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事後評価報告書概要 

 

プロジェクト名 構造活性相関手法による有害性評価手法開発 

上位施策名 環境安心イノベーションプログラム 

事業担当課 製造産業局化学物質管理課 

プロジェクトの目的・概要 

本プロジェクトは、環境安心イノベーションプログラムの一環として、動物実験によらない化

学物質の反復投与毒性の評価法を開発することを目的に、類似化学物質の実測試験データ、類似

化学物質の物理化学的性状データ、作用機序、生体内における代謝の挙動等の毒性評価・判断に

必要な既知情報を、これらの情報を網羅的に統合したシステムから効率的に抽出する有害性評価

支援システム統合プラットホームを構築した。 

予算額等（委託）                           （単位：千円） 

開始年度 終了年度 中間評価時期 事後評価時期 事業実施主体 

平成１９年度 平成２３年度 平成２１年度 平成２４年度 

（独）製品評価技

術基盤機構、富士

通（株） 

H21FY 予算額 H22FY 予算額 H23FY 予算額 総予算額 総執行額 

166,000 135,000 116,000 739,000 737,000 
 

 

 

 

目標・指標及び成果・達成度 

(1) 全体目標に対する成果・達成度 

反復投与毒性試験報告書の詳細情報、及び、これと関連する毒性作用機序や代謝・動態に関す

る情報を体系立ててデータベース化すると共に高度な検索機能を備えた HESS DBを開発、公開し、

未試験物質の反復投与毒性の予測を支援する機能（カテゴリーアプローチ及びベイジアンネット

ワーク）や HESS DB に搭載された情報を効率良く参照するための機能を備えた世界初の予測シス

テムである有害性評価支援システム統合プラットフォーム（HESS*）を開発し公開した。 

HESSの一部は、OECD からの要望により、OECD (Q)SAR Toolboxへ統合された。  

カテゴリーアプローチの手法確立に関する OECD のワークショップにおいて高い評価を受け、

当該活動の発展に貢献した。  

欧州化学品庁（ECHA）に HESS 試用版のトライアルユースのモニターを依頼し、その評価結果

を基に HESS正式版を完成させた。現在 HESSは、ECHAにより REACH届出物質の評価に活用されて

いる。 
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＊HESS: Hazard Evaluation Support System Integrated Platform  

 

個別要素技術 目標・指標 成果 達成度 

①毒性知識情

報データベー

スの開発 

 

公開されている主要な反復投

与毒性試験データ（化審法の既

存化学物質安全性点検データ、

OECDの SIAR 等）や毒性作用機

序の情報が搭載され、化学構造

上の特徴や物理化学的性状か

ら有害性の類推等の判断材料

として必要とされる情報を検

索できる「毒性知識情報データ

ベース」を開発する。 

○毒性・病理専門家が収集・整

理・体系化した信頼性が高く有用

な反復投与毒性試験データ及び

毒性作用機序情報をデータベー

ス化した。 

○共通フォーマットにより群別

データを表示するなど、反復投与

毒性試験データの詳細を物質間

で容易に比較できるデータベー

スシステムを開発した。 

○複雑な反復投与毒性試験デー

タに対応させるため、病理シソー

ラスを反映させる等、高度な検索

機能を開発した。 

達成 

②代謝知識情

報データベー

ス 

 

主にラットの肝臓における代

謝知識情報データベースの開

発を完了する。約 800種の化学

物質について文献、報告書を精

査することにより、第 1相反応

（酸化等の反応）及び第 2相反

応（グルクロン酸抱合、硫酸抱

合等）を含め、基礎となる約 500

の代謝反応を網羅し、部分構造

等の化学構造から代謝物、代謝

経路を推定する代謝知識情報

データベースを開発する。 

○代謝・動態の専門家が収集・整

理・体系化した信頼性が高く反復

投与毒性の評価において有用な

ラット代謝マップ情報（800物質）

及び ADME情報をデータベース化

した。  

○代謝物の影響を予測に反映さ

せるため、ラットの肝臓における

代謝物を化学構造から自動的に

予測する代謝シミュレータを開

発した。 

○毒性発現の種差の検討に役立

てるため、ヒト P450による代謝

部位を基質の構造から精密に予

測する手法を開発し、予測代謝物

をデータベースに収載した。  

達成 

研究開発項目

③「有害性評

価支援システ

ム統合プラッ

トフォームの

毒性知識情報データベース及

び代謝知識情報データベース

を連携し、毒性予測モデルを組

み込み、化学構造を入力する

と、代謝物情報や、親物質・代

○化学構造と毒性発現の関係を

データマイニング手法で解析し、

特定の毒性が起こりやすい特徴

的な部分構造を抽出整理し，

BASiCサイトで公開した。  

達成 
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開発」 

 

