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要旨：第 31 回 OECD 高生産量化学物質初期評価会議（SIAM 31）が 2010 年 10
月に英国・オックスフォードで開催され、日本が担当した 2 物質の SIAP（2,4,6-
トリニトロフェノール（別名：ピクリン酸）：CAS 番号 88-89-1、2,4-ジフェニル-4-
メチル-1-ペンテン：CAS 番号 6362-80-7）および 2 物質の ITAP（4-アミノ-5-ヒド

ロキシ-2,7-ナフタレンジスルホン酸モノナトリウム塩：CAS 番号 5460-09-3、1,3,5-
トリス (3,5-ジ -tert-ブチル -4-ヒドロキシベンジル )イソシアヌル酸：CAS 番号

27676-62-6）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 4
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 31st Screening Information Data Set (SIDS) Initial Assessment 
Meeting (SIAM 31) was held in Oxford, UK. The initial assessment documents of 
four substances, picric acid (CAS number: 88-89-1), monosodium 
4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate (CAS number: 5460-09-3), 
1,1'-(1,1-dimethyl-3-methylene-1,3-propanediyl)bisbenzene (CAS number: 
6362-80-7), and 1,3,5-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)isocyanuric acid 
(CAS number: 27676-62-6) were submitted by the Japanese Government. SIDS 
Initial Assessment Profile (SIAP) of two substances (88-89-1, 6362-80-7) and 
Initial Targeted Assessment Profile (ITAP) of two substances (5460-09-3, 
27676-62-6) were 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 30 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、2012 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、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。選択的評価とは、環境影響またはヒト健康

影響に最も関連の強い一つもしくは複数のエンドポイント（評価項目）に焦点を絞って評

価する手法である（松本ら 2009）。日本が選択的評価のために提出する物質の評価項目は、

日本の「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」（化審法）の有害性調査項目に基

づいている。 
本稿では SIAM 31 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 31 で合意された日本担当物質の初期評価内容 

2010 年 10 月にオックスフォード（英国）で開催された SIAM 31 において、我が国は 2
物質の初期評価および 2 物質の選択的初期評価、計 4 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）2,4,6-トリニトロフェノール（別名：ピクリン酸） 

英名 Picric acid (88-89-1) 
 
１）曝露状況 

本物質は日本において、農薬や染料の原料、爆薬、脱硫触媒や実験用試薬として使用さ

れる。さらに、マッチ、電池、銅版エッチング液、媒染剤に使用され、皮革産業や色ガラ

ス製造でも使用される。 
本物質は吸入や皮膚接触による職業曝露の可能性があり、また、本物質を含む爆薬やマ

ッチ、電池の使用による消費者曝露の可能性がある。本物質の産業利用による環境への排

出が考えられるが、日本では地表水や土壌で検知されず、その影響はほとんどないと考え

られる。 
 
２）環境影響評価 

本物質は環境中に解離状態で存在し、主に水相に分布する。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：<0.24（0.5 mg/L）、<2.2（0.05 mg/L））。 
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 110 mg/L（96 時

間）、ミジンコの 48 時間 LC50 または半数影響濃度（EC50）は 85～90 mg/L（48 時間、遊
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泳阻害：OECD TG 202 part 1 同等、など）であり、また、藻類の EC50 は 500 mg/L（72
時間、生長阻害（速度法）：OECD TG 201 同等）より大きい。慢性毒性については、魚類

の最小影響濃度（LOEC）は 0.05 mg/L（42 日間、出血）、ミジンコの最大無影響濃度（NOEC）

は 5 mg/L（21 日間、繁殖阻害：OECD TG 202 part 2 同等）であるが二枚貝の最大無影

響濃度（NOEC）は 0.05 mg/L 未満（42 日間、成長）、藻類の 10%影響濃度（EC10）は 240 
mg/L（72 時間、生長阻害（速度法）：OECD TG 201 同等）であった。 
＜結論＞本物質は、環境に対して有害性（ミジンコへの急性毒性値：10～100 mg/L、魚類・

無脊椎動物への慢性毒性値：0.05 mg/L 以下）を示し、難生分解性および低生物濃縮性で

ある。 
 
３）健康影響評価 

本物質の放射性同位体を雄ラットに静脈注射（50 mg/kg bw）または強制経口投与（100 
mg/kg bw）したところ、静脈注射 24 時間後には 81.5％が血液中から消失し、58.9％が尿

