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環境リスクの初期評価結果について 

 

化学物質の環境リスク評価とは、評価対象とする化学物質について、人の健康及

び生態系に対する有害性を特定し、用量（濃度）－反応（影響）関係を整理する「有

害性評価」と、人及び生態系に対する化学物質の環境経由の暴露量を見積もる「暴

露評価」を行い、両者の結果を考慮することによってリスクの程度を判定するもので

ある。また、環境リスク管理のための施策を念頭に置きつつ、多数の化学物質の中

から相対的に環境リスクが高そうな物質をスクリーニングするための初期評価として、

健康リスク及び生態リスクにわたる「環境リスク初期評価」が実施されている。 

代表的な環境リスク初期評価として、表 1 に、環境省が実施した「化学物質の環

境リスク評価」初期リスク評価結果（第 1 巻～第 5 巻）を、表 2 に（独）新エネルギー･

産業技術総合開発機構（NEDO）が実施した「化学物質総合評価管理プログラム－

化学物質のリスク評価およびリスク評価手法の開発プロジェクトー」初期リスク評価結

果を整理した。 

特に、化管法対象物質に対してみると、環境省初期リスク評価において「相対的

にリスクは低いと考えられ更なる作業を必要としない」と判断されたものと、NEDO 初

期リスク評価において「現時点では人の健康（環境中の生物）に悪影響を及ぼすこと

はない」と判断されたものは、それぞれ 24 物質、62 物質である。 

参考資料５ 
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表 1．  環境省「化学物質の環境リスク評価」初期リスク評価結果（第 1巻～第 5巻） 

 