謝物の有害性情報、類似化合物

の検索及び解析結果や、肝臓へ

の毒性を中心とした予測結果

が表示される有害性評価支援

システム統合プラットフォー

ムを開発し、公開する。また、

ユーザー独自の情報をデータ

ベースに追加することにより、

より精度の向上につながる機

能を備えたものとする。開発に

当たっては、国際調和・貢献を

考慮し、OECD (Q)SAR 

Application Toolboxとの互換

性を確保した仕様とし、カテゴ

リー化の機能に関しては、OECD

で検討されているカテゴリー

アプローチの方法論に準拠し

たものとする。 

○データマイニング手法による

解析結果や代謝情報，毒性学者の

知見等を基に、化学構造と毒性発

現の確率的な因果関係をベイジ

アンネットで表現した ToxBay シ

ステムを開発し，ネット上に公開

した。  

○未試験物質の反復投与毒性（肝

毒性など各影響に対する最小影

響量の範囲等）を類似物質の試験

データから予測するため、毒性知

識情報データベース及び代謝知

識情報データベースの情報を活

用し、反復投与毒性試験で認めら

れる多様な毒性学的影響を効率

良く解析するための機能を備え

た有害性評価支援システム統合

プラットフォーム（HESS)を開発

し、公開した。 

○開発・公開した HESSは、ユー

ザー独自の情報をデータベース

に追加できる機能を備えると共

に、OECD (Q)SAR Toolboxと互換

性を確保した仕様（全英語表記）

とした。 

○有害性発現経路（Adverse 

Outcome Pathway）に基づき、反

復投与毒性について信頼性の高

いカテゴリーを作成する手法を

確立し、OECDにおけるカテゴリー

手法確立に貢献した。 
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(2) 目標及び計画の変更の有無 

無 

 

＜共通指標＞ 

要素技術 論文数 
論文の 

被引用度数 
ライセンス供与数 

*1 
国際標準への寄与 

*2 

研究開発項目

① 
１０ ８ 

２１５（３９） 

０ 

研究開発項目

② 
４ ６ ０ 

研究開発項目

③ 
１２ ２３ ３ 

計 ２６ ４７ ２１５（３９） ３ 

*1 括弧内は、このうち海外機関のユーザへのライセンス供与数。  

*2 OECD の(Q)SAR Toolbox 開発、OECD のカテゴリーアプローチ手法開発、ECHA における REACH

届出物質の評価、に対する貢献として。 

 

 

評価概要 

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 

化学物質のリスク管理は世界的な課題であり、我が国においてもリスク管理を国が主体となっ

て行うことが化審法に求められており、そのリスク評価を支援するためのシステム構築を国で行

うことは政策的な意義がある。 

また、動物や細胞を用いない非生物検定（non-bioassay）による手法として応用できる QSAR

モデルの開発は、動物愛護の状況や簡便性、安全管理上の社会的なニーズがあり、持続可能な産

業環境システムを形成していくにあたり、国際社会において先導的に進めていく必要性の高い事

業である。 

本システムは OECD の(Q)SAR Toolbox へ組み込みを前提に設計され、国際協調による事業展開を

しており、質の高い試験データの選択、膨大なデータファイルの集積とその解析・評価、化学物

質ごとのメカニズムの考慮、毒性予測システムの構築など、その使命と事業内容から国の事業と

して実施するのが極めて妥当である。 

一方で、GUI の部分が、OS、WWW システム等の進化に追随できるかどうか、わずかに不安が感

じられる。 

 

２．研究開発等の目標の妥当性 

化審法での活用を想定した 28 日間反復投与毒性試験結果と作用機序等の知見の知識データベ

ース化、予測システムの作成、ベイジアンネットワークの利用などが提示されており、評価者を

支援するシステム開発という明確なコンセプトとともに定量的な指標が示されている。 
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化審法のみならず OECDでの開発状況と歩調を合わせた、国際的な枠組みを意識した目標設定が

なされている。 

一方、動態、毒性、病理そして総合的なリスク評価を行う専門家が使う 28日間反復投与毒性試

験のシステム設計をうたっているが、動態の要素の取組みが不足している。 

 

３．成果、目標の達成度の妥当性 

28 日間反復投与毒性試験結果の DB 化、作用機序に基づいたカテゴリーの作成、新たな代謝情

報の収集と代謝シミュレータの開発がなされ、目標として掲げた毒性専門家が利用可能なカテゴ

リーアプローチ法からなる実用的な HESSシステムを開発しており、成果は明確である。 

OECD (Q)SAR Toolboxの開発と連携した OECDでの活動は特筆に値し、OECDワークショップでの

HESSシステムのデモンストレーションなど、国際標準化についても成果を上げている。 

AOP（Adverse Outcome Pathway）に基づいた毒性予測システムの開発の先例として対外的にも

評価され、AOPのセオリーを代表する系となっている。 

また、中間評価の段階で懸念された学術論文の発表も着実になされている。 

一方、代謝シミュレータの予測率の向上や人への外挿については、引き続き検討が必要である。 

ソフトウェアの利用が簡単ではなく、講習会や説明書が必要であり、メンテナンスや更なるバ

ージョンアップなど、未だ継続して改善するべき問題も残されている。 

 