中に 12.2％が糞中に排泄された。血中濃度半減期は 13.4 時間であった。経口投与では投与

後 24 時間以内に投与量の約 60％が吸収され、脾臓、腎臓、肝臓、肺および精巣の順に放

射性同位体の濃度が高かった。投与後 24 時間までの尿中放射活性のうち、60％は本物質

の未変化体であり、主要な尿中代謝産物は N-アセチルイソピクラミン酸（14.8％）、ピク

ラミン酸（18.5％）および N‐アセチルピクラミン酸（4.7%）であった。 
ラットの単回経口投与毒性試験（OECD TG 401）における LD50 は雄で 492 mg/kg bw、

雌では 283 mg/kg bw であり、一般状態として自発運動の低下、異常歩行、間代性けいれ

ん、軟便が認められた。別の単回経口投与試験での LD50 はラットの雄で 290 mg/kg bw、

雌では 200 mg/kg bw であり、振戦、著しい強直性／間代性けいれん、紅涙、血液 pH の

低下が認められた。 
本物質の水溶液および結晶は皮膚に対して刺激性を示すとの報告がある（情報の信頼性

は低い）。本物質の結晶はウサギの眼に対して軽微な刺激性を示す。本物質の水溶液はウサ

ギの眼に損傷を引き起こすとの報告がある（詳細不明）。また、本物質はモルモットの皮膚

に感作性を示した。さらに、本物質による感作性皮膚炎が弾薬庫内労働者に認められた（二

次資料）。 
ラットに 0、4、20、または 100 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（OECD TG 407）において、死亡例はみられなかった。100 mg/kg 
bw/day では、雌雄で赤血球数と Hb の低値、脾臓の絶対・相対重量および肝臓の相対重量

の高値、雄で精巣上体の絶対・相対重量の低値が認められた。病理組織学検査において、

100 mg/kg bw/day の雌雄で脾臓の胚中心の発達・ヘモジデリン沈着・髄外造血、盲腸の潰

瘍、肝臓の小葉中心性肝細胞肥大がみられ、雄では精巣のびまん性の精細管萎縮、精巣上

体の管腔内細胞残屑の出現および精子の減少も認められた。これらの結果から、反復投与

毒性の NOAEL は雌雄ともに 20 mg/kg bw/day とされた。また、雄の生殖器や精子への影

響が顕著であったことから生殖発生毒性の NOAEL も 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 46 日間、雌では分娩後哺育 3

日まで、0、4、20 または 45 mg/kg bw/day を強制経口投与した経口投与簡易生殖毒性試

験（OECD TG 421）において、死亡例はみられず、45 mg/kg bw/day において、雄で体重

増加量の低値、肝臓と腎臓の相対重量の高値、精巣上体の絶対重量の低値が認められ、雌

では肝臓と脾臓の絶対・相対重量の高値が認められた。親動物の生殖能への影響は認めら

れなかった。45 mg/kg bw/day の雄 2 例でステージ IX～XI の step19 精子細胞の遺残がみ
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られた。精子形成のステージ分類では、45 mg/kg bw/day でステージ I～VI におけるパキ

テン期精母細胞の低値が認められた。これらより、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 も 20 mg/kg bw/day とされた。また、最高

用量でも発生への影響は認められず、発生毒性の NOAEL は 45 mg/kg bw/day とされた。 
その他、新生児ラットに生後 4 日から 21 日まで（計 18 日間）、0、4.1、16.3 または 65.1 

mg/kg bw/day を強制経口投与した試験において、最高用量で体重の低値と肝臓の相対重量

の高値が認められたが、どの用量でも外形分化状態、性成熟、感覚機能検査結果に影響は

見られなかった。 
細菌を用いる復帰突然変異試験（OECD TG471）は S9mix の存在/非存在下で陽性、チ

ャイニーズ・ハムスター培養細胞（肺/卵巣由来）を用いる 2 種類の染色体異常試験（OECD 
TG473）では S9mix の存在/非存在下で陰性であった。チャイニーズ・ハムスター卵巣由

来培養細胞では代謝活性化の非存在下において姉妹染色体分体交換を用量依存的に誘発し

た。マウスを用いた in vivo 小核試験は陰性であった。ショウジョウバエを用いた伴性劣性

致死試験が複数報告されており、本物質を注射した試験の結果は陽性であったが、混餌投

与の結果では陽性と陰性がみられた。ショウジョウバエに本物質を注射した相互転座試験

は陰性であった。これらの結果から、本物質は in vitro では遺伝毒性が認められ、in vivo
では小核試験は陰性であったが、in vivo での遺伝子突然変異誘発性は不明であることから、

