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はじめに 

 

研究開発の評価は、研究開発活動の効率化・活性化、優れた成果の獲得や社会・経済への還元

等を図るとともに、国民に対して説明責任を果たすために、極めて重要な活動であり、このため、

経済産業省では、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成２０年１０月３１日、内閣総

理大臣決定）等に沿った適切な評価を実施すべく「経済産業省技術評価指針」（平成２１年３月

３１日改正）を定め、これに基づいて研究開発の評価を実施している。 

 

経済産業省において平成１９年度から平成２３年度まで実施した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は、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。 

 

今回の評価は、この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の事後評価であ

り、実際の評価に際しては、省外の有識者からなる構造活性相関手法による有害性評価手法開発

プロジェクト事後評価検討会（座長：白石寛明 独立行政法人国立環境研究所 環境リスク研究

センター センター長）を開催した。 

 

今般、当該検討会における検討結果が評価報告書の原案として産業構造審議会産業技術分科会

評価小委員会（小委員長：平澤 泠 東京大学名誉教授）に付議され、内容を審議し、了承され

た。 

 

本書は、これらの評価結果を取りまとめたものである。 
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○第１回事後評価検討会（平成２４年９月４日） 

 ・評価の方法等について 

 ・プロジェクトの概要について 

 ・評価の進め方について 

 

○第２回事後評価検討会（平成２４年１１月１２日～平成２４年１１月１９日） 

 ・評価報告書(素案)について 

＊書面審議にて行われた。 

 

○産業構造審議会産業技術分科会評価小委員会（平成２５年２月２１日） 

 ・評価報告書(案)について 
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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。 

＊HESS: Hazard Evaluation Support System Integrated Platform  
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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

開発」 

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

謝物の有害性情報、類似化合物

○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。  

○データマイニング手法による

達成 
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 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。 

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。 

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
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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

待する。 
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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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第１章 評価の実施方法
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第１章 評価の実施方法 

 

 

本プロジェクト評価は、「経済産業省技術評価指針」（平成 21年 3月 31日改定、

以下「評価指針」という。）に基づき、以下のとおり行われた。 

 

１．評価目的 

 

 評価指針においては、評価の基本的考え方として、評価実施する目的として 

(1)より良い政策・施策への反映 

(2)より効率的・効果的な研究開発の実施 

(3)国民への技術に関する施策・事業等の開示 

(4)資源の重点的・効率的配分への反映 

を定めるとともに、評価の実施にあたっては、 

(1)透明性の確保 

(2)中立性の確保 

(3)継続性の確保 

(4)実効性の確保 

を基本理念としている。 

プロジェクト評価とは、評価指針における評価類型の一つとして位置付け

られ、プロジェクトそのものについて、同評価指針に基づき、事業の目的・

政策的位置付けの妥当性、研究開発等の目標の妥当性、成果、目標の達成度

の妥当性、事業化、波及効果についての妥当性、研究開発マネジメント・体

制・資金・費用対効果等の妥当性の評価項目について、評価を実施するもの

である。 

その評価結果は、本プロジェクトの実施、運営等の改善や技術開発の効果、

効率性の改善、更には予算等の資源配分に反映させることになるものである。 

 

２．評価者 

 

 評価を実施するにあたり、評価指針に定められた「評価を行う場合には、

被評価者に直接利害を有しない中立的な者である外部評価者の導入等によ

り、中立性の確保に努めること」との規定に基づき、外部の有識者・専門家

で構成する検討会を設置し、評価を行うこととした。 

 これに基づき、評価検討会を設置し、プロジェクトの目的や研究内容に即
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した専門家や経済・社会ニーズについて指摘できる有識者等から評価検討会

委員名簿にある６名が選任された。 

 なお、本評価検討会の事務局については、指針に基づき経済産業省化学物

質管理課が担当した。 

 

３．評価対象 

 

 構造活性相関手法による有害性評価手法開発（実施期間：平成１９年度から

平成２３年度）を評価対象として、研究開発実施者（独立行政法人製品評価技

術基盤機構、富士通株式会社、国立医薬品食品衛生研究所、東北大学、関西学

院大学、ブルガス大学）から提出されたプロジェクトの内容・成果等に関する

資料及び説明に基づき評価した。 

 

４．評価方法 

 

第１回評価検討会においては、研究開発実施者からの資料提供、説明及び質

疑応答、並びに委員による意見交換が行われた。 

第２回評価検討会においては、それらを踏まえて「プロジェクト評価におけ

る標準的評価項目・評価基準」、今後の研究開発の方向等に関する提言等及び要

素技術について評価を実施し、併せて４段階評点法による評価を行い、評価報

告書(案)を書面審議、確定した。 

また、評価の透明性の確保の観点から、知的財産保護、個人情報で支障が生

じると認められる場合等を除き、評価検討会を公開として実施した。 

 

５．プロジェクト評価における標準的な評価項目・評価基準 

 

評価検討会においては、経済産業省産業技術環境局技術評価室において平成

２３年７月に策定した「経済産業省技術評価指針に基づく標準的評価項目・評

価基準について」のプロジェクト評価（中間・事後評価）を一部訂正、追加し

た評価項目・評価基準とした。 

 

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 

（１）事業目的は妥当で、政策的位置付けは明確か。 

・事業の政策的意義（上位の施策との関連付け等） 

・事業の科学的・技術的意義（新規性・先進性・独創性・革新性・先導性

等） 
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・社会的・経済的意義（実用性等） 

（２）国の事業として妥当であるか、国の関与が必要とされる事業か。 

・国民や社会のニーズに合っているか。 

・官民の役割分担は適切か。 

 

２．研究開発等の目標の妥当性 

（１）研究開発等の目標は適切かつ妥当か。 

・目的達成のために具体的かつ明確な研究開発等の目標及び目標水準を設

定しているか。特に、中間評価の場合、中間評価時点で、達成すべき水

準（基準値）が設定されているか。 

・目標達成度を測定・判断するための適切な指標が設定されているか。 

 

３．成果、目標の達成度の妥当性 

（１）成果は妥当か。 

・得られた成果は何か。 

・設定された目標以外に得られた成果はあるか。 

・共通指標である、論文の発表、特許の出願、国際標準の形成（OECDでの

活動）、プロトタイプの作製等があったか。（＊「OECDでの活動」を追

加） 

 

（２）目標の達成度は妥当か。 

・設定された目標の達成度（指標により測定し、中間及び事後評価時点の

達成すべき水準（基準値）との比較）はどうか。 

 

４．標準化等のシナリオ、波及効果の妥当性 

（１）標準化等のシナリオは妥当か。 

・ＪＩＳ化や我が国主導の国際規格化等に向けた対応は図られているか。 

（＊以下の項目を追加） 

・整備した知的基盤についての利用は実際にあるか、その見通しが得られてい

るか。 

・公共財として知的基盤を供給、維持するための体制は整備されているか。 

・国際標準化（OECDでの活動）に関する事項が計画されているか。 

・広報活動は積極的になされているか。 
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（２）波及効果は妥当か。 

・成果に基づいた波及効果を生じたか、期待できるか。 

・当初想定していなかった波及効果を生じたか、期待できるか。 

 

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  

（１）研究開発計画は適切かつ妥当か。 

・事業の目標を達成するために本計画は適切であったか（想定された課題

への対応の妥当性）。 

・採択スケジュール等は妥当であったか。 

・選別過程は適切であったか。 

・採択された実施者は妥当であったか。 

 

（２）研究開発実施者の実施体制・運営は適切かつ妥当か。 

・適切な研究開発チーム構成での実施体制になっているか、いたか。 

・全体を統括するプロジェクトリーダー等が選任され、十分に活躍できる

環境が整備されているか、いたか。 

・目標達成及び効率的実施のために必要な、実施者間の連携／競争が十分

に行われる体制となっているか、いたか。 

（＊本プロジェクトにおいては、実施者間の競争はないことから、上記の

競争に係る基準に関しては該当しないものと整理する。） 

・成果の利用主体に対して、成果を普及し関与を求める取組を積極的に実

施しているか、いたか。 

（＊本プロジェクトにおいては、当該対話の実施について公募要項に記載

していないことから、上記の対話に係る基準に関しては該当しないもの

と整理する。） 

 

（３）資金配分は妥当か。 

・資金の過不足はなかったか。 

・資金の内部配分は妥当か。 

 

（４）費用対効果等は妥当か。 

・投入された資源量に見合った効果が生じたか、期待できるか。 

・必要な効果がより少ない資源量で得られるものが他にないか。 
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（５）変化への対応は妥当か。 

・社会経済情勢等周辺の状況変化に柔軟に対応しているか（新たな課題へ

の対応の妥当性）。 

・代替手段との比較を適切に行ったか。 

 

６．総合評価 
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第２章 プロジェクトの概要 
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１．事業の目的・政策的位置付け 
 
１－１ 事業目的 
 
１－１－１ 事業の背景 
（１）化学物質管理の世界的な進展 

化学物質は、極めて広範な分野で活用される有用な基礎素材として、我々の

社会・暮らしに不可欠なものである一方、適切に取り扱わないと、人の健康や

環境に悪影響を及ぼし得るため、製造されてから廃棄されるまでの、化学物質

のライフサイクルの各段階で適切に管理することが重要となる。 

化学物質管理に係る国際的な対応を示すものとしては、1992年の国連環境開

発会議（地球サミット）で採択された「アジェンダ２１」がある。さらには、

2002年に開催された「持続可能な開発に関する世界首脳会議(WSSD)」において、

「ライフサイクルを考慮に入れた化学物質と有害廃棄物の健全な管理のための

アジェンダ２１の約束を新たにするとともに、予防的取組方法に留意しつつ透

明性のある科学的根拠に基づくリスク評価手順とリスク管理手順を用いて、化

学物質が、人の健康と環境にもたらす著しい悪影響を最小化する方法で使用、

生産されることを 2020年までに達成する」との、首脳レベルでの長期的な化学

物質管理に関する国際合意（WSSD目標）がなされている。また、2006年 2月に

は、これを具体化するための行動指針として、「国際的な化学物質管理のための

戦略的アプローチ（SAICM)」が取りまとめられている。 

こうした国際目標の実現に向け、化学物質管理に関する国際標準化・国際協

調の活動等、国際的に調和した取組が進められている。例えば、化学品の分類

及び表示に関する世界調和システム(GHS)は、化学品のハザード（有害性）情報

の分類及び表示方法について国際的に調和されたシステムを作ることを目的と

しており、さらには、安全データシート(SDS)の提供等によってこれらのハザー

ド情報を伝達することが期待されている。また、2004年に発効した残留性有機

汚染物質に関するストックホルム条約（POPs条約）は、環境中での残留性、生

物蓄積性、人や生物への高い毒性及び長距離移動性が懸念される残留性有機汚

染物質の廃絶・最小化を目指している。また、OECD においても、試験法など、

化学物質管理に関する国際標準化等の活動のほか、新規化学物質のハザード評

価（又はリスク評価結果の一部分）の他国による受入れや、低リスクであるな

どの理由から事前審査の対象外とすべき新規化学物質の国際整合化に向けた取

組が進められている（次々項（３）参照）。 

同時に、各国もそれぞれ特徴を生かした取組を鋭意進めている。例えば、欧

州においては、新たな化学物質の規制である REACH（化学物質の登録・評価・

認可及び制限に関する規則）が成立し、2007 年 6月から段階的に施行され、2018

年 5月までに、一定量を超えて上市されたすべての化学物質の登録を完了する
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こととなっている。米国においても、有害物質規制法(TSCA)の運用に加え、北

米３か国による中生産量化学物質の安全性評価等の WSSD 目標の達成に向けた

地域協力に基づく取組が行われている。 

このように、WSSD目標の達成に向けて、すべての化学物質についてリスクを

評価した上で、ライフサイクルの全般を通じた一層の適正管理を実現するため

の取組が進みつつあり、今後は、川上事業者のみならず、川下事業者も含めた

サプライチェーン全体で、各事業者が適切に化学物質を管理する必要性が高ま

っている。 

（２）化学物質のリスク評価促進のためのハザード情報収集の取組 

リスク評価では、ハザード評価（有害性等の物質固有の性状を基とした評価）

と暴露評価（化学物質に人又は動植物がさらされる量を基にした評価）を行い、

その化学物質のリスク（化学物質が環境中に排出された後に人の健康や動植物

に悪影響を及ぼす可能性の程度）を評価することとなる。ただし、その手法に

ついては、全国一律な水準やある一定の地域における水準などの広域性を踏ま

えて行うものや、作業現場における労働者の健康等への影響や排出源周辺の環

境への影響などの局所性を踏まえて行うものなど様々な種類がある。 

化審法の「新規化学物質事前審査制度」は、新たに製造・輸入される化学物

質が PCB類似の難分解性・高蓄積性等を有する第一種特定化学物質に該当する

おそれがあるかどうかを、その上市前にスクリーニングする制度として、世界

に先駆けて設けられた。その後、ハザード評価（長期的な毒性の有無）に加え、

上市後における環境中への残留状況等の広域性を踏まえた暴露状況を考慮して

第二種特定化学物質を指定し、製造・輸入数量の制限等を行う制度が導入され

た。 

さらに、平成 21年 5月 20日に公布された改正化審法では、一定数量を超え

て市場に出されるすべての化学物質について、リスクが十分に低いとは判断で

きないものを「優先評価化学物質」に指定・公表し、国が 1次リスク評価を実

施し、更なる詳細な 2次リスク評価が必要となる化学物質については、その製

造・輸入事業者に対して長期毒性試験結果の収集・提出を求めている。また、

新規化学物質についても、リスクが十分に低いと判断できないものについては

優先評価化学物質として分類することによって、上市後の化学物質と同様にリ

スクに着目した評価を実施しているところである。 

世界的にも、リスク評価の手法等に関する科学的知見の蓄積が進み、現在で

は、ハザード評価だけでなく、上市後の製造量・使用状況等も踏まえたリスク

の総合的な評価・管理に重点が移りつつある状況にある。 

例えば、米国の TSCA では、上市前審査において国がリスク評価を実施し、リ

スクが高いとの懸念がある化学物質については、取扱い等に関する規則等を定

めることによって、物質ごとに適切な管理措置を講じている。このため、TSCA

では新規化学物質のハザード評価項目は決まっておらず、上市前は所有してい
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るデータの提出でよいとされているが、リスクが高い疑いがあると政府が考え