４．標準化等のシナリオ、波及効果についての妥当性 

OECD との連携がとれており、(Q)SAR Toolbox ver3 に搭載予定であることを含め着実な更新が

予定されている。 

また、欧州 REACH の届出において活用され始めているとのことであり、今後さらなる利用が期

待できる。 

毒性発現メカニズムを考慮したAOPセオリーに基づく反復投与毒性に関するHESSシステムの構

築を試みた事に関しては、AOP の専門家からも高い評価を受けている。国際標準化においても本

法が大きな波及効果を示す事は疑いないと思われる。 

一方、波及効果を高めるためには、国内行政での活用が第一であり、また、国内の当該分野の

技術・人材育成の面からの貢献も期待したい。 

毒性専門家の利用だけでなく、毒性に係る一般ユーザー（企業の毒性専門家でない安全性担当

者やその知識が必要な安全管理者レベル）にも検索利用し易い形へのバージョンアップを望む。 

 

５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性 

産官学および国際化を意識した実施体制であり、プロジェクトリーダーのもと、データベース

の作成・解析、毒性病理学の専門家や海外の専門家の関与、毒性予測システムやそのソフト開発

等、それぞれの専門家が有機的に連携して研究を進めた事が拝察される。 

これまで専門家判断であった知見が学術的に整理されシステム化された意義は大きい。 

資金配分が妥当であったかどうかは、書類だけでは判断が難しいが、概ね、想定外の配分はな

いとみる。 

開発したシステムの有用性を後押しする体制の充実と、継続的な活用を図る運用の仕組みを期
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待する。 

一方で、代謝シミュレータ、ヒト P450による予測の検証は、毒性 DBの信頼性及びカテゴリー

分類の完成度の高さと比較すると多少物足りなく感じられた。 

また、動態領域において、代謝の重複に対して、吸収排泄が取り組まれていない点はマネージ

不足と言わざるを得ない。 

 

６．総合評価 

反復投与毒性を予測する代替手法が存在しないなかで、28 日間反復投与毒性試験結果の DB 化

とともに国際的に利用可能な毒性評価支援システム HESSが完成され、すでに HESSの利用が始ま

っており、国際的にも OECDや ECHAからも高い評価が得られている。 

WSSD2020年目標実現に資する技術開発で、世界で初めての事業であり、今後の拡張や発展も期

待できる。 

本プロジェクトでは、最終的に反復投与毒性について、AOP に基づくカテゴリーアプローチ支

援機構（ＨＥＳＳシステム）を開発し、当初の目標を達成した事は大きく評価できる。 

28日間反復投与毒性試験のシステム設計を目指した試験報告書 DBと毒性作用機序 DB構築は評

価できるが、28 日間の生体内暴露時の推移データの既存情報を活用する方策を立案しなかった点

は改善すべきである。 

また、化学物質の安全性評価に常に関わってくる、代謝の問題を如何に組み込むかは大きな課

題であり、更なる研究が望まれる。 

完成したシステムを更にユーザーフレンドリーなものに仕上げられるかは、今後の研究の継続

にかかっている。 

 

７．今後の研究開発の方向等に関する提言 

医薬品化合物、動物性医薬品、農薬等今回考慮されなかった化学物質についても、各種データ

を組み込み、薬物動態、作用メカニズムの観点を組み込んだ毒性予測の手法としてさらに発展さ

れることを期待する。 

今後の運用と普及にあたっては、新たに得られた情報の入力やソフトの改善、利用者が運用し

易い形でのメンテナンスと改良、また、本システムを使いこなせる専門人材の育成等、システム

に対する今後のフォローアップ体制を堅固なものとしていく必要がある。 

生体内暴露時の推移データの既存情報整備を抜かし、体内にはいってからの定性的な物質代謝

変換予測を国内外2カ所で別々に実施したことは反省点と考えられる。また、化学物質の毒性発

現は、複雑な対応を示すため、代謝の問題に関して継続的な研究が望まれる 
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評点結果 

評点法による評点結果 

（構造活性相関手法による有害性評価手法開発プロジェクト） 

 

評点 Ａ委員 Ｂ委員 Ｃ委員 Ｄ委員 Ｅ委員 Ｆ委員

 １．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 3.00 3 3 3 3 3 3

 ２．研究開発等の目標の妥当性 2.50 3 3 3 2 3 1

 ３．成果、目標の達成度の妥当性 2.50 3 2 3 3 3 1

 ４．標準化等のシナリオ、波及効果についての妥当性 2.33 3 2 3 3 2 1

 ５．研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･体制･資金･費用対効果等の妥当性 2.33 3 2 3 2 3 1

 ６．総合評価 2.67 3 3 3 3 3 1
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