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1．化学物質の同定情報 

1.1 物質名 : ブロモメタン 

1.2 化学物質審査規制法官報公示整理番号 : 2-39 

1.3 化学物質排出把握管理促進法政令号番号 : 1-288 

1.4 CAS登録番号 : 74-83-9 

1.5 構造式 

C

H

H

H Br

 

1.6 分子式 : CH3Br 

1.7 分子量 : 94.94 
 

 

2．一般情報 

2.1 別 名 

臭化メチル 
 

2.2 純 度 

99%以上 (一般的な製品) 

98%以上 (土壌くん蒸剤)    (化学物質評価研究機構, 2005) 
 

2.3 不純物 

臭化水素、クロロメタン    (化学物質評価研究機構, 2005) 
 

2.4 添加剤または安定剤 

無添加 (一般的な製品)  

トリクロロニトロメタン  (2%) または酢酸ペンチル  (0.3%) (土壌くん蒸剤の臭い付け)

       (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 
化学物質排出把握管理促進法：第一種指定化学物質 

化学物質審査規制法：指定化学物質 (第二種監視化学物質) 

消防法：貯蔵等の届出を要する物質 

毒劇物取締法：劇物 

労働基準法：疾病化学物質 

労働安全衛生法：特定化学物質等 (第二類物質)、危険物可燃性のガス、名称等を表示すべ

き危険物及び有害物、名称等を通知すべき危険物及び有害物、変異原性

が認められた既存化学物質、作業環境評価基準 管理濃度 5 ppm 
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船舶安全法：高圧ガス (トリクロロニトロメタン注 1)の含有率が 2%を超えないもの) 

航空法：輸送禁止 

港則法：高圧ガス 

農薬取締法：登録農薬 (殺虫剤、殺菌剤) 

食品衛生法：くん蒸剤 

オゾン層保護法：特定物質注 2) 

高圧ガス保安法：液化ガス、可燃性ガス、毒性ガス 

 
注 1：化学物質排出把握管理促進法：第一種指定化学物質 (政令号番号：1-214) 

別名：クロロピクリン 
注 2：オゾン破壊係数 (トリクロロフルオロメタンを基準としたオゾン層破壊力の質量あたりの相当

量) = 0.6 
検疫・農業用のくん蒸剤などの用途及び不可欠用途 (技術的・経済的に適当な代替手段がなく、

かつ、ブロモメタンを使用できなくなることにより著しい損害がある用途) を除き、先進国 (我
が国も含まれる) では、ブロモメタンの使用が禁止されている。 

 

 

3．物理化学的性状 

外 観：無色気体       (Merck, 2001) 

融 点：-93.66℃       (Merck, 2001) 

沸 点：3.56℃       (Merck, 2001) 

引 火 点：特定条件下では燃焼     (IPCS, 1999) 

なし (不燃性)       (Merck, 2001) 

発 火 点：537℃           (IPCS, 1999 ; NFPA, 2002) 

爆 発 限 界：10～16.0 vol % (空気中)         (IPCS, 1999 ; NFPA, 2002) 

比   重：1.730 (0℃/4℃) (液化ガス)     (Merck, 2001) 

            3.974 g/L (20℃) (気体)     (Merck, 2001) 

蒸 気 密 度：3.27 (空気 = 1、計算値) 

蒸 気 圧：189 kPa (20℃)      (Merck, 2001) 

分 配 係 数：ｵｸﾀﾉｰﾙ/水分配係数 log Kow = 1.19 (測定値)、1.18 (推定値)   

(SRC:KowWin , 2005) 

解 離 定 数：解離基なし 

スペクトル：主要マススペクトルフラグメント 

m/z 15 (基準ピーク= 1.0)、94 (0.92)、96 (0.80)    (NIST, 1998) 

吸 脱 着 性：土壌吸着係数 Koc = 14 (推定値)           (SRC:PcKocWin, 2005) 

溶 解 性：水：17.5 g/L (20℃)注)      (Merck, 2001) 

アルコール、クロロホルム、エーテル：混和   (Merck, 2001) 

 注：4℃以下では、結晶性の水和物 (CH3Br･20H2O) を生じる。 (Merck, 2001) 

ﾍ ﾝ ﾘ ｰ定 数：632 Pa･m3/mol (6.24×10-3 atm･m3/mol) (25℃、測定値)   (SRC:HenryWin, 2005) 

換 算 係 数：(気相、20℃) 1 ppm = 3.95 mg/m3、1 mg/m3 = 0.253 ppm (計算値) 
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4．発生源情報 
4.1 製造・輸入量等 

ブロモメタンの 2000 年度から 2003 年度までの製造・輸入量は、1,926 トン、837 トン、2,804

トン、854 トンと報告されている (経済産業省, 2002,2003a,b,2004)。 

また、1999 年から 2004 年までの 6 年間の輸出量は、11 トン、5 トン、53 トン、118 トン、

285 トン、416 トンとなっている (財務省, 2005)。 

農薬要覧によると、農薬原体としてのブロモメタンの 2000 農薬年度から 2004 農薬年度まで

の 5 年間の生産数量、輸入数量等は表 4-1 のとおりであった (日本植物防疫協会, 2002-2005)。

生産数量、輸入数量ともに経年的に減少している。 

 

表 4-1 ブロモメタンの生産・輸入数量 1) (トン) 
農薬年度 2) 2000 2001 2002 2003 2004 
生産数量 3) 6,001 4,702 4,056 3,161 2,466 
輸入数量 647 347 317 85 159 

(生産数量、輸入数量: 日本植物防疫協会, 2002-2005) 
1) 農薬原体としての量である。小数点以下は四捨五入した。 
2) 農薬年度: (例) 2000 年農薬年度: 1999 年 10 月～2000 年 9 月 
3) 生産数量には輸出数量が含まれる。 

 

 

4.2 用途情報 

ブロモメタンは、主にくん蒸剤として食料の検疫や土壌消毒に用いられている。また、その

他に有機合成原料としての用途もある (化学工業日報社, 2005)。 

ブロモメタンくん蒸剤としての 1999 農薬年度から 2003 農薬年度までの 5 年間の生産数量等

を表 4-2 に示す (日本植物防疫協会, 2002-2005)。くん蒸剤中のブロモメタンの割合は、検疫用

で 98%もしくは 99.5%、その他で 98～99.5%である (日本植物防疫協会, 2005)。 

 

表 4-2 ブロモメタンくん蒸剤の生産数量及び国内出荷数量 (トン) 
用途 農薬年度 2000 2001 2002 2003 2004 

生産数量 2) 1,662 1,424 1,297 1,453 1,316 
検疫用 

国内出荷数量 1,625 1,534 1,427 1,432 1,319 
生産数量 2) 4,325 3,249 2,730 1,795 1,166 

その他 1) 
国内出荷数量 4,040 3,204 2,663 1,602 1,506 

(日本植物防疫協会, 2002-2005) 
1) 農薬要覧での「臭化メチルくん蒸剤 (農薬コード 10470)」を「その他」とした。 
2) 生産数量には輸出量が含まれる。 

 

 

その他のブロモメタンくん蒸剤の国内出荷数量は、経年的に減少している。これは、ブロモ

メタンがモントリオール議定書によって、オゾン層破壊物質に指定され、1991 年を基準年とし

て 2005 年に 100%削減することが求められているためである。なお、検疫用くん蒸剤のほか、

出荷前処理、緊急処理などの不可欠用途に用いられるブロモメタンは、規制対象外とされてい
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る。2005 年の国内のブロモメタンの不可欠用途消費量として、748 トンが認められている 

(UNEP, 2005; 環境省, 2005a,b)。 

 

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」と言う。) によ

ると、ブロモメタンは 1 年間に全国合計で届出事業者から大気へ 559 トン、公共用水域へ 10 kg

排出され、廃棄物として 23 トン移動している。土壌への排出、下水道への移動はない。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 1,203 トン、非対象業種から 1,463 トンの排

出量が推計されている。家庭及び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、ブロモメタンの届出対象業種別の排出量と移動量を表 4-3

に示す (経済産業省, 環境省, 2005a,b)。 

届出対象業種からのブロモメタンの排出量のうち、ほとんどは届出対象業種の届出外事業者

によるブロモメタンくん蒸剤使用に伴う環境への排出である。排出量推計手法では「その他」

に分類されているものは、くん蒸施設からの排出と考えられる。 

 

表 4-3 ブロモメタン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 1) 

割合 

(%) 

その他 2) 

(農薬：くん蒸剤) 
－ － － － － 1,203 1,203 68 

化学工業 251 ＜0.01 0 23 0 － 251 14 

倉庫業 221 0 0 0 0 － 221 13 

食料品製造業 77 0 0 0 0 － 77 4 

プラスチック 

製品製造業 
6 0 0 0 0 － 6 0 

飲料・たばこ・ 

飼料製造業 
3 0 0 0 0 － 3 0 

合計 1) 559 ＜0.01 0 23 0 1,203 1,762 100 

(経済産業省, 環境省, 2005a,b) 
1) 四捨五入のため、表記上、合計が合っていない場合がある。 
2) 届出外排出量は、くん蒸施設からの排出と考えられる。 
0.01 トン未満の排出量及び移動量はすべて「＜0.01」と表記した。 
－: 届出なしまたは推計されていない。 
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b. 非対象業種、家庭及び移動体からの排出量 

ブロモメタンの非対象業種からの排出量を表 4-4 に示す (経済産業省, 環境省, 2005b)。 

ブロモメタンは、非対象業種の事業者から農薬として環境中へ 1,463 トンの排出量があると

推計されている (経済産業省, 環境省, 2005b)。なお、倉庫業等で用いられる農薬としてのブロ

モメタン使用に伴う環境への排出は、対象業種に該当する (4.3.1a 参照)。 

また、家庭及び移動体からの排出について、ブロモメタンは推計対象となっていない (経済

産業省, 環境省, 2005b)。 

 

表 4-4 ブロモメタンの非対象業種からの排出量 (2003 年度実績) (トン/年) 
排出区分 排出量 (推計) 

非対象業種 農薬 1,463 
合計 1,463 

(経済産業省, 環境省, 2005b) 

 

 

4.3.2 その他の排出源 

ブロモメタンは海岸で高濃度となることがあるが、この排出源は明らかでなく、海水中にお

ける昆布の一種 (Laminaria digitata) による臭化物イオンとヨウ化メチルの生合成と関連して

いるとの報告がある (GDCh BUA, 1987; IPCS, 1995)  

 

4.4 環境媒体別排出量の推定 

各排出源におけるブロモメタンの環境媒体別排出量を表 4-5 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倉庫業の大気、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は、その用途が土壌くん蒸剤であることから、すべ

て土壌への排出と仮定した。 

以上のことから、ブロモメタンは、1 年間に全国で、大気へ 1,762 トン、公共用水域へ 10 kg、

土壌へ 1,463 トン排出されると推定した。 

ただし、廃棄物としての移動量については、各処理施設における処理後の環境への排出を考

慮していない。 

 

表 4-5 ブロモメタン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 559 ＜0.01 0 
対象業種届出外 1) 1,203 0 0 
非対象業種 1) 農薬 0 0 1,463 

合計 1,762 ＜0.01 1,463 
(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、用途から推定した。 
0.01 トン未満の排出量はすべて「＜0.01」と表記した。 
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また、公共用水域への排出量 10 kg については、すべて海域への排出として届け出られてい

る (経済産業省, 2005)。 

 

4.5 排出シナリオ 

2003 年におけるブロモメタンの製造段階における大気への排出量は、193 トンである (日本

化学工業協会, 2005)。 

また、ブロモメタンの使用段階での排出については、くん蒸剤に使用されているという用途

情報及び 2003 年度 PRTR データ等から判断して、その多くは、くん蒸剤使用施設からの大気へ

の排出と考えられる。他にも、2003 年度には、農業で土壌をくん蒸する際に土壌へ排出してい

たと考えられる。なお、2005 年度には土壌くん蒸剤としてのブロモメタンの使用は、不可欠用

途 748 トンを除いて禁止されている。 

 

 

5．環境中運命 

5.1 大気中での安定性 

ブロモメタンは、常温では気体であり (3 章参照)、天然由来のものが大気中には存在し (4.3.2

参照)、人為的な発生源からも大気中に排出されると推定されている (IPCS, 1999)。大部分は対

流圏大気中に留まり、一部分は対流圏大気から成層圏大気に移行すると推定される。成層圏大

気中において、ブロモメタンは、太陽光の紫外線により分解されて臭素原子を生成し、連鎖反

応により 1 個の臭素原子が数万個のオゾン分子と反応する (5.1 d 参照)。なお、オゾン層保護法

ではブロモメタンのオゾン層破壊係数を 0.6 (2.5 参照) としている。 

 

a. OH ラジカルとの反応性 

対流圏大気中では、ブロモメタンと OH ラジカルとの反応速度定数が 4.02×10-14cm3/分子/秒  

(25℃、測定値) である (SRC:AopWin, 2005)。OH ラジカル濃度を 5×105～1×106 分子/cm3 と

した時の半減期は 0.5～1 年と計算される。 

 

b. オゾンとの反応性 

調査した範囲内では、対流圏大気中でのブロモメタンとオゾンとの反応性に関する報告は得

られていない。 

 

c. 硝酸ラジカルとの反応性 

対流圏大気中では、ブロモメタンと硝酸ラジカルとの反応速度定数が 1.57×10-17cm3/分子/秒 

(25℃、測定値) である (SRC:AopWin, 2005)。硝酸ラジカル濃度を 2.4×108～2.4×109 分子/cm3 (10

～100 ppt) とした時の半減期は 0.6～6 年と計算される。 
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d.  直接光分解性 

ブロモメタンは、対流圏大気中では 290 nm 以上の光を吸収しないので、直接光分解は起こ

らないと考えられる (Robbins, 1976)。 

 

5.2 水中での安定性 

5.2.1 非生物的分解性 

水中では、ブロモメタンは、主に加水分解反応により分解する。反応速度定数は、25℃、pH7

では 4.1×10-7秒-1 (Mabey and Mill, 1978) 及び 3×10-7秒-1 (Castro and Belser, 1981) との報告がある。

これらの反応速度定数から計算される半減期は、20 日及び 27 日である。加水分解生成物は、

メタノールと臭化物イオンである (Castro and Belser, 1981)。20～30℃の海水中では、ブロモメ

タンは、1 日あたり 8～42%分解される。分解速度は、海水 (塩化物イオンが存在する場合) 中

では、淡水中の場合と比較して約 6.5 倍である (Butler and Rodriguez, 1996)。 

ブロモメタンは土壌くん蒸剤としての用途 (2.4 及び 4.2 参照) があるので、参考までに土壌

中での安定性についても言及する。土壌中では、ブロモメタンは土壌に含まれる有機物と反応

して臭化物に転換される。生成された臭化物の大部分が水に溶解し、植物に取り込まれるか、

水の浸出により下層土壌に移行する (IPCS, 1999)。未反応のブロモメタンは、土壌中から大気

中へ速やかに移行する (U.S. NLM:HSDB, 2005)。 

 

