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要旨：第 30 回 OECD 高生産量化学物質初期評価会議 (SIAM 30) が 2010 年 4 月にフ

ランス・パリで開催され、日本が担当した 2 物質の SIAP (4-アミノフェノール：CAS
番号 123-30-8、n-ウンデカン：CAS 番号 1120-21-4) および 3 物質の ITAP (トリチルク

ロリド：CAS 番号 76-83-5、アセナフテン：CAS 番号 83-32-9、2-エチルアントラキノ

ン：CAS 番号 84-51-5) について合意が得られた。本稿では本会議で合意の得られたこ

れら 5 物質の初期評価文書について紹介する。 
キーワード：OECD、HPV プログラム、SIDS 初期評価会議 

 
Abstract: The 30th Screening Information Data Set (SIDS) Initial Assessment 
Meeting (SIAM 30) was held at the Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD) headquarters in Paris, France. The initial assessment 
documents of five substances, SIDS Initial Assessment Profile (SIAP) for two 
substances (p-aminophenol (CAS number: 123-30-8) and n-undecane (CAS number: 
1120-21-4)) and Initial Targeted Assessment Profile (ITAP) for three substances 
(triphenylmethyl chloride (CAS number: 76-83-5), 1,2-dihydroacenaphthylene (CAS 
number: 83-32-9) and 2-ethylanthracene-9,10-dione (CAS number: 84-51-5)), were 
submitted by the Japanese Government and agreed at the meeting. In this report, the 
documents of these substances are introduced.  
Keywords: OECD, HPV programme, SIDS Initial Assessment Meeting 
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１ はじめに 

OECD 加盟各国では高生産量化学物質点検プログラム (High Production Volume Chemical 
(HPV) Programme) に従い、高生産量化学物質の安全性評価を行っている (長谷川ら 1999、江

馬 2006)。第 29 回までの初期評価会議 (Screening Information Data Set (SIDS) Initial 
Assessment Meeting：SIAM) で日本政府が担当した化学物質の評価文書については前報まで

に紹介しており (高橋ら 2011a、2011b など)、また、SIAM 30 までの各会議内容についても紹

介がある (松本ら 2010、2011 など)。 
SIAM 29 から、SIDS エンドポイントのすべてを満たしている初期評価文書 (SIAR: SIDS 

Initial Assessment Report) に加え、選択的初期評価文書 (ITAR: Initial Targeted Assessment 
Report) について検討され、初期評価プロファイル (SIAP: SIDS Initial Assessment Profile) 
同様、選択的初期評価プロファイル (ITAP: Initial Targeted Assessment Profile) についても

合意に向けて論議されている。ここで、ITAR とは特定のエンドポイントに関する初期評価文書

で、ITAP とは ITAR の評価結果部分を簡潔にまとめた文書である。今回の SIAM 30 において、

日本からは初めて ITAP および ITAR が提出された。なお、今回提出した選択的評価文書一式

は、日本国内の化審法の既存化学物質点検による評価を基に作成された。 
本稿では SIAM 30 で合意に至った日本担当物質の評価文書の概要を紹介する。なお、OECD

ガイドラインに則した毒性試験についてはガイドライン番号を示した。 

２ SIAM 30 で合意された日本担当物質の初期評価内容 

2010 年 4 月にパリ (フランス) で開催された SIAM 30 において、我が国は 2 物質の初期評

価および 3 物質の初期選択的評価、計 5 物質について評価文書を提出し、それらの結果は全て

合意された。以下、CAS 番号の小さい順に紹介する。 
 
（１）トリチルクロリド 

英名 Triphenylmethyl chloride (76-83-5)  
 選択的初期評価が行われ、評価の対象は健康影響 (急性毒性、反復投与毒性、遺伝毒性) であ

った。 
 
１）曝露状況 [参考情報] 
本物質は、日本では主に医薬品の中間体として使用される。 

 
２）健康影響評価 
ラットの単回経口投与毒性試験 (OECD TG 401) において、最高用量でも毒性影響や死亡例

は認められず、LD50は雌雄ともに 2,000 mg/kg bw 以上であった。 
ラットに 0、12、60、または 300 mg/kg bw/day の本物質を強制経口投与した 28 日間反復経

口投与毒性試験において、死亡例はみられなかった。60 mg/kg bw/day 以上の雌雄で肝臓の相

対重量の高値および小葉中心性の肝細胞肥大が認められた。60 mg/kg bw/day 以上の雌と 300 
mg/kg bw/day の雄で血中グルコース値の低下、および盲腸の粘膜肥厚が認められた。これらの

