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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。 

初期リスク評価書 Ver. 0.1 
 有害性評価 暴露評価 リスク評価 

 
 
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) 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 

レビュー レビュー

有害性評価 リスク評価 
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要    約 

 

1,3,5-トリス(2,3-エポキシプロピル)-1,3,5-トリアジン-2,4,6(1H,3H,5H)-トリオン (以下、トリ

グリシジルイソシアヌレートと表記) は白色の固体であり、水溶解性は 8.7 g/L  (25℃) である。 

トリグリシジルイソシアヌレートは、主に粉体塗料 (ポリエステル系の硬化剤)、ソルダー 

(はんだ) レジストインク、光半導体封止樹脂として使われており、2002 年度の製造量は 2,000

トンである。2004 年度 PRTR データによると、トリグリシジルイソシアヌレートの排出量は 1

年間に全国合計で届出事業者から大気へ 850 kg 排出され、公共用水域及び土壌への排出はない。

トリグリシジルイソシアヌレートの使用段階での排出量については、電気機械器具製造業から

の大気への排出が主たる排出経路と考えられる。 

トリグリシジルイソシアヌレートの蒸気圧は 7.2×10-6 Pa (20℃)、ヘンリー定数は 9.56×10-16 

Pa・m3/mol  (25℃) であり、環境水中に排出された場合には、大気に揮散せず加水分解を受け

て加水分解生成物として環境水中に留まると推定される。好気的条件下では生分解され難いが、

環境条件が調った場合には生分解による除去の可能性がある。また、水生生物に対する生物濃

縮性はないまたは低いと判定されている。 

 

トリグリシジルイソシアヌレートの環境中の濃度は、調査した範囲では得られなかった。 

一方、2004 年度PRTR排出量データと数理モデルを用いて、大気中濃度の推定を行った。そ

の結果、推定値の最大値は 0.014μg/m3であった。河川水中濃度については、2004 年度PRTR排

出量データによると、トリグリシジルイソシアヌレートの河川への排出はないため、0μg/Lと

推定した。公共用水域中の測定値は得られておらず、推定値は 0μg/Lであるため、トリグリシ

ジルイソシアヌレート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) を 0

μg/Lとした。 

また、トリグリシジルイソシアヌレートの環境経由のヒトへの暴露経路は、呼吸による吸入

暴露が主として考えられる。トリグリシジルイソシアヌレートの大気中濃度 (0.014μg/m3: 推

定値)、飲料水中濃度 (0μg/L: 推定値) 及び魚体内濃度 (0μg/kg: 推定値) から、ヒトの体重 1 

kgあたりの 1 日推定摂取量を 5.6×10-3μg/kg/日 (吸入経路)、0μg/kg/日 (経口経路) と推定し

た。 

 

トリグリシジルイソシアヌレートの環境中の水生生物への影響に関しては、甲殻類及び魚類

の 2 種に対する急性毒性試験結果が得られている。いずれも原著が入手できず、信頼性につい

ては確認できないが、IPCS やNICNASでは信頼性のあるデータとして評価していることから、

本評価書では信頼性の確認されたデータであると判断する。なお、藻類については、調査した

範囲では試験報告は得られなかった。得られた毒性データのうち、トリグリシジルイソシアヌ

レート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等として、最小値である魚

類のブルーギルに対する 96 時間LC50の 77 mg/Lを採用した。トリグリシジルイソシアヌレート

のEECは 0μg/Lであり、環境中の水生生物に対する暴露が想定されないため、現時点では環境

中の水生生物に悪影響を及ぼすことはないと判断する。 
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トリグリシジルイソシアヌレートは、マウスへの経口投与で、24 時間以内に投与量の少なくと

も 17%が吸収され、肝臓のミクロソームのエポキシド加水分解酵素で速やかに加水分解される。

ヒトでは、肝臓のミクロソーム内エポキシド加水分解酵素活性はラットより高く、大きな個人

差はあるが男女差はない。ヒトの点滴静脈注射では、未変化体の血漿からの消失の半減期は 1

分前後と速く、24 時間蓄積尿への未変化体の排泄は 1%未満であった。 

トリグリシジルイソシアヌレートとの接触によりヒトでアレルギー性接触皮膚炎が報告され

ている。喘息を誘発するとの報告もある。静脈内注射では、注射部位に血栓性静脈炎を生じ、

骨髄抑制、吐き気、嘔吐が報告されている。 

一方、トリグリシジルイソシアヌレートの実験動物に対する反復投与毒性に関して、吸入経

路において、マウスに 5 日間吸入暴露した試験があり 40 mg/m3以上で死亡や一般状態の悪化が

みられたが、長期の試験はなくNOAELは設定できない。また、経口経路における最小のNOAEL

は、雄ラットに 99 週間混餌投与した発がん性試験において病理組織学的影響を指標とした 100 

ppm (4.36 mg/kg/日) である。 

 生殖・発生毒性については、雄ラットを用いた 9 週間混餌投与による授精能試験では、最高

用量の 100 ppm (7.32 mg/kg/日) でも生殖毒性はみられていない。 

 遺伝毒性では、in vitro で、ネズミチフス菌を用いた復帰突然変異試験とマウスリンフォー

マ試験で陽性であり、大腸菌 WP2uvrA を用いた復帰突然変異試験では陰性であった。染色体異

常試験及び姉妹染色分体交換試験で陽性であった。マウスの胚線維芽細胞を用いた形質転換試

験では陰性、CHO 細胞を用いた姉妹染色分体交換試験では陽性であった。in vivo では、マウス

スポットテストで陰性、マウスの精原細胞に対する染色体異常誘発性は、経口投与では陽性で

あったが、吸入暴露では陰性または不明確な結果が得られている。マウス精細胞では染色体異

常誘発性は陰性であった。優性致死試験では、陰性または不明確な結果が得られている。ハム

スター骨髄細胞を用いた染色体異常試験で陽性であった。チャイニーズハムスターの姉妹染色

分体交換試験で陰性または陽性結果、DNA 付加体形成能は陽性の結果が得られた。以上の結果

から、トリグリシジルイソシアヌレートは DNA を直接アルキル化する物質であり、遺伝毒性

を有すると判断する。 

トリグリシジルイソシアヌレートのラットを用いた混餌投与による発がん性試験 (99 週間) 

では、投与に関連したがんの発生はなかった。また、IARC 等の国際機関では、トリグリシジ

ルイソシアヌレートの発がん性を評価していない。 

トリグリシジルイソシアヌレートの経口経路は暴露が想定されないため、現時点ではヒト健康

に影響を及ぼすことはないと判断する。また、反復投与毒性の吸入経路については評価してい

ないが、吸入と経口経路の合計に対する MOE 780,000 は、不確実係数積 100 よりも大きく、ま

た生殖毒性に対する MOE 130,000 は不確実係数積 100 よりも大きく、現時点でヒト健康 (全経

路) に悪影響を及ぼすことはないと判断する。 

 

 以上のことから、トリグリシジルイソシアヌレートは現時点では環境中の水生生物及びヒト

健康に対し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 
本評価書では、1,3,5-トリス(2,3-エポキシプロピル)-1,3,5-トリアジン-2,4,6 (1H,3H,5H)-トリオン

をトリグリシジルイソシアヌレートと表記する。 

 

1.1 物質名 : 1,3,5-トリス(2,3-エポキシプロピル)-1,3,5-ト

リアジン-2,4,6 (1H,3H,5H)-トリオン 

1.2 化学物質審査規制法官報公示整理番号 : 5-1052 

1.3 化学物質排出把握管理促進法政令号番号 : 1-218 

1.4 CAS登録番号 : 2451-62-9  

1.5 構造式 

N N

NO

O

O

O

O

O

 
1.6 分子式 : C12H15N3O6

1.7 分子量 : 297.27 
 

 

2．一般情報 

2.1 別 名 

トリグリシジルイソシアヌレート、トリスエポキシプロピルイソシアヌレート、1,3,5-トリス

(2,3-エポキシプロピル)トリアジナン-2,4,6-トリオン、1,3,5-トリス(2,3-エポキシプロピル)イ

ソシアヌル酸、1,3,5-トリスグリシジルイソシアヌル酸 
 

2.2 純 度 

97%以上 (工業品グレード)注)                      (IPCS, 1998) 

  注：本物質にはα型とβ型がある。工業品グレードはα型約 90%とβ型約 10%の混合物。 (NCM, 2001) 

 

2.3 不純物 

1,2-エポキシ-3-クロロプロパン (別名：エピクロロヒドリン) 100 ppm程度 (一般的な製品)

               (NICNAS, 1994) 
 

2.4 添加剤または安定剤 

無添加 (一般的な製品)               (化学物質評価研究機構, 2002) 
 

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 
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化学物質審査規制法：第二種監視化学物質 (平成 16 年 7 月 2 日指定) 

労働安全衛生法：名称等を通知すべき危険有害物 

変異原性が認められた既存化学物質 

 

 

3． 物理化学的性状 

外 観：白色固体      (IPCS, 1999) 

融 点：95℃ (工業品グレード)    (IPCS, 1998) 

105℃ (α型)           (NCM, 2001) 

156℃ (β型)           (NCM, 2001) 

沸 点：データなし (分解)     (NICNAS, 1994) 

引 火 点：170℃以上 (工業品グレード)    (IPCS, 1999) 

発 火 点：200℃以上 (工業品グレード)    (IPCS, 1999) 

爆 発 限 界：データなし 

密   度：1.5 g/cm3 (工業品グレード)    (IPCS, 1999) 

蒸 気 密 度：10.25 (空気 = 1、計算値) 

蒸 気 圧：7.2×10-6 Pa (20℃)  (工業品グレード)   (IPCS, 1998) 

分 配 係 数：ｵｸﾀﾉｰﾙ/水分配係数 log Kow = -1.07 (測定値)      (経済産業省, 2003) 

1.21 (推定値)      (SRC: KowWin, 2006) 

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 56 (基準ピーク= 1.0)、70 (0.58)、255 (0.21)   (NIST, 1998) 

吸 脱 着 性：土壌吸着係数 Koc = 10 (推定値)    (SRC: PcKocWin, 2006)   

溶 解 性：水：8.7 g/L (25℃) (工業品グレード)   (IPCS, 1998) 

        10.1 g/L (α型、25℃)     (IPCS, 1998) 

                0.53 g/L (β型、25℃)     (IPCS, 1998) 

メタノール：7.3%、トルエン：3% (工業品グレード) (IPCS, 1998) 

ﾍ ﾝ ﾘ ｰ定 数：9.56×10-16 Pa･m3/mol (9.41×10-21 atm･m3/mol) (25℃、推定値) 

       (SRC: HenryWin, 2006) 

換 算 係 数：(気相、20℃) 1 ppm = 12.37 mg/m3、1 mg/m3 = 0.081 ppm (計算値) 
 

 

4．発生源情報 

4.1 製造・輸入量等 

トリグリシジルイソシアヌレートの 2001 年から 2002 年までの 2 年間の製造量は表 4-1 のとお

りであった (製品評価技術基盤機構, 2004)。また、2004 年及び 2005 年の製造・輸入量は、それぞ

れ 3,391 トン、3,655 トンとの報告がある (経済産業省, 2005, 2006a)。 
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表 4-1 トリグリシジルイソシアヌレートの製造量 (トン) 
年 2001 2002 

