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序 文 

目的 

「化学物質の初期リスク評価書」は、独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構か

ら委託された化学物質総合評価管理プログラムの一環である「化学物質のリスク評価及びリス

ク評価手法の開発」プロジェクトの成果である。このプロジェクトは、「特定化学物質の環境へ

の排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」 (化学物質排出把握管理促進法) の対

象化学物質を中心に有害性情報、排出量等の暴露情報など、リスク評価のための基礎データを

収集・整備するとともに、これらを利用したリスク評価手法を開発し、評価するものである。 

「化学物質の初期リスク評価書」では、環境中の生物及びヒト健康に対する化学物質のリス

クについてスクリーニング評価を行い、その結果、環境中の生物あるいはヒト健康に悪影響を

及ぼすことが示唆されると判断された場合は、その化学物質に対して更に詳細な調査、解析及

び評価等の必要とされる行動の提案を行うことを目的とする。 
 

初期リスク評価の対象 

化学物質排出把握管理促進法第一種指定化学物質のうち、生産量、環境への排出量及び有害

性情報などを基に選択した化学物質を初期リスク評価の対象とする。環境中の生物への影響に

ついては、有害性評価手法が国際的に整えられている水生生物を対象とする。ヒト健康への影

響については、我が国の住民を対象とし、職業上の暴露は考慮しない。 
 
公表までの過程 

財団法人 化学物質評価研究機構及び独立行政法人 製品評価技術基盤機構が共同して評価書

案を作成し、有害性評価 (環境中の生物への影響及びヒト健康への影響) については外部の有

識者によるレビューを受け、その後、経済産業省化学物質審議会管理部会・審査部会安全評価

管理小委員会の審議、承認を得ている。また、暴露評価及びリスク評価については独立行政法

人 産業技術総合研究所によるレビューを受けている。本評価書は、これらの過程を経て公表し

ている。 

 
 
なお、本評価書の作成に関する手法及び基準は「化学物質の初期リスク評価指針 Ver. 2.0」及び

「作成マニュアル Ver. 2.0」として、ホームページ (http://www.nite.go.jp/) にて公開されている。 

初期リスク評価書 Ver. 0.4  
(原案) 

初期リスク評価書 Ver. 0.1 
 有害性評価 リスク評価 暴露評価 

暴露評価 リスク評価 有害性評価 

初期リスク評価書 Ver. 1.0 
(公表版) 

経済産業省 委員会

審議・承認

暴露評価 リスク評価 

レビュー レビュー 

有害性評価 
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ほう素及びその化合物の初期リスク評価の考え方 

 

本評価書で評価対象とした「ほう素及びその化合物」とは、化学物質排出把握管理促進法に

基づく政令指定名称であり、複数の化合物を含む包括的な名称である。各化合物は環境中で、

変化を伴う種々の化学形態で存在し、化学形態毎に異なる有害性を有すると考えられる。一方

で、環境中濃度の測定値は多くの場合、化学形態別には得られていない。 

以上を考慮して、「ほう素及びその化合物」の初期リスク評価を次のように実施した。 

 

i) 対象物質の選定 

ほう素及びその化合物のうち、製造・輸入量の実績や用途情報、また、環境中の生物及びヒ

ト健康に対する有害性情報の有無等を考慮し、リスク評価の対象とする化合物を複数選定する。 

 

ii) 有害性評価 

選定した複数の化合物について、環境中の生物及びヒト健康に対する有害性情報を収集・整

理し、ほう素純分に換算した無影響濃度及び無毒性量等を設定する。これらの値は、単位を

mg B/kg/日と表記する。 

 

iii) 暴露評価 

ほう素は、環境中に種々の化学形態で存在すると考えられるが、環境中濃度の測定結果の多

くは化学形態別の濃度ではなくほう素の合計濃度である。 

そのため、水生生物生息環境における推定環境濃度 (EEC) 及びヒトの推定摂取量は、環境

中での化学形態の区別はせず、ほう素の合計濃度を用いて算出する。これらの値には、自然発

生源からの暴露も含まれている。環境中濃度は、単位を mg B/L、mg B/m3 等と表記し、推定摂

取量は、単位を mg B/人/日、mg B/kg/日等と表記する。 

 

iv) リスク評価 

暴露マージン (MOE) と評価に用いた毒性試験データに関する不確実係数積を比較してリス

ク評価を行う。ここでは、選定した複数の化合物の NOEC 又は NOAEL 等のうち本評価書が選

定した値を、ほう素の合計濃度を用いて求めた EEC 又はヒトの推定摂取量で除し、MOE を算

出する。 
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要  約 

 

 ほう素は周期律表 13 族に属する典型非金属元素であり、原子量は 10.81 である。本評価書で

は、ほう素及びほう素化合物の中から、製造・輸入量及び用途並びに環境中の生物への影響及

びヒト健康への影響に関する情報に基づき、単体ほう素、ほう酸、四ほう酸二ナトリウム (ほ

う砂)、過ほう酸ナトリウム、メタほう酸ナトリウム、酸化ほう素、三フッ化ほう素等を採り上

げる。また、これらを特に区別しない場合は「ほう素」と表記する。 

 ほう素の主な用途は、ガラス繊維、ほう珪酸ガラスである。ほう素の原料となる鉱石及び中

間製品は全量輸入されており、ほう素鉱石の 1999 年の輸入量は、ほう素純分に換算して約 8,000

トンである。また、四ほう酸二ナトリウム (精製ほう砂) の無水物及び水和物、ほう酸の 2003

年の輸入量は、ほう素純分換算でそれぞれ、約 1,700 トン、約 2,800 トン、約 7,000 トンであっ

た。 

 2003 年度の PRTR データによると、ほう素及びその化合物は 1 年間に全国合計で、ほう素純

分換算で大気へ 156 トン、公共用水域へ 4,022 トン、土壌へ 5 トン、埋立として 6 トン排出さ

れると推定される。大気への主な排出経路は、窯業・土石製品製造業からの排出、また、公共

用水域への主な排出経路は、下水道業及び非鉄金属製造からの排出であると考えられる。 

 海水中のほう素濃度は比較的高く、ほう酸が主な化学種であると考えられる。大気中のほう

素は、ほう酸塩、酸化物、水素化物等の粒子状物質の形態で存在すると考えられるが、海水か

ら蒸発するほう酸の寄与が大きいとの報告もある。 

水中での変換及び分解として、ほう砂は解離しほう酸を、酸化ほう素は加水分解しほう酸を、

過ほう酸ナトリウムは加水分解しメタほう酸ナトリウムと過酸化水素を、三フッ化ほう素はオ

キシフルオロほう酸とオキシフルオロほう酸ヒドロニウム塩を生成する。 

ほう素は、下水処理によって取り除かれない。また、水生生物に対する生物濃縮性は低いと

推定される。 

 

ほう素の環境中の濃度として、公共用水域 (河川、湖沼、海域)、地下水、飲料水 (水道水) 中

の濃度が測定され、食物からの摂取量に関する調査が行われている。暴露量推定に採用できる

大気中の濃度は調査した範囲では入手できなかった。2002 年度の公共用水域 (河川 AA～C 類

型) 中濃度の調査における最大値は 5,200μg B/L、95パーセンタイルは 1,200μg B/Lであった。

2003 年度の水道水中濃度の調査における最大値は 610μg B/L であった。1994 年から 1997 年の

間に行われた調査における食物からの摂取量は、1,280～2,570 μg B/人/日の範囲であった。 

ほう素及びその化合物の水生生物に対するリスク評価を行うための推定環境濃度 (EEC)と

して、公共用水域中濃度の測定結果である河川 AA～C 類型の 95 パーセンタイル 1,200μg B/L

を用いた。 

また、ヒトがほう素に暴露する経路としては、呼吸による大気からの吸入暴露、飲料水及び

食物を摂取することによる経口暴露が主として考えられる。ほう素の飲料水中濃度 (610μg 

B/L:水道水の最大値)及び食物からの摂取量 (2,570μg B/人/日:最大値) から、ヒトの体重 1 kg

あたりの 1 日推定摂取量を 75μg B/kg/日 (経口経路)と推定した。摂取量推定に採用する大気中

濃度が得られなかったため、吸入経路の 1 日推定摂取量は算出しない。 
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ほう素の環境中の水生生物への有害性に関しては、3 つの栄養段階 (藻類、甲殻類、魚類) の

うち甲殻類及び魚類の 2 つの栄養段階について急性及び長期毒性試験結果が得られており、藻

類については急性毒性試験のみ得られている。急性毒性試験の最小値は、ほう砂を暴露した藻

類であるセレナストラムに対する生長阻害 (バイオマス) を指標とした 96 時間 EC50 が 15.4 mg 

B/L である。また、長期毒性試験の最小値は、ほう酸を暴露した魚類であるニジマスの受精卵

に対する胚の致死を指標とした 87 日間 NOEC が 2.1 mg B/L であり、得られた水生生物に対す

る毒性データのうち最小値である。 

この値と EEC 1,200μg B/L を用いて暴露マージン (MOE) を算出した結果、MOE 1.8 はリス

ク評価に用いた毒性試験データに関する不確実係数積 50 より小さく、ほう素及びその化合物は

現時点では環境中の水生生物に悪影響を及ぼす可能性が示唆される。 

 

ほう素の反復投与毒性に関しては、経口の投与経路で主に精巣に影響がみられている。 

経口経路では、ラットにほう酸及びほう砂を 2 年間混餌投与した試験の一般状態の変化 (被

毛粗剛、背弯姿勢、四肢腹側の腫脹及び表皮剥離、眼瞼の炎症、眼脂など)、体重増加抑制、ヘ

マトクリット値及びヘモグロビン量の減少、雄の精細管萎縮を指標とした NOAEL は 17.5 mg 

B/kg/日相当である。吸入経路におけるヒト健康への影響のリスク評価に必要な無毒性量を判断

するに適切な動物試験の報告は得られなかった。 

生殖・発生毒性については、ラットにほう酸を妊娠 0～20 日目に混餌投与した発生毒性試験

における胎児の体重減少、第 13 肋骨短縮及び波状肋骨を指標とした発生毒性に関する NOAEL

は 9.6 mg B/kg/日相当である。 

ほう素の遺伝毒性に関しては、in vitro 試験で、突然変異性、染色体異常誘発性、DNA 損傷

性が調べられており、ほとんどの試験で陰性であることから、遺伝毒性を有さない物質と判断

する。発がん性に関しては、マウス及びラットにほう酸、ほう砂、及びメタほう酸ナトリウム

を 2 年間ないしは生涯を通して経口投与した試験で、投与に関連した腫瘍性変化はみられてい

ない。IARC はほう素及びその化合物の発がん性を評価していない。 

ヒトの経口経路の推定摂取量 (75 μg B/kg/日) と一般毒性及び生殖・発生毒性の無毒性量

(17.5、及び 9.6 μg B/kg/日) を用いて MOE を算出した結果、経口経路に対する MOE 230、130

は、不確実係数積いずれも 100 より大きく、ほう素及びその化合物は現時点ではヒト健康に悪

影響を及ぼすことはないと判断する。 

 

環境中の水生生物に対する影響については、MOE が不確実係数積より小さく、現時点では環

境中の水生生物に悪影響を及ぼす可能性が示唆される。今後は環境中におけるほう素の化学形

態並びに人為発生源及び自然発生源の環境中濃度に対する寄与などについて、詳細な調査、解

析及び評価をする必要がある。 

ヒト健康（経口経路）に対しては、MOE が不確実係数積より大きく、現時点ではヒト健康に

悪影響を及ぼすことはないと判断する。 
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1．化学物質の同定情報 

ほう素は周期律表 13 族に属する典型非金属元素で、古くから知られた元素であるが、1808

年にフランスの化学者ゲイ・リュサック (J.L. Gay Lussac) とテナール (L.J. Thenard) 及びイギ

リスの化学者デーヴィ (H. Davy) によって単体の元素として分離された (阪上・日吉, 1994)。

ほう素という名称はほう砂に含まれていたことに由来し、ほう素の英名 Boron は、アラビヤ語

の白い色 burah に由来する (桜井, 1997)。 

ほう素及びほう素化合物は、環境中では種々の形態で存在し、これらを区別することは難し

い場合がある。そこで、本評価書では、必要に応じて、単体状態のほう素を「単体ほう素」、化

合物形態のほう素を「ほう素化合物」、単体ほう素及びほう素化合物について両者の存在形態が

不明確な場合及び両者を区別しない場合には「ほう素」とそれぞれ表記する。 
本評価書では、ほう素及びその化合物の中から、製造・輸入量及び用途並びに環境中の生物

への影響及びヒト健康への影響に関する情報に基づき、以下の代表的な無機ほう素化合物を採

り上げる。 

 
1.1 化学物質審査

規制法官報公示整

理番号 
－ 1-63 1-69 1-826 － 1-71 

9-2403 1-44 

1.2 化学物質排出

把握管理促進法政

令号番号 
1-304 

ほう素及びその化合物 1.3 物質名 
単体 
ほう素 ほう酸 四ほう酸

二ﾅﾄﾘｳﾑ 
過ほう酸

ﾅﾄﾘｳﾑ 
ﾒﾀほう酸

ﾅﾄﾘｳﾑ 
酸化 
ほう素 

三ﾌｯ化 
ほう素 

1.4 CAS登録番号 7440-42-8 10043-35-3 1330-43-4
(無水物)､
1303-96-4
(十水和物)

7632-04-4
(無水物 )､
10486-00-7
(四水和物)

7775-19-1
(無水物)､
10555-76-7
(四水和物)

1303-86-2 7637-07-2

1.5 化学式 B H3BO3 Na2B4O7 
(無水物)､
Na2B4O7･ 
10H2O 
(十水和物)

NaBO3 
(無水物)､
NaBO3･ 
4H2O 
(四水和物)

NaBO2 
(無水物)､
NaBO2･ 
4H2O 
(四水和物)

B2O3 BF3 

1.6 分子量 10.81 
(原子量) 

61.83 201.22 
(無水物)､
381.37 
(十水和物)

81.80 
(無水物)､
153.86 
(四水和物)

65.80 
(無水物)､
137.86 
(四水和物)

69.62 67.81 
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2．一般情報 
ほう素及びその化合物 物質名 

 
項目 

単体 
ほう素 ほう酸 四ほう酸

二ﾅﾄﾘｳﾑ 
過ほう酸

ﾅﾄﾘｳﾑ 
ﾒﾀほう酸

ﾅﾄﾘｳﾑ 
酸化 
ほう素 

三ﾌｯ化 
ほう素 

2.1 別名 なし ｵ ﾙ ﾄ ほ う

酸、正ほう

酸、ﾎﾞｰﾙ

酸 

ほう酸ﾅﾄﾘ

ｳﾑ 

(無水物)、

ほう砂、 

ﾎﾞﾗｯｸｽ 
(十水和物)

ﾍﾟﾙｵｷｿほ

う酸ﾅﾄﾘｳﾑ

(無水物) 

ﾒﾀほう酸

ｿｰﾀﾞ 
(無水物) 

三酸化二

ほう素、無

水ほう酸 

ﾌｯ化ほう

素 

2.2 純度 99.0% 
以上 

99.0% 
以上 

99.0% 
以上 
(十水和物)

95%以上 
(四水和物)

97.0% 
以上 
(四水和物)

97.0% 
以上 

97%以上 

2.3 不純物 ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 酸化ほう

素 

塩化物、硫

酸塩、鉄 
(十水和物)

過酸化ﾅﾄﾘ

ｳﾑ、ほう酸

ﾅﾄﾘｳﾑ 
(四水和物)

塩化物 
(四水和物)

硫酸塩 ﾃﾞｰﾀなし 

2.4 添加剤または

安定剤 
 

無添加 無添加 無添加 
(十水和物)

無添加 
(四水和物)

無添加 
(四水和物)

無添加 無添加 

(化学物質評価研究機構, 2005) 

 

 

2.5 現在の我が国における法規制注) 
法律名 法律区分名 該当物質 

化学物質排出把

握管理促進法 
第一種指定化学物質 ほう素及びその化合

物 
危険物第一類酸化性固体 過ほう酸ﾅﾄﾘｳﾑ 消防法 
貯蔵等の届出を要する物質 三ﾌｯ化ほう素 

毒劇物取締法 毒物 三ﾌｯ化ほう素 
日本薬局方 ほう酸、ほう砂 薬事法 
化粧品基準 配合禁止 (ﾐﾂﾛｳ及びｻﾗｼﾐﾂﾛｳを乳化させ

る目的でほう砂を使用するものは 0.76wt%以下) 
ほう酸、過ほう酸ﾅﾄﾘ

ｳﾑ、ほう砂 
労働安全衛生法 名称等を通知すべき危険物及び有害物 三酸化二ほう素、三フ

ッほう素、ほう酸ﾅﾄﾘ

ｳﾑ 
水質汚濁に係る環境基準 1.0 mg B/L ほう素 
地下水の水質汚濁に係る環境基準 1.0 mg B/L ほう素 

環境基本法 

土壌汚染に係る環境基準 1.0 mg B/L (溶出試験検液濃

度) 
ほう素 

水道法 水質基準 1.0 mg B/L ほう素及びその化合

物 
下水道法 水質基準 10 mg B/L (海域以外)、230 mg B/L (海域) ほう素及びその化合

物 
水質汚濁防止法 有害物質 排水基準 10 mg B/L (海域以外)、230 mg B/L

(海域) 
ほう素及びその化合

物 
土壌汚染対策法 特定有害物質 土壌溶出基準 1.0 mg B/L ほう素及びその化合

物 
酸化性物質 過ほう酸ﾅﾄﾘｳﾑ 船舶安全法 
高圧ｶﾞｽ 三ﾌｯ化ほう素 
酸化性物質 過ほう酸ﾅﾄﾘｳﾑ 航空法 
輸送禁止 三ﾌｯ化ほう素 

港則法 酸化性物質 過ほう酸ﾅﾄﾘｳﾑ 
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法律名 法律区分名 該当物質 
 高圧ｶﾞｽ 三ﾌｯ化ほう素 
食品衛生法 食品の規格基準 寒天の成分規格 1 g H3BO3 /kg 以下 ほう素化合物 

建築物衛生法 水質基準 1.0 mg B/L ほう素及びその化合

物 
高圧ｶﾞｽ保安法 圧縮ガス、毒性ガス 三フッ化ほう素 
注）：1 章で採り上げた物質を調査した。 
参考：温泉法：メタほう酸含有量 5 mg/kg 以上 

 

 

3．物理化学的性状 
ほう素及びその化合物 物質名 

 
項目 単体ほう素 ほう酸 

四ほう酸 

二ﾅﾄﾘｳﾑ 

過ほう酸 

ﾅﾄﾘｳﾑ 

ﾒﾀほう酸 

ﾅﾄﾘｳﾑ 
酸化ほう素 

三ﾌｯ化 

ほう素 

外観 白色固体 2) 白色固体 
(無水物)3)、

(十水和物)3)

無色固体 
(四水和物)2)

白色固体 
(無水物)2)、
(四水和物)

7)

無色固体 2) 無色気体 2)

結晶系 

α 斜方晶系 
:赤色固体 1)、

α 正方晶系、

β 斜方晶系 
:黒色固体 1)、 
無定形 
:黒色または

褐色固体 1) 

三斜晶系 2) 三斜晶系 
(無水物)11)、

単斜晶系 
(十水和物)2)

三斜晶系 
(四水和物)4)

六方晶系 
(無水物)2)、

単斜晶系 
(四水和物)7)

六方晶系 2) 該当せず 

融点 2,075℃2) 約 100℃で 
ﾒﾀほう酸 
(HBO2) 
に変化 4) 

743℃ 

(無水物)2)、

75℃ 

(十水和物)1)

60℃(分解) 
(四水和物)2)

966℃ 

(無水物)2)、

53.5℃ 
(四水和物)7)

450℃ 

(結晶)1) 
-126.8℃2) 

沸点 約 3,500℃5) ﾃﾞｰﾀなし 1,575℃ 
(分解) 
(無水物)2)、

100℃以上

で無水物に

変化 
(十水和物)1)

ﾃﾞｰﾀなし 1,434℃ 

(無水物)2) 
2,065℃8) -101℃2) 

密 度
(g/cm3) 

α 斜方晶系 
：2.461)、 
α 正方晶系 
：2.311)、 
β 斜方晶系 
：2.351)、 
無定形 
：2.351) 

1.5 (25℃)2) 2.4 (25℃) 
(無水物)2)、

1.73 (25℃) 
(十水和物)2)

ﾃﾞｰﾀなし 2.46 (25℃) 
(無水物)2)

、

1.74(20℃) 
(四水和物)10)

2.55 (25℃)2)、

1.8(無定形)1) 

、2.46(結晶)1) 

2.772 (g/L) 
(25℃)2) 

水：不溶 3) 水：58.0g/kg 
(25℃)2) 

水：31.7g/kg
(25℃) 
(無水物)2)、
47g/kg(20℃)
(十水和物)4)、

解離しほう

酸を生成 6)

水：23g/L 
(20℃) 
(四水和物)5)、

加水分解し

NaBO2 及び

H2O2 を生成

(無水物)7) 

水：260g/L
(20℃) 

(無水物)2)、
206g/kg 
(20℃) 
(四水和物)10)

水：22g/kg 
(20℃)2)、 
加水分解し

ほう酸を生

成 4) 

水：1,060 
g/L(20℃)3)、

付加物を生

成、部分的

に加水分解

し、HF を生

成 6) 

溶解性 

硝酸、硫

酸：可溶 3)、 
濃硝酸、濃

硫酸でほう

酸を生成 6)、 
塩酸:不溶 4) 
ｴﾀﾉｰﾙ:不溶 9) 

ｴﾀﾉｰﾙ:可溶 2) 酸：不溶 
(十水和物)9) 
ﾒﾀﾉｰﾙ：可溶

(無水物)2)、

ｴﾀﾉｰﾙ：不溶

(無水物)11)、
(十水和物)1) 

酸：可溶 
(四水和物)11) 
ｴﾀﾉｰﾙ:可溶
(四水和物)11)

ﾃﾞｰﾀなし 酸：可溶 4)、 
ｱﾙｶﾘ水溶液 
：可溶 4)  
ｴﾀﾉｰﾙ:可溶 2) 

ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾐﾝ

と付加物を

生成 4)  
有機溶媒：

可溶 4)、 
ｴｰﾃﾙ及びｴｽ

ﾃﾙと付加物

を生成 4) 
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ほう素及びその化合物 物質名 
 
項目 単体ほう素 ほう酸 

四ほう酸 

二ﾅﾄﾘｳﾑ 

過ほう酸 

ﾅﾄﾘｳﾑ 

ﾒﾀほう酸 

ﾅﾄﾘｳﾑ 
酸化ほう素 

三ﾌｯ化 

ほう素 

純分 

換算 

比率注) 

1.000 0.175 0.215 
(無水物)、
0.113 
(十水和物) 

0.132 
(無水物)、
0.0703 
(四水和物) 

0.164 
(無水物)、 
0.0784 
(四水和物) 

0.311 0.159 

その他 ﾓｰｽ硬

度:9.34) 
pKa9.24 
(25℃)8)、 
pH5.1 
(0.1mol/L)1) 

pH9.3 
(3%、20℃) 
(無水物)９)、

潮解性 
(無水物)2) 

pH10.4(1%)
(四水和物)7)

pH11.0 
(1%、20℃)
(四水和物)7)

pH5.1 
(1%、20℃)9)、 
吸湿性 4) 

蒸気圧：
4,874kPa 
(-13.2℃)9) 

注）：純分換算比率＝(ほう素の原子量×ほう素化合物中のほう素の数)/ほう素化合物の分子量 
1)：Merck, 2001 
2)：Lide, 2003 
3)：ATSDR, 1992 
4)：理化学辞典：久保ら, 1987 
5)：IPCS, 1998 
6)：佐佐木ら, 1986 

7)：無機化学全書：斉藤一夫, 1965 
8)：Dean, 1999 
9)：US.NLM:HSDB 2005 
10)：化学物質評価研究機構, 2005 
11)：化学便覧：日本化学会, 1993 

 

 

4．発生源情報 

4.1 製造・輸入量等 

ほう素の原料となる鉱石及び中間製品は全量輸入されている。ほう素の主要な鉱石はコレマ

ナイト (Ca2B6O11･5H2O)、ウレキサイト (NaCaB5O6 (OH)6･H2O)、及びほう砂 (Na2B4O7･10H2O) 

があげられる。 

ほう素鉱石の 1997 年から 1999 年までの 3 年間の輸入量を表 4-1 に示す (金属鉱業事業団資

源情報センター, 2001)。天然鉱石であるコレマナイトとウレキサイトは輸入通関統計では 1 つ

にまとめられているため、それぞれの輸入量は不明である。ほう素純分量の換算に当たっては、

輸入量すべてをコレマナイトとし、鉱物組成から求めた理論値としてほう素純分換算比率

0.1579 を用いている。 

 

表 4-1 ほう素鉱石の輸入量 (トン) 
年 1997 1998 1999 

ほう素鉱石量 49,776 26,591 52,872 
ほう素純分量 7,858 4,258 8,347 

(金属鉱業事業団資源情報センター, 2001) 

 

 

ほう素の中間製品であるほう砂、及びペルオキソほう酸塩の 1999 年から 2003 年までの 5 年

間の輸出入量を表 4-2 に示す (財務省, 2005)。 
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表 4-2 ほう酸塩及びペルオキソほう酸塩の輸出入量 (トン) 
品  目 区分 1999 2000 2001 2002 2003 

輸入
8,787 

(1,888) 
8,942 

(1,922) 
9,154 

(1,967) 
8,787 

(1,888) 
7,795 

(1,675) 
無水物 

輸出
61 

(13) 
37 
(8) 

3 
(1) 

8 
(2) 

8 
(2) 

輸入
37,527 
(4,255) 

29,555 
(3,352) 

29,331 
(3,326) 

29,738 
(3,372) 

24,716 
(2,803) 

四ほう酸 
二ナトリウム 
(精製ほう砂) 

無水物を除く 
輸出

45 
(5) 

52 
(6) 

64 
(7) 

35 
(4) 

62 
(7) 

輸入 1,135 1,291 748 1,045 650 ほう酸塩 (四ほう酸二ナトリウム 
(精製ほう砂)を除く) 輸出 110 122 109 225 284 

輸入 851 1,033 969 655 913 ペルオキソほう酸塩 
(過ほう酸塩) 輸出 22 29 31 24 25 

(財務省, 2005) 
括弧内は、ほう素純分量 
精製ほう砂 (無水) のほう素純分換算比率: 0.2149 
精製ほう砂 (無水物を除く)(10 水塩として) のほう素純分換算比率:0.1134 

 

 

ほう素化合物は、そのほとんどがほう酸を出発原料としており、ほう酸は全量輸入に依存し

ている (金属時評, 2002)。ほう素、ほう素の酸化物及びほう酸の 1999 年から 2003 年までの 5

年間の輸出入量を表 4-3 に示す (財務省, 2005)。 

 

表 4-3 ほう素、ほう素の酸化物及びほう酸の輸出入量 (トン) 
品  目 区分 1999 2000 2001 2002 2003 

ほう素の酸化物 861 900 555 427 656 

ほう酸 
輸入 35,057 

(6,131) 
37,185 
(6,503) 