結果から、反復投与毒性の NOAEL は雌雄ともに 12 mg/kg bw/day とされた。 
細菌を用いる復帰突然変異試験 (OECD TG 471) およびチャイニーズ・ハムスター培養細胞

を用いる染色体異常試験 (OECD TG 473) は S9mix の存在/非存在下で陰性であった。 
＜結論＞本物質はヒト健康影響として反復投与毒性を示す可能性がある。 
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（２）アセナフテン 
英名 1,2-Dihydroacenaphthylene (83-32-9) 

初期選択的評価が行われ、評価の対象は健康影響 (急性毒性、反復投与毒性、遺伝毒性) であ

った。 
 
１）曝露状況 [参考情報] 
本物質は、日本では主に染料の中間体や、合成樹脂・殺虫剤・消毒剤の原料として使用され

る。 
 
２）健康影響評価 
ラットの単回経口投与毒性試験 (OECD TG 401) において、最高用量でも毒性影響や死亡例

は認められず、LD50は雌雄ともに 2,000 mg/kg bw 以上であった。 
ラットに 0、12、60、300 mg/kg bw/day の本物質を強制経口投与した 28 日間反復経口投与

毒性試験において、死亡例や毒性徴候はみられなかった。60 mg/kg bw/day 以上の雌および 300 
mg/kg bw/day の雄に血清リン脂質の高値が認められ、300 mg/kg bw/day の雌雄に総コレステ

ロールの高値、300 mg/kg bw/day の雄に総ビリルビンの高値が認められた。また、300 mg/kg 
bw/day の雌雄に、肝臓の絶対・相対重量の高値および小葉中心性肝細胞肥大、60 mg/kg bw/day
以上の雌に腺胃のびらんが認められた。これらの結果から反復経口投与毒性の NOAEL は 12 
mg/kg bw/day とされた。 
細菌を用いる復帰突然変異試験 (OECD TG 471 と OECD TG 472 (試験当時)) は陰性であっ

た。チャイニーズ・ハムスター培養細胞を用いる染色体異常試験 (OECD TG 473) は S9mix
の存在下でのみ陽性であったが、同時に細胞毒性も認められたため、その陽性結果の毒性学的

意義は曖昧である。 
＜結論＞本物質はヒト健康影響として反復投与毒性と in vitro 遺伝毒性を示す可能性がある。 
 
（３）2-エチルアントラキノン 

英名 2-Ethylanthracene-9,10-dione (84-51-5)  
初期選択的評価が行われ、評価の対象は健康影響 (急性毒性、反復投与毒性、遺伝毒性) であ

った。 
 
１）曝露状況 [参考情報] 
本物質は、日本では主にフォトレジスト感光剤や、過酸化水素製造用の触媒として使用され

る。 
 
２）健康影響評価 
ラットの単回経口投与毒性試験 (OECD TG 401) において最高用量でも毒性影響や死亡例は

認められず、LD50は雌雄ともに 2,000 mg/kg bw 以上であった。 
ラットに 0、10、50、250 mg/kg bw/day の本物質を強制経口投与した 28 日間反復経口投与

毒性試験において、死亡例はみられなかった。10 mg/kg bw/day 以上の雄と 250 mg/kg bw/day
の雌で赤血球数の低値が認められた。250 mg/kg bw/day の雌雄に肝臓の絶対・相対重量の高値、

雌に脾臓の絶対・相対重量の高値、および雄に腎臓の相対重量の高値が認められた。50 mg/kg 
bw/day 以上の雌雄に小葉中心性肝細胞肥大が用量依存的に認められ、250 mg/kg bw/day の雌

雄では肝細胞に核の大小不同がみられた。腎臓では 50 mg/kg bw/day 以上の雌と 250 mg/kg 
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bw/day の雄にヘモジデリン沈着および鬱血がみられ、50 mg/kg bw/day 以上の雄と 250 mg/kg 
bw/dayの雌に髄外造血がみられた。これらの結果から反復経口投与毒性のLOAELは 10 mg/kg 
bw/day とされた。 
細菌を用いる復帰突然変異試験 (OECD TG 471) は陰性であったが、チャイニーズ・ハムス

ター培養細胞を用いる染色体異常試験 (OECD TG 473) は陽性であった。 
＜結論＞本物質はヒト健康影響として反復投与毒性と in vitro 遺伝毒性を示す可能性がある。 
 
（４）4-アミノフェノール 

英名 p-Aminophenol (123-30-8)  
 