製造量 2,000 2,000 
(製品評価技術基盤機構, 2004)  

 

 

4.2 用途情報 

トリグリシジルイソシアヌレートの用途及びその使用割合を表 4-2 に示す (化学工業日報社, 

2006; 製品評価技術基盤機構, 2004)。トリグリシジルイソシアヌレートは主に粉体塗料 (ポリエス

テル系の硬化剤) (化学工業日報社, 2006)、ソルダー (はんだ) レジストインク1)、光半導体封止樹

脂として使用されている (製品評価技術基盤機構, 2004)。 

 

表 4-2 トリグリシジルイソシアヌレートの用途別使用量の割合 

用途 
割合 
(%) 

粉体塗料 (ポリエステル系の硬化剤) 34 

ソルダーレジストインク 33 

光半導体封止樹脂 33 

合計 100 
(化学工業日報社, 2006; 製品評価技術基盤機構, 2004) 

 

 

また、別の情報として、電気部品成形材料、強化プラスチック、接着用、耐熱レジストインキ、

エポキシ樹脂改質材 (耐熱性、剛性、硬度、反応性向上を目的とする)、難燃プラスチックの安定

剤に使用されている (化学工業日報社, 2006)。 

 

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 16 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, 2006) (以下、「2004 年度 PRTR データ」と言う。) によると、

トリグリシジルイソシアヌレートは 1 年間に全国合計で届出事業者から大気へ 850 kg 排出され、

廃棄物として 42 トン移動している。公共用水域及び土壌への排出はない。また、届出外排出量は

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 

2004 年度 PRTR データに基づき、トリグリシジルイソシアヌレート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, 2006)。 

 

                                                        
1) プリント配線基板にはんだ付けを行う際に、必要な箇所以外にはんだを付着させないために積層板表面をコ 
ーティングするインクのこと。配線パターンの腐食を防ぐ働きもある。 
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表 4-3 トリグリシジルイソシアヌレートの届出対象業種別の排出量及び移動量 

(2004 年度実績) (トン/年) 
届出 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 

排出計1) 割合 

(%) 

電気機械器具 
製造業 

0.81 0 0 21 ＜0.001 0.81 95 

化学工業 0.04 0 0 22 0 0.04 5 

輸送用機械器具

製造業 
0 0 0 0.012 0 0 0 

合計1) 0.85 0 0 42 0 0.85 100 

(経済産業省, 環境省, 2006) 
1) 四捨五入のため、表記上、合計があっていない場合がある。 
0.001 トン未満の排出量及び移動量はすべて「＜0.001」と表記した。 

 

 

4.3.2 その他の排出源 

2004 年度 PRTR データで推計対象としている以外のトリグリシジルイソシアヌレートの排出源

に関する情報については、調査した範囲では得られていない。 

 

4.4 環境媒体別排出量の推定 

各排出源におけるトリグリシジルイソシアヌレートの環境媒体別排出量を表 4-4 に示す (経済

産業省, 環境省, 2006)。 

トリグリシジルイソシアヌレートの環境媒体別排出量については、届出対象業種の届出外事業

者、非対象業種、家庭、移動体のいずれからも排出が推計されていないことから、届出排出量を

環境媒体別の排出量とする。 

以上のことからトリグリシジルイソシアヌレートは大気へ 850 kg 排出され、公共用水域及び土

壌への排出はない (経済産業省, 環境省, 2006)。 

 

表 4-4 トリグリシジルイソシアヌレートの環境媒体別排出量 (2004 年度実績) (kg/年) 
排出区分 大気 公共用水域 土壌 

対象業種届出 850 0 0 
(経済産業省, 環境省, 2006) 

 

 

4.5 排出シナリオ 

トリグリシジルイソシアヌレートの 2002 年の製造段階における排出量は 30 kg である (日本化

学工業協会, 2005)。 

また、トリグリシジルイソシアヌレートの使用段階での排出量については、用途情報及び 2004

年度 PRTR データから判断して、電気機械器具製造業からの大気への排出が主たる排出経路と考

えられる。 
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5．環境中運命 

5.1 大気中での安定性 

a. OH ラジカルとの反応性 

対流圏大気中では、トリグリシジルイソシアヌレートとOHラジカルとの反応速度定数は 1.86×

10-11 cm3/分子/秒 (25℃、推定値) である (SRC: AopWin, 2006)。OHラジカル濃度を 5×105～1×106 分

子/cm3とした時の半減期は 10 時間～１日と計算される。 

 

b. オゾンとの反応性 

調査した範囲内では、トリグリシジルイソシアヌレート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 

調査した範囲内では、トリグリシジルイソシアヌレートと硝酸ラジカルとの反応性に関する報

告は得られていない。 

 

5.2 水中での安定性 

5.2.1 非生物的分解性 

トリグリシジルイソシアヌレートは、環状エポキシ基 (グリシジル基) を有するトリエポキシド

であり、水中で加水分解されると推定され、9 g/L水溶液を用いたpH 7、25℃での実験では、加水

分解半減期は 160 時間との報告がある (NICNAS, 1994)。加水分解生成物としては、ジオールジエ

ポキシド、ビスジオールエポキシド及びトリスジオールが推定される (5.2.2 参照)。 

海水中では塩化物イオンがグリシジル基の開環を促進するので、加水分解反応は淡水中よりも

速いことが予想される (IPCS, 1998)。 

 

5.2.2 生分解性 

トリグリシジルイソシアヌレートは、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 100 mg/L、活性汚泥濃度 30 mg/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 0%であり、難分解性と判定されている。なお、全有機炭素 

(TOC) 測定での分解率は 3%、高速液体クロマトグラフ (HPLC) 測定での分解率は 100%であった。

被験物質は、試験中、水中で変化し、1,3-ビス(2,3-エポキシプロピル)-5-(2,3-ジヒドロキシプロピ

ル)イソシアヌル酸、1-(2,3-エポキシプロピル)-3,5-ビス(2,3-ジヒドロキシプロピル)イソシアヌル酸

及び 1,3,5-トリス(2,3-ジヒドロキシプロピル)イソシアヌル酸を生成し、残留した (経済産業省, 

2002)。 

これとは別に、汚水処理場由来の微生物を用いた修正Strum 試験では、試験期間 28 日間の条

件において、二酸化炭素の発生量に基づく分解率は、被験物質濃度が 10 mg/L及び 20 mg/Lの場合

には、それぞれ 9%及び 48%であったとの報告がある (Ciba-Geigy, 1988a)。また、修正Zahn-Wellens 

試験では、試験期間 28 日間の条件において、溶存有機炭素濃度 (DOC) の減少に基づく分解率は、

被験物質濃度が 11.3 mg/L及び 21.1 mg/Lの場合には、それぞれ 44%及び 1%であったとしている 
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(Ciba-Geigy, 1993a)。トリグリシジルイソシアヌレートの生分解性は、試験条件により結果が大き

く異なっている。 

トリアジン環骨格は、生分解を受け難いが、トリアジン系除草剤の場合と類似し、加水分解に

より徐々に開環すると考えられる (Scheunert, 1992)。 

以上のことから、トリグリシジルイソシアヌレートは、好気的条件下では生分解され難いが、

一次分解 (親化合物の分解) されることが示唆される。 

調査した範囲内では、トリグリシジルイソシアヌレートの嫌気的生分解性に関する報告は得ら

れていない。 

 

5.2.3 下水処理による除去 

調査した範囲内では、トリグリシジルイソシアヌレートの下水処理による除去に関する報告は

得られていない。 

 

5.3 環境中分布推定 

トリグリシジルイソシアヌレートが、大気、水域または土壌のいずれかに定常的に排出されて

定常状態に到達した状態、すなわち、大気、水域、土壌及び底質間の移動、系外への移動・分解

などによる減少が釣り合った後に残存しているトリグリシジルイソシアヌレートの環境中での分

布をフガシティモデル・レベルIII (Mackay et al., 1992) により推定した (表 5-1)。なお、環境への排

出は、大気、水域及び土壌の各々に個別に排出される 3 つのシナリオを設定した (化学物質評価研

究機構, 2001)。 

トリグリシジルイソシアヌレートが大気に排出された場合は土壌に 6 割強、水域に 3 割強分布

し、水域に排出された場合は主に水域に分布し、また、土壌に排出された場合は土壌に約 7 割、

水域に約 3 割分布するものと推定される。 

 

表 5-1 トリグリシジルイソシアヌレートのフガシティモデル・レベルIIIによる 

環境中分布推定結果 
分布 (%) 

シナリオ 
大気 水域 土壌 底質 

シナリオ 1 
(大気中に 100%排出) 

0.0 33.5 66.4 0.2 

シナリオ 2 
(水域中に 100%排出) 

0.0 99.5 0.0 0.5 

シナリオ 3 
(土壌中に 100%排出) 

0.0 28.7 71.2 0.1 

(化学物質評価研究機構, 2001)  
1) 四捨五入のため、表記上、合計があっていない場合がある。 

 

 

5.4 環境水中での動態 

トリグリシジルイソシアヌレートは、蒸気圧が 7.2×10-6 Pa (20℃)、水に対する溶解度が 8.7 g/L 

(25℃) であり、ヘンリー定数が 9.56×10-16 Pa･m3/mol (25℃) (3 章参照) であるので、水中から大気

中への揮散性は低いと推定される。トリグリシジルイソシアヌレートの土壌吸着係数 (Koc) の値は
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10 (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、環境水中にトリグリシジルイソシアヌレートが排出された場合

は、加水分解を受けてジオールジエポキシド体、ビスジオールエポキシド体及びトリスジオール

体などとなり、環境水中に留まると推定される。 

 

5.5 生物濃縮性 

調査した範囲内では、トリグリシジルイソシアヌレートの生物濃縮係数 (BCF) の測定値に関する

報告は得られていない。しかし、トリグリシジルイソシアヌレートは、オクタノール/水分配係数 

(log Kow) が-1.07 (3 章参照) であることから、化学物質審査規制法に基づく濃縮性試験では、濃縮

性がない、または低いと判定されている (経済産業省, 2003)。なお、トリグリシジルイソシアヌレ

ートのBCFは、log Kow の値-1.07 (3 章参照) から 3.2 と計算される (SRC: BcfWin, 2006)。 

 

 

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、整理と、PRTR 排

出量データから大気、河川水中濃度の推定を行い、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。 

 