 健康リスク初期評価 生態リスク初期評価 

A. 相対的にリ

スクが高い可

能性があり「詳

細な評価を行

う候補」 

フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）、アセトアルデ

ヒド、p-ジクロロベンゼン、ホルムアルデヒド、

アクロレイン、ピリジン、ブタノール、ク

ロトンアルデヒド、ベンゾ[a]ピレン 

（9物質） 

フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）、ホルムアルデ

ヒド、ディルドリン、4-t-オクチルフェノール、

クロロホルム、ノニルフェノール、アクロレイ

ン、エチレンジアミン四酢酸、ビスフェノ

ール A、、ピリジン、ニトリロ三酢酸、p-ク

ロロアニリン、ジフェニルアミン、ベンゾ

[a]ピレン（14 物質） 

B. リスクはＡ

より低いと考え

られるが「関連

情報の収集が

必要」 

キシレン、o-ジクロロベンゼン、臭化メチル、ト

ルエン、ヒドラジン、フェノール、n-ヘキサン、

モノクロロベンゼン、アクリロニトリル、塩

化ビニルモノマー、クロロホルム、1,4-ジオ

キサン、1,2-ジクロロエタン、クロロメタン、

1,2-ジクロロプロパン、ニトリロ三酢酸 
（16 物質） 

アニリン、エンドリン、キシレン、トルエン、ビ

フェニル、フェノール、アジピン酸ジ（2-エチ

ルヘキシル）、1,2-ジクロロエタン、o-クロ

ロアニリン、フタル酸ブチルベンジル、リ

ン酸トリクレジル、2-アミノエタノール、

2,6-ジニトロトルエン（13 物質） 

C. 相対的にリ

ス ク は 低 い と

考 え ら れ 「 更

なる作業を必

要としない」 

アクリルアミド、アルドリン、エチルベンゼン、

エンドリン、酸化プロピレン、1,1-ジクロロエチ

レン、1,3-ジクロロプロペン、N,N'-ジメチルホ

ルムアミド、スチレン、p,p'-ＤＤＴ、ディルドリ

ン、ビフェニル、フタル酸ジ-n-ブチル、ヘキサ

クロロベンゼン、ヘプタクロル、ペンタクロロニ

トロベンゼン、ペンタクロロフェノール、リン酸

トリス(2-クロロエチル)、アジピン酸ジ（2-エ
チルヘキシル）、エチレンオキシド、酢酸ビ

ニルモノマー、デカブロモジフェニルエー

テル、ニトロベンゼン、アセトニトリル、

アリルアルコール、エチレンジアミン四酢

酸、ε-カプロラクタム、シクロヘキシルア

ミン、ビスフェノール A、フタル酸ジエチル、

フタル酸ジシクロヘキシル、フタル酸ブチ

ルベンジル、メタクリル酸メチル、エチレ

ングリコールモノエチルエーテル、塩化ベ

ンジル、クロロエタン、o-クロロトルエン、

trans-1,2-ジクロロエチレン、テトラヒドロ

-1,4-オキサジン、N-ニトロソジフェニルアミ

ン、二硫化炭素、2-ブロモプロパン、α-メ
チルスチレン、メチル－ｔ－ブチルエーテ

ル、リン酸トリクレジル、リン酸トリ-n-ブ
チル、2-アミノエタノール、2,4-キシレノ

ール、2,6-キシレノール、2,3-ジニトロト

ルエン、2,4-ジニトロトルエン、2,5-ジニ

トロトルエン、3,4-ジニトロトルエン、

3,5-ジニトロトルエン、ジフェニルアミ

ン、m-トルイジン、p-トルイジン、ヒドロ

キノン、ポリ塩化ターフェニル（59 物質）

アクリルアミド、アセトアルデヒド、イソプレン、

エチルベンゼン、エピクロロヒドリン、1-クロロ

-4-ニトロベンゼン、酢酸ブチル、1,1-ジクロロエ

チレン、p-ジクロロベンゼン、N,N'-ジメチルホ

ルムアミド、スチレン、テトラブロモビスフェノ

ール A、フタル酸ジ-n-ブチル、フタル酸ジメチ

ル、リン酸トリス（2-クロロエチル）、アクリロ

ニトリル、エチレンオキシド、酢酸ビニル

モノマー、1,4-ジオキサン、ニトロベンゼン、

アセトニトリル、アリルアルコール、ε-カ
プロラクタム、グリオキサール、クロロメ

タン、シクロヘキシルアミン、1,2-ジクロロ

プロパン、ジクロロメタン、テレフタル酸、

フタル酸ジエチル、フタル酸ジシクロヘキ

シル、エチレングリコールモノエチルエー

テル、塩化ベンジル、trans-1,2-ジクロロエチ

レン、テトラヒドロ-1,4-オキサジン、N-ニ
トロソジフェニルアミン、二硫化炭素、フ

ェナントレン、１－ブタノール、2-ブロモプ

ロパン、α-メチルスチレン、リン酸トリフ

ェニル、リン酸トリ-n-ブチル、2,4-キシレ

ノール、2,6-キシレノール、o-クレゾール、

m-クレゾール、p-クレゾール、2,4-ジニト

ロトルエン、1,1,2-トリクロロエタン、m-

トルイジン、p-トルイジン（52 物質） 
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D. 得 ら れ た