る場合は、上市後に追加的な情報提供を事業者に求めることがある。 

欧州では、REACH の導入に伴って、新規化学物質と既存化学物質（法制定前

から製造・輸入されていた化学物質）を区別することなく、事業者がリスクの

評価・管理を行う仕組みとしている。また、適切な安全性情報の収集及びサプ

ライチェーンを通じた情報共有によって、事業者ごとの適切なリスク管理を求

めている。さらに、行政側で懸念が高いと判断する物質については、製造、使

用等を認可制とするとともに、共同体レベルで対応する必要がある場合には、

特定の物質の製造、上市及び使用に制限をかけることも可能である。 

このような各国の法規制を補完し、化学物質のリスク評価を促進するための

取組として、各国の既存化学物質について、事業者の自主的な協力の下、ハザ

ード情報を収集する取組が進められている。国際的には、OECDにおいて、高生

産量(HPV)化学物質を対象として、有害性の初期評価を行うために必要とされた

ハザード項目（SIDS項目、初期評価データセット）を加盟国で分担して収集し、

評価を行う HPVプログラムが実施されており、また、米国においては HPVチャ

レンジプログラムが実施されている。我が国でも、平成 13年の化審法改正の際

の参議院附帯決議にも見られるように、既存化学物質の安全性点検の促進が課

題とされており、国による安全性点検に加え、Japan チャレンジプログラムが

官民協力による取組として進められているところである。 
 

（３）OECDの環境健康安全プログラム 

1971年、OECDは、環境政策委員会傘下の化学品・農薬・バイオテクノロジー

作業部会と化学品委員会との合同によって、化学品プログラムを開始した。そ

の後、環境健康安全(EHS)プログラムに拡大して現在に至っている。工業化学品、

農薬、バイオテクノロジーに関連する安全問題を担当し、以下のことを目的と

している。 

・実験動物の保護を念頭に置きつつ、化学物質の試験評価のための質の高い

手段を提供 

・化学物質の管理における効率性と有効性を向上 

・化学物質及びそれを含む製品の貿易における非関税障壁を最小化 

表１－１に、OECDの環境健康安全プログラムの主要な内容を示す。本事業と

最も関係が深いのが「(定量的)構造活性相関((Q)SAR) ～ (Q)SAR Application 

Toolbox」である。 
 

表１－１ OECDの環境健康安全プログラムの主要な内容 

●化学物質の安全性に関する共通政策と質の高い手法 
◆試験 国際試験と品質基準の開発 
 ・テストガイドライン 
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 ・優良試験所基準(GLP) 
◆評価 全世界における化学物質評価の推進 
 ・既存化学物質 ～ CoCAM プログラム ～ eChemPortal 
 ・リスク評価手法の調和 ～ 排出シナリオ文書の作成 
 ・リスク管理：化学リスクの削減 ～ 過フッ化物・臭素系難燃剤対策 
 ・技術革新：持続可能な化学の推進 

●新手法：規制行政における採用を目指して 
 ・(定量的)構造活性相関((Q)SAR) ～ (Q)SAR Application Toolbox 

 ・非動物試験 ～ テストガイドラインの策定・改訂 
 ・試験結果報告書の共通の電子様式 

●データの相互受入れ(MAD)と非加盟国の参加 
●焦点：工業ナノ材料の安全性 
●その他の分野における協力 
 ・農薬とバイオサイドの安全性 
 ・化学事故の防止と対応 
 ・ＰＲＴＲによるコミュニケーション 
 ・バイオテクノロジーや新規食料飼料の安全性に係る合意形成 

 
（４）動物実験の３Ｒの理念 

1954 年に開始された動物福祉のための大学連合(University Federation of 

Animal Welfare: UFAW)の活動に基づき、1959 年にイギリスの研究者ラッセル

氏とバーチ氏によって「人道的実験の３原則」：Reduction of numbers（実験動

物の削減）、Refinement of methods（実験動物の苦痛の軽減）、Replacement by 

alternatives（動物を使わない実験への代替）が提唱された。この理念は、第

3回生命科学における代替法と動物使用に関する世界会議（1999年 8月、イタ

リア・ボローニャで開催）において「ボローニャ宣言」として再確認されるな

ど、急速に世界に広まり、各国で対応した法規制が設けられつつある。 

この国際動向を受けて、我が国でも「動物の愛護及び管理に関する法律（動

管法）」が改正され、平成 17年 6月 22日に公布された。その中で、実験動物の

３Ｒの原則が明記さることとなった。 

国際的な化学物質管理の強化に伴って増大する動物実験負荷への経済的な軽

減要請に加えて、動物福祉の観点による社会的な要請も高まっており、構造活

性相関手法による有害性評価手法の開発の促進が強く望まれている。 

 

（５）構造活性相関手法とカテゴリーアプローチ 

構造活性相関手法（Structure-Activity Relationship：SAR）とは、物質

の生物活性（例えば、有害性）が、物質の化学構造上の特徴に起因していると
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いう考えから、実測試験データを解析し、化学構造上の特徴を表す記述子と目

的の生物活性エンドポイントとの相関を見出すことによって、物質の化学構造

からその生物活性を予測する手法である。このときの化学構造と生物活性との

相関を数学モデル等で表現することによって、生物活性を定量的に予測するこ

とを可能とするものを特に定量的構造活性相関手法（ Quantitative 

Structure-Activity Relationship：QSAR）と呼ぶ。 

ここで、数学的な相関を追求するアプローチを狭義の構造活性相関手法と呼

び、数学的な相関が得にくい場合でも後述のカテゴリーアプローチ等を用いて

化学構造等を手がかりに生物活性を調べていくアプローチを広義の構造活性相

関手法と呼ぶことができる。 

 

OECDの(Q)SAR Application Toolboxの特徴として、有害性を予測する手法と

してカテゴリーアプローチが取り入れられていることが挙げられる。カテゴリ

ーアプローチとは、化学物質を「カテゴリー：構造類似性により物理化学的及

び毒性学的特性が類似又は規則的なパターンを示すと考えられる化学物質のグ

ループ(OECD HPVマニュアルよる定義)」に分類することによって、カテゴリー

内の化学物質群の化学構造と有害性エンドポイントとの関係の傾向を検討する

手法である。この手法により、抽出されたカテゴリー内物質の情報を比較・対

比することによって、カテゴリー内でデータの欠損がある場合は、カテゴリー

に共通した傾向に基づく内挿／外挿から精度良くデータギャップを補完するこ

とができ、また、未試験物質があるカテゴリーに属すると判断される場合には、

同様に有害性の予測が可能となると期待されている。 
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本事業では、図１－１に示す考え方から、狭義の構造活性相関手法ではなく、

カテゴリーアプローチを主体とした広義の構造活性相関手法に基づいて有害性

評価支援システムの構築に取り組んでいる。 

 

 
 

図１－１ 構造活性相関手法とカテゴリーアプローチ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

反復投与毒性試験で頻繁に認められる病変について、

「化学構造上の特徴」と「反復投与毒性試験の所見の組み合わせ」とを

「作用機序」をもとにつなげる経路（毒性発現経路）として表現した。

化学構造
上の特徴

反復投与毒性試験の
所見の組み合わせ

作用機序
化学構造
上の特徴

反復投与毒性試験の
所見の組み合わせ

作用機序

→毒性発現経路に基づいたカテゴリー化

反復投与毒性試験では、各種検査値・病理所見をもとに、専門家によって、

無影響量（NOEL）、無毒性量（NOAEL）、標的臓器などが総合判断される。

多種多様な要因が混在する反復投与毒性試験の結果を

狭義の構造活性相関によって、化学構造と直接的に関連付けることは困難。

専門家の総合判断を主体とした評価手法（カテゴリーアプローチ等）が適する。
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（６）化審法 
環境放出され得る一般工業用化学物質について、国によるリスク管理は、「化

学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」（化学物質審査規制法、化審法。

経済産業省・厚生労働省・環境省の３省共管の法律。）によって行われている。

本事業が対象とするのは、化審法の対象となる化学物質である。図１－２に、

我が国の化学物質管理法体系における化審法の位置付けを示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１－２ 我が国における化学物質管理法体系 

出展：「化学物質管理法体系」（5/38）『化学物質管理政策の概

要と今後の動向について～化管法・化審法の見直し～』（平成

20年 11月、経済産業省製造産業局化学物質管理課） 
 

○今回の化審法改正について 

経済産業省・厚生労働省・環境省の３省は、産業構造審議会・厚生科学審議

会・中央環境審議会の合同審議会を開催し、化審法見直し作業を進め、平成 20

年 12月には報告書が取りまとめられた（化審法見直し合同委員会報告書 平成

20 年 12 月 22 日）。この審議会報告を踏まえ３省は「化学物質の審査及び製造

等の規制に関する法律の一部を改正する法律案」を取りまとめ、第１７１回国

会で審議・可決され、平成 21年 5月 20日に公布された。その主な改正点は、

以下のとおり。 

①従来の有害性（ハザード）の評価に加えて、リスク（＝有害性×暴露量）
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の観点を踏まえた評価とする。 

②既存化学物質を含むすべての化学物質について、一定量以上の製造・輸入

を行った事業者に対して、その製造・取扱量等の届出を新たに義務付ける。 

③国は、上記届出を受けて、詳細な安全性評価の対象となる化学物質を、優

先順位を付けて絞り込む【優先評価化学物質の指定】。これらについては、

製造・輸入事業者に有害性情報の提出を求め、人の健康等に与える影響を

評価する。 

④その結果に従って、有害化学物質及びその含有製品を製造・使用規制等の

対象とする。 

⑤国際条約（POPs条約）で新たに規制対象に追加される物質について、厳格

な管理の下で使用できるようにする。 

 

○化審法審査における構造活性相関手法の活用 

化審法の審査において、構造活性相関手法による予測値が徐々に活用され始

めている。化審法の 3省(経産、厚労、環境)合同審議会における新規化学物質

等の安全性審査の際には、各審査対象物質について、化学構造の類似性の観点

からも安全性に関する既知見の確認が行われているほか、各物質の分解性、蓄

積性、生態毒性、遺伝毒性について構造活性相関ソフトウェアによる予測結果

が審査参考資料として提出され、活用されている。 

図１－３に、化審法審査に要する試験と関連した各種 QSAR事業を示す。本事

業の反復投与毒性を対象としたシステムの開発により、化審法審査の主要エン

ドポイントに対し、化学構造から推定するためのツールがすべて出そろうこと

になり、その意義は大きい。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  化審法審査に要する試験と関連した各種ＱＳＡＲ事業

化審法審査に要する試験

生態毒性（360～540万円）

変異原性試験（230～310万円）

28 日間反復投与試験（750～950万円）

「既存化学物質安全性点検の加速化」事業
平成12～18年度、ＮＥＤＯ→(財)化学物質評価研究機構…開発

→(独)製品評価技術基盤機構…検証

生分解性（140～200万円）

生体蓄積性（600～850万円）

「構造活性相関手法による有害性評価手法開発」事業
平成19～23年度、ＮＥＤＯ→ (独)製品評価技術基盤機構・富士通(株)

既存の三つの遺伝毒性QSARモデルを用いた決定樹の開発
厚生労働省→国立医薬品食品衛生研究所

生態毒性予測システム（KATE） の開発
平成16～20年度、環境省→ (独)国立環境研究所・（国）大分大学

図１－３ 
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１－１－２ 事業の目的 
 

本事業は、環境安心イノベーションプログラム（添付資料①）の一環として、

化学物質のリスク評価におけるヒト健康影響の評価の際に、有害性試験データ

がない化学物質に対し、類似する化学物質の反復投与毒性試験データやその他

の既知見を用いて、カテゴリーアプローチ等の手法により反復投与毒性を推定

できるよう、必要となる判断材料を評価者(専門家)に提供するデータベース及

び評価支援システムの開発を目的としている。 

１－１－１で述べたとおり、世界的に化学物質の評価・管理を強化していく

動きが強まっており、これに伴う膨大な有害性評価・リスク評価の負荷を低減

するために OECDによる(Q)SAR Application Toolboxの開発、NEDO事業として

「培養細胞を用いた発ガン性・催奇形性・免疫毒性の評価手法」、「２８日間反

復投与試験結果と相関する遺伝子発現データセット」の開発が進められてきた。

本事業の対象である２８日間反復投与毒性に関しては、評価項目としての重要

性、費用・時間の負荷軽減の観点から、早急な有害性の予測手法の開発が望ま

れているが、毒性の発現のメカニズムは複雑であるため、その構造活性相関手

法による予測は困難であり、現時点では OECD (Q)SAR Application Toolboxで

も対応しておらず、世界的に見ても、部分的な属性を用いたものが一部開発さ

れているに過ぎずない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１－４ 事業の社会的背景と目的 
 

 