6.1 環境中濃度 

6.1.1 環境中濃度の測定結果 

ここでは、環境中濃度に関する既存の測定報告についての調査を行い、その結果の概要を示す

とともに、暴露評価に用いる濃度の採用候補を選定する。 

 

a. 大気中の濃度 

トリグリシジルイソシアヌレートの大気中濃度に関する報告は、調査した範囲内では得られな

かった。 

 

b. 公共用水域中の濃度 

トリグリシジルイソシアヌレートの公共用水域中の濃度に関する報告は、調査した範囲内では

得られなかった。 

 

c. 飲料水中の濃度 

トリグリシジルイソシアヌレートの水道水中濃度及び地下水中濃度に関する報告は、調査した

範囲内では得られなかった。 

 

d. 食物中の濃度 

トリグリシジルイソシアヌレートの食物中濃度及び魚体内濃度に関する報告は、調査した範囲

内では得られなかった。 
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6.1.2 環境中濃度の推定 

ここでは、数理モデルを用いて大気及び河川の濃度推定を行う。また食物に関する利用可能な

測定結果が得られなかったため、魚体内濃度の推定も行う。 

 

a. 大気中濃度の推定 

トリグリシジルイソシアヌレートの2004年度PRTR排出量データと広域大気拡散モデル

AIST-ADMER Ver. 1.5 (産業技術総合研究所, 2006; 東野ら, 2003) を用いて、全国11地域 (北海道、

東北、北陸、関東、中部、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄) の大気中濃度を推定した。 

 

大気への排出量分布の推定 

届出データについては、事業所所在地を排出地点とし、メッシュデータによる排出量分布の推

定を行った (製品評価技術基盤機構, 2007)。 

 

計算条件 

トリグリシジルイソシアヌレートの大気環境中での存在状態に関する情報は得られなかったた

め、以下のように計算条件を設定した。 

 

数理モデル : AIST-ADMER Ver.1.5 

計算対象地域 : 全国 (11地域) 5 km×5 kmメッシュ 

年間排出量 : 0.85トン (4.4 参照) 

計算対象期間 : 1年 

気象データ : アメダス気象年報 2004 年 (気象業務支援センター, 2006) 

パラメータ1)  : 雨による洗浄比  0 

大気中での分解係数  0 (1/s) 

大気からの乾性沈着速度 0 (m/s) 

バックグラウンド濃度    0 (μg/m3) 

 

推定結果 

各地域での推定値を表 6-1に示す (製品評価技術基盤機構, 2007)。全国の年平均の最大値は、関

東地域における0.014μg/m3であった。 

 

表 6-1 トリグリシジルイソシアヌレートの年平均大気中濃度推定結果 

計算対象地域 
最小 

(μg/m3) 
最大 

(μg/m3) 
北海道 ＜10-9 ＜10-9

東北 ＜10-9 6.0×10-8

北陸 ＜10-9 1.7×10-6

                                                        
1) 雨による洗浄比、大気中での分解係数及び大気からの乾性沈着速度に関する情報が得られなかったので、これらのパラメー

タを 0 として拡散のみを考慮した。また、バックグラウンド濃度に関する情報も得られなかったので 0 とした。 
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計算対象地域 
最小 

(μg/m3) 
最大 

(μg/m3) 
関東 ＜10-9 0.014 
中部 ＜10-9 3.8×10-5

東海 ＜10-9 6.2×10-7

近畿 ＜10-9 3.1×10-5

中国 ＜10-9 1.2×10-6

四国 ＜10-9 5.7×10-4

九州 ＜10-9 ＜10-9

沖縄 ＜10-9 ＜10-9

(製品評価技術基盤機構, 2007) 
10-9μg/m3未満の推定結果はすべて「＜10-9」と表記した。 

 

 

b. 河川水中濃度の推定 

2004年度PRTR排出量データによると、トリグリシジルイソシアヌレートの河川への排出はない

ため、0μg/Lと推定した。なお、本評価書では大気から河川への移動は考慮しない。 

 

c. 魚体内濃度の推定 

トリグリシジルイソシアヌレートの魚体内濃度は、海域に生息する魚の体内にトリグリシジル

イソシアヌレートが濃縮されると仮定し、海水中濃度と生物濃縮係数 (BCF) を乗じて魚体内濃度

を推定する。 

ここでは、海水中濃度が得られていないため、河川水中濃度が海域で 1/10 に希釈されると仮定

して海水中濃度とした。なお、2004 年度 PRTR データでは公共用水域への排出がなく、河川水中

濃度及び海水中濃度が 0μg/L となることから、魚体内濃度を 0μg/kg とした。 

 

6.2 水生生物生息環境における推定環境濃度 

トリグリシジルイソシアヌレートについては、公共用水域中の測定値は得られておらず、また、

推定値は 0μg/L である (6.1.1 b、 6.1.2 b 参照)。 

そこで本評価書では、水生生物が生息する環境における EEC として、トリグリシジルイソシア

ヌレートの EEC を 0μg/L とした。 

 

6.3 ヒトへの暴露シナリオ 

6.3.1 環境経由の暴露 

トリグリシジルイソシアヌレートの環境経由のヒトへの暴露経路は、呼吸による吸入暴露が主

として考えられる。食物中の濃度に関する測定結果は得られていないため、ここでは食物として

魚類のみを考慮する。 

 

6.3.2 消費者製品経由の暴露 

入手した用途情報からは、トリグリシジルイソシアヌレートの消費者製品からの暴露はないも

のと考えられるので、本評価書においては考慮しない (4.2 参照)。 
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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、魚類の摂食量を 120 g/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用いる大気中濃度は、測定結果が入手できなかったため、大気中濃度

の推定結果の最大値 0.014μg/m3を採用した (6.1.1 a、6.1.2 a 参照)。 

飲料水からの摂取量推定に用いる飲料水中濃度は、飲料水に関する測定結果が入手できなかっ

たため河川水中濃度で代用することとした。トリグリシジルイソシアヌレートについては、河川

水中の測定値は得られておらず、推定値は 0μg/L であることから、飲料水中濃度として 0μg/L

を採用した (6.1.1 c、 6.2 参照)。 

魚類からの摂取量推定に用いる魚体内濃度は、魚体内濃度の推定結果から 0μg/kg を採用した 

(6.1.2 c 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。 

 

大気からの摂取量 : 0.014 (μg/m3) ×20 (m3/人/日) ＝0.28 (μg/人/日) 

飲料水からの摂取量 : 0μg/L×2 (L/人/日) ＝0 (μg/人/日) 

魚類からの摂取量 : 0μg/kg×0.12 (kg/人/日) ＝0 (μg/人/日) 

 

成人の体重を平均 50 kg と仮定して、体重 1 kg あたりの摂取量を求めると次のようになる。 

吸入摂取量 : 0.28 (μg/人/日) / 50 (kg/人) ＝5.6×10-3 (μg/kg/日) 

経口摂取量 : (0＋0) (μg/人/日) / 50 (kg/人) ＝0 (μg/kg/日)  

合計摂取量 : 5.6×10-3 (μg/kg/日)＋0 (μg/kg/日) ＝5.6×10-3 (μg/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 

7.1.1 微生物に対する毒性 

調査した範囲内では、トリグリシジルイソシアヌレートの微生物に関する試験報告は得られて

いない。 

 

7.1.2 藻類に対する毒性 

調査した範囲内では、トリグリシジルイソシアヌレートの藻類に関する試験報告は得られてい

ない。 

 

7.1.3 無脊椎動物に対する毒性 

トリグリシジルイソシアヌレートの無脊椎動物に対する毒性試験結果を表 7-1 に示す。 

淡水では、オオミジンコの遊泳阻害を指標とした 24 時間EC50は 100 mg/L超であったとの報告が

あるが (Ciba-Geigy, 1988b)、原著が入手できないため、信頼性については確認できない。しかし、

IPCSやNICNASでは信頼性のあるデータとして評価していることから (IPCS, 1998; NICNAS, 
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1994)、本評価書では信頼性の確認されたデータであると判断する。 

長期毒性についての試験報告は得られていない。 

 

表 7-1 トリグリシジルイソシアヌレート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 

淡水 
Daphnia magna 
(甲殻類、 
ｵｵﾐｼﾞﾝｺ) 

ND 止水 ND ND ND 24 時間EC50 

遊泳阻害 
> 100 Ciba-Geigy, 

1988b 

ND: データなし 
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 

トリグリシジルイソシアヌレートの魚類に対する毒性試験結果を表 7-2 に示す。 

魚類の急性毒性について、ブルーギルに対する 96 時間LC50は 77 mg/Lであったとの報告がある

が (Ciba-Geigy, 1988c)、原著が入手できないため、信頼性については確認できない。しかし、IPCS 

やNICNASでは信頼性のあるデータとして評価していることから (IPCS, 1998; NICNAS, 1994)、本

評価書では信頼性の確認されたデータであると判断する。 

長期毒性についての試験報告は得られていない。 

 

表 7-2 トリグリシジルイソシアヌレート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 

淡水 
Danio rerio 
(ﾌﾞﾙｰｷﾞﾙ) 

ND 止水 ND ND ND 96 時間LC50 77 
(m) 

Ciba-Geigy
, 1988c 

ND: データなし、(m): 測定濃度 
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 

調査した範囲内では、トリグリシジルイソシアヌレートのその他の水生生物 (両生類等) に関す

る試験報告は得られていない。 

 

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、トリグリシジルイソシアヌレートの微生物 (土壌中の細菌や菌類) 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 

調査した範囲内では、トリグリシジルイソシアヌレートの植物に関する試験報告は得られてい

 11



ない。 

 

7.2.3 動物に対する毒性 

調査した範囲内では、トリグリシジルイソシアヌレートの動物に関する試験報告は得られてい

ない。 

 

7.3 環境中の生物への影響 (まとめ) 

トリグリシジルイソシアヌレートの環境中の生物に対する毒性影響については、無脊椎動物及

び魚類に対し、致死、遊泳阻害を指標に検討が行われている。海産生物や長期毒性及び陸生生物

に関する試験報告は得られていない。 

無脊椎動物に対する急性毒性は、甲殻類のオオミジンコの 24 時間EC50が 100 mg/L超であり、

GHS急性毒性有害性区分には該当しない。 

魚類に対する急性毒性は、ブルーギルに対する 96 時間LC50が 77 mg/Lであり、GHS急性毒性有

害性区分IIIに相当し、有害性を示す。 

 

以上から、トリグリシジルイソシアヌレートの水生生物に対する急性毒性は、魚類に対してGHS

急性毒性有害性区分 III に相当し、有害性を示すと考えられる。長期毒性についての NOEC 等は

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最小値は、魚類であるブルーギルに対する 96 時間

LC50の 77 mg/Lである。 

 

 

8．ヒト健康への影響 

本章で取り扱った文献にはピアレビューされていない企業データが相当数含まれており、デー

タの詳細は不明であるが、オーストラリア NICNAS (1994, 2001)、IPCS (1998) で評価しているこ

とから信頼できるものとして本評価書に採用した。 

 

8.1 生体内運命 

a. 吸収・分布 

トリグリシジルイソシアヌレートは、マウスへの経口投与で 24 時間以内に投与量の少なくとも

17%が吸収され、ゴマ油より水を溶媒に用いた方が 2 倍多く吸収された。吸収されたトリグリシジ

ルイソシアヌレートは、肝臓、胃、精巣 (これらの器官のみ検討) に分布した (Ciba-Geigy, 1990c)。 

 

b. 代謝・排泄 

マウスへの経口投与で吸収されたトリグリシジルイソシアヌレートは、肝臓のミクロソームのエ

ポキシド加水分解酵素で速やかにジオールジエポキシド体、ビスジオールエポキシド体に加水分解さ

れた後に、トリスジオール体に完全に加水分解されて、投与 8 時間後には未変化体は検出されなかった 

(Ciba-Geigy, 1990c)。 

α-トリグリシジルイソシアヌレートをラットの肝臓のミクロソームでインキュベートすると、
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NADPH の有無にかかわらず速やかに分解され、この反応はミクロソームのエポキシド加水分解