情報では「リス

クの判定がで

きない｣ 

アニリン、イソプレン、エピクロロヒドリン、1-
クロロｰ 4-ニトロベンゼン、酢酸ブチル、テトラ

ブロモビスフェノール A、o-トルイジン、トルエ

ンジイソシアネート、フタル酸ジメチル、オク

タブロモジフェニルエーテル、4-t-オクチル

フェノール、ノニルフェノール、エチレン

グリコール、エチレンジアミン、グリオキ

サール、o-クロロアニリン、ジクロロメタ

ン、テレフタル酸、リン酸トリス（2,3-
ジブロモプロピル）、エチレングリコールモ

ノメチルエーテル、1,3-ジクロロ-2-プロパ

ノール、2-ビニルピリジン、フェナントレン、

リン酸トリフェニル、アントラセン、グル

タルアルデヒド、o-クレゾール、m-クレ

ゾール、p-クレゾール、p-クロロアニリン、

2,6-ジニトロトルエン、1,1,2-トリクロロ

エタン（32 物質） 

アルドリン、酸化プロピレン、1,3-ジクロロプロ

ペン、 o-ジクロロベンゼン、臭化メチル、

p,p'-DDT、o-トルイジン、トルエンジイソシアネ

ート、ヒドラジン、ヘキサクロロベンゼン、n-
ヘキサン、ヘプタクロル、ペンタクロロニトロベ

ンゼン、ペンタクロロフェノール、モノクロロベ

ンゼン、塩化ビニルモノマー、オクタブロモ

ジフェニルエーテル、デカブロモジフェニ

ルエーテル、エチレングリコール、エチレ

ンジアミン、メタクリル酸メチル、リン酸

トリス（2,3-ジブロモプロピル）、エチレ

ングリコールモノメチルエーテル、クロロ

エタン、o-クロロトルエン、1,3-ジクロロ-2-

プロパノール、2-ビニルピリジン、メチル-
ｔ-ブチルエーテル、アントラセン、グルタ

ルアルデヒド、クロトンアルデヒド、2,3-
ジニトロトルエン、2,5-ジニトロトルエ

ン、3,4-ジニトロトルエン、3,5-ジニトロ

トルエン、ヒドロキノン、ポリ塩化ターフ

ェニル（37 物質） 
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表 2． （独）新エネルギー･産業技術総合開発機構「化学物質総合評価管理プログラム－化学

物質のリスク評価およびリスク評価手法の開発プロジェクトー」初期リスク評価結果 
 

ﾘｽｸ評価結果 ﾋﾄ健康ﾘｽｸ 環境中の生物に対するﾘｽｸ 

詳細なﾘｽｸ評価

の候補物質であ

る 

一
般
毒
性 

ｱｸﾘﾙｱﾐﾄﾞ､ｱｸﾛﾚｲﾝ､ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ､ｷｼﾚﾝ､ｸ

ﾛﾛﾎﾙﾑ､ｽﾁﾚﾝ､二硫化炭素､ﾋﾄﾞﾗｼﾞﾝ､ﾋﾟﾘ

ｼﾞﾝ､ﾌﾀﾙ酸ﾋﾞｽ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)､ﾍﾞﾝｾﾞﾝ､ﾎﾙ

ﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ､ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物(13 物

質) 

 

亜鉛の水溶性化合物､ｱｸﾘﾙ酸､ｱﾆﾘﾝ､直

鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸及びその塩､ｴﾁﾚ

ﾝｼﾞｱﾐﾝ四酢酸､ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ､無機ｼｱﾝ化

合物､ｾﾚﾝ及びその化合物､ﾁｵ尿素､ﾆｯｹ

ﾙ化合物､ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ､ﾋﾞｽ(水素化牛脂)ｼﾞ

ﾒﾁﾙｱﾝﾓﾆｳﾑ=ｸﾛﾘﾄﾞ､砒素及びその化合

物､ﾋﾄﾞﾗｼﾞﾝ､ﾋﾄﾞﾛｷﾉﾝ､ﾋﾟﾘｼﾞﾝ､ﾋﾟﾛｶﾃｺｰﾙ､

N-(tert-ﾌﾞﾁﾙ)-2-ﾍﾞﾝｿﾞﾁｱｿﾞｰﾙｽﾙﾌｪﾝｱﾐ

ﾄﾞ､ﾍｷｻﾒﾁﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ､ほう素及びその化合

物､ﾎﾟﾘ(ｵｷｼｴﾁﾚﾝ)=ｱﾙｷﾙｴｰﾃﾙ(ｱﾙｷﾙ基

の炭素数が 12 から 15 までのもの及びその

混合物に限る｡)､ﾎﾟﾘ(ｵｷｼｴﾁﾚﾝ)=ｵｸﾁﾙﾌｪ

ﾆﾙｴｰﾃﾙ､ﾎﾟﾘ(ｵｷｼｴﾁﾚﾝ)=ﾉﾆﾙﾌｪﾆﾙｴｰﾃ

ﾙ､ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物､りん酸ｼﾞﾒﾁﾙ

=2,2-ｼﾞｸﾛﾛﾋﾞﾆﾙ(25 物質) 