37,010 
(6,473) 

42,194 
(7,379) 

40,906 
(7,154) 

ほう素の酸化物及びほう酸 輸出 325 551 206 496 461 
輸入 26 20 17 14 10 

ほう素 1) 
輸出 2 9 22 17 94 

(財務省, 2005) 
1) ほう素及びテルルの統計値であるため、テルルを含む。 
括弧内は、ほう素純分量 
ほう酸のほう素純分換算比率: 0.1749 

 

 

4.2 用途情報 

ほう素及びその化合物の用途を表 4-4 に示す (製品評価技術基盤機構, 2006)。 

ほう素純分量に換算して、ほう素の用途で使用量が最も多いのはガラス繊維であり、1999 年

に輸入されたほう素のうち 63％がガラス長繊維に使用されている。これにガラス短繊維を合わ

せると、輸入されたほう素の 79％がガラス繊維に使用されている (金属鉱業事業団資源情報セ

ンター, 2001)。ガラス繊維に次いで多いのが、硬質ガラスであるほう珪酸ガラスであり、1999

年に輸入されたほう素の 18%に相当する。ガラス繊維とほう珪酸ガラスの使用量を合わせると、

1999 年に輸入されたほう素の 97%を占める。その他には、フェロボロン (Fe-B 二元合金) とし

て特殊鋼添加剤、ほう酸として医薬品、防虫剤に用いられる他、γ線遮蔽用のコンクリートブ
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ロック、金属表面処理用の溶融塩に使用されている。窒化ほう素として、離型剤、プラスチッ

ク充てん材、化粧品添加物、半導体用ボロン拡散剤、高温電気絶縁材等として使用されている。

また、パイロリティック窒化ほう素は、GaAs などの化合物半導体単結晶製造用のるつぼ等に

使用されている (金属時評, 2002)。三フッ化ほう素は、重合や異性化等の触媒、半導体材料ガ

ス等として利用されている (製品評価技術基盤機構, 2006)。 

 

表 4-4 ほう素及びその化合物の用途別使用量の割合 

用 途 割合 1) 
(%) 

長繊維 62.7
ガラス繊維 

短繊維 16.5
79.2 

ほう珪酸ガラス 18.1 
特殊鋼添加剤、医薬品、防虫剤、コンクリートブロ

ック、金属表面処理剤、離型材、プラスチック用充

てん剤、化粧品添加物、半導体用ボロン拡散剤、高

温電気絶縁材、化合物半導体単結晶製造用るつぼ等

2.7 

合 計 100 
(製品評価技術基盤機構, 2006) 
1) 割合は 1999 年データを基に算出した。 

 

 

4.3 排出源情報 

4.3.1 化学物質排出把握管理促進法に基づく排出源 

化学物質排出把握管理促進法に基づく「平成 15 年度届出排出量及び移動量並びに届出外排出

量の集計結果」(経済産業省, 環境省, 2005a) (以下、2003 年度 PRTR データ) によると、ほう素

及びその化合物は 1 年間に全国合計で届出事業者から大気へ 147 トン、公共用水域へ 2,887 ト

ン、土壌へ 64 kg、埋立として 6 トン排出され、廃棄物として 1,980 トン、下水道に 28 トン移

動している。また届出外排出量としては対象業種の届出外事業者から 1,142 トン、非対象業種

から 5 トン、家庭から 293 kg の排出量が推計されている。移動体からの排出量は推計されてい

ない。 

 

a. 届出対象業種からの排出量と移動量 

2003 年度 PRTR データに基づき、ほう素及びその化合物の届出対象業種別の排出量と移動量

を表 4-5 に示す (経済産業省, 環境省, 2005a, b)。 

届出対象業種からのほう素及びその化合物の排出量のうち、約 3 割は下水道業から公共用水

域への排出であり、大気への排出は主に窯業・土石製品製造業からの排出である。 

なお、製品の使用に伴う低含有物質として、石炭火力発電所で使用される石炭の燃焼に伴い

発生する排ガス及び排ガス処理に伴い発生する排水に含まれて排出されるほう素及びその化合

物の排出量が推定されている。大気への排出量は 0.5 トン未満、公共用水域への排出量は 1,072

トンであった。 
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表 4-5 ほう素及びその化合物の届出対象業種別の排出量及び移動量 

(2003 年度実績) (トン/年) 

届出 届出外 
届出と届出外の 

排出量合計 

排出量 移動量 業種名 

大気 
公共用 

水域 
土壌 廃棄物 下水道 

排出量

(推計) 
排出計 2) 

割合 

(%) 

下水道業 0 1,382 0 1 0 ＜0.5 1,382 33 

非鉄金属製造業 1 618 0 41 3 3 622 15 

化学工業 3 237 0 389 3 6 247 6 

原油・天然ガス鉱

業 
0 162 0 0 0 － 162 4 

窯業・土石製品製

造業 
136 9 ＜0.5 969 1 5 149 4 

産業廃棄物処分

業 
0 139 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 － 139 3 

金属鉱業 0 87 0 0 0 － 87 2 

電気機械器具製

造業 
1 78 0 145 4 4 83 2 

金属製品製造業 3 42 0 106 8 14 59 1 

その他 1) 3 135 ＜0.5 328 9 37 175 4 

製品の使用に伴

う低含有物質 
－ － － － － 1,072 1,072 26 

合計 2) 147 2,887 ＜0.5 1,980 28 1,142 4,177 100 

(経済産業省, 環境省, 2005a, b) 
1)「その他」には、上記以外の届出対象業種の合計排出量を示した。 
2) 四捨五入のため、表記上、合計があっていない場合がある。 
0.5 トン未満の排出量及び移動量はすべて「＜0.5」と表記した。 
－: 届出なし又は推計されていない。 
数値はすべてほう素純分換算値 
埋立による排出量は含んでいない。 

 

 

b. 非対象業種、家庭及び移動体からの排出量 

ほう素及びその化合物の非対象業種及び家庭からの排出量を表 4-6 に示す (経済産業省, 環

境省, 2005b)。 

ほう素及びその化合物は、非対象業種から農薬に係わる排出量として 1 トン、殺虫剤である

シロアリ防除剤に係わる排出量として 4 トン及び漁網防汚剤に係わる排出量として 1 トン、ま

た、家庭から殺虫剤である不快害虫用殺虫剤に係わる排出量として 293 kg 推計されている (経

済産業省, 環境省, 2005b)。移動体からの排出について、ほう素及びその化合物は推計対象とな

っていない (経済産業省, 環境省, 2005b)。 
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表 4-6 ほう素及びその化合物の非対象業種及び家庭からの排出量 (2003 年度実績) (トン/年) 
排出区分 排出量 (推計) 

農薬 1) 1 
殺虫剤 4 非対象業種 
漁網防汚剤 1 

家庭 殺虫剤 ＜0.5 
合計 6 

(経済産業省, 環境省, 2005b) 
1) 農薬としては 1962 年に失効 (ほう酸)。 
0.5 トン未満の排出量はすべて「＜0.5」と表記した。 
数値はすべてほう素純分換算値 

 

 

4.3.2 その他の排出源 

ほう素及びその化合物の 2003年度 PRTRデータで推計対象としている以外の排出源を以下に

示す。ほう素及びその化合物の排出源としては、自然発生源及び人為発生源がある。 

 

a. 自然発生源 

ほう素は海洋、堆積岩、石炭、頁岩及びある種の土壌中にほう酸塩として存在している。地

殻の濃度は約 10 mg B/kg (範囲：玄武岩 5 mg B/kg～頁岩中 100 mg B/kg)、海洋では約 4.5 mg B/L

の濃度で自然界に広く分布している。ほう素は主に岩石の風化、海洋からのほう酸の蒸発、及

び火山活動によって環境中に排出される。ほう素は 10～300 mg B/kg (平均 30 mg B/kg) の範囲

で土壌中に存在し、土壌の種類、有機物の含有量と降雨量に依存している。表層水中のほう素

濃度は 0.001～360 mg B/L と広い範囲である。大陸における大気中のほう素濃度はおおよそ 0.5

～80 ng B/m3 の範囲で、平均濃度は 20 ng B/m3 である (IPCS, 1998)。また、ほう素は温泉水中

に含まれる微量成分のひとつであり、温泉水中のほう素濃度の平均値は、日本全体で 9.42 mg 

B/kg であると報告されている (熊本県保健環境科学研究所, 2004)。 

 

b. 人為発生源 

人間の活動による環境中へのほう素の発生源としては、農業用、燃料としての木材の燃焼、

家庭におけるほう酸塩及び過ほう酸塩の使用、処理した木材及び紙からの浸出、及び農業用化

学肥料の散布がある (IPCS, 1998)。 

 

4.4 環境媒体別排出量の推定 

各排出源におけるほう素及びその化合物の環境媒体別排出量を表 4-7 に示す (製品評価技術

基盤機構, 2006)。 

その際、2003 年度 PRTR データに基づく届出対象業種の届出外事業者からの排出量について

は、届出データにおける業種ごとの大気、公共用水域、土壌への排出割合を用いて、その環境

媒体別の排出量を推定した。 

また、非対象業種からの排出量について、農薬は農耕地への散布、及び殺虫剤はシロアリ防

除剤であることから土壌への排出とし、漁網防汚剤は水中で網を使用するということから公共

用水域への排出と仮定した。家庭からの排出量について、殺虫剤は不快害虫用殺虫剤の散布で
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あることから大気への排出と仮定した。 

以上のことから、ほう素及びその化合物は、1 年間に全国で、大気へ 156 トン、公共用水域

へ 4,022 トン、土壌へ 5 トン排出されると推定した。 

なお、水域への排出量には下水処理場で処理された後の排出量が含まれている。 

 

表 4-7 ほう素及びその化合物の環境媒体別排出量 (2003 年度実績) (トン/年) 
排出区分 大気 公共用水域 土壌 

対象業種届出 147 2,887 ＜0.5 

対象業種届出外 1) 9 1,134 0 

農薬 3) 0 0 1 
殺虫剤 0 0 4 
漁網防汚剤 0 1 0 

非対象業種 2) 

小 計 0 1 5 
家 庭 2) 殺虫剤 ＜0.5 0 0 

合 計 156 4,022 5 

(製品評価技術基盤機構, 2006)  
1) 大気、公共用水域、土壌への排出量は、業種ごとの届出排出量の排出割合と同じと仮定し、推

定した。 
2) 大気、公共用水域、土壌への排出量は、物理化学的性状及び用途から推定した。 
3) 農薬としては 1962 年に失効 (ほう酸)。 
0.5 トン未満の排出量はすべて「＜0.5」と表記した。 
数値はすべてほう素純分換算値 
埋立による排出量は含んでいない。 

 

 

また、公共用水域へ排出される届出排出量 2,887 トンのうち、排水の放流先が河川と届け出

られている排出は 1,341 トンであった (経済産業省, 2005)。届出以外の公共用水域への排出につ

いてはすべて河川への排出と仮定すると、河川への排出量は 2,476 トンとなる。 

 

4.5 排出シナリオ 

ほう素及びその化合物の環境中への排出源としては、自然発生源と人為発生源によるものが

ある。 

人為発生源によるほう素及びその化合物の主な排出源は、用途情報及び 2003 年度 PRTR デー

タ等から判断して、大気へは窯業・土石製品製造業においてガラス製品等の製造に伴う排出と

推定され、また、公共用水域へは下水道業及び石炭火力発電所で使用される石炭の燃焼によっ

て発生する排ガスの処理に伴い発生する排水からの排出と推定される。なお、下水道業からの

水域への排出量には下水処理場で処理された後の排出量が含まれている。 

また、自然発生源として、岩石の風化、海洋からのほう酸の蒸発、及び火山活動によって環

境中に排出されると考えられる。 

 

 

5．環境中運命 

ほう素は、自然界に存在する元素で、クラーク数 (地下 16 km までの岩石圏に水圏と気圏を

加えた範囲における元素の存在度) は約 0.001%、全元素中 41 番目である (Clarke, 1924)。ほう
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素は、2 つの安定な同位元素 10B、11B の混合物で、天然には酸素に対する親和性のため、常に

酸素と結合して存在する (Merian et al., 2004)。ほう素の地殻中の濃度は、約 10 mg B/kg であり、

頁岩などの堆積岩や玄武岩などの火成岩に含まれるほう酸塩は、風化作用によってゆっくりと

環境中に放出される。また、ほう素を含む化合物の生産や使用により人為発生源からもほう素

は発生する (Butterwick et al., 1989; Woods, 1994)。 

 

5.1 土壌中での動態 

ほう素は、降雨、ほう素を含む岩石の風化、粘土鉱物からの脱着など自然界から、またほう

素含有肥料、農薬、フライアッシュ、下水汚泥などの人為的な発生源から土壌と環境水中に放

出される (Butterwick et al., 1989)。土壌のほう素含有量は、10～300 mg B/kg の範囲で、平均値

は 30 mg B/kg である (IPCS, 1998)。 

ほう素の石炭及び泥炭における濃度は、植物によるほう素蓄積の結果、地殻における濃度の

それぞれ 108 倍、130 倍であったとの報告がある (山県, 1977)。 

土壌中のほう素は、土壌の種類、pH、塩分濃度、有機物含有量、酸化鉄と酸化アルミニウム、

水酸化鉄と水酸化アルミニウムの含有量、粘土鉱物含有量に依存して、土壌粒子の表面に吸着

される (Sprague, 1972)。ほう素の吸着は、粘土鉱物表面で固相の生成などによって、可逆的な

吸着から不可逆的な吸着へ変化する (Rai et al., 1986)。土壌へのほう素の固定は、(1) ほう素が

ファンデルワールス力で土壌の表面に保たれる物理的 (分子) 吸着、(2) 陰イオン交換、(3) 化

学的な沈殿生成の 3 つのメカニズムのうちの 1 つによって起こる。また、カルシウムイオンの

存在、乾燥、pH の上昇は、吸着されるほう素の量を増加させるとの報告がある (Biggar and 

Fireman, 1960)。ほう素の吸着は、アルテｨソルのような酸化鉄、酸化アルミニウム、水酸化鉄、

水酸化アルミニウムを高い濃度で含む土壌において顕著であるとの報告がある (ATSDR, 1992)。 

 

5.2 大気中での動態 

蒸気または粒子形態のほう酸及びほう酸塩が、海水の蒸発、火山活動等の自然界及び、採鉱

作業、ガラス、セラミック製造、肥料及び農薬の散布、石炭火力発電所等の人為発生源から放

出される。全地球的なほう素の大気中への放出量は、自然界から放出される量の方が多いとの

報告がある (Anderson et al., 1994; Gladney et al., 1978）。 

大気中のほう素は、ほう酸塩、酸化物、水素化物等として粒子状物質の形態で存在する (U.S. 

EPA, 1987)。ほう酸塩の揮発性は低く、ほう酸塩は大気中に蒸気として存在することは少ない。

また、ほう素含有粒子は、比較的水溶性が高いため湿性沈着 (雨などによる降下) と乾性沈着 

(重力による降下) によって大気中から除去され、ほう素の大気中濃度は低く、平均値は 0.5～

80 ng B/m3 の範囲である (Anderson et al., 1994; Gladney et al., 1978)。大気中のほう素粒子の半減

期は、粒子のサイズと大気条件に依存するが、通常数日である (Nriagu, 1979)。 

 

5.3 水中での動態 

ほう素を含む岩石の自然風化が環境水中のほう素の主要な発生源である。また、石炭火力発

電所、ほう素を使用する産業の排水からも環境水中に放出される (Butterwick et al., 1989)。 

全地球的な淡水中のほう素濃度の平均値は 0.015 mg B/L であり (Ahl and Jonsson, 1972)、河川
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中のほう素濃度は流域のほう素含有量と人為発生源に依存するとの報告がある (Butterwick et 

al., 1989)。 

海水中のほう素濃度は比較的高く平均 4.5 mg B/L である (Butterwick et al., 1989)。海水中では、

ほう酸 H3BO3 が主な化学種で、ナトリウム、マグネシウム、カルシウムとの塩も存在する (Byrne 

and Kester, 1974)。有機ほう素化合物は、海水全体のほう素に占める割合は僅かである (Noakes 

and Hood, 1961)。 

ほう素は環境水中で土壌及び沈殿物に吸着する。吸着-脱着反応は環境水中のほう素の運命に

影響を及ぼす唯一の重要なメカニズムである (Rai et al., 1986)。ほう素の吸着の大きさは、水の

pH、溶液中のほう素濃度、土壌の化学組成に依存し、最大の吸着は pH 7.5～9.0 で観測される 

(Waggott, 1969)。 

ほう酸は、解離定数 pKa 9.24 (25℃) (Dean, 1999) の非常に弱い酸であり、pH 7 以下の希薄水

溶液中では、主に非解離のほう酸 B(OH)3 として存在し (IPCS, 1998）、pH 7.4 では 98.4%の

B(OH)3 と 1.6%の[B(OH)4]-からなる (Woods, 1994)。B(OH)4
-は、pH 10 以上で溶液中の主な化学

種になる。この他 pH に依存して[B5O6(OH)4]-、[B4O5(OH)4]2-等のポリほう酸陰イオンも存在す

る (IPCS, 1998)。 

 

5.4 環境中での変換と分解 

水中でほう砂は解離し、ほう酸を生成する。また、酸化ほう素は加水分解し、ほう酸を生成

する (Merian et al., 2004)。一方、過ほう酸ナトリウムは、加水分解しメタほう酸ナトリウムと

過酸化水素を生成する (無機化学全書：斉藤一夫, 1965)。 

三フッ化ほう素は、水との付加物であるオキシフルオロほう酸 HBF3(OH)、オキシフルオロ

ほう酸ヒドロニウム塩[H3O]+[BF3OH]-を生成する。さらに水中で部分的に加水分解し、ジオキ

シフルオロほう酸 HBF3(OH)2 とフッ化水素を生成する (無機化学全書：斉藤一夫, 1965)。一方、

三塩化ほう素は、水中で加水分解し、ほう酸と塩化水素を生成する (理化学辞典：久保ら, 1987)。 

ほう酸が、植物の根に吸収され、細胞内に移ると、細胞質及び細胞壁の中で急速に多価アル

コール、フェノール、炭水化物等の α 位か o 位に少なくとも 2 個の水酸基を含む化合物とほう

酸エステル錯体を形成し、容易に移動するとの報告がある (Brown and Shelp, 1997; Hunt, 1998）。 

 

5.5 下水処理及び浄水処理による除去 

東京都に 20 か所ある下水処理場の下水処理の状況に関する東京都下水道局の報告があり、ほ

う素については、2002～2004 年度における流入水及び処理水の濃度は、共に 0.2 未満～0.3 mg 

B/L (24 時間平均値) であった (東京都下水道局, 2005)。 

下水処理によって、ほう素はほとんど取り除かれないが、粘土物質の表面にほう素が吸着す

るとの報告がある (Biggar and Fireman, 1960; Waggott, 1969)。 

2004 年 4 月～2005 年 3 月までの東京都の代表的な河川である多摩川、荒川、江戸川から取水

している小作浄水場 (羽村市)、三園浄水場 (板橋区)、金町浄水場 (葛飾区) におけるほう素及

びその化合物濃度は、小作浄水場の入口では定量限界値 (10μg B/L) 未満、三園浄水場の入口

では 40～70μg B/L、金町浄水場の入口では 40～80μg B/L であり、小作浄水場の出口では定量

限界値未満、三園浄水場の出口では 40～70μg B/L、金町浄水場の出口では 50～70μg B/L であ
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った (東京都水道局, 2005)。 

上水道の場合、ほう素は通常の浄水方法 (凝集沈殿＋ろ過) や活性炭では除去できないが、

イオン交換による除去性がある。また、逆浸透により除去できるとの報告がある (日本環境管

理学会, 2004)。 

ほう素を含んだ工場排水を、凝集薬剤としてアルミニウム塩と消石灰によって処理する方法

が検討されている。この方法では、pH 10 の処理水中のほう素濃度を 10 mg B/L 程度まで減少

させることが可能である。その他、イオン交換樹脂と溶媒抽出を組み合わせた方法も検討され

ている (朝田・恵藤, 2000)。 

 

5.6 生物濃縮性 

ほう酸のオクタノール/水分配係数は 0.175 であり、生体内に蓄積する可能性は低い (Barres, 

1967)。また、ほう素の植物、無脊椎動物を用いた生物濃縮係数 (BCF) は 100 以下、魚類の BCF

は 52～198 であり、ほう素の生物濃縮性は低いとの報告がある (Thompson et al., 1972; Tsui and 

McCart, 1981)。 

植物、魚類中におけるほう素の蓄積試験の結果、ほう素は植物体中に蓄積するが、水生生物

の食物連鎖で生物濃縮しないとの報告がある (Eaton, 1944; Thompson et al., 1976)。 

ほう酸は、化学物質審査規制法に基づくコイを用いた 28 日間の濃縮性試験で、水中濃度が 5 

mg /L (0.875 mg B/L 相当) 及び 0.5 mg /L (0.0875 mg B/L 相当) におけるほう素としての濃縮倍

率は、それぞれ 3.2 未満及び 33 未満であり、高濃縮性ではないと判定されている (経済産業省, 

2002)。 

 

 

6．暴露評価 

この章では、大気、公共用水域、飲料水、食物中濃度の測定データの収集、整理を行い、水

生生物のリスク評価を行うための推定環境濃度 (EEC) と、ヒト健康のリスク評価を行うため

の吸入経路及び経口経路の推定摂取量を決定する。 

ほう素は、環境中に種々の化学形態で存在すると考えられるが、環境中濃度の測定結果の多

くは化学形態別の濃度ではなくほう素の合計濃度である。そのため、EEC 及びヒトの推定摂取

量は、ほう素の化学形態についての区別は行わず、ほう素の合計濃度を用いて算出する。 

自然発生源からのほう素の排出量の寄与が考慮できないこと、また、環境中への排出形態及

び環境中での動態に関する定量的な情報が不足していることから、PRTR 排出量データを用い

た数理モデルによる暴露量推定は行わない。 

なお、この章では、ほう素の合計濃度を単に、ほう素濃度と記す。 

環境中濃度は、単位を mg B/L、mg B/m3 等と表記し、推定摂取量は、単位を mg B/人/日、mg 

B/kg/日等と表記する。 

 

6.1 環境中濃度 

ほう素及びその化合物は、水質に関する多くの法律で規制されており、水質汚濁防止法によ

る排水基準は 10 mg B/L (海域以外) 及び 230 mg B/L (海域)、水道法による水質基準は 1.0 mg B/L、
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下水道法による水質基準は 10 mg B/L (海域以外) 及び 230 mg B/L (海域) と規定されている (2. 

参照)。したがって、公共用水域中の濃度及び飲料水中の濃度は、全国規模の測定データが得ら

れている。 

 

a. 大気中の濃度 

ほう素の大気中濃度として、次のような報告が得られた。 

富山県環境科学センターによる、ほう素の工場発生源周辺環境及び周辺環境 (発生源から約

5 km～10 km) におけるガス状ほう素ならびに粒子状ほう素の大気中濃度の測定結果を 表 6-1

に示す (鳥山ら, 2005)。テフロンフィルター及び吸収瓶を用いて、フィルター上に捕集したも

のを粒子状ほう素、フィルターを通過後、吸収瓶で吸収したものをガス状ほう素として捕集・

分析している。周辺環境におけるガス状ほう素の最大値は 0.5μg B/m3、粒子状ほう素はすべて

不検出であった (検出限界 0.5μg B/m3) 。 

 

表 6-1 ほう素の大気中濃度 

区分 
ガス状ほう素

(μg B/m3) 
粒子状ほう素 
(μg B/m3) 

発生源排出ガス濃度 1) 140 80 
工場の境界線 nd nd 

大気環境濃度 
工場から 5 – 10 km の地点 nd – 0.5 nd 

(鳥山ら, 2005) 
nd: 不検出 
検出限界: 0.5μg B/m3 
1) 0℃, 1 気圧 (標準状態) での濃度 

 

 

この報告は、試料採取時期や検体数等の詳細な情報が得られないため、暴露評価に用いる

大気中濃度の測定結果としない。 

 

b. 公共用水域中の濃度 

 公共用水域中のほう素の測定に際して、懸濁物質を含む場合には、ろ過または遠心分離によ

って除去した試料を用いている。以下に、ほう素の公共用水域中濃度の測定方法及び測定結果

を示す。 

 

b-1. 測定方法 

水質汚濁に係る人の健康の保護に関する要監視項目に定められた測定方法は、日本工業規格 

(JIS) K0125 の 47.1 (メチレンブルー吸光光度法) 、または 47.3 (ICP 発光分光分析法)であり、そ

の測定方法は以下のとおりである。 

 試料にはろ過または遠心分離したものを用い、その試料を硫酸とふっ化水素酸により処理し

たの後、指示薬を加えて生成したイオン会合体の吸光度を測定する。または、試料を ICP 発光

分光分析装置に導入し、ほう素による発光を測定して定量する。 
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b-2. 測定結果 

ほう素及びその化合物の公共用水域中の濃度として、次のような報告が得られた。 

2001～2002 年度にかけての水質汚濁防止法に基づき都道府県が実施する全国の河川、湖沼、

海域における水域監視測定結果 (国立環境研究所環境情報センター, 2003) を 表 6-2に示す。

2002 年度における河川の利水目的類型AA～C水質基準点での測定値の最大値の 95 パーセンタ

イルは 1,200μg B/Lであった。 

 

表 6-2 ほう素の公共用水域中の濃度 (1) 

調査年度 水域類型 
検出地点数/
調査地点数 

検出範囲 
(μg B/L) 

算術平均値 1) 
(μg B/L) 

95 ﾊﾟｰｾﾝﾀｲﾙ 1) 
(μg B/L) 

AA-C 1,061 / 2,107 nd - 5,400 220 1,400 
河川 

D,E,無指定 393 / 595 nd - 4,400 230 1,100 
湖沼 77 / 189 nd - 3,100 260 2,200 

2001 

海域 115 / 115 1,400 - 5,500 4,100 4,800 
AA-C 1,030 / 2,053 nd - 5,200 210 1,200 

河川 
D,E,無指定 396 / 604 nd - 4,200 240 1,300 
湖沼 84 / 194 nd - 3,400 270 1,900 

2002 

海域 103 / 103 1,400 - 7,700 4,100 4,900 
(国立環境研究所環境情報センター, 2003) 
1) 算術平均値及び 95 パーセンタイルは各地点の最大値を用いた。また、不検出データは定量限界値の

1/2 を用いた。 
nd: 不検出 
検出限界: 10-100 (μg B/L) 

 
 

環境省より提供を受けた要監視項目測定データに基づき、1994～1998 年度の水質汚濁に係わ

る要監視項目の調査結果を 表 6-3に整理した。この調査は、環境省において水質汚濁に係る要

監視項目に指定された物質を対象に全国の自治体において調査されている  (環境庁 , 

1995-1999)。1998 年度の河川における 95 パーセンタイルは 770μg B/Lであった。 

 

表 6-3 ほう素の公共用水域中の濃度 (2) 

調査年度 水域 
検出地点数 
/調査地点数 

検出数 
/検体数 

検出範囲 
(μg B/L) 

95 ﾊﾟｰｾﾝﾀｲﾙ 1) 
(μg B/L) 

検出限界 
(μg B/L) 