●事業の目的

化学物質のヒトに対する毒性（肝臓等への毒性）を対象に、

既知の周辺情報やそれらから得られる新たな知見を基に、

専門家がより的確、効率よく評価できるような、

有害性評価支援システム統合プラットフォームを構築する。

●社会的背景
市場流通する多種の化学物質の有害性情報の収集・評価は、世界的な課題。

有害性情報の中でも反復投与毒性は、毒性学的性状を明確化する重要な判断
根拠だが、多額の費用と時間を要する動物試験によりデータを得ている。

欠落した有害性情報を補うためのin silicoによる評価やカテゴリーアプローチ等
の手法を用いた予測・評価システムの構築が必須。

OECDでは、(Q)SAR Application ToolBoxの開発が進められている。

反復投与毒性を動物試験によらず評価するには、
・類似物質の実測試験データ、
・既知見としての作用機序、代謝の挙動、類似物質の物理化学性状等

による総合的な判断をすることが必須
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そこで本事業では、狭義の構造活性相関手法のようにシステム自体が直接有

害性の判定を行うことは目標とせずに、化学物質のヒトに対する毒性（肝臓等

への毒性）を対象に、既知の周辺情報やそれらから得られる新たな知見を基に、

専門家がより的確、効率よく評価できるような、有害性評価支援システム統合

プラットフォームを構築する（図１－４参照）。さらに、本事業の成果を OECD 

(Q)SAR Application Toolboxへ展開することを念頭に置き、その検索機能等と

の互換性を確保し、全体にわたり英語表記を基本とする。 
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１－２ 政策的位置付け 
 
本事業に関連する国の計画等は、以下のとおりである。 

（１）第３期科学技術基本計画の分野別推進戦略 
（http://www8.cao.go.jp/cstp/kihon3/bunyabetu5.pdf） 

（http://www8.cao.go.jp/cstp/kihon3/bunyabetu6.pdf） 

  

平成 18～22年度を計画期間とする「第３期科学技術基本計画」が平成 18年

3月 28日に閣議決定された。これを受けて同日付けで総合科学技術会議が策定

した「分野別推進戦略」では、その環境分野で、重要な研究開発課題に該当す

るものとして本事業を位置付けている。環境分野では、個別政策目標として「環

境と経済の好循環に貢献する化学物質のリスク・安全管理を実現する。」を掲げ

ている。この政策目標のために設定した「化学物質リスク・安全管理研究領域」

では、戦略重点科学技術として「新規の物質・技術に対する予見的リスク評価

管理」、「国際間協力の枠組みに対応する評価管理」、「リスク管理に関わる人文

社会科学」を選定するとともに、「有害性評価・暴露評価・環境動態解析」及び

「リスク評価管理・対策技術」の二つのプログラムを設定している。前者の「有

害性評価・暴露評価・環境動態解析」プログラムにおいて開発すべき技術のう

ちの「多様な有害性の迅速な評価技術」では、表１－２に示すように、「正確で

迅速な有害性評価を可能にするとともに、長期の体内蓄積や発現まで長時間を

有する影響、複合影響などの新たな有害性について予見的に評価する新技術・

新手法を開発する。」とうたい、研究開発目標として「2010 年度までに、従来

の手法に比べ、簡易かつ高精度なin vitro試験手法やトキシコゲノミクス手法、

シミュレーション手法を活用した有害性評価手法を開発する。」を掲げ、成果目

標として「適切な優先順位付けに基づく効率的な既存化学物質の安全性点検の

実施、また、有害性試験コスト低減及び製品開発促進を図る。」を掲げている。 

また、平成２３年度から平成２７年度を計画期間とする「第４期科学技術基

本計画」（平成２３年８月１９日閣議決定）においても、産業競争力の強化にむ

けた共通基盤の強化として、安全性に関する評価手法の確立が位置付けられて

いる。 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www8.cao.go.jp/cstp/kihon3/bunyabetu5.pdf
http://www8.cao.go.jp/cstp/kihon3/bunyabetu6.pdf
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表１－２ 分野別推進戦略（環境分野）の重要な研究開発課題（本事業関係） 
重要な 

研究開発 

課題 

重要な研究開発課題の概要 

研究開発目標 ○計画期 

間中の研究開発目標、◇ 

最終的な研究開発目標） 

成果目標 

32 多様な有 

害性の迅 

速な評価 

技術 

③-9 

正確で迅速な有害性評価を

可能にするとともに、長期の

体内蓄積や発現まで長時間

を有する影響、複合影響など

の新たな有害性について予

見的に評価する新技術・新

手法を開発する。 

○2010年度までに、従来の手 

 法に比べ、簡易かつ高精度 

 なin vitro試験手法やトキシ 

 コゲノミクス手法、シミュレー 

 ション手法を活用した有害性 

 評価手法を開発する。 

 【経済産業省】 

◆適切な優先順位付け 

 に基づく効率的な既存 

 化学物質の安全性点 

 検の実施、また、有害 

 性試験コスト低減及び 

 製品開発促進を図る。 

 【経済産業省】 

 
（２）化審法見直し合同委員会報告書（平成 20年 12月 22日、厚生労働省・経

済産業省・環境省、http://www.meti.go.jp/press/20081222004/20081222004-4.pdf） 

 

リスクの観点を踏まえた新規化学物質事前審査制度の高度化について論じ

る中で、「QSARやカテゴリーアプローチの活用」について、「試験に要する費用

や期間の効率化、あるいは国際的な動物試験削減の要請にもかんがみて、化審

法におけるハザード評価において、可能な場面より活用を行うことが適当であ

る。なお、QSARやカテゴリーアプローチによる評価の精度は、類似の化学物質

のハザードデータの蓄積に依存する側面が強いことから、基本的には既存化学

物質のハザード評価に適用することが妥当であるとの考え方がある。他方、新

規化学物質の開発段階でのスクリーニングにおいて有効に活用されている側面

もあり、OECDツールボックスの活用等、その他の手法と適切に組み合わせるこ

とにより、実試験結果（データ）を補完することは可能であると考えられる。

また、QSAR等を含む動物試験の代替法についても、今後とも更に取り組んでい

くことが重要であると考えられる。」と両論併記ながらも化審法審査制度におけ

る活用について踏み込んだ提言をしている。 

 

（３）第 171回国会の化審法一部改正法案可決の際の附帯決議 

 

○衆議院 経済産業委員会 平成 21年 4月 15日 

政府は、産業の基盤であり国民生活において極めて広範に使用されている

化学物質の安全性を確立することが国民の生命や環境の保護に不可欠であり、

かつ、我が国産業の国際競争力の一層の強化につながることから、その管理・

規制に関する体制の整備を図ることが重要であることにかんがみ、本法施行

http://www.meti.go.jp/press/20081222004/20081222004-4.pdf
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に当たり、次の諸点について適切に措置すべきである。 

七 事業者による自主的な化学物質管理を推進するため、化学物質管理を担

える人材の育成及び研究機関の充実に努めること。また、大学及び大学院

における定量的構造活性相関（QSAR）の手法、計測、リスク評価及び管理

に関する専門家育成の検討に加え、学校教育における化学物質に関する教

育内容の見直しを図ること。 

 

○参議院 経済産業委員会 平成 21年 5月 12日 

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきであ

る。 

十 試験に要する費用・期間の効率化や国際的な動物試験削減の要請にかん

がみ、定量的構造活性相関の活用等を含む動物試験の代替法の開発・活用

を促進すること。 

また、国内外の法制度で明記されている動物試験における３Ｒ（代替法

活用、使用数削減、苦痛軽減）の原則にかんがみ、不合理な動物実験の重

複を避けるなど、３Ｒの有効な実施を促進すること。 
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（４）本事業に関連する経済産業省の計画 

○イノベーションプログラム基本計画（平成 22年 4月改訂） 

 

経済産業省が実施している 200以上の研究開発事業は、平成 20年 4月に七

つの政策目標の下にまとめられ、市場化に必要な関連施策（規制改革、標準

化等）と一体となった施策パッケージである「イノベーションプログラム」

として推進されている。 

従前の「化学物質総合評価管理プログラム」の内容を含んだ「環境安心イ

ノベーションプログラム」の「４．研究開発内容 Ⅳ－１．化学物質総合評

価管理」に以下のとおり本事業が記載されている。 

構造活性相関手法による有害性評価手法開発 

①概要：従来の動物実験による反復投与毒性試験に代わり、既知の毒性

情報を整備したデータベースを基に in silicoの類推手法等を用いた

予測・評価を可能とする有害性評価支援システムを構築する。 

②技術目標及び達成時期：2011年度までに、公開されている反復投与毒

性試験データや毒性作用機序情報が搭載されたデータベース、肝臓に

おける代謝産物・代謝経路を予測する手法、及び対象とする化学物質

の標的臓器・症状やその毒性の強さの範囲等を予測する手法を開発す

る。更に、それらを統合して毒性判断に必要な情報を効率的に抽出す

る有害性評価支援システムを構築する。 

③研究開発期間：2007年度～2011年度 

 

環境安心イノベーションプログラムの目的は、以下のとおりである。 

資源制約を克服し、環境と調和した持続的な経済・社会の構築と、安全・

安心な国民生活を実現するため、革新的な技術の開発や低炭素社会の構築

等を通じた地球全体での温室効果ガスの排出削減、廃棄物の発生抑制（リ

デュース）、製品や部品の再使用（リユース）、原材料としての再利用（リ

サイクル）推進による循環型社会の形成、バイオテクノロジーを活用した

環境に優しい製造プロセスや循環型産業システムの創造、化学物質の総合

的な評価及びリスクを適切に管理する社会システムの構築を推進する。 
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環境安心イノベーションプログラム基本計画（添付資料①）の概要は、図

１－５のとおりである。 

 

 
図１－５ 環境安心イノベーションプログラム基本計画の概要 
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○技術戦略マップ 2011のうち化学物質総合評価管理分野 

 

技術戦略マップ 2011の化学物質総合評価管理分野のうち、リスク評価・管

理技術開発に係る技術ロードマップ（添付資料②）では、現在は化学物質管

理の第２世代「物質ごとのリスクに基づく管理」にあると位置付けており、

これを 2020年頃までに第３世代「リスクトレードオフに基づく最適管理」へ

ステップアップさせる計画である。 

その中で「有害性評価」に関する解析・分析技術の「高速・安価・物質適

応性拡大」の技術として「(65)メカニズムを反映した QSAR」及び「(68)カテ

ゴリーアプローチ等による推定手法」を掲げており、これらの開発により、

「構造、作用、メカニズムの関係について知見を蓄積、体系化」し、「in vivo

や in vitroの試験結果、ＰＢＴＫ／ＴＤのパラメータ等を多様な物質へ外挿

可能に」なるとしている。 
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１－３ 国の関与の必要性 
 

（１）化学物質のリスク評価・管理のための体系的な研究開発 

本事業は、平成 22年度まで NEDOにおいて実施され、１－２で紹介したとお

り、経済産業省の環境安心イノベーションプログラムに基づき、図１－６に示

すように化学物質のリスク評価・管理に係る体系的な NEDOの研究開発事業の一

つとして実施されたものである。平成 22年に刷新会議の指摘を受け、研究マネ

ジメントの見直しをし、平成 23年度より経済産業省直執行となった。これら研

究開発事業の成果は、全体として、化学物質のリスクに係る国民の理解増進の

ための基礎、事業者が自ら化学物質管理を行うための基盤、及び国が規制等の

施策を講ずる際の手段を提供するものである。 

 

 

図１－６ 化学物質のリスク評価・管理に係る体系的な NEDO研究開発事業 

 
（２）OECD次世代(Q)SAR Application Toolboxを目指した取組 

OECDでは、その環境政策委員会傘下の化学品・農薬・バイオテクノロジー作

業部会と化学品委員会との合同により、環境健康安全(EHS)プログラムを実施し

ている。このプログラムを通じて、日米欧３極をはじめとする先進国の化学物

質管理政策の調和が図られ、また、新しい管理手法・評価手法の導入が促進さ

れている（１－１－１（３）参照）。 
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構造活性相関手法やカテゴリーアプローチの行政利用を促進する活動も活発

に行われており、2004年に、QSAR行政利用の際のバリデーション原則を打ち出

し、さらに、各国が開発した各種 QSARモデルやそのためのデータベースにアク

セスし、カテゴリーアプローチにより未試験物質のデータギャップを補完でき

る(Q)SAR Application Toolboxの開発を進めている。

www.oecd.org/env/existingchemicals/qsar。 

Application Toolbox 開発の第 1 段階では、化学物質の各種有害性試験につ

いて各国が開発した DBや予測モデルを集積し、我が国も化審法既存化学物質安

全性点検結果や NEDO 事業で開発した予測モデルを提供した。2008 年 3 月にバ

ージョン 1 を、2008 年 12 月にバージョン 1.1 を公表した。開発の第２段階は

2008 年 10 月末に始まっており、より多様なエンドポイントに対応したバージ

ョン 2を開発して 2010年 10月に公表した。現在のところ、反復投与毒性への

取組を表明しているのは我が国の本事業だけであり、その成果であるデータベ

ースや予測手法の提供が期待されている。 

 