発
が
ん
性
（注
） 

ｱｸﾘﾙｱﾐﾄﾞ､ｱｸﾘﾛﾆﾄﾘﾙ､ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ､ｲｿﾌﾟﾚ

ﾝ､ｴﾁﾚﾝｵｷｼﾄﾞ､ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ､1,2-ｴﾎﾟｷｼ

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ､p-ｸﾛﾛｱﾆﾘﾝ､ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ､酢酸ﾋﾞﾆ

ﾙ､1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ､3,3'-ｼﾞｸﾛﾛ-4,4'-ｼﾞｱﾐ

ﾉｼﾞﾌｪﾆﾙﾒﾀﾝ､ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ､ｼﾞﾆﾄﾛﾄﾙｴﾝ､ｽﾁ

ﾚﾝ､2,4-ﾄﾙｴﾝｼﾞｱﾐﾝ､ﾆｯｹﾙ化合物､砒素

及びその化合物､ﾋﾄﾞﾗｼﾞﾝ､ﾋﾟﾛｶﾃｺｰﾙ､

1,3-ﾌﾞﾀｼﾞｴﾝ､ﾍﾞﾝｾﾞﾝ､ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ､ﾒﾁﾙｰ

1,3-ﾌｪﾆﾚﾝ=ｼﾞｲｿｼｱﾈｰﾄ､4,4'-ﾒﾁﾚﾝｼﾞｱﾆ

ﾘﾝ､りん酸ｼﾞﾒﾁﾙ=2,2-ｼﾞｸﾛﾛﾋﾞﾆﾙ(26 物

質) 

現時点ではﾋﾄ健

康(環境中の生

物)に悪影響を及

ぼすことはないと

判断される｡ 

亜鉛の水溶性化合物､ｱｸﾘﾙ酸､ｱｸﾘﾙ酸ｴﾁﾙ､ｱ

ｸﾘﾙ酸 2-(ｼﾞﾒﾁﾙｱﾐﾉ)ｴﾁﾙ､ｱｼﾞﾋﾟﾝ酸ﾋﾞｽ(2-ｴﾁﾙ

ﾍｷｼﾙ)､ｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ､2,2'-ｱｿﾞﾋﾞｽｲｿﾌﾞﾁﾛﾆﾄﾘﾙ､ｱﾆ

ﾘﾝ､N-(2-ｱﾐﾉｴﾁﾙ)-1,2-ｴﾀﾝｼﾞｱﾐﾝ､ｱﾘﾙｱﾙｺｰ

ﾙ､1-ｱﾘﾙｵｷｼ-2,3-ｴﾎﾟｷｼﾌﾟﾛﾊﾟﾝ､直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞ

ﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸及びその塩､ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化

合物､4,4'-ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾘﾃﾞﾝｼﾞﾌｪﾉｰﾙ､4,4'-ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟ

ﾘﾃﾞﾝｼﾞﾌｪﾉｰﾙと 1-ｸﾛﾛｰ 2,3-ｴﾎﾟｷｼﾌﾟﾛﾊﾟﾝの重

縮合物､2-ｲﾐﾀﾞｿﾞﾘｼﾞﾝﾁｵﾝ､ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ､ｴﾁﾚﾝ

ｸﾞﾘｺｰﾙ､ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙﾓﾉｴﾁﾙｴｰﾃﾙ､ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺ

ｰﾙﾓﾉﾒﾁﾙｴｰﾃﾙ､ｴﾁﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ､ｴﾁﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ四

酢酸､2,3-ｴﾎﾟｷｼﾌﾟﾛﾋﾟﾙ=ﾌｪﾆﾙｴｰﾃﾙ､ε-ｶﾌﾟﾛ

ﾗｸﾀﾑ､､ｸﾞﾘｵｷｻｰﾙ､ｸﾞﾙﾀﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ､ｸﾚｿﾞｰﾙ､o-