5.2.2 生分解性 

ブロモメタンは、クローズドボトルを用いた化学物質審査規制法に基づく好気的生分解性試

験では、被験物質濃度 5.01 mg/L、活性汚泥 1 滴/L、試験期間 4 週間の条件において、生物化学

的酸素消費量 (BOD) 測定での分解率は 17 %である。一方、被験物質濃度 10 mg/L、活性汚泥 1

滴/L、試験期間 4 週間の条件において、BOD 測定での分解率は 15 %である。これらのことより、

難分解性と判定されている (通商産業省, 1991)。ブロモメタンは土壌くん蒸剤として使用され

ており (2.4及び 4.2参照)、微生物に対して毒性を示すので、微生物分解され難いと推定される。

しかし、ブロモメタンは、海洋に生息する Nitrococcus oceanus、土壌に生息する Nitrosomonas 

europaea や  Nitrosolobus multiformis といった硝化細菌によって分解されるとの報告がある 

(Rasche et al., 1990)。 

嫌気的な底質中では、ブロモメタンは、遊離の硫化物と反応してメタンチオールを生じる。

更に、化学的反応及び微生物による反応で硫化ジメチルを生じるとの報告がある (Miller et al, 

1997)。嫌気的な条件下では脱臭素化反応 (または脱メチル化反応) が起きている。 

以上のことから、ブロモメタンは好気的条件では生分解され難いが、硝化細菌により生分解

される可能性がある。また、嫌気的な条件下では脱臭素化 (または脱メチル化) され、他の化学

物質に変換される可能性がある。 

 

5.2.3 下水処理による除去 

調査した範囲内では、ブロモメタンの下水処理による除去に関する報告は得られていない。 
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5.3 環境水中での動態 

ブロモメタンは、常温・常圧では気体であり、蒸気圧は 189 k Pa (20℃)、水に対する溶解度

は 17.5 g/L (20℃) であり、ヘンリー定数は 632 Pa･m3/mol (25℃) (3 章参照) であるので、水中か

ら大気への移行性は高いと推定される。ヘンリー定数を基にした水中から大気中へのブロモメ

タンの移行については、水深 1 m、流速 1 m/秒、風速 3 m/秒のモデル河川での半減期は 1.0 時

間で、また、水深 1 m、流速 0.05 m/秒、風速 0.5 m/秒のモデル湖水での半減期は 3.9 日と見積

もられている (Lyman et al., 1990)。 

ブロモメタンの土壌吸着係数 Koc の値は 14 (3 章参照) であるので、水中の懸濁物質及び底質

には吸着され難いと推定される。 

以上のこと及び 5.2 の結果より、環境水中にブロモメタンが排出された場合は、好気的条件

下では生分解により除去され難いが、硝化細菌による生分解により除去される可能性がある。

また、加水分解による除去も推定される。嫌気的な条件下では脱臭素化 (または脱メチル化) さ

れ、他の化学物質に変換される可能性がある。 

ブロモメタンは生分解や加水分解にによる除去も考えられるが、揮散による大気への移行が

大きいと推定される。 

 

5.4 生物濃縮性 

調査した範囲内では、ブロモメタンの生物濃縮係数 (BCF) の測定値に関する報告は得られて

いない。しかし、ブロモメタンのオクタノール/水分配係数 log Kow は 1.08 (3 章参照) である

ことから、化学物質審査規制法では濃縮性がないまたは低いと判定されている  (通商産業省, 

1991)。なお、ブロモメタンの BCF は log Kow が 1.08 であることから 1.4 と計算される (SRC: 

BcfWin, 2005)。 

 

 

6．環境中の生物への影響 

6.1 水生生物に対する影響 

6.1.1 微生物に対する毒性 

調査した範囲内では、ブロモメタンの微生物に関する試験報告は得られていない。 

 

6.1.2 藻類に対する毒性 

ブロモメタンの藻類に対する毒性試験結果を表 6-1 に示す。 

淡水緑藻のセネデスムス及びクロレラを用いた生長阻害試験について報告されている。生長

速度より算出したセネデスムスでの 48 時間 EC50 は 3.2 mg/L、クロレラでの 48 時間 EC50 は 5 

mg/L であった (Canton et al., 1980) が、これらのデータは原著が入手できず、試験の信頼性を

確認できないが、OECD ではブロモメタンの揮発性を考慮して、適切な濃度を維持させるため

にヘッドスペースのない揮発性容器を用いて試験を実施する必要があるとしている 

(OECD/UNEP/WHO/ILO, 2001)。 

海産種についての試験報告は得られていない。 
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表 6-1 ブロモメタンの藻類に対する毒性試験結果 
生物種 試験 

方式 
温度 
(℃) 

エンドポイント 濃度 
(mg/L) 

文献 

淡水 
Scenedesmus 
quadricauda 
(緑藻、ｾﾈﾃﾞｽﾑｽ) 

止水 
NEN1)  

24 
 

48 時間 EC50 生長阻害 
 生長速度 

3.2 
(m) 

Canton et al., 1980 

Chlorella 
pyrenoidosa 
(緑藻、ｸﾛﾚﾗ) 

止水 
NEN1)  

24 
 

48 時間 EC50 生長阻害 
 生長速度 

5 
(m) 

Canton et al., 1980 

(m): 測定濃度 
1) オランダ規格協会 (Netherlands Normalistie Institute) テストガイドライン 

 

 

6.1.3 無脊椎動物に対する毒性 

ブロモメタンの無脊椎動物に対する毒性試験結果を表 6-2 に示す。 

無脊椎動物に対する急性毒性については、淡水種として甲殻類のオオミジンコを用いた報告

があり、ブロモメタンの揮発性を考慮した 48 時間 EC50 (遊泳阻害) は 2.6 mg/L (Wildlife 

International Report, 1993b) であった。同じオオミジンコに対する 48 時間 EC50 が 2 mg/L であっ

たという報告もある (Canton et al., 1980)。これらはいずれも原著が入手できず、試験の信頼性

を確認できないが、OECD では信頼性のあるデータとして前者を評価していることから 

(OECD/UNEP/WHO/ILO, 2001)、本評価書では信頼性の確認されたデータであると判断して 2.6 

mg/L を 小値と評価する。 

調査した範囲内では、ブロモメタンの長期毒性及び海産種に関する試験報告は得られていな

い。 

 

表 6-2 ブロモメタン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/L) 
文献 

急性毒性 淡水 
生後 

24 時間

以内 

U.S.EPA 
GLP 
止水 
密閉 

20±1
 

140-186 
 

8.5-
8.6

 

48 時間 EC50 

遊泳阻害 

48 時間 NOEC 
遊泳阻害、致死 

2.6 
 

1.2 
(m) 

Wildlife 
Inter- 
national 
Report, 
1993b 

Daphnia magna 
(甲殻類、 
ｵｵﾐｼﾞﾝｺ) 
 

生後 
24 時間

以内 

止水 
閉鎖系 

19 209.4 8.2 48 時間 LC50 

48 時間 EC50 

遊泳阻害 

2.2 
2 

(m) 

Canton et 
al., 1980 

(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、密閉: 試験容器上端まで試験

液を満たしてヘッドスペースはない状態 

 

 

6.1.4 魚類に対する毒性 

ブロモメタンの魚類に対する毒性試験結果を表 6-3 に示す。 

淡水魚としてはコイ、メダカ、グッピー、ブルーギル、ニジマスに関する急性毒性データが

ある。このうちブロモメタンの揮発性を考慮した 96 時間 LC50 は、ニジマスに対する 3.9 mg/L
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であった (Wildlife International Report, 1993a)。また、メダカに対する 96 時間 LC50 が 0.7 mg/L、

グッピーに対する 96 時間 LC50 が 0.8 mg/L であったとの報告もある (Canton et al., 1980) 。これ

らのデータは原著が入手できず、試験の信頼性を確認することができないが、OECD では信頼

性のあるデータとしてニジマスのデータを評価していることから  (OECD/UNEP/WHO/ILO, 

2001)、本評価書では信頼性の確認されたデータであると判断して 3.9 mg/L を 小値と評価す

る。 

海産種としてはインランドシルバーサイドに関する急性毒性報告があり、96 時間 LC50 は 12 

mg/L であった (Dawson et al., 1975/77) が、この報告ではブロモメタンの揮発性について考慮さ

れていない。 

長期毒性については、淡水魚としてメダカ及びグッピーに関する報告がある。3 か月間での

NOEC (NOLC) は 0.1～0.32 mg/L であった (Wester et al., 1988)。しかし、これらの報告は試験

方式や試験条件が明確ではなく、また試験結果も設定濃度により算出されていることから、信

頼性は低いと判断されている (OECD/UNEP/WHO/ILO, 2001)。 

調査した範囲内では、ブロモメタンの海水魚の長期毒性に関する試験報告は得られていない。 

 

表 6-3 ブロモメタン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/L) 
文献 

急性毒性 淡水 
Cyprinus carpio 
(ｺｲ) 

8 g 
5-7 月齢

 

止水 
閉鎖系 
助剤 1) 

22 ND ND 4 時間 LC50 17 
(m) 

Segers et 
al., 1984 

Oryzias latipes 
(ﾒﾀﾞｶ) 

ND 半止水 
閉鎖系 

23 209.4 8.2 96 時間 LC50 0.7 
(m) 

Poecilia 
reticulate 
(ｸﾞｯﾋﾟｰ) 

21-28 
日齢 

半止水 
閉鎖系 

23 209.4 8.2 96 時間 LC50 0.8 
(m) 

Canton et 
al., 1980 

Lepomis 
macrochirus 
(ﾌﾞﾙｰｷﾞﾙ) 

33-75 
mm 

止水 23 55 7.6-
7.9

96 時間 LC50 11 
(n) 

 

Dawson et 
al., 
1975/77 

Oncorhynchus 
mykiss 
(ﾆｼﾞﾏｽ) 

23 mm 
0.13 g 
幼魚 

U.S.EPA  
GLP 
止水 
密閉 

12±1
 

136 8.3 96 時間 LC50 

96 時間 LC0 

96 時間 NOEC 
症状 

3.9 
2.9 
1.9 
(m) 

Wildlife 
Inter- 
national 
Report, 
1993a 

急性毒性 海水 
Menidia 
beryllina 
(ｲﾝﾗﾝﾄﾞｼﾙﾊﾞｰｻ
ｲﾄﾞ、ﾄｳｺﾞﾛｳｲﾜ

ｼ科) 

40-100 
mm 

止水 20 人工海水 
(比重 1.018)

ND 96 時間 LC50 12 
(n) 

 

Dawson et 
al., 
1975/77 

長期毒性 淡水 
Oryzias latipes 
(ﾒﾀﾞｶ) 

受精卵 
(受精後

6 時間 
以内) 

半止水 
閉鎖系 
助剤 2) 

ND ND ND 3 か月間 NOEC 
行動、遊泳阻害、

成長 
3 か月間 NOLC3) 
致死 

0.32 
 
 

0.32 
(n) 

Wester et 
al., 1988 
 



 11

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/L) 
文献 

Poecilia 
reticulate 
(ｸﾞｯﾋﾟｰ) 

幼魚 
3-4 週齢

半止水 
閉鎖系 
助剤 2) 

ND ND ND 3 か月間 NOEC 
成長 (体重) 
3 か月間 NOLC3) 
致死 

0.1 
 

0.32 
(n) 

ND: データなし、(n): 設定濃度、(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、密閉: 試験容器上端まで試験液を満たしてヘッドスペースはない状態 
1) エタノール (360μL/L)、2) ジメチルスルホキシド (0.1 mL/L)､3) 全く死亡が観察されない濃度 

 

 

6.1.5 その他の水生生物に対する毒性 

調査した範囲内では、ブロモメタンのその他水生生物に関する試験報告は得られていない。 

 

6.2 陸生生物に対する影響 

6.2.1 微生物に対する毒性 

調査した範囲内では、ブロモメタンの微生物に関する試験報告は得られていない。 

 

6.2.2 植物に対する毒性 

ブロモメタンの植物に対する毒性試験結果を表 6-4 に示す。 

単子葉植物 (イネ、トウモロコシ)、双子葉植物 (レタス、ウォータークレス) を用いた試験

の報告がある。ブロモメタンのガス暴露によるイネ及びトウモロコシの発芽遅滞に関する

NOEC はそれぞれ 4 mg/L 及び 5 mg/L (Sittisuang and Nakakita, 1985) であり、またレタスでは 400 

mg/m3 において 72 時間の暴露により葉の黄変色がみられ、ウォータークレスでは 1,400 mg/m3

の暴露では可視的な影響は認められていない (Reichmuth and Noack, 1983)。 

 

表 6-4 ブロモメタンの植物に対する毒性試験結果 
生物種 試験条件 エンドポイント 濃度 (mg/L) 文献 

Oryza sativa  
(単子葉植物、ｲﾈ) 

ｶﾞｽ暴露 
水分 11% 
温度 25℃ 

NOEC 
発芽の遅滞 

4 

Zea mays 
(単子葉植物、ﾄｳﾓﾛｺｼ) 

ｶﾞｽ暴露 
水分 11-15% 
温度 25-35℃ 

NOEC 
発芽の遅滞 

5 

Sittisuang & 
Nakakita, 1985 
 

Lactuca sativa capitata 
(双子葉植物、ﾚﾀｽ) 

ND 72 時間 
葉の黄変色が発生 

400 mg/m3 

Nasturtium officinale 
(双子葉植物、ｳｫｰﾀｰｸﾚｽ)

ND 72 時間 
NOEC (可視的影響) 

1,400 mg/m3 

Reichmuth & 
Noack, 1983 
 

ND: データなし 

 

 

6.2.3 動物に対する毒性 

ブロモメタンの動物に対する毒性試験結果を表 6-5 に示す。 

鳥類 (ロードアイランド州赤メンドリ、ノーザンコリンウズラ) を用いた試験の報告がある。
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赤メンドリでは、800 mg/L/h 及び 2,000 mg/L/h でくん蒸された餌を摂取した結果、体重、卵の

重さ、卵の数では影響がみられなかったが、性成熟に対して僅かに影響がみられた (Cooper et 

al., 1978)。ノーザンコリンウズラの試験は U.S. EPA テストガイドライン 71-1 に準拠して実施

され、LD50 は 73 mg/kg、NOAEL は 31.3 mg/kg であった (Campbell and Beavers, 1994)。 

 

表 6-5 ブロモメタンの動物に対する毒性試験結果 
生物種 試験条件 エンドポイント 濃度  文献 

体重、卵

の重さ、

卵の数 

> 2,000 
mg/L/h  

Rhode Island Red Hen 
(鳥類、ﾛｰﾄﾞｱｲﾗﾝﾄﾞ州

赤ﾒﾝﾄﾞﾘ) 

餌をﾌﾞﾛﾓﾒﾀ

ﾝでくん蒸

(800 及び

2,000 
mg/L/h) 