河川 282 / 390 347 / 479 nd – 6,100 1,900 10 - 100 
湖沼 1 / 15 1 / 15 nd – 260 85 20 1994 
海域 81 / 81 82 / 82 2,300 - 4,600 4,500 - 
河川 453 / 603 590 / 825 nd – 4,800 1,400 10 - 100 
湖沼 13 / 28 15 / 36 nd- 2,100 1,400 20 – 100 1995 
海域 88 / 89 108 / 109 nd – 6,000 5,700 20 
河川 501 / 692 696 / 1,034 nd - 4,200 960 1 – 100 
湖沼 13 / 30 15 / 39 nd - 1,100 530 20 – 100 1996 
海域 98 / 98 118 / 119 nd - 5,200 4,700 20 
河川 475 / 687 793 / 1,138 nd - 4,900 620 10 – 200 
湖沼 10 / 33 12 / 51 nd - 120 85 20 - 100 1997 
海域 105 / 105 131 / 131 900 - 7,400 5,600 - 
河川 478 / 771 959 / 1,498 nd - 3,200 770 10 – 100 
湖沼 9 / 29 11 / 43 nd - 700 59 1 - 100 1998 
海域 98 / 98 142 / 142 1,100 - 5,700 5,100 - 

(環境庁, 1995 - 1999) 
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nd : 不検出 
1): 不検出検体は検出限界の 1/2 の値として 95 パーセンタイルを算出 

 

 

以上の報告より、公共用水域中濃度における EEC は、測定地点として全国の河川を対象とし

ており、その地点数も多いことから、2002 年度の水質汚濁防止法に基づく水域監視測定結果の

最大値より算出した 95 パーセンタイルである 1,200μg B/L とした。 

 

c. 飲料水中の濃度 

c-1. 測定方法 

 厚生労働省が定めた水道水の検査方法（「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣

が定める方法」等）によって実施している。 

 試料採取後、速やかに前処理等を行い、ＩＣＰ質量分析装置により、ほう素濃度を測定する。 

 

c-2. 測定結果 

 ほう素の飲料水中濃度 (水道水中濃度) 及び地下水中濃度として、次のような報告が得ら

れた。 

 水道技術研究センターによる 1999～2003 年度の「有害化学物質等測定結果」を 表 6-4に、

また 1996～2003 年度の「水道水質管理計画に基づく調査結果」を 表 6-5に示す(水道技術研究

センター, 2005)。「有害化学物質等測定結果」は監視項目対象物質及びダイオキシン類、環境ホ

ルモン、農薬類を対象とした調査結果であり、「水道水質管理計画に基づく報告による調査結果」

は、監視項目対象物質及び農薬類を対象とした調査結果である。2 調査とも全国の水道事業者

により水道水原水と浄水について調査されている。浄水の 2003 年における「有害化学物質等測

定結果」はすべて不検出であり、「水道水質管理計画に基づく調査結果」の最大値は 610μg B/L

であった。 

 

表 6-4 ほう素の飲料水中の濃度 (1) 

調査年度 
検出地点数 
/調査地点数 

検出範囲 
(μg B/L) 

1999 2 / 33 nd - 300 
2000 13 / 222 nd - 730 
2001 10 / 105 nd - 400 
2002 8 / 86 nd - 260 
2003 0 / 1 nd 

     (水道技術研究センター, 2005) 
     nd: 不検出 
     検出限界は不明 

 

 

表 6-5 ほう素の飲料水中の濃度 (2) 

調査年度 
検出地点数 
/調査地点数 

検出範囲 
(μg B/L) 

1996 23 / 244 nd - 1,260 
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1997 20 / 262 nd - 330 
1998 35 / 280 nd - 1,510 
1999 24 / 270 nd - 1,960 
2000 22 / 320 nd - 1,960 
2001 21 / 282 nd - 432 
2002 26 / 335 nd - 1,500 
2003 25 / 351 nd - 610 

    (水道技術研究センター, 2005) 
    nd: 不検出 
    検出限界は不明 

 

 

環境省より提供を受けた要監視項目測定データに基づき、1994～1998 年度の水質汚濁に係わ

る要監視項目の地下水のおける調査結果を 表 6-6に整理した。この調査は、環境省において水

質汚濁に係る要監視項目に指定された物質を対象に全国の自治体において調査されている (環

境庁, 1995-1999)。1998 年度の地下水における 95 パーセンタイルは 140μg B/Lであった。 

 

表 6-6 ほう素の地下水中の濃度 
調査 
年度 

検出地点数 
/調査地点数 

検出数 
/検体数 

検出範囲 
(μg B/L) 

95 ﾊﾟｰｾﾝﾀｲﾙ 1)

(μg B/L) 
検出限界 
(μg B/L) 

1994 62 / 117 79 / 154 nd - 1,300 180 20 
1995 89 / 126 105 / 157 nd - 1,200 180 5 – 20 
1996 78 / 126 106 / 192 nd - 710 180 4 – 80 
1997 68 / 155 97 / 215 nd - 1,800 140 20 - 100 
1998 106 / 177 346 / 558 nd - 2,000 140 10 - 50 
(環境庁, 1995 - 1999) 
nd : 不検出 
1): 不検出検体は検出限界の 1/2 の値として 95 パーセンタイルを算出 

 

 

 以上の報告より、評価に用いる飲料水中の濃度としては、全国を調査範囲としており、測定

地点も多いことから、2003 年度の水道技術研究センターによる水道水質管理計画に基づく調査

結果の最大値である 610μg B/L とした。 

 

d. 食物中の濃度 

ほう素の食物中濃度として、次のような報告が得られた。 

食品経由のほう素摂取量の調査結果として、1994 年から 1997 年の間に行われた調査結果を

表 6-7に示す (厚生労働省, 2003)。この調査は、全国 9 地域において行ったマーケットバスケ

ット方式による調査である。調査地域には、海水中のほう素の影響を受ける島嶼地域が含まれ

ている。その結果、最大値は離島Aにおける 2.57 mg B/人/日であった。なお、この調査結果は、

平成 15 年に改正された水道水質基準の根拠資料として厚生労働省から公表されているもので

ある。 
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表 6-7 食品経由のほう素摂取量 

ほう素摂取量 
地域 

(mg B/人/日) 
離島  A 2.57 
四国  B 2.18 
離島  C 1.96 
離島  D 2.20 
東北  E 2.26 
関東  F 1.28 
近畿  G 1.29 
沖縄  H 1.70 
北海道 I 1.85 
(厚生労働省, 2003) 

 

 

また、ほう素の食物中含有量として、1,000 以上の食品について可食部 100 g当たりの元素含

有量 (28 元素) が記載されている「食品の微量元素含量表」が出版されている。その中から代

表的な食品中のほう素含有量を 表 6-8に示す (鈴木, 1993)。 

厚生労働省による 2000 年度の国民栄養調査では、全国 12,271 人 (4,482 世帯) について食品

の摂取量等について調査しており、85 に分類した食品群毎の摂取量を公表している (健康・栄

養情報研究会, 2002)。 

これらの食品中含有量と食品群の摂取量を用いて、各食品群からのほう素摂取量を算出し日

本人の平均摂取量及び摂取量の 95 パーセンタイルを推定した。推定結果を、摂取量が多い 10

食品群の摂取量、ほう素含有量及びほう素摂取量とあわせて 表 6-9に示す。その結果、食品か

らの平均摂取量は 1,100μg B/人/日であり、摂取量の 95 パーセンタイルは 2,000μg B/人/日（2.0 

mg B/人/日）であった (製品評価技術基盤機構, 2006)。 

 

表 6-8 ほう素の食品中含有量 

食品群 食品名 
可食部 100 g 

当たりの含有量

(μg B/100 g) 
こめ 精白   34 
パン フランスパン   93 穀類 
その他の穀類 そば 粉・全層粉 830 

アーモンド 乾 920 
種実類 

ごま 乾 650 
さつまいも さつまいも   98 

いも類 
じゃがいも じゃがいも   88 

砂糖類 ジャム類 いちごジャムびん詰め   10 
カステラ、ケーキ類 カステラ   23 

菓子類 
その他の菓子類 チョコレート スイート 380 

油脂類 バター バター   91 
豆腐 絹ごしどうふ   150 

豆類 
その他の豆類、加工品 そらまめ   670 

果実類 柑橘類 みかん   92 
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りんご りんご   160 
バナナ バナナ   160 

 

いちご いちご   78 
にんじん にんじん 根・生 220 
ほうれん草 ほうれん草 葉・生 160 
ピーマン ピーマン 果実・生 58 

緑黄色 
野菜 

トマト トマト 果実 61 
大根 大根 根・生 110 
たまねぎ たまねぎ りん茎・生 110 
キャベツ キャベツ 結球葉・生 88 
きゅうり きゅうり 生 62 

その他の 
野菜類 

はくさい はくさい 生 86 
しいたけ 生 150 

きのこ類 
しめじ ほんしめじ 520 
こんぶ まこんぶ・素干し 6300 

海草類 
わかめ 生わかめ 200 

しょうゆ しょうゆ こいくち 250 
ビール ビール 淡色 3 

調味・ 
嗜好飲料 

ブドウ酒 赤   140 
さけ・ます さけ 生 21 
まぐろ類 まぐろ ほんまぐろ 赤身 13 
たい、かれい類 まだい 生 16 
あじ・いわし類 まあじ 生 19 

いか 生 130 
えび くるまえび 28 
かに ずわいがに 71 

いか・たこ・かに 

たこ まだこ 54 
あさり 生 23 

魚介類 

貝類 
ほたてがい 貝柱 生 320 
もも 脂身つき・和牛 60 

牛肉 
かた 脂身なし・和牛 21 
もも 脂身つき・大型種 15 
ばら 脂身つき・大型種 22 豚肉 
肝臓   24 
鶏肉 もも皮つき・成鶏 150 

肉類 

鶏肉 
もつ 心臓 74 

卵類 鶏卵   57 
乳類 牛乳 牛乳   41 
その他の食品 カレールー レトルトパウチ 51 

 (鈴木, 1993) 

 

 

表 6-9 ほう素の食品中含有量及び食物からの摂取量 
食品群の 

摂取量 1) 

食品群中の 

ほう素含有量 2)

ほう素 

摂取量 
割合 

食品群の名称 

(g/人/日) (μg B/100g) (μg B/人/日) (％) 
コーヒー・ココア 64.8 264  171  15.1  
海藻類 5.5 1,656  91  8.1  
その他の果実 43 148  64  5.6  
茶 310.3 19  58  5.2  
大豆・その他の大豆製品 9.4 589  55  4.9  
その他の野菜 39.4 137  54  4.8  
米 (精白) 157.6 34  54  4.7  
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その他の緑黄色野菜 32 157  50  4.4  
豆腐 38.6 128  49  4.4  
にんじん 21.8 220  48  4.2  
その他   435  38.5  

合計 (食物からの平均摂取量) 1,129  100  
摂取量の 95 パーセンタイル 3) 2,000    

(製品評価技術基盤機構, 2006)    
1) 国民栄養の現状(健康・栄養情報研究会, 2002)から引用 
2) 食品中含有量 (鈴木, 1993) から幾何平均値を算出し、食品群の代表値とした。 
3) カリウム、カルシウム等 7 種の元素摂取量の分布(健康・栄養情報研究会, 2002)が求められて

おり、ほう素も同様の分布を持っていると仮定し、摂取量の 95 パーセンタイルは、平均摂取

量の 1.76 倍であるとして、算出した。 

 

 

以上の報告より、暴露評価に用いる食物摂取量は、厚生労働省による食品経由のほう素摂取

量のマーケットバスケット方式による調査結果の最大値である 2.57 mg B/人/日とした。 

 

6.2 水生生物生息環境における推定環境濃度 

水生生物が生息する EEC を公共用水域中の測定結果から決定する。EEC は、2002 年度の水

質汚濁防止法に基づく水域監視測定結果の最大値より算出した 95 パーセンタイルである 1,200

μg B/L とした(6.1 b 参照)。 

 

6.3 ヒトへの暴露シナリオ 

6.3.1 環境経由の暴露 

ほう素及びその化合物の環境経由のヒトへの暴露経路は、呼吸からの吸入暴露と飲料水及び

食物からの経口暴露が主として考えられる。 

 

6.3.2 消費者製品経由の暴露 

ほう素及びその化合物は、防虫剤等の製品に使用されている (4.2 参照)。しかし、これらの

ほう素及びその化合物の含有率や使用量等に関する定量的な情報が得られていないため、本評

価書では考慮しない。 

 

6.4 ヒトの推定摂取量 

本評価書において各経路からの摂取量を推定する際、成人の大気吸入量を 20 m3/人/日、飲料

水摂水量を 2 L/人/日とした。 

推定摂取量の算出は、以下の仮定に従って求めた。 

大気からの摂取量推定に採用する大気中濃度が得られなかったことから判断して大気からの

摂取量は算出しない (6.1 a 参照)。 

飲料水からの摂取量推定に採用する飲料水中濃度は、浄水の測定結果における最大値である

610μg B/L とした (6.1 c 参照)。 

食物からのほう素摂取量は、調査結果の最大値である 2,570μg B/人/日とした (6.1 d 参照)。 

これらの仮定のもとに推定したヒトでの摂取量は、以下のとおりである。 
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飲料水からの摂取量：610 (μg B/L) × 2 (L/人/日) ＝ 1,200 (μg B/人/日) 

食物からの摂取量：2,570 (μg B/人/日) 

 

成人の体重を平均 50 kg と仮定して、体重あたりの摂取量を求めると次のようになる。 

経口摂取量：(1,200 + 2,570) (μg B/人/日) / 50 (kg/人) ＝ 75 (μg B/kg/日) 

 

 

7． 環境中の生物への影響 

7.1 水生生物に対する影響 

水生生物に対する毒性試験は、水溶性のほう酸、四ほう酸ナトリウム (無水物)、ほう砂、メ

タほう酸ナトリウムについて調査した。水中濃度はすべてほう素元素に換算し、単位を mg B/L

で表示する。 

 

7.1.1 微生物に対する毒性 

ほう素及びその化合物の微生物に対する毒性試験結果を表 7-1 に示す。 

細菌や原生動物での四ほう酸ナトリウムを用いた試験について報告されており、最小値は、

原生動物では鞭毛虫類 (Entosiphon sulcatum) 増殖阻害を指標とした 72 時間毒性閾値 (EC5) の

0.215 mg B/L であった (Bringmann, 1978)。 

 

表 7-1 ほう素及びその化合物の微生物に対する毒性試験結果 
生物種 温度 

(℃) 
エンドポイント 濃度 

(mg B/L) 
文献 

四ほう酸ナトリウム Na2B4O7 
細菌 
Pseudomonas putida 
(ｼｭｰﾄﾞﾓﾅｽ) 

25 16 時間毒性閾値 1) 増殖阻害 224 
(n) 

Bringmann & 
Kuhn, 
1976,1977a 

原生動物 
Entosiphon sulcatum 
(鞭毛虫類) 

25 72 時間毒性閾値 2) 増殖阻害 0.215 
(n) 

Bringmann, 
1978 

Uronema parduczi 
(繊毛虫類) 

25 20 時間毒性閾値 2) 増殖阻害 23.4 
(n) 

Bringmann & 
Kuhn, 1980 

Chilomonas 
paramaecium 
(鞭毛虫類) 

20 48 時間毒性閾値 2) 増殖阻害 8.2 
(n) 

Bringmann et 
al., 1980 

(n): 設定濃度 
1) 対照区と比較して 3%の影響を与える濃度 (EC3)、 
2) 対照区と比較して 5%の影響を与える濃度 (EC5) 

 

 

7.1.2 藻類に対する毒性 

ほう素及びその化合物の藻類に対する毒性試験結果を表 7-2 に示す。 

四ほう酸ナトリウムを用いた試験では、緑藻のセネデスムス及び藍藻のミクロシスティスの

8日間毒性閾値 (EC3) がそれぞれ 0.12 mg B/L、15.7 mg B/Lであった (Bringmann and Kuhn, 1976, 
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1978)。これらの試験では公定法とは異なるエンドポイントが用いられているため、有害性評価

には用いない。 

ほう砂を用いた試験では、セレナストラムの生長阻害試験で 96 時間 EC50 が 15.4 mg B/L であ

った (Hickey et al., 1991)。 

 

表 7-2 ほう素及びその化合物の藻類に対する毒性試験結果 
生物種 試験法/ 

方式 
温度

(℃)
エンドポイント 濃度 

(mg B/L) 
文献 

淡水 四ほう酸ナトリウム Na2B4O7 
Scenedesmus 
quadricauda 
(緑藻、ｾﾈﾃﾞｽﾑｽ) 

止水 
 

27 8日間毒性閾値 2) 生長阻害 0.12 
(n) 

Bringmann &
Kuhn, 1976, 
1978 

Microcystis 
aeruginosa 
(藍藻、ﾐｸﾛｼｽﾃｨｽ) 

止水 27 8日間毒性閾値 2) 生長阻害 15.7 
(n) 

Bringmann &
Kuhn, 1976, 
1978 

淡水 ほう砂 Na2B4O7・10H2O 
Selenastrum  
Capricornutum1) 
(緑藻、ｾﾚﾅｽﾄﾗﾑ) 

止水 24 96 時間 EC50 生長阻害

ﾊﾞｲｵﾏｽ

 
15.4 
(n) 

Hickey et al., 
1991 

(n): 設定濃度 
1) 現学名: Pseudokirchneriella subcapitata、2) 対照区と比較して 3%の影響を与える濃度 (EC3) 
太字はリスク評価に用いたデータを示す。 

 

 

7.1.3 無脊椎動物に対する毒性 

ほう素及びその化合物の無脊椎動物に対する毒性試験結果を表 7-3 に示す。 

ほう酸を用いた急性毒性について、オオミジンコに対する 24 時間 EC50 (遊泳阻害) が 320 mg 

B/L、48 時間 LC50 が 133 mg B/L 及び 226 mg B/L であった (Gersich, 1984; Hickey, 1989; Lewis and 

Valentine, 1981)。ネコゼミジンコ類の一種 (Ceriodaphnia dubia) に対する 24 時間 EC50 (遊泳阻

害) が 181 mg B/L であったとの報告もある (Hickey, 1989)。海水種ではミシッドシュリンプに

対する 96 時間 LC50 が 73.79 mg B/L であった (Marcussen and Yurk, 1990)。 

長期毒性について、ミジンコ類の繁殖試験報告があり、14 日間の試験では繁殖や成長を指標

とした NOEC が 10～18 mg B/L であり、21 日間の試験では親ミジンコに対する LC50 が 52.2 mg 

B/L 及び 53.2 mg B/L、繁殖や成長を指標とした NOEC が 6.4 mg B/L 及び 6 mg B/L であった 

(Gersich, 1984; Gersich et al., 1985; Hickey, 1989; Lewis and Valentine, 1981)。 

ほう砂を用いた急性毒性について、オオミジンコに対する 48 時間 LC50 が 141 mg B/L、ユス

リカ科の一種 (Chironomus decorus) 対する 48 時間 LC50 が 1,376 mg B/L であった。このうち、

オオミジンコの試験では試験用水の異なる硬度 (10.6～170 mg CaCO3 /L) での死亡率の違いを

調べたが、有意差は認められなかった (Maier and Knight, 1991)。 

 

以上から、調査したほう素化合物の急性毒性値 (24 時間 EC50 及び 48 時間 LC50) は、ミジン

コ類では 133～320 mg B/L の範囲であった。ほう砂は水中で解離してほう酸になるため、ほう

酸とほう砂では化合物による毒性の違いはないと考えられる。最小値はほう酸を用いた試験で

海水種のミシッドシュリンプに対する 96 時間 LC50 の 73.79 mg B/L であった (Marcussen and 
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Yurk, 1990)。また、長期毒性については、ほう酸を用いた試験でオオミジンコの繁殖を指標と

した 21 日間 NOEC が 6 mg B/L であった (Lewis and Valentine, 1981)。 

 

表 7-3 ほう素及びその化合物の無脊椎動物に対する毒性試験結果 
生物種 

 
大きさ/ 
成長段階 

試験法/ 
方式 

温度

(℃) 
硬度 

(mg CaCO3 /L)
pH エンドポイント 濃度 

(mg B/L) 
文献 

淡水 ほう酸 H3BO3 
幼生 半止水 23.0-

25.2
170 7.3-

8.2
14 日間 NOEC 
繁殖、成長 

13.8 
(m) 

Gersich & 
Milazzo, 
1990 

生後 
24 時間 

止水 20 250 7.9 24 時間 EC50 

遊泳阻害 
14 日間 NOEC 
繁殖 

320 
 

18 
(n) 

Hickey, 1989

ASTM1) 
止水 

20.1-
20.7

148±7 6.7-
8.1

48 時間 LC50 133 
(n) 

Gersich, 1984生後 
24 時間 
以内 半止水 19.5-

20.5
148±7 7.3-

8.0
21 日間 LC50 
21 日間 NOEC 
繁殖 

52.2 
6.4 
(ｍ) 

Gersich, 
1984; Gersich 
et al., 1985 

U.S. EPA 
止水 

19.2 166 7.1-
8.7

48 時間 LC50 226 
(n) 

Daphnia 
magna 
(甲殻類、 
ｵｵﾐｼﾞﾝｺ) 

生後 
24 時間 
以内 半止水 

 
18-21 135-217 7.1-

8.7
21 日間 LC50 
21 日間 NOEC 
繁殖、成長 

53.2 
6 

(m) 

Lewis & 
Valentine, 
1981 

Ceriodaphnia 
dubia 
(甲殻類、 

ﾈｺｾﾞﾐｼﾞﾝｺ属

の一種) 

生後 
24 時間 
以内 

止水 20 250 7.9 24 時間 EC50 

遊泳阻害 
14 日間 NOEC 
繁殖 

181 
 

10 
(n) 

Hickey, 1989

海水 ほう酸 H3BO3 
Americamysis 
bahia 
(甲殻類、ﾐｼｯﾄﾞ

ｼｭﾘﾝﾌﾟ) 

幼生 流水 25- 
27 

塩分濃度: 
20-23‰ 

7.9-
8.3

96 時間 LC50 73.79 
(m) 

Marcussen & 
Yurk, 1990 

淡水 ほう砂 Na2B4O7・10H2O 
幼生 U.S. EPA 

半止水 
20±1 85 9.1 48 時間 LC50 

 
141 
(n) 

Maier & 
Knight, 1991

Daphnia 
magna 
(甲殻類、 
ｵｵﾐｼﾞﾝｺ) 

生後 
24 時間 

止水 20- 
22 

70 7.6-
7.7

24 時間 LC50 186 
(n) 

Bringmann &
Kuhn, 1977b 

Chironomus 
decorus 
(昆虫類、ﾕｽﾘｶ

科の一種) 

4 齢幼虫 U.S. EPA 
止水 

20 85 9.1 48 時間 LC50 

96 時間 NOEC 
成長率 

1,376 
10 
(n) 

Maier & 
Knight, 1991

ND: データなし、(m): 測定濃度、(n): 設定濃度 
1) 米国材料試験協会 (American society for testing and methods) テストガイドライン 
太字はリスク評価に用いたデータを示す 

 

 

7.1.4 魚類に対する毒性 

ほう素及びその化合物の魚類に対する毒性試験結果を表 7-4 に示す。 

ほう酸を用いた急性毒性は、ギンザケ、マスノスケ、カダヤシについての報告があり、最小

値はギンザケに対する96時間LC50の447 mg B/Lであった (Hamilton and Buhl, 1990)。 
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長期毒性については、人工調製水と地下水を用いてニジマスを受精卵から32日間ほう酸に暴

露した試験で、人工調製水を用い、ふ化時及びふ化後8日目の致死を指標としたLOECが0.10 mg 

B/L、地下水を用い、胚期の致死を指標とした87日間NOECが2.1 mg B/Lであった。著者らはこ

の異なる結果について、ほう素を含む地下水等の天然水は毒性を緩和させる効果があると説明

している (Black et al., 1993)。また、同著者らは人工調製水を用いたオオクチバスのふ化時及び

ふ化後8日目の致死を指標とした11日間NOECが1.39 mg B/Lであったと報告している (Black et 

al., 1993)。本評価書では実環境を考慮して地下水を用いたデータを優先的に有害性評価に用い

た。 

さらに、ニジマス、キンギョ及びアメリカナマズの受精卵からふ化4日目まで異なる硬度 (約

50 mg CaCO3 /L及び約200 mg CaCO3 /L) でほう酸に暴露した試験で、最小値は、硬度約50 mg 

CaCO3 /Lではキンギョに対する7日間LC50の46 mg B/L、硬度約200 mg CaCO3 /Lではアメリカナ

マズに対する9日間LC50の22 mg B/Lであった。アメリカナマズでは硬度約200 mg CaCO3 /Lを用

いた試験のほうが強い影響がみられた (Birge and Black, 1977)。海水魚ではヒラメ及びマダイの

稚魚に対する成長毒性試験で致死及び成長を指標とした56日間NOECがそれぞれ40 mg B/L、30 

mg B/Lであったが、この試験に用いた天然海水には4.5 mg B/Lのほう素が含まれていたと報告

されている (古田ら, 2005)。 

四ほう酸ナトリウムを用いた急性毒性については、淡水魚のカダヤシに対する96時間LC50が

104 mg B/L、海水魚のマコガレイ類 (Limanda limanda) に対する96時間LC50が74.0 mg B/Lであ

った (Taylor et al., 1985; Wallen, 1957)。 

ほう砂について、ニジマス、キンギョ及びアメリカナマズを受精卵からふ化4日目まで異な

る硬度 (約50 mg CaCO3 /L及び約200 mg CaCO3 /L) に暴露した試験で、最小値は、硬度約50 mg 

CaCO3 /Lではニジマスに対する28日間LC50の54 mg B/L、硬度約200 mg CaCO3 /Lではキンギョ

に対する7日間LC50の59 mg B/Lであった。アメリカナマズでは硬度約200 mg CaCO3 /Lを用いた

試験のほうが強い影響がみられた (Birge and Black, 1977)。 

Birge and Black (1977) の報告では、各試験でのLC1も算出しており、特にニジマスではほう

酸について0.001～0.10 mg B/L、ほう砂について0.07 mg B/Lと非常に低い値であった。Dyer 

(2001) はこれらのデータを解析し、毒性の反応曲線に問題点があること、つまり0.001～10 mg 

B/Lの濃度範囲において死亡率はわずかに2～8%であったことを明らかにしてNOECに相当す

るLC10を再計算している。その結果、各データの中間値として、ニジマスでは5.5 mg B/L、キ

ンギョでは16.65 mg B/L、アメリカナマズでは13.82 mg B/Lという値を得ている (Dyer, 2001)。 

メタほう酸ナトリウムを用いた急性毒性については、海水魚のギンザケに対する96時間LC50

が40 mg B/Lであった (Thompson et al., 1976)。 

 

以上から、調査したほう素化合物の急性毒性について化合物による差があるかどうかは、比

較できるデータが少なく明確には判断できなかった。最小値はメタほう酸ナトリウムを用いた

ギンザケに対する96時間LC50の40 mg B/Lであった (Thompson et al., 1976)。また、長期毒性につ

いては、地下水を用い、ニジマスを受精卵からほう酸に暴露した試験で、胚期の致死を指標と

した87日間NOECが2.1 mg B/Lであった (Black et al., 1993)。 
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表 7-4 ほう素及びその化合物の魚類に対する毒性試験結果 
生物種 大きさ/ 