以上、（１）化学物質のリスク評価・管理のための体系的な研究開発、（２）OECD

次世代 QSAR Application Toolboxを目指した取組、の２点から、本研究開発事

業は、経済産業省において、関係者を組織して実施する必要性・意義があると

認められる。 
  

http://www.oecd.org/env/existingchemicals/qsar
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２．研究開発目標 

 

２－１ 研究開発目標 

 

２－１－１ 全体の目標設定 

 

表２－１．全体の目標 

目標・指標 設定理由・根拠等 

化学物質の既知の反復投与毒性試験

データや関連する毒性作用機序、代謝

等を体系的に整理した情報に基づき、

肝臓等への毒性を化学構造から評価

するための判断材料となる情報や、代

謝物、代謝経路の情報、最小影響量の

範囲等の予測情報を利用者が効率よ

く参照可能な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

ムを開発し、公開する。 

なお、開発に当たって、OECD (Q)SAR

プログラムへ提供するなど国際活動

への貢献を行うとともに、 OECD 

(Q)SAR Application Toolbox への統

合も念頭に置いた汎用性の高いもの

とする。 

反復投与毒性は、我が国の化学物質審査

規制法（化審法）や欧州の化学品規制

（REACH）等における重要な評価項目で

ある。現状では、反復投与毒性試験デー

タが取得されていない多くの化学物質

が市場に流通している。これらの化学物

質については、類似する化学物質の試験

データ等を用いて、その情報を補うこと

が必要とされているが、現状で、実用的

な予測手法は開発されていない。 

化学物質の反復投与毒性を動物試験に

よらず評価するためには、類似化学物質

の試験データ、毒性作用機序情報、代謝

情報等の情報を用いて、カテゴリーアプ

ローチ等により、評価者が総合的な判断

をすることが必要であり、これらの判断

材料を効率良く評価者に提供に提供し

評価を支援するためのシステム開発を

目標とした。 

また、現在、カテゴリーアプローチ手法

やその支援システムの開発に関する国

際活動は OECD QSAR プログラムを中心

に行われており、開発するシステムを国

際的に広く普及させるためには、当該

OECD活動との連携が重要であるため、当

該活動等への貢献を目標に設定した。 
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２－１－２ 個別要素技術の目標設定 

 

表２－２．個別要素技術の目標 

要素技術 目標・指標 設定理由・根拠等 

研究開発項目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。 

化学物質の反復投与毒性

を類似物質の試験データ

を用いて評価する際ため

には、発現した毒性及びそ

のメカニズムが類似する

物質群を見出す必要があ

り、そのためには、反復投

与毒性試験データの詳細

やこれと関連する毒性作

用機序に関する情報が必

要になる。しかしながら、

現状では、このような情報

を搭載したデータベース

は開発されておらず、膨大

な情報の中から類推の判

断材料となる情報を効率

よく取得することは困難

であるため。 

研究開発項目②： 

代謝知識情報データ

ベースの開発 

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。  

 

 

化学物質は、肝臓での代謝

によりその毒性が変化す

る場合が多いことから、代

謝情報は、対象とする化学

物質の毒性学的性状を推

定する際の重要な判断根

拠の一つとなっている。現

状では、薬物などの代謝情

報データベースや代謝マ

ップは開発されているが、

任意の一般化学物質につ

いてその代謝反応、代謝経

路を推定する実用的なシ

ステムは開発されていな

いため。 
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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

ォームの開発 

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。 

 

研究開発項目①及び②で

開発する毒性知識情報デ

ータベースや代謝知識情

報データベースから得ら

れる情報を用いてカテゴ

リーアプローチ等により

反復投与毒性の評価をよ

り的確、効率的に遂行する

ためには、これらのデータ

ベースと連係してデータ

を解析し、評価を支援する

ためのシステムが必要で

あるため。 

また、開発するシステムを

国際的に広く普及させる

ためには、現在世界的に広

く利用されている OECD 

(Q)SAR Application 

Toolboxとの互換性を確保

することが必要であるた

め。 

 

 

 

  



 30 
 

３．成果、目標の達成度 

 

３－１ 成果 

 

３－１－１ 全体成果 

（１）開発システムの概要 

開発した有害性評価支援システム統合プラットフォーム（ Hazard 

Evaluation Support System: HESS）の構成を図３－１－１示す。開発したシ

ステムは、毒性知識情報データベースと代謝知識情報データベースの二つの

データベース（HESS DB）を備え、HESS では、これらのデータベースから得ら

れる情報を解析する機能をもつ。 

毒性知識情報データベースは、公開されている主要な反復投与毒性試験報

告書(500 物質以上)のデータが収載される試験報告書データベースと、それら

の物質の毒性作用機序に関する文献情報(in vitro 試験結果等)が収載される

毒性作用機序データベースから構成される。 

代謝知識情報データベースでは、反復投与毒性試験データがある物質につ

いて、ラット肝臓での代謝経路に関する情報を代謝マップとしてデータベー

ス化するとともに、ヒト/ラット間の毒性の種差を検討する際に有用となる代

謝関連(動態)の文献情報をデータベース化する。また、代謝情報がない物質

についての情報を補うため、独自に開発したモデルによる代謝産物の推定結

果を収載する。 

HESS のインターフェースでは、毒性知識情報データベース及び代謝知識情

報データベースから必要な情報を抽出し、物質間で比較しやすい形式で表示

する等、カテゴリーアプローチによる反復投与毒性の評価を支援する機能を

有する。これに加え、HESS には、反復投与毒性について、反復投与毒性を化

学構造から推定するベイジアンネットワークモデル(毒性発現の因果関係を

条件付き確率のネットワークで表現したモデル)を備える。 

使用イメージとして、ユーザーが評価対象の化学物質の化学構造、CAS 番号、

物質名などをシステムに入力すると、対象物質の反復投与試験データ、毒性

作用機序情報、代謝情報、該当カテゴリー等の情報が出力される。また、類

似物質についても同様の情報を抽出し、これらを解析しやすい形式で出力す

る。これにより、評価対象物質の反復投与毒性試験データがない場合につい

ては、ユーザーはこれらの情報を判断材料としてカテゴリーアプローチ等に

より評価対象物質の反復投与毒性を推定できる。 

基本計画に述べられているように、現在評価をしなければならない化学物質

と比して、実際に試験できる化学物質の数は極めて少なく、化学構造を基に類

似物質の試験データから推定する手法開発や、その基となるデータベースを構

築する活動が、国際的に盛んに行われている。この中で、反復投与毒性につい
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ては、他の試験項目と比較し、系が極めて複雑である上、毒性学専門家の暗黙

知により判断される部分が多く、構造から反復投与毒性を評価する有効な手法

は確立されていなかった。本プロジェクトの開発成果は、これまで開発されて

こなかった反復投与毒性を対象とした世界初の予測システムである。 

 

 

図３－１－１. 有害性評価支援システム統合プラットフォームの構成 

 

（２）国際貢献に関する成果 

HESSは、OECD (Q)SAR Toolboxで対応できていなかった反復投与毒性のカテ

ゴリー化の機能を開発し、開発した機能を OECD (Q)SAR Toolboxへ統合させる

ことを目指した。このため、本プロジェクトでは、OECD (Q)SAR Toolbox 

Management Groupと連係しつつ HESSの開発を進め、HESSのシステム構築は、

OECD (Q)SAR Toolbox のシステム構築を担当した Bourgas “Prof. Assen 

Zlatarov” University（ブルガス大学）の Mekenyan教授のグループが担当し

た。その結果、HESSの一部は、OECD からの要望により、OECD (Q)SAR Toolbox

へ統合されることとなった。 

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 

(Workshop on Using Mechanistic Information in Forming Chemical Categories 

to Fill Data Gaps for Regulatory Purposes, 2010年 12月, ワシントン DC)

における議論の題材として、本プロジェクトで開発した手法による反復投与毒

性のカテゴリー化の実例を提供した。本プロジェクトの手法は、反復投与毒性

を対象としたカテゴリー化の手法としては従来にない実用的な手法として高い

評価を受け、カテゴリーアプローチの手法確立に向けた当該活動の発展に貢献
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した。 

プロジェクト実施期間の最終年度に、欧州化学品規制（REACH）における届

出物質の評価で OECD (Q)SAR Toolbox を活用している欧州化学品庁(ECHA)に

HESS 試用版のトライアルユースのモニターを依頼し、その評価結果を反映さ

せ HESS 正式版を完成させた。現在 HESSの一部は ECHAにおいて REACHの届出

物質の評価に使用されている。 

  



 33 
 

３－１－２ 個別要素技術成果 

 

研究開発項目①：毒性知識情報データベースの開発 

（１）試験報告書データベースの開発 

＜反復投与毒性試験報告書の収集と整理＞ 

以下の公開されている反復投与毒性試験報告書の中から、ラットの経口投与

による試験報告書を中心に計 1244報を収集した。 

・化審法既存化学物質点検「28 日間反復投与毒性試験報告書」(厚労省・経

産省) 

・化審法既存化学物質点検「反復・生殖併合試験報告書」(厚労省・経産省) 

・米国 NTP関連の報告書(短期試験関連、長期試験関連) 

・OECD/EUの SIDS関連の報告書 

・農薬抄録、食品添加物・動物薬関連の報告書 

・学術論文(信頼できるジャーナル誌掲載) 

 

収集した報告書の内容について検討を行い、データベースに収載する報告書

として、データセットが充実しており、GLP やガイドラインに準拠し信頼性・

透明性が高いと判断した 500物質の報告書を選定した。収載した試験報告書の

出典を以下の 1.～5.に示す。 

1. 厚生労働省既存化学物質安全性点検事業 28 日間反復投与毒性試験最終

報告書、反復投与毒性・生殖発生毒性併合毒性試験最終報告書 

(http://dra4.nihs.go.jp/mhlw_data/jsp/SearchPage.jsp)：268 試験

263物質。 

2. 製品評価技術基盤機構(NITE)安全性試験 28 日間反復毒性試験報告書

(http://www.safe.nite.go.jp/japan/db.html)：27試験 27物質。 

3. 経済産業省既存化学物質安全性点検事業反復生殖併合毒性試験最終報告

書 (http://www.safe.nite.go.jp/japan/db.html)：23試験 23物質。 

4. 米 国 National Toxicology Program (NTP) 毒 性 試 験 報 告 書 

(http://ntp.niehs.nih.gov/)：NTP短期毒性試験 57試験 51物質及び長

期毒性試験の用量設定試験 124試験 122物質。 

5. 査読付きの論文誌に掲載されているラットへの経口投与による 13 週間

反復投与毒性試験の学術論文：31試験 30物質。 

試験報告書 DBに収載した試験総数は、平成 24年 3月 31日現在で 530試験、

500物質である（1つの物質に対し、複数の試験結果がデータベース化されてい

る場合がある。）。投与期間別は、28～32日、42日程度および 84～119日がそれ

ぞれ 195、 148及び 187試験であった。経口投与法別は、強制、飼料添加およ

び飲水添加がそれぞれ 423、 83および 24試験であった。 
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＜データベース入力項目の設定＞ 

収集した報告書を吟味し、化審法対応「28日間反復投与毒性試験報告書」(157

報)が、反復投与毒性試験法の入力項目に関して、骨格的内容を網羅するものと

考えた。しかし反復投与試験報告書は試験期間毎に数値データなどの記載形式

が異なるだけでなく、同一機関の報告書でも試験実施時期や試験責任者によっ

て形式が異なる場合があった。このことは、反復投与毒性試験のデータから必

要な情報を効率よく検索することを困難にする大きな要因であった。したがっ

て、有害性評価に利用できる品質の高いデータベースを構築するには、データ

形式を統一して入力する必要があった。そこで 様々な反復投与試験報告書の

データ入力が可能であり、海外の報告書もカバーできる汎用性の高い入力項目

の範囲、形式等を討議し決定した。 

反復投与毒性試験報告書は、多種、多様、多重層的（種々のレベル）検査デ

ータを含んでおり、それらの個別データの中から必要な情報を的確に取り出し

比較検討する利用形態に対応できるデータベースが望まれる。そこで、毒性判

断の上で特に重要と考えられる試験測定値データ(血液学データ、血液生化学デ

ータ、臓器重量データ)、及び病理データ(剖検所見、組織学的所見データ)を中

心に、症状観察、尿検査、体重、摂餌量、摂水量などの定性的記述データ等、

詳細な試験結果項目を設定することにより、様々な試験項目ごとの比較検討が

容易に行えるデータベースとなるようにした（表３－２－１～表３－２－３参

照）。 

 

表３－２－１ 入力項目 A:物質データ 

 

 

  

Data ID 項目名 内容 Data ID 項目名 内容

A1 Generaal information 物質に関する一般的情報 A2 Physical chemical properties 物質の物理化学性状

A1-01 CAS_No. CAS番号 A2-01 Molecular weight 物質の分子量

A1-02 Name (CHRIP) CHRIPにて使用している英語名 A2-02 Formula 物質の分子式

A1-03 Structure 構造式 A2-03 Melting point 物質の融点

A1-04 Name (EINECS) EINECSでの名称 A2-04 Boiling point 物質の沸点

A1-05 Name (TSCA) TSCAでの名称 A2-05 Water solubility 物質の対水溶解度

A1-06 Name (OECD HPV) HPV Programでの名称 A2-06 Vapor pressure 物質の蒸気圧

A1-07 Synonym 1 その他の物質名称 A2-07 Specific gravityy/density 比重/密度

A1-08 Synonym 2 その他の物質名称 A2-08 logKow(est) KOWWINにて計算したlogP

A1-09 Usage 物質の用途 A2-09 logKow(exp) KOWWINに登録されているlogP実測値

A1-10 CSCL class 化審法等の法規制
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表３－２－２ 入力項目 B:試験方法データ 
Data ID 項目名 内容 Data ID 項目名 内容