NOEC 

性成熟 < 800 
mg/L/h 

Cooper et al., 1978 
 

Northern Bobwhite 
(鳥類、ﾉｰｻﾞﾝｺﾘﾝｳｽﾞﾗ) 

U.S.EPA 
GLP 

21 週齢 
168-218 g 
投与後 

14 日間観察 

LD50 

NOAEL 
致死 73 

31.3 
(mg/kg) 

(n) 

Campbell & Beavers, 1994 
 

(n): 設定濃度 

 

 

6.3 環境中の生物への影響 (まとめ) 

ブロモメタンの環境中の生物に対する毒性影響については、致死、遊泳阻害、生長阻害など

を指標とした試験報告がある。ブロモメタンの高い揮発性を考慮したヘッドスペースのない試

験系で得られたデータを信頼性のあるものと判断した。 

藻類の生長阻害については、調査した範囲内では信頼できる試験報告は得られていない。 

無脊椎動物の急性毒性については、甲殻類のオオミジンコに対する 48 時間 EC50 (遊泳阻害) 

が 2.6 mg/L であった。この値は GHS 急性毒性有害性区分 II に相当し、強い有害性を示す。長

期毒性の試験報告は得られていない。 

魚類の急性毒性については、ニジマスに対する 96 時間 LC50 が 3.9 mg/L であった。この値は

GHS 急性毒性有害性区分 II に相当し、強い有害性を示す。長期毒性については、信頼性の高い

試験報告は得られていない。 

陸生植物に関しては、コメ及びトウモロコシの発芽遅滞に関する NOEC が 4 mg/L 及び 5 mg/L、

400 mg/m3 でレタスの葉の変色を引き起こし、1,400 mg/m3 ではウォータークレスの可視的影響

はみられなかった。 

陸生動物に関しては、ロードアイランド州赤メンドリで 800 mg/h/L 及び 2,000 mg/h/L くん蒸

された餌の摂取により性成熟において僅かに影響がみられ、ノーザンコリンウズラでの LD50

は 73 mg/kg、NOAEL (致死) は 31.3 mg/kg であった。 

 

以上のデータから、ブロモメタンの水生生物に対する急性毒性は、甲殻類及び魚類に対して

GHS 急性毒性有害性区分 II に相当し、強い有害性を示す。長期毒性については、信頼性の高い
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試験報告は得られていない。 

得られた毒性データのうち水生生物に対する 小値は、甲殻類であるオオミジンコの遊泳阻

害を指標とした 48 時間 EC50 の 2.6 mg/L である。 

 

 

7．ヒト健康への影響 

7.1 生体内運命 

 ブロモメタンの生体内運命の試験結果を表 7-1 に示す。 

雄の F344 ラットをブロモメタン 100、1,000、3,000 ppm 含む密閉容器 (31 L) 中で吸入暴露

した試験で、容器中のブロモメタンの大半が 2～3 時間以内に吸収された。吸収は一次反応を示

し、その速度定数として 0.44 kg-1hr-1 の値が得られた (Andersen et al., 1980)。 

雄の F344 ラットに 14C-ブロモメタン 1.6、9.0、170、310 ppm を体積記録器中で 6 時間鼻部

吸入暴露した試験で、それぞれ、8.7、40、660、650μmol/kg (吸入放射能の 48、48、38、27%

相当) のブロモメタンが体内に吸収され、体内吸収が高濃度で飽和する傾向がみられた。体内

に吸収された放射能の暴露終了後 66 時間の排泄は、呼気中二酸化炭素としての排泄が も多く 

(47～50%)、次いで尿中への排泄 (18～23%) が多かった。呼気中二酸化炭素の排泄は二相性を

示し、第一相、第二相半減期はそれぞれ 4 時間、17 時間であった。その他、呼気中未変化体と

して 0.4～4.0%、糞中に 0.6～1.3%が排泄され、体内には 17～26%が残存した (Medinsky et al., 

1985)。 

雄の F344 ラットに 14C-ブロモメタン 9 ppm を 6 時間鼻部吸入暴露した試験で、血中の放射

能濃度は暴露開始直後からほぼ直線的に増加し、暴露終了時には 30 nmol/mL に達した。また、

暴露終了時には、ほぼ全ての器官に放射能が分布しており、特に、肺、副腎、腎臓、肝臓、鼻

甲介で高濃度 (100 nmol/g 超) の分布がみられた。各器官からの放射能の消失は速やかであり、

暴露終了 65 時間後までに、体内吸収された放射能の約 80%が消失した。暴露終了 65 時間後ま

でに、体内吸収された放射能の 1.0、46.7%が未変化体、二酸化炭素として呼気中に、22.7、2.0%

が尿、糞中に排泄された。二酸化炭素の呼気中への排泄は二相性を示し、第一相、第二相半減

期はそれぞれ 33.9 時間、11.4 時間であった (Bond et al., 1985)。 

雄の SD ラットに 14C-ブロモメタン 55 ppm を 3 分間鼻部吸入暴露した試験で、暴露直後の放

射能濃度は、肺>腎臓>脾臓>肝臓>脳>精巣の順に高かった。これらの器官中の放射能の消失半

減期は、腎臓で 0.58 時間と も短かった。次いで、脾臓<肝臓<肺<精巣の順に短く、脳では 6.54

時間と も長かった。暴露 32 時間後までに、体内吸収された放射能の 6.4、42.8%が未変化体、

二酸化炭素として呼気中に排泄され、21.5、2.2%が尿、糞中に排泄された (Jaskot et al., 1988)。 

雄の SD ラットにブロモメタン 250 ppm を密閉容器中で 8 時間吸入暴露した試験で、調べた

全ての組織で、ブロモメタン濃度は暴露開始 1 時間以内に 高濃度に達し、その後、暴露終了

までほぼ一定濃度であったが、暴露終了後は急速に減少した。脂肪組織のブロモメタン濃度 (

高 1μg/g) は血中 ( 高 0.1μg/g) よりも高かったが、脳、肝臓、筋肉及び腎臓組織では血中よ

りも低かった ( 高 0.01μg/g)。血中の臭化物イオン濃度は、暴露終了 4 時間後に 高濃度とな

った。肝臓、腎臓中の臭化物イオン濃度は血中よりも低かったが、暴露終了 8 時間後に 高濃

度となった。一方、脳、脂肪組織では、臭化物イオンは極めて低濃度しか検出されなかった。
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さらに、暴露終了直後の血中に 22.2μg/g のメタノールが検出されたが、他の組織では 10μg/g

未満であった。暴露終了 1 時間後には、血中のメタノール濃度も 10μg/g 未満に低下した 

(Honma et al., 1985)。 

F344 ラットに 14C-ブロモメタンを雄に 41μmol/kg、雌には 113μmol/kg を密閉容器中で 4 時

間吸入暴露した試験で、暴露開始 4 時間後までに容器中の放射能のほとんどが吸収され、容器

中の放射能濃度は暴露開始時の 2%以下に低下した。暴露後に肺、肝臓、腺胃及び前胃から単

離した DNA 中には、3-メチルアデニン、7-メチルグアニン及び O6-メチルグアニンが検出され

た。同様に、雌雄の F344 ラットに 14C-ブロモメタン 8.3μmol を経口投与した試験で、投与 24

時間後に肺、肝臓、腺胃及び前胃から単離した DNA 中にも 3-メチルアデニン、7-メチルグア

ニン、O6-メチルグアニンが検出された (Gansewendt et al., 1991)。 

雄のF344ラットに14C-ブロモメタン250μmol/kg (24 mg/kg) を単回強制経口投与及び腹腔内

投与した試験で、いずれの投与でも投与72時間後までに投与放射能の80%以上が排泄された。

経口投与では、尿中への排泄 (投与放射能の43%) が も多く、次いで呼気中二酸化炭素として

の排泄 (32%) が多かった。呼気中未変化体 (4%)、糞中 (2%) への排泄は少なかった。一方、

腹腔内投与では、尿中への排泄  (16%) よりも呼気中への二酸化炭素  (45%) 及び未変化体 

(20%) の排泄が多かったが、経口投与の場合と同じく、糞中への排泄  (1%) は少なかった 

(Medinsky et al., 1984)。 

雄の CBA マウスに 14C-ブロモメタン 174、340μCi/kg を吸入暴露した試験で、ヘモグロビン

及び肝臓のタンパク質中に S-メチルシステイン、肝臓及び脾臓の DNA 中に 7-メチルグアニン

が検出された (Djalali-Behzad et al., 1981)。 

雄の Swiss-Webster マウスにブロモメタン 220～1,500 ppm を 1 時間吸入暴露した試験で、暴

露 2.5 日後までに体内臭化物イオンの 95%超が排泄された。690 ppm 以下での暴露では、暴露 7

日後にはすべての組織で臭化物イオンは検出されなかった (Alexeeff et al., 1985)。 

ヒトボランティア (男女各 2 人) に 14C-ブロモメタン 25 ppb (0.1 mg/m3) を鼻又は口から 1 回

吸入させた試験で、鼻からでは吸入量の 55.4%、口からでは 52.1%が吸収されたとの報告があ

る (Raabe, 1985)。 

事故によりブロモメタンに暴露されたヒト（暴露量不明）の検死解剖で、臭化物イオン濃度

は肺で 127 mg/kg、肝臓で 187 mg/kg、脳で 207 mg/kg、心臓、腎臓、膵臓の混合で 107 mg/kg で

あった。また、全ての組織でメチルアルコールとホルムアルデヒドが微量検出されたとの報告

がある（Heimann, 1944）。 

 

以上、ブロモメタンは肺、消化管から速やかに吸収され、全身に分布する。吸収されたブロ

モメタンは加水分解及び酸化されて、尿中 (代謝物は未同定) に、あるいは、二酸化炭素とし

て呼気中に排泄される。また、ブロモメタンは生体内でタンパク質や DNA と反応し、システ

イン残基やプリン塩基をメチル化することが知られている。 
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表 7-1 ブロモメタンの生体内運命試験結果 
動物種等 投与条件 投与量 結    果 文 献 
ラット 
F344 
雄 
9匹/群 

吸入暴露 
密閉容器 
(31 L) 中 

100、1,000、3,000 
ppm 

吸収: 
2-3時間以内に大半が吸収 
吸収は一次反応を示し、その速度定数は0.44 

kg-1hr-1 

Andersen et al., 
1980 

ラット 
F344 
雄 
5匹/群 

吸入暴露 
(鼻部) 
6時間 
体積記録器

中 
 

14C-ブロモ

メタン 

1.6、9.0、170、
310 ppm 

吸収:  
それぞれ8.7、40、660、650μmol/kg (吸入放

射能の48、48、38、27%相当) のブロモメ

タンが体内に吸収 
体内吸収は高濃度で飽和する傾向 

排泄 (吸収放射能比、%): 
暴露終了66時間後までの排泄量              

       用量 (ppm)       
排泄 1.6 9.0 170 310  
呼気、未変化体 0.4 0.9 0.8 4.0 
呼気、二酸化炭素 48 47 50 47 
尿 19 18 21 23 
糞 1.3 0.6 1.2 0.6  
体内残存量 25 26 21 17   
呼気中二酸化炭素の排泄は二相性を示し、第

一相、第二相半減期はそれぞれ4時間、17
時間 

Medinsky et 
al., 1985 

ラット 
F344 
雄 
52匹 

吸入暴露 
(鼻部) 
6時間 
 
14C-ブロモ

メタン 

9 ppm 吸収: 
血中の放射能濃度は暴露開始直後からほぼ

直線的に増加し、暴露終了時には 30 
nmol/mLに到達 

分布:  
暴露終了時、ほぼ全ての器官に放射能が分布 
特に、肺、副腎、腎臓、肝臓、鼻甲介に高濃

度(100 nmol/g超) に分布 
各器官からの放射能の消失は速やか。暴露終

了65時間後までに体内吸収された放射能の

約80%が消失 
排泄 (吸収放射能比):  

暴露終了65時間後までの排泄量       
呼気、未変化体 1.0% 
呼気、二酸化炭素 46.7% 
尿  22.7% 
糞  2.0%  
二酸化炭素の呼気中への排泄は二相性を示

し、第一相、第二相半減期はそれぞれ33.9
時間、11.4時間 

Bond et al., 
1985 

ラット 
SD 
雄 
36匹 

吸入暴露 
(鼻部) 
3分間 
 
14C-ブロモ

メタン 

55 ppm 分布: 
調べた器官での放射能濃度は、肺>腎臓>脾臓

>肝臓>脳>精巣の順に高い 
消失半減期は腎臓で0.58時間と も短い。次

いで、脾臓<肝臓<肺<精巣の順に短く、脳

では6.54時間と も長い 
排泄: 

暴露終了後32時間の排泄量 (吸収放射能比) 
呼気、未変化体 6.4% 
呼気、二酸化炭素 42.8% 
尿  21.5% 
糞  2.2%  

Jaskot et al., 
1988 
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動物種等 投与条件 投与量 結    果 文 献 
ラット 
SD 
雄 
5匹/群 

吸入暴露 
密閉容器中 
8時間 

250 ppm 吸収、分布、代謝: 
調べた全ての組織で、ブロモメタン濃度は暴

露開始1時間以内に 高濃度に達し、その

後、暴露終了までほぼ一定。暴露終了後は

急速に減少 
脂肪組織のブロモメタン濃度  ( 高1μg/g) 

では血中 ( 高0.1μg/g) よりも高い。脳、

肝臓、筋肉、腎臓組織では血中よりも低い 
( 高0.01μg/g) 

血中の臭化物イオン濃度は、暴露終了4時間後

に 高濃度。肝臓、腎臓中の臭化物イオン

濃度は血中よりも低いが、暴露終了8時間後

に 高濃度。脳、脂肪組織では、極めて低

濃度しか検出されず 
暴露終了直後の血中に22.2μg/gのメタノー

ルが検出。他の組織では10μg/g未満。暴露

終了1時間後には、血中のメタノール濃度も

10μg/g未満に低下 

Honma et al., 
1985 

ラット 
F344 
雌雄 
各5匹/群 

吸入暴露、

密閉容器中

4時間 
 
経口、単回 
 
14C-ブロモ

メタン 

吸入:  
雄; 41μmol/kg 
雌; 113μmol/kg
 
経口: 
8.3μmol 

(吸入暴露) 
吸収: 

暴露開始4時間後までに容器中の放射能のほ

とんどが吸収され、容器中の放射能濃度は

暴露開始時の2%以下に低下 
代謝: 
 暴露後に肺、肝臓、腺胃、前胃から単離した

DNA中に3-メチルアデニン、7-メチルグア

ニン、O6-メチルグアニンが検出 
(経口) 
代謝: 
 投与24時間後に肺、肝臓、腺胃、前胃から単

離したDNA中に3-メチルアデニン、7-メチ

ルグアニン、O6-メチルグアニンが検出 

Gansewendt et 
al., 1991 

ラット 
F344 
雄 
3匹/群 

強制経口、

腹腔内投与 
単回 
 
14C-ブロモ

メタン 

250μmol/kg 
(24 mg/kg) 