本物質が遺伝毒性を示す可能性は否定できないとされた。 
＜結論＞本物質はヒトの健康に有害性（皮膚・眼刺激性、皮膚感作性、急性経口毒性、反

復投与毒性、生殖毒性および遺伝毒性）を示す可能性がある。 
 
（２）4-アミノ-5-ヒドロキシ-2,7-ナフタレンジスルホン酸モノナトリウム塩 

英名 Monosodium 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate (5460-09-3)  
 

選択的初期評価が行われ、評価項目は健康影響（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、日本ではアゾ染料や媒染剤として使用される。 
 
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 より大きい。 
ラットに 0、30、100、300、または 1,000 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、最高用量でも死亡例や毒性影響が認められなかっ

たことから、反復経口投与毒性の NOAEL は雌雄ともに 1,000 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/非存在下で共に陰性であ

った。 
＜結論＞選択的評価項目に関する限り、本物質はヒトの健康に有害性を示さない。 
 
（３）2,4-ジフェニル-4-メチル-1-ペンテン 

英名 1,1'-(1,1-Dimethyl-3-methylene-1,3-propanediyl)bisbenzene (6362-80-7)  
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１）曝露状況 

本物質は日本において、高分子合成における連鎖移動剤として、SB ラテックスと ABS
樹脂の分子量の調整に使用される。 

本物質はミストの吸入や皮膚吸収による職業曝露の可能性があるが、消費者製品に使用

されていないので消費者曝露の可能性はない。日本では閉鎖系で連続製造され、処理場か

らの廃水は活性汚泥で処理してから環境に排出される。 
 
２）環境影響評価 

媒体別分配割合の予測の結果、本物質が大気相・土壌相・水相に等量が連続して放出さ

れた場合は主に土壌相（60%）と底質相（34%）に分布する。また、本物質は容易に生分

解されず、魚類への生物濃縮性も比較的高い（BCF：5,210（0.01 mg/L）、4,690（0.001 
mg/L））。 
水生生物に対する急性毒性について、魚類および藻類では、試験用水への溶解限度まで

毒性影響は見られず、魚類の LC50 は 0.092 mg/L より大（96 時間、OECD TG 203）、藻類

の EC50 は 0.059 mg/L より大（72 時間、生長阻害（速度法）：OECD TG 201）となった。

ミジンコに対しては有意な有害性が認められ EC50 は 0.057 mg/L（48 時間、遊泳阻害、

OECD TG 202）であった。慢性毒性値については、藻類でのみ得られているが、試験最大

濃度で有害影響は見られず、NOEC は 0.059 mg/L（72 時間、生長阻害（速度法）：OECD 
TG 201）より大となった。 
＜結論＞本物質は、環境に対して有害性（ミジンコへの急性毒性値：1 mg/L 未満）を示し、

また、難生分解性および高生物濃縮性である。 
 
３）健康影響評価 
雌ラットに 300 または 2,000 mg/kg bw の本物質を強制経口投与した単回経口投与毒性

試験（毒性等級法、OECD TG 423）では、2,000 mg/kg bw で死亡、下痢、振戦、間代性

けいれん、下腹部の汚れがみられた。300 mg/kg bw では本物質による影響は認められなか

った。LD50 カットオフ値は 2,000 mg/kg bw とされた。 
本物質はウサギの皮膚に対して重度の刺激性を示し、塗布 4 時間後に紅斑と浮腫がみら

れ 14 日後には紅斑や色素沈着が認められた。 
ラットに交配前 2 週間および交配期間を含め、雄では計 42 日間、雌では分娩後哺育 6

日まで（計 44～56 日間）、0、45、180 または 720 mg/kg bw/day を強制経口投与した反復

投与毒性・生殖発生毒性併合試験（OECD TG 422）において、720 mg/kg bw/day の雌 2
例の死亡が認められた。180 mg/kg bw/day 以上で投与直後に一過性の流涎や被毛の汚れが

みられた。720 mg/kg bw/day において、雄では投与 4 日から投与期間を通して、また、雌

では投与 4 日および妊娠 0、14、21 日に体重の低値が認められた。尿検査において、720 
mg/kg bw/day で雄の尿量の高値および尿比重の低値が認められた。血液学検査において、

雄では 180 mg/kg bw/day 以上でプロトロンビン時間の延長、活性化部分トロンボプラス

チン時間の延長、720 mg/kg bw/day でフィブリノーゲン濃度の高値がみられ、雌では 720 
mg/kg bw/day で赤血球数の低値、ヘマトクリット値の低値、活性化部分トロンボプラスチ