ｸﾛﾛｱﾆﾘﾝ､ｸﾛﾛｴﾀﾝ､ｸﾛﾛ酢酸､o-ｸﾛﾛﾄﾙｴﾝ､3-ｸ

ﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ､ｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ､ｸﾛﾛﾒﾀﾝ､酢酸 2-ｴﾄｷｼｴ

ﾁﾙ､酢酸2-ﾒﾄｷｼｴﾁﾙ､無機ｼｱﾝ化合物､2-(ｼﾞｴ

ﾁﾙｱﾐﾉ)ｴﾀﾉｰﾙ､四塩化炭素､1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ､ｼｸﾛ

ﾍｷｼﾙｱﾐﾝ､1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ､cis-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁ

ﾚﾝ､trans-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ､1,4-ｼﾞｸﾛﾛ-2-ﾆﾄﾛ

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ､1,3-ｼﾞｸﾛﾛ-2-ﾌﾟﾛﾊﾟﾉｰﾙ､1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟ

ﾛﾊﾟﾝ､o-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ､p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ､ｼﾞﾌｪﾆ

ﾙｱﾐﾝ､2-(ｼﾞ-n-ﾌﾞﾁﾙｱﾐﾉ)ｴﾀﾉｰﾙ､N,N-ｼﾞﾒﾁﾙﾄﾞ

ﾃﾞｼﾙｱﾐﾝ=N-ｵｷｼﾄﾞ､N,N-ｼﾞﾒﾁﾙﾎﾙﾑｱﾐﾄﾞ､ｾﾚﾝ

及びその化合物､ﾁｵ尿素､ﾃﾞｶﾌﾞﾛﾓｼﾞﾌｪﾆﾙｴｰ

ﾃﾙ､ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ､ﾃﾄﾗﾋﾄﾞﾛﾒﾁﾙ無水ﾌﾀﾙ酸､ﾃﾄ

ﾗﾌﾙｵﾛｴﾁﾚﾝ､ﾃﾚﾌﾀﾙ酸､ﾃﾚﾌﾀﾙ酸ｼﾞﾒﾁﾙ､ﾄﾘｸ

ﾛﾛｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ､1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ､ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚ

ﾝ､1,3,5-ﾄﾘｽ(2,3-ｴﾎﾟｷｼﾌﾟﾛﾋﾟﾙ)-1,3,5-ﾄﾘｱｼﾞﾝ

-2,4,6(1H,3H,5H)-ﾄﾘｵﾝ､ﾄﾘﾌﾞﾛﾓﾒﾀﾝ､3,5,5-ﾄﾘ

ｱｸﾘﾙｱﾐﾄﾞ､ｱｸﾘﾙ酸ｴﾁﾙ､ｱｸﾘﾙ酸 2-(ｼﾞﾒﾁﾙ

ｱﾐﾉ)ｴﾁﾙ､ｱｸﾘﾙ酸ﾒﾁﾙ､ｱｸﾘﾛﾆﾄﾘﾙ､ｱｸﾛﾚｲ

ﾝ､ｱｼﾞﾋﾟﾝ酸ﾋﾞｽ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)､ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋ

ﾄﾞ､ｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ､2,2'-ｱｿﾞﾋﾞｽｲｿﾌﾞﾁﾛﾆﾄﾘﾙ､2-

ｱﾐﾉｴﾀﾉｰﾙ､N-(2-ｱﾐﾉｴﾁﾙ)-1,2-ｴﾀﾝｼﾞｱﾐ

ﾝ､ｱﾘﾙｱﾙｺｰﾙ､1-ｱﾘﾙｵｷｼ-2,3-ｴﾎﾟｷｼﾌﾟﾛ

ﾊﾟﾝ､ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物､ｲｿﾌﾟﾚﾝ､

4,4'-ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾘﾃﾞﾝｼﾞﾌｪﾉｰﾙ､4,4'-ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾘ

ﾃﾞﾝｼﾞﾌｪﾉｰﾙと 1-ｸﾛﾛｰ 2,3-ｴﾎﾟｷｼﾌﾟﾛﾊﾟﾝ

の重縮合物､2-ｲﾐﾀﾞｿﾞﾘｼﾞﾝﾁｵﾝ､ｴﾁﾙﾍﾞﾝ

ｾﾞﾝ､ｴﾁﾚﾝｵｷｼﾄﾞ､ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ､ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘ

ｺｰﾙﾓﾉｴﾁﾙｴｰﾃﾙ､ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙﾓﾉﾒﾁﾙｴ

ｰﾃﾙ､ｴﾁﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ､1,2-ｴﾎﾟｷｼﾌﾟﾛﾊﾟﾝ､2,3-

ｴﾎﾟｷｼﾌﾟﾛﾋﾟﾙ=ﾌｪﾆﾙｴｰﾃﾙ､1-ｵｸﾀﾉｰﾙ､

ε-ｶﾌﾟﾛﾗｸﾀﾑ､2,6-ｷｼﾚﾉｰﾙ､ｷｼﾚﾝ､ｸﾞﾘｵｷ

ｻｰﾙ､ｸﾞﾙﾀﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ､ｸﾚｿﾞｰﾙ､o-ｸﾛﾛｱﾆﾘ

ﾝ､p-ｸﾛﾛｱﾆﾘﾝ､ｸﾛﾛｴﾀﾝ､ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ､ｸﾛﾛ

酢酸､o-ｸﾛﾛﾄﾙｴﾝ､3-ｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ､ｸﾛﾛﾍﾞﾝ

ｾﾞﾝ､ｸﾛﾛﾎﾙﾑ､ｸﾛﾛﾒﾀﾝ､酢酸 2-ｴﾄｷｼｴﾁ

ﾙ､酢酸ﾋﾞﾆﾙ､酢酸 2-ﾒﾄｷｼｴﾁﾙ､2-(ｼﾞｴﾁﾙ

ｱﾐﾉ)ｴﾀﾉｰﾙ､四塩化炭素､1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ､ｼ

ｸﾛﾍｷｼﾙｱﾐﾝ､1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ､1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴ

ﾁﾚﾝ､trans-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ､3,3'-ｼﾞｸﾛﾛ

-4,4'-ｼﾞｱﾐﾉｼﾞﾌｪﾆﾙﾒﾀﾝ､1,4-ｼﾞｸﾛﾛ-2-ﾆﾄ

ﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ､1,3-ｼﾞｸﾛﾛ-2-ﾌﾟﾛﾊﾟﾉｰﾙ､1,2-ｼﾞ

ｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ､o-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ､p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝ

ｾﾞﾝ､ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ､ｼﾞﾆﾄﾛﾄﾙｴﾝ､ｼﾞﾌｪﾆﾙｱﾐﾝ､

N,N-ｼﾞﾒﾁﾙﾄﾞﾃﾞｼﾙｱﾐﾝ=N-ｵｷｼﾄﾞ､N,N-ｼﾞ

ﾒﾁﾙﾎﾙﾑｱﾐﾄﾞ､ｽﾁﾚﾝ､1,3,5,7-ﾃﾄﾗｱｻﾞﾄﾘｼｸ
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ﾒﾁﾙ-1-ﾍｷｻﾉｰﾙ､1.3.5-ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ､o-ﾄﾙｲ

ｼﾞﾝ､ﾄﾙｴﾝ､金属ﾆｯｹﾙ､ﾆﾄﾛｸﾞﾘｾﾘﾝ､p-ﾆﾄﾛｸﾛﾛ

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ､ﾆﾄﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ､ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ､ﾋﾞｽ(水素化牛

脂)ｼﾞﾒﾁﾙｱﾝﾓﾆｳﾑ=ｸﾛﾘﾄﾞ､ﾋﾄﾞﾛｷﾉﾝ､4-ﾋﾞﾆﾙ-1-

ｼｸﾛﾍｷｾﾝ､2-ﾋﾞﾆﾙﾋﾟﾘｼﾞﾝ､m-ﾌｪﾆﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ､ﾌｪ

ﾉｰﾙ､ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-n-ﾌﾞﾁﾙ､ﾌﾀﾙ酸 n-ﾌﾞﾁﾙ=ﾍﾞﾝｼﾞ