成長段階 
試験法/ 
方式 

温度

(℃)
硬度 

(mg CaCO3/L)
pH エンドポイント 濃度 

(mg B/L) 
文献 

淡水 ほう酸 H3BO3 
Pimephales 
promelas 
(ﾌｧｯﾄﾍｯﾄﾞﾐﾉｰ) 

受精卵 流水 15 38-46 7.1-
7.9

30 日 NOEC 
成長 

14 
(m) 

Butterwick
et al., 1989

受精卵 
 

流水 
( 人工調

製水) 

13.2 197 7.4 32 日間 LC50 
32 日間 LOEC
ふ化時及びふ

化後 8 日目の

致死 

138 
0.10 
(m) 

Oncorhynchus 
mykiss 
(ﾆｼﾞﾏｽ) 

受精卵 
 

流水 
(地下水) 

12.1
±1 

24-39 6.8-
7.1

87 日間 NOEC
胚の致死 

2.1 
(m) 

Black et 
al., 1993 

 受精後 
30 分以内 

の卵 

流水 
閉鎖系 

13.7
± 
0.1 

54.1±3.5 7.7
±

0.1

24 日間 LC50 

(ふ化 0 日目) 
28 日間 LC50 

(ふ化 4 日目) 
28 日間 LC1 

150 
 

100 
 

0.10 
(m) 

 受精後 
30 分以内 

の卵 

流水 
閉鎖系 

13.3
± 
0.1 

204±4.0 7.9
±

0.1

24 日間 LC50 

(ふ化 0 日目) 
28 日間 LC50 

(ふ化 4 日目) 
28 日間 LC1 

100 
 

79 
 

0.001 
(m) 

受精後 
30 分以内 

の卵 

流水 24.8
± 
0.3 

54.4±4.2 7.9
±

0.1

3 日間 LC50 

(ふ化 0 日目) 

7 日間 LC50 

(ふ化 4 日目) 
7 日間 LC1 

178 
 

46 
 

0.6 
(m) 

Carassius 
auratus 
(ｷﾝｷﾞｮ) 

受精後 
30 分以内 

の卵 

流水 
 

24.8
± 
0.3 

207.5±10.0 7.6
±

0.1

3 日間 LC50 

(ふ化 0 日目) 

7 日間 LC50 

(ふ化 4 日目) 
7 日間 LC1 

170 
 

75 
 

0.2 
(m) 

受精後 
30 分以内 

の卵 

流水 25.0
± 
0.4 

51.8±2.0 7.5
±

0.1

5 日間 LC50 

(ふ化 0 日目) 

9 日間 LC50 

(ふ化 4 日目) 
9 日間 LC1 

220 
 

155 
 

0.5 
(m) 

Ictalurus 
punctatus 
(ｱﾒﾘｶﾅﾏｽﾞ) 

受精後 
30 分以内 

の卵 

流水 
 

24.7
± 
0.6 

212±11.0 7.6
±

0.0

5 日間 LC50 

(ふ化 0 日目) 

9 日間 LC50 

(ふ化 4 日目) 
9 日間 LC1 

102 
 

22 
 

0.2 
(m) 

Birge & 
Black, 
1977 
 

Micropterus 
salmoides 
(ｵｵｸﾁﾊﾞｽ) 

受精後 
30 分以内 

の卵 

流水 
(人工調

製水) 

20 204 
 

7.5 11 日間 LC50 
11 日間 NOEC
11 日間 LOEC
ふ化時及びふ

化後 8 日目の

致死 

92 
1.39 

12.17 
(m) 

Black et 
al., 1993 
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生物種 大きさ/ 
成長段階 

試験法/ 
方式 

温度

(℃)
硬度 

(mg CaCO3/L)
pH エンドポイント 濃度 

(mg B/L) 
文献 

Oncorhynchus 
kisutch 
(ｷﾞﾝｻﾞｹ) 

0.5 g ASTM1) 
止水 

12 211 7.82 96 時間 LC50 447 
(n) 

Oncorhynchus 
tschawytscha 
(ﾏｽﾉｽｹ) 

0.31 g ASTM1) 
止水 

12 41.7 7.57 96 時間 LC50 

 
566 
(n) 

Hamilton 
& Buhl, 
1990 

Gambusia 
affinis 
(ｶﾀﾞﾔｼ) 

成体雌 止水 20-23 ND 5.4-
7.3

96 時間 LC50 

 
978 
(n) 

Wallen et 
al., 1957 

海水 ほう酸 H3BO3 
Paralichthys 
olivaceus 
(ﾋﾗﾒ) 

0.1 g 流水 20 塩分濃度: 
34‰ 

8.2 56 日間 NOEC
致死、成長 

40 
(n) 

Pagrus major 
(ﾏﾀﾞｲ) 

0.1 g 流水 20 塩分濃度: 
34‰ 

8.2 56 日間 NOEC
致死、成長 

30 
(n) 

古田ら, 
2005 

淡水 四ほう酸ナトリウム Na2B4O7 
Gambusia 
affinis 
(ｶﾀﾞﾔｼ) 

成体雌 止水 20-23 ND 5.4-
7.3

96 時間 LC50 

 
104 
(n) 

Wallen et 
al., 1957 

海水 四ほう酸ナトリウム Na2B4O7 
Limanda 
limanda  
(ﾏｺｶﾞﾚｲ類、ｶﾚｲ

科) 

ND OECD 
203 
流水 

ND 塩分濃度: 
34.8‰ 

ND 96 時間 LC50 74.0 
(m) 

Taylor et 
al., 1985 

淡水 ほう砂 Na2B4O7・10H2O 
受精後 

30 分以内 
の卵 

流水 
閉鎖系 

14.0
± 
0.1 

49.0±1.4 7.9
±

0.1

24 日間 LC50 

(ふ化 0 日目) 
28 日間 LC50 

(ふ化 4 日目) 
28 日間 LC1 

88 
 

54 
 

0.07 
(m) 

Oncorhynchus 
mykiss 
(ﾆｼﾞﾏｽ) 

受精後 
30 分以内 

の卵 

流水 
閉鎖系 

13.0
± 
0.1 

191.0±4.0 7.8
±

0.1

24 日間 LC50 

(ふ化 0 日目) 
28 日間 LC50 

(ふ化 4 日目) 
28 日間 LC1 
 

100 
 

79 
 

0.07 
(m) 

受精後 
30 分以内 

の卵 

流水 27.0
± 
0.4 

46.2±1.8 8.3
±

0.1

3 日間 LC50 

(ふ化 0 日目) 

7 日間 LC50 

(ふ化 4 日目) 
7 日間 LC1 

71 
 

65 
 

1.4 
(m) 

Carassius 
auratus 
(ｷﾝｷﾞｮ) 

受精後 
30 分以内 

の卵 

流水 
 

27.0
± 
0.4 

194±16.0 8.1
±

0.1

3 日間 LC50 

(ふ化 0 日目) 

7 日間 LC50 

(ふ化 4 日目) 
7 日間 LC1 

68 
 

59 
 

0.9 
(m) 

Ictalurus 
punctatus 
(ｱﾒﾘｶﾅﾏｽﾞ) 

受精後 
30 分以内 

の卵 

流水 29.4
± 
0.3 

46.7±2.3 8.5
±

0.0

5 日間 LC50 

(ふ化 0 日目) 

9 日間 LC50 

(ふ化 4 日目) 
9 日間 LC1 

235 
 

155 
 

5.5 
(m) 

Birge & 
Black, 
1977 
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生物種 大きさ/ 
成長段階 

試験法/ 
方式 

温度

(℃)
硬度 

(mg CaCO3/L)
pH エンドポイント 濃度 

(mg B/L) 
文献 

 受精後 
30 分以内 

の卵 

流水 
 

29.4
± 
0.3 

212±11.0 8.2
±

0.1

5 日間 LC50 

(ふ化 0 日目) 

9 日間 LC50 

(ふ化 4 日目) 
9 日間 LC1 

120 
 

71 
 

1.7 
(m) 

 

海水 メタほう酸ナトリウム Na2B2O4・8H2O 
Oncorhynchus 
kisutch 
(ｷﾞﾝｻﾞｹ) 

0.8-3.8 g 半止水 8 塩分濃度: 
28‰ 

ND 96 時間 LC50 

283 時間 LC50

40 
12.2 
(m) 

Thompson 
et al., 1976

ND: データなし、(m): 測定濃度、(n): 設定濃度、閉鎖系: 試験容器や水槽にフタ等をしているが、ヘッドス

ペースはある状態 
1) 米国材料試験協会 (American society for testing and methods) テストガイドライン 
太字はリスク評価に用いたデータを示す 

 

 

7.1.5 その他の水生生物に対する毒性 

ほう素及びその化合物のその他水生生物に対する毒性試験結果を表 7-5 に示す。 

両生類のファウラーヒキガエルとヒョウガエルの受精卵をほう酸に暴露した実験で、硬度約

50 mg CaCO3 /L ではふ化 4 日目の LC50 はそれぞれ 145 mg B/L (7 日間 LC50)、130 mg B/L (9 日間

LC50) であり、硬度約 200 mg CaCO3 /L ではふ化 4 日目の LC50 は 123 mg B/L (7 日間 LC50)、135 

mg B/L (9 日間 LC50) であった (Birge and Black, 1977)。 

ほう砂について、ヒョウガエルに対する 9 日間 (ふ化 4 日目) LC50 は硬度約 50 mg CaCO3 /L

では 47 mg B/L、硬度約 200 mg CaCO3 /L では 54 mg B/L であり、ほう酸に比較すると低い値で

あった (Birge and Black, 1977)。 

 

表 7-5 ほう素及びその化合物のその他水生生物に対する毒性試験結果 

生物種 
大きさ/ 
成長段階 

試験法/ 
方式 

温度

(℃)
硬度 

(mg CaCO3/L)
pH エンドポイント 

濃度 
(mg B/L) 

文献 

淡水 ほう酸 H3BO3 
23.7
± 
0.6 

57.4±4.2 7.6
±

0.1

3 日間 LC50 
(ふ化 0 日目)  
7 日間 LC50 
(ふ化 4 日目)  

148 
 

145 
(m)  

Bufo fowleri 
(ﾌｧｳﾗｰﾋｷｶﾞｴﾙ)  

受精後 
30 分以内 

の卵 

流水 
閉鎖系 

23.7
± 
0.6 

207±10.0 7.6
±

0.1

3 日間 LC50 
(ふ化 0 日目)  
7 日間 LC50 
(ふ化 4 日目) 

135 
 

123 
(m) 

流水 
閉鎖系 

25.0
± 
0.3 

52.5±1.4 7.7
±

0.0

5 日間 LC50 
(ふ化 0 日目)  
9 日間 LC50 
(ふ化 4 日目 

157 
 

130 
(m) 

Rana pipiens 
(ﾋｮｳｶﾞｴﾙ、 
ｱｶｶﾞｴﾙ科) 

受精後 
30 分以内 

の卵 
 

流水 
閉鎖系 

25.0
± 
0.3 

212.3±5.4 7.7
±

0.0

5 日間 LC50 
(ふ化 0 日目)  
9 日間 LC50 
(ふ化 4 日目)  
 
 
 

145 
 

135 
(m) 

Birge & 
Black, 
1977 
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生物種 
大きさ/ 
成長段階 

試験法/ 
方式 

温度

(℃)
硬度 

(mg CaCO3/L)
pH エンドポイント 

濃度 
(mg B/L) 

文献 

淡水 ほう砂 Na2B4O7・10H2O 
流水 

閉鎖系 
25.3
± 
0.2 

46.2±4.9 8.3
±

0.1

5 日間 LC50 
(ふ化 0 日目)  
9 日間 LC50 
(ふ化 4 日目) 

54 
 

47 
(m) 

Rana pipiens 
(ﾋｮｳｶﾞｴﾙ、 
ｱｶｶﾞｴﾙ科) 

受精後 
30 分以内 

の卵 
 

流水 
閉鎖系 

25.3
± 
0.2 

203±2.3 8.4
±

0.1

5 日間 LC50 
(ふ化 0 日目)  
9 日間 LC50 
(ふ化 4 日目)  

60 
 

54 
(m) 

Birge & 
Black, 
1977 

(m): 測定濃度 
閉鎖系: 試験容器や水槽にフタ等をしているが、ヘッドスペースはある状態 

 

 

7.2 陸生生物に対する影響 

7.2.1 微生物に対する毒性 

調査した範囲内では、ほう素及びその化合物の微生物 (土壌中の細菌や菌類等)に関する試験

報告は得られていない。 

 

7.2.2 植物に対する毒性 

ハツカダイコンを四ほう酸ナトリウム 74 mg/L (16 mg B/L) で処理したところ、葉の損傷はな

かったものの重量が 22%減少した。また、1 mg B/L のレベルでは根の生育に対し良好であった 

(Francois, 1986)。ビート、トウモロコシ及びレモンの生長に対する適正量はそれぞれ 5.0、1.0、

0.03～0.04 mg B/L であり、それぞれ 15、5.0、1.0 mg B/L では生長阻害をもたらした (Sprague, 

1972)。 

 

7.2.3 動物に対する毒性 

シロップ中にほう酸 17.5 mg B/kg を含ませた餌を与えたところ、ミツバチの 50%が死亡し、

イエバエではほう酸 250～5,000 mg B/kg 餌で繁殖阻害が認められた (Sprague, 1972)。 

1 日齢のニワトリに対するほう酸の LD50 は 525 mg B/kg であった (Puls, 1994)。 

子マガモにほう素 1,600 mg B/kg を与えたところ成長の遅延及び成長率の低下が認められた。

また、ほう素を高用量で投与されていた子マガモ群の脳や肝臓中のほう素濃度が対照群の 25～

29 倍であった (Hoffman et al., 1990)。 

 

7.3 環境中の生物への影響 (まとめ) 

ほう素及びその化合物の環境中の生物に対する毒性影響については、生長 (成長) 阻害、致

死、遊泳阻害などを指標に検討が行われている。 

微生物について、細菌ではシュードモナスに対する増殖阻害を指標とする 16 時間毒性閾値 

(EC3) の 224 mg B/L、原生動物では鞭毛虫類 (Entosiphon sulcatum) 増殖阻害を指標とした 72

時間毒性閾値 (EC5) の 0.215 mg B/L であった。 

藻類に対する生長阻害試験ではセレナストラムを用いた 96時間 EC50が 15.4 mg B/Lであった。 

無脊椎動物に対する急性毒性値 (24 時間 EC50 及び 48 時間 LC50) は、淡水種のミジンコ類で
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は 133～320 mg B/L の範囲であった。そのうちオオミジンコでは化合物による毒性の違いはな

かった。最小値は海水種のミシッドシュリンプに対する 96時間 LC50の 73.79 mg B/Lであった。

また、長期毒性ついては、オオミジンコの繁殖を指標とした 21 日間 NOEC が 6 mg B/L であっ

た。 

魚類に対する急性毒性は、調査したほう素化合物では化合物による差があり、最小値はギン

ザケに対する 96 時間 LC50 が 40 mg B/L であった。また、長期毒性については、地下水を用い

てニジマスを受精卵からほう酸に暴露した実験で、胚期の致死を指標とした 87 日間 NOEC が

2.1 mg B/L であった。 

両生類では、ヒョウガエルを受精卵からふ化 4 日目までほう砂に暴露した実験における 9 日

間 LC50 が 47 mg B/L であった。 

陸生生物については、ハツカダイコンを四ほう酸ナトリウムで処理したところ、重量が減少

したとの報告、ビート、トウモロコシ及びレモンの生長に対する適正量はそれぞれ 5.0、1.0、

0.03～0.04 mg B/L であったとの報告、子マガモにほう素 1,600 mg B/kg を与えたところ、成長

の遅延及び成長率の低下が認められたなどの試験報告が得られている。 

 

以上から、ほう素及びその化合物の水生生物に対する急性毒性は、化合物濃度として示した

場合、GHS 急性毒性有害性区分には該当しない。長期毒性についての NOEC は、甲殻類では 6 

mg B/L、魚類では 2.1 mg B/L である。 

得られた毒性データのうち水生生物に対する最小値は、ほう酸を用いて、魚類であるニジマ

ス胚期の致死を指標とした 87 日間 NOEC の 2.1 mg B/L である。 

 

 

8．ヒト健康への影響 

8.1 生体内運命 

ほう素及びその化合物の生体内運命の試験結果を表 8-1 に示す。 

a. 経口 

ラットにほう素の安定同位体 (10B) 20μg B を混餌投与した実験で、投与後の 3 日間で尿中に

95%、糞中に 4%が排泄された。また、安定同位体の肝臓への分布は、投与開始１時間後に最高

となり、24 時間後には投与前のレベルに戻った (Vanderpool et al., 1994)。 

ラット (20 匹/群) にほう砂水溶液を 0、0.4～4 mg B/kg で単回経口投与し、24 時間後のほう

素の尿中濃度を測定した。各投与量でのほう素の回収率の平均値は 99.6%であり、投与量と回

収ほう素量の相関係数は 0.999 (回帰係数: 0.954) であった。この結果から経口の生物学的利用

能は大きいと判断された。また、ラット (10 匹/群) にほう砂水溶液を 4 mg B/kg で単回経口投

与し、24 時間の血清中濃度の経時測定を行い、薬物動力学係数を求めた結果、吸収半減期 (t1/2a): 

0.608 時間、消失半減期 (t1/2e): 4.664 時間、分布容積 (Vd): 142.0 mL/100 g 体重、総クリアラン

ス (Ctot): 0.359 mL/100 g 体重、血清中最高濃度 (Cmax): 2.13 mg B/L、血清中最高濃度到達時間 

(Tmax): 1.76 時間であった。これらのことから、消化管から血中への吸収は速やかかつ完全であ

り、血清タンパクへの強い吸着性はないこと、排泄経路は尿中であると結論された (Usuda et al., 

1998)。 
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非妊娠及び妊娠 16 日目の雌の SD ラットにほう酸 0.3、3.0、30.0 mg/kg を単回強制経口投与

した実験で、30.0 mg/kg 群での血漿中ほう素濃度の半減期は、それぞれ、2.9、3.2 時間であっ

た。また、各群における腎クリアランスは、非妊娠ラットで 3.1、3.0、3.2 mL/分/kg、妊娠ラッ

トで 3.3、3.2、3.4 mL/分/kg であった。これらのことから、妊娠によるほう素腎クリアランスへ

の影響はないと結論された (Vaziri et al., 2001)。 

雄の F344 ラットにほう酸 0、9,000 ppm (93～96 mg B/kg/日) を 7 日間混餌投与し、投与 1、2、

3、4、7 日目にほう素の血中、肝臓、腎臓、大腸、副腎、脳、視床下部、精巣、精巣上体、精

のう腺及び前立腺への分布を調べた実験で、対照群では副腎 (8μg B/g) を除く器官のほう素濃

度は 4μg B/g 未満であったが、投与群ではほとんどの器官で投与開始 1 日以内にほう素濃度は

2～10 倍に増加し、3～4 日目までに定常状態 (12～30μg B/g) に達した。骨では 7 日目まで増

加し、最も高濃度 (40～50μg B/g) に分布した。一方、脂肪組織への分布は最も低く、7 日目

においても対照群が 1.7μg B/g であるのに対して 3.8μg B/g 程度であった (Ku et al., 1991)。 

雌の SD ラットにほう酸 0、250、500、750、1,000、2,000 ppm (0、3.3、6.3、9.6、13.3、25.4 mg 

B/kg/日) を妊娠 0～20 日目に混餌投与した実験で、妊娠 20 日目の血中ほう素濃度は、それぞ

れ、0.229、0.564、0.975、1.27、1.53、2.82μg B/g であった (Price et al., 1997)。 

雄の SD ラットにほう酸をほう素として 450、2,860、5,720 ppm (2、12.5、25 mg B/日) で 3

週間及び 6 週間飲水投与し、血漿、肝臓、腎臓、肺、心臓、脾臓及び精巣への分布を調べた。

投与後の血漿中ほう素濃度は、450、2,860、5,720 ppm 群で、それぞれ、0.95～1.05、8.30～11.2、

19.8～24.1μg B/g であった。肝臓、腎臓、肺、心臓、脾臓及び精巣中のほう素濃度は、投与前

には 0.23～0.40μg B/g であったが、投与後には腎臓で血漿の 2～3 倍、他の組織では血漿中と

ほぼ同濃度のほう素が検出された (Naghii and Samman, 1996)。 

雄の F344 ラットにほう酸 0、3,000、4,500、6,000、9,000 ppm (0、26、38、52、68 mg B/kg/

日相当) を 9 週間混餌投与し、投与期間中は毎週、投与終了後は 3、8、16、24、32 週間後に血

液及び骨 (頚骨及び大腿骨) 中のほう素濃度を検査した。血清中のほう素濃度は、投与開始後、

用量依存性に増加したが、投与期間中、いずれの用量においても経時的変化はみられず、対照

群、3,000、6,000 ppm 群のそれぞれで、1.5 以下、6.7、17.3μg B/mL の一定値を示した。投与

終了後は、いずれの用量においても、1 週間以内に対照群のレベルにまで減少した。一方、骨

中のほう素濃度は、投与開始 4 週間後まで用量依存的に増加したが、その後は定常状態に到達

し、対照群、3,000、9,000 ppm 群のそれぞれで、0.78、27、59～69μg B/g の値を示した。投与

終了後は、経時的に減少したが、8、32 週間後においても、それぞれ対照群の 5～6、3 倍のほ

う素が検出された (Chapin et al., 1997)。 

ウサギにほう酸を水溶液として 100、200、500、600、700 mg/kg/日を 4 日間反復飲水投与し

た実験で、4 日間の各用量における平均尿中排泄量は、それぞれ、62.6、103.5、339.6、496.9、

517.5 mg/kg/日であった (Draize and Kelley, 1959)。 

ヒト (男性 6 人) にほう酸を水溶液として 750 mg、あるいは乳化液 (媒体; Natusan®) として

740～1,473 mg を経口投与した実験で、投与 24 時間後までにいずれの場合においても 50%以上

が、96 時間後までには水溶液で 93.9、乳化液で 92.4%が尿中に排泄された (Jansen et al., 1984a; 

Schou et al., 1984)。 
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b. 吸入 

マウスにほう素 (＜0.67μm) 73 mg B/m3 を 7 時間/日、5 日間/週で 6 週間吸入暴露した実験で、

暴露終了直後の肺、肝臓、腎臓及び消化管におけるほう素濃度は、対照群で 13、2、7、1μg B/g

であったが、暴露群では 465、58、246、96 μg B/g と高かった。しかし、暴露終了 5 週間後に

は、77、4、7、5μg B/g に低下し、ほぼ対照群と同じレベルにまで低下した (Stokinger and Spiegl, 

1953)。 

雌雄のラットに酸化ほう素のエアロゾル 0、77 mg/m3 を 6 時間/日、5 日間/週で 6 週間吸入暴

露した実験で、暴露群の肺、肝臓、腎臓、心臓、脾臓、脳、精巣、卵巣等の各器官への分布は

みられなかった。暴露期間中のほう素の尿中排泄は、対照群、暴露群のそれぞれで、0.24、11.90 

mg B/kg/日であった。また、暴露終了 1～2 週間後のほう素の尿中排泄は、対照群、暴露群のそ

れぞれで、0.3～0.5、0.3～0.9 mg B/kg/日であった (Wilding et al., 1959)。 

 

c. 経皮 

雌 Wistar ラットの無傷及び有傷皮膚にほう酸を 2.5%水溶液として 290 mg/kg あるいは 2.8%

軟膏として 340 mg/kg を適用した実験で、無傷皮膚に適用後 8 時間の尿中ほう素濃度はいずれ

の場合においても対照群  (10%メチルセルロース水溶液 ) の尿中ほう素濃度  (6.0～9.4μg 

B/mL) とほぼ同じであったが、有傷皮膚に適用後 8 時間の尿中ほう素濃度は、水溶液、軟膏で、

それぞれ、34、4～8 倍であり、投与量の 33、1.3%が尿中に排泄された。次いで、ほう酸を水

溶液として 131 mg/kg あるいは軟膏として 151 mg/kg を適用後 5 時間の尿中排泄及び適用部位

残存量を調べた実験で、無傷皮膚に適用した場合は、水溶液、軟膏のいずれにおいてもほう酸

はほぼすべてが適用部位に残存していた。一方、有傷皮膚に適用した場合は、水溶液では投与

量の 25%が適用部位に残存、25%が尿中に排泄されたのに対して、軟膏では 98%が適用部位に

残存しており、尿中への排泄は 1%のみであった (Nielsen, 1970)。 

ウサギの無傷及び有傷皮膚にほう酸を湿潤粉末として 4,000 mg/kg/日、水溶液として 200 

mg/kg/日あるいは軟膏として 200、500 mg/kg/日を 1.5 時間/日で 4 日間、閉塞適用した実験で、

初回投与から最終投与 24 時間後までの 4 日間の尿中への排泄量は水溶液の場合が最も多く、無

傷皮膚への適用で投与量の 0.72%、有傷皮膚への適用で 3.8%であった (Draize and Kelley, 1959)。 

ヒトの前腕部皮膚にほう酸 15 g/日を湿潤粉末として 4 時間/日で 4 日間、閉塞適用した実験

で、投与開始後 4 日間の尿中ほう素濃度は、投与開始前とほぼ同じであった (Draize and Kelley, 

1959)。 

ヒト (健常者 16 人、皮膚炎患者 15 人) の皮膚にほう酸を軟膏として約 30 mg B 適用した実

験で、適用当日、3、7 日後の尿中へのほう素排泄量はいずれのグループにおいても適用前日の

排泄量 (6～7 mg B/24 時間) とほぼ同じであった。一方、皮膚炎患者 5 人の皮膚にほう酸をゼ

リーとして約 60 mg B で適用した実験では、適用当日の尿中へのほう素排泄量は適用前日の排

泄量 (1.5 mg B/24 時間) の 2～3 倍であったが、3、7 日後には適用前のレベルに低下した 

(Stuttgen et al., 1982)。 

新生児の皮膚にほう酸を軟膏として 5 日間合計 90 mg を塗布した実験で、投与後の血中ほう

素濃度は投与群 (22 人) と投与しなかった対照群 (10 人) との間で有意差はみられなかった 

(Friis-Hansen et al., 1982)。 
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乳児の皮膚にほう酸をベビーパウダーとして平均 430 mg/kg/日で 1 か月間塗布した実験で、

塗布前の血中、尿中ほう素濃度は 1.0 (21 人)、0.8 (31 人) mg B/L であったのに対し、塗布開始 1

か月後の血中、尿中ほう素濃度は 0.4 (30 人)、1.6 (37 人) mg B/L であり、塗布開始前とほぼ同

じであった。また、皮膚炎発症 48～72 時間後の血中ほう素濃度も 0.3 mg B/L (13 人) であり、

塗布開始前とほぼ同じであった (Vignec and Ellis, 1954)。 

 

d. 静脈内 

マウスに五ほう酸ナトリウムを 25、100 mg B/kg で静脈内投与した実験で、血中からのほう

素クリアランスはそれぞれ 0.192、0.207 mL/分/21 g 体重であった (Farr and Konikowski, 1963)。 

ヒト (7 人) にほう酸 570～620 mg を静脈内投与し、血漿中ほう素濃度を 120 時間後まで測定

した実験で、血漿中からのほう素の消失半減期 (t1/2β) は 21 時間であった。また、投与 120 時

間後までに投与量の 98.7%が尿中に排泄された (Jansen et al., 1984b; Schou et al., 1984)。 

 