酵素の阻害剤であるシクロヘキセンオキシドで阻害された (Ames et al., 1984)。 

ヒトでは、肝臓のミクロソーム内エポキシド加水分解酵素活性はラットより高かった

(Ciba-Geigy, 1993b)。ミクロソーム内のエポキシド加水分解酵素活性は 63 倍もの大きな個人差が

みられ、男女差はなく、活性の中央値は、活性の低い動物種である C57BL/6 マウスより高く、SD

ラットよりわずかに高かった (Mertes et al., 1985)。 

ウサギに14C-α-トリグリシジルイソシアヌレート 10 mg/kgを点滴静脈注射すると、未変化体の血

漿からの消失は 5分未満と非常に速かったが、放射能の血漿からの消失は 60分超とはるかに遅く、

代謝物は血漿中に長く留まることが示唆された。放射能は血漿と赤血球に同程度に分布していた。

24 時間蓄積尿への未変化体の排泄は 1%未満であったが、代謝物は 60～70%が排泄された。また、

ウサギへの14C-α-トリグリシジルイソシアヌレート 10 mg/kgの強制経口投与では、血漿中に未変

化体は検出されず、放射能は検出されたが点滴静脈注射に比べてその濃度は低かった。24 時間蓄

積尿への排泄は、放射能として約 30%であった (Ames et al., 1984)。 

ヒトの点滴静脈注射 (12.5～50 mg/分) で、血漿中トリグリシジルイソシアヌレート濃度は速やか

にプラトーに達し、点滴している間一定であり、中止すると速やかに減少した (Ames et al., 1984; 

Rubin et al., 1987)。 

ヒトの点滴静脈注射 (3～10 分間に 140～500 mg/m2体表面積、4～15 mg/kg相当) で、未変化体の

血漿からの消失の半減期は 1.4 分と速かった (Ames et al., 1984; Rubin et al., 1987)。血漿中半減期が

0.91 分という報告もある (Neidhart et al., 1984)。24 時間蓄積尿への未変化体の排泄は、点滴静脈注

射 (12.5～45 mg/分) で 1%未満であった (Ames et al., 1984)。 

 

以上、トリグリシジルイソシアヌレートは、マウスへの経口投与で、24 時間以内に投与量の少な

くとも 17%が吸収され、肝臓のミクロソームのエポキシド加水分解酵素で速やかに加水分解される。

ヒトでは、肝臓のミクロソーム内エポキシド加水分解酵素活性はラットより高く、大きな個人差

はあるが男女差はない。ウサギに静脈注射すると、未変化体の血漿からの消失は 5 分未満と非常

に速かったが、放射能の血漿からの消失は 60 分超であった。24 時間蓄積尿への排泄は未変化体

が 1%未満、代謝物が 60～70%であった。ウサギへの経口投与では、血漿中の濃度は低く、24 時

間蓄積尿への排泄は、放射能として約 30%であった。ヒトへの静脈注射では、未変化体は血漿か

ら 1 分前後の半減期で消失し、24 時間蓄積尿に 1%未満が未変化体として排泄された。 

 

8.2 疫学調査及び事例 

トリグリシジルイソシアヌレートによるヒトアレルギー性接触皮膚炎の症例報告を表 8-1 に示

す。 

感作性に関しては多数の報告があり、生産現場やトリグリシジルイソシアヌレートを含む粉末

塗料製造現場とその使用者等にアレルギー性接触皮膚炎が報告されている (Craven et al., 1999; 

Dooms-Goossens et al., 1989; Erikstam et al., 2001; Foulds and Koh, 1992; Jolanki et al., 1994; Mathias, 

1988; McFadden and Rycroft, 1993; Meuleman et al., 1999; Munro and Lawrence, 1992; Piirila et al., 

1997; Nishioka et al., 1988; Wigger-Alberti et al., 1997)。 

また、4%のトリグリシジルイソシアヌレートを含むポリエステル粉末塗料を 4 年間スプレーで
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使用していた 36 歳の塗装工 1 人が職業性喘息と診断されており、4%トリグリシジルイソシアヌ

レートの吸入誘発テストで好酸球の増加、血清IgEの増加、中程度の気管支過敏反応、FEV1 (一秒

量) の 23%の低下がみられた (Piirila et al., 1997)。 

3 年間、ポリエステル粉末色素の吹きつけ作業を行っていた 38 歳の男性患者は職業性喘息と診

断され、トリグリシジルイソシアヌレートは接触皮膚炎ばかりでなく職業性喘息も誘発する可能

性を示唆した (Meuleman et al., 1999)。 

トリグリシジルイソシアヌレートによる症状は皮膚炎、かゆみを伴う発疹、顔面、手、腕、頸

部、大腿部の浮腫である。 

α-トリグリシジルイソシアヌレートは 1980 年代初期に抗腫瘍効果が期待されていた時期があ

り、がん患者への静脈内注射での報告があるが、注射部位に血栓性静脈炎を引き起こすために開

発は中止された。α-トリグリシジルイソシアヌレートの静脈内注射では種々の投与形態で 900 

mg/kg まで投与されているが、その毒性症状として骨髄抑制、吐き気、嘔吐があり、まれに脱毛

と白血球減少が 600 mg/kg 以上の高用量の場合にみられた (IPCS, 1998)。 

 

表 8-1 トリグリシジルイソシアヌレートによるヒトアレルギー性接触皮膚炎 
の症例報告 (NCM, 2001 を一部改変) 

暴露 
状況 

人数 
暴露 
期間 

影響とパッチテスト結果 文献 

スプレー

塗装作業 
男性 
1 人 

2 か月

間 
耳、前頭部、口周囲皮膚、眼に近い頬に重篤な皮膚炎。皮膚炎はス

プレーブースに入る等の新手順を導入した 2 週間後に発症。1%粉末

塗料 (約 5%の TGIC 含む) 及び 0.5% TGIC (工業品グレード) を含

むワセリンでパッチテスト陽性。皮膚炎のない対照群 3 人は陰性。 

Mathias, 
1988 
 

生産現場 男性 
1 人 

生産部

門に異

動直後 

顔面と腕後部に痒み、落屑、紅斑。0.1-2%の TGIC (純度不明) を含

むワセリンでパッチテスト。48、72 時間後に陽性。同様な方法で対

照群 10 人は陰性。 

Nishioka et 
al., 1988 
 

スプレー

塗装作業

後の清掃 

男性 
1 人 

1 か月

間 
顔面、頸部、耳の後ろ、前腕に湿疹。約 5% TGIC を含む各種の粉末

塗料でパッチテストは陰性。5% TGIC (純度不明) を含むワセリンと

アルコール飽和溶液 (<5%) でパッチテスト陽性。同様な方法で対

照群 5 人は陰性。 

Dooms 
-Goossens et 
al., 1989 
 

スプレー

塗装作業 
男性 
1 人 

3 か月

間 
前頭部と両手首に再発性の急性皮膚炎。1% TGIC (純度不明) を含む

ワセリンでパッチテストは陽性。 
McFadden & 
Rycroft, 
1993 

スプレー

塗装作業 
男性 
1 人 
36 歳 

4 年間 両手、両腕、顔面、頸部に湿疹。喘息症状。4%トリグリシジルイソ

シアヌレートの吸入誘発テストで好酸球の増加、血清IgEの増加、中

程度の気管支過敏反応、FEV1の 23%の低下がみられた。通常の環境

アレルゲンの皮膚プリックテストで陰性。 

Piirila et al., 
1997 
 

スプレー

塗装作業 
男性 
1 人 

3 年間 1-7%TGICを含むポリエステル粉末色素に暴露。0.5、5% TGICのパ

ッチテストで陽性。気管支誘発試験でFEV1は最大 31%低下した。試

験中は一晩中咳、喘鳴、呼吸困難、痒みがあった。 

Meuleman et 
al., 1999 

粉末塗料

の製造 
男性 
3 人 

記載な

し 
眼周囲に湿疹と浮腫が再発。TGIC (純度不明) のパッチテストで陽

性。対照群 10 人は陰性。潜在的にリスクがある約 80 人が従事する

一つの職場で、短期に 3 人に発症し、著者らは TGIC のアレルギー

性を示唆。 

Munro & 
Lawrence, 
1992 

粉末塗料

の製造 
男性 
5 人 

12 か月

以内 
湿疹。市販の TGIC 製品を含む 2 つの硬化剤に、5 人全員がパッチ

テストで陽性。対照群 20 人は陰性。 
Foulds & 
Koh, 1992 

粉末塗料

の製造 
男性 
1 人 

3 年間 持続性の鼻炎と顔面、前腕部の湿疹。パッチテストを行い、粉末塗

料【アラルダイト PT 810 (>99.9% TGIC) を含むメチルエチルケト

ン】の生産に使用されている 5%硬化剤にパッチテスト陽性。同様

な方法で非暴露対照群 10 人は陰性。 

Wigger- 
Alberti et al., 
1997 
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暴露 
状況 

人数 
暴露 
期間 

影響とパッチテスト結果 文献 

回路基板

の製造  
女性 
1 人 

12 年間 両手首と前腕部に軽微な皮膚炎、3 年後顔面と眼瞼の重篤な皮膚炎

に移行。2%硬化剤 (TGIC60%以下) 及び TGIC (純度不明) を 0.1、
0.3、1、3%以上含むワセリンでパッチテストを行い、陽性。この患

者は数種のアクリレート、メタクリレート、エポキシ樹脂でも陽性。 

Jolanki et al., 
1994 
 

回路基板

の製造、

ｿﾙﾀﾞｰﾚｼﾞ

ｽﾄｲﾝｸ 

男性 
1 人 
49 歳 

記載な

し 
手、前腕、顔面部に皮膚炎。パッチテストは 0.1%TGIC (純度 99%以

上) を含むワセリンで陽性。対照群 25 人は陰性。患者はアクリレー

ト系列、エポキシ樹脂系列でも陽性。 

Craven et al., 
1999 
 

スプレー

塗装作業 
男性 
1 人 

記載な

し 
肘と膝の内側部に皮膚炎。後に前腕、顔面、腋窩、背上部に拡大。

患者は TGIC を含む古い粉末顔料で陰性。調製した TGIC と TGIC
市販試験品 (ワセリン中 0.5%) のパッチテストで陽性。古い顔料で

は TGIC が分解しており、新たに調製した TGIC を使用する重要性

を強調。患者は咳、呼吸困難、喘鳴の呼吸器症状も示した。 

Erikstam et 
al., 2001 
 

TGIC:トリグリシジルイソシアヌレート、FEV1: 1 秒間努力呼気容量 
 

 

8.3 実験動物に対する毒性 

8.3.1 急性毒性 

トリグリシジルイソシアヌレートの実験動物に対する急性毒性試験結果を表 8-2 に示す (Atassi 

et al., 1980; Bushy Run, 1991; Ciba-Geigy, 1975a,b, 1979a,b, 1982a, 1990a,b; Safepharm, 1988a,b)。 