B1 Basic information of study 試験に関する基本的情報 B4 Information of administration 投与に関する情報

B1-01 GLP 該当するGLP名 B4-01 Route (method) 投与の経路と方法

B1-02 Test guideline 該当するガイドライン名 B4-02 Frequency/week 投与の頻度

B1-03 Study type 実施された試験の種類 B4-03 Dose levels 投与量

B1-04 Administration period 被験物質を投与した日数 B4-04 Dose volume (ml/kg) 投与した液量 (ml/kg)

B1-05 Recovery period 回復期間の日数 B4-05 Vehicle 溶媒として使用した物質名

B1-06 Start (year) 投与を開始した年 B4-06 Stability and homogeneity 投与駅の安定性と濃度均一性

B1-07 End (year) 投与を終了した年 B4-07 Dose selection 容量設定の根拠

B1-08 Yrear reported 報告書が発表された年 B4-08 Animal number 投与群と動物数

B1-09 Test facility 試験を実施した機関 B4-09 Note 投与に関する備考（陽性対照など）

B2 Test substance information 投与する被験物質の情報 B5 Animal room environment 飼育時の条件

B2-01 Test substance 報告書記載の被験物質名称 B5-01 Barrie 飼育時の環境

B2-02 Manufacturer 被験物質の製造者名 B5-02 Temperature (℃) 飼育時の温度

B2-03 Lot No. 被験物質のロット番号 B5-03 Relative humidity (%) 飼育時の湿度

B2-04 Purity (%) 被験物質の純度 B5-04 Ventilation 飼育時の換気回数

B2-05 Inpurities 不純物名と％ B5-05 Lighting (hrs/day) 飼育時の照明時間

B2-06 Color 被験物質の色調 B5-06 Animals per cage 飼育時の形態

B2-07 External appearance 被験物質の外観 B5-07 Diet 飼料の名称

B2-08 Stability 被験物質の安定性 B5-08 Feeding 飼料の摂取方法

B3 Information of test animals 試験に使用する動物の情報 B5-09 Watering 水の摂取方法

B3-01 Species 供試動物の種名 B6 Others その他の情報

B3-02 Strain 供試動物の系統名 B6-01 Statistical analysis 統計法

B3-03 Supplier 供試動物の生産者 B6-02 Note 全体的なその他の情報

B3-04 Age at first admini. male オスの投与開始時の週齢

B3-05 Age at first admini. female メスの投与開始時の週齢

 

表３－２－３ 入力項目 C:試験結果データ 

Data ID 項目名 内容 Data ID 項目名 内容

C1 Data 試験結果に関する情報 C3-03 Urinalysis 尿検査の所見

C1-01 Hematology 血液学検査の結果 C3-04 Body weight 体重測定値の所見

C1-02 Blood chemistry 血液生化学検査の結果 C3-05 Food consumption 摂餌量の所見

C1-03 Absolute organ weight 臓器の重量測定値の結果 C3-06 Water consumption 摂水量の所見

C1-04 Relative organ weight 臓器の相対重量 C4 Toxicological index 毒性値データ

C2 Pathology 病理データ C4-01 NOEL (male) オスのNOEL

C2-01 Necropsy (survival) 生存動物の剖検の結果 C4-02 NOEL (female) メスのNOEL

C2-02 Necropsy (dead) 死亡動物の剖検の結果 C4-03 NOAEL (male) オスのNOAEL

C2-03 Histopathology (survival) 生存動物の組織学的観察の結果 C4-04 NOAEL (female) メスのNOAEL

C2-04 Histopathology (dead) 死亡動物の組織学的観察の結果 C4-05 LOEL (male) オスのLOEL

C3 Descriptive data 記述データ C4-06 LOEL (female) メスのLOEL

C3-01 General behavior 一般状態の観察所見 C4-07 LOAEL (male) オスのLOAEL

C3-02 FOB FOBの所見 C4-08 LOAEL (female) メスのLOAEL

 

＜データの抽出と入力＞ 

各試験報告書の群別表データ（試験測定値データ、病理データ）は、試験実

施場所ごとに表記形式が異なっているため、そのままの形ではデータベースへ

の入力・確認が煩雑になる。そこで、これらを一元的に入力するため、前述の

入力用「共通フォーマット」を設定し、その「共通フォーマット」にデータを

転記し、データベース化を行うこととした。 

試験測定値データ(血液学データ、血液生化学データ、臓器重量データ)につ
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いては、報告書に記載された群ごとの平均値、標準偏差、対照群との有意差マ

ークをそのまま転記した。また、病理データ(剖検所見、組織学的所見データ)

についても、報告書に記載された群ごとの陽性匹数、対照群との有意差マーク

をそのまま転記した。反復・生殖併合試験報告書では、メスのデータには交配、

妊娠の影響が含まれ、他の試験データとの比較が困難と判断し、オスのデータ

のみを入力した。 

それらに加え、本プロジェクトの毒性・病理専門家の意見や既存点検時の化

学物質審議会判定に基づくフラグ(毒性学的要注意マーク)を付与するなどして、

毒性学的な注意喚起を図った。入力したデータ(数値、マーク)については元原

稿との「全数照合」を実施した。共通フォーマットにある F1、F2欄は、本プロ

ジェクトの専門家によるフラグ、F3欄は、化審法化学物質審議会意見に基づく

フラグを示している（図３－２－２参照）。 

平成 23年度終了時までに、500物質、530 試験の試験報告書についてデータ

入力とチェックを完了した。 

 

 

図３－２－２ 血液学検査データのフォーマットの例 

 

＜病理シソーラスの開発＞ 

反復投与毒性試験報告書では、ほぼ同一の内容を指し示す専門用語がいくつ

も存在するケースが非常に多い。特に、病理組織学的所見については表記上の

 血液学 特記事項
Chem_No. 49
Report_No. 50
Study_No. 50

投与群
DOSE T0 T1 T2 T3
mg/kg 0 30 100 300
匹数 [M/F] M:5 F:5 M:5 F:5 M:5 F:5 M:5 F:5
性別 検査項目 mean SD mean SD sgnif.F１ F３ mean SD sgnif.F１ F３ mean SD sgnif. F１ F３
Male HCT % 42.5 0.9 40.7 1.4 * 41.8 0.8 40.0 0.6 ** ▼

HGB g/dL 14.5 0.4 13.7 0.5 * 14.3 0.4 13.6 0.3 ** ▼
Met-Hgb % 0.6 0.3 0.6 0.3 0.7 0.1 1.1 0.4
Heinz body
RBC x10⁶/mm³ 7.36 0.25 6.88 0.32 * 7.07 0.20 6.90 0.25 * ▼
MCV μm³ 57.8 2.3 59.2 1.8 59.2 0.9 58.0 1.5
MCH pg 19.7 0.7 19.9 0.5 20.2 0.3 19.7 0.4
MCHC % 34.1 0.2 33.7 0.4 34.1 0.2 34.0 0.4
Reticulocyte ‰ 36 9 40 9 36 4 67 19 ** ▲
PLT x10³/mm³ 1157 133 1110 117 1088 92 1463 76 ** ▲
WBC x10³/mm³ 12.8 5.0 14.3 4.1 10.2 1.6 16.4 1.7
Differential leukocyte counts

NEUT % 17 11 21 16 12 7 18 8
  Stab.
  Seg.
LYMPH % 80 12 74 17 85 7 76 7
MONO % 2 1 2 1 1 1 2 2
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バリエーションが多く、同一事象に関してレポート毎に必ずしも表現用語が統

一されていない。このことは病理学的所見に基づく検索を可能とする上で大き

な課題であった。 

そこで、反復投与毒性試験報告書に使用されている専門用語の同義語・類義

語を体系的に関連付けした病理シソーラスを開発した。データベース化した報

告書に記載されている 56 臓器におけるそれぞれの病理組織所見について同義

語を分類、各用語を関連付けし、以下のように病理組織学的所見で使用されて

いる用語を階層化した（Nishikawa et al., 2010）。 

  第一階層：システム（消化器、循環器など） 

  第二階層：臓器名 

  第三階層：主要所見 

  第四階層以降：補足情報（部位、局所性、急性など） 

 

例えば、肝臓の肝細胞の肥大という病理所見では、肥大に相当する腫大、拡

張等も同義語として分類した（図３－２－３参照）。また、個々の所見において、

発現部位（限局性か瀰漫（びまん）性）、又は発現細胞の種類（リンパ球、好中

球等）の記載のあるものについても分類整理し、それらの所見で絞込みができ

るようにシソーラスを構築した。 

 

 

図３－２－３ 病理組織所見のシソーラスの例 

 

開発したシソーラスを毒性知識情報データベースの検索システムに導入し、

特定の病理所見が認められる物質をユーザーが効率よく検索することを可能に

した。 

 

hypertrophy of centrilobular hepatocyte

hypertrophy of hepatocyte, ground 
grass appearance in the central zone

hypertrophy, hepatocyte, centrilobular

Liver

hypertrophy

centrilobular

perilobular
・
・
・
・

Digestive system
（同義語を関連づけ）
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＜データベース構築及び検索システムの開発＞ 

物質名称、構造式など化学構造情報、病理所見、検査数値の変動率などを検

索条件として入力し、該当する物質とその詳細な反復投与毒性試験の結果を参

照できるようデータベースを構築し、検索システムを開発した。 

化学物質の構造情報に基づく検索には”Chemical”タブを選択する（図３－

２－４参照）。例えば、Trityl chlorideの反復投与毒性試験の結果はデータベ

ース化されているが、物質名称に”Trityl chloride”または CAS 番号

に”76-83-5”を入力してデータベースを検索すると、Trityl chlorideがヒッ

トする。また物質名称に”*benzene”と入力すると、物質名称に” benzene”

が含まれるデータベース中のすべての物質がヒットする。さらに、例えばエチ

レングリコールメチルエーテルの構造を保存した molファイルを選択してデー

タベースを検索すると、データベース中のエチレングリコールメチルエーテル

の部分構造をもつすべての物質がヒットする。 

 

 

図３－２－４ 化学物質情報に基づく検索画面 

 

病理所見に基づく検索（図３－２－５参照）には、”Histopathology”タブ

を選択する。例えば、Liver、-necrosis、 signif.を選択してデータベースを

検索すると、統計学的に有意に肝臓に壊死を引き起こした物質がヒットする。

検査数値に基づく検索（図３－２－６参照）では、”Measured data”を選択す

る。例えば、GOT(グルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミナーゼ）、 signifを



 39 
 

検索条件に指定して検索すると、GOT 値が有意に上昇したすべての物質がヒッ

トする。さらに組み合わせによる検索も可能である。溶血性貧血誘発物質の多

くは、赤血球数（RBC）、ヘマトクリット値（HCT）、及びヘモグロビン濃度（HGB）

の有意な減少、並びに脾臓のヘモジデリン沈着の有意な増加を引き起こす。試

験測定値による検索画面から、RBC、HCT、HGB を選択して、これら 3 つのパラ

メータの有意な減少を設定する。さらに、病理所見による検索画面から、脾臓

のヘモジデリン沈着を意味する”spleen-pigment deposition”の毒性学的に有

意な変化を検索条件に加えることにより、溶血性貧血を誘発する物質を検索す

ることが可能となる。 

 

 

図３－２－５ 病理所見に基づく検索画面 
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図３－２－６ 検査数値に基づく検索画面 

 

＜データの表示機能＞ 

データベース化した反復投与毒性試験の情報は、試験結果の要約、試験条件

の要約及び試験結果のから参照することができる（図３－２－７、８、９参照）。 
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図３－２－７ 試験結果の要約の画面 

 

 
図３－２－８ 試験条件の要約の画面 
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図３－２－９ 試験結果の画面 

 

図３－２－１０は、上述のデータベース検索のワークフローを図示したもの

である。毒性知識情報 DBは反復投与毒性試験報告書情報に加えて、毒性作用機

序情報、代謝関連情報を別のデータベースとして格納しているが、これらにつ

いては後述する。 
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図３－２－１０ データベース検索のワークフロー 

 

 図３－２－１０の右上に示すように、検索した物質とその反復投与毒性の

情報を横並びで表示することが可能である。図３－２－１０の左上に示す HESS

（Hazard Evaluation Support System）は、有害性評価支援システム統合プラ

ットフォームにおける、カテゴリーアプローチ等の手法による有害性評価支援

機能を提供するコンポーネントである。HESSで有害性を検討する化学物質の詳

細情報を検索することが本データベース検索のもう一つの利用シーンとなるが、

本システムでは、各測定値の有意差情報や、本プロジェクトで専門家によって

判定された毒性徴候を示すエンドポイントを用いた検索を可能にした。これま

で、反復投与毒性試験の試験結果に対して、このような検索システムを備えた

データベースは開発されたことがなく、本データベースは、ユーザーがカテゴ

リーアプローチを実施する際に必要となる情報を効率よく提供する。 

最後に、試験報告書データベースが対象とした報告書の選定基準、設定した

各データ項目とそれぞれの項目に入るデータの内容は、ユーザーが参照できる

ようデータベースユーザーマニュアルをまとめた。 

 