以上、ほう素及びその化合物の生体内運命に関しては、ほう素、ほう酸、ほう砂、五ほう酸

塩及び酸化ほう素について調べられている。経口投与されたほう素及びほう酸は速やかに吸収

される。吸収されたほう酸の一部は骨に分布、蓄積する傾向がある。血漿中ほう酸の消失半減

期として4.7～21時間の値が得られており、大半は数日以内に尿中に排泄される。吸入暴露され

たほう素及び酸化ほう素は、いずれも吸収され、尿中に排泄されるが、経皮投与されたほう酸

は、水溶液として有傷皮膚に適用された場合を除き、ほとんど吸収されない。 

 

表 8-1 ほう素及びその化合物の生体内運命 
動物種等 投与条件 投与量 結    果 文 献 

ラット 経口 
(混餌) 
 
ほう素 

ほう素安定同位体 (10B) 
20μg B 

投与後の 3 日間で尿中に 95%、糞中

に 4%が排泄 
肝臓への分布は投与開始 1 時間後

に最高となり、24 時間後には投与

前のレベルに戻る 

Vanderpool et 
al., 1994 

ラット 
20 匹/群 
 
 
 
 
 
 
10 匹/群 
 

経口 
(強制経口) 
単回 
 
ほう砂水溶

液 
 

0、0.4-4 mg B/kg 
 
 
 
 
 
 
 
4 mg B/kg 

24 時間後の尿中濃度測定 
各投与量の回収率平均値: 99.6% 
投与量と回収ほう素量の相関係数: 
0.999 (回帰係数: 0.954) 
この結果から経口の生物学的利用

能は大であると判断 
 
 
24 時間の血清中濃度経時測定 
[薬物動力学係数] 
吸収半減期 (t1/2a): 0.608 時間 
消失半減期 (t1/2e): 4.664 時間 
分布容積 (Vd): 142.0 mL/100g 体重 
総クリアランス(Ctot): 0.359mL/100g
体重 
血清中最高濃度 (Cmax): 2.13 mg B/L 
血清中最高濃度到達時間(Tmax): 1.76
時間 
 
結論: 

Usuda et al., 
1998 
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動物種等 投与条件 投与量 結    果 文 献 
消化管から血中へ速やかかつ完全

に吸収。血清タンパクへの強い吸着

性なし。排泄経路は尿中 
ラット 
SD 
雌 
非妊娠及び

妊娠 16日目

10-11 匹/群 

経口 
(強制経口) 
単回 
 
ほう酸 

0.3、3.0、30.0 mg/kg 血漿中ほう素濃度半減期: 
30 mg/kg 群の非妊娠、妊娠 16 日目

ラットそれぞれで、2.9、3.2 時間 
腎クリアランス: 
 非妊娠ラット ; 各群それぞれで

3.1、3.0、3.2 mL/分/kg 
 妊娠 16 日目ラット; 各群それぞ

れで 3.3、3.2、3.4 mL/分/kg 
 
結論: 
妊娠によるほう素腎クリアランス

への影響なし 

Vaziri et al., 
2001 

ラット 
F344 
雄 
30 匹/群 

経口 
(混餌) 
7 日間 
 
ほう酸 

0、9,000 ppm (93-96 mg 
B/kg/日) 

投与 1、2、3、4、7 日目にほう素の

血中、肝臓、腎臓、大腸、副腎、脳、

視床下部、精巣、精巣上体、精のう

腺、前立腺への分布: 
対照群; 副腎 (8μg B/g) を除き、他

の器官は 4μg B/g 未満 
投与群 ; ほとんどの器官で投与開

始 1 日以内にほう素濃度は 2-10 倍

に増加し、3-4 日目までに定常状態 
(12-30μg B/g) に到達。骨では 7 日

目まで増加し、最も高濃度  (40-50
μg B/g) に分布。一方、脂肪組織へ

の分布は最も低く、7 日目において

も対照群が 1.7μg B/g であるのに

対して 3.8μg B/g 程度 

Ku et al., 1991 

ラット 
SD 
雌 
27-30 匹/群 

経口 
(混餌) 
妊娠 0-20 日

目 
 
ほう酸 

0、250、500、750、1,000、
2,000 ppm (0、3.3、6.3、
9.6、13.3、25.4 mg B/kg/
日) 

血中ほう素濃度 (妊娠 20 日目): 
 対照群及び各投与群で、0.229、
0.564、0.975、1.27、1.53、2.82μg B/g 

Price et al., 
1997 

ラット 
SD 
雄 
5 匹/群 

経口 
(飲水) 
3、6 週間 
 
ほう酸 

ほ う 素 と し て 450 、

2,860、5,720 ppm (2、
12.5、25 mg B/日) 

血漿中ほう素濃度: 450、2,860、5,720 
ppm 群でそれぞれ、 0.95-1.05 、

8.30-11.2、19.8-24.1μg B/g 
肝臓、腎臓、肺、心臓、脾臓、精巣

中ほう素濃度: 
 投与前; 0.23-0.40μg B/g 
 投与後; 腎臓で血漿の 2-3 倍、他

の組織で血漿中とほぼ同濃度 

Naghii & 
Samman, 1996 

ラット 
F344 
雄 
84 匹/群 

経口 
(混餌) 
9 週間 
 
ほう酸 

0、3,000、4,500、6,000、
9,000 ppm (0、26、38、
52、68 mg B/kg/日相当)
 
投与期間中は毎週、投与

終了後は 3、8、16、24、
32 週間後に検査 

血清中ほう素濃度: 
投与開始後、用量依存性に増加。た

だし、投与期間中、いずれの用量に

おいても経時的変化なし。対照群、

3,000、6,000 ppm 群のそれぞれで、

1.5 以下、6.7、17.3μg B/mL の一定

値。投与終了後は、いずれの用量に

おいても、1 週間以内に対照群のレ

ベルにまで減少 
骨  (頚骨及び大腿骨 ) 中ほう素濃

度: 
投与開始 4 週間後まで用量依存性

に増加。その後は定常状態に到達

Chapin et al., 
1997 
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動物種等 投与条件 投与量 結    果 文 献 
し、対照群、3,000、9,000 ppm 群の

それぞれで、0.78、27、59-69μg B/g
の値。投与終了後は、経時的に減少

したが、8、32 週間後においても、

それぞれ対照群の 5-6、3 倍のほう

素を検出 
ウサギ 経口 

(飲水) 
4 日間 
 
ほう酸 

水溶液: 
100、200、500、600、700 
mg/kg/日 

4 日間の各用量における平均尿中排

泄量: 
62.6、103.5、 339.6、 496.9、517.5 
mg/kg/日 

Draize & 
Kelley, 1959 

ヒト 
男性 6 人 

経口 
 
ほう酸 

水溶液: 750 mg 
乳化液 (媒体; 
Natusan®): 740-1,473 mg

水溶液、乳化液のいずれの場合も、

投与 24 時間後までに 50%以上が尿

中排泄 
96 時間後までに、水溶液で 93.9、
乳化液で 92.4%が尿中排泄 

Jansen et al., 
1984a; Schou et 
al., 1984 

マウス 
15 匹/群 

吸入 
6 週間 
7 時間/日 
5 日間/週 
 
ほう素 

73 mg B/m3 暴露終了直後の肺、肝臓、腎臓及び

消化管におけるほう素濃度: 
対照群; 13、2、7、1μg B/g 
暴露群; 暴露終了直後は 465、58、
246、96 μg B/g と高かった。しか

し、暴露終了 5 週間後には、77、4、
7、5μg B/g に低下し、ほぼ対照群

と同じレベルにまで低下 

Stokinger & 
Spiegl, 1953 

ラット 
雌雄 

吸入 
6 週間 
6 時間/日 
5 日間/週 
 
酸化ほう素

エアロゾル

エアロゾル: 0、77 mg/m3 暴露群の肺、肝臓、腎臓、心臓、脾

臓、脳、精巣、卵巣等の各器官への

分布はみられなかった 
暴露期間中のほう素の尿中排泄: 

対照群; 0.24 mg B/kg/日 
暴露群; 11.90 mg B/kg/日 

暴露終了 1-2 週間後のほう素の尿中

排泄: 
 対照群; 0.3-0.5 mg B/kg/日 
 暴露群; 0.3-0.9 mg B/kg/日 

Wilding et al., 
1959 

ラット 
Wistar 
雌 

経皮 
無傷及び有

傷皮膚 
 
ほう酸 
適用時間：8
時間 
適用方法：

開放／ 10%
メチルセル

ロース水溶

液、軟膏 

2.5%水溶液: 290 mg/kg 
2.8%軟膏: 340 mg/kg 
 

水溶液で 290 mg/kg、軟膏で 340 
mg/kg を適用: 
無傷皮膚; 適用後 8 時間の尿中ほう

素濃度はいずれの場合においても

対照群 (10%メチルセルロース水溶

液) の尿中ほう素濃度  (6.0-9.4μg 
B/mL) とほぼ同じ 
有傷皮膚; 適用後 8 時間の尿中ほう

素濃度は、水溶液、軟膏で、それぞ

れ、34、4-8 倍であり、投与量の 33、
1.3%が尿中に排泄 

Nielsen, 1970 

ラット 
Wistar 
雌 

経皮 
無傷及び有

傷皮膚 
 
ほう酸 
適用時間：5
時間 
適用方法：

開放／ 10%
メチルセル

2.5%水溶液: 131 mg/kg 
2.8%軟膏: 151 mg/kg 
 

水溶液で 131 mg/kg、軟膏で 151 
mg/kg を適用後 5 時間の尿中排泄及

び適用部位残存量: 
無傷皮膚; 水溶液、軟膏のいずれに

おいてもほう酸はほぼすべてが適

用部位に残存 
有傷皮膚; 
水溶液では投与量の 25%が適用部

位に残存、25%が尿中に排泄。軟膏

では 98%が適用部位に残存、尿中へ

Nielsen, 1970 
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動物種等 投与条件 投与量 結    果 文 献 
ロース水溶

液、軟膏 
の排泄は 1%のみ 

ウサギ 
3 匹/群 

経皮 
無傷及び有

傷皮膚 
閉塞適用 
1.5 時間/日、

4 日間 
 
ほう酸 

湿潤粉末: 4,000 mg/kg/
日 
水溶液: 200 mg/kg/日 
軟膏: 200、500 mg/kg/日

初回投与から最終投与 24 時間後ま

での 4 日間の尿中への排泄量は水

溶液の場合が最も多く、無傷皮膚へ

の適用で投与量の 0.72%、有傷皮膚

への適用で 3.8% 
 

Draize & 
Kelley, 1959 

ヒト 経皮 
前腕部皮膚

閉塞適用 
4 時間/日、4
日間 
 
ほう酸 

湿潤粉末: 15 g/日 投与開始後 4 日間の尿中ほう素濃

度は、投与開始前とほぼ同じ 
Draize & 
Kelley, 1959 

ヒト 
健 常 者 16
人、皮膚炎

患者 15 人 

経皮 
 
ほう酸 

軟膏: 約 30 mg B 
ゼリー: 約 60 mg B 

健常者 16 人、皮膚炎患者 15 人に軟

膏適用: 
適用当日、3、7 日後の尿中への

ほう素排泄量はいずれのグルー

プでも適用前日の排泄量 (6-7 mg 
B/24 時間) とほぼ同じ 

皮膚炎患者 5 人にゼリー適用: 
適用当日の尿中へのほう素排泄

量は適用前日の排泄量  (1.5 mg 
B/24 時間) の 2-3 倍。3、7 日後に

は適用前のレベルに低下 

Stuttgen et al., 
1982 

ヒト 
新生児 

経皮 
5 日間 
 
ほう酸 

軟膏: 90 mg 投与後の血中ほう素濃度は投与群 
(22 人) と対照群 (10 人) との間で

有意差なし 

Friis-Hansen et 
al., 1982 

ヒト 
乳児 

経皮 
1 か月 
 
ほう酸 

ベビーパウダー : 平均

430 mg/kg/日 
塗布前の血中、尿中ほう素濃度は

1.0 (21 人)、0.8 (31 人) mg B/L 
塗布開始 1 か月後の血中、尿中ほう

素濃度は 0.4 (30 人)、1.6 (37 人) mg 
B/L であり、塗布開始前とほぼ同じ 
皮膚炎発症 48-72 時間後の血中濃度

は 0.3 mg B/L (13 人) であり、塗布

開始前とほぼ同じ 

Vignec & Ellis, 
1954 

マウス 静脈内 
 
五ほう酸塩

五ほう酸ナトリウム : 
25、100 mg B/kg 

血中ほう素クリアランス: 
25 mg B/kg; 0.192 mL/分/21 g 体重 
100 mg B/kg; 0.207 mL/分/21 g 体重 

Farr & 
Konikowski, 
1963 

ヒト 
7 人 

静脈内 
 
ほう酸 

570-620 mg 
 

血漿中ほう素濃度を 120 時間後ま

で測定: 
血漿中からのほう素の消失半減期 
(t1/2β) は 21 時間 
投与 120 時間後までに投与量の

98.7%が尿中に排泄 

Jansen et al., 
1984b; Schou et 
al., 1984 

 

 

8.2 疫学調査及び事例 

ほう素及びその化合物の疫学調査及び事例を表 8-2 に示す。 

a. 事例 
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自殺目的でほう酸 14 g を服用した女性で、発疹、顔面紅潮、脱毛、手掌及び足底の表皮剥離

の症状が見られた (Schillinger et al., 1982)。 

ほう酸粉末 30 g を水とともに誤飲した 77 歳の男性の例で、翌朝の発見時に嘔吐、下痢がみ

られ、その後の入院時に嘔吐、吃逆、顔面・体躯の発赤、四肢の低温・チアノーゼ、循環不全、

急性腎障害、白血球増多症が認められた。入院当日、収縮期血圧の維持のため、ドーパミンの

点滴が行われた。入院 2 日目には、血中のほう酸の除去のため、血液透析及び直接活性炭潅流

が行われ、誤飲 30 時間後の血清中ほう酸濃度は 37.7μg/mL となった。入院 3 日目、誤飲 55

時間後の血清中ほう酸濃度は若干低下し 25.3μg/mL になったが、呼吸装置を用いた。その後、

血圧低下とショック症状を示し、誤飲 63 時間後に死亡した (Ishii, et al., 1993)。 

ほう酸水を用いて調製されたミルクを与えられ、2.6、5.2 g 相当のほう酸を摂取した生後 24

日及び 14 か月の兄弟に皮膚の紅斑、下痢及び発疹がみられた (Baker and Bogema, 1986)。 

砂糖、小麦粉に混入したほう酸 10、20 g を摂取した幼児 2 人 (1-2 歳) 及び自殺目的でほう

酸 80、297 g を服用した成人女性 2 人には、1～3 時間後に嘔吐症状がみられた以外に特別な中

毒症状はみられなかった (Linden et al., 1986)。 

産院で、2.5%ほう酸水溶液を用いて調製されたミルクを 3～5 日間摂取した新生児 11 人に嘔

吐、下痢、発疹、表皮剥離及び皮膚の紅斑がみられ (推定ほう酸摂取量: 2-14g)、4.5 g 超を摂取

した 5 人は 3 日以内に死亡した (Wong et al., 1964)。 

蜂蜜との混合液として、12 週間にほう砂 125 g を摂取した 4.5 か月児及び 5 週間にほう酸 9 g

を摂取した 9 か月児でけいれん、及び頭皮、体幹及び脚に乾性湿疹がみられた。混合液の使用

を中止すると、これらの症状は消失した (Gordon et al., 1973)。 

ほう砂と蜂蜜の混合液を塗ったおしゃぶりを 4～10 週間使用した生後 6～16 週の乳児 7 人 

(推定ほう酸摂取量: 149～429 mg/日) にけいれん、易刺激性 (irritable)、下痢及び嘔吐症状がみ

られた。混合液の使用を中止すると、これらの症状は消失した (O’Sullivan & Taylor, 1983)。 

地域毒物センターに届出のあったほう酸摂取事例 784 例で、嘔吐 (32 例)、腹痛 (15 例)、下

痢 (13 例)、吐き気 (7 例)、嗜眠 (6 例)、発疹 (5 例)、頭痛 (5 例) がみられたが、全事例の 88.3%

では中毒症状はみられなかった。平均 0.9ｇでは毒性症状はないが、平均 3.2ｇでは症状が見ら

れた (Litovitz et al., 1988)。 

 

b. 疫学調査 

ほう酸製造工場の男性従業員 28 人の問診で、性行動の低下が判明した。6 人の精液検査で、

精子数減少、精子の運動性低下、フルクトース濃度の増加などの異常がみられた (Tarasenko et 

al., 1972)。 

米国のほう酸塩製造工場の男性従業員 542 人 (平均年齢 43.4 歳、平均雇用期間 15.8 年、暴露

濃度群 (平均値) 0.37, 1.34, 2.23, 3.98, 8.58 mg/m3) を対象とした疫学調査で、米国の一般人口を

対照群とした場合、雇用されてから 9 か月後以降の従業員の配偶者における標準化出生比 

(SBR) は 113 (103.3-123.4) であり、有意に高かった。一方、出生児の男女比には有意差は認め

られなかった。以上から、生殖に対するほう酸塩暴露の影響はないと結論された (Whorton et al., 

1994)。 

米国のほう酸塩製造工場で行われた問診調査で、二酸化ほう素及びほう酸のダスト  (4.1 
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mg/m3) に 5 年以上の暴露歴のある従業員 (113 人) では、対照群 (214 人) に比べ、眼刺激、口

内、鼻及び喉の乾き、咽頭痛、及び咳症状の訴え率が有意に高かった (Garabrant et al., 1984)。 

米国のほう酸塩製造工場の従業員 629 人を対象とした横断研究で、眼刺激及び気道刺激症状

の発現率と気中ダスト濃度との間に関連がみられた。すなわち、眼刺激症状、口内、鼻及び喉

の乾き、鼻血、咽頭痛、及び咳などの気道刺激症状の発現率は、1.1 mg/m3 ではいずれも 3%以

下、4.0 mg/m3 では、眼刺激を除き、5%以下であったのに対し、8.4 mg/m3 以上ではいずれの症

状の発現率も 5%以上であった。また、非喫煙者については、慢性気管支炎の発現率と気中ダ

スト濃度との間に関連がみられたが、肺機能検査及び胸部 X 線検査で異常は認められなかった 

(Garabrant et al., 1985)。 

米国のほう酸塩製造工場の従業員 303 人を対象に、1981～1988 年にかけて実施されたコホー

ト研究で、努力肺活量を呼吸機能の指標とした場合、ほう酸塩ダストへの暴露による肺機能へ

の影響は認められなかった。また、コホート内症例対照研究で、暴露群 (79 人、作業環境気中

ほう酸塩濃度; 0.44 mg/m3) では、眼、鼻腔、喉への刺激、咳、息切れの発現率が対照群 (27 人、

作業環境気中ほう酸塩濃度; 0.02 mg/m3) に比べて有意に高かった (Wegman et al., 1994)。 

米国のほう酸塩製造工場の従業員 14 人から月曜日の始業前、及び月、木及び金曜日の終業後

に血液及び尿を採取した。月曜日始業前の血中、尿中ほう素濃度は、暴露レベル (作業環境気

中ダスト濃度: 3.38～17.98 mg/m3) に関係なく、それぞれ 0.09μg B/g 血液、2.75μg B/mg クレ

アチンであった。終業後のこれらの濃度は、暴露レベルに応じて、それぞれ 0.11～0.26μg B/g

血液、3.16～10.72μg B/mg クレアチンに増加したが、曜日による違いはみられなかったことか

ら、蓄積性はないことが示唆された (Culver et al., 1994)。 

 

以上、ほう素及びその化合物のヒトでの事例としては、ほう酸及びほう砂を経口摂取した成

人及び幼児で、嘔吐、発疹、過敏症状などが認められ、反復経口摂取した幼児では、さらに、

頻発性発作がみられている。また、ほう酸及びほう酸塩 (ほう砂を含む) のダストに職業的に

暴露されたヒトで、眼刺激、鼻及び喉の乾き、鼻血、咽頭痛、及び咳などの気道刺激症状、息

切れ症状などがみられているが、肺機能への影響は認められていない。 

 

表 8-2 ほう素及びその化合物の疫学調査及び事例 
対象集団性

別・人数 
暴露状況/暴露量 結 果 文 献 

44 歳女性 自殺目的でほう酸 14 g を服

用 
発疹、顔面紅潮、脱毛、手掌及び足底の

表皮剥離 
Schillinger et al., 
1982 
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対象集団性

別・人数 
暴露状況/暴露量 結 果 文 献 

77 歳男性 ほう酸粉末 30 g を水ととも

に誤飲 
誤飲し、発見時に嘔吐、下痢 
その後、入院時に嘔吐、吃逆、顔面・体

躯に発赤、四肢の低温・チアノーゼ、 
循環不全、急性腎障害、白血球増多症 
ドーパミンの連続点滴(収縮期血圧の維

持)、入院 2 日目に血液透析及び直接的活

性炭潅流 
誤飲 30 時間後:血清中ほう酸濃度:37.7μ
g/mL 
入院 3 日目: 吸入装置装着 
誤飲 55 時間後:血清中ほう酸濃度:25.3μ
g/mL 
誤飲 63 時間後:血圧低下とショック症状

を示し死亡 

Ishii, et al., 1993 

生後 24日及

び 14か月の

兄弟 

ほう酸水を用いて調製され

たミルクを与えられ、2.6、5.2 
g 相当のほう酸を摂取 

皮膚の紅斑、下痢及び発疹がみられた Baker & Bogema, 
1986 

1-2 歳幼児 2
人、成人女

性 2 人 
 

幼児: 砂糖、小麦粉に混入し

たほう酸 10、20 g を摂取 
成人: 自殺目的でほう酸 80、
297 g を服用 

1-3 時間後に嘔吐症状を示した他には特

別な毒性症状なし 
Linden et al., 1986 
 

新生児 11 人 産院で、2.5%ほう酸水溶液を

用いて調製されたミルクを

3-5 日間摂取 
推定ほう酸摂取量: 2-14 g 

嘔吐、下痢、発疹、表皮剥離、皮膚の紅

斑 
4.5 g 超を摂取した 5 人は 3 日以内に死亡 

Wong et al., 1964 

乳児 2 人 ほう砂あるいはほう酸と蜂

蜜の混合液を摂取 
4.5 か月児: 12 週間の間にほ

う砂 125 g を摂取 
9か月児: 5 週間の間にほう酸

9 g を摂取 

けいれん、頭皮、体幹、脚に乾性湿疹 
混合液の使用を中止するとこれらの症状

は消失 

Gordon et al., 1973

生後 6-16 週

の乳児 7 人 
ほう砂と蜂蜜の混合液を塗

ったおしゃぶりを 4-10 週間

使用 
推定ほう酸摂取量 : 149-429 
mg/日 

けいれん、易刺激性 (irritable)、下痢、嘔

吐症状 
混合液の使用を中止するとこれらの症状

は消失 

O’Sullivan & 
Taylor, 1983 

地域毒物セ

ンターに届

出のあった

ほう酸摂取

事例 784 例 

毒性症状なし: 平均 0.9 g 
毒性症状あり: 平均 3.2 g 

毒性症状としては、嘔吐 (32 例)、腹痛 
(15 例)、下痢 (13 例) が多い。次いで、

吐き気 (7 例)、嗜眠 (6 例)、発疹 (5 例)、
頭痛 (5 例) 
全事例の 88.3%では中毒症状なし 

Litovitz et al., 1988

ほう酸製造

工場男性従

業員 28 人 

職業暴露 
 

問診で、性行動低下が判明 
6 人の精液検査で、精子数減少、精子の

運動性低下、フルクトース濃度の増加な

どの異常 

Tarasenko et al., 
1972 

米国ほう酸

塩製造工場

の男性従業

員 542 人 
( 平 均 年 齢

43.4 歳、平

均雇用期間

15.8 年) 

職業暴露 
暴露濃度群 (平均値 )：0.37, 
1.34, 2.23, 3.98, 8.58 mg/m3 

対照群: 米国の一般人口 
 
雇用されてから 9 か月後以降の従業員の

配偶者における標準化出生比 (SBR) は
113 (103.3-123.4) で、有意に高い 
出生児の男女比については、対照群と有

意差なし 

Whorton et al., 
1994 
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対象集団性

別・人数 
暴露状況/暴露量 結 果 文 献 

米国ほう酸

塩製造工場

で二酸化ほ

う素及びほ

う酸のダス

トに 5 年以

上の暴露歴

ある従業員

113 人、対照

群 214 人 

職業暴露 
ダスト (二酸化ほう素及びほ

う酸ダスト): 4.1 mg/m3 

問診で、暴露群では対照群に比べ、眼刺

激、口内、鼻及び喉の乾き、咽頭痛、及

び咳症状の訴え率が有意に高かった 

Garabrant et al., 
1984 

米国ほう酸

塩製造工場

に 5 年以上

勤務する従

業員 629 人 

職業暴露 
ダ ス ト  ( 大 半 は ほ う 砂 ): 
1.1-14.6 mg/m3 

横断研究: 
眼刺激及び気道刺激症状の発現率と気中

ダスト濃度との間に関連あり 
眼刺激症状、口内、鼻及び喉の乾き、鼻

血、咽頭痛、及び咳などの気道刺激症状

の発現率: 
1.1 mg/m3; いずれも 3%以下 
4.0 mg/m3; 眼刺激を除き、5%以下 
8.4 mg/m3 以上; いずれも 5%以上 
非喫煙者については、慢性気管支炎の発

現率と気中ダスト濃度との間に関連あ

り。ただし、肺機能検査及び胸部 X 線検

査で異常なし 

Garabrant et al., 
1985 

米国ほう酸

塩製造工場

従業員  303
人 

職業暴露 
 

コホート研究: 
追跡期間; 1981-1988 年 
努力肺活量を指標とした場合、ほう酸塩

ダストへの暴露による肺機能への影響な

し 
コホート内症例対照研究: 
暴露群 (79 人、作業環境気中ほう酸塩濃

度; 0.44 mg/m3) では鼻腔、眼、喉への刺

激、咳、息切れの発現率が対照群にくら

べて(27 人、作業環境気中ほう酸塩濃度; 
0.02 mg/m3) 有意に高い 

Wegman et al., 
1994 

米国ほう酸

塩製造工場

従業員 14人 

職業暴露 
 
作業環境気中ダスト濃度 : 
3.38-17.98 mg/m3 

月曜日の始業前及び月、木、金曜日の終

業後に血液及び尿を採取 
血中ほう素濃度: 
 月曜日始業前の血中、尿中ほう素濃度

は暴露レベルに関係なくそれぞれ 0.09μ
g B/g 血液、2.75μg B/mg クレアチン 
 終業後の濃度は、暴露レベルに応じて、

そ れ ぞ れ 0.11-0.26 μ g B/g 血 液 、

3.16-10.72μg B/mg クレアチンに増加し

たが、曜日による違いなし。蓄積性ない

ことを示唆 

Culver et al., 1994 

 