ラットの経口投与のLD50値は 188～715 mg/kgであった。ラットの吸入暴露 (鼻部) の 4 時間LC50

値は粉塵で 650 mg/ m3、エアロゾルで 300 mg/m3超、マウスでは全身暴露で 2,000 mg/m3であった。 

ラットの経皮投与のLD50値は 2,000 mg/kg超であった。 

マウスのα-トリグリシジルイソシアヌレートの腹腔内投与のLD50値は 105 mg/kgであった。 

 

症状及び剖検では、経口投与では鎮静、呼吸困難、削痩、肺の水腫・出血、胸腺・腸管・精巣

の出血、精巣萎縮、肝臓腫大がみられ、吸入では自発運動低下、眼･呼吸器の刺激、鼻・眼・口周

囲に付着物、肺の蒼白化、鼻部粘膜の軽度炎症がみられた。経皮投与では症状はなく、剖検でも

異常はみられなかった。 

 

表 8-2 トリグリシジルイソシアヌレートの急性毒性試験結果 
 マウス ラット 

経口 LD50 (mg/kg) ND 188-715 
吸入 LC50 (mg/m3) 2,000 (雄) (粉塵) (4 時間) 650 (雌) (粉塵) (4 時間) 

＞300 (エアロゾル) (4 時間) 
経皮 LD50 (mg/ kg) ND ＞2,000 
腹腔内 LD50 (mg/kg) 105注) ND 

ND: データなし  注)α-トリグリシジルイソシアヌレート 

 

 

8.3.2. 刺激性及び腐食性 

トリグリシジルイソシアヌレートの実験動物に対する刺激性及び腐食性試験結果を表 8-3 に示

す。 

ウサギを用いた眼刺激性試験で、2 つの試験で角膜の重度の混濁と結膜浮腫を伴う重度の眼刺
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激性が報告されている (Ciba-Geigy, 1979c, 1982c)。 

ウサギを用いた皮膚刺激性試験では、72 時間まで軽微な紅斑と浮腫を伴う軽度の刺激性がみら

れた (Ciba-Geigy, 1979d,e, 1982b; Safepharm, 1988c,d)。 

以上、トリグリシジルイソシアヌレートは、ウサギの眼に重度の刺激性を、また、皮膚に軽度の刺激

性を示す。 

 

表 8-3 トリグリシジルイソシアヌレート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 眼刺激性試

験 
ND 0.1 g 角膜の重度の混濁と

結膜浮腫を伴う重度

の刺激性 

Ciba-Geigy, 1979c, 
1982c 

ウサギ 皮膚刺激性

試験 
ND ND 軽微な紅斑と浮腫を

伴う軽度の刺激性 
Ciba-Geigy, 1979d, e, 
1982b; Safepharm, 
1988c, d  

ND: データなし 

 

 

8.3.3. 感作性 

トリグリシジルイソシアヌレートの実験動物に対する感作性試験結果を表 8-4 に示す。 

トリグリシジルイソシアヌレート (市販品) のモルモットでの皮膚感作性試験では、2 つの試験

で陽性 (Ciba-Geigy, 1988e; Safepharm, 1988e)、別の試験で陰性結果が得られている (RCC, 1997)。 

 

以上、一致した結果は得られていないが、トリグリシジルイソシアヌレートはモルモットに対

し皮膚感作性を示すと考えられる。 

 

表 8-4 トリグリシジルイソシアヌレートの感作性試験結果 

動物種等 
試験法 
投与方法 

投与期間 投与量 結 果 文献 

モルモット 
雌雄 
10 匹/群 

OECD 406 
皮膚感作性

試験

Maximization
法 

感作 2 週

間後に惹

起 

ND 軽度の感作性 
陽性率 25% 

Ciba-Geigy, 1988e 

モルモット 
雌雄 
10 匹/群 

OECD 406 
皮膚感作性

試験

Maximization
法 

感作 2 週

間後に惹

起 

ND 中等度の感作性 
陽性率 60% 

Safepharm, 1988e 

モルモット 
雄 
20 匹/群 

OECD 406 
皮膚感作性

試験

Maximization
法 

ND 皮内 5% 
貼付 30% 
惹起 2 回 25%

感作性なし RCC, 1997 

ND: データなし 

 

 

 16



8.3.4. 反復投与毒性 

トリグリシジルイソシアヌレートの実験動物に対する反復投与毒性試験結果を表 8-5 に示す。 

a. 経口投与 

雌雄の CFE ラットにトリグリシジルイソシアヌレート (雄) 0、54、216 mg/kg/日、(雌) 0、43、

172 mg/kg/日を 7 日間経口投与した試験で、54/43 mg/kg/日群の雄で遠位尿細管上皮細胞の軽度の

空胞化、雌の 1 例で尿細管上皮の壊死・剥離がみられた。216/172 mg/kg/日群の雌雄でヘンレ係蹄

上皮細胞・遠位尿細管上皮細胞の壊死及び胃･十二指腸の出血・変性がみられた (Shell, 1971)。 

雄のSDラットにトリグリシジルイソシアヌレート 0、10、30、100 ppm (0、0.72、2.08、7.32 mg/kg/

日) を13週間混餌投与し一般毒性を検討した試験で、投与に関連した一般状態の悪化や死亡はな

かった。体重は100 ppm群で投与開始6週間まで対照群に比較して16%低下したが、試験終了時に

は回復した。100 ppm群の4/10匹に腸間膜リンパ節の赤色化 (ヘモジデリン沈着/うっ血を伴う) が

みられた。器官重量に投与の影響はみられなかった。精子数は、低・中・高用量において対照群

よりそれぞれ 5、13、23%減少したが統計学的有意差はなく、精子の生存率も対照群と差がなか

った。64日投与後に、これらの雄と無処置の雌とを交配させた授精能試験 (生殖・発生毒性の項

参照) で、雄の授精能力に影響はなく、胎児や出生児の発達にも影響はなかった。以上の結果か

ら、著者らは、この試験のNOELを30 ppmとし、NOAELは100 ppm群での精子数の減少が雄の授精

率に悪影響を及ぼしていないため100 ppmと判断した (CIT, 1995)。 

雄のSDラットにトリグリシジルイソシアヌレート 0、10、30、100、300 ppm (0、0.43、1.30、

4.36、13.6 mg/kg/日) を99週間混餌投与した発がん性試験がある。100 ppm群では摂餌量のわずか

な減少と体重の9%減少 (有意差なし)、300 ppm群では摂餌量の減少、体重増加量の著しい減少 

(-68 %)、一般状態の悪化がみられ、生存率も56%に低下した。このため、63週間目で300 ppm群の

み試験を終了した。10、30、100 ppm群には投与に関連した非腫瘍性の病変はみられなかったが、

300 ppm群では腸間膜リンパ節の肥満細胞増多・ヘモジデリン沈着・類洞出血、及び脾臓のリンパ

球様細胞の枯渇、腸管拡張が高頻度でみられた。死亡例では、腸間膜リンパ節の肥満細胞増多と

類洞出血がみられていることから、著者はヒスタミン過剰による低血圧が死因である可能性を示

唆した。この試験でのNOAELは病理組織学的影響のない100 ppm (4.36 mg/kg/日) と報告している 

(CIT, 1999)。 

 

b. 吸入暴露 

雄のICRマウスにトリグリシジルイソシアヌレート 0、10、40、140 mg/m3を 6 時間/日、5 日間

吸入暴露 (鼻部) した試験で、10 mg/m3群でわずかな肺の赤色化 (1 例) がみられ、40、140 mg/m3

群で死亡 (それぞれ 2/12、9/12 匹)、体重減少、昏睡、眼瞼下垂、呼吸数減少、あえぎ呼吸が観察

された。死亡例では肺の暗赤色化、140 mg/m3群では肺の所見に加えて肝臓・腎臓の蒼白化、小腸

のうっ血がみられている (Safepharm, 1991)。 

雄のICRマウスにトリグリシジルイソシアヌレート 0、7.8 mg/m3を6時間/日、5日間吸入暴露 (鼻

部) し、マウスの精原細胞への影響をみた染色体異常試験で、体重、一般状態に異常はなく、精

原細胞の細胞毒性及び染色体異常もみられなかった (Safepharm, 1992)。NICNAS (1994) は、この

試験について、1用量であり用量依存性も不明だが、7.8 mg/m3で有害影響はないことを示唆してい

るとしている。 
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雄のICRマウスにトリグリシジルイソシアヌレート 0、2.5、10、50 mg/m3 (粉塵) を 6 時間/日、

5 日間吸入暴露 (全身) しマウスの精原細胞への影響をみた染色体異常試験で、一般毒性としては、

投与群に死亡はなく、一般状態にも異常はみられなかった。体重は 50 mg/m3群で有意に減少した。

分裂中期の精原細胞の減少が 10 mg/m3以上の群でみられ、減数分裂指数は用量依存性に減少した 

(Bushy Run, 1992a)。NICNAS (1994) は、この試験は多量の粉塵がケージや毛に付着し、身づくろ

いによって経口的に摂取された可能性があること、染色体異常試験としては細胞毒性が明確にさ

れておらず、細胞数も少なく技術的に問題があり結論できないとしている。 

雄のICRマウスにトリグリシジルイソシアヌレート 0、2.5、10、50 mg/m3 (粉塵) を6時間/日、5

日間吸入暴露 (全身) した優性致死試験で、一般毒性として、50 mg/m3群で10%が死亡し、体重減

少、眼脂、浮腫がみられた。この試験の一般毒性のNOELは10 mg/m3としている (Bushy Run, 1992b)。 

 

以上から、トリグリシジルイソシアヌレートは、雄ラットへの経口投与で体重の低下、腸間膜

リンパ節の肥満細胞増多・類洞出血、脾臓のリンパ球様細胞の枯渇、腸管拡張、前立腺の分泌低

下がみられ、吸入暴露では、雄マウスで体重減少、呼吸器への影響がみられた。ラットでは統計

学的有意差はないものの精子数が減少、マウスでは分裂中期の精原細胞の減少がみられ、精巣へ

の影響が疑われる (後述するように、マウスを用いた生殖・発生毒性試験では、精巣への影響に

起因する授精能低下がみられている) ものの、本試験結果からは精巣への影響を明確に判断する

ことはできない。雌ラットへの経口投与で腎臓と胃腸管に影響がみられている。 

最小のNOAELは、経口投与では、雄ラットに 99 週間混餌投与した発がん性試験で、病理組織

学的影響のない 100 ppm (4.36 mg/kg/日) である (CIT, 1999)。吸入暴露では、マウスに 5 日間吸入

暴露 (鼻部または全身) した試験があり、40 mg/m3以上で死亡や一般状態の悪化がみられたが 

(Bushy Run, 1992b; Safepharm, 1991)、長期の試験はなく、NOAELは設定できない。 

 

 

 

 

 

 

表 8-5 トリグリシジルイソシアヌレート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 
CFE  
雌雄 
10 匹/群 

経口 7 日間 (雄) 0、54、216 
mg/kg/日 
(雌) 0、43、172 
mg/kg/日 
 

一般状態に異常なし 
 
54/43 mg/kg/日群： 

雄：遠位尿細管上皮細胞空胞化 (軽
度) 