試験報告書
情報表示

検索条件設定
・（部分）構造
・CAS番号
・測定値

（血液学など）
・組織所見

（シソーラス利用）

AND
検索

比較対象
追加

代謝関連情報
表示

chemNo.
等による
連携検索

HESSシステム
（カテゴリーアプローチ等） 検索結果表示

（物質ごと） 物質間比較表示

作用機序情報
表示

物質情報表示

試験報告書
情報表示

検索条件設定
・（部分）構造
・CAS番号
・測定値

（血液学など）
・組織所見

（シソーラス利用）

AND
検索

比較対象
追加

代謝関連情報
表示

chemNo.
等による
連携検索

HESSシステム
（カテゴリーアプローチ等） 検索結果表示

（物質ごと） 物質間比較表示

作用機序情報
表示

物質情報表示
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（２）毒性作用機序データベースの開発 

＜毒性作用機序情報の収集・整理＞ 

化学物質の毒性作用機序の関する情報は、学術文献や総説の形で分散して存

在しており、その情報を効率よく利用することは困難である。そこで、反復投

与毒性試験報告書のデータベースに収められている物質を対象に、発現毒性と

関連がある作用機序の情報を収集・整理し、データベース化した。反復投与毒

性試験報告書のデータベースの中核となる化審法 28 日間反復投与毒性試験報

告書、反復投与毒性・生殖発生毒性併合試験報告書、NTP短期毒性試験報告書、

計 321報を精査し、試験物質毎に発現した毒性を整理した。強い毒性を誘発す

る物質は、その毒性作用機序の研究もある程度進んでいると考えられるため、

変性・壊死といった重篤な毒性を発現した物質を選抜し、その毒性作用機序に

関連した学術文献を収集した。具体的には（１）トキシカントの推定、（２）生

体機能に毒性影響を及ぼす（可能性がある）生体分子、細胞内小器官、細胞、

臓器の損傷、（３）対象化合物に対する分子、細胞、臓器レベルでの生体応答、

（４）作用機序と関連するマーカー、などに関する証拠が示されている文献を

幅広く収集した。学術文献の検索は、毒性学、医学、生化学文献の検索に汎用

され、カバーする学術雑誌、検索のアルゴリズムが異なる以下の文献検索エン

ジンを用いた。 

▪ Google Scholar (http://scholar.google.co.jp/schhp?ie=UTF8&tab=ws) 

▪ PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) 

▪ TOXNET (http://toxnet.nlm.nih.gov/index.html) 

▪ DTP (http://dtp.nci.nih.gov/docs/dtp_search.html) 

検索のキーワードには物質名、及び臓器名、毒性名などを用いた。対象とす

る発現毒性は、化学物質により引き起こされる主要な毒性である溶血性貧血、

肝毒性、腎毒性を選んだ。さらに化学物質の構造特異的に毒性が発現する傾向

が高いと考えられた膀胱毒性、精巣毒性、神経毒性を加えた。毒性作用機序情

報を収集・整理した結果、比較的毒性発現機序がよく解明されていた物質を図

３－２－１１に示す。 
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図３－２－１１ 収集・整理した主な毒性発現物質とその作用機序 

 

＜データベース化の方針とデータ項目の設定＞ 

収集した毒性作用機序情報をデータベース化するに当たり、以下に示す方針

に従った。①収集した文献情報が規格化されていないことへの対応 

どのようなトキシカントが生成し、生体分子とどのような相互作用を経て

毒性影響が現れるか、毒性発現の経路に基づき作用機序を整理できるよう

項目を設定する。また、どのような材料を用いてどのような実験を行った

かを整理できるよう項目を設定する。 

②カテゴリー化に有用と考えられる類似物質の毒性作用機序情報について

の対応 

可能な限り類似物質の毒性作用機序情報を取り込む。 

③文献から抽出した内容の表現方法についての対応 

論文において検証された結果と結果に基づく著者の推測は、区別して記載

する。 

④収載論文の著作権への対応 

論文中の記述はそのままコピーせず、キーワードを用いて簡略化して記載

する。 

以上の点を考慮して設定した毒性作用機序データベースのデータ項目を以下

に示す。 

【化学物質に関する項目】 

Chem. No.: 他データベースと共通の物質番号 

CAS: CAS番号を入力 

Chemical Name: 物質名 

Structure: 化学構造式 

溶血

 アニリン類 (12)

 ニトロベンゼン類 (4)

 ヒドラジン (1)

 ジフェニルジスルフィド (1)

 EGAE (4)

肝毒性

 ハロベンゼン (1)
 ハロアルカン (1)
 アリルエステル (2)
 フタル酸エステル (2)
 アゾベンゼン類 (2)

腎毒性

 p-アミノフェノール (1)

 p-アルキルフェノール (2)
 イソシアヌル酸 (1)

膀胱毒性

 スルホンアミド (1)

精巣毒性

 EGAE (2)

 フタル酸エステル (1)

神経毒性

 メタクリルアミド (1)

代謝活性化
Met-Hb生成

直接作用
Met-Hb生成

代謝活性化
Met-Hb生成

代謝活性化
RBC膨張

近位尿細管
代謝活性化

β-HSD2阻害

代謝活性化

PPARα活性化

代謝活性化

代謝活性化

ウリカーゼ阻害

代謝活性化
内在性代謝かく乱

神経細胞変性 他

炭酸脱水酵素阻害

テストステロン代謝抑制
他

代謝活性化
Met-Hb生成

AhR活性化 （ ）内の数字は物質数
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【文献情報】 

Reference: 収載した文献情報 

【作用機序に関する項目】  

Possible Chemical Reaction/Metabolism: トキシカントの生成に至る化

学反応/代謝 

Possible Toxicant: トキシカントの物質名 

Possible Interaction with Bio-molecule: 生体分子との相互作用 

Effect: 被検物質による影響 

Target Cell/Tissue/Organ etc: 標的となる細胞、組織、臓器など 

【実験に関する項目】 

Cell line/ Species: 用いた細胞株/動物種情報 

Experimental Design: 設定した実験系の要約 

in vitro / ex vivo / in vivo: 試験条件 

Concentration / Dose Employed: 投与量/濃度 

【作用機序の要約】 

Summary: 被検物質の機序の要約 

【その他追加項目】 

Effective Concentration/Dose: 有意な影響が発現した投与量/濃度 

Related Compounds Studied: 同時に試験された類似物質名 

Additional Information: 類似物質の機序、被検物質との毒性強度の違

いなど 

Authors’ Proposal (Opinion): 実験結果に基づき著者らが示唆してい

る内容 

【備考】 

Remark: 引用情報などで特記すべき事項 

Related References: 関連文献情報 

 

＜データの抽出と入力＞ 

毒性作用機序データベースには、文献ごとに入力可能な項目について英語で

入力した。文献中に相当するデータ項目に関する記載がない場合にはそのデー

タ項目は空欄にした。 

エチレングリコールモノメチルエーテル はラットに精巣毒性を引き起こす。

1985年の Grayらの論文では、精巣の primary cultureを用いた in vitro試験

において、親化合物は毒性を示さず、その酸化代謝物であるメトキシ酢酸が精

母細胞に毒性を示すことが報告されている。さらにアルコキシ鎖長がエトキシ-、

プロポキシ-と長くなるにつれて、その細胞毒性は弱くなり、ブトキシ体になる

と細胞毒性を示さないことが示されている。その文献をデータベース化した例

を表３－２－４に示す。 
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表３－２－４ Ethylene glycol monomethyl ether の精巣毒性機序に関連する 1

文献をデータベース化した例 
Chemical name 2-Methoxyethanol; Ethylene glycol monomethyl ether 

Reference Gray TJ、 Moss EJ、 Creasy DM、 Gangolli SD. Studies on the toxicity of some 

glycol ethers and alkoxyacetic acids in primary testicular cell cultures. 

Toxicol Appl Pharmacol. 1985; Jul;79(3):490-501. PMID: 4035690 

Key words Testis; Testicular toxicity by methoxyacetic acid; in vitro 

Summary Methoxyacetic acid (MAA)、 a metabolite of ethylene glycol monomethyl ether 

(EGME)、  caused degeneration and loss of the pachytene and dividing 

spermatocytes when added to primary mixed cultures of Sertoli and germ cells 

but EGME at 50 mM did not.;The severity of the morphological changes produced 

by MAA was paralleled by the decrease in the activity of carnitine 

acetyltransferase and LDH-X in the attached germ cell fraction. 

Possible chemical reaction/ 

Metabolism  
  

Possible toxicant  Methoxyacetic acid 

Possible interaction with 

Bio-molecule  
  

Effects  Decrease in carnitine acetyltransferase and LDH-X; degeneration and loss 

of pachytene spermatocytes 

Target cell/ tissue/ organ 

etc.  
Cultures of Sertoli and germ cells 

Cell line/Species  SD rats (28-day-old) 

Experimental design  Primary mixed cultures of Sertoli and germ cells prepared from testes of 

immature rats were treated with ethylene glycol monomethyl ether or 

methoxyacetic acid. Morphological changes were observed using light 

microscopy and marker enzyme activities (carnitine acetyltransferase and 

LDH-X、 at higher levels in the pachytene spermatocytes than the other cell 

types present) were assayed in homogenates of the attached germ cell 

fraction. 

in vitro/ in vivo/ ex vivo  In vitro 

Concentration/Dose 

employed  
50 mM (Ethylene glycol monomethyl ether); 5、 10 mM (Methoxyacetic acid) 

Effective 

concentration/Dose  
No effect (Ethylene glycol monomethyl ether); ≥ 5 mM (Methoxyacetic acid) 

Related compounds studied  Ethoxyacetic acid; Propoxyacetic acid; Butoxyacetic acid 

Additional Information  Ethylene glycol monoethyl ether (EGEE) at 50 mM produced no morphological 

changes in the primary mixed cultures of Sertoli and germ cells. Ethoxyacetic 

acid、 a metabolite of EGEE、 produced similar morphological changes at 10 

mM but was less potent than methoxyacetic acid under the same conditions. 

In the propoxyacetic acid-treated cultures、 the incidence of degenerate 

pachytene spermatocytes appeared slightly higher than normal. Butoxyacetic 

acid produced no discernible effect. The same order of toxicity was observed 

in concurrent studies with the same four acids in rats. 

Authors’ proposal 

(opinion)  

There was a close correspondence between the effects of the four alkoxyacetic 

acids in vivo and their toxicity in testicular cell cultures、 suggesting 

that the acids have a similar mode of action in the intact testis and the 

cell culture. 

Remark  Ethylene glycol methyl、 ethyl and butyl ethers are metabolized to the 

corresponding alkoxyacetic acids in rats (Miller、 1987). 

Related references  Miller RR.、 Metabolism and disposition of glycol ethers. Drug Metabolism 

Review 1987;18(1)、1-22. PMID: 3311682 

 

毒性知識情報データベースに搭載される毒性作用機序情報は、当該物質の発

現毒性に関連する情報を文献単位で収めているが、一部の物質の毒性発現機序
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については文献数が 10近くにのぼる。このような場合、ユーザーが全文献のデ

ータを閲覧して、毒性発現経路を整理するのは負担が大きく、データベースと

しての便宜性を損なう恐れがある。したがって試験物質とその発現毒性を結び

つける毒性発現経路が比較的詳しく調べられており、ある程度コンセンサスが

得られていると考えられた場合には、別途それらを「毒性作用機序解説」とし

てまとめ、当データベース内で参照できるようにした。毒性作用機序解説は、

その対象毎に若干の違いはあるが、基本的に（１）要約、（２）毒性発現経路を

簡潔にまとめた図とその説明、（３）化学構造、発現毒性と関連し物質間で比較

可能な key event、及び発現毒性の関係、（４）毒性強度を優先的に支配する要

因、（５）引用文献、などの項目からなる。これまでに、「アニリンによる溶血

メカニズム」、「エチレングリコールモノアルキルエーテルによる溶血メカニズ

ム」、「アリルエステルによる肝毒性メカニズム」、「エチレングリコールモノア

ルキルエーテルによる精巣毒性メカニズム」をまとめた。 

例えば、「エチレングリコールモノアルキルエーテルによる精巣毒性メカニズ

ム」では、以下のような毒性作用機序解説ファイルを作成した（図３－２－１

２）（スペースの都合上、ここでは表と引用文献は除いた）。 

 

Mechanistic information on EGAE-induced testicular toxicity 

 

[Summary] 

Repeated administration of ethylene glycol alkyl ethers (EGAEs) with one or two 

alkyl carbon(s) causes toxic effects on the testis 、  including spermatocyte 

degeneration、 testicular atrophy and decreased testicular weight. These EGAEs are 

oxidized、 mainly in the liver、 to the corresponding alkoxyacetic acids、 which are 

responsible for testicular toxicity. Hence、 EGAEs (alkyl chain carbon number: 1 and 

2) and chemicals with the EGAE substructure、 which are predicted to be metabolized 

to the corresponding alkoxyacetic acids、 produce toxic effects on the testis. 

 

[Toxicity pathway for testicular effects of ethylene glycol methyl ether] 

Administration of ethylene glycol methyl ether induces testicular damage in rats、 

including spermatocyte degeneration in pachytene、 characterized by apoptosis and 

necrosis (Foster et al.、 1983; Moss et al.、1985; Ku et al.、 1995). Ethylene glycol 

methyl ether undergoes oxidation in the liver to methoxyaldehyde、 catalyzed by 

alcohol dehydrogenase、 with subsequent oxidation by aldehyde dehydrogenase to 

methoxyacetic acid (Moss et al.、 1985). 