 

8.3 実験動物に対する毒性 

8.3.1 急性毒性 

ほう素及びその化合物の実験動物に対する急性毒性試験結果を表 8-3 に示す (Pfeiffer et al., 

1945; Rusch et al., 1986; Smyth et al., 1969; Silaev, 1984; Vernot et al., 1977; Wang et al., 1984; Weir 

and Fisher, 1972)。 
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経口投与によるほう酸の LD50 は、マウスで 3,450 mg/kg (603 mg B/kg)、ラットでは 2,660～

5,140 mg/kg (465～898 mg B/kg) である。また、ほう砂に対する LD50 は、ラットで 3,494～6,080 

mg/kg (396～689 mg B/kg) であり、ほう酸とほぼ同じ値を示す (Pfeiffer et al., 1945; Smyth et al., 

1969; Wang et al., 1984; Weir and Fisher, 1972)。毒性症状として、抑うつ (depression)、歩行失調、

けいれん、体温低下及びチアノーゼ (violet-red color) がみられている (Pfeiffer et al., 1945; Weir 

and Fisher, 1972)。 

吸入暴露については、ラットにおいて LC50 が得られており、三塩化ほう素及び三フッ化ほう

素の蒸気で、それぞれ、2,541～4,418 ppm 及び 371～387 ppm (1 時間)、三フッ化ほう素二水和

物のエアロゾルで 1,210 mg/m3 (4 時間)、過ほう酸ナトリウムのダストでは 74 mg/m3 超である 

(Rusch et al., 1986; Silaev, 1984; Vernot et al., 1977)。三フッ化ほう素の毒性症状として、ラッセル

音、喘ぎ呼吸、眼脂、鼻汁、及び流涙がみられている (Rusch et al., 1986)。 

経皮による急性毒性に関する報告は得られていない。 

 

表 8-3 ほう素及びその化合物の急性毒性試験結果 
経 路 マウス ラット ウサギ モルモット

経口 LD50 
(mg/kg) 

ほう酸: 3,450 
ほう酸: 2,660-5,140 
ほう砂: 3,494-6,080 

ND ND 

経皮 LD50 
(mg/kg) 

ND ND ND ND 

吸入 LC50 ND 

三塩化ほう素: 
2,541-4,418 ppm (1 時間) (蒸気) 

三フッ化ほう素: 
371-387 ppm (1 時間) (蒸気) 

三フッ化ほう素二水和物 
1,210 mg/m3(4 時間) (エアロゾル)

過ほう酸ナトリウム: 
>74 mg/m3 (ダスト) 

ND ND 

皮内 LD50 
(mg/kg) 

ほう酸: 3041)-362 ND ND ほう酸: 210

静脈内 LD50 
(mg/kg) 

ほう酸: 311 ほう酸: 232 ND ND 

1) 中和液 (pH7.4) を使用 

 

 

8.3.2 刺激性及び腐食性 

ほう素及びその化合物の実験動物に対する刺激性及び腐食性試験結果を表 8-4 に示す。 

a. ほう酸 

モルモットの無傷及び有傷皮膚にほう酸の 10% (w/v) 水溶液 5 mL を適用し、24、72 時間後

に判定した試験で、刺激性がみられた (Roudabush et al., 1965)。 

ウサギの無傷及び有傷皮膚にほう酸の 10% (w/v) 水溶液 5 mL を適用し、24、72 時間後に判

定した試験で、刺激性がみられた (Roudabush et al., 1965)。 

 

b. ほう砂 

モルモットの無傷及び有傷皮膚にほう砂の 5% (w/v) 水溶液 10 mL を適用し、24、72 時間後
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に判定した試験で、刺激性がみられた (Roudabush et al., 1965)。 

ウサギの無傷及び有傷皮膚にほう砂の 5% (w/v) 水溶液 10 mL を適用し、24、72 時間後に判

定した試験で、刺激性がみられた (Roudabush et al., 1965)。 

 

以上、ほう素及びその化合物の実験動物に対する皮膚刺激性に関しては、ほう酸、ほう砂に

ついて調べられており、いずれの化合物も刺激性を示す。 

 

その他、三フッ化ほう素の蒸気には皮膚腐食性があり (ACGIH, 2001)、三塩化ほう素は三フ

ッ化ほう素よりも腐食性が高いとの記述がある (化学物質毒性ハンドブック, 1994)。 

 

表 8-4 ほう素及びその化合物の刺激性及び腐食性試験結果 

動物種等 
試験法 

投与方法 
投与期間 投与量 結 果 文献 

ほう酸 
モルモット 
Hartley 
雄 
6 匹/群 

皮膚刺激性 
無傷及び有

傷皮膚 

24、72 時

間後に判

定 

10% (w/v) 水
溶液、5 mL 

刺激性あり Roudabush et al., 
1965 

ウサギ 
雌雄 
6 匹/群 

皮膚刺激性 
無傷及び有

傷皮膚 

24、72 時

間後に判

定 

10% (w/v) 水
溶液、5 mL 

刺激性あり Roudabush et al., 
1965 

ほう砂 
モルモット 
Hartley 
雄 
6 匹/群 

皮膚刺激性 
無傷及び有

傷皮膚 

24、72 時

間後に判

定 

5% (w/v) 水
溶液、10 mL

刺激性あり Roudabush et al., 
1965 

ウサギ 
雌雄 
6 匹/群 

皮膚刺激性 
無傷及び有

傷皮膚 

24、72 時

間後に判

定 

5% (w/v) 水
溶液、10 mL

刺激性あり Roudabush et al., 
1965 

 

 

8.3.3 感作性 

調査した範囲内では、ほう素及びその化合物の実験動物に対する感作性に関する試験報告は

得られていない。 

 

8.3.4 反復投与毒性 

ほう素及びその化合物の実験動物に対する反復投与毒性試験結果を表 7-5 に示す。 

a. 経口投与 

a-1. ほう酸 

雌雄の B6C3F1 マウス (各 5 匹/群) にほう酸 0、600、1,200、2,400、4,900、9,800 ppm を 14

日間混餌投与した試験で、9,800 ppm 群の雄 5/5 例、雌 1/5 例で体重減少がみられたが、投与に

関連した病理組織学的変化は認められなかった (U.S. NTP, 1987)。 

雌雄の B6C3F1 マウス (各 5 匹/群) にほう酸 0、6,200、12,500、25,000、50,000、100,000 ppm

を 14 日間混餌投与した試験で、25,000 ppm 以上の群の雌雄で前胃の過形成及び異形成、雄で
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体重減少、100,000 ppm 群の雌で体重減少がみられた。なお、25,000 ppm 以上の群の雄及び

100,000 ppm 群の雌で死亡がみられている (Dieter, 1994; U.S. NTP, 1987)。 

雄の ICR マウス (6 匹/群) にほう酸 0、2,000、3,000、4,500、6,000、9,000 ppm (0、53、78.8、

118、158、236 mg B/kg/日相当) を 9 週間混餌投与し、精巣への影響を調べた試験で、2,000 ppm

以上の群で排精 (spermiation) の阻害、6,000 ppm 以上の群で精巣萎縮がみられた。暴露終了後

の回復期間 32 週後でも、精巣萎縮は回復しなかった (Chapin and Ku, 1994)。 

雌雄の B6C3F1 マウス (各 10 匹/群) にほう酸 0、1,200、2,500、5,000、10,000、20,000 ppm (0、

32、66、131、263、525 mg B/kg/日相当) を 13 週間混餌投与した試験で、1,200 ppm 以上の群の

雌雄で脾臓の髄外造血亢進、5,000 ppm 以上の群の雌雄で体重増加抑制、雄で精細管の変性・

萎縮、20,000 ppm 群の雌雄で前胃の過角化及び棘細胞増生がみられた。なお、10,000 ppm 以上

の群の雄及び 20,000 ppm 群の雌で死亡がみられている (Dieter, 1994; U.S. NTP, 1987)。 

雌雄の B6C3F1 マウス (各 50 匹/群) にほう酸 0、2,500、5,000 ppm (雄; 0、66、192 mg B/kg/

日、雌; 0、85、212 mg B/kg/日) を 103 週間混餌投与した発がん性試験で、5,000 ppm 群の雌雄

で体重増加抑制がみられたほか、非腫瘍性変化として、2,500 ppm 以上の群の雄で精細管の変

性・萎縮及び精巣間細胞の過形成、及び脾臓のリンパ球枯渇がみられたが、発がん性は確認さ

れなかった (Dieter, 1994; U.S. NTP, 1987)。 

雄ラット (投与群 12 匹、対照群 6 匹) にほう酸 0、1,000 mg/kg/日 (0、175 mg B/kg/日) を 2

週間強制経口投与し、精巣への影響を調べた試験で、投与群で精子形成阻害がみられた (Silaev 

et al., 1977)。 

雄の Wistar ラット (6 匹/群) にほう酸 0、125、250、500 mg/kg/日を 2、4 週間強制経口投与

し、生殖器官への影響を調べた試験で、4 週間の投与では、250 mg/kg/日以上の群で精子数減少

及び精子の運動性低下がみられ、いずれの投与期間においても、500 mg/kg/日群ではステップ

19 精子細胞の精巣遺残がみられた。なお、体重、前立腺、精のう腺、精巣及び精巣上体の重量

への影響はみられなかった (Kudo et al., 2000)。 

雄の Wistar ラット (6 匹/群) にほう酸 0、300、500 mg/kg/日を 2、4 週間強制経口投与し、生

殖器官への影響を調べた試験で、2 週間の投与では、300 mg/kg/日以上の群で円形精子細胞の剥

離、ステップ 19 精子細胞の遺残などの精巣の病理組織学的変化、500 mg/kg/日群で精巣の絶対

及び相対重量減少、精細管の巣状萎縮がみられた。4 週間の投与では、300 mg/kg/日群で精巣上

体の相対重量減少、2 週間投与の場合と同様の精巣の病理組織学的変化、300 mg/kg/日以上の群

で精巣の絶対及び相対重量、及び精巣上体の絶対重量の減少、500 mg/kg/日群で精細管のび漫

性萎縮がみられた (Fukuda et al., 2000)。 

雄の F344 ラット (6 匹/群) にほう酸 0、9,000 ppm (0、61.0 mg B/kg/日) を 4～28 日間混餌投

与した試験で、7 日間以上の投与群で精子形成阻害がみられた (Treinen and Chapin, 1991)。 

雄の F344 ラット (6 匹/群) にほう酸 0、3,000、4,500、6,000、9,000 ppm (0、26.3、39.4、52.5、

78.8 mg B/kg/日相当) を 9 週間混餌投与 (その後の回復期間 32 週) し、精巣への影響を調べた

試験で、3,000 ppm 以上の群で精子形成の阻害、6,000 ppm 以上の群で精巣萎縮、9,000 ppm 群

で摂餌量の減少及び体重増加抑制がみられた (Ku et al., 1993)。 

雌雄の SD ラット (各 10 匹/群) にほう酸をほう素として 0、52.5、175、525、1,750、5,250 ppm 

(0、2.6、8.8、26.3、87.5、262.5 mg B/kg/日相当) で 90 日間混餌投与した試験で、525 ppm 以上
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の群の雄で精巣の萎縮、1,750 ppm 群の雌雄で浅速呼吸、眼の炎症、四肢の腫脹、四肢及び尾

の表皮剥離、及び体重増加抑制がみられ、5,250 ppm 群では、3～6 週間以内に全例が死亡した 

(Weir and Fisher, 1972)。 

雌雄の SD ラット (一群各 35 匹: 対照群、各 70 匹) にほう酸をほう素として 0、117、350、

1,170 ppm (0、5.9、17.5、58.5 mg B/kg/日相当) で 2 年間混餌投与した試験で、1,170 ppm 群の

雌雄で 1 か月後あたりから一般状態の変化 (被毛粗剛、背弯姿勢、四肢腹側の腫脹及び表皮剥

離、眼瞼の炎症、眼脂など) 及び体重増加抑制が、雄で精細管萎縮が、雌ではヘマトクリット

値及びヘモグロビン量の減少がみられている (Weir and Fisher, 1972) ことから、本評価書では

NOAEL をほう素として 350 ppm (17.5 mg B/kg/日相当) と判断する。 

雌雄のイヌ (ビーグル) (各 5 匹/群) にほう酸をほう素として 0、17.5、175、1,750 ppm (0、0.44、

4.38、43.8 mg B/kg/日相当) で 90 日間混餌投与した試験で、175 ppm 以上の群の雄で精巣相対

重量の減少、1,750 ppm 群の雄で甲状腺の相対重量減少及び精巣の萎縮、雌では肝臓相対重量

の増加がみられた (Weir and Fisher, 1972)。 

雌雄のイヌ (ビーグル) (各 4 匹/群) にほう酸をほう素として 0、58、117、350 ppm (0、1.5、

2.9、8.8 mg B/kg/日相当) で 2 年間混餌投与した試験で、投与に関連した変化はみられなかった。

そこで、ほう酸をほう素として 1,170 ppm (29 mg B/kg/日相当) で 38 週間混餌投与した追加試験

を行ったところ、精細管の萎縮及び精子形成の低下がみられたが、25 日間の回復期間後には精

巣における変化は回復した (Weir and Fisher, 1972)。 

 

 

a-2. ほう砂 

雄の SD ラット (5 匹/群) にほう砂をほう素として 0、500、1,000、2,000 ppm (0、25、50、100 

mg B/kg/日相当) で 30、60 日間混餌投与した試験で、30 日間の投与では、1,000 ppm 以上の群

で精巣上体の重量減少が、60 日間の投与では、500 ppm 以上の群で精細管の萎縮、1,000 ppm

以上の群で精巣及び精巣上体の重量の減少がみられた (Dixon et al., 1979; Lee et al., 1978)。 

雄の Long-Evans ラット (15 匹/群) にほう砂をほう素として 0、150、300 ppm (0、23.7、44.7 mg 

B/kg/日相当) で 70 日間飲水投与した試験で、150 ppm 以上の群で体重、血漿中トリグリセリド

量の減少、脾臓、精巣及び精のう腺重量の低値、300 ppm 群でヘマトクリット値の減少、血漿

中総タンパク量及びアルカリホスファターゼ活性の減少、及び精子形成の低下がみられた 

(Seal and Weeth, 1980)。 

雄の SD ラットにほう砂をほう素として 0、0.3、1、6 ppm (0、0.042、0.14、0.84 mg B/kg/日

相当) で 90 日間飲水投与した試験で、精巣、前立腺及び精のう腺の重量に変化はみられなかっ

た (Dixon et al., 1976)。 

雌雄の SD ラット (各 10 匹/群) にほう砂をほう素として 0、52.5、175、525、1,750、5,250 ppm 

(0、2.6、8.8、26.3、87.5、262.5 mg B/kg/日相当) で 90 日間混餌投与した試験で、525 ppm 以上

の群の雄で精巣の萎縮、1,750 ppm 群の雌雄で浅速呼吸、眼の炎症、四肢の腫脹、四肢及び尾

の表皮剥離、及び体重増加抑制、雄で腎臓相対重量の増加、雌では卵巣相対重量の減少がみら

れ、5,250 ppm 群では 3～6 週間以内に全例が死亡した (Weir and Fisher, 1972)。 

雌雄の SD ラット (一群各 35 匹: 対照群、各 70 匹) にほう砂をほう素として 0、117、350、
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1,170 ppm (0、5.9、17.5、58.5 mg B/kg/日相当) で 2 年間混餌投与した試験で、1,170 ppm 群の

雌雄で 1 か月後あたりから一般状態の変化 (被毛粗剛、背弯姿勢、四肢腹側の腫脹及び表皮剥

離、眼瞼の炎症、眼脂など)、体重増加抑制、及びヘマトクリット値、ヘモグロビン量の減少が、

雄では精細管の萎縮がみられている (Weir and Fisher, 1972) ことから、本評価書では NOAEL を

ほう素として 350 ppm (17.5 mg B/kg/日相当) と判断する。 

雌雄のイヌ (ビーグル) (各 5 匹/群) にほう砂をほう素として 0、17.5、175、1,750 ppm (0、0.44、

4.38、43.8 mg B/kg/日相当) で 90 日間混餌投与した試験で、1,750 ppm 群の雌雄でヘマトクリッ

ト値及びヘモグロビン量減少、雄で精巣及び甲状腺の相対重量の減少、及び精巣の萎縮がみら

れた (Weir and Fisher, 1972)。 

雌雄のイヌ (ビーグル) (各 4 匹/群) にほう砂をほう素として 0、58、117、350 ppm (0、1.5、

2.9、8.8 mg B/kg/日相当) で 2 年間混餌投与した試験で、投与に関連した変化はみられなかった。

そこで、ほう砂をほう素として 1,170 ppm (29 mg B/kg/日相当) で 38 週間混餌投与した追加試験

を行ったところ、精巣の萎縮及び精子形成の低下がみられたが、25 日間の回復期間後には精巣

における変化は回復した (Weir and Fisher, 1972)。 

 

b. 吸入暴露 

b-1. ほう素 

マウス (15 匹/群) にほう素 0、73 mg B/m3 を 7 時間/日、5 日間/週で 6 週間吸入暴露した試験

で、影響はみられなかった (Stokinger and Spiegl, 1953)。 

 

b-2. 酸化ほう素 

雌雄のラットに酸化ほう素のエアロゾルを 6 時間/日、5 日/週で 77 mg B/m3 を 24 週間、175 mg 

B/m3 を 12 週間、470 mg B/m3 を 10 週間吸入暴露した試験で、影響はみられなかった (Wilding et 

al., 1959)。 

 

b-3. 三フッ化ほう素 

雌雄の F344 ラット (各 5 匹/群) に三フッ化ほう素二水和物のエアロゾル 0、24、66、180 mg/m3

を 6 時間/日、5 日間/週で 9 日間吸入暴露した試験で、24 mg/m3 以上の群の雌雄で呼吸器系への

刺激、呼吸困難、肺の絶対及び相対重量の増加、雄で体重増加抑制、66 mg/m3 群の雌で体重増

加抑制、180 mg/m3 群の雌雄では体重減少、近位尿細管の壊死がみられ、6 日目までに全例が死

亡した (Rusch et al., 1986)。 

雌雄の F344 ラット (各 20 匹/群) に三フッ化ほう素二水和物のエアロゾル 0、2.0、6.0、17 

mg/m3 を 6 時間/日、5 日間/週で 13 週間吸入暴露した試験で、17 mg/m3 群の雌雄でラッセル音、

流涙及び近位尿細管の壊死がみられ、雄 1/20 例が死亡した (Rusch et al., 1986)。 

雄のモルモット (10 匹/群) に三フッ化ほう素 0、12.8 ppm を 7 時間/日、5 日間/週で 62 日間

吸入暴露した試験で、肺重量増加、肺炎、肺気腫がみられ、7/10 例が死亡した。次いで、雌雄

のラット (各 12 匹/群)、雌雄のモルモット (各 10 匹/群) 及び雌雄のウサギ (各 3 匹/群) に三フ

ッ化ほう素ガス 0、1.5 ppm を 7 時間/日、5 日間/週で 6 か月間吸入暴露した試験が行われ、ラ

ット及びモルモットでは肺炎及び肺のうっ血がみられたが、ウサギでは暴露による影響は認め
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られなかった (Torkelson et al., 1961)。 

 

以上、ほう酸及びその化合物の実験動物に対する経口投与による反復投与毒性に関しては、

ほう酸及びほう砂をマウス、ラット及びイヌに投与した試験が行われており、ともに標的器官

は精巣である。雌雄の SD ラットにほう酸及びほう砂をほう素として 0、117、350、1,170 ppm (0、

5.9、17.5、58.5 mg B/kg/日相当) で 2 年間混餌投与した試験で、1,170 ppm 群で投与 1 か月後あ

たりから一般状態の変化 (被毛粗剛、背弯姿勢、四肢腹側の腫脹及び表皮剥離、眼瞼の炎症、

眼脂など)、体重増加抑制、ヘマトクリット値及びヘモグロビン量の減少がみられ、さらに雄で

は精細管萎縮がみられることから、ほう酸及びほう砂の反復経口投与による NOAEL はほう素

として 350 ppm (17.5 mg B/kg/日相当) である。 

吸入暴露による反復投与毒性に関しては、ラットに三フッ化ほう素二水和物のエアロゾルを

13 週間吸入暴露した試験で、17 mg/m3 でラッセル音、流涙、近位尿細管の壊死がみられている

が、マウスにほう素 73 mg B/m3 を 6 週間、ラットに酸化ほう素のエアロゾル 77 mg B/m3 を 24

週間暴露した試験では、投与による影響はみられていない。 

 

表 8-5 ほう素及びその化合物の反復投与毒性試験結果 
動物種等 投与方法 投与期間 投与量 結    果 文献 
ほう酸 
マウス 
B6C3F1 
雌雄 
5 匹/群 

経口 
(混餌) 

14 日間 0、600、1,200、2,400、
4,900、9,800 ppm 

9,800 ppm: 
雄 5/5 例、雌 1/5 例で体重減少 
 
投与に関連した病理組織学的

変化なし 

U.S. NTP, 
1987 

マウス 
B6C3F1 
雌雄 
5 匹/群 

経口 
(混餌) 

14 日間 0、6,200、12,500、25,000、
50,000、100,000 ppm 

25,000 ppm 以上: 
雌雄 ; 前胃の過形成及び異形

成 
雄; 体重減少 
100,000 ppm: 
雌; 体重減少 
 
死亡: 
雄; 25,000、50,000、100,000 ppm
の各群で 1/5、3/5、5/5 例 
雌; 100,000 ppm 群で 4/5 例 

Dieter, 1994; 
U.S. NTP, 
1987 

マウス 
ICR 
雄 
6 匹/群 

経口 
(混餌) 

9 週間 
 
回復期間 : 
32 週間 (8
週 間 の 精

子 形 成 周

期×4 サイ

クル分) 
 
 

0、2,000、3,000、4,500、
6,000、9,000 ppm (0、
300、450、675、900、1,350 
mg/kg/日相当 : 0、53、
78.8、118、158、236 mg 
B/kg/日相当) 

2,000 ppm 以上 
排精 (spermiation) 阻害 
6,000 ppm 以上: 
精巣萎縮 
 
回復期間の 32 週間後でも精巣

萎縮は回復せず 
剖検は精巣のみ 

Chapin & 
Ku, 1994 

マウス 
B6C3F1 
雌雄 
10 匹/群 

経口 
(混餌) 

13 週間 0、1,200、2,500、5,000、
10,000、20,000 ppm (0、
180、375、750、1,500、
3,000 mg/kg/日相当: 0、
32、66、131、263、525 mg 

1,200 ppm 以上: 
雌雄; 脾臓の髄外造血亢進 
5,000 ppm 以上: 
雌雄; 体重増加抑制 
雄; 精細管変性・萎縮 

Dieter, 1994; 
U.S. NTP, 
1987 
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動物種等 投与方法 投与期間 投与量 結    果 文献 
B/kg/日相当) 20,000 ppm: 

雌雄 ; 前胃の過角化及び棘細

胞増生 
 
死亡: 
雄; 10,000、20,000 ppm の各群

で 1/10、8/10 例 
雌; 20,000 ppm 群で 6/10 例 

マウス 
B6C3F1 
雌雄 
各 50 匹/
群 

経口 
(混餌) 

103 週間 0、2,500、5,000 ppm (雄; 
0、378、1,099 mg/kg/日、

雌; 0、485、1,211 mg/kg/
日: 雄; 0、66、192 mg 
B/kg/日、雌; 0、85、212 
mg B/kg/日) 

2,500 ppm 以上: 
雄; 精細管変性・萎縮及び精巣

間細胞過形成、脾臓リンパ球

枯渇 
5,000 ppm: 
雌雄; 体重増加抑制 

Dieter, 1994; 
U.S. NTP, 
1987 

ラット 
雄 
投与群 12
匹、対照

群 6 匹 

経口 
( 強 制 経

口) 

2 週間 0、1,000 mg/kg/日 (0、
175 mg B/kg/日) 

投与群で精子形成阻害 
 
剖検は精巣のみ 

Silaev et al., 
1977 

ラット 
Wistar 
雄 
6 匹/群 

経口 
( 強 制 経

口) 

2、4 週間 0、125、250、500 mg/kg/
日 

(2 週間) 
500 mg/kg/日: 
ステップ 19 精子細胞の精巣遺

残 
(4 週間) 
250 mg/kg/日以上: 
精子数減少、精子の運動性低

下 
500 mg/kg/日: 
ステップ 19 精子細胞の精巣遺

残 
 
2、4 週間のいずれの場合も、

体重、前立腺、精のう腺、精

巣及び精巣上体重量への影響

なし 
 
剖検は生殖器官のみ 

Kudo et al., 
2000 

ラット 
Wistar 
雄 
6 匹/群 

経口 
( 強 制 経

口) 

2、4 週間 0、300、500 mg/kg/日 (2 週間) 
300 mg/kg/日以上: 
円形精子細胞の剥離、ステッ

プ 19 精子細胞の遺残など 
500 mg/kg/日: 
精巣の絶対及び相対重量減

少、精細管の巣状萎縮 
(4 週間) 
300 mg/kg/日: 
精巣上体の相対重量減少、2 週

間投与の場合と同様の精巣の

病理組織学的変化（円形精子

細胞の剥離、ステップ 19 精子

細胞の遺残など） 
300 mg/kg/日以上: 
精巣の絶対及び相対重量減

少、及び精巣上体の絶対重量

減少 
500 mg/kg/日: 

Fukuda et 
al., 2000 
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動物種等 投与方法 投与期間 投与量 結    果 文献 
精細管のび漫性萎縮 
 
剖検は生殖器官のみ 

ラット 
F344 
雄 
6 匹/群 

経口 
(混餌) 

4-28 日間 0、9,000 ppm (0、348.3 
mg/kg/日 : 0、 61.0 mg 
B/kg/日) 

9,000 ppm: 
7 日間以上の投与群で精子形

成阻害 

Treinen & 
Chapin, 
1991 

ラット 
F344 
雄 
6 匹/群 

経口 
(混餌) 

9 週間 
回復期間 : 
32 週間 (8
週 間 の 精

子 形 成 周

期×4 サイ

クル分) 

0、3,000、4,500、6,000、
9,000 ppm (0、150、225、
300、450 mg/kg/日相当: 
0、26.3、39.4、52.5、78.8 
mg B/kg/日相当) 

3,000 ppm 以上: 
精子形成阻害 
6,000 ppm 以上: 
精巣萎縮 
9,000 ppm: 
摂餌量減少、体重増加抑制 
 
剖検は精巣のみ 

Ku et al., 
1993 

ラット 
SD 
雌雄 
10 匹/群 

経口 
(混餌) 

90 日間 ほう素として 0、52.5、
175、525、1,750、5,250 
ppm (0、2.6、8.8、26.3、
87.5、262.5 mg B/kg/日相

当) 

525 ppm 以上: 
雄; 精巣萎縮 
1,750 ppm: 
雌雄; 浅速呼吸、眼の炎症、四

肢の腫脹、四肢及び尾の表皮

剥離、体重増加抑制 
5,250 ppm: 
3-6 週間以内に全例死亡 

Weir & 
Fisher, 1972

ラット 
SD 
雌雄 
35 匹 / 群 
(対照群、

70 匹) 

