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生態毒性手法の高度化とは？

• 多様な生物種への影響
• 生物利用性の考慮
• 特殊な作用を持つ化学物質の評価
• 長期毒性・多世代影響（エピジェネティクス制御）
• In vivo試験の簡易化・代替手法の開発
• OMICS（ゲノム・遺伝子発現・代謝・タンパク質解析）技術の活用
• In silico解析、in vitro試験の活用
• Adverse Outcome Pathway (AOP)
• Integrated Approaches to Testing and Assessment (IATA)
• 複合影響
• ・・・
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【生態毒性評価手法における課題】
急増する多種多様な化学物質の影響をどのように効率的かつ

網羅的に評価するか？



Adverse Outcome Pathway (AOP) と Integrated Approaches to 
Testing and Assessment (IATA) 3

Molecular 
initiating event

Adverse 
outcomeKey event

Key event 
relationship

AOP：分子レベルから個体・個体群レベルに至る有害影響に至る一連の経路

AOPに基づき、下流KEを検出するin vivo試験だけではなく、上流KEを検出するin silico解析
やin vitro試験を組み合わせた、試験と評価の統合的アプローチ（IATA）を構築する

遺伝子発現・
タンパク質合成

受容体結合
DNA結合

生理機能、
組織発達の変化

生存、成長、
繁殖への影響

個体群構造
変化、減少
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OECDテストガイドラインで
採用されている生物

38試験 127種
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日本の化学物質管理で
採用されている生物

8試験、10種

生態系における４つの栄養段階
の生物種で試験を実施
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ユスリカ

緑藻

メダカ

藍藻
珪藻 ウキクサ

単細胞藻類
ウキクサ

甲殻類 オオミジンコ
(Daphnia magna)

小型魚：メダカ
(Oryzias latipes)農薬ではコイ

なども利用

(大型魚、鳥類、
哺乳類等)ウズラ

高次
消費者

二次消費者

一次消費者

生産者

分解者 底生生物 ユスリカ



どの試験生物を優先的に検討するべきか？ 7

土壌生物

底生生物

海産生物

特に導入検討が必要な
生物群

多くの規制制度で利用されているのは？

生物種

作用（対象物質）

環境媒体

諸外国での活用状況

[現行] 淡水藻類・ミジンコ・魚類
→異なる生態（生理活性、食餌形態、生息場）、進化系統の生物は？

• 土壌や底質にも多く存在→水域だけではなく、土壌と底質中の生態
リスク評価が必要。

• 淡水域＜海水域→海産生物を用いた試験が必要。

環境中でどこに存在するか？ 優先評価化学物質315種
の環境中分布予測の内訳

大気 水域 土壌 底質

海域

新たに評価したい作用（対象物質）が検出可能か？
→難溶性物質、医薬品、農薬、ナノマテリアル、内分泌かく乱作用など

国内では未導入
のヨコエビが多く
用いられている

環境研究総合推進費5-1556（H27-29）
「化学物質による生態影響の新たな評価体系に関する研究」



底生生物に対する曝露経路と
生物利用性を考慮した

包括的な底質リスク評価手法の構築

環境研究総合推進費5-1902（H31〜R3年度）
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上層水 COW浮遊粒子CSP

底質粒子CSed間隙水 Cpw

餌(デトリタス)CFood

経皮接触

摂餌
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呼吸

底質リスク評価と底質毒性試験の課題

呼吸

・多様な曝露経路
・異なる媒体中濃度

生物利用性毒性

“底質移行性のある”化学物質の底質リスク評価が必要

・底質毒性試験データが少ない
・遊泳水生生物の毒性データから換算
する平衡分配法の課題

平衡分配法



平衡分配法の問題点 10

 遊泳性水生生物と底生
生物の感受性は同じと仮
定してよいか？

 間隙水以外の曝露経路
の影響は考慮不要か？

 各パラメータ規定値は妥
当か？

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠( ⁄𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑘𝑘𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑) =
𝐾𝐾𝐾𝐾𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠−𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑠𝑠𝑤𝑤
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

� 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑠𝑠𝑤𝑤 � 1000 � 𝑃𝑃𝑅𝑅𝑃𝑃𝐶𝐶𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