雌：尿細管上皮の壊死・剥離 (1 例) 
216/172 mg/kg/日群： 

雌雄：ヘンレ係蹄上皮細胞・遠位尿

細管上皮細胞の壊死 
胃･十二指腸に出血・変性 

Shell, 1971 
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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 
10 匹/群 

混餌投与 
 
(9 週間投

与授精能

試験を併

設、生

殖・発生

毒性の項

参照) 

13 週間 0、10、30、100 ppm 
(0、0.72、2.08、7.32 
mg/kg/日) 

一般状態、血液生化学的検査、器官重

量、尿検査、眼科的検査に異常なし 
10 ppm 群： 

精子数の 5%の減少 
30 ppm 群： 

精子数の 13%の減少 
100 ppm 群： 

最初の 6 週間は体重 16%減少、その

後回復 
4匹に腸間膜リンパ節の赤色化 (ヘ
モジデリン沈着/うっ血を伴う) 

精子数の23%の減少 (有意差なし) 

精子生存率は異常なし 

 

NOEL：30 ppm (2.08 mg/kg/日) 
NOAEL：100 ppm (7.32 mg/kg/日) 

CIT, 1995 

ラット 
SD 
雄 
50 匹/群 

混餌投与 99 週間、

300 ppm
群のみ 63
週間 

0、10、30、100、
300 ppm (0、0.43、
1.30、4.36、13.6 
mg/kg/日) 

100 ppm 群： 
摂餌量のわずかな減少 
体重減少 (9%、有意差なし) 

300 ppm 群： 
摂餌量の有意な減少 
体重増加量の著しい減少 (-68%) 
一般状態の悪化 
生存率低下 (56%、他群は 90-96%)
のため 63 週目に試験終了 
腸間膜リンパ節内に肥満細胞増多

(44/49 匹)・ヘモジデリン沈着 (22/49
匹)・類洞出血 (24/49 匹)、脾臓リン

パ球様細胞の枯渇 
腸管の拡張 (十二指腸 32/44、空腸

30/45、回腸 13/36) 
 
NOAEL：100 ppm (4.36 mg/kg/日) 

CIT, 1999 

マウス 
ICR 
雄 
12 匹/群 

吸入暴露

(鼻部) 
5 日間、 
6 時間/日 

0、10、40、140 
mg/m3

10 mg/m3群： 
死亡 1/12 匹 (投与に関連なし) 
わずかな肺の赤色化 (1 例) 

40 mg/m3群： 
体重減少、昏睡、眼瞼下垂、呼吸数

減少、あえぎ呼吸 (その重篤度は

140 mg/m3群より顕著に少ない) 
死亡 2/12 匹 
肺の暗赤色化 (死亡例) 

140 mg/m3群： 
体重減少、昏睡、眼瞼下垂、呼吸数

減少、あえぎ呼吸 
死亡 9/12 匹 
肺の暗赤色化、肝臓・腎臓の蒼白化、

小腸うっ血 (死亡例) 
 

Safepharm, 
1991 

マウス 
ICR 
雄 
10 匹/群 

吸入暴露

(鼻部) 
染色体異

常試験 

5 日間、 
6 時間/日 

0、7.8 mg/m3 体重、一般状態に異常なし Safepharm, 
1992 
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動物種等 投与方法 投与期間 投与量 結    果 文献 
マウス 
ICR 
雄 
10 匹/群 

吸入暴露 
(全身) 
染色体異

常試験 

5 日間、 
6 時間/日 

 

0、2.5、10、50 mg/m3

粉塵 
死亡なし、一般状態異常なし 
10 mg/m3以上： 

分裂中期の精原細胞の減少、減数分

裂指数は用量依存性に減少 
50 mg/m3群：体重減少 

Bushy Run, 
1992a 

マウス 
ICR 
雄 
 

吸入暴露 
(全身) 
優性致死

試験 

5 日間、 
6 時間/日 

0、2.5、10、50 mg/m3

粉塵 
50 mg/m3群： 

10%が死亡、体重減少、眼脂と浮腫

が継続 
 

NOEL：10 mg/m3

Bushy Run, 
1992b 

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 

トリグリシジルイソシアヌレート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。 

雄のICRマウスにトリグリシジルイソシアヌレート 0、2.5、10、50 mg/m3 (粉塵) を6時間/日、5

日間吸入暴露 (全身) した優性致死試験で、50 mg/m3群では暴露中に10%が死亡し、暴露後も体重

は減少し、眼脂と浮腫がみられた。5日目の暴露後、B型精原細胞から精子成熟までのどの分化段

階で暴露の影響があったのかをみるために、雄は8週間毎週新しい未経産の雌と交配させ、8週後

に雄を剖検した。その結果、10 mg/m3群では、雄の授精能 (膣栓がみられた雌の数/同居した雌の

数) は第3週目に低下し、50 mg/m3群では第3及び6週目に低下した。これは成熟精子、精細胞、B

型精原細胞への影響を示唆するものと推察されたが、優性致死作用はみられなかった。この試験

のNOELは、一般毒性では10 mg/m3であり、雄の授精能を指標にした場合は2.5 mg/m3、優性致死

の場合には50 mg/m3以上としている (Bushy Run, 1992b)。 

雄のSDラットにトリグリシジルイソシアヌレート 0、10、30、100 ppm (0、0.72、2.08、7.32 mg/kg/

日) を13週間混餌投与した一般毒性試験 (反復投与毒性の項参照) に付帯させた9週間混餌投与授

精能試験がある。雄 (10匹/群) に9週間投与した後、通常の餌を与えられていた雌と交尾が成立す

るまで同居させた (夜のみ同居)。妊娠した雌 (20匹/群) は妊娠19日目に帝王切開群と自然分娩群

の2群 (10匹/群) に分けた。帝王切開群は妊娠20日目に帝王切開して検査した。自然分娩群は児を

分娩させて児動物を検査し、分娩後22～25日目に母動物と児動物を殺処分した。その結果、母動

物に異常はなく、雄の授精能や胎児・出生児の発達や他の検査項目 (即ち、着床前後胚損失、生

存胎児数、胎児体重、性比、出産生児数、分娩後4日・21日生存率、出生生児の体重、外表、反射

機能検査など) にも異常はみられなかった (CIT, 1995)。 

 

以上から、雄マウスにトリグリシジルイソシアヌレートを 6 時間/日、5 日間吸入暴露 (全身) し

た試験で、雄の授精能が 10 mg/m3以上の群で低下し、成熟精子、精細胞、B型精原細胞への影響

に対応するものと推察された。この試験のNOELは、雄の授精能を指標にして 2.5 mg/m3であった。

雄ラットを用いた 9 週間混餌投与による授精能試験では、最高用量の 7.32 mg/kg/日でも生殖毒性

はみられていない。 
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表 8-6 トリグリシジルイソシアヌレートの生殖・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 

マウス 
ICR 
雄 

吸入暴露 
(全身) 
優性致死

試験 

5 日間、 
6 時間/日 

0、2.5、10、50 
mg/m3 

粉塵 

5 日間暴露中： 
50 mg/m3群： 

10%が死亡、暴露後も体重減少、眼

脂と浮腫が継続 
 

暴露後 8 週間まで：未経産の雌と毎週交

配 
10 mg/m3群： 

雄の授精能 (膣栓がみられた雌の

数/同居した雌の数) が第 3 週目で

低下 
50 mg/m3群： 

雄の授精能が第 3、6 週目で低下 
 

NOEL：2.5 mg/m3
 (雄授精能) 

10 mg/m3
 (一般毒性) 

50 mg/m3以上 (優性致死) 

Bushy Run, 
1992b 
 

ラット 
SD 
雄 
10 匹/群 
非投与妊娠

雌 
20 匹/群 

混餌投与 
 
9 週間授

精能試験 

9 週間投与後に

非投与の雌と

交配 (夜のみ

同居) 

0、10、30、100 ppm
(0、0.72、2.08、7.32 
mg/kg/日) 

母動物に異常なし 
雄の授精能や胎児・出生児の発達に影響

なし 
着床前後胚損失、生存胎児数、胎児体重、

性比、出産生児数、分娩後 4 日・21 日生

存率、出生生児体重、外表、反射機能検

査などに異常なし 

CIT, 1995 

 

 

8.3.6 遺伝毒性 

 トリグリシジルイソシアヌレートの遺伝毒性試験結果を表 8-7 に示す。 

in vitro 

a. 突然変異 

トリグリシジルイソシアヌレートは、ネズミチフス菌 TA98、TA100、TA1535、TA1538 (Ciba-Geigy, 

1982d; Hazleton, 1987)、TA98、TA100 (Zeiger et al., 1992) を用いた復帰突然変異試験で S9 添加の

有無にかかわらず陽性、マウスリンフォーマ試験でも S9 添加の有無にかかわらず陽性であった 

(Ciba-Geigy, 1983a)。 

一方、大腸菌 WP2uvrA を用いた復帰突然変異試験では、S9 添加の有無にかかわらず陰性であ

った (Ciba-Geigy, 1982d)。 

 

b. 染色体異常 

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陽性であった 

(Loveday et al., 1990)。 

チャイニーズハムスター肺線維芽細胞 (CHL 細胞) と CHO 細胞を用いた染色体異常試験で、S9

添加なしの条件下で両細胞系共に明らかな陽性であった。S9 を添加する条件では CHO 細胞系で

は陽性であったが、CHL 細胞系では陰性であった。この違いは CHL 細胞系より CHO 細胞系のほ

うが処理濃度が高いためと著者らは説明している (Sofuni et al., 1990)。 

CHL 細胞と CHO 細胞を用いた染色体異常試験で、S9 添加の有無にかかわらず両細胞系で共に
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強い陽性であった (Galloway et al., 1997)。 