排泄:  
投与72時間後までの排泄量 (投与放射能比) 
  経口 腹腔内 
呼気、未変化体 4% 20% 
呼気、二酸化炭素 32% 45% 
尿 43% 16% 
糞 2% 1%  
体内残存 14% 17%  

Medinsky et 
al., 1984 

マウス 
CBA 
雄 
9匹 

吸入暴露 
 
14C-ブロモ

メタン 

174、340μCi/kg 代謝:  
ヘモグロビン及び肝臓のタンパク質中にS-メ

チルシステインが検出 
肝臓及び脾臓のDNA中に7-メチルグアニンが

検出 

Djalali-Behzad 
et al., 1981 

マウス 
Swiss-We
bster 
雄 

吸入暴露 
1時間 

220-1,500 ppm 代謝、排泄: 
暴露2.5日後までにの体内臭化物イオンの

95％超が排泄 
690 ppm以下では、暴露7日後にはすべての組

織で臭化物イオンは検出されず 

Alexeeff et al., 
1985 

ヒト 
ボランテ

ィア 
男女 
各2人 

吸入 
鼻又は口か

ら1回 
 
14C-ブロモ

メタン 

25 ppb  
(0.1 mg/m3) 

吸収 (吸入放射能比):  
鼻から吸入; 55.4% 
口から吸入; 52.1% 

Raabe, 1988 
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動物種等 投与条件 投与量 結    果 文 献 
ヒト 暴露事故 不明 (検死解剖) 

代謝:  
臭化物イオン濃度; 肺で127 mg/kg、肝臓で

187 mg/kg、脳で207 mg/kg、心臓、腎臓、膵

臓混合で107 mg/kg 
すべての組織でメチルアルコールとホルム

アルデヒドが微量検出 

Heimann et al., 
1944 

 

 

7.2 疫学調査及び事例 

ブロモメタンの疫学調査及び事例を表 7-2 に示す。 

a. 急性影響 

ブロモメタンのヒトへの急性影響については、消火剤使用、あるいは、建物、食品、土壌な

どのくん蒸剤使用による暴露事故など、多くの事例報告がある。代表例の幾つかを以下に紹介

する。 

イギリスの寄宿学校の少年 8 人 (11～14 歳) が、港に係留されていた船の船室内で、消火器

から排出されたブロモメタンに暴露され、視覚異常、チアノーゼ、体温低下、反射低下、意識

喪失、けいれん、排尿困難症状を示した後、6 人が死亡した。検死解剖では、気管・気管支の

うっ血、肺水腫、胸膜下の出血、肝臓及び腎尿細管のうっ血がみられた (Prain and Smith, 1952)。 

40 歳の男性が、ヨットのエンジンの修理中に発生した火災をブロモメタンの入った消火器で

消火後に 2 時間、エンジン室上の船室で作業をしたところ、めまい、嘔吐、意識混濁、チアノ

ーゼ、頻呼吸、けいれん、頻脈、縮瞳症状を発症し、その 1 時間後に死亡した。検死解剖で、

肺のうっ血、浮腫、気管支の炎症、腎臓のうっ血及び腫脹、脳及び胃のうっ血がみられた。な

お、エンジン室のブロモメタン濃度は 60,000 ppm 以上と推定されている (Wyers, 1945)。 

ブロモメタンによるくん蒸が行われた薬草倉庫の上階に居住する東京都内の家族 4 人が、く

ん蒸 3 日後の早朝から中毒症状を発症した。2 人に意識喪失、全身性のけいれん発作がみられ、

このうち 1 人が翌日に死亡した。他の 2 人には意識錯乱、半昏睡状態、四肢のけいれんがみら

れた。血漿中臭化物イオン濃度は 280～600 mg/L であった。なお、くん蒸 3 日後の住居内のブ

ロモメタン濃度は、窓を開放しておくと検出されなかったが、3 時間ぐらい窓を閉めておくと

30～50 ppm が検出された (石津他, 1988)。 

くん蒸作業労働者 (32 歳男性) が、ブロモメタンによるくん蒸が行われた建物内に防護マス

クを着用せずに入室した直後から、咳、呼吸困難、悪心、めまい、全身の灼熱感、視力減弱症

状を示した。2 か月後には、作業中にブロモメタンが顔面、胸、腕及び着衣全体に飛散し、灼

熱感、呼吸困難、咳、眼の充血及び刺激症状を示した。その 3 ヵ月後の検査では、視覚異常、

めまい、頭痛、記憶力低下、全身脱力感、四肢灼熱感、視神経乳頭萎縮・変性、視覚誘発電位

の低下がみられた。なお、血中臭化物イオン濃度は 66 mg/L であった (Chavez et al., 1985)。 

くん蒸作業労働者 (32 歳男性) が、防護マスクを着用してブロモメタンによる土壌のくん蒸

作業を行っている 中に、誤って四肢を暴露した。暴露 10 時間後の入院時には四肢に多数の水

疱を伴う紅斑がみられ、暴露 1 週間後には下肢の進行性筋力低下、歩行失調、四肢の知覚異常、

腱反射亢進、バビンスキー症状がみられた。暴露 10 日後の血清中臭化物イオン濃度は 12 mg/L
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であった (Lifshitz and Gavrilov, 2000)。 

中世の城で、ドアと窓を密閉し、ブロモメタンによる 20 分間のくん蒸を 2 回実施したくん蒸

作業労働者 6 人 (男性 5 人、女性１人) に、作業中あるいは作業直後から腋窩及び鼠径部に焼

灼感、発赤がみられた。、約 8 時間後に腋窩部、鼠径部、陰部、腹部ベルト下などの皮膚湿度の

高い部位に腫脹または浮腫がみられ、約 13時間後には水疱を伴う紅斑、体温上昇 (38.1～38.5℃)、

白血球数増加、血清中乳酸デヒドロゲナーゼ (LDH) 及びアラニンアミノトランスフェラーゼ 

(ALT) 活性の増加がみられた。下腹部皮膚の病理組織学的検査の結果、皮下の水疱を伴う真皮

乳頭層の浮腫、好中球浸潤を伴う表皮の海綿状浮腫がみられた。血中臭化物イオン濃度は、暴

露直後で 9.0±1.4 mg/L、暴露 12 時間後では 6.8±2.3 mg/L であった。なお、作業中は全員、保護

衣 (35%綿、65%ポリエステル)、手袋、長靴、フェースマスク及び呼吸用ボンベを着用してお

り、ブロモメタンの作業環境気中濃度は約 10,000 ppm (35～40 g/m3) であったと推定されてい

る (Zwaveling et al., 1987)。 

コネチカット州の種苗会社の農場で、くん蒸業者が農地にブロモメタンを注入し、シートで

密閉保護してから 10 日後に、農場の男性労働者 4 人がシートの除去作業に従事した。これらの

労働者に、作業中に疲労感及び意識朦朧、帰宅後には重度の咳、胸部圧迫感、吐き気、嘔吐、

前頭部の頭痛、振戦及び運動失調がみられた (Herzstein and Cullen, 1990)。 

 液体のブロモメタンをアンプルに封入する作業に 2 週間従事した米国の工場労働者 31 人に、

作業開始数時間後あるいは作業終了数時間後に、食欲不振、吐き気、嘔吐症状がみられた 

(Watrous, 1942)。 

 

b. 慢性影響 

穀物のくん蒸処理施設の男性労働者が、ナッツ収穫期のみ 4 年間 (8 時間/日)、ブロモメタン

によるくん蒸終了後 30～60 分換気した後の施設内で、保護具なしでフォークリフトによる運搬

作業に従事した。4 年目の収穫作業終了 3 か月後から、黄疸、距離感覚の異常、軽度の運動失

調、倦怠感、無関心、赤褐色便、暗色尿、肝機能低下及び肝臓肥大がみられた。血中臭化物イ

オン濃度は 150 mg/L であった (Hine, 1969)。 

農耕期間中 (4～6 か月間/年) にブロモメタンによる農地のくん蒸作業に 4 年間従事したフラ

ンス南部の農場労働者 2 人に、運動失調、眼振、めまい、反射亢進などの小脳前庭及び錐体の

障害による神経徴候、弱視、色弱などの視覚異常が発症した。さらに、中枢神経障害の症状が

発症してから 2～3週間後に、知覚異常、知覚減退などの末梢神経障害が発症した (De Haro et al., 

1997)。 

ブロモメタンによる温室土壌のくん蒸作業に数か月～11 年 (平均 2 年) 従事したくん蒸作業

労働者 33 人 (21～63 歳、平均 32 歳) について問診と脳波及び血液検査を実施した。1 シーズ

ン当りのブロモメタン使用量は少ないヒト (12 人) で 1,500～2,500 kg、多いヒト (21 人) では

5,000～6,000 kg であった。検査の結果、10 人に脳波 (β波及びθ波) の軽度の異常が認められ

た。血中の臭素濃度を調べたところ、脳波に異常のみられたヒト (10 人) で 10.9 mg/L、異常の

みられなかったヒト (23 人) では 8.2 mg/L であり、脳波に異常がみられたヒトで有意 (p < 0.05) 

に高かった。また、血中臭素濃度と血清中アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ (AST) 活

性との間に関連がみられた (Verberk et al., 1979)。 
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ブロモメタンによる土壌あるいは建物のくん蒸作業に 1 年以上従事したカリフォルニア州の

くん蒸作業労働者 32 人を対象とした横断研究で、神経行動学的検査の結果、暴露群では、対照

群 (29 人) に比べ、指の感覚 (二点弁別法による) 及び認知能力 (Wechsler Memory Scale によ

る) が有意 (p < 0.05) に低下していた。なお、作業時のブロモメタンの平均暴露濃度は、土壌

くん蒸で 2.3 ppm、建物くん蒸では 0～2.2 ppm であった (Anger et al., 1986)。 

日本のブロモメタン製造工場で、ブロモメタンの製造工程に 1～25 年 (平均 6.7 年) の従事歴

のある男性労働者 56 人 (退職者 19 人を含む) を対象とした問診調査で、作業中の症状として、

鼻へ刺激、手の痒み及び泡疹、作業時間外の症状としては、めまい、疲労感、睡眠時の悪夢、

指やかかとのしびれ及び刺痛、手荒れの訴え率が、対照群 (56 人) に比べ、有意に高かった。

なお、ブロモメタンの作業環境気中濃度は、分注作業では 15 ppm を超えることがあったが、

過去 10 年間の平均で 5 ppm 未満あった (Kishi et al., 1991)。 

 

以上、ブロモメタンのヒトでの急性中毒症状として、悪心、吐き気、めまい、頭痛、視覚異

常、けいれん、意識障害など中枢神経系への影響がみられる他、重症例では気管・気管支及び

肺のうっ血、肺水腫など呼吸器系の傷害もみられる。また、皮膚暴露により、皮膚の傷害の他、

歩行失調、四肢の知覚異常など末梢神経系への影響もみられる。慢性影響としては、倦怠感、

無関心、運動失調、脳波異常、視覚異常、知覚異常、認知能力の低下など中枢及び末梢神経系

の障害がみられる。 

 

表 7-2 ブロモメタン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 

イギリスの寄宿

学校の少年 8 人 
(11-14 歳) 

港に係留されていた船の船

室内で、消火器から排出され

たブロモメタンに暴露 

視覚異常、チアノーゼ、体温低下、反射低

下、意識喪失、けいれん、排尿困難症状を

示した後、6 人が死亡 
検死解剖で、気管・気管支のうっ血、肺水

腫、胸膜下の出血、肝臓及び腎尿細管のう

っ血 

Prain & 
Smith, 1952 

40 歳男性 ヨットのエンジンの修理中

に発生した火災をブロモメ

タンの入った消火器で消火

後の 2 時間、エンジン室上の

船室で作業 
エンジン室のブロモメタン

濃度: 
 60,000 ppm 以上と推定 

めまい、嘔吐、意識混濁、チアノーゼ、頻

呼吸、けいれん、頻脈、縮瞳症状を発症し、

その 1 時間後に死亡 
検死解剖で、肺のうっ血、浮腫、気管支の

炎症、腎臓のうっ血及び腫脹、脳及び胃の

うっ血あり 

Wyers, 1945 

東京都内の家族

4 人 
くん蒸が行われた薬草倉庫

の上階に居住 
 
くん蒸 3 日後の住居内ブロモ

メタン濃度: 
 窓を開放しておくと検出

されなかったが、3 時間ぐ

らい窓を閉 めておくと

30-50 ppm が検出 

くん蒸 3 日後の早朝から、中毒症状を発症 
2 人に意識喪失、全身性のけいれん発作が

みられ、このうち 1 人が翌日に死亡 
他の 2 人には意識錯乱、半昏睡状態、四肢

のけいれん 
血漿中臭化物イオン濃度: 
 280-600 mg/L 

石津他, 1988
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対象集団性別・

人数 
暴露状況/暴露量 結 果 文 献 

くん蒸作業労働

者 (32 歳男性) 
ブロモメタンによるくん蒸

が行われた建物内に防護マ

スクを着用せずに入室 
2 か月後には、作業中にブロ

モメタンが顔面、胸、腕及び

着衣全体に飛散 

入室直後から咳、呼吸困難、悪心、めまい、

全身の灼熱感、視力減弱症状 
2 か月後の暴露では、灼熱感、呼吸困難、

咳、眼の充血及び刺激症状 
その 3 ヵ月後の検査で、視覚異常、めまい、

頭痛、記憶力低下、全身脱力感、四肢灼熱

感、視神経乳頭萎縮・変性、視覚誘発電位

の低下 
血中臭化物イオン濃度: 

66 mg/L 

Chavez et al., 
1985 

くん蒸作業労働

者 (32 歳男性) 
防護マスクを着用してブロ

モメタンによる土壌のくん

蒸作業を行っている 中に

誤って四肢を暴露 

暴露 10 時間後の入院時に四肢に多数の水

疱を伴う紅斑 
暴露 1 週間後に下肢の進行性筋力低下、歩

行失調、四肢の知覚異常、腱反射亢進、バ

ビンスキー症状 
暴露 10 日後の血清中臭化物イオン濃度: 
 12 mg/L 

Lifshitz & 
Gavrilov, 
2000 

くん蒸作業労働

者 6 人 (男性 5
人、女性１人) 

中世の城でドアと窓を密閉

し、ブロモメタンによる 20
分間のくん蒸を 2 回実施 
  
作業中は全員、保護衣 (35%
綿、65%ポリエステル)、手袋、

長靴、フェースマスク、呼吸

用ボンベを着用 
 
作業環境気中濃度: 

約 10,000 ppm (35-40 g/m3) 
と推定 

作業中あるいは作業終了直後から腋窩及

び鼠径部に焼灼感、発赤 
約 8 時間後に腋窩部、鼠径部、陰部、腹部

ベルト下など皮膚湿度の高い部位に腫脹

または浮腫 
約 13 時間後に水疱を伴う重度の紅斑、体

温上昇 (38.1-38.5℃)、白血球数増加、血清

中 LDH 及び ALT 活性増加 
下腹部皮膚の病理組織学的検査で、皮下の

水疱を伴う真皮乳頭層の浮腫、好中球浸潤

を伴う表皮の海綿状浮腫 
 
血中臭化物イオン濃度: 