Kpsusp-water: 浮遊物質/水分配係数,   CONVsusp: 湿重換算係数, 
RHOsusp: 浮遊物質のかさ密度(kg/m3) 

→各パラメータの規定値（有機炭素重量比foc=0.1、密度等）を
入れて換算すると、有機炭素分配係数Kocにより表記される

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠( ⁄𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑘𝑘𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑) = 3.6 + 0.1𝐾𝐾𝑜𝑜𝑜𝑜 � 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑠𝑠𝑤𝑤

上層水 Cwater

底質粒子Csed

Kd=Csed/Cwater

浮遊物質Csusp
【平衡分配法】 水生生物に対する
予測無影響濃度PNECwaterから平
衡分配式に基づき底質のPNECSed
を推定する
• 水生生物と底生生物の感受性は同等と仮定
• 物質は平衡分配係数に基づき底質と水に分配
• 間隙水経由で主に曝露されると仮定



本研究の目的と研究体制
• 底質リスク評価が必要とされて
いる物質について、底生生物を
用いた底質毒性試験を実施

• 試験中の化学物質の分配挙
動や生物利用性をパッシブサン
プラーなどによって評価

• 複数の曝露経路や生物利用性を考慮し、人工底泥を用いた
室内毒性試験結果を、底質性状の異なる環境底泥に外挿
することができる影響濃度の算出方法を提案

• 化審法や初期リスク評価に活用できる包括的な底質リスク評価
手法を構築する
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底生生物を用いた底質-水曝露
による有害化学物質の毒性評価

底質中有害化学物質の分配挙動
と生物利用性の評価

平衡分配法の最適化と包括的な
底質リスク評価手法の構築

遠藤智司、吉井咲夢、FC Fischer（国環研）

サブテーマ１

サブテーマ２

サブテーマ３

中島典之、飛野智宏 、上田紘司、S Lee（東大）、
渡部春奈、西森敬晃、日置恭史郎（国環研）

渡部春奈、山本裕史（国環研）

底質毒性試験

化学分析

評価体系



研究計画の概要 12

サブテーマ１ サブテーマ２ サブテーマ３
平衡分配法による
暫定リスク評価

試験物質の選定

底質-水曝露システム
による底質毒性試験
（人工底泥）

底質毒性試験中の
分配挙動の評価
（人工底泥）

曝露経路別の
底質毒性試験
（人工底泥）

環境底泥中の分配挙
動の評価・影響要因
の抽出

平衡分配モデルの
最適化

環境底泥を用いた
底質毒性試験

毒性と生物利用性
画分の用量反応
モデルの構築

底質リスク評価
体系の構築

影響要因の
定量的評価

１年目

２年目

３年目



暫定的な底質の生態リスク評価 13

• 環境リスク初期評価（第1〜17巻）生態リスク評価308物質中163物質
（Log Kow >3: 126物質、その他の吸着メカニズム：38物質）

• 化審法優先評価化学物質（H30年度末時点）233物質中56物質*
（Log Kow >3: 48物質、その他8物質）

• 化審法既存物質1

予測無影響濃度PNECsed 予測環境濃度PEC

• 底生生物を用いた毒性データは限られ
ている

• 水生生物のPNECwaterを平衡分配式
により底質濃度PNECsedに換算【平衡
分配法】

• 黒本調査などの環境省データ
• 複数データがある場合は直近10年の
最大値を用いる

• 直近10年以前のデータしかない場合
は、それらや学術論文データも含める

暫定リスク評価
PEC/PNEC

143物質

*重複18物質

202物質

≧1で
リスクあり 60物質 (約42%)

サブ３



PEC/PNECの分布 14
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143物質中60物質でPEC/PNEC≧1（42%）

詳細なリスク評価が必要

PECが検出
下限値未満

現時点で作業
の必要なし 情報収集に

努める必要あり

サブ３



PEC/PNEC上位10物質（Log Kow ≥3） 15

サブ３

CAS 物質名 logKow PNECwater
(µg/L) 生物群 不確実

係数 Koc PNECsed
(μg/g dw)

PEC 
(µg/g) 水域

PEC/
PNEC

122-14-5 フェニトロチオン 3.3 0.00021 ミジンコ慢 100 1194 2.6.E-05 0.051 海水 2000
218-01-9 クリセン 5.73 0.0063 藻類急 100 400000 2.5.E-02 38 淡水 1500