Methoxyacetic acid appears to be responsible for ethylene glycol methyl 

ether-induced testicular toxicity (Gray et al.、 1985 Foster et al.、 1987.、 Li et 

al.、 1996). Methoxyacetic acid is shown to modulate hormonal responses in the testis、 

including alteration of androgen-dependent transcriptional activity and changes in 

the balance between androgenic and estrogenic activity (Tirado et al.、 2003; Jansen 

et al.、 2004; Henley and Korach、 2006; Bagchi et al.、 2009). Moreover、 it was 

demonstrated that methoxyacetic acid induces oxidative stress in rat testicular 
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tissues (Rao and Shaha、 2002; Yamamoto et al.、 2007). The oxidative stress may be 

associated with apoptosis of spermatocytes through a mitochondrial pathway (Bagchi 

and Waxman、 2008; Yan et al.、 2000). In addition、 endogenous metabolic disturbances 

such as alterations of choline oxidation and -oxidation were observed in the testis 

of rats with repeated exposure to ethylene glycol methyl ether. Inhibition of the 

flavoprotein dehydrogenase enzyme family is proposed to be one of the modes of action 

of EGME-induced testicular toxicity (Takei et al.、 2010). 

As a result of the multiple effects of methoxyacetic acid on the testis、 

degeneration and cell death of spermatocytes appear、 followed by testicular atrophy 

and weight loss. 

 

 
Fig. 1 Toxicity pathway for testicular effects of ethylene glycol methyl ether. 

 

[Chemical structure, metabolism and testicular toxicity of EGAEs and the related 

compounds] 

Comparison of EGAEs and related chemicals on metabolism and testicular toxicity 

is shown in Table 1. Ethylene glycol methyl ether、 ethylene glycol ethyl ether、 

ethylene glycol isopropyl ether and ethylene glycol butyl ether were metabolized to 

the respective alkoxyacetic acids in rats (Miller et al.、 1984; Sumner et al.、 1995; 

Cheever et al.、 2001; Cheever et al.、 1984; Hutson and Pickering、 1971; Ghanayem 

et al.、 1987). Methoxyacetic acid and ethoxyacetic acid induced degeneration of 

dividing spermatocytes 、  whereas propoxyacetic acid had slight effect and 

butoxyacetic acid had no effect on testicular toxicity in primary rat testicular cell 

cultures (Gray et al.、 1985). With repeated administration of EGAEs、 ethylene glycol 

methyl ether and ethylene glycol ethyl ether induced testicular degeneration and 

atrophy in rats、 but ethylene glycol isopropyl ether、 ethylene glycol tert-butyl 

ether、 ethylene glycol propyl ether and ethylene glycol butyl ether had no testicular 

toxicity in rats (repeated dose toxicity database (RDT-DB); Katz et al.、 1984). 

Propylene glycol methyl ether was not metabolized to alkoxyacetic acid nor was it 

reported to cause testicular toxicity (Miller et al.、 1984). 

 

[Dominant factors that affect EGAE-induced testicular toxicity] 

Ethylene glycol methyl ether is more toxic to the testis than ethylene glycol ethyl 

ether in repeated dose toxicity studies (Table 1). Of all EGAEs、 only ethylene glycol 

methyl ether and ethylene glycol ethyl ether show testicular toxicity in vivo. 

Spermatocyte
degeneration/ cell death

O
OH

O CHO

O COOH

Liver

Ethylene glycol methyl ether

Methoxyacetic acid

TestisBlood

▪ Modulation of hormonal responses
▪ Oxidative stress
▪ Perturbation of endogenous metabolism
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Therefore、 the presence of one or two alkyl carbon substituents on EGAEs and related 

chemicals is essential for testicular toxicity. 

 

[Metabolism associated with formation of testicular toxic alkoxyacetic acids] 

Chemicals that are expected to be converted to ethylene glycol methyl and ethyl ethers 

through metabolic reactions such as hydrolysis and oxidative dealkylation cause 

testicular toxicity. 

図３－２－１２ Ethylene glycol alkyl etherによる精巣毒性の作用機序解説 

 

この毒性作用機序解説では、エチレングリコールモノアルキルエーテルによ

る精巣毒性発現経路の図とその簡潔な説明があり、代謝物であるアルコキシ酢

酸の生成が精巣毒性発現と強く関連する key eventであること、アルコキシ鎖

長が毒性強度を優先的に支配する要因であることが示されている。さらに代謝

により、アルコキシ酢酸を生成する可能性がある物質は精巣毒性を示す可能性

があることが述べられている。このように発現毒性とリンクする、予測可能ま

たは測定可能な key eventに関する情報を提供することによって、毒性専門家

が未試験の類似物質の毒性を推測するための参考情報を引き出すことができる。 

 

＜データ検索・表示機能＞ 

毒性知識情報データベースの基本的な使用形態として、（１）反復投与毒性試

験報告書のデータに基づいて対象の毒性物質を選定し、その詳細な毒性所見を

確認する。（２）次いでその毒性作用機序を考察することを想定した。試験報告

書データベースと毒性作用機序データベースは化合物をベースにリンクしてお

り（図３－２－１３）、このウインドウから反復投与毒性試験報告書データベー

スへ行き、詳細な毒性所見を確認した後、再び同じウインドウから毒性作用機

序データベースへ進むと、作用機序と関連した文献リストとキーワード、当該

論文におけるその対象物質の発現毒性の機序と関連した要約が表示される（図

３－２－１４）。興味ある文献を選択し、”Add to Mechanism_View”へ行くと、

表３－２－４に示すような文献のさらに詳細な情報が表示される。この対象物

質の場合、毒性作用機序に関連した文献が 12有り、別途作用機序解説を利用で

きる。”Summary of Mechanistic Information”をクリックすると、図３－２

－１２のような作用機序解説の画面が表示される。最後に、毒性作用機序デー

タベースが対象とした物質の選定基準、作用機序に関する文献の選定基準、各

データ項目とそれぞれの項目に入るデータの内容は、ユーザーが参照できるよ

うデータベースユーザーマニュアルをまとめた。 
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図３－２－１３ 試験報告書データベースと毒性作用機序データベースのリ

ンクの画面 

 

 
図３－２－１４ 毒性作用機序データベースの表示画面の例 

 

 

  

試験報告書
データベースへ

毒性作用機序
データベースへ

①文献の詳細情報へ②作用機序解説へ
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研究開発項目②：代謝知識情報データベースの開発 

（１）ラット代謝マップデータベースの開発及び代謝シミュレータの開発 

＜ラット代謝マップデータベース＞ 

ラットの代謝情報は、試験報告書データベースに収載した物質を対象として、

その名称・同義語を確認した上で、Scirus、Google、PubMed及び専門誌を探索

し、対象文献を収集・解析した。対象物質の代謝情報が得られない場合には、

その物質の類縁化合物の情報を探索し、収集した。類縁化合物の選定は、構造

的な同族体、ハロゲン元素は他のハロゲンで代替、基本骨格が同じ、又は位置

異性体で代替、同じ官能基をもつ物質、複雑な構造の場合は芳香族環又は脂環

式構造を目安とする、等の基準で行った。 

本研究開発項目では 800物質の化学物質に対し代謝情報を調査・収集し、1040

の代謝マップを集積し、データベースに搭載した。代謝マップの数が、親物質

の数より多い理由は、一つの親物質の代謝マップは通常一つ以上のマップに対

応するからである。432 物質は調査対象物質そのものの代謝マップがデータベ

ース化されており、368 物質はその類縁物質の代謝マップがデータベース化さ

れている。また文献調査により、8 つの親物質は、代謝をされないことがわか

った（図３－３－１）。 

 

図３－３－１ 代謝データベースの現状 

 

＜収集した代謝情報の内訳＞ 

収集した代謝情報の 95%は、ラットの情報であった。しかしながら、いくつ

かの親物質については、ラットの情報が見あたらず、代わりにマウスの情報（4％）

でマップを作成した。また、同じ文献の中で、ラット及びマウス共に代謝情報

が得られたものもある (1%) (図３－３－２) 。 

 

800
target

chemicals
for database

368 structural
analogues

Original
432 chemicals

8 chemicals are 
not metabolizing

424 chemicals have
observed metabolism

In the database

entered 800 chemicals 

(1040 maps)
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図３－３－２ 収載した代謝情報の種による分布 

 

収集した代謝マップの生体組織による分布、すなわち、代謝の観察対象が in 

vivoか in vitroかによる分布を図３－３－３に示す。データの多くは in vivo

の系による代謝(549 マップ)であり、in vitro の系による代謝は、420 マップ

であった。これらに対し in vivo及び in vitroの両方の系のデータが 71マッ

プであった。 

 

図３－３－３ 収集した代謝情報の生体組織別の分布 

 

in vivo 試験における化学物質の投与方法を見ると、50％以上の研究事例で

経口投与のみで行われ、経口以外の投与方法のものは、3-17%であった。また、

「その他」としている投与方法は、上記の方法の組み合わせであり、10％であ

 

in vivo, 549 maps
(1576 studies)

in vitro, 420 maps
(1453 studies)

in vitro and in vivo, 71 maps

800 Chemicals, 1040 Maps, 3029 studies

7
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った (図３－３－４) 。 

 

図３－３－４ in vivoによる代謝評価の投与方法による分布 

 

in vivo 研究事例のうち、代謝物を分析するためのサンプル対象が「尿」の

ものが過半数であった（55％；図３－３－５）。 

 

図３－３－５ in vivo代謝研究におけるサンプリング対象の分布 

 

in vitroによる代謝実験で用いられた試験系の分布を見ると、細胞分画のミ

クロソームによるものが多く、49%を占めている。ミクロソーム以外の試験系が

用いられる例はかなり少ない（図３－３－６）。 

 

14

In vivo, administration type:

 

15

In vivo, matrixes:
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図３－３－６ in vitroによる代謝実験で用いられた試験系の分布 

 

＜代謝シミュレータの開発＞ 

代謝シミュレータは、データベース化したラットの代謝情報をもとに、対象

化学物質に作用する生化学的反応に関して、優先する代謝反応のリスト、化学

物質の部分構造のマッチングを行うエンジンで構成される。代謝シミュレータ

における部分構造マッチングの原理を図３－３－７に示す。 

 

 

8

In vitro, experimental systems:
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図３－３－７ 代謝シミュレータにおける部分構造マッチング 

 

＜ラット in vitro sub-cellular代謝シミュレータの開発＞ 

この原理に基づき、ラットの肝臓における in vitro sub-cellular代謝シミ

ュレータを構築した。代謝シミュレータのトレーニングセットは、本プロジェ

クトで収集したラットの肝ミクロソームによる代謝情報 164物質のデータで構

成した。 

この in vitro代謝情報を用いた in vitro sub-cellular代謝シミュレータで

は、非生物学的な反応、第 1相反応及びミクロソーム代謝反応を対象とする。

このシミュレータで扱う代謝経路は、in vivo の代謝経路とは異なり、代謝反

応が限定されており(主として P450による代謝)、パスウエイツリーの広がりも

小さい。 

代謝シミュレータの性能を評価するパラメータとして、感度(S:Sensitivity)

を以下のように定義した。 

感度: S=(X/X+Y)*100 (%) 

ここで、X: 実測されている代謝物を正しく予測した数 

Y: 実測されている代謝物で予測しなかった数 

予測性：P = (X/X+Z)*100 (%) 

    Z：シミュレータで予測したが、実測されていない代謝物の数 

開発した in vitro sub-cellular代謝シミュレータを用いて、そのトレーニ
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ングセット内の 164物質について、代謝物を予測し、その感度を算出した。例

えば、Phencyclidine では、図３－３－８に示すように、実測で確認されてい

る二つの代謝物(左の緑のボックス)は、シミュレータによって予測されている

(この場合、感度 100％)。 

 

図３－３－８ 実測された代謝産物(左)と推定された代謝産物(右) 

 

トレーニングセット全体に対する平均感度は、85.2%であった。図３－３－９に

はトレーニングセット内の 164物質について感度の度数分布を示す。例えば、

実測で観測された代謝物が 100％予測できた物質は 112物質あることを示す。 

 

図３－３－９ in vitro sub-cellular代謝シミュレータの感度の度数分布 

 

＜ラット in vitro cellular代謝シミュレータの開発＞ 

ミクロソーム系と異なり、細胞における代謝反応は第一相反応と第二相反応

の両方が含まれる。そこで、in vitroミクロソーム系と in vivoラットとの間

の中間レベルの生物組織に対する代謝シミュレータとしてin vitro細胞代謝シ

ミュレータを開発した。シミュレータ開発のトレーニングセットとする実測の

代謝データは、肝臓ベースの実験でその他の要因を含まないものとした。使用
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した代謝データの各実験系におけるデータ数を表３－３－１に示す。 

 

表３－３－１ in vitro cellular代謝シミュレータの開発に用いた試験デー

タ 

試験系 試験数 

Hepatocytes 44 

Liver Slices 14 

Perfused Liver  9 

Homogenate 9 

S9 Fraction 17 

Cytosol 13 

 

このトレーニングセットを用いて 468階層の素反応から成る代謝シミュレー

タを開発した。開発した in vitro cellular代謝シミュレータのトレーニング

セット内の101物質に対する平均感度は90.0%であり、予測性は52.3%であった。

図３－３－１０にはトレーニングセット内の 101物質について感度の度数分布

を示す。感度が 50%以下の物質はわずか 3物質であった。 

 