暴露直後; 9.0±1.4 mg/L 
暴露 12 時間後; 6.8±2.3 mg/L 

Zwaveling et 
al., 1987 

コネチカット州

種苗会社の農場

の男性労働者 4
人 

くん蒸業者が農地にブロモ

メタンを注入し、シートで密

閉保護してから 10 日後にシ

ートの除去作業に従事 

作業中に疲労感、意識朦朧 
帰宅後、重度の咳、胸部圧迫感、吐き気、

嘔吐、前頭部の頭痛、振戦、運動失調 

Herzstein & 
Cullen, 1990 

米国の工場労働

者 31 人 
液体のブロモメタンのアン

プルへの封入作業に 2 週間従

事 

作業開始数時間後あるいは作業終了数時

間後に食欲不振、吐き気、嘔吐症状 
Watrous, 1942

穀物くん蒸施設

の男性労働者 
ナッツ収穫期のみ 4 年間 (8
時間/日)、ブロモメタンによ

るくん蒸終了後 30-60 分換気

した後の施設内で、保護具な

しでフォークリフトによる

運搬作業に従事 
 

4 年目の収穫作業終了 3 か月後から、黄疸、

距離感覚の異常、軽度の運動失調、倦怠感、

無関心、赤褐色便、暗色尿、肝機能低下、

肝臓肥大 
血中臭化物イオン濃度:150 mg/L 

Hine, 1969 

フランス南部の

農場労働者 2 人 
農耕期間中  (4-6 か月間/年) 
にブロモメタンによる農地

のくん蒸作業に 4 年間従事 

運動失調、眼振、めまい、反射亢進などの

小脳前庭及び錐体の欠損による症状、弱

視、色弱などの視覚異常が発症 
中枢神経障害の症状が発症してから 2-3 週

間後に、知覚異常、知覚減退などの末梢神

経障害が発症 

De Haro et 
al., 1997 
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対象集団性別・

人数 
暴露状況/暴露量 結 果 文 献 

くん蒸作業労働

者 33 人 (21-63
歳、平均 32 歳) 

ブロモメタンによる温室土

壌のくん蒸作業に従事 
従業期間:  

数か月-11 年 (平均 2 年) 
ブロモメタン使用量 (1 シー

ズン当り): 
1,500-2,500 kg; 12 人 
5,000-6,000 kg; 21 人 

問診、脳波及び血液検査: 
10 人に脳波 (β波及びθ波) の軽度の異

常 
血中臭素濃度は、脳波異常あり (10 人) で
10.9 mg/L、脳波異常なし (23 人) では 8.2 
mg/L。脳波異常ありで有意 (p < 0.05) に高

い 
血中臭素濃度と血清中 AST 活性との間に

関連あり 

Verberk et al., 
1979 

カリフォルニア

州のくん蒸作業

労 働 者 32 人 
(対照群 29 人) 

ブロモメタンによる土壌あ

るいは建物のくん蒸作業に 1
年以上従事 
 
作業時平均暴露濃度: 

土壌くん蒸; 2.3 ppm 
建物くん蒸; 0-2.2 ppm 

(横断研究) 
神経行動学的検査で、暴露群では、対照群

に比べ、指の感覚 (二点弁別法による) 及
び認知能力 (Wechsler Memory Scale によ

る) が、対照群に比べ、有意 (p < 0.05) に
低下 
 

Anger et al., 
1986 

日本のブロモメ

タン製造工場の

男性労働者 56
人  (退職者 19
人を含む)  (対
照群 56 人)  

ブロモメタンの製造工程に

従事歴あり 
 
従業期間: 

1-25 年 (平均 6.7 年) 
作業環境気中濃度: 
分注作業では 15 ppm を超  

えることがあったが、過去

10 年間の平均で 5 ppm 未満

問診調査: 
暴露群では、作業中の症状として、鼻へ刺

激、手の痒み及び泡疹、作業時間外の症状

としては、めまい、疲労感、悪夢、指やか

かとのしびれ及び刺痛、手荒れの訴え率

が、対照群に比べ、有意に高い 

Kishi et al., 
1991 

ALT: アラニンアミノトランスフェラーゼ 
AST: アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ 
LDH: 乳酸デヒドロゲナーゼ 

 

 

7.3 実験動物に対する毒性 

7.3.1 急性毒性 

ブロモメタンの実験動物に対する急性毒性試験結果を表 7-3 に示す (Alexeeff et al., 1985; 

Danse et al., 1984; Honma et al., 1985; Kato et al., 1986; Kipplinger, 1994; Tanaka et al., 1988; Zwart 

et al., 1992; 山野, 1991)。 

ブロモメタンの経口投与での LD50 は、ラットで 104～214 mg/kg、吸入暴露での LC50 は、マ

ウスで 1,185 ppm (4,680 mg/m3) (1 時間)、405 ppm (4 時間)、ラットでは 1,850 ppm (7,300 mg/m3) 

(1 時間)、780 ppm (4 時間)、302 ppm (8 時間) である。 

イヌに 3、5、50、500 mg/kg を単回強制経口投与した試験で、50 mg/kg 群で毒性症状と赤色

物の嘔吐がみられたが、死亡はみられなかった。500 mg/kg 群では重篤な毒性症状と嘔吐の後、

24 時間以内に死亡した (Naas, 1990)。 

雌雄の BDF1 マウス (各 10 匹/群) にブロモメタン 100、150、225、338、506、760 ppm を 4

時間吸入暴露した試験で、506 ppm 以上の群では自発運動低下、振戦、けいれん、下痢、呼吸

困難、呼吸数減少がみられ、506 ppm 群の雄 2 匹を除いて全例が死亡した。病理組織検査では、

338 ppm 群の雌 1 例で嗅上皮の化生、506 ppm 群の雄の生存例では腎尿細管の壊死及び再生性

変化、嗅上皮の壊死及び化生がみられた。死亡例では、肺のうっ血、肝細胞の変性及び壊死、
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胸腺、リンパ節の細胞核崩壊がみられた (Ministry of Labour, Japan, 1992)。 

雌雄の F344 ラット (各 10 匹/群) にブロモメタン 150、225、338、506、760、1,140 ppm を 4

時間吸入暴露した試験で、338 ppm 以上の群で自発運動低下、運動失調、鼻汁、流涙、下痢、

不整呼吸、呼吸数減少がみられ、760 ppm 以上の群では全例が死亡した。病理組織検査では、

225～506 ppm 群で嗅上皮の化生がみられた。死亡例では、肺のうっ血、肝細胞の変性、腎臓の

壊死、心筋の出血、副腎の出血・壊死、胸腺のうっ血、嗅上皮の壊死がみられた (Ministry of 

Labour, Japan, 1992)。 

以上、ブロモメタンの吸入暴露による急性毒性症状として、自発運動低下、振戦、けいれん、

呼吸困難、呼吸数減少、運動失調などの中枢神経系に対する影響のほか、嗅上皮の壊死及び化

生、肝細胞の変性及び壊死、腎尿細管の壊死及び再生性変化、心筋の出血、副腎の出血及び壊

死、胸腺のうっ血などがみられている。 

 

表 7-3 ブロモメタンの急性毒性試験結果 
 マウス ラット ウサギ 
経口 LD50 (mg/kg) ND 104-214 ND 

吸入 LC50 (ppm) 
1,185 (4,680 mg/m3) 

(1 時間) 

405 (4 時間) 

1,850 (7,300 
mg/m3) (1 時間) 

780 (4 時間) 
302 (8 時間) 

ND 

経皮 LD50 (mg/kg) ND ND ND 
皮下 LD50 (mg/kg) ND 135 ND 

各濃度溶液の投与量として記載 
ND: データなし 

 

 

7.3.2 刺激性及び腐食性 

ブロモメタンの実験動物に対する刺激性及び腐食性試験結果を表 7-4 に示す。 

ウサギの眼にブロモメタンのガスを 1 分 30 秒間直接暴露した場合、直後に表面の光彩が消失

し、数時間後に角膜上皮の欠損と結膜の浮腫がみられた。翌日には角膜の青色化、腫脹、混濁

がみられたが、5 日以内に混濁は消失した (Grant, 1986)。 

 

調査した範囲内では、実験動物の皮膚に対する刺激性に関する試験報告は得られていない。 

 

以上、実験動物の眼にブロモメタンガスを直接暴露した場合、刺激性を示すとの報告がある

が、皮膚に対する刺激性に関する報告は得られていない。 
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表 7-4 ブロモメタン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 

ウサギ 眼刺激性 
 
ブロモメタ

ンのガスを

直接暴露 

1 分 30 秒

間 
不明 直後に光彩の消失、

数時間後に角膜上

皮の欠損と結膜の

浮腫 
翌日に角膜の青色

化、腫脹、混濁 
5 日以内に混濁は消

失 

Grant, 1986 

 

 

7.3.3 感作性 

調査した範囲内では、ブロモメタン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。 

 

7.3.4 反復投与毒性 

ブロモメタン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 

雌雄の Wistar ラット (各 10 匹/群) にブロモメタン 0、0.4、2、10、50 mg/kg/日を 5 日/週で

13 週間強制経口投与した試験で、2 mg/kg 以上の群の雌雄で前胃の限局性うっ血、雄で摂餌量

の低下がみられた。さらに、10 mg/kg/日以上の群の雌雄で前胃の角化亢進、50 mg/kg/日群の雌

雄で癒着性腹膜炎、雄で体重増加抑制及び貧血、雌では摂餌量減少がみられたことから、本評

価書では NOAEL を 0.4 mg/kg/日と判断する (Danse et al., 1984)。 

雄の Wistar ラット (各 15 匹/群) にブロモメタン 0、50 mg/kg/日を 5 日/週で 13、17、21、25

週間強制経口投与した試験で、全ての投与群で体重増加抑制、前胃の慢性炎症及び線維化、ア

カントーシス (棘細胞症) 及び偽上皮腫性過形成がみられた。21 及び 25 週間投与群ではさらに、

腺胃のリンパ球浸潤及び食道の慢性炎症がみられた (Boorman et al., 1986)。 

雌雄の F344 ラット (各 60 匹/群) にブロモメタンでくん蒸した飼料を臭素として 0、80、200、

500 ppm (雄; 0、2.67、6.77、16.9 mg Br/kg/日、雌; 0、3.23、8.29、20.2 mg Br/kg/日) で 104 週間

与えた試験で、500 ppm 群の雄で体重の低値がみられたことから、ブロモメタンでくん蒸した

飼料の NOEL は臭素として 200 ppm (6.77 mg Br/kg/日) としている。なお、500 ppm の飼料中の

ブロモメタン濃度は 20 ppm 未満であったと報告されている (Mitsumori et al., 1990)。 

雌雄のイヌ (ビーグル) (各 4～8 匹/群) にブロモメタンでくん蒸した飼料を雄には 0、0.06、

0.13、0.28 mg/kg/日、雌には 0、0.07、0.12、0.27 mg/kg/日の用量で 5 日/週、12 か月間与えた試

験で、影響はみられなかった (Wilson et al., 1998)。 

雌雄のイヌ (ビーグル) (各 4 匹/群) にブロモメタンでくん蒸した飼料を臭化物イオンとして

0、35、75、150 mg/kg/日で 1 年間与えた試験で、150 mg/kg/日群で嗜眠、流涎及び下痢がみら

れた (Rosenblum et al., 1960)。 
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b. 吸入暴露 

雌雄の B6C3F1 マウス (各 10 匹/群) にブロモメタン 0、12、25、50、100、200 ppm を 6 時間

/日、5 日/週で 14 日間吸入暴露した試験で、12 ppm 以上の群の雌雄で振戦、跳躍、麻痺、200 ppm

群の雌雄で血尿、雌では肺、肝臓及び腎臓のうっ血がみられた。なお、200 ppm の雄 9/10 例、

雌 6/10 例が暴露開始 11～14 日後に死亡している (U.S. NTP, 1992)。 

雌雄の B6C3F1 マウス (各 20 匹/群) にブロモメタン 0、160 ppm を 6 時間/日、5 日/週で吸入

暴露した試験で、雄は 8 日間、雌は 6 日間の曝露で半数以上が死亡したため、それぞれ、暴露

開始 10 日後、8 日後に実験を終了した。暴露群の雌雄で嗜眠、振戦、四肢の麻痺、赤色尿、体

重の低値、小脳顆粒層の神経細胞壊死、ネフローゼ、胸腺の萎縮、脾臓のリンパ球枯渇、雄で

大脳皮質神経細胞の壊死、嗅上皮の変性及び萎縮、心筋の変性、精巣の変性、雌では副腎皮質

束状帯の萎縮がみられた (Eustis et al., 1988)。 

雌雄の B6C3F1 マウス (各 14-20 匹/群) にブロモメタン 0、10、20、40、80、120 ppm を 6 時

間/日、5 日/週で 13 週間吸入暴露した試験で、40 ppm 以上の群の雄で平均赤血球ヘモグロビン

量及び平均赤血球容積の減少、赤血球数の増加、120 ppm 群の雌雄で前肢のけいれん及び後肢

の内転、雄では体重増加抑制及びヘモグロビン量の増加がみられた。前肢のけいれん及び後肢

の内転は雄でより重度であり、120 ppm 群の雄 4/14 例が暴露開始 9～13 日後に死亡している 

(U.S. NTP, 1992)。 

雌雄の BDF1 マウス (各 50 匹/群) に 0、4、16、64 ppm (0、16、63、253 mg/m3) を 6 時間/日、

5 日/週で 104 週間吸入暴露した発がん性試験で、非腫瘍性変化として 64 ppm 群の雌雄で体重

増加抑制及び小脳顆粒層の軽度の萎縮がみられた (Gotoh et al., 1994)。 

雌雄の B6C3F1 マウス (各 86 匹/群) にブロモメタン 0、10、33、100 ppm を 6 時間/日、5 日/

週で 103 週間吸入暴露した試験が行われた。100 ppm 群では、20 週間の暴露で生存率が低下 (雄

の 31%超、雌の 8%が死亡) したため、100 ppm 群の暴露は 20 週間で中断され、その後の 84 週

間は観察のみが実施された。10、33 ppm 群では影響はみられなかったが、100 ppm 群では雌雄

で生存率低下、振戦、円背位、四肢の麻痺、体重低値、胸腺の絶対及び相対重量減少、小脳及

び大脳の変性、心臓の変性、血栓増加、胸骨の異形成、嗅上皮の壊死及び化生がみられた (U.S. 