ヒトリンパ球を用いた染色体異常試験では、陰性が示唆されたが明確ではなかった (Ciba-Geigy, 

1985)。 

 

c. DNA 損傷 

不定期 DNA 合成試験では、ラットの肝細胞を用いた場合は用量依存性の陽性結果が得られたが 

(Ciba-Geigy, 1988f)、ヒト線維芽細胞では陰性であった (Ciba-Geigy, 1988d)。 

CHO 細胞を用いた姉妹染色分体交換試験では陽性であった (Loveday et al., 1990)。 

また、マウスの胚線維芽細胞を用いた形質転換試験では 8.75～5,000 ng/ml の濃度でコロニー数

と大きさに有意な増加はなく、陰性であった (Ciba-Geigy, 1983b, 1986a)。 

 

in vivo 

a. 突然変異 

雌マウスの妊娠 10 日目に単回腹腔内投与したスポットテストで陰性であった (Ciba-Geigy, 

1986d)。 

 

b. 染色体異常 

トリグリシジルイソシアヌレートの精原細胞に対する染色体異常誘発性を検討した試験で、雄

マウスに経口単回または経口反復投与した場合には陽性であったが (Ciba-Geigy, 1986b; Hazleton, 

1989a, 1991; Safepharm, 1992)、吸入暴露では陰性 (Safepharm, 1992) または陰性が示唆されたが明

確ではなかった (Bushy Run, 1992a; 反復投与毒性の項参照)。経口投与によるマウス精母細胞に対

する染色体異常誘発性は陰性であった (Ciba-Geigy, 1986e)。 

雌雄のチャイニーズハムスターにトリグリシジルイソシアヌレートを 2 日間経口投与した核異

常試験 (nucleus anomaly test) で、骨髄細胞の核の異常比率が有意に増加し、染色体の構造異常誘

発性が示唆された (Ciba-Geigy, 1983c)。 

雄マウスを用いた優性致死試験では、陰性 (Bushy Run, 1992b; Hazleton, 1989b) または陰性が示

唆されたが明確ではなかった (Ciba-Geigy, 1986c)。 

 

c. DNA 損傷 

チャイニーズハムスターにトリグリシジルイソシアヌレートを経口投与し、骨髄細胞の姉妹染

色分体交換誘発性を検討した試験で、一つの試験では陰性であったが (Ciba-Geigy, 1984)、別の試

験では用量依存性の陽性を示した (Ciba-Geigy, 1983d)。トリグリシジルイソシアヌレートの DNA

付加体形成能がマウスを用いた経口投与で試験され、用量依存性で特に胃に高い共有結合能がみ

られた (Ciba-Geigy, 1990c)。ラットに経口または腹腔内投与したところ、DNA 結合能は増加した。

また、トリグリシジルイソシアヌレートを代謝する肝臓のエポキシド加水分解酵素活性が増加す

ると、DNA 結合能は減少した (Ciba-Geigy, 1993b)。 

 

以上から、in vitro で、トリグリシジルイソシアヌレートは、ネズミチフス菌を用いた復帰突然

変異試験とマウスリンフォーマ試験で陽性であり、大腸菌 WP2uvrA を用いた復帰突然変異試験で
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は陰性であった。CHO 細胞を用いた染色体異常試験及び姉妹染色分体交換試験では陽性であった

が、ヒトリンパ球を用いた染色体異常試験では陰性が示唆されたが明確ではなかった。不定期

DNA 合成試験では陽性または陰性であった。マウスの胚線維芽細胞を用いた形質転換試験では陰

性であった。 

in vivo では、マウスを用いたスポットテストで陰性、マウスの精原細胞に対する染色体異常誘

発性は、経口投与では陽性であったが、吸入暴露では陰性または陰性を示唆する結果が得られて

いる。マウス精細胞では染色体異常誘発性は陰性であった。優性致死試験では、陰性または陰性

を示唆する結果が得られている。チャイニーズハムスター骨髄細胞を用いた姉妹染色分体交換試

験で陰性または陽性結果、DNA 付加体形成能を調べた試験で陽性の結果が得られ、トリグリシジ

ルイソシアヌレートは DNA を直接アルキル化する物質であることが示唆された。 

以上の結果から、トリグリシジルイソシアヌレートは遺伝毒性を有すると判断する。 

 

表 8-7 トリグリシジルイソシアヌレート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 

ND 1-10,000μg/plate 
 

+    + Hazleton, 
1987 
 

ネズミチフス菌 
TA98、TA100、
TA1535、TA1538

ND 5-5,000μg/plate +    + 
 

Ciba-Geigy, 
1982d 

ネズミチフス菌

TA98、TA100 
ND ND +    + Zeiger et al., 

1992 

復帰突然変異 

大腸菌 WP2uvrA ND 5-5,000μg/plate －    － Ciba-Geigy, 
1982d 

前進突然変異 マウスリンフォ

ーマ 
ND 
 

0.175-2.8 mg/ml 
0.375-6.0 mg/ml 

+   ND 
ND   + 

Ciba-Geigy, 
1983a 

ND 10-100μg/ml 
3-30μg/ml 

ND   + 
+   ND 

Loveday et 
al., 1990 

CHO 細胞 

-S9:8-2.5 h
+S9:2-10 h

10-100μg/ml 
3-50μg/ml 

ND   + 
+   ND 

Sofuni et 
al., 1990 

CHL 細胞 -S9:24,48 h
+S9:6-18 h

1.25-5μg/ml +    － Sofuni et 
al., 1990 

CHL 細胞 
CHO 細胞 

Sofuni et 
al., 1990 と

同一方法 

Sofuni et al., 1990
と同一方法 

+    + 
+    + 

Galloway et 
al., 1997 

染色体異常 

ヒトリンパ球 ND 0.0625-10μg/ml －？  ND Ciba-Geigy, 
1985 

ラット肝細胞 ND 0.20-20 mg/ml +   ND 
 

Ciba-Geigy, 
1988f 

不定期 DNA 合

成 
ヒト線維芽細胞  ND 2.7-400 mg/ml －   ND Ciba-Geigy, 

1988d 
姉妹染色分体

交換 
CHO 細胞 ND 1.98-19.8μg/ml 

0.066-0.66μg/ml 
ND   + 
+   ND 

 

Loveday et 
al., 1990 

ND 8.75-140 ng/ml  －   ND Ciba-Geigy, 
1983b 

in 
vitro 

形質転換 
 

マウス胚線維芽

細胞 
 ND 0.3125-5μg/ml   ND   － Ciba-Geigy, 

1986a 
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 試験系 試験材料 処理条件 用量 
結果 

－S9 +S9 
文献 

突然変異 マウススポット

テスト 
腹腔内、単

回、妊娠 10
日目 

13.5、27、54 mg/kg － Ciba-Geigy, 
1986d 

経口、5 日

間投与 
0、43、128 mg/kg + Ciba-Geigy, 

1986b 

経口、5 日

間投与 
0、30、125、350 
mg/kg 

+ Hazleton, 
1989a 

経口、5 日

間投与 
0、29、58、115 
mg/kg 

+ Hazleton, 
1991 

経口、単回 0、115 mg/kg + Safepharm, 
1992 

吸入、5 日

間、6 時間/
日 

0、2.5、10、50 
mg/m3

－？ Bushy Run, 
1992a 

マウス精原細胞

吸入、5 日

間、6 時間/
日 

0、7.8 mg/m3 － Safepharm, 
1992 

染色体異常 

マウス精細胞 経口、5 回

投与 
0、32、96 mg/kg － Ciba-Geigy, 

1986e 

核異常 
(nucleus 
anomaly test) 

チャイニーズハ

ムスター骨髄 
経口、2 日

間投与 
0、140、280、560 
mg/kg/日 

+ Ciba-Geigy, 
1983c 

経口、単回 0、160、480 mg/kg －？ 1) Ciba-Geigy, 
1986c 

経口、単回 0、138、275、550 
mg/kg 

－1) Hazleton, 
1989b 

優性致死 マウス 

吸入、5 日

間、6 時間/
日、精子形

成全段階

を含む交

配期間 

0、2.5、10、50 
mg/m3

－2) Bushy Run, 
1992b 

経口 0、35、70、140 
mg/kg 

－ Ciba-Geigy, 
1984 

姉妹染色分体

交換 
チャイニーズハ

ムスター骨髄 

経口 0、140、280、560 
mg/kg 

+ Ciba-Geigy, 
1983d 

マウス胃、肝臓、

精巣 
経口、3、8、
24 時間後

測定 

5、17、200 mg/kg + Ciba-Geigy, 
1990c 

in 
vivo 
 

DNA 結合 

ラット肝臓 経口、腹腔

内 
20 mg/kg + Ciba-Geigy, 

1993b 

+: 陽性、－: 陰性、ND: データなし、？: 不明確         (IPCS, 1998 を一部改変・追加) 
CHO 細胞: チャイニーズハムスター卵巣線維芽細胞 
CHL 細胞: チャイニーズハムスター肺線維芽細胞 
1) 雄への単回投与後から 3 週間目までが雌との交配期間 
2) 交配期間は精子形成の全段階をカバーしている。                                 

 

 

8.3.7 発がん性 

トリグリシジルイソシアヌレートの実験動物に対する発がん性試験結果を表 8-8 に示す。 

雄の SD ラット (50 匹/群) にトリグリシジルイソシアヌレート 0、10、30、100、300 ppm (0、
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0.43、1.30、4.36、13.6 mg/kg/日) を混餌投与し、300 ppm 群では顕著な毒性症状を示し死亡がみ

られたため、63 週間目で試験を終了したが、他群は 98～99 週間まで引き続き試験した。投与に

関連したがんの発生はいずれの群でもみられなかった (CIT, 1999)。 

 

国際機関等ではトリグリシジルイソシアヌレートの発がん性を評価していない (ACGIH, 2006; 

IARC, 2006; U.S.EPA, 2006; U.S.NTP, 2005; 日本産業衛生学会, 2006)。 

 

表 8-8 トリグリシジルイソシアヌレート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 
ラット 
SD 
雄 
50 匹/群 

混餌投与 99 週間、

300 ppm 群

のみ 63 週

間 

0、10、30、100、
300 ppm (0、0.43、
1.30、4.36、13.6 
mg/kg/日) 

投与に関連したがん発生なし CIT, 1999 

 

 

8.4 ヒト健康への影響 (まとめ) 

トリグリシジルイソシアヌレートは、マウスへの経口投与で、24 時間以内に投与量の少なくとも

17%が吸収された。吸収されたトリグリシジルイソシアヌレートは、肝臓のミクロソームのエポキ

シド加水分解酵素で速やかに加水分解される。ヒトでは、肝臓のミクロソーム内エポキシド加水分

解酵素活性はラットより高く、大きな個人差はあるが男女差はない。ラベル化したトリグリシジル

イソシアヌレートをウサギに点滴静脈注射すると、未変化体の血漿からの消失は 5 分未満と非常に

速かったが、放射能の血漿からの消失は 60 分超であった。24 時間蓄積尿への未変化体の排泄は

1%未満であったが、代謝物は 60～70%が排泄された。ラベル化したトリグリシジルイソシアヌレー

トのウサギへの強制経口投与では、血漿中の濃度は低く、24 時間蓄積尿への排泄は、放射能とし

て約 30%であった。ヒトの点滴静脈注射では、未変化体の血漿からの消失の半減期は 1 分前後と

速く、24 時間蓄積尿への未変化体の排泄は 1%未満であった。 

トリグリシジルイソシアヌレートとの接触によりヒトでアレルギー性接触皮膚炎が報告されて

いる。喘息を誘発するとの報告もある。静脈内注射では、注射部位に血栓性静脈炎を生じ、骨髄

抑制、吐き気、嘔吐が報告されている。 

 