2921-88-2 クロルピリホス 5.27 0.00035 ミジンコ急 100 7170 2.5.E-05 0.033 淡水・海
水 1300

25154-5-3, 
84852-15-3など ノニルフェノール 5.28 0.063 魚類慢 10 10000 6.3.E-03 5 淡水 790

206-44-0 フルオランテン 5.07 0.006 アミ慢 100 93300 5.6.E-03 2.3 淡水 410
120-12-7 アントラセン 4.45 0.0028 魚類急 1000 30000 8.4.E-03 3.42 海水 410
52645-53-1 ペルメトリン 6.5 0.0002 アミ急 100 1815 3.7.E-06 0.001 淡水 350
118-74-1 ヘキサクロロベンゼン 6.2 0.002 藻類慢 1000 6195 1.2.E-04 0.03 海水 240
50-29-3 p,p'-DDT 6.38 0.002 魚類急 100 168600 3.4.E-03 0.7 海水 210
72-20-8 エンドリン 5.34 0.001 魚類急 100 20090 2.0.E-04 0.038 海水 190

殺虫剤：甲殻類に対する毒性が強い
ヘキサクロロベンゼン、p,p’-DDT、エンドリン：第一種特定化学物質（難分解・
高蓄積・人への長期毒性又は高次捕食動物への長期毒性あり、製造輸入許
可制（原則禁止））

PAHs：クリセン、フルオランテン、アントラセン以外もPEC/PNEC>1のものが多い
（ピレン=62、ベンゾ[a]ピレン=21、ナフタレン=16）



ヨコエビを用いた底質毒性試験

試験
開始

スパイク底泥
の調製

底質-水を
試験容器へ平衡時間 10日 試験

終了

人工底泥
の調製

エンドポイント：生存、成長幼体10匹/
容器

サブ３で選定した試験候補物質について、2種のヨコエビを用いた底質-水曝露システム
による底質毒性試験を実施し最大無影響濃度（NOEC）を算出する

流水

流水式曝露装置

①ヨコエビ Hyalella azteca（淡水性）
②ニホンドロソコエビ Grandidierella japonica（汽水性）

• 諸外国の公定試験法がある（①ASTM, USEPA, Canada, ISO; ②USEPA）
• 欧米等の化学物質管理で用いられている（①）
• 他の底生生物より感受性が比較的高い
• 小規模で飼育/試験しやすい
• 国内の汽水域底質環境に広く生息（②）
• 試験実績がある（Hiki and Nakajima, 2015など）
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12-48h4日-2週間

これまでのユスリカ底質試験法
では考慮されていなかった点

220mL

55mL

サブ１



底質毒性の指標に何を使うか？
• 底質濃度CSedは生物利用能bioavailabilityを反映していない

底質毒性の指標として有効ではない

• （非イオン性有機物の場合）底質中有機炭素-水-生物の平衡状態を
仮定、CSedと有機炭素/水分配定数KOC からフリー溶存態Cfree
と毒性を予測する [1] [2]

分配定数KOC の推定に課題

• Cfreeを直接測定できれば より正確な毒性予測ができる [3]

パッシブサンプリングの活用

17

[2] Lydy et al., 2014, IEAM.      [3] McGrath et al., 2019, IEAM.     

分配定数KOC（平衡分配法） パッシブサンプリング

毒性過大評価

[1] Di Toro et al., 1991, ET&C.



溶存フリー濃度Cfree測定手法の確立
 PDMS（シリコーン）コーティングSPMEファイバーを用いたパッシブサンプリング手法[4]

を検討
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図2 BaP、CPSの底質間隙水中フリー溶存濃度Cfree(pore)、底質間隙水中総溶存濃度
Cdissolved(pore)、上層水中フリー溶存濃度Cfree(overlying)、上層水中総溶存濃度Cdissolved(overlying)
の比較

＜予備的検討＞（図1）
・ベンゾ[a]ピレン以下の疎水性の物質なら10日以内に平衡化
することを確認
＜底質毒性試験系への適用＞（図2）
・間隙水と上層水のCfreeを測定
→ 合計4物質について±20%程度の再現性が確認された
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図1 PDMSファイバー中の物質濃度の経時変化
（Phe, フェナントレン; Py, ピレン; BaP, ベンゾ[a]ピレン）