NTP, 1992)。 

雄の F344 ラット (各 10 匹/群) にブロモメタン 0、90、175、250、325 ppm を 6 時間/日で 5

日間吸入暴露した試験で、175 ppm 以上の群で副腎皮質束状帯の空胞変性、小脳顆粒細胞の変

性、嗅上皮の変性、250 ppm 以上の群で下痢、ヘモグロビン尿、歩行失調、けいれん、肝細胞

の凝固壊死、325 ppm 群で大脳皮質の変性、精巣の精子形成遅延がみられた (Hurtt et al., 1987)。 

雌雄の F344/N ラット (各群 20 匹) にブロモメタン 0、160 ppm を 6 時間/日、5 日/週で 6 週

間吸入暴露した試験で、雄は、3 週間 (14 回) の曝露で半数以上が死亡したため、暴露開始 3

週間後に実験終了した。暴露群の雌雄で嗜眠、振戦、四肢の麻痺、体重の低値、大脳皮質、海

馬及び視床神経細胞の壊死、嗅上皮の変性及び萎縮、心筋の変性、胸腺の壊死及び萎縮、脾臓

のリンパ球枯渇、副腎皮質の空胞変性、雄では精巣の変性及び萎縮がみられた (Eustis et al., 

1988)。 

雄の SD ラット (各 10～12 匹/群) にブロモメタン 0、200、300、400 ppm を 4 時間/日、5 日/

週で 6 週間吸入暴露した試験で、200 ppm 以上の群で体重増加抑制、心筋の壊死及び線維化、
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300 ppm 以上の群で四肢の麻痺及び衰弱、400 ppm 群では大脳皮質の壊死及び精巣萎縮がみら

れた。なお、300 ppm では 3/12 例、400 ppm では 6/10 例が暴露期間中に衰弱のため死亡ないし

は切迫屠殺されている (Kato et al., 1986)。 

雌雄の F344/N ラット (各 10 匹/群) にブロモメタン 0、30、60、120 ppm を 6 時間/日、5 日/

週で 13 週間吸入暴露した試験で、60 ppm 以上の群の雌で体重増加抑制、120 ppm 群の雌雄で

嗅上皮の異形成及びのう胞、雄で体重増加抑制、雌ではヘマトクリット値、ヘモグロビン量及

び赤血球数の減少がみられた (U.S. NTP, 1992)。 

雌雄の F344/DuCrj ラット (各 50 匹/群) にブロモメタン 0、4、20、100 ppm を 6 時間/日、5

日/週で 104 週間吸入暴露した試験で、4 ppm 以上の群の雄で用量依存性の鼻腔の炎症の増加、

100 ppm 群の雌雄で体重増加抑制、雄では嗅上皮の壊死及び呼吸上皮化生がみられた (Gotoh et 

al., 1994)。 

雌雄の Wistar ラット (各 90 匹/群) にブロモメタン 0、3、30、90 ppm (0、12、119、356 mg/m3) 

を 6 時間/日、5 日/週で 29 か月間吸入暴露した試験で、3 ppm 以上の群の雌雄で嗅上皮の変性

及び基底細胞の過形成、30 ppm 以上の群の雄で腎臓の相対重量の減少、90 ppm 群の雌雄で体

重増加抑制及び心臓の血栓形成、雄で心臓の軟骨化生及び食道の角化亢進、雌では心筋の変性

がみられたことから (Reuzel et al., 1991; T.N.O., 1987)、本評価書ではLOAELを 3 ppm (12 mg/m3) 

と判断する。 

 

以上、経口投与での反復投与毒性としては、主に刺激性に起因する前胃の病変がみられる。

雌雄の Wistar ラットに 5 日/週で 13 週間強制経口投与した試験で、2 mg/kg/日以上の群の雌雄

に前胃の限局性うっ血、雄には摂餌量の減少がみられ、NOAEL は 0.4 mg/kg/日である。吸入暴

露では、刺激性による鼻腔の病変のほか、中枢神経系、心臓、腎臓、胸腺、副腎皮質及び精巣

への影響がみられている。雌雄の Wistar ラットに 6 時間/日、5 日/週で 29 か月間吸入暴露した

試験で、3 ppm 以上の群の雌雄で鼻腔嗅上皮の変性及び基底細胞の過形成がみられ、LOAEL は

3 ppm (12 mg/m3) である。 

 

表 7-5 ブロモメタン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 
ラット 
Wistar 
雌雄 
各 10 匹/
群 

強制経口 13 週間 
5 日/週 

0、0.4、2、10、
50 mg/kg/日 

2 mg/kg/日以上: 
雌雄; 前胃の限局性うっ血 
雄; 摂餌量減少 

10 mg/kg/日以上: 
雌雄; 前胃の角化亢進 

50 mg/kg/日: 
雌雄; 癒着性腹膜炎 
雄; 体重増加抑制、貧血 
雌; 摂餌量減少 

 
NOAEL: 0.4 mg/kg/日 (本評価書の

判断) 

Danse et 
al., 1984 
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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 
Wistar 
雄 
15 匹/群 

強制経口 13、17、21、
25 週間 
5 日/週 

0、50 mg/kg/日 全投与群で体重増加抑制、前胃の慢

性炎症及び線維化、アカントーシス 
(棘細胞症)、偽上皮腫性過形成 
21、25 週間投与群で腺胃のリンパ球

浸潤、食道の慢性炎症 

Boorman et 
al., 1986 

ラット 
F344 
雌雄 
各 60 匹/
群 

経口投与 
(ブロモメ

タンでく

ん蒸した

飼料を与

える) 

104 週間 臭素として 0、
80、200、500 ppm
(雄 ; 0、2.67、
6.77 、 16.9 mg 
Br/kg/日、雌; 0、
3.23、8.29、20.2 
mg Br/kg/日) 
 
500 ppm 飼料中

ブロモメタン濃

度: 20 ppm 未満

 

500 ppm: 
雄; 体重の低値 

 
NOEL: 200 ppm（6.77 mg Br/kg/日） 

Mitsumori 
et al., 1990

イヌ 
( ビ ー グ

ル) 
雌雄 
各 4-8 
匹/群 

経口投与 
(ブロモメ

タンでく

ん蒸した

飼料を与

える) 

12 か月 
5 日/週 

雄: 0、0.06、0.13、
0.28 mg/kg/日 
雌: 0、0.07、0.12、
0.27 mg/kg/日 

影響なし Wilson et 
al., 1998 

イヌ 
( ビ ー グ

ル) 
雌雄 
4 匹/群 

経口投与 
(ブロモメ

タンでく

ん蒸した

飼料を与

える) 

1 年間 臭化物イオンと

して 0、35、75、
150 mg Br/kg/日

150 mg Br/kg/日: 
嗜眠、流涎、下痢 

Rosenblum 
et al., 1960

マウス 
B6C3F1 
雌雄 
各 10 匹/
群 

吸入暴露 14 日間 
6 時間/日 
5 日/週 

0、12、25、50、
100、200 ppm 

12 ppm 以上: 
雌雄; 振戦、跳躍、麻痺 

200 ppm: 
雌雄; 血尿、投与開始 11-14 日後に

死亡 (雄 9/10 例、雌 6/10 例) 
雌; 肺、肝臓及び腎臓のうっ血 

U.S. NTP, 
1992 

マウス 
B6C3F1 
雌雄 
各 20 匹/
群 

吸入暴露 6 週間 (予定) 
6 時間/日 
5 日/週 
 
雄は 8 日間、

雌は 6 日間の

暴 露 で 半 数

以 上 が 死 亡

したため、そ

れぞれ、暴露

開始 10 日後、

8 日後に実験

終了 

0、160 ppm 160 ppm: 
雌雄; 嗜眠、振戦、四肢の麻痺、

赤色尿、体重の低値、小脳顆粒層

の神経細胞壊死、ネフローゼ、胸

腺の萎縮、脾臓のリンパ球枯渇、 
雄; 大脳皮質神経細胞の壊死、嗅

上皮の変性及び萎縮、心筋の変

性、精巣の変性 
雌; 副腎皮質束状帯の萎縮 

Eustis et 
al., 1988 

マウス 
B6C3F1 
雌雄 
各 14-20
匹/群 

吸入暴露 13 週間 
6 時間/日 
5 日/週 

0、10、20、40、
80、120 ppm 

40 ppm 以上: 
雄; 平均赤血球ヘモグロビン量及

び平均赤血球容積の減少、赤血球

数の増加 
120 ppm: 
雌雄; 前肢のけいれん、後肢の内

転 (いずれも雄でより重度) 
雄; 体重増加抑制、ヘモグロビン

U.S. NTP, 
1992 
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動物種等 投与方法 投与期間 投与量 結    果 文献 
量の増加、暴露開始 9-13 日後に

死亡 (4/14 例) 
マウス 
BDF1 
雌雄 
各 50 匹/
群 

吸入暴露 104 週間 
6 時間/日 
5 日/週 

0、4、16、64 ppm 
(0、16、63、253 
mg/m3)  

64 ppm: 
雌雄; 体重増加抑制、小脳顆粒層の

軽度の萎縮 
 

Gotoh et 
al., 1994 

マウス 
B6C3F1 
雌雄 
各 86 匹/
群 

吸入暴露 103 週間 
6 時間/日 
5 日/週 
 
100 ppm 群 : 
20 週間の暴

露 で 生 存 率

が低下 (雄の

31%超、雌の

8% が 死 亡 ) 
したため、暴

露は 20 週間

で中断。その

後の 84 週間

は観察のみ 

0、10、33、100 
ppm 

100 ppm: 
雌雄; 生存率低下、振戦、円背位、

四肢の麻痺、体重低値、胸腺の絶

対及び相対重量減少、小脳、大脳

の変性、心臓の変性、血栓増加、

胸骨の異形成、嗅上皮の壊死及び

化生 

U.S. NTP, 
1992 

ラット 
F344 
雄 
10 匹/群 

吸入暴露 5 日間 
6 時間/日 

0、90、175、250、
325 ppm 

175 ppm 以上: 
副腎皮質束状帯の空胞変性、小脳

顆粒細胞の変性、嗅上皮の変性 
250 ppm 以上: 
下痢、ヘモグロビン尿、歩行失調、

けいれん、肝細胞の凝固壊死 
325 ppm: 
大脳皮質の変性、精巣の精子形成

遅延 

Hurtt et al., 
1987 

ラット 
F344/N 
雌雄 
各 20 匹/
群 

吸入暴露 6 週間 
6 時間/日 
5 日/週 
 
雄は、3 週間 
(14 回) の曝

露 で 半 数 以

上 が 死 亡 し

たため、暴露

開始 3 週間後

に実験終了 

0、160 ppm 160 ppm: 
雌雄; 嗜眠、振戦、四肢の麻痺、

体重の低値、大脳皮質、海馬及び

視床神経細胞の壊死、嗅上皮の変

性及び萎縮、心筋の変性、胸腺の

壊死及び萎縮、脾臓のリンパ球枯

渇、副腎皮質の空胞変性 
雄; 精巣の変性及び萎縮 

Eustis et 
al., 1988 

ラット 
SD 
雄 
10-12 匹/
群 

吸入暴露 6 週間 
4 時間/日 
5 日/週 

0、200、300、400 
ppm 

200 ppm 以上: 
体重増加抑制、心筋の壊死及び線

維化 
300 ppm 以上: 
四肢の麻痺、衰弱 

400 ppm: 
大脳皮質の壊死、精巣萎縮 

 
300 ppmで 3/12例、400 ppmでは 6/10
例が暴露期間中に衰弱のため死亡

ないしは切迫屠殺 

Kato et al.,
1986 

ラット 
F344/N 
雌雄 

吸入暴露 13 週間 
6 時間/日 
5 日/週 

0、30、60、120 
ppm 

60 ppm 以上: 
雌; 体重増加抑制 

120 ppm: 

U.S. NTP, 
1992 
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動物種等 投与方法 投与期間 投与量 結    果 文献 
各 10 匹/
群 

雌雄; 嗅上皮の異形成及びのう胞 
雄; 体重増加抑制 
雌; ヘマトクリット値、ヘモグロ

ビン量及び赤血球数の減少 
ラット 
F344/Du
Crj  
雌雄 
各 50 匹/
群 

吸入暴露 104 週間 
6 時間/日 
5 日/週 

0、4、20、100 ppm 4 ppm 以上: 
雄; 用量依存性の鼻腔の炎症の増 

加 
100 ppm: 
雌雄; 体重増加抑制 
雄; 嗅上皮の壊死及び呼吸上皮化 

生 

Gotoh et 
al., 1994 

ラット 
Wistar 
雌雄 
各 90 匹 /
群 

吸入暴露 29 か月間 
6 時間/日 
5 日/週 

0、3、30、90 ppm 
(0、12、119、356 
mg/m3) 

3 ppm 以上: 
雌雄; 嗅上皮の変性、基底細胞の過

形成 
30 ppm 以上: 
雄; 腎臓の相対重量減少 

90 ppm: 
雌雄; 体重増加抑制、心臓の血栓形 

成 
雄; 心臓の軟骨化生、食道の角化亢 

進 
雌; 心筋の変性 

 
LOAEL: 3 ppm (12 mg/m3) (本評価書

の判断) 

Reuzel et al., 
1991; 
T.N.O., 1987

 

 

7.3.5 生殖・発生毒性 

ブロモメタンの実験動物に対する生殖・発生毒性試験結果を表7-6に示す。 

a. 生殖毒性 

雌雄の SD ラット (各 25 匹/群) にブロモメタン 0、3、30、90 ppm (0、12、119、356 mg/ m3) 

を 6 時間/日、5 日/週で F0 世代の交配 8 週間前から F2 世代の離乳までの約 8 か月間吸入暴露し

た 2 世代試験で、親動物では F0 世代 90 ppm 群の雄で体重の低値及び脳重量の減少、F1 世代 90 

ppm 群の雌雄で脳重量の減少がみられたが、生殖への影響はみられなかった。児動物では F2

世代 30 ppm 以上の群で体重の低値がみられたほかには影響はみられなかった  (American 

Biogenics Corporation, 1986)。 

 

b. 発生毒性 

Wistar ラット (38～42 匹/群) にブロモメタン 0、20、70 ppm を 7 時間/日で 5 日/週で交配前 3

週間及び妊娠 1～19 日の両方あるいはいずれかの期間吸入暴露し、妊娠 21 日に帝王切開した試

験で、母動物、児動物のいずれにも影響はみられなかった (Hardin et al., 1981; Sikov et al., 1981)。 

NZW ウサギ (25 匹/群) にブロモメタン 0、20、70 ppm を 7 時間/日で妊娠 1～15 日に吸入暴

露し、妊娠 30 日に帝王切開した試験で、20 ppm 群では母動物、児動物のいずれにも影響はみ

られなかった。一方、70 ppm 群では暴露開始 1 週間過ぎから母動物に体重減少、けいれん及び

後肢の麻痺がみられ、妊娠 27 日までに 24/25 例が死亡した (Hardin et al., 1981; Sikov et al., 1981)。 

NZW ウサギにブロモメタン 0、10、30、50、70、140 ppm を 6 時間/日で妊娠 7～19 日に吸入
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暴露し、妊娠 28 日に帝王切開した試験で、140 ppm 群の母動物に嗜眠、運動失調、斜頸、横臥