ﾙ､N-(tert-ﾌﾞﾁﾙ)-2-ﾍﾞﾝｿﾞﾁｱｿﾞｰﾙｽﾙﾌｪﾝｱﾐﾄﾞ､

ﾌﾞﾛﾓﾒﾀﾝ､ﾍｷｻﾒﾁﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ､ﾍｷｻﾒﾁﾚﾝ=ｼﾞｲｿｼｱ

ﾈｰﾄ､ﾍﾞﾝｼﾞﾙ=ｸﾛﾘﾄﾞ､ﾍﾞﾝｽﾞｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ､1,2,4-ﾍﾞﾝｾﾞ

ﾝﾄﾘｶﾙﾎﾞﾝ酸 1,2-無水物､ほう素及びその化合

物､ﾎﾟﾘ(ｵｷｼｴﾁﾚﾝ)=ｱﾙｷﾙｴｰﾃﾙ､ﾎﾟﾘ(ｵｷｼｴﾁﾚ

ﾝ)=ｵｸﾁﾙﾌｪﾆﾙｴｰﾃﾙ､ﾎﾟﾘ(ｵｷｼｴﾁﾚﾝ)=ﾉﾆﾙﾌｪ

ﾆﾙｴｰﾃﾙ､無水ﾌﾀﾙ酸､無水ﾏﾚｲﾝ酸､ﾒﾀｸﾘﾙ

酸､ﾒﾀｸﾘﾙ酸 2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ､ﾒﾀｸﾘﾙ酸 2,3-ｴﾎﾟｷ

ｼﾌﾟﾛﾋﾟﾙ､ﾒﾀｸﾘﾙ酸 2-(ｼﾞﾒﾁﾙｱﾐﾉ)ｴﾁﾙ､ﾒﾀｸﾘﾙ

酸 n-ﾌﾞﾁﾙ､ﾒﾀｸﾘﾙ酸ﾒﾁﾙ､ﾒﾀｸﾘﾛﾆﾄﾘﾙ､α-ﾒﾁﾙ

ｽﾁﾚﾝ､りん酸ﾄﾘｽ(2-ｸﾛﾛｴﾁﾙ)､りん酸ﾄﾘ-n-ﾌﾞﾁ

ﾙ､ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｼｸﾛﾍｷｼﾙ(107 物質) 

ﾛ[3.3.1.13.7]ﾃﾞｶﾝ､ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ､ﾃﾄﾗﾋﾄﾞ

ﾛﾒﾁﾙ無水ﾌﾀﾙ酸､ﾃﾄﾗﾌﾙｵﾛｴﾁﾚﾝ､ﾃﾚﾌﾀ

ﾙ酸､ﾃﾚﾌﾀﾙ酸ｼﾞﾒﾁﾙ､ﾄﾘｸﾛﾛｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ､

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ､ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ､1,3,5-ﾄﾘｽ

(2,3- ｴ ﾎ ﾟ ｷ ｼ ﾌ ﾟ ﾛ ﾋ ﾟ ﾙ )-1,3,5- ﾄ ﾘ ｱ ｼ ﾞ ﾝ

-2,4,6(1H,3H,5H)-ﾄﾘｵﾝ､ﾄﾘﾌ ﾞﾛﾓﾒﾀﾝ､

3,5,5-ﾄﾘﾒﾁﾙ-1-ﾍｷｻﾉｰﾙ､1.3.5-ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞ

ﾝｾﾞﾝ､o-ﾄﾙｲｼﾞﾝ､p-ﾄﾙｲｼﾞﾝ､ﾄﾙｴﾝ､2,4-ﾄﾙ

ｴﾝｼﾞｱﾐﾝ､ﾆﾄﾛｸﾞﾘｾﾘﾝ､p-ﾆﾄﾛｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ､

ﾆﾄﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ､二硫化炭素､4-ﾋﾞﾆﾙ-1-ｼｸﾛﾍ

ｷｾﾝ､2-ﾋﾞﾆﾙﾋﾟﾘｼﾞﾝ､m-ﾌｪﾆﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ､ﾌｪﾉ

ｰﾙ､ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-n-ﾌﾞﾁﾙ､ﾌﾀﾙ酸ﾋﾞｽ(2-ｴﾁﾙ

ﾍｷｼﾙ)､ﾌﾀﾙ酸 n-ﾌﾞﾁﾙ=ﾍﾞﾝｼﾞﾙ､ﾌﾞﾛﾓﾒﾀ

ﾝ､ﾍｷｻﾒﾁﾚﾝ=ｼﾞｲｿｼｱﾈｰﾄ､ﾍﾞﾝｼﾞﾙ=ｸﾛﾘﾄﾞ､

ﾍﾞﾝｽﾞｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ､ﾍﾞﾝｾﾞﾝ､1,2,4-ﾍﾞﾝｾﾞﾝﾄﾘｶﾙ

ﾎﾞﾝ酸 1,2-無水物､ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ､無水ﾌﾀﾙ

酸､無水ﾏﾚｲﾝ酸､ﾒﾀｸﾘﾙ酸､ﾒﾀｸﾘﾙ酸 2-ｴ

ﾁﾙﾍｷｼﾙ､ﾒﾀｸﾘﾙ酸 2,3-ｴﾎﾟｷｼﾌﾟﾛﾋﾟﾙ､ﾒﾀ

ｸﾘﾙ酸 2-(ｼﾞﾒﾁﾙｱﾐﾉ)ｴﾁﾙ､ﾒﾀｸﾘﾙ酸 n-ﾌﾞﾁ

ﾙ､ﾒﾀｸﾘﾙ酸ﾒﾁﾙ､ﾒﾀｸﾘﾛﾆﾄﾘﾙ､α-ﾒﾁﾙｽﾁﾚ

ﾝ､3-ﾒﾁﾙﾋﾟﾘｼﾞﾝ､ﾒﾁﾙｰ 1,3-ﾌｪﾆﾚﾝ=ｼﾞｲｿｼ

ｱﾈｰﾄ､4,4'-ﾒﾁﾚﾝｼﾞｱﾆﾘﾝ､ﾒﾙｶﾌﾟﾄ酢酸､り

ん酸ﾄﾘｽ(2-ｸﾛﾛｴﾁﾙ)､りん酸ﾄﾘｽ(ｼﾞﾒﾁﾙﾌｪ

ﾆﾙ)､りん酸ﾄﾘ-n-ﾌﾞﾁﾙ､ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｼｸﾛﾍｷｼ

ﾙ(119 物質) 

有害性情報等の

不足によりﾘｽｸ評

価できない 

ｱｸﾘﾙ酸ﾒﾁﾙ､2-ｱﾐﾉｴﾀﾉｰﾙ､1-ｵｸﾀﾉｰﾙ､2,6-ｷ

ｼﾚﾉｰﾙ､1,3,5,7-ﾃﾄﾗｱｻﾞﾄﾘｼｸﾛ[3.3.1.13.7]ﾃﾞｶ

ﾝ､p-ﾄﾙｲｼﾞﾝ､ﾋﾟﾍﾟﾗｼﾞﾝ､3-ﾒﾁﾙﾋﾟﾘｼﾞﾝ､ﾒﾙｶﾌﾟﾄ

酢酸､りん酸ﾄﾘｽ(ｼﾞﾒﾁﾙﾌｪﾆﾙ)（10 物質） 

cis-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ､2-(ｼﾞ-n-ﾌﾞﾁﾙｱﾐﾉ)ｴ

ﾀﾉｰﾙ､ﾃﾞｶﾌﾞﾛﾓｼﾞﾌｪﾆﾙｴｰﾃﾙ､金属ﾆｯｹ

ﾙ､ﾋﾟﾍﾟﾗｼﾞﾝ､1,3-ﾌﾞﾀｼﾞｴﾝ（6 物質） 

 

注：初期リスク評価における発がん性については、閾値無しと判断された物質はリスク

評価することなく詳細なリスク評価の候補と判断している。 

 