実験動物に対する経口投与のLD50値は、ラットで 188～715 mg/kg、吸入暴露 (鼻部) の 4 時間

LC50値は、ラットで 650 mg/m3 (粉塵)、300 mg/m3超 (エアロゾル)、全身暴露ではマウスで 2,000 

mg/m3であった。ラットの急性経皮投与のLD50値は 2,000 mg/kg超であった。 

ウサギを用いた眼刺激性試験では重度の眼刺激性が、皮膚刺激性試験では軽度の刺激性がみら

れている。 

モルモットを用いた皮膚感作性試験では一致した結果は得られていないが、トリグリシジルイ

ソシアヌレートは皮膚感作性を示すと考えられる。 

反復投与毒性試験では、トリグリシジルイソシアヌレートは雄ラットへの経口投与で体重の低

下、腸間膜リンパ節の肥満細胞増多・類洞出血、脾臓のリンパ球様細胞の枯渇、腸管拡張がみら

れ、吸入暴露では、雄マウスで体重減少、呼吸器への影響がみられた。ラットでは統計学的有意

 25



差はないものの精子数が減少、マウスでは分裂中期の精原細胞の減少がみられ、精巣への影響が

疑われる (後述するように、マウスを用いた生殖・発生毒性試験では、精巣への影響に起因する

授精能低下がみられている) ものの、本試験結果からは精巣への影響を明確に判断することはで

きない。雌ラットへの経口投与で腎臓と胃腸管に影響がみられている。最小のNOAELは、経口投

与では、雄ラットに 99 週間混餌投与した発がん性試験で、病理組織学的影響のない 100 ppm (4.36 

mg/kg/日) であった。吸入暴露では、マウスに 5 日間吸入暴露した試験があり 40 mg/m3以上で死

亡や一般状態の悪化がみられたが、長期の試験はなくNOAELは設定できない。 

生殖・発生毒性では、雄マウスにトリグリシジルイソシアヌレートを 6 時間/日、5 日間吸入暴

露 (全身) した試験で、雄の授精能が 10 mg/m3以上の群で低下し、成熟精子、精細胞、B型精原細

胞への影響に対応するものと推察された。この試験のNOELは、雄の授精能を指標にして 2.5 mg/m3

であった。雄ラットを用いた 9 週間混餌投与による授精能試験では、最高用量の 7.32 mg/kg/日で

も生殖毒性はみられていない。 

遺伝毒性では、in vitro で、ネズミチフス菌を用いた復帰突然変異試験とマウスリンフォーマ試

験で陽性であり、大腸菌 WP2uvrA を用いた復帰突然変異試験では陰性であった。染色体異常試験

及び姉妹染色分体交換試験で陽性であったが、ヒトリンパ球を用いた染色体異常試験では不明確

であった。不定期 DNA 合成試験では陽性または陰性であった。マウスの胚線維芽細胞を用いた形

質転換試験では陰性、CHO 細胞を用いた姉妹染色分体交換試験では陽性であった。in vivo では、

マウススポットテストで陰性、マウスの精原細胞に対する染色体異常誘発性は、経口投与では陽

性であったが、吸入暴露では陰性または不明確な結果が得られている。マウス精細胞では染色体

異常誘発性は陰性であった。優性致死試験では、陰性または不明確な結果が得られている。ハム

スター骨髄細胞を用いた染色体異常試験で陽性であった。チャイニーズハムスターの姉妹染色分

体交換試験で陰性または陽性結果、DNA 付加体形成能は陽性の結果が得られた。以上の結果から、

トリグリシジルイソシアヌレートは DNA を直接アルキル化する物質であり、遺伝毒性を有すると

判断する。 

SD ラットでの発がん性試験では、投与に関連したがんの発生はみられなかった。国際機関等で

はトリグリシジルイソシアヌレートの発がん性を評価していない。 

 

 

9．リスク評価 

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) で評価する。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。 

 

9.1.1 リスク評価に用いる推定環境濃度 

本評価書では、トリグリシジルイソシアヌレートの公共用水域での測定結果が得られず、また

2004 年度 PRTR 排出量データによると河川への排出がないため、トリグリシジルイソシアヌレー

トの環境中の生物に対するリスク評価のための EEC を 0μg/L とした (6.2 参照)。なお、本評価書
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では大気から河川への移動は考慮しない。 

 

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トリグリシジルイソシアヌレート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、甲殻類及び魚類の 2 種に対する急性毒性試験結果 

(Ciba-Geigy, 1988b,c) を用いる。なお、藻類については、調査した範囲では影響を適切に評価でき

る試験報告は得られなかった (7.参照)。 

これらの結果から、トリグリシジルイソシアヌレート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等として、最小値である魚類のブルーギルに対する 96 時間LC50の 77 mg/L 

(Ciba-Geigy, 1988c) を採用した (表 9-1 参照)。 

 

表 9-1 トリグリシジルイソシアヌレートの水生生物に対する無影響濃度等 
生物レベル 生物種 エンドポイント 濃度 (mg/L) 文献 

藻類 －1) －1) －1) －1)

甲殻類 
Daphnia magna 

(ｵｵﾐｼﾞﾝｺ) 
24 時間EC50 

(遊泳阻害) 
> 100 

Ciba-Geigy, 
1988b 

魚類 
Danio rerio 

(ﾌﾞﾙｰｷﾞﾙ) 96 時間LC50 77 
Ciba-Geigy, 

1988c 
1) 調査した範囲では影響を適切に評価できる試験報告は得られていない。 
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 

トリグリシジルイソシアヌレートの EEC が 0μg/L であることから、環境中の水生生物に対す

る MOE は算出しない。 

 

9.1.4 環境中の生物に対するリスク評価結果 

トリグリシジルイソシアヌレートの環境中の水生生物に対する暴露が想定されないため、現時

点では環境中の水生生物に悪影響を及ぼすことはないと判断する。 

 
表 9-2 トリグリシジルイソシアヌレートの環境中の生物に対するリスク評価結果 

EEC 
(μg/L) 

96 時間LC50

(mg/L) 
MOE 不確実係数積 

0 77 －1) －1)

1) 算出しない 

 
 
9.2 ヒト健康に対するリスク評価 

 トリグリシジルイソシアヌレートのヒトにおける定量的な健康影響データは得られていないた

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。 
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9.2.1 リスク評価に用いるヒトの推定摂取量 

トリグリシジルイソシアヌレートは、主に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 日推定摂取量を表 9-3 に示す (6.4 参照)。 

吸入、経口及び全経路のヒトの体重 1 kgあたりの 1 日推定摂取量 5.6×10-3、0、5.6×10-3μg/kg/

日をヒト健康に対するリスク評価に用いる。 

 

表 9-3 トリグリシジルイソシアヌレートの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/人/日) 

体重 1 kg あたりの 
1 日推定摂取量 

(μg/kg/日) 

吸入 大気 
モデル推定値 

(AIST-ADMER) 
0.28 5.6×10-3

飲料水 河川水中濃度 0 

経口 
食物 (魚類) 

魚体内濃度 
(海水中濃度×生物

濃縮係数) 
0 

0 

全経路 (合計) 0.28 5.6×10-3

 

 

9.2.2 リスク評価に用いる無毒性量 

トリグリシジルイソシアヌレートの実験動物に対する反復投与毒性に関して、吸入経路では、

雄マウスに 5 日間吸入暴露 (鼻部または全身) した試験があり、40 mg/m3以上で死亡や一般状態の

悪化がみられたが、長期の試験はなく、NOAELは設定できない。また、経口経路では、雄ラット

に 99 週間混餌投与した発がん性試験において、病理組織学的影響を指標とし、NOAELとして 100 

ppm (4.36 mg/kg/日) (CIT, 1999) を採用した。 

 生殖・発生毒性については、マウスにトリグリシジルイソシアヌレートを吸入暴露した優性致

死試験において、雄の授精能の一時的な低下がみられ、8 章ではNOELを 2.5 mg/m3 としている。

しかし、この試験では最終的な生殖能力への影響を評価したものではないので、リスク評価には

用いない。雄ラットを用いた 9 週間混餌投与による授精能試験では、最高用量の 7.32 mg/kg/日で

も生殖毒性はみられていない。この値は反復投与毒性のNOAELより大きいのでMOEを算出しない。 

遺伝毒性では、in vitro で、ネズミチフス菌を用いた復帰突然変異試験とマウスリンフォーマ試

験で陽性であり、大腸菌 WP2uvrA を用いた復帰突然変異試験では陰性であった。染色体異常試験

及び姉妹染色分体交換試験で陽性であった。マウスの胚線維芽細胞を用いた形質転換試験では陰

性、CHO 細胞を用いた姉妹染色分体交換試験では陽性であった。in vivo では、マウススポットテ

ストで陰性、マウスの精原細胞に対する染色体異常誘発性は、経口投与では陽性であったが、吸

入暴露では陰性または不明確な結果が得られている。マウス精細胞では染色体異常誘発性は陰性

であった。優性致死試験では、陰性または不明確な結果が得られている。ハムスター骨髄細胞を

用いた染色体異常試験で陽性であった。チャイニーズハムスターの姉妹染色分体交換試験で陰性

または陽性結果、DNA 付加体形成能は陽性の結果が得られた。以上の結果から、トリグリシジル

イソシアヌレートは DNA を直接アルキル化する物質であり、遺伝毒性を有すると判断する。 

トリグリシジルイソシアヌレートのラットでの発がん性試験では、投与に関連したがんの発生

はみられなかった。IARC 等の国際機関ではトリグリシジルイソシアヌレートの発がん性を評価し
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ていない。 

 

なお、オーストラリア保健・高齢者担当省では、マウスの 5 日間吸入暴露試験のNOAEL 7.8 mg/m3 

(Safepharm, 1992) を採用している (NICNAS, 2001)。また、我が国の環境省ではトリグリシジルイ

ソシアヌレートの初期リスク評価に、ヒトの吸入暴露試験のNOAEL 0.01 mg/m3 (ACGIH, 2001) を

用いており、経口経路については設定できないとしている (環境省, 2005)。 

 

9.2.3 暴露マージンと不確実係数積の算出 

トリグリシジルイソシアヌレートは、ヒトに対して主として吸入の暴露経路からの摂取が推定

されるが、吸入経路で評価できる試験データが得られなかったため、経口投与試験から得られた

NOAEL を用いて、吸入及び経口経路の合計摂取量に対する MOE を算出した。また、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。 

 

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 吸入と経口経路の合計 

ラットの 99 週間混餌投与試験の NOAEL 100 ppm (4.36 mg/kg/日) を用いて、以下のように算出

した。 

 

   MOE＝NOAEL / ヒト体重 1 kg あたりの 1 日合計推定摂取量 

      ＝4,360 (μg/kg/日) / 0.0056 (μg/kg/日) 

      ＝780,000 

 

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、トリグリシジルイソシアヌレートの経口経路は暴露が想定されないため、

現時点ではヒト健康に影響を及ぼすことはないと判断する。また、反復投与毒性の吸入経路につ

いては評価していないが、吸入と経口経路の合計に対する MOE 780,000 は、不確実係数積 100 よ

りも大きく、また生殖毒性に対する MOE 130,000 は不確実係数積 100 よりも大きく、現時点でヒ

ト健康 (全経路) に悪影響を及ぼすことはないと判断する。 

 

表9-4 トリグリシジルイソシアヌレートのヒト健康に対するリスク評価結果 

摂取経路 
体重 1 kgあたりの

1 日推定摂取量 
(μg/kg/日) 

NOAEL 
(mg/kg/日) 

MOE 不確実係数積 

吸入 5.6×10-3 －1) －2) －2)

経口 0 4.36 －2) －2)

全経路 
(合計) 

5.6×10-3 4.36 780,000 1003)
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1) 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 
2) 算出せず 
3) 種差 (10) ×個人差 (10) 

 

 

9.3 まとめ 

トリグリシジルイソシアヌレートは現時点では環境中の水生生物及びヒト健康に対し悪影響を

及ぼすことはないと判断する。 
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