位、脳髄膜の多発性炎症、及び中脳の左右対称性壊死あるいは海綿状変化がみられたが、胚・

胎児への影響はみられなかった (Breslin et al., 1990)。 

NZW ウサギ (26 匹/群) にブロモメタン 0、20、40、80 ppm (0、79、158、316 mg/m3) を 6 時

間/日で妊娠 7～19 日に吸入暴露し、妊娠 28 日に帝王切開した試験で、80 ppm 群では母動物に

嗜眠、運動失調、斜頸、横臥位、体重の低値がみられ、児動物には胎児体重の低値、胆のう無

発生及び胸骨癒合がみられたことから、母動物毒性、児動物の発生に対する NOAEL はいずれ

も 40 ppm (158 mg/m3) としている (Methyl Bromide Industry Panel, 1989)。 

 

以上、生殖毒性については、雌雄の SD ラットにブロモメタン 0、3、30、90 ppm (0、12、119、

356 mg/ m3) を 6 時間/日、5 日/週で F0 世代の交配開始前から F2 世代の離乳までの約 8 か月間吸

入暴露した 2 世代試験で、 高用量の 90 ppm まで影響はみられていない。発生毒性について

は、NZW ウサギにブロモメタン 0、20、40、80 ppm (0、79、158、316 mg/m3) を 6 時間/日で妊

娠 7～19 日に吸入暴露し、妊娠 28 日に帝王切開した試験で、80 ppm 群の母動物に嗜眠、運動

失調、斜頸及び横臥位、児動物には胎児体重の低値、胆のう無発生及び胸骨癒合がみられ、母

動物毒性、児動物の発生に対する NOAEL はいずれも 40 ppm (158 mg/m3) である。 

 

表 7-6 ブロモメタンの生殖・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 
ラット 
SD 
雌雄 
各 25 匹 /
群 

2 世代試験 
吸入暴露 

F0 世代の交配

8 週間前から

F2 世代の離乳

まで約 8 か月

間 
6 時間/日 
5 日/週 

0、3、30、90 ppm 
(0、12、119、356 
mg/m3) 

(親動物) 
F0 世代: 

90 ppm; 雄で体重の低値、脳重量減少 
F1 世代: 

90 ppm; 雌雄で脳重量減少 
 

生殖への影響なし 
 
(児動物) 
F2 世代: 

30 ppm 以上; 体重の低値 

American 
Biogenics 
Corporation,
1986 

ラット 
Wistar 
雌 
38-42 匹 /
群 

吸入暴露 交配前 3 週間

(5 日/週)、妊

娠 1-19 日の

両方あるいは

いずれかの期

間 
7 時間/日 
妊娠 21 日に

帝王切開 
 

0、20、70 ppm 母動物: 
影響なし 

児動物: 
胚･胎児毒性なし、催奇形性なし 

Hardin et al., 
1981; Sikov et 
al., 1981 

ウサギ 
NZW 
雌 
25 匹/群 

吸入暴露 妊娠 1-15 日 
7 時間/日 
妊娠 30 日に

帝王切開 

0、20、70 ppm 母動物: 
20 ppm; 影響なし 
70 ppm; 暴露開始 1 週間過ぎから体重

減少、けいれん、後肢の麻痺がみら

れ、妊娠 27 日までに 24/25 例が死亡 
児動物: 

20 ppm; 胚･胎児毒性なし、催奇形性

なし 

Hardin et al., 
1981; Sikov et 
al., 1981 
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動物種等 投与方法 投与期間 投与量 結    果 文献 
ウサギ 
NZW 
雌 

吸入暴露 妊娠 7-19 日 
6 時間/日 
 
妊娠 28 日に

帝王切開 

0、10、30、50、
70、140 ppm 

母動物: 
140 ppm; 嗜眠、運動失調、斜頸、横

臥位、脳髄膜の多発性炎症と中脳の

左右対称性壊死あるいは海綿状変化 
児動物: 
胚・胎児への影響なし 

Breslin et al., 
1990 

ウサギ 
NZW 
雌 
26 匹/群 

吸入暴露 妊娠 7-19 日 
6 時間/日 
 
妊娠 28 日に

帝王切開 

0、20、40、80 ppm 
(0、79、158、316 
mg/m3) 

母動物: 
80 ppm; 嗜眠、運動失調、斜頸、横臥

位、体重の低値 
児動物: 

80 ppm; 体重の低値、胆のう無発生、

胸骨癒合 
 
NOAEL: 
母動物毒性; 40 ppm (158 mg/m3) 
児動物の発生; 40 ppm (158 mg/ m3) 

Methyl 
Bromide 
Industry 
Panel, 1989 

 

 

7.3.6 遺伝毒性 

ブロモメタンの遺伝毒性試験結果を表 7-7、遺伝毒性試験結果 (まとめ) を表 7-8 に示す。 

a. in vitro 

a-1. 突然変異 

ネズミチフス菌及び大腸菌を用いた復帰突然変異試験は数多く行われており、いずれの試験

においても、S9 添加の有無にかかわらずブロモメタンは陽性を示した (Djalali-Behzad et al., 

1981; JETOC, 1997; Kramers et al., 1985; Moriya et al., 1983; Simmon et al., 1977; U.S. NTP, 1992)。

また、Klebsiella pneumoniae を用いた遺伝子突然変異試験においても、S9 の無添加で陽性を示

した (Kramers et al., 1985)。 

動物細胞を用いる遺伝子突然変異試験では、マウスリンパ腫 L5178Y 細胞を用いた試験で、

S9 の無添加でブロモメタンは陽性を示した (Kramers et al., 1985)。 

 

a-2. 染色体異常 

ヒトリンパ球を用いた染色体異常試験で、ブロモメタンは S9 の無添加では陰性であったが、

S9 の添加条件では陽性であった (Garry et al., 1990)。 

 

a-3. DNA 損傷 

ネズミチフス菌 TA1535/pSK1002 を用いた umu テストで、ブロモメタンは S9 の無添加で陽

性を示した (Ong et al., 1987)。 

ヒトリンパ球を用いた姉妹染色分体交換 (SCE) 試験で、ブロモメタンは S9 添加の有無にか

かわらず陽性を示した（Garry et al., 1990; Hallier et al., 1993; Tucker et al., 1986）。 

一方、ラット肝臓細胞 (Kramers et al., 1985) 及びヒト線維芽細胞 (McGregor, 1981) を用いた

不定期 DNA 合成 (UDS) 試験では、ブロモメタンは陰性であった。 
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a-4. その他 

シリアンハムスター胚細胞を用いた形質転換試験で、ブロモメタンは S9 の無添加で陰性を

示した (Hatch et al., 1983)。 

 

b. in vivo 

b-1. 突然変異 

ショウジョウバエを用いた試験では、ブロモメタンは翅毛スポット試験で陽性を示したが 

(Katz, 1987)、伴性劣性致死試験では、陽性とする報告 (Kramers et al., 1985) と陰性とする報告 

(McGregor, 1981) がある。 

 哺乳動物を用いる突然変異試験では、λlacZ 形質転換マウスにブロモメタン 5、12.5 mg/kg

を単回経口投与あるいは 12.5、25 mg/kg/日で 5、10 日間反復経口投与した後の各種組織 (前胃、

腺胃、肝臓など) で突然変異は検出されなかった (Pletsa et al., 1999)。 

 

b-2. 染色体異常 

SD ラットにブロモメタン 20、70 ppm を 7 時間/日で 1、5 日間吸入暴露した後の骨髄細胞を

調べた染色体異常試験で陰性であった (McGregor, 1981)。 

小核試験では、BDF1 マウス及び F344 ラットにブロモメタン 154 ～ 440 ppm を 6 時間/日、5

日/週で 2 週間吸入暴露後の骨髄細胞及び末梢血赤芽球を調べた試験 (Ikawa et al., 1986)、

B6C3F1 マウスに 12～200 ppm を 6 時間/日、5 日/週で 2 週間吸入暴露後の末梢血赤芽球を調べ

た試験 (U.S. NTP, 1992) では陽性であったが、10～120 ppm で 4～12 週間吸入暴露後の末梢血

赤芽球を調べた試験 (U.S. NTP, 1992) では陰性であった。 

雄の SD ラットにブロモメタン 20、70 ppm を 7 時間/日で 5 日間吸入暴露した優性致死試験

で、ブロモメタンは陰性であった (McGregor, 1981)。 

 

b-3. DNA 損傷 

姉妹染色分体交換 (SCE) 試験では、B6C3F1 マウスにブロモメタン 12～200 ppm を 6 時間/

日、5 日間/週で 2 週間吸入暴露後の骨髄細胞を調べた試験では陽性であったが、10～120 ppm

で 4～12 週間吸入暴露後の骨髄細胞を調べた試験では陰性であった (U.S. NTP, 1992)。 

DNA 損傷試験では、マウス、ラットにブロモメタンを吸入暴露、腹腔内投与及び経口投与後

に肝臓、肺、脾臓、胃、精巣などを調べた試験が行われており、いずれも陽性結果が得られて

いる (Bentley, 1994; Djalali-Behzad et al., 1981; Gansewendt et al., 1991; Pletsa et al., 1999)。 

b-4. その他 

 B6C3F1 マウスにブロモメタン 20、70 ppm を 7 時間/日で 5 日間吸入暴露した精子頭部異常試

験で陰性であった (McGregor, 1981)。 

 

以上、ブロモメタンの遺伝毒性については、in vitro では突然変異、染色体異常、DNA 損傷

のいずれも陽性であり、in vivo においても染色体異常、DNA 損傷が認められることから、ブロ

モメタンは遺伝毒性を示すと判断する。 
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表 7-7 ブロモメタンの遺伝毒性試験結果 

 試験 試験材料 処理条件 用量 結果 1) 
-S9  +S9 文献 

ネズミチフス菌 
TA98、TA100、TA1535、
TA1537、TA1538 
大腸菌 
WP2 hcr 

ガス暴露: 
37℃、2 日間 

0.5-5 
g/m3  

＋    ＋ 

Moriya et 
al., 1983 

ネズミチフス菌 
TA98、TA100 

プレインキュベー

ション法: 37℃、2-6
時間 
ガス暴露: 37℃、5
日間 

10-10,000 
mg/L 

 
0.5-50 
g/m3 

＋   ND 
 
 

＋    ＋ 
 

Kramers et 
al., 1985 

ネズミチフス菌 
TA98、TA100 

ガス暴露: 
37℃、2 日間 

0.004-2.4 
mol/L 

＋    ＋ 
U.S. NTP, 
1992 

ネズミチフス菌 
TA98、TA100、TA1535、
TA1537 
大腸菌 
WP2 uvrA 

ガス暴露: 
37℃、24 時間 

0.001-0.5 
% 

＋    ＋ 

JETOC, 
1997 

ネズミチフス菌 
TA98、TA100、TA1535、
TA1537、TA1538 
大腸菌 
WP2 uvr 

ガス暴露: 
37℃、21 時間 

0.02-0.2 
% 

＋   ND 

Simmon et 
al., 1977 

復帰突然変

異試験 

大腸菌 
Sd-4 

プレインキュベー

ション法 
37℃、1 時間 

0.5-6 
mM 

＋   ND 
Djalali-Beh
zad et al., 
1981 

Klebsiella pneumoniae ガス暴露: 
37℃、20 時間 

0.95-19 
g/m3 

＋   ND 
Kramers et 
al., 1985 

遺伝子突然

変異試験 

マウスリンパ腫 L5178Y
細胞 

37℃、24 時間 0.03-10 
mg/L 

＋   ND 
Kramers et 
al., 1985 

染色体異常

試験 
ヒトリンパ球 ガス暴露: 

37℃、30 分 
12-95 
μg/mL 

－    ＋ 
Garry et al., 
1990 

umu テスト ネズミチフス菌 
TA1535/pSK1002 

ガス暴露: 
1.5 L/分 

1,600-30,000
ppm 

＋   ND 
Ong et al., 
1987 

ヒトリンパ球 ガス暴露: 
3-100 秒 

43,000 
ppm 

＋   ND 
Tucker et 
al., 1986 

ヒトリンパ球 ガス暴露: 
37℃、30 分 

12-95 
μg/mL 

＋    ＋ 
Garry et al., 
1990 

姉妹染色分

体交換 
(SCE) 試験 

ヒトリンパ球 ガス暴露: 
37℃、60 分 

5,000 
ppm 

＋   ND 
Hallier et 
al., 1993 

ラット肝臓細胞 37℃、24 時間 10-30 
mg/L 

－   ND 
Kramers et 
al., 1985 

不定期

DNA 合成 
(UDS) 試験 ヒト線維芽細胞 ガス暴露: 

3 時間 
5-70 

% 
－    － 

McGregor, 
1981 

in vitro 

形質転換試

験 
シリアンハムスター胚

細胞 
ガス暴露: 
2 又は 20 時間 

1,000-8,000
ppm 

－   ND 
Hatch et al., 
1983 

in vivo 翅毛スポッ

ト試験 
ショウジョウバエ ガス暴露: 

1 時間 
4,000-16,000 

mg/m3 
＋ 

Katz, 1987 
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 試験 試験材料 処理条件 用量 結果 1) 
-S9  +S9 文献 

ショウジョウバエ ガス暴露: 
1-15 日間 
6 時間/日 

70-750 
mg/m3 

＋ 
Kramers et 
al., 1985 

伴性劣性致

死試験 

ショウジョウバエ ガス暴露: 
5 時間 

20、70 
ppm 

－ 
McGregor, 
1981 

突然変異試

験 
λlacZ 形質転換マウス

各種組織 (前胃、腺胃、

肝臓など) 

単回: 4 時間 
 
反復: 5、10 日間 

5、12.5 
mg/kg 

12.5、25 
ｍg/kg/日 

－ 
 

－ 
 

Pletsa et al., 
1999 

染色体異常

試験 
SD ラット 
骨髄細胞 

吸入暴露: 
1、5 日間 
7 時間/日 

20、70 
ppm 

－ 
McGregor, 
1981 

BDF1 マウス、F344 ラッ

ト 
骨髄細胞、末梢血赤芽

球 

吸入暴露: 
2 週間 
6 時間/日、5 日/週 

154 - 440 
ppm 

＋ 

Ikawa et al., 
1986 

小核試験 

B6C3F1 マウス 
末梢血赤芽球 

吸入暴露: 
2 週間 
4-12 週間 
6 時間/日、5 日/週 

 
12-200 
10-120 

ppm 
 

 
＋ 
－ 
 

 

U.S. NTP, 
1992 

優性致死試

験 
SD ラット 
雄 

吸入暴露: 
5 日 
7 時間/日 

20、70 
ppm 

－ 
McGregor, 
1981 

姉妹染色分

体交換 
(SCE) 試験 

B6C3F1 マウス 
骨髄細胞 

吸入暴露: 
2 週間 
4-12 週間 
6 時間/日、5 日/週 

 
12-200 
10-120 

ppm 
 

 
＋ 
－ 

 

 