１）曝露状況 
本物質は硫化染料の中間体、ゴム用老化防止剤、写真現像薬、医薬中間体、木材着色料、毛

皮・羽毛用染料、酸化染毛剤の顕色剤として使用される。 
本物質は粉塵の吸入や皮膚接触による職業曝露の可能性があり、また、酸化染毛剤の顕色剤

であることから、その使用による消費者曝露の可能性がある。本物質の製造・加工過程におけ

る廃水から環境中への排出量に関しては、現在利用可能な測定データはないが、消費によって

環境に排出される可能性がある。 
 
２）環境影響評価 
媒体別分配割合の予測の結果、本物質が水相に放出された場合は主に土壌相 (99.5%) に残留

する。また、本物質は容易に生分解されないが、魚類への生物濃縮性は低い (BCF：10～46)。 
水生生物に対する急性毒性について、魚類の半数致死濃度 (LC50) は 0.93 mg/L (96 時間、

OECD TG 203)、ミジンコの半数影響濃度 (EC50) は 0.098 mg/L (48 時間、遊泳阻害、OECD TG 
202)、藻類の EC50は 0.15 mg/L (72 時間、生長阻害 (速度法)：OECD TG 201) であった。慢

性毒性については、魚類の最大無影響濃度 (NOEC) は 0.064 mg/L (41 日間、OECD TG 210)、
ミジンコの NOEC は 0.055 mg/L (21 日間、繁殖阻害：OECD TG 202 part 2)、藻類の NOEC
は 0.036 mg/L (72 時間、生長阻害 (速度法)：OECD TG 201) であった。 
＜結論＞本物質は環境に対する有害性として、魚類・ミジンコ・藻類への急性毒性 (LC50 ある

いは EC50：1 mg/L 未満)、魚類・ミジンコ・藻類への慢性毒性 (NOEC：0.1 mg/L 未満) を示

し、難生分解性を有するが、低生物濃縮性である。 
 
３）健康影響評価 

本物質をウサギに経口投与したところ、その全量が胃腸管で吸収された後、尿中に排泄され

た。また、本物質の塩酸塩をラットに皮下注射したところ、尿中の主な代謝物はアミノフェノ

ール抱合体、アセトアミノフェノールおよびその抱合体であった。さらに、本物質は皮膚を通

してラットで 11％、ヒトで 6～8％吸収された。 
ラットの単回経口投与毒性試験での LD50は雌雄とも 671 mg/kg bw であり、一般状態として

嗜眠、立毛、唾液腺の浮腫状腫脹が認められた。 
本物質はウサギの皮膚や眼に対して軽微な刺激性を示す。また、本物質はモルモットの皮膚

に感作性を示し、美容師や理容師にも皮膚感作性が認められた。 
雌雄ラットに 0、4、20、100 または 500 mg/kg bw/day の本物質を強制経口投与した 28 日

間反復経口投与毒性試験において、投与開始後 4 日に 500 mg/kg bw/day の雄 1 例が死亡し、

腎臓に近位尿細管上皮の凝固壊死と好塩基性尿細管が認められたことから、これらの変化が死
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亡原因とされた。 死亡例以外では、500 mg/kg bw/day の雄で体重および摂餌量の低値、雌雄

で摂水量の高値、雌雄で赤血球数の低値、雌でヘマトクリット値とヘモグロビン濃度の低値お

よび網状赤血球数の高値、雄で平均赤血球血色素量の高値、雄でアルブミンの高値認められた。

尿検査では 100 mg/kg bw/day 以上の雌雄に褐色尿、500 mg/kg bw/day の雌に比重の高値、100 
mg/kg bw/day 以上の雌および 500 mg/kg bw/day の雄に沈渣の上皮細胞増加が認められた。ま

た、500 mg/kg bw/day の雌で肝臓の絶対重量の高値、雌雄で肝臓の相対重量の高値、雌で脾臓

の相対重量の高値、100 mg/kg bw/day 以上の雌で腎臓の絶対重量の高値、500 mg/kg bw/day
の雌雄で腎臓の相対重量の高値が認められた。病理組織学的検査の結果、腎臓では 500 mg/kg 
bw/day の雌雄に皮髄境界部の白色線条、100 mg/kg bw/day 以上の雌雄に好塩基性尿細管がみ