[4]Mayer et al. ES&T, 2003



底質毒性指標としてのCfreeの有効性の検証 19

結果のイメージ

異なる種類の底質・試験系でCfreeの
dose-responseが一致すれば
「互換性のある」指標となる

底質毒性指標としてのCfreeの有効性を毒性試験によって検証した例は非常に少ない
• ピレスロイド系殺虫剤 × ユスリカ × 環境底泥 [5]

• ビフェントリン × ユスリカ・ヨコエビ × 環境底泥 [6]

• ペルメトリン・DDT × ユスリカ・ヨコエビ × 環境底泥 [7]

[5] Xu et al., 2007, ES&T.   [6] Harwood et al., 2013, Chemosphere.   [7] Ding et al., 2013, Ecotoxicol.     

目的 難水溶性物質を人工的に添加した毒性試験系においてCfreeと他の指標
（Cdissolved）とを比較し、その底質毒性の指標としての有効性を実証する

今回は 人工底質（石英砂＋カオリン＋ピートモス）と
石英砂（水のみ曝露）の

2つの試験系で淡水産
ヨコエビHyalella aztecaを用いて比較

Cfree

Cdissolved
底質-水

致
死
率

曝露濃度

Cfree Cdissolved

水のみ

パッシブサンプラーを試験系に
入れた直接的な測定は行って
いない



実験の流れ 20

スパイク底質
の作成

人工底質の
曝露試験

水のみ曝露
試験

（石英砂）

スパイク試験水
の作成

曝露試験・
多様な濃度指標の測定

曝露試験・
多様な濃度指標の測定

比較

多様な環境底質を対象にしたいが
今回は1種の人工底質のみ

試験物質
• 有機リン系殺虫剤 クロルピリホス (chlorpyrifos: CPS）
• 多環芳香族炭化水素ベンゾ[a]ピレン (benzo[a]pyrene: BaP), フルオランテン

(fluoranthene: FLU)



スパイク底泥の調製 21

ピートモスの
馴化

被験物質を
石英砂にスパイク

撹拌

BaP（benzo[a]pyrene）
CPS（chlorpyrifos）
FLU  (fluoranthene)

全成分を
混合

含水率30%に調整
pH 5.5±0.5

Aging
撹拌@室温

試験ビーカー
に添加 静置 曝露

開始

1日間

回転約50 rpm＋振とう
上層水4回転分

交換

アセトン揮発

pH 6.0±0.5

> 2日間

手法



流水式の底質毒性試験 22

自動化換水装置による換水
朝・夕にそれぞれ6〜7時間で1回転分

底泥を試験
容器に添加 静置 曝露

開始

1日間

上層水4回転分
交換

毎日換水（2回転/日）
餌（3回/週）

10日間

曝露終了

10匹/容器



試験中の分配挙動の評価 23

餌 Cbio体内

Csed粒子吸着態

DOM吸着態 Cfree,over フリー溶存態

Cdissolved,over総溶存態

ろ過

Cfree,pore フリー溶存態DOM吸着態

Cdissolved,pore総溶存態

上層水

底質・間隙水 Cfree: PDMSファイバーを
用いたパッシブサンプリング

により測定

overlying water

Sediment/pore water

サブ１・２

（30分10,000×gの遠心分離+ろ過）

𝑪𝑪𝐟𝐟𝐟𝐟𝐟𝐟𝐟𝐟 =
𝑪𝑪𝐩𝐩
𝑲𝑲𝐩𝐩𝐩𝐩

Kpw：ポリマー/水分配係数



試験物質の時空間的な分配状態 24

C d
is

s
(µ

g/
L)

疎水性の高いBaPでは間隙
水中のフリー濃度Cfree,poreは
Cdiss,poreより2桁低い

上層水の総溶存濃度
Cdiss,poreは一度上がってから
経時的に減衰する

Cdiss,pore ≥ Cfree,pore > Cfree,intf
> Cdiss,over ≥ Cfree,over

Hiki et al. (2021) ET&C.