経口 
(混餌) 

2 年間 
 

ほう素として 0、117、
350、1,170 ppm (0、5.9、
17.5、58.5 mg B/kg/日相

当) 

1,170 ppm: 
雌雄; 1 か月後あたりから一般

状態変化  (被毛粗剛、背弯姿

勢、四肢腹側の腫脹及び表皮

剥離、眼瞼の炎症、眼脂など)、
体重増加抑制 
雄; 精細管萎縮 
雌; ヘマトクリット値及びヘ

モグロビン量の減少 
 
NOAEL: 350 ppm (17.5 mg/kg/

日相当) (本評価書の判断) 

Weir & 
Fisher, 1972

イヌ 
ビーグル 
雌雄 
5 匹/群 

経口 
(混餌) 

90 日間 ほう素として 0、17.5、
175、1,750 ppm (0、0.44、
4.38、43.8 mg B/kg/日相

当) 

175 ppm 以上: 
雄; 精巣相対重量減少 
1,750 ppm: 
雄; 甲状腺相対重量減少、精巣

萎縮 
雌; 肝臓相対重量増加 

Weir & 
Fisher, 1972

2 年間 ほう素として 0、58、
117、350 ppm (0、1.5、
2.9、8.8 mg B/kg/日相当)

投与に関連した変化なし イヌ 
ビーグル 
雌雄 
4 匹/群 

経口 
(混餌) 

38 週間（2
年 間 後 の

追加試験） 
 
 

ほう素として 1,170 ppm 
(29 mg B/kg/日相当) 

精細管萎縮、精子形成低下 
 
回復期間 (25 日間) 後: 
精巣における変化は回復 

Weir & 
Fisher, 1972

ほう砂 
ラット 
SD 
雄 
5 匹/群 

経口 
(混餌) 

30、60 日

間 
 
 

ほう素として 0、500、
1,000、2,000 ppm (0、25、
50、100 mg B/kg/日相当)

(30 日間) 
1,000 ppm 以上: 
精巣上体の重量減少 
 
(60 日間) 
500 ppm 以上: 

Dixon et al., 
1979; Lee et 
al., 1978 
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動物種等 投与方法 投与期間 投与量 結    果 文献 
精細管萎縮 
1,000 ppm 以上: 
精巣及び精巣上体の重量減少 

ラット 
Long-Eva
ns 
雄 
15 匹/群 

経口 
(飲水) 

70 日間 ほう素として 0、150、
300 ppm (0、23.7、44.7 
mg B/kg/日相当) 

150 ppm 以上: 
体重、血漿中トリグリセリド

量の減少、脾臓、精巣及び精

のう腺重量の低値 
300 ppm: 
ヘマトクリット値減少、血漿

中総タンパク量及びアルカリ

ホスファターゼ活性減少、精

子形成低下 

Seal & 
Weeth, 1980

ラット 
SD 
雄 

経口 
(飲水) 

90 日間 
 

ほう素として 0、0.3、1、
6 ppm (0、0.042、0.14、
0.84 mg B/kg/日相当) 

精巣、前立腺、精のう腺重量

変化なし 
Dixon et al., 
1976 

ラット 
SD 
雌雄 
10 匹/群 

経口 
(混餌) 

90 日間 ほう素として 0、52.5、
175、525、1,750、5,250 
ppm (0、2.6、8.8、26.3、
87.5、262.5 mg B/kg/日相

当) 

525 ppm 以上: 
雄; 精巣萎縮 
1,750 ppm: 
雌雄; 浅速呼吸、眼の炎症、四

肢の腫脹、四肢及び尾の表皮

剥離、体重増加抑制 
雄; 腎臓相対重量増加 
雌; 卵巣相対重量減少 
5,250 ppm: 
3-6 週間以内に全例死亡 

Weir & 
Fisher, 1972

ラット 
SD 
雌雄 
35 匹 / 群 
(対照群、

70 匹) 

経口 
(混餌) 

2 年間 ほう素として 0、117、
350、1,170 ppm (0、5.9、
17.5、58.5 mg B/kg/日相

当) 

1,170 ppm: 
雌雄; 1 か月後あたりから一般

状態変化  (被毛粗剛、背弯姿

勢、四肢腹側の腫脹及び表皮

剥離、眼瞼の炎症、眼脂など)、
体重増加抑制、ヘマトクリッ

ト値及びヘモグロビン量減少 
雄; 精細管萎縮 
 
NOAEL: 350 ppm (17.5 
mgB/kg/日相当) (本評価書の判

断) 

Weir & 
Fisher, 1972

イヌ 
ビーグル 
雌雄 
5 匹/群 

経口 
(混餌) 

90 日間 ほう素として 0、17.5、
175、1,750 ppm (0、0.44、
4.38、43.8 mg B/kg/日相

当) 

1,750 ppm: 
雌雄 ; ヘマトクリット値及び

ヘモグロビン量減少 
雄 ; 精巣及び甲状腺の相対重

量減少、精巣萎縮 

Weir & 
Fisher, 1972

2 年間 ほう素として 0、58、
117、350 ppm (0、1.5、
2.9、8.8 mg B/kg/日相当)

投与に関連した変化なし イヌ 
ビーグル 
雌雄 
4 匹/群 

経口 
(混餌) 

38 週間（2
年 間 後 の

追加試験） 

ほう素として 1,170 ppm 
(29 mg B/kg/日相当) 

精巣萎縮、精子形成低下 
 
回復期間 (25 日間) 後: 
精巣における変化は回復 

Weir & 
Fisher, 1972
 

ほう素 
マウス 
15 匹/群 

吸入 6 週間 
7 時間/日 
5 日間/週 

0、73 mg B/m3 
 

影響なし Stokinger & 
Spiegl, 1953

酸化ほう素 
ラット 
雌雄 

吸入 
エアロゾ

10-24 週間 
6 時間/日 

0、77 (24 週間)、175 (12
週間)、470 (10 週間) mg 

影響なし Wilding et 
al., 1959 
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動物種等 投与方法 投与期間 投与量 結    果 文献 
ル 5 日間/週 B/m3 

三フッ化ほう素 
ラット 
F344 
雌雄 
5 匹/群 

吸入 
 
エアロゾ

ル  (二水

和物) 

9 日間 
6 時間/日 
5 日間/週 

0、24、66、180 mg/m3 24 mg/m3 以上: 
雌雄; 呼吸器系への刺激、呼吸

困難、肺の絶対及び相対重量

増加 
雄; 体重増加抑制 
66 mg/m3: 
雌; 体重増加抑制 
180 mg/m3: 
雌雄; 体重減少、近位尿細管の

壊死、6 日目までに全例死亡 

Rusch et al., 
1986 

ラット 
F344 
雌雄 
20 匹/群 

吸入 
 
エアロゾ

ル ( 二 水

和物) 

13 週間 
6 時間/日 
5 日間/週 

0、2.0、6.0、17 mg/m3 17 mg/m3: 
雌雄; ラッセル音、流涙、近位

尿細管の壊死 
雄; 1/20 例死亡 
 

Rusch et al., 
1986 

モルモッ

ト 
雄 
10 匹/群 

吸入 
 
ガス 

62 日間 
7 時間/日 
5 日間/週 

0、12.8 ppm 肺重量増加、肺炎、肺気腫、 
死亡 (7/10 例) 

Torkelson et 
al., 1961 

ラット 
雌雄 
12 匹/群 
モルモッ

ト 
雌雄 
10 匹/群 
ウサギ 
雌雄 
3 匹/群 

吸入 
 
ガス 

6 か月間 
7 時間/日 
5 日間/週 

0、1.5 ppm ラット及びモルモット: 
肺炎、肺のうっ血 
ウサギ: 
影響なし 

Torkelson et 
al., 1961 

太字はリスク評価に用いたデータを示す 

 

8.3.5 生殖・発生毒性 

ほう素及びその化合物の実験動物に対する生殖・発生毒性試験結果を表 8-6 に示す。 

 

a. 生殖毒性 

a-1. ほう酸 

雌雄の ICR マウス (雌雄各 20 匹/群、対照群各 40 匹) にほう酸 0、1,000、4,500、9,000 ppm (0、

26.6、111、221 mg B/kg/日) を交配前 7 日間、連続交配 98 日間、及び交差交配が終了するまで

の期間混餌投与した試験で、4,500 ppm 群で出生児数及び出生児体重の減少、4,500 ppm 以上の

群で親動物の受精 (胎) 能力の低下がみられ、9,000 ppm 群では妊娠は全くみられなかった。連

続交配による最後の腹児が離乳した後に対照群の雌雄と 4,500 ppm 群の雌雄との間で交差交配

を行った結果、4,500 ppm 以上の群でみられた受精能力の低下は、雄親動物の受精能力の低下

によるものであることがわかった (Fail et al., 1991; U.S. NTP, 1990a)。 

雌雄のラット (雄 8 匹/群、雌 16 匹/群) にほう酸をほう素として 0、117、350、1,170 ppm (0、

5.9、17.5、58.5 mg B/kg/日相当) で 3 世代に渡って混餌投与した試験で、1,170 ppm 群では、精

巣萎縮及び排卵数の減少が認められ、妊娠はみられなかった。また、1,170 ppm 群の雌を対照
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群の雄と交配したところ、妊娠はみられなかった (Weir and Fisher, 1972)。 

 

a-2. ほう砂 

雄の SD ラット (10 匹/群) にほう砂を 0、45、150、450 mg B/kg で単回強制経口投与した後、

70 日間無処置の雌と交配し受精能力を検査した試験で、受精能力への影響はみられなかった 

(Dixon et al., 1976)。 

雄の SD ラット (5 匹/群) にほう砂をほう素として 0、500、1,000、2,000 ppm (0、25、50、100 

mg B/kg/日相当) で 30、60 日間混餌投与した後、12 週間無処置の雌と交配し受精能力を検査し

た。30 日間投与の場合には、1,000 ppm 群では投与後の 3 週間受精能力は低下し、その後対照

群の 80～100%に回復したが、2,000 ppm 群では投与後の 6 週間受精能力は完全に消失しており、

7～10 週間後においても対照群の 25～50%程度であった。一方、60 日間投与の場合には、1,000 

ppm 群では投与後の 4～5 週間受精能力は低下し、その後対照群の 60～80%に回復したが、2,000 

ppm群では観察期間中 (投与後 12週間) 受精能力は完全に消失していた (Dixon et al., 1979; Lee 

et al., 1978)。 

雌雄のラット (雄 8 匹/群、雌 16 匹/群) にほう砂をほう素として 0、117、350、1,170 ppm (0、

5.9、17.5、58.5 mg B/kg/日相当) で 3 世代に渡って混餌投与した試験で、1,170 ppm 群で精巣萎

縮及び排卵数の減少が認められ、妊娠はみられなかった。また、1,170 ppm 群の雌を対照群の

雄と交配したところ、妊娠はみられなかった (Weir and Fisher, 1972)。 

 

b. 発生毒性 

b-1. ほう酸 

雌の ICR マウス (29 匹/群) にほう酸 0、1,000、2,000、4,000 ppm (0、43.4、79.0、175.3 mg B/kg/

日) を妊娠 0～17 日目に混餌投与し、妊娠 17 日目に帝王切開した試験で、母動物では 1,000 ppm

以上の群で用量依存性の尿細管の拡張/再生、4,000 ppm 群で体重の増加抑制、腎臓相対重量の

増加が、児動物では 2,000 ppm 以上の群で胎児体重の減少、4,000 ppm 群で吸収胚の増加及び奇

形 (主として第 13 肋骨短縮) の増加がみられたことから、母動物毒性に関する NOAEL を 1,000 

ppm (43.3 mg B/kg/日) 未満、発生毒性に関する NOAEL を 1,000 ppm (43.3 mg B/kg/日) として

いる (Heindel et al., 1992; U.S. NTP, 1989)。 

雌の SD ラット (60 匹/群) にほう酸 0、250、500、750、1,000、2,000 ppm (0、3.3、6.3～6.5、

9.6～9.7、12.9～13.3、25.0～25.3 mg B/kg/日) を妊娠 0～20 日目に混餌投与し、妊娠 20 日目に

帝王切開及び分娩 (生後) 21 日目に検査した試験で、母動物では、2,000 ppm 群で妊娠 20 日目

のみ腎臓の相対重量の増加がみられた。児動物では、1,000 ppm 以上の群で胎児に体重減少、

第 13 肋骨短縮及び波状肋骨が、2,000 ppm 群では生後 21 日目の児動物に第 13 肋骨の短縮がみ

られたことから、発生毒性に関する NOAEL は妊娠 20 日目では 750 ppm (55 mg/kg/日: 9.6 mg 

B/kg/日)、生後 21 日目では 1,000 ppm (74 mg/kg/日: 12.9 mg B/kg/日) としている (Price et al., 

1996a)。 

雌の SD ラット (29 匹/群) にほう酸 0、1,000、2,000、4,000 ppm (0、13.6、28.5、57.7 mg B/kg/

日) を妊娠 0～20 日目に、8,000 ppm (94.2 mg B/kg/日) を妊娠 6～15 日目に混餌投与し、妊娠

20 日目に帝王切開した試験で、母動物では 2,000 ppm 以上の群で肝臓及び腎臓の相対重量の増
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加、4,000 ppm 以上の群で体重増加抑制、8,000 ppm 群で摂餌量の減少及び腎臓の絶対重量の増

加が、児動物では 1,000 ppm 以上の群で体重減少、2,000 ppm 以上の群で奇形 (主として側脳室

の拡張及び第 13 肋骨の欠損) の増加、8,000 ppm 群で胎児死亡率の増加がみられたことから、

母動物毒性に関する NOAEL を 1,000 ppm (13.6 mg B/kg/日)、発生毒性に関する NOAEL を 1,000 

ppm (13.6 mg B/kg/日) 未満としている (Heindel et al., 1992; U.S. NTP, 1990b)。 

雌の SD ラット (42～76 匹/群) にほう酸 0、4,000、5,000、6,000、8,000 ppm (0、49.5～52.3、

63.1～64.4、75.6～76.0、96.1～98.4 mg B/kg/日) を妊娠 6～15 日目に混餌投与し、妊娠 20 日目

に帝王切開及び生後 21 日目に検査した試験で、母動物では 4,000 ppm以上の群で摂餌量の減少、

体重の増加抑制及び妊娠時、5,000 ppm 以上の群で腎臓の相対重量の増加、8,000 ppm 群で肝臓

の相対重量増加が、児動物では 4,000 ppm 以上の群で胎児死亡率の増加、胎児体重の減少、頭

蓋顔面の奇形 (主として無眼球、小眼球) 及び中枢神経系の奇形 (主として脳室拡張、水頭症) 

の増加がみられた (U.S. NTP, 1994a)。 

雌の SD ラット (16～17 匹/群) にほう酸 0、8,000、16,000、24,000 ppm (0、90.1～99.4、132

～149、157～184 mg B/kg/日) を妊娠 14～17 日目に混餌投与し、妊娠 20 日目に帝王切開及び生

後 21、26 日目に検査した試験で、母動物では 8,000 ppm 以上の群で摂餌量の減少及び体重の増

加抑制、16,000 ppm 以上の群で肝臓相対重量の増加、児動物では 8,000 ppm 以上の群で胎児体

重の減少、16,000 ppm 以上の群で生後 21 日目までの体重減少及び脳の絶対重量の減少、24,000 

ppm 群で新生児 (生後 1～4 日目) 死亡率の増加、生後 26 日目の脳重量に対する終脳の相対重

量の減少及び髄質/橋の相対重量の増加がみられた (U.S. NTP, 1994b)。 

雌の NZW ウサギ (30 匹/群) にほう酸 0、62.5、125、250 mg/kg/日 (0、10.9、21.9、43.8 mg B/kg/

日) を妊娠 6～19 日目に強制経口投与し、妊娠 30 日目に帝王切開した試験で、母動物では 250 

mg/kg/日の群で摂餌量の減少、体重の低値、膣出血、黄体数の減少及び吸収胚の増加、児動物

では 250 mg/kg/日群で胎児死亡率の増加及び奇形の増加 (主として心血管系奇形)がみられたこ

とから、母動物毒性に関する NOAEL 及び発生毒性に関する NOAEL をともに 125 mg/kg/日 

(21.9mg B/kg/日) としている (Price et al., 1996b; U.S. NTP, 1991)。 

 

以上、生殖毒性については、ほう酸及びほう砂をマウス、ラットに経口投与した試験が行わ

れており、雄の受精能力の減退がみられている。ラットの雌雄にほう酸及びほう砂をほう素と

して 0、117、350、1,170 ppm (0、5.9、17.5、58.5 mg B/kg/日相当) で混餌投与した 3 世代試験

で、1,170 ppm (58.5 mg B/kg/日相当) 群では妊娠がまったくみられていない。発生毒性について

は、ほう酸をマウス、ラット、ウサギに経口投与した試験が行われており、奇形の増加がみら

れている。雌のラットにほう酸 0、250、500、750、1,000、2,000 ppm (0、3.3、6.3～6.5、9.6～

9.7、12.9～13.3、25.0～25.3 mg B/kg/日) を妊娠 0～20 日目に混餌投与した試験で、1,000 ppm

以上の群の胎児で体重減少、第 13 肋骨短縮及び波状肋骨がみられ、発生毒性に関する NOAEL

は 750 ppm (9.6 mg B/kg/日) である。 
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表 8-6 ほう素及びその化合物の生殖・発生毒性試験結果 
動物種等 投与方法 投与期間 投与量 結    果 文献 

ほう酸 
マウス 
ICR 
雌雄 
20 匹/群 
(対照群、40
匹) 

経口 
(混餌) 

交配前 7 日

間、連続交

配 98 日間、

交差交配終

了まで 

0、1,000、4,500、9,000 ppm 
(0、152、636、1,262 mg/kg/
日: 0、26.6、111、221 mg 
B/kg/日) 

4,500 ppm; 出生児数減少、

出生児体重減少 
4,500 ppm 以上; 受精(胎)能
力低下 
9,000 ppm; 妊娠せず 
 
(交差交配) 
連続交配による最後の腹児

が離乳後、対照群の雌雄動

物と 4,500 ppm 群の雌雄動

物との間で交差交配するこ

とにより、4,500 ppm 以上の

群でみられた受精能力の低

下が雄親動物に原因がある

ことが判明 

Fail et al., 1991; 
U.S. NTP, 
1990a 

ラット 
雌雄 
雄 8 匹、雌

16 匹/群 

経口 
(混餌) 

3 世代試験 
 

ほう素として 0、117、350、
1,170 ppm (0、5.9、17.5、
58.5 mg B/kg/日相当) 

1,170 ppm: 
精巣萎縮、排卵数減少、妊

娠せず 
 
1,170 ppm 群の雌と対照群の

雄との交配で、妊娠みられ

ず 

Weir & Fisher, 
1972 

マウス 
ICR 
雌 
29 匹/群 

経口 
(混餌) 

妊娠 0-17 日

目 
0、1,000、2,000、4,000 ppm 
(0、248、452、1,003 mg/kg/
日: 0、43.4、79.0、175.3 mg 
B/kg/日) 
 
妊娠 17 日目に帝王切開 
 

母動物: 
1,000 ppm 以上; 用量依存性

の尿細管の拡張/再生 
4,000 ppm; 体重増加抑制、

腎臓相対重量増加 
 
児動物: 
2,000 ppm 以上; 胎児体重減

少 
4,000 ppm; 奇形増加 (主と

して第 13 肋骨短縮) 、吸収

胚増加 
NOAEL: 
母動物毒性; 1,000 ppm (248 
mg/kg/日: 43.3 mg B/kg/日) 
未満 
発生毒性 ; 1,000 ppm (248 
mg/kg/日: 43.3 mg B/kg/日) 

Heindel et al., 
1992; U.S. NTP, 
1989 
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動物種等 投与方法 投与期間 投与量 結    果 文献 
ラット 
SD 
雌 
60 匹/群 

経口  
(混餌) 

妊娠 0-20 日

目 
 

0、250、500、750、1,000、
2,000 ppm (0、19、36-37、
55-56 、 74-76 、 143-145 
mg/kg/日: 0、3.3、6.3-6.5、
9.6-9.7、12.9-13.3、25.0-25.3 
mg B/kg/日) 
 
妊娠 20 日目に帝王切開及

び分娩 (生後) 21 日目に検

査 

母動物 
2,000 ppm; 妊娠 20 日目の

み腎臓相対重量増加 
 
児動物: 
1,000 ppm 以上; 胎児体重減

少、第 13 肋骨短縮及び波状

肋骨 
2,000 ppm; 生後 21 日目の

児動物に第 13 肋骨短縮 
 
発生毒性 NOAEL: 
妊娠 20 日目; 
750 ppm (55 mg/kg/日: 9.6 
mg B/kg/日) 
生後 21 日目; 
1,000 ppm (74 mg/kg/ 日 : 
12.9 mg B/kg/日) 

Price et al., 
1996a 

ラット 
SD 
雌 
29 匹/群 

経口  
(混餌) 

妊娠 0-20 日

目  (0-4,000 
ppm) 、 6-15
日目  (8,000 
ppm) 
 

0、1,000、2,000、4,000、8,000 
ppm (0、78、163、330、539 
mg/kg/日: 0、13.6、28.5、
57.7、94.2 mg B/kg/日) 
 
妊娠 20 日目に帝王切開 

母動物: 
2,000 ppm 以上; 肝臓及び腎

臓の相対重量増加 
4,000 ppm 以上; 体重増加抑

制 
8,000 ppm; 摂餌量減少、腎

臓絶対重量増加 
 
児動物: 
1,000 ppm 以上; 胎児体重減 

少 
2,000 ppm 以上 ; 奇形増加 
(主として側脳室拡張、第 13
肋骨欠損) 
8,000 ppm; 胎児死亡率増加 
 
NOAEL: 
母動物毒性; 1,000 ppm (78 
mg/kg/日: 13.6 mg B/kg/日) 
発生毒性 ; 1,000 ppm (78 
mg/kg/日: 13.6 mg B/kg/日) 
未満 

Heindel et al., 
1992; U.S. NTP, 
1990b 

ラット 
SD 
雌 
42-76 匹/群 

経口 
(混餌) 

妊娠 6-15 日

目 
 

0、4,000、5,000、6,000、8,000 
ppm (0、283-299、361-368、
432-434、549-562 mg/kg/日: 
0、 49.5-52.3、 63.1-64.4、
75.6-76.0 、 96.1-98.4 mg 
B/kg/日) 
 
妊娠 20 日目に帝王切開及

び分娩 (生後) 21 日目に検

査 

母動物: 
4,000 ppm 以上 ; 摂餌量減

少、体重増加抑制 5,000 ppm
以上; 腎臓相対重量増加 
8,000 ppm; 肝臓相対重量増

加 
児動物:  
4,000 ppm 以上; 胎児死亡率

増加、胎児体重減少、頭蓋

顔面の奇形  (主として無眼

球、小眼球)、中枢神経系の

奇形増加  (主として脳室拡

張、水頭症)  

U.S. NTP, 
1994a 
 



 53

動物種等 投与方法 投与期間 投与量 結    果 文献 
ラット 
SD 
雌 
16-17 匹/群 

経口 
(混餌) 

妊 娠 14-17
日目 
 

0、8,000、16,000、24,000 ppm 
(0 、 515-568 、 753-853 、

895-1054 mg/kg/ 日 : 0 、

90.1-99.4、132-149、157-184 
mg B/kg/日) 
 
妊娠 20 日目に帝王切開及

び分娩 (生後) 21、26 日目

に検査 

母動物: 
8,000 ppm 以上 ; 摂餌量減

少、体重増加抑制 
16,000 ppm 以上; 肝臓相対

重量増加 
 
児動物: 
8,000 ppm 以上; 胎児体重減 

少 
16,000 ppm 以上; 生後 21 日

目まで体重減少、脳の絶対

重量減少 
24,000 ppm; 新生児  (生後

1-4 日目) 死亡率増加、生後

26 日目の脳重量に対する終

脳の相対重量減少、髄質/橋
の相対重量増加 

U.S. NTP, 
1994b 

ウサギ 
NZW 
雌 
30 匹/群 

経口 
(強制経口) 

妊娠 6-19 日

目 
 
 

0、62.5、125、250 mg/kg/
日 (0、10.9、21.9、43.8 mg 
B/kg/日) 
 
妊娠 30 日目に帝王切開 

母動物: 
250 mg/kg/日; 摂餌量減少、

体重の低値、膣出血、黄体

数減少、吸収胚増加、腎相

対重量増加 
 
児動物: 
250 mg/kg/日；胎児死亡率増

加、心血管系の奇形増加(主
として VSD)  
NOAEL: 
母動物毒性 ; 125 mg/kg/日 

(21.9mg B/kg/日) 
発 生 毒 性 ; 125 mg/kg/ 日 
(21.9 mg B/kg/日) 

Price et al., 
1996b; U.S. 
NTP, 1991 

ほう砂 
ラット 
SD 
雄 
10 匹/群 

経口 
(強制経口) 

単回 
 
投与後 70 日

間無処置の

雌 と 交 配

し、受精能

を検査 

0、45、150、450 mg B/kg 受精能力に影響なし Dixon et al., 
1976 
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動物種等 投与方法 投与期間 投与量 結    果 文献 
ラット 
SD 
雄 
5 匹/群 

経口 
(混餌) 

30、60 日間 
 
投与後 12 週

間無処置の

雌 と 交 配

し、受精能

を検査 

ほう素として 0、 500、
1,000、2,000 ppm (0、25、
50、100 mg B/kg/日相当) 

(30 日間) 
1,000 ppm: 
投与後の 3 週間受精能力は

低下し、その後対照群の

80-100%に回復 
2,000 ppm: 
投与後の 6 週間受精能力は

完全に消失し、7-10 週間後

においても対照群の 25-50%
程度 
 
(60 日間) 
1,000 ppm: 
投与後の 4-5 週間受精能力

は低下し、その後対照群の

60-80%に回復 
2,000 ppm: 
観察期間中 (投与後 12週間) 
受精能力は完全に消失 

Dixon et al., 
1979; Lee et al., 
1978 

ラット 
雄 8 匹、雌

16 匹/群 

3 世代試験 
経口 
(混餌) 

3 世代試験 
 

ほう素として 0、117、350、
1,170 ppm (0、5.9、17.5、
58.5 mg B/kg/日相当) 

1,170 ppm: 
精巣萎縮、排卵数減少、妊

娠せず 
 
1,170 ppm 群の雌と対照群の

雄との交配で、妊娠みられ

ず 

Weir & Fisher, 
1972 

太字はリスク評価に用いたデータを示す 

 

 

8.3.6 遺伝毒性 

ほう素及びその化合物の遺伝毒性試験結果を表 8-7 に示す。 

 

a. in vitro 

a-1. 突然変異 

ほう酸 

ネズミチフス菌を用いた復帰突然変異試験で、S9 の添加の有無にかかわらず陰性であった 

(Benson et al., 1984; Haworth et al., 1983; U.S. NTP, 1987)。 

マウスリンパ腫細胞 L5178Y (TK+/-) を用いた遺伝子突然変異試験では、S9 の添加の有無に

かかわらず陰性であった (McGregor et al., 1988; U.S. NTP, 1987)。 

ほう砂 

ネズミチフス菌を用いた復帰突然変異試験で、S9 の添加の有無にかかわらず陰性であった 

(Benson et al., 1984)。 

動物培養細胞を用いた遺伝子突然変異試験は、チャイニーズハムスター肺線維芽細胞 (V79

細胞)、マウス胚線維芽細胞 C3H/10T1/2 及びヒト包皮線維芽細胞を用いて S9 無添加で行われて

おり、いずれの細胞においても陰性であった (Landolph, 1985)。 
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a-2. 染色体異常 