U.S. NTP, 
1992 

SD ラット 
精巣 

吸入暴露: 
5 日間 
6 時間/日 

75-250 
ppm 

＋ 
Bentley, 
1994 

CBA マウス 
肝臓、脾臓 

吸入暴露: 4 時間 
腹腔内投与 
 

ND ＋ 
Djalali-Beh
zad et al., 
1981 

F344 ラット 
肝臓、肺、胃 

経口: 24 時間 
吸入: 密閉容器中 6
時間 

8.3 
56、112 
μmol 

＋ 
＋ 

 

Gansewendt 
et al., 1991 

ラット 
各種組織 (前胃、腺胃、

肝臓など) 
 

単回経口: 4 時間 
 
反復経口: 4 日間 

80、160 
mg/kg 
30、60 

ｍg/kg/日 

＋ 
 

＋ 
 

Pletsa et al., 
1999 

DNA 損傷

試験 

λlacZ 形質転換マウス

各種組織 (前胃、腺胃、

肝臓など) 
 

単回経口: 4 時間 
 
反復経口: 5、10 日間

5、12.5 
mg/kg 

12.5、25 
ｍg/kg/日 

＋ 
 

＋ 
 

Pletsa et al., 
1999 

精子頭部異

常試験 
B6C3F1 マウス 
雄 

吸入暴露: 
5 日間 
7 時間/日 

20、70 
ppm 

－ 
McGregor, 
1981 

＋: 陽性、w＋: 弱い陽性、－: 陰性、ND: データなし 
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表 7-8 ブロモメタンの遺伝毒性試験結果 (まとめ) 

 突然変異性 染色体異常 DNA 損傷性 

バクテリア ＋ ND ＋ 

カビ／酵母／植物 ND ND ND 

培養細胞 ＋ ＋ ＋ 

昆虫 (in vivo) ＋ ND ND 

ほ乳動物 (in vivo) － ＋ ＋ 

＋: 陽性、－: 陰性、ND: データなし 

 

 

7.3.7 発がん性 

ブロモメタンの実験動物に対する発がん性試験結果を表 7-9 に示す。 

a. 経口投与 

雌雄の Wistar ラット (各 10 匹/群) にブロモメタン 0、0.4、2、10、50 mg/kg/日を 5 日/週で

13 週間強制経口投与した試験で、50 mg/kg/日群で前胃の乳頭腫 (雄: 2/10 例) 及び扁平上皮が

ん (雄: 7/10 例、雌: 6/10 例) がみられたと報告されているが (Danse et al., 1984)、U.S. NTP によ

る組織標本の再検査で、これらは腫瘍性ではなく、炎症及び過形成であることが判明した (U.S. 

EPA, 2005)。 

雄の Wistar ラット (15 匹/群) にブロモメタン 0、50 mg/kg/日を 5 日/週で 13、17、21、25 週

間強制経口投与した試験で、25週間投与群の 1例で前胃の扁平上皮がんがみられた (Boorman et 

al., 1986)。 

雌雄の F344 ラット (各 60 匹/群) にブロモメタンでくん蒸し、臭素として 0、80、200、500 ppm 

(雄; 0、2.67、6.77、16.9 mg Br/kg/日、雌; 0、3.23、8.29、20.2 mg Br/kg/日) 含む飼料を 104 週

間与えた試験で、投与に関連した腫瘍の発生はみられなかった (Mitsumori et al., 1990)。 

雌雄の SD ラット (匹数不明) にブロモメタン 0、0.5、2.5、50、250 ppm (雄: 0、0.02、0.11、

2.20、11.1 mg/kg/日、雌: 0、0.03、0.15、2.92、15.1 mg/kg/日) 含む飼料を 24 か月間与えた試験 

で、投与に関連した腫瘍の発生はみられなかった (Mertens, 1997)。 

雌雄のイヌ (ビーグル) (各 4～8 匹/群) にブロモメタンでくん蒸した飼料を雄には 0、0.06、

0.13、0.28 mg/kg/日、雌には 0、0.07、0.12、0.27 mg/kg/日の用量で 5 日/週、12 か月間与えた試

験で、投与に関連した腫瘍の発生はみられなかった (Wilson et al., 1998)。 

 

b. 吸入暴露 

雌雄の B6C3F1 マウス (各 86 匹/群) にブロモメタン 0、10、33、100 ppm を 6 時間/日、5 日/

週で 103 週間吸入暴露した試験で、暴露に関連した腫瘍の発生はみられなかった (U.S. NTP, 

1992)。 

雌雄の BDF1 マウス (各 50 匹/群) にブロモメタン 0、4、16、64 ppm を 6 時間/日、5 日/週で
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104 週間吸入暴露した試験で、暴露に関連した腫瘍の発生はみられなかった (Gotoh et al., 1994)。 

雌雄の F344/DuCrj ラット (各 50 匹/群) にブロモメタン 0、4、20、100 ppm を 6 時間/日、5

日/週で 104 週間吸入暴露した試験で、4 ppm 以上の群の雌で副腎の褐色細胞腫、100 ppm 群の

雄で下垂体腺腫の発生率の有意な増加がみられた。雌でみられた副腎の褐色細胞種については、

用量依存性がみられず、当該試験機関における背景データに対して有意でないことから、暴露

による影響ではないと示唆されている。また、雄でみられた下垂体腺腫についても、この腫瘍

が自然発生しやすい腫瘍であることから、ブロモメタンによる内分泌系の撹乱や老化促進によ

る二次的な影響であろうと考察されている (Gotoh et al., 1994)。 

雌雄の Wistar ラット (各 90 匹/群) にブロモメタン 0、3、30、90 ppm を 6 時間/日、5 日/週で

29 か月間吸入暴露した試験で、暴露に関連した腫瘍の発生はみられなかった (Reuzel et al., 

1991; TNO, 1987)。 

 

以上、実験動物にブロモメタンを経口投与あるいは吸入暴露した試験のほとんどで、投与/

暴露に関連した腫瘍の発生はみられていない。なお、吸入暴露によりラットの雄に下垂体腺腫、

雌に副腎の褐色細胞腫の発生率が増加したが、ブロモメタンの暴露との関連については明確で

はなかった。そして、結論として、この試験条件下では、発がんの証拠は得られなかったと報

告している。 

 

ブロモメタンの国際機関等での発がん性評価を表 7-10 に示す。 

IARC はブロモメタンをグループ 3 (ヒトに対する発がん性については分類できない) に分類

している。 

 

表 7-9 ブロモメタン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 

50 mg/kg/日: 
前胃の乳頭腫 (雄: 2/10 例)、扁平上皮

がん (雄: 7/10 例、雌: 6/10 例) 

Danse et 
al., 1984 

ラット 
Wistar 
雌雄 
各 10 匹/群 

経口投与 
(強制経口) 

13 週間 
5 日/週 

0、0.4、2、10、
50 mg/kg/日 

U.S. NTP による組織標本の再検査で、

これらは炎症、過形成であることが判

明 

U.S. EPA, 
2005 

ラット 
Wistar 
雄 
15 匹/群 

経口投与 
(強制経口) 

13、 17、
21、25 週

間 
5 日/週 

0、50 mg/kg/日 25 週間投与群の 1 例で前胃の扁平上皮

がん 
Boorman et 
al., 1986 

ラット

F344 
雌雄 
各 60 匹/群 

経口投与 
(ブロモメ

タ ン で く

ん 蒸 し た

飼 料 を 与

える) 

104 週間 臭素として 0、
80、200、500 ppm 
(雄; 0、2.67、
6.77、16.9 mg 
Br/kg/日、雌; 0、
3.23、8.29、20.2 
mg Br/kg/日) 

投与に関連した腫瘍の発生なし Mitsumori 
et al., 1990
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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 
雌雄 
匹数不明 

経口投与 
(混餌) 

24 か月間 0、0.5、2.5、50、
250 ppm (雄: 0、
0.02、0.11、2.20、
11.1 mg/kg/日、

雌: 0、0.03、0.15、
2.92、15.1 mg/kg/
日) 

投与に関連した腫瘍の発生なし Mertens et 
al., 1997 

イヌ 
(ビーグル) 
雌雄 
各 4-8 匹/
群 
 

経口投与 
(ブロモメ

タ ン で く

ん 蒸 し た

飼 料 を 与

える) 

12 か月間 
5 日/週 

雄: 0、0.06、0.13、
0.28 mg/kg/日、

雌: 0、0.07、0.12、
0.27 mg/kg/日 

投与に関連した腫瘍の発生なし Wilson et 
al., 1998 

マウス 
B6C3F1 
雌雄 
各 86 匹/群 

吸入暴露 103 週間 
6 時間/日 
5 日/週 

0、10、33、100 
ppm 
 

暴露に関連した腫瘍の発生なし U.S. NTP, 
1992 

マウス 
BDF1 
雌雄 
各 50 匹/群 

吸入暴露 104 週間 
6 時間/日 
5 日/週 

0、4、16、64 ppm  暴露に関連した腫瘍の発生なし Gotoh et 
al., 1994 

ラット 
F344/DuC
rj 
雌雄 
各 50 匹/群 

吸入暴露 104 週間 
6 時間日 
5 日/週 

0、4、20、100 ppm
 

腫瘍発生率:                         
        用量 (ppm)        

 0 4 20 100  
雄: 下垂体腺腫 
 16/50 23/50 19/50 30/50* 
雌: 副腎褐色細胞種 
 0/50 7/50* 5/50* 5/50*  
*カイ二乗検定で有意 
 
著者考察: 
雌の副腎褐色細胞種について;  

用量依存性がなく、当該試験機関に

おける背景データ (17/200) に対し

て有意でないので、暴露による影響

ではないと考えられる 
雄の下垂体腺腫について; 

自然発生しやすい腫瘍なので、ブロ

モメタンによる内分泌系の撹乱や

老化促進による二次的な影響と考

えられる 

Gotoh et 
al., 1994 

ラット 
Wistar 
雌雄 
各 90 匹/群 
 

吸入暴露 29 か月間 
6 時間/日 
5 日/週 

0、3、30、90 ppm
 

暴露に関連した腫瘍の発生なし Reuzel et 
al., 1991; 
TNO, 1987
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表 7-10 国際機関等でのブロモメタンの発がん性評価 
機関/出典 分 類 分 類 基 準 

IARC (2005) グループ 3 ヒトに対する発がん性については分類できない。 
ACGIH (2005) A4 ヒトに対して発がん性が分類できない物質 
U.S. EPA (2005) グループD ヒト発がん性に関して分類できない物質 
U.S. NTP (2005) － 発がん性について評価されていない。 
日本産業衛生学会 (2005) － 発がん性について評価されていない。 

 

 

7.4 ヒト健康への影響 (まとめ) 

ブロモメタンは肺、消化管から速やかに吸収されて、全身に分布する。吸収されたブロモメ

タンは加水分解及び酸化されて、尿中 (代謝物は未同定) に、あるいは、二酸化炭素として呼

気中に排泄される。また、ブロモメタンは生体内でタンパク質や DNA と反応し、システイン

残基やプリン塩基をメチル化することが知られている。 

ブロモメタンのヒトでの急性中毒症状として、悪心、吐き気、めまい、頭痛、視覚異常、け

いれん、意識障害など中枢神経系への影響がみられる他、重症例では気管・気管支及び肺のう

っ血、肺水腫など呼吸器系の傷害もみられる。また、皮膚暴露により、皮膚の傷害の他、歩行

失調、四肢の知覚異常など末梢神経系への影響もみられる。慢性影響としては、倦怠感、無関

心、運動失調、脳波異常、視覚異常、知覚異常、認知能力の低下など中枢及び末梢神経系の障

害がみられる。 

ブロモメタンの実験動物に対する急性毒性については、経口投与での LD50 は、ラットで 104

～214 mg/kg、吸入暴露での LC50 は、マウスで 1,185 ppm (4,680 mg/m3) (1 時間)、405 ppm (4 時

間)、ラットでは 1,850 ppm (7,300 mg/m3) (1 時間)、780 ppm (4 時間)、302 ppm (8 時間) である。

吸入暴露による急性毒性症状としては、自発運動低下、振戦、けいれん、呼吸困難、呼吸数減

少、運動失調などの中枢神経系に対する影響のほか、嗅上皮の壊死及び化生、肝細胞の変性及

び壊死、腎尿細管の壊死及び再生性変化、心筋の出血、副腎の出血及び壊死、胸腺のうっ血な

どがみられている。 

ブロモメタンガスは、実験動物の眼に直接暴露した場合刺激性を示すとの報告があるが、皮

膚に対する刺激性に関する試験報告は得られていない。 

調査した範囲内では動物を用いたブロモメタンの感作性に関する試験報告は得られていない。 

ブロモメタンの経口投与での反復投与毒性としては、主に刺激性に起因する前胃の病変がみ

られる。Wistar ラットに 5 日/週で 13 週間強制経口投与した試験で、2 mg/kg/日以上の群の雌雄

に前胃の限局性うっ血、雄には摂餌量の減少がみられ、NOAEL は 0.4 mg/kg/日である。吸入暴

露では、刺激性による鼻腔の病変のほか、中枢神経系、心臓、腎臓、胸腺、副腎皮質及び精巣

への影響がみられている。雌雄の Wistar ラットに 6 時間/日、5 日/週で 29 か月間吸入暴露した

試験で、3 ppm 以上の群の雌雄で鼻腔嗅上皮の変性及び基底細胞の過形成がみられ、LOAEL は

3 ppm (12 mg/m3) である。 

ブロモメタンの生殖毒性については、雌雄の SD ラットにブロモメタン 0、3、30、90 ppm (0、

12、119、356 mg/ m3) を 6 時間/日、5 日/週で F0 世代の交配開始前から F2 世代の離乳までの約

8 か月間吸入暴露した 2 世代試験で、 高用量の 90 ppm まで影響はみられていない。発生毒性
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については、NZW ウサギにブロモメタン 0、20、40、80 ppm (0、79、158、316 mg/m3) を 6 時

間/日で妊娠 7～19 日に吸入暴露し、妊娠 28 日に帝王切開した試験で、80 ppm 群の母動物に嗜

眠、運動失調、斜頸及び横臥位、児動物には胎児体重の低値、胆のう無発生及び胸骨癒合がみ

られ、母動物毒性、児動物の発生に対する NOAEL はいずれも 40 ppm (158 mg/ m3) である。 

ブロモメタンの遺伝毒性については、in vitro では復帰突然変異、染色体異常、DNA 損傷の

いずれも陽性であり、in vivo においても染色体異常、DNA 損傷の誘発が認められることから、

ブロモメタンは遺伝毒性を示すと判断する。 

ブロモメタンの発がん性に関しては、実験動物にブロモメタンを経口投与あるいは吸入暴露

した試験のほとんどで、投与/暴露に関連した腫瘍の発生はみられていない。なお、吸入暴露に

よりラットの雄に下垂体腺腫、雌に副腎の褐色細胞腫の発生率が増加したが、この試験条件下

では、発がんの証拠は得られなかったと報告している。IARC はブロモメタンをグループ 3 (ヒ

トに対する発がん性については分類できない) に分類している。 
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