底質-水
上層水

底質-水
間隙水

水のみ

底質-水
上層水

底質-水
間隙水

水のみ

毒性指標の比較: CPS (log Kow=5.0) の場合 25

• 上層水よりも間隙水の方が水のみ曝露の毒性値に近い
• Cdissolvedは試験系（底質-水/水のみ）によって毒性値（LC50）が1.5倍異なった
• Cfreeは試験系によらず毒性値が一定

間隙水のCfreeが 「互換性のある」毒性指標である可能性

Hiki et al. (2021) ET&C.



毒性指標の比較: BaP (log Kow=6.1) の場合 26

• 試験系の違いによるCdissolvedの毒性値の差はCPSより大きかった（>40倍）
∵ BaPはDOMへの吸着の寄与が大きい

疎水性が高いとCdissolvedは毒性指標として有効ではなくなる

• DOM吸着画分の影響も示唆された
疎水性の高い他の物質でも間隙水のCfreeが有効かどうか検証が必要

水のみ
(4日間) 底質-水

上層水

底質-水
間隙水

底質-水
間隙水

Water solubility Water solubility

水のみ
(Cdissolved)

>50%の致死率
は外挿

Cdissolved (µg/L) Cfree (µg/L)

Hiki et al. (2021) ET&C.



その他の底質毒性試験結果

 28日間の長期試験でも、分配挙動は10日目とほとんど
変わらなかった（西森ら、2021、日本環境毒性学会研究発表会、
Nishimori et al., in preparation）

 汽水産ヨコエビG. japonicaを用いて、タイヤの加硫促進
剤2-メルカプトベンゾチアゾールとその分解物、BaPやFLU
の底質毒性試験を実施。得られた毒性値と環境底泥中
の濃度から底質リスク評価を実施した。

27

Fluoranthene (log Kow: 5.2)

Cdissolved (μg/L) Cfree (μg/L)

上層水

水のみ
(4日間, Cdissolved)

間隙水

フルオランテン（FLU）においても、間隙水
のCfreeの有効性が示された
（Nishimori et al., in preparation）

Soyoung LEE, Tomohiro TOBINO, Fumiyuki NAKAJIMA: Toxicity evaluation of 2-
mercaptobenzothiazole and its degradation products by spiked sediment test, WET2021, 
p.56 (online, 2021.8.12) (Excellent Presentation Award)
Soyoung LEE, Tomohiro Tobino and Fumiyuki Nakajima: Toxicity assessment of tire-related 
chemicals by spiked-sediment toxicity test, SETAC Europe 31st Annual Meeting, 
presentation No.4.15.04 (online, 2021.5.6)

Cdiss,pore

Cfree,pore
Cdiss,over

Cfree,over

mg/kg



物質動態・輸送モデルによる検証① 28

DOCによる輸送を考慮した拡散モデル
により、流水式により上層水濃度が上
昇後、減衰していく傾向をモデルにより
再現できた

(1) 平衡分配モデル
(2) ボックス（コンパートメント）モデル

(上層水と底質をそれぞれボックスとする)

(3) 拡散モデル
(間隙水中の拡散過程を記述）

(4) 拡散モデル＋間隙水中のDOCに
よる溶解と輸送

サブ２
Fischer et al. (2021)



物質動態・輸送モデルによる検証② 29

疎水性が高くなるほど、CfreeとCdissの差は
大きく、上層水と間隙水の差は小さくなる。

疎水性が比較的低い物質では、底質表層
の濃度低下→底質-水境界面の濃度勾配
が低下→溶脱フラックスが減少→上層水濃
度が時間とともに減少
→ 間隙水との勾配が大きくなる

サブ２



今後の予定
 底質性状の異なる環境底泥と人工底泥の底質毒性試験結果を
比較する→間隙水Cfreeは有効かどうか？

 汽水産ヨコエビを用いたばく露経路別評価
 吸着挙動の異なる陽イオン界面活性剤を用いた検討
 スクリーニング評価としての平衡分配法やPECの精緻化を目的とした

Cfreeを活用した包括的な底質リスク評価体系の提案

30

研究計画
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ご清聴ありがとうございました！

本研究は環境研究総合推進費（JPMEERF20195002）により
実施されましたた。
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