ほう酸 

チャイニーズハムスター卵巣線維芽細胞 (CHO 細胞) を用いた染色体異常試験で、S9 の添加

の有無にかかわらず陰性であった (U.S. NTP, 1987)。 

 

a-3. DNA 損傷 

ほう酸 

CHO 細胞を用いた姉妹染色分体交換 (SCE) 試験で、S9 の添加の有無にかかわらず陰性であ

った (U.S. NTP, 1987)。 

過ほう酸ナトリウム 

大腸菌を用いて S9 無添加で行われた DNA 損傷試験で、陽性であった (Rosenkranz, 1973)。 

 

a-4. その他 

ほう砂 

マウス胚線維芽細胞 C3H/10T1/2 を用いて S9 無添加で行われた形質転換試験で、陰性であっ

た (Landolph, 1985)。 

 

b. in vivo 

ほう酸 

マウスにほう酸 900～3,500 mg/kg を 2 日間投与後の骨髄細胞における小核試験で陰性であっ

た (O’Loughlin, 1991)。 

 

以上、ほう素及びその化合物の遺伝毒性については、主としてほう酸及びほう砂を用いた in 

vitro 試験で、突然変異性、染色体異常誘発性、DNA 損傷性が調べられており、ほとんどの試

験で陰性であること、また、ほう酸は in vivo の小核試験で陰性であることから、遺伝毒性を有

さない物質と判断する。 

 

表 8-7 ほう素及びその化合物の遺伝毒性試験結果 

 試験系 試験材料 処理条件 用量 
結果 

－S9 +S9 
文献 

ほう酸 
ネズミチフス菌 
TA98、TA100、TA1535、
TA1537 

プレインキュベ

ーション法 
ラット S9、ハム

スターS9 

3.3-20,000 
μg/plate 

－     － 

Haworth et 
al., 1983 

ネズミチフス菌 
TA98、TA100、TA1535、
TA1537 

プレインキュベ

ーション法 
ラット S9 

33-1,820 
μg/plate 

－     － 
U.S. NTP, 
1987 

in 
vitro 

復帰突然

変異試験 

ネズミチフス菌 
TA98、TA100 

プレインキュベ

ーション法 
ラット S9 

0.01-100 
μg/plate 

 
－     － 

Benson et 
al., 1984 
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 試験系 試験材料 処理条件 用量 
結果 

－S9 +S9 
文献 

遺伝子突

然変異試

験 

マウスリンパ腫細胞

L5178Y/TK+/- 
ラット S9 

1,000-5,000 
μg/mL 

－     － 

McGregor et 
al., 1988; 
U.S. NTP, 
1987 

染色体異

常試験 
CHO 細胞 ラット S9 500-2,000 

μg/mL －     － 
U.S. NTP, 
1987 

 

姉妹染色

分体交換 
(SCE) 試

験 

CHO 細胞 ラット S9 200-500 
μg/mL 

－     － 

U.S. NTP, 
1987 

in 
vivo 

小核試験 マウス 
骨髄細胞 

経口投与 
2 日間 

900-3,500 
mg/kg － 

O’Loughlin, 
1991 

ほう砂 
復帰突然

変異試験 
ネズミチフス菌 
TA98、TA100 

プレインキュベ

ーション法 
ラット S9 

0.01-100 
μg/plate 

 
－     － 

Benson et 
al., 1984 

チャイニーズハムス

タ ー 肺 線 維 芽 細 胞

(V79 細胞) 

 
400-3,200 
μg/mL 

－    ND 
Landolph, 
1985 

マウス胚線維芽細胞

C3H/10T1/2 
 400-1,600 

μg/mL 
－    ND 

Landolph, 
1985 

遺伝子突

然変異試

験 

ヒト包皮線維芽細胞  800-3,200 
μg/mL 

－    ND 
Landolph, 
1985 

in 
vitro 

形質転換

試験 
マウス胚線維芽細胞

C3H/10T1/2 
 800-3,200 

μg/mL 
－    ND 

Landolph, 
1985 

過ほう酸ナトリウム 

in 
vitro 

DNA 損傷

試験 
大腸菌 W3110 (polA1
＋)、P3478 (polA1－) 

生育阻止円法 0.0033 
μmole 

＋    ND 
Rosenkranz, 
1973 

+: 陽性、－: 陰性 
CHO 細胞: チャイニーズハムスター卵巣線維芽細胞 

 

 

8.3.7 発がん性 

ほう素及びその化合物の実験動物に対する発がん性試験結果を表 8-8 に示す。 

ほう酸 

雌雄の B6C3F1 マウス (7 週齢、1 群各 50 匹) にほう酸 0、2,500、5,000 ppm (雄; 0、66、192 mg 

B/kg/日、雌; 0、85、212 mg B/kg/日) を 103 週間混餌投与した試験で、投与に関連した腫瘍発

生率の増加はみられなかった (Dieter, 1994; U.S. NTP, 1987)。 

雌雄の SD ラット (1 群各 35 匹: 対照群、各 70 匹) にほう酸をほう素として 0、117、350、

1,170 ppm (0、5.9、17.5、58.5 mg B/kg/日相当) で 2 年間混餌投与した試験で、投与に関連した

腫瘍性変化はみられなかった (Weir and Fisher, 1972)。 

ほう砂 

雌雄の SD ラット (1 群各 35 匹: 対照群、各 70 匹) にほう砂をほう素として 0、117、350、

1,170 ppm (0、5.9、17.5、58.5 mg B/kg/日相当) で 2 年間混餌投与した試験で、投与に関連した

腫瘍性変化はみられなかった (Weir and Fisher, 1972)。 

メタほう酸ナトリウム 
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雌雄の ICR マウス (1 群各 54 匹) にメタほう酸ナトリウムをほう素として 0、5 ppm (0、0.95 

mg B/kg/日相当) で生涯飲水投与した試験で、投与に関連した腫瘍性変化はみられなかった 

(Schroeder and Mitchener, 1975)。 

 

以上、マウス及びラットにほう素化合物 (ほう酸、ほう砂、あるいはメタほう酸ナトリウム) 

を 2 年間ないしは生涯を通して経口投与した試験で、投与に関連した腫瘍性変化はみられてい

ない。 

 

ほう素及びその化合物の国際機関等での発がん性評価を表 7-9 に示す。 

IARC ではほう素及びその化合物の発がん性を評価していないが、ACGIH はほう酸及びほう

酸ナトリウムを A4 (ヒトに対して発がん性が分類できない物質) に分類している。 

 

表 8-8 ほう素及びその化合物の発がん性試験結果 
動物種等 投与方法 投与期間 投与量 結    果 文献 
ほう酸 
マウス 
B6C3F1 
雌雄 
各 50 匹/群 
7 週齢 

経口投与 
(混餌) 

103 週間 0、2,500、5,000 ppm
(雄 ; 0、 378、 1,099 
mg/kg/日、雌; 0、485、
1,211 mg/kg/日 : 雄 ; 
0、66、192 mg B/kg/
日、雌; 0、85、212 mg 
B/kg/日) 

投与に関連した腫瘍発生率の

増加なし 
Dieter, 1994; 
U.S. NTP, 1987

ラット 
SD 
雌雄 
35 匹 / 群 
(対照群、

各 70 匹) 

経口投与 
(混餌) 

2 年間 ほう素として 0、117、
350、1,170 ppm (0、
5.9 、 17.5 、 58.5 mg 
B/kg/日相当) 

投与に関連した腫瘍性変化な

し (著者らは腫瘍に関して何

ら記載していないが、U.S. NTP 
(1987) は発がん性なしと解釈

している) 

Weir & Fisher, 
1972 

ほう砂 
ラット 
SD 
雌雄 
35 匹 / 群 
(対照群、

各 70 匹) 

経口投与 
(混餌) 

2 年間 ほう素として 0、117、
350、1,170 ppm (0、
5.9 、 17.5 、 58.5 mg 
B/kg/日相当) 

投与に関連した腫瘍性変化な

し (著者らは腫瘍に関して何

ら記載していないが、U.S. NTP 
(1987) は発がん性なしと解釈

している) 

Weir & Fisher, 
1972 

メタほう酸ナトリウム 
マウス 
ICR 
雌雄 
54 匹/群 

経口投与 
(飲水) 

生涯 ほう素として 0、5 
ppm (0、0.95 mg B/kg/
日相当)  

投与に関連した腫瘍性変化な

し 
Schroeder & 
Mitchener, 
1975 

 

 

表 8-9 ほう素及びその化合物の国際機関等での発がん性評価 
機関/出典 分 類 分 類 基 準 

IARC (2005) － 発がん性について評価していない。 
ACGIH (2005) A4１) ヒトに対して発がん性が分類できない物質 
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日本産業衛生学会 (2005) － 発がん性について評価していない。 
U.S. EPA (2005b) － 発がん性について評価していない。 
U.S. NTP (2005) － 発がん性について評価していない。 
1) ほう酸及びほう酸ナトリウムについての分類 

 

 

8.4 ヒト健康への影響 (まとめ) 

ほう素及びその化合物の生体内運命については、ほう素、ほう酸、五ほう酸塩及び酸化ほう

素を用いて調べられている。経口投与されたほう素及びほう酸は速やかに吸収される。吸収さ

れたほう酸の一部は骨に分布、蓄積する傾向がある。血漿中ほう酸の消失半減期として 4.7～

21 時間の値が得られており、大半は数日以内に尿中に排泄される。吸入暴露されたほう素及び

酸化ほう素は、いずれも吸収され、尿中に排泄されるが、経皮投与されたほう酸は、水溶液と

して有傷皮膚に適用された場合を除き、ほとんど吸収されない。 

ほう素及びその化合物のヒトでの事例としては、ほう酸及びほう砂を経口摂取した成人及び

幼児で、嘔吐、発疹、皮膚の紅斑などが認められ、反復経口摂取した幼児では、さらに、けい

れんがみられている。また、ほう酸及びほう砂を含めたほう酸塩のダストに職業的に暴露され

たヒトで、眼刺激、鼻及び喉の乾き、鼻血、咽頭痛、及び咳などの気道刺激症状、息切れ症状

などがみられているが、呼吸機能への影響は認められていない。 

ほう素及びその化合物の実験動物に対する急性毒性に関しては、経口投与によるほう酸の

LD50 は、マウスで 3,450 mg/kg (603 mg B/kg)、ラットでは 2,660～5,140 mg/kg (465～898 mg B/kg) 

である。また、ほう砂に対する LD50 は、ラットで 3,490～6,080 mg/kg (396～690 mg B/kg) であ

り、ほう酸とほぼ同じ値を示す。毒性症状として、抑うつ (depression)、歩行失調、けいれん、

体温低下、及びチアノーゼ (violet-red color) がみられている。吸入暴露については、ラットに

おいて LC50 が得られており、三塩化ほう素及び三フッ化ほう素の蒸気で、それぞれ、2,541～

4,418 及び 371～387 ppm (1 時間)、三フッ化ほう素のエアロゾルで 1,210 mg/m3 (4 時間)、過ほ

う酸ナトリウムのダストで 74 mg/m3 超である。三フッ化ほう素の毒性症状として、ラッセル音、

喘ぎ呼吸、目脂、鼻汁、及び流涙がみられている。なお、調査した範囲内では、ほう素及びそ

の化合物の経皮による急性毒性に関する試験報告は得られていない。 

ほう素及びその化合物の実験動物に対する皮膚刺激性に関しては、ほう酸、ほう砂について

調べられており、いずれの化合物も刺激性を示す。 

ほう素及びその化合物の実験動物に対する感作性に関する報告は得られていない。 

ほう素及びその化合物の実験動物に対する経口投与による反復投与毒性に関しては、ほう酸

及びほう砂をマウス、ラット及びイヌに投与した試験が行われており、ともに標的器官は精巣

である。雌雄の SD ラットにほう酸及びほう砂をほう素として 0、117、350、1,170 ppm (0、5.9、

17.5、58.5 mg B/kg/日相当) で 2 年間混餌投与した試験で、1,170 ppm 群で投与 1 か月後あたり

から一般状態の変化 (被毛粗剛、背弯姿勢、四肢腹側の腫脹及び表皮剥離、眼瞼の炎症、眼脂

など)、体重増加抑制、ヘマトクリット値及びヘモグロビン量の減少がみられ、さらに雄では精

細管萎縮がみられることから、ほう酸及びほう砂の反復経口投与による NOAEL はほう素とし

て 350 ppm (17.5 mg B/kg/日相当) である。 
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吸入暴露による反復投与毒性に関しては、ラットに三フッ化ほう素のエアロゾルを 13 週間暴

露した試験で、17 mg/m3 でラッセル音、流涙、近位尿細管の壊死がみられているが、マウスに

ほう素 73 mg B/m3 を 6 週間、ラットに酸化ほう素のエアロゾル 77 mg/m3 を 24 週間暴露した試

験では、投与による影響はみられていない。 

ほう素及びその化合物の実験動物に対する生殖毒性については、ほう酸及びほう砂をマウス、

ラットに経口投与した試験が行われており、雄の受精能力の減退がみられている。ラットの雌

雄にほう酸及びほう砂をほう素として 0、117、350、1,170 ppm (0、5.9、17.5、58.5 mg B/kg/日

相当) で混餌投与した 3 世代試験で、1,170 ppm (58.5 mg B/kg/日相当) 群では妊娠がまったくみ

られていない。発生毒性については、ほう酸をマウス、ラット、ウサギに経口投与した試験が

行われており、胎児体重の減少、変異及び奇形の増加がみられている。雌の SD ラットにほう

酸 0、250、500、750、1,000、2,000 ppm (0、3.3、6.3～6.5、9.6～9.7、12.9～13.3、25.0～25.3 mg 

B/kg/日) を妊娠 0～20 日目に混餌投与した試験で、1,000 ppm 以上の群の胎児で体重減少、第

13 肋骨短縮及び波状肋骨がみられ、発生毒性に関する NOAEL は 750 ppm (9.6 mg B/kg/日) で

ある。 

ほう素及びその化合物の遺伝毒性に関しては、主としてほう酸及びほう砂について in vitro

試験で、突然変異性、染色体異常誘発性、DNA 損傷性が調べられており、ほとんどの試験で陰

性であること、また、ほう酸は in vivo の小核試験で陰性であることから、遺伝毒性を有さない

物質と判断する。 

ほう素及びその化合物の実験動物に対する発がん性に関しては、マウス及びラットにほう酸、

ほう砂、及びメタほう酸ナトリウムを 2 年間ないしは生涯を通して経口投与した試験で、投与

に関連した腫瘍性変化はみられていない。IARC ではほう素及びその化合物の発がん性を評価

していない。ACGIH は、ほう酸及びほう酸ナトリウムを A4 (ヒトに対して発がん性分類ができ

ない物質) としている。 

 

 

9．リスク評価 

 この章では、有害性評価によって得られた無影響濃度等 (NOEC、LC、EC) 及び無毒性量等 

(NOAEL、LOAEL)を、それぞれ暴露評価によって得られた推定環境濃度 (EEC)及びヒトの推定

摂取量で除した値である暴露マージン (MOE) と評価に用いた毒性試験データに関する不確実

係数積を比較することによりリスク評価を行う。 

 無影響濃度等及び無毒性量等については、選定した複数の化合物毎に得られた試験データの

うち、最も小さい値をリスク評価に用いる。一方、EEC 及びヒト推定摂取量については、様々

な化学形態のほう素の暴露が考えられるが、ほう素の合計濃度を用いて算出した値を用いる。 

 

9.1 環境中の生物に対するリスク評価 

環境中の生物に対するリスク評価は、水生生物を対象とし、その影響を 3 つの栄養段階 (藻

類、甲殻類、魚類) で代表させる。リスク評価は、無影響濃度等 (NOEC、LC、EC) を推定環

境濃度 (EEC) で除した値である暴露マージン (MOE) と、無影響濃度等として採用した試験デ

ータに関する不確実係数積を比較することにより行う。 
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9.1.1 リスク評価に用いる推定環境濃度 

本評価書では、ほう素の EEC として、利水目的類型 AA～C 水質基準点における河川水中濃

度の測定結果である 1,200μg B/L を採用した (6.2 参照)。 

 

9.1.2 リスク評価に用いる無影響濃度 

リスク評価に用いるほう素の水生生物に対する無影響濃度等を 表 9-1に示す。藻類、甲殻類、

魚類のうち、甲殻類・魚類については長期毒性試験結果 (Black et al., 1993; Lewis and Valemtine, 

1981) 、藻類については急性毒性試験結果 (Hickey et al., 1991)を用いる (7.参照)。 

これらの結果から、ほう素の環境中の水生生物に対するリスク評価に用いる無影響濃度とし

て、最小値であるほう酸の魚類のニジマスの受精卵に対する胚の致死を指標とした 87 日間

NOEC の 2.1 mg B/L (Black et al., 1993) を採用した (表 7-2 参照)。 

 
表 9-1  ほう素の水生生物に対する無影響濃度等 

生物レベ

ル 
化合物 生物種 エンドポイント 

濃度 
(mg B/L) 

文献 

藻類 Na2B4O7・H2O 
Selenastrum  
Capricornutum1)

(緑藻、ｾﾚﾅｽﾄﾗﾑ)

96 時間 EC50
 

生長阻害 (ﾊﾞｲｵﾏｽ)
15.4 

Hickey et al., 
1991 

甲殻類 H3BO3 
Daphnia magna
(ｵｵﾐｼﾞﾝｺ) 

21 日間 NOEC 
繁殖 

6 
Lews and  
Valemtine, 
1981 

魚類 H3BO3 
Oncorhynchus 
mykiss 
(ﾆｼﾞﾏｽ・受精卵)

87 日間 NOEC 
胚の致死 

2.1 
Black et al., 
1993 

1) 現学名: Pseudokirchneriella subcapitata 
太字はリスク評価に用いたデータを示す 

 

 

9.1.3 暴露マージンと不確実係数積の算出 

ほう素及びその化合物の環境中の水生生物に対する MOE を、魚類の 87 日間 NOEC の 2.1 mg 

B/L と測定結果より算出した 95 パーセンタイルである EEC 1,200μg B/L を用いて、以下のよ

うに算出した。また、3 つの栄養段階からそれぞれ採用した毒性試験データに関する不確実係

数積を求めた。 

   MOE＝NOEC / EEC 

     ＝2,100 (μg/L) / 1,200 (μg/L) 

＝1.8 

 

不確実係数: 室内試験の結果から野外での影響を推定するための不確実係数 (10) 

 2 つの栄養段階から 3 つの栄養段階を推定するための不確実係数 (5) 

不確実係数積: 50 
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9.1.4 環境中の生物に対するリスク評価結果 

表 9-2に示すように、MOE 1.8 は不確実係数積 50 より小さく、ほう素及びその化合物は現時点

では環境中の水生生物に悪影響を及ぼす可能性が示唆され、詳細な調査、解析及び評価等行う

必要がある候補物質である。 

なお、環境中において水生生物は様々な化学形態のほう素化合物に暴露されることが考えら

れるが、EEC の算出には河川水中に存在するほう素の合計濃度を用いている。一方で、リスク

評価に用いた無影響濃度は最も小さいほう酸の NOEC を採用している。そのため、本評価書で

は、ほう素及びその化合物の環境中の水生生物に対するリスクを大きく見積もっている可能性

がある。 

 

 
表 9-2 ほう素の環境中の生物に対するリスク評価結果 
EEC 

(μg B/L) 
NOEC 

(mg B/L) 
MOE 不確実係数積 

河川水中濃度 
 (AA-C 類型 , 
95 ﾊﾟｰｾﾝﾀｲﾙ) 

1,200 2.1 1.8 501） 

     1) 室内試験(10) × 2 栄養段階の長期毒性試験(5) 

 

 
9.2 ヒト健康に対するリスク評価 

ほう素及びその化合物のにおける定量的な健康影響データは限られているため、ヒト健康に

対するリスク評価には動物試験データを用いることとする (8.参照)。リスク評価は、実験動物

に対する無毒性量等 (NOAEL、LOAEL) を推定摂取量で除した値である MOE と、評価に用い

た毒性試験データに関する不確実係数積を比較することにより行う。 

 

9.2.1 リスク評価に用いるヒトの推定摂取量 

ほう素は、主に食物及び飲料水から、また大気を通じてヒトに摂取されると推定され、それ

ぞれの経路からの 1 日推定摂取量は 表 9-3に示す (6.4 参照)。 

経口経路のヒトの体重 1 kg あたりの 1 日推定摂取量 75μg/kg/日をヒト健康に対するリスク

評価に用いる。なお、大気中濃度が得られなかったため、吸入及び全経路のヒトの体重 1 kg あ

たりの 1 日推定摂取量は算出しない。 

 
表 9-3 ほう素の1日推定摂取量 

摂取経路 
摂取量推定に用いた採用

濃度の種類 

1 日推定摂取

量 
(μg B/人/日)

体重 1 kg あたりの 
1 日推定摂取量 

(μg B/kg/日) 
吸入 大気 －1) －2) －2) 

飲料水 
水道水浄水 

(最大値) 
1,200 

経口 
食物 

摂取量調査 
(最大値) 

2,570 
75 

全経路  (合計) －2) －2) 
1) 調査した範囲では摂取量推定に用いることができる大気中濃度は得られていない。 
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2) 算出せず 

 

 

9.2.2 リスク評価に用いる無毒性量 

ほう素及びその化合物の反復投与毒性に関しては、経口の投与経路で精巣に影響がみられて

いる。 

吸入経路における、ヒト健康への影響のリスク評価に必要な無毒性量を判断するに適切な動

物試験の報告は得られなかった。 

経口経路では、雌雄の SD ラットにほう酸及びほう砂を 2 年間混餌投与した試験の一般状態

の変化 (被毛粗剛、背弯姿勢、四肢腹側の腫脹及び表皮剥離、眼瞼の炎症、眼脂など)、体重増

加抑制、ヘマトクリット値及びヘモグロビン量の減少、雄の精細管萎縮を指標とした NOAEL 

17.5 mg B/kg/日相当(Weir and Fisher, 1972) を採用した (表 8-5 参照) 。 

生殖・発生毒性については、SD ラットにほう酸を妊娠 0～20 日目に混餌投与した発生毒性

試験における胎児の体重減少、第 13 肋骨短縮及び波状肋骨を指標とした発生毒性に関する

NOAEL 9.6 mg B/kg/日相当 (Price et al., 1996a) を採用した (表 8-6 参照) 。 

遺伝毒性に関しては、in vitro 試験で、突然変異性、染色体異常誘発性、DNA 損傷性が調べ

られており、ほとんどの試験で陰性であることから、遺伝毒性を有さない物質と判断する。発

がん性に関しては、マウス及びラットにほう酸、ほう砂、及びメタほう酸ナトリウムを 2 年間

ないしは生涯を通して経口投与した試験で、投与に関連した腫瘍性変化はみられていない。

IARC はほう素及びその化合物の発がん性を評価していない。 

 

なお、IPCS 及び米国 EPA では、経口暴露による有害性評価に、どちらも妊娠 0～20 日目の

ラットに対する混餌投与試験 (Heindel et al., 1992; Price et al., 1996a) で児動物の発生毒性 (胎

児体重減少) を指標として、それぞれ、NOAEL 9.6 mg B/kg/日、BMDL05 (ベンチマーク用量の

95％信頼下限値) 10.3 mg B/kg/日と異なる無毒性量を用いている。 

 

9.2.3 暴露マージンと不確実係数積の算出 

ほう素は、ヒトに対して吸入と経口の暴露経路からの摂取が推定されるが、吸入暴露で評価

できる試験データが無く、吸入経路の摂取量も算出できなかったため、経口経路における反復

投与毒性及び生殖・発生毒性に関する MOE を算出した。 

 

a. 反復投与毒性に対する暴露マージンと不確実係数積 

a-1 経口経路 

SD ラットに、ほう酸及びほう砂を 2 年間混餌投与した試験における NOAEL 17.5 mg B/kg/日

を用いて、以下のように算出した。 

   MOE＝ＮOAEL の換算値 / ヒト体重 1 kg あたりの 1 日推定経口摂取量 

      ＝17,500 (μg B/kg/日) / 75 (μg B/kg/日) 

      ＝230 

不確実係数: 動物とヒトの種差についての不確実係数 (10) 
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個人差についての不確実係数 (10) 

不確実係数積: 100 

 

b. 生殖・発生毒性に対する暴露マージンと不確実係数積 

b-1 経口経路 

SD ラットに、ほう酸を妊娠 0～20 日目に混餌投与した試験における発生毒性に関する

NOAEL 9.6 mg B/kg/日を用いて、以下のように算出した。 

   MOE＝ＮOAEL の換算値 / ヒト体重 1 kg あたりの 1 日推定経口摂取量 

      ＝9,600 (μg B/kg/日) / 75 (μg B/kg/日) 

      ＝130 

不確実係数: 動物とヒトの種差についての不確実係数 (10) 

個人差についての不確実係数 (10) 

不確実係数積: 100 

 

9.2.4 ヒト健康に対するリスク評価結果 

表 9-4に示すように、ほう素及びその化合物の一般毒性の経口経路及び生殖・発生毒性の経口

経路に対するMOE 230、130 は、不確実係数積 100、100 より大きく、現時点ではヒト健康に悪

影響を及ぼすことはないと判断する。 

 
表 9-4 ほう素のヒト健康に対するリスク評価結果 

毒性 摂取経路 

体重 1 kg あたり

の 
1 日推定摂取量 

(μg B/kg/日) 

NOAEL 
(mg B/kg/日) 

MOE 不確実係数積

吸入 －1) －2) －3) －3) 

一般毒性 
経口 75 17.54) 230 100 

生殖・発生 
毒性 

経口 75 9.65) 130 100 

1) 調査した範囲では摂取量推定に用いることができる大気中濃度は得られていない。 
2) 調査した範囲では影響を適切に評価できる試験は得られていない 
3) 算出せず 
4) ほう酸及びほう砂のデータを用いた。 
5) ほう酸のデータを用いた。 

 

 

9.3 まとめ 

環境中の水生生物に対する影響については、MOE が不確実係数積より小さく、現時点では環

境中の水生生物に悪影響を及ぼす可能性が示唆され、詳細な調査、解析及び評価等行う必要が

ある候補物質である。 

なお、環境中において水生生物は様々な化学形態のほう素化合物に暴露されることが考えら

れるが、EEC の算出には河川水中に存在するほう素の合計濃度を用いている。一方で、リスク

評価に用いた無影響濃度は最も小さいほう酸の NOEC を採用している。そのため、本評価書で

は、ほう素及びその化合物の環境中の水生生物に対するリスクを大きく見積もっている可能性
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がある。 

ヒト健康（経口経路）に対しては、MOE が不確実係数積より大きく、現時点ではヒト健康に

悪影響を及ぼすことはないと判断する。 
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