られ、脾臓では 500 mg/kg bw/day の雌に暗赤色化、ヘモジデリン色素の増加、雌雄に髄外造

血亢進が認められた。これらのことから反復経口投与毒性の NOAEL は 20 mg/kg bw/day とさ

れた。 
雌雄ラットに交配前 2 週間から交配期間を含め、雄では 49 日間、雌では分娩後哺育 3 日まで 

(40～60 日間)、0、20、100 または 500 mg/kg bw/day を強制経口投与した簡易生殖毒性試験 
(OECD TG 421) において、500 mg/kg bw/day で雄 4 例および雌 2 例が死亡した。これらの

雌雄の腎臓には、タンパク円柱、好塩基性尿細管及び尿細管の壊死がみられ、急性腎不全が死

亡原因と考えられた。生存例では 500 mg/kg bw/day の雌雄で体重増加量および摂餌量の低値

がみられ、100 mg/kg bw/day の雌においても摂餌量の低値が認められた。また、100 mg/kg 
bw/day 以上の雌雄で褐色尿がみられた。500 mg/kg bw/day の雌雄では、脾臓の黒褐色化、腎

臓に好塩基性尿細管やタンパク円柱および顆粒円柱がみられ、脾臓に髄外造血や赤脾髄のヘモ

ジデリン沈着が認められ、雄では腎臓の褪色もみられた。500 mg/kg bw/day の雄で精巣および

精巣上体の絶対・相対重量の低値、精巣の精母細胞及び精子細胞の減少、セルトリ細胞の空胞

化および精母細胞の変性/壊死、さらに精巣上体の管腔内の生殖細胞残渣及び精子の減少が認め

られた。親動物の生殖機能に関して、500 mg/kg bw/day では性周期停止、妊娠期間の延長が認

められ、分娩及び哺育行動の不良がほぼ全例でみられた。児動物に関しては、500 mg/kg bw/day
で死産児率の高値、出生率低値および生後 4 日の生存率低値が認められ、生後 0 および 4 日
の雌雄の新生児体重に低値が認められた。これらの結果より、反復経口投与毒性の NOAEL は

雌雄とも 20 mg/kg bw/day、生殖発生毒性の NOAEL は 100 mg/kg bw/day とされた。 
雌雄ラットに 0、0.07、0.2 または 0.7% (約 0、47、133 または 467 mg/kg bw/day 相当) の

本物質を 13 週間および 27 週間混餌投与した反復経口投与試験において、投与に関連する死亡

例はみられなかった。467 mg/kg bw/day の雌雄に体重増加量の抑制が認められた。467 mg/kg 
bw/day の雌で赤血球数の低値およびヘモグロビン低値が 13 週間目のみにみられた。47 mg/kg 
bw/day 以上の雌雄にネフローゼが 13 および 27 週間目にみられた。これらの結果より、反復

経口投与毒性の LOAEL は雌雄とも 47 mg/kg bw/day とされた。また、一連の試験として、13
週間摂餌投与した雌に無投与雄を交配させ、その妊娠ラットに妊娠 20 日まで同用量を再度混餌

投与した試験では、133 mg/kg bw/day 以上で妊娠ラットの体重低値、467 mg/kg bw/day で妊

娠ラットの体重増加量の抑制が認められ、133 mg/kg bw/day 以上で着床後死亡がみられた。児

に毒性学的に意義のある奇形は認められなかったが、変異として 133 mg/kg bw/day 以上で第

14 肋骨の痕跡、467 mg/kg bw/day で第 5 または第 6 胸骨分節の未骨化の数が増加した。生殖

機能への影響は認められなかった。これらの結果より、発生毒性の NOAEL は 47 mg/kg bw/day
とされたが、観察された発生への影響は母毒性に伴う二次的な変化と考えられる。 
細菌を用いる復帰突然変異試験 (OECD TG 471 と 472) では陰性であったが、チャイニー

ズ・ハムスター培養細胞を用いる染色体異常試験 (OECD TG 473) では陽性であった。In vivo
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小核試験 (OECD TG 474) では陽性であり、ラットを用いる優性致死試験では陰性であった。

これらの in vitro および in vivo 試験おいて陽性／陰性の相反する結果が得られたが、染色体異

常試験と小核試験の結果が陽性であることから、本物質は in vitro および in vivo において遺伝

毒性 (染色体異常) を示すとされた。 
＜結論＞本物質はヒト健康影響として皮膚刺激性/感作性、反復投与毒性および遺伝毒性を示す

可能性がある。 
 

（５）n-ウンデカン 
英名 n-Undecane (1120-21-4)  
 