ン時間の延長がみられた。血液生化学検査において、雄では 180 mg/kg bw/day 以上で Ca
の高値、720 mg/kg bw/day でγ-GTP、総タンパク質、アルブミン、A/G、総ビリルビン

および総コレステロールの高値、Cl の低値がみられ、雌では 180 mg/kg bw/day 以上で総
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タンパク質の高値、720 mg/kg bw/day で血糖の低値、γ-GTP および総ビリルビンの高値

がみられた。器官重量において 45 mg/kg bw/day 以上の雄および 180 mg/kg bw/day 以上

の雌で肝臓の絶対・相対重量の高値、180 mg/kg bw/day 以上の雄で腎臓の絶対・相対重量

の高値が認められた。また、720 mg/kg bw/day の雌雄で甲状腺の絶対・相対重量の高値が

認められた。病理組織学検査において、45 mg/kg bw/day以上の雄および 180 mg/kg bw/day
以上の雌で小葉中心性肝細胞肥大および肝細胞の好塩基性変化が認められた。720 mg/kg 
bw/day の雄に尿細管上皮の硝子滴がみられた。720 mg/kg bw/day では雄の甲状腺に濾胞

上皮のびまん性過形成の増加がみられた。回復期間後、これらの病理組織学的影響は完全

には回復しなかった。これらの結果から、反復投与毒性の NOAEL は雄で 45 mg/kg bw/day
未満、雌では 45 mg/kg bw/day とされた。親動物の生殖機能に関して、720 mg/kg bw/day
で妊娠黄体数、着床数の低値が認められた。児動物への影響に関しては、720 mg/kg bw/day
で総出産児数、哺育 0 日の新生児数および哺育 4 日の生存児数の低値が認められ、また、

哺育 0 および 4 日の平均体重の高値、哺育 0 および 4 日の一腹合計体重の低値が認められ

た。児の一般状態、外表および剖検に投与による影響は認められなかった。これらから、

生殖毒性および発生毒性の NOAEL は 180 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/非存在下で共に陰性で

あった。 
＜結論＞本物質はヒトの健康に有害性（皮膚刺激性および反復投与毒性）を示す可能性が

ある。 
 
（４）1,3,5-トリス(3,5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシベンジル)イソシアヌル酸 

英名 1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)isocyanuric acid (27676-62-6)  
 

選択的初期評価が行われ、評価項目は健康影響（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、日本ではプラスチック用の酸化防止剤として使用される。 
 
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、最高用量の 2,000 mg/kg bw
で毒性影響や死亡例は認められず、経口 LD50 は雌雄ともに 2,000 mg/kg bw より大きい。

別試験のラットの単回経口投与毒性試験（OECD TG 401）では、5,000 mg/kg bw でも死

亡例は認められなかった。ラットの単回経皮投与毒性試験（OECD TG 402）では、最高用

量の 2,000 mg/kg bw で死亡例は認められず、経皮 LD50 は 2,000 mg/kg bw より大きい。 
雌雄ラットに 0、100、300 または 1,000 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、最高用量でも毒性影響は認められず、本試験の

NOAEL は雌雄共に 1,000 mg/kg bw/day とされた。ラットに 0、150、800、3,000 または

15,000 ppm（雄：約 0、9、48、180 または 900 mg/kg bw/day 相当、雌：約 0、7.5、40、
150 または 750 mg/kg bw/day 相当）の本物質を混餌投与した 90 日間反復経口投与毒性試

験（OECD TG 407）において死亡例や毒性影響は認められなかった。また、ラットに 0、
1,000、3,000 または 10,000 ppm（雄：約 0、60、180 または 600 mg/kg bw/day 相当、雌：
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約 0、50、150 または 500 mg/kg bw/day 相当）の本物質を混餌投与した 90 日間反復経口

投与毒性試験や、イヌに 0、1,000、3,000 または 10,000 ppm（雌雄とも、約 0、25、75
または 250 mg/kg bw/day 相当）の本物質を混餌投与した 90 日間反復経口投与毒性試験に

おいても、毒性影響は認められなかった。これらの結果から、反復経口投与毒性の NOAEL
は 250 mg/kg bw/day とされた。 
細菌を用いる復帰突然変異試験では 2 試験（共に OECD TG 471）で陰性であったが、

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 1 試験

で陽性（数的異常）、他の 1 試験で陰性であった。In vivo 小核試験が陰性であったことか

ら、本物質は in vivo において遺伝毒性を示さないとされた。 
＜結論＞選択的評価項目に関する限り、本物質はヒトの健康に有害性を示さない。 
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