１）曝露状況 
本物質は洗剤原料、合成中間体、反応溶媒、工業用洗浄溶剤などとして使用される。また、

カーワックス、ランプ用オイル、潤滑剤、グリース、燃料添加剤などの生活用品にも含まれる

ので、その使用により消費者曝露の可能性がある。本物質は閉鎖系で製造されるため職業曝露

の可能性は低い。また、製造施設からの排気や廃水は適切に処理されており、製造による環境

への排出の可能性は低い。 
 
２）環境影響評価 
媒体別分配割合の予測の結果、本物質が大気相・土壌相・水相に放出された場合は主に水相 

(69.9%) と大気相 (24.4%) に分布する。また、本物質は容易に生分解し、魚類への生物濃縮性

は低い～中程度と推定される (BCF：120.9～1420 [計算値])。 
水生生物に対する急性毒性について、魚類を飽和溶液に曝露した結果、毒性影響はみられず、

LC50は 0.013 mg/L より大きい (96 時間、OECD TG 203)。また、ミジンコの EC50は 0.011 mg/L 
(48 時間、遊泳阻害、OECD TG 202) であった。藻類への急性影響は認められず、EC50は 0.0059 
mg/L より大きい (72 時間、生長阻害 (速度法)：OECD TG 201 。慢性毒性については、ミジ

ンコの NOEC は 0.0057 mg/L (21 日間、繁殖阻害：OECD TG 211) であり、藻類の NOEC は

0.0059 mg/L より大きい (72 時間、生長阻害 (速度法)：OECD TG 201)。 
＜結論＞本物質は環境に対する有害性として、ミジンコへの急性毒性 (EC50：1 mg/L 未満) 、
ミジンコへの慢性毒性 (NOEC：0.01 mg/L 未満) を示し、易生分解性および中程度の生物濃縮

性を有する。 
 
３）健康影響評価 

本物質をラットに吸入させたところ、本物質は速やかに吸収され、全身、特に脂肪組織に分

布した。さらに、本物質は選択的に脳に分布し、脂肪組織から脳への持続的再分布の可能性が

ある。In vitro 試験では本物質の皮膚からの吸収はとても少ない。また、健康なヒトの前腕皮膚

に本物質を単回局所塗布したところ、塗布 (30 分間) 終了直後に最高血中濃度が認められた。 
急性吸入毒性試験において飽和蒸気濃度でも毒性影響は認められず、LC50は飽和蒸気濃度の

2.82 mg/L 以上 (8 時間、雄ラット) であった。ラットの単回経口投与毒性試験 (OECD TG 401) 
において、最高用量でも毒性影響や死亡例は認められず、LD50は雌雄とも 2000 mg/kg bw 以上

であった。 
信頼性の低い報告ではあるが、本物質はブタやウサギの皮膚に対して中程度の刺激性を示す。 
ラットに交配前 2 週間および交配期間を含め、雄では計 46 日間、雌では分娩後哺育 3 日ま

で、0、100、300 及び 1000 mg/kg bw/day を強制経口投与した反復投与毒性・生殖発生毒性併
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合試験 (OECD TG 422) において、死亡例は認められなかった。1000 mg/kg bw/day の雌雄で

流涎がみられた。1000 mg/kg bw/day において、雄で体重増加量の抑制が認められ、雌では体

重の高値が哺育期間に認められた。また、1000 mg/kg bw/day の雄でヘモグロビン量の低値、

白血球数の高値、アルブミンの低値、α2-グロブリン、GPT、コリンエステラーゼおよび総コ

レステロールの高値が認められた。1000 mg/kg bw/day において、雄で肝臓の相対重量の高値

および胸腺の絶対・相対重量の高値、雌で肝臓の絶対・相対重量の高値が認められた。生殖毒

性に関する影響は最高用量でも認められなかった。発生毒性に関しては、母毒性に伴う二次的

変化かもしれないが、1000 mg/kg bw/day で新生児の雌雄の体重増加量の低値が認められた。

これらの結果から、反復投与毒性の NOAEL は雌雄ともに 300 mg/kg bw/day、また、生殖毒

性の NOAEL は 1000 mg/kg bw/day、発生毒性の NOAEL は 300 mg/kg bw/day とされた。 
細菌を用いる復帰突然変異試験 (OECD TG 471 と 472) およびチャイニーズ・ハムスター培

養細胞を用いる染色体異常試験 (OECD TG 473) は共に陰性であった。 
440 日間マウスの皮膚に、週 3 回本物質のみを塗布したところ皮膚に腫瘍の発生は認められ

なかったが、イニシエーターのベンゾ[a]ピレンとともに塗布した場合には、皮膚において発が

ん促進作用が認められた。 
＜結論＞本物質はヒト健康影響として反復投与毒性を示す可能性がある。 
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