図３－３－１０ in vitro cellular代謝シミュレータの感度の度数分布 

 

 

＜ラット in vivo代謝シミュレータの開発＞ 

ラット in vitro sub-cellular 代謝シミュレータ及びラット in vitro 

cellular 代謝シミュレータに示したものと同様の原理に基づいてラット in 

vivo 代謝シミュレータを開発した。初期版のシミュレータは、代謝データベー

スに含まれない 220物質の代謝マップを用いて開発された。次いで、ラット代

謝データベースから 461物質（酵素誘導や阻害剤を含まないもの）の代謝パス

ウエイを抽出し、この代謝シミュレータを改良した。 

開発した in vivo代謝シミュレータのトレーニングセット内の 461物質に対

する平均感度は 78.6%であり、予測性は 43.1%であった。図３－３－１１にはト

レーニングセット内の 461物質について感度の度数分布を示す。 
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図３－３－１１ 改良版 in vivo代謝シミュレータによる感度の度数分布 

  

さらに 39物質の代謝マップをトレーニングセットに加え（合計 500物質）、

上記と同様の改良を施すことにより、最終的版として表３－３－２に示す性能

のシミュレータが完成した。 

 

表３－３－２  開発したシミュレータの性能比較 

バージョン 

（予測物質数） 

シミュレータの反

応数 
平均感度% 平均予測性% 

初期版（461物質） 506 61.5 35.2 

改良版（461物質） 597 78.6 43.4 

最終版（500物質） 608 78.6 43.1 
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（２）ヒト・ラット代謝関連情報データベースの開発 

 

＜代謝関連情報掲載論文の調査と収集＞ 

Google Scholarを利用して化学物質に対する代謝関連情報を掲載している論

文の調査を行い、これまでに表３－３－３に示す論文を検索、収集した。表３

－３－４に、収集した 281論文に掲載されている代謝関連情報の生物種ごとの

内訳を示す。 

 

表３－３－３ 代謝関連情報掲載論文 

調査物質数 

代謝関連情報 

報告物質数 

(内数) 

代謝関連情報 

掲載論文数 

145 78 281 

 

表３－３－４ 代謝関連情報の生物種ごとの内訳 

 
ヒト ラット 

その他 

哺乳動物 

その他 

生物種 

論文数 47 173 84 23 

※論文数は、重複あり。 

 

表３－３－３に示すように、ヒトの代謝関連情報は報告数が極めて少ないこ

とが分った。実験動物は、ラットやマウスなどのげっ歯類が主として使われる

が、げっ歯類では見られない代謝反応の実験のために、ウサギやイヌ、サルな

どの哺乳動物で実験が行われることも多い。ヒト及びラット以外の生物種にお

ける情報が種差を検討する手がかりになるため、生物種を限定せずに代謝関連

情報を収集した。 

 

＜代謝知識情報データベースに収載する情報の抽出と項目の設計＞ 

収集した論文(約60物質に対する約130論文)から代謝関連情報を抽出すると

ともに、データベースに収載するデータの項目と形式について検討した。デー

タ項目について表３－３－５にまとめた。 

代謝関連情報として抽出した情報から、データ項目の各項目に該当する情報

をそれぞれ要約して記載する。表３－３－５のデータ項目の構造は、異なる物

質の情報を横に並べた際に、体内動態のどのような症状が顕著に見られるかを

視覚的に捉えることができる。そのため、任意の化学構造に対してその構造を

含む物質を本データベースで検索し結果を表示する際にも、このデータ項目の

構造を使用した。 
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表３－３－５ 代謝関連情報のデータベース収載項目 

項目名 備考 

文献情報 情報源となった文献のリファレンス情

報、リンク情報を記載する 

試験情報 試験物質情報、投与方法に関する情報、

実験動物情報を記載する 

代謝動態 吸収 吸収率  

Cmax, Tmax 最高血中濃度、最高血中濃度到達時間 

トランスポーターの関

与 

 

種差、系統差、性差  

分布 見かけの分布容積  

反復に伴う経時変化  

脳→中枢作用  

脂肪組織→蓄積  

肝臓→酸化抱合代謝  

肝臓→胆汁糞中排せつ  

腎臓→尿中排せつ  

腎臓→タンパク結合  

血液よりも高い濃度を

示す臓器/器官 

 

トランスポーターの関

与 

 

種差、系統差、性差  

代謝 関連酵素系と分子種情

報 

 

寄与率  

組織・細胞内画分別代謝  

代謝順位  

Km, Vmax  

代謝物(CAS 番号)  

種差、系統差、性差  

排せつ 排せつ  

トランスポーターの関

与 

 

種差、系統差、性差  

参考図表 代謝経路を表す図などを記載する 

相互作用、酵素阻害、酵素誘導試験の結果  

毒性との関連性  

関連物質情報 代謝反応の触媒として機能する物質な

ど試験物質に間接的に影響する物質が

あれば記載する 

備考 引用情報などで特記すべき事項を記載

する 
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＜基質となる化学物質の構造に着目した代謝予測モデルの構築＞ 

ラットなどの実験動物とヒトの酵素分子種は、異なる基質特異性をもち、こ

のため化学物質の毒性発現に種差が存在する。この違いを理解することがヒト

への有害性評価にとって重要である。したがって、ラットとヒトの酵素分子種

の代謝特性の違いを類推できるような比較情報の提供が、専門家の有害性評価

の支援となる。本研究開発項目では、文献等で収集された既知の代謝関連情報

を整理するとともに、専門家が種差の影響を検討できるように、既知情報だけ

では不足する情報について、化学物質の構造に着目した代謝予測モデルを用い

て予測等による補完を行い、代謝関連情報の比較・整理を実施する。 

予測モデルは、基質となる化学物質の構造に着目したスコアリング手法によ

って基質上の反応部位を予測するという、今までにない考え方に基づいて構築

した。対象とする薬物代謝酵素は、第１相薬物代謝酵素であるチトクロム P450

の一つである CYP2E1 分子種とした。CYP2E1 を選択した理由は、この酵素は、

1)高生産量化学物質(HPV)に多く見られるような低分子かつ脂溶性の高い化合

物を基質として代謝すること、2)経験的に動物種間での基質特異性に大きな違

いをもたないことが分っており、既存の実験動物データがヒトでの代謝推定に

対応し得ること、の 2点である。 

この予測モデルによる予測手法の大きな特徴は、代謝部位の特定だけでなく、

予測される複数の代謝経路について順位付けが可能な点にある。代謝産物生成

の優先順位の推定は、毒性の非常に有効な判断材料となることから、本予測モ

デルは、低分子化合物のヒトにおける有害性評価に適したモデルと考えられる。

予測モデルの構築は、CYP2E1が関与する 125物質の代謝に関する文献情報をも

とに行った。図３－３－１２に、予測モデルの構築方法の概略を示す。ここで、

予測モデル構築の基準となった各物質の代謝部位を同じ方向になるように重ね

合わせると、Benzo[a]pyrene のような共通の構造が現れた。本予測モデルは、

この共通構造を基にしたテンプレートに予測対象となる物質の構造を当てはめ、

その位置関係によるスコアで高得点を得た配置が優先的に CYP2E1 と反応する

とみなし、代謝部位及び優先順位を決定する。 
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図３－３－１２ CYP2E1代謝予測モデルの構築 

 

本ヒト CYP2E1代謝予測モデルを用いて、157の化審法既存化学物質について

代謝予測を行った。その結果、82物質がヒト CYP2E1で代謝されると予測され、

当初の予想どおり本プロジェクト対象物質の多くが CYP2E1 で代謝される可能

性が高いことが示された。さらに、これらの化学物質について代謝部位を予測

し、複数の代謝経路が予測された場合にはスコアリングの点数差によりその優

先順位を決定した。これら化学物質のヒトの代謝情報はほとんどないが、

4-nitrophenolと o-toluenesulfonamideの代謝部位予測結果は、過去のヒト代

謝試験結果と一致した。また、1,2-dichlorobenzene については、2 種類の代謝

経路が予測されたが、代謝部位とその優先順位のいずれも過去の試験結果と一

致した（図３－３－１３参照）。以上から、本予測モデルを用いることで、ヒト

の代謝情報が不明な化学物質の代謝予測を行うことが可能であると考えられた。 

A B

C D E

NH2
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図３－３－１３ ヒト CYP2E1代謝予測モデルによる予測例 

 

＜予測モデルの検証と改良を目指した代謝検証試験＞ 

予測モデルの検証のために、文献情報とは異なる予測結果が得られた 5物質

（ 3,4-dimethylaniline、 1,2,3-trimethylbenzene、 2,3-dimethylaniline、

p-tert-butyltoluene及び safrole）を選択し、組換えヒト CYP2E1を用いた代

謝試験を行った。safrole 以外の 4 物質は、試験報告書データベースに含まれ

る化学物質である。 

safrole については、ラットでは尿中に代謝物が検出されているが、本予測

モデルによりヒト CYP2E1では代謝されないと予測された。代謝試験の結果から、

本化合物は予想どおりヒト CYP2E1では代謝されないことが明らかとなり、本予

測モデルにより、対象化学物質がヒト CYP2E1で代謝されるか否かを判断可能と

考えられた。 

2,3-dimethylaniline については、予測順位 3 位と 4 位の代謝物の生成が確

認された。予測順位 1位と 2位の代謝物については、安定性が非常に低いと考

えられたため、今回用いた試験系では検出できなかった可能性がある。 

ま た 、 3,4-dimethylaniline 、 1,2,3-trimethylbenzene 及 び

p-tert-butyltoluene については代謝物が検出されなかった。このうち、

3,4-dimethylaniline及び 1,2,3-trimethylbenzeneについては、酸化防止剤と

してアスコルビン酸を加えた反応系においてヒト肝ミクロソームでの代謝が認

められた。 

*Bogaards,et al., 1995

予測代謝物
（スコア）

ヒトCYP2E1による生成速度＊

(pmol/min/nmol P450） 2180 980

Cl

Cl

Cl

Cl

OH

Cl

Cl

OH

1,2-Dichlorobenzene

（16）（17）
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今回用いた safrole以外の 4物質の予測代謝物は、反応溶液中の安定性が低

いと考えられるが、これら不安定代謝物が毒性に関与している可能性も高く、

今後の検証試験ではこれら不安定代謝物を検出するため、予測代謝物の構造に

応じて改良した試験系（酸化防止剤添加や付加体形成のためのグルタチオンや

2-メルカプトエタノールの添加）を利用する必要があることが明らかとなった。 

 

＜代謝予測モデルの対象分子種の拡張＞ 

 CYP2E1 に引き続き CYP1A2 に関連する化学物質について、生物種にこだわら

ず、in vitroおよび in vivoの代謝情報を収集した。約 310物質について代謝

情報とその化学構造に基づき、CYP1A2代謝予測モデルを構築した。このモデル

の検証と改良を目指し、CYP1A2 代謝検証実験を 30 物質（うち「毒性知識情報

データベースの開発」でデータ収集された 11物質を含む）について実施した。 

 

＜ヒト、ラットの薬物代謝酵素生体内組織分布調査＞ 

実験動物のヒトとの種差の要因の一つとして、薬物代謝酵素の分布の相違が

考えられる。そこで、ヒト及びラットの低分子化合物の代謝に関与する CYP分

子種についての文献情報を収集することとし、ヒトの 13分子種（CYP1B1、2A6、

2A13、2B6、2C8、2C9、2C18、2F1、2J2、3A5、3A7、4A11、4F2）のデータを収

集した。これらの情報収集の結果、多くのデータは PCRを用いた mRNAの検出に

関するものであり、活性を有する CYP分子種の発現に関する情報は、主要な代

謝組織である肝臓と小腸を除くと少ないことが明らかとなった。これは、ヒト

組織試料の入手の困難さに起因すると考えられる。しかし、これまでにヒトの

CYP 分子種の組織分布を体系的に整理し、分子種間で比較可能なデータベース

は存在しないことから、本データは化学物質の毒性発現の組織特異性や種差を

理解する上で、非常に有用な情報を提供すると考えられる。 

 

＜代謝様式の判別のためのフローチャート作成＞ 

化学物質が複数の代謝反応で変換される場合、その順番を知ることが必要と

される。そこで、化学物質の物理化学的性状の分配係数（LogP）を用い、脂溶

性の違いから代謝反応の順番を予測することを試みた。そして、代謝様式を判

別するためのフローチャートを作成した。 

 

＜予測モデルを用いた代謝予測の実施＞ 

改良した CYP2E1と CYP1A2代謝予測モデルおよび代謝様式を判別するフロー

チャートを併用し、データベースに収載予定の物質について予測を実施した。

データベースに搭載される 500物質のうち、ポリマー4物質、無機物 24物質お

よび化学構造が不確定な 2 物質（異性体の混合物）を除く、470 物質に対して

予測モデルを適用した。CYP2E1モデルを適用した結果、385物質について基質
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候補として判断し、代謝部位および優先順位の予測を得た。そして、85物質は

非 2E1基質と判断された。また、CYP1A2モデルを適用した結果、246物質につ

いて基質候補と判断され、うち 181物質について代謝部位の予測を得た。そし

て 224 物質は非 CYP1A2 基質と判断された。予測モデルのカバー率は、CYP2E1

もしくはCYP1A2の系で代謝されると判断された物質が全体の85.7％（403物質）、

いずれの系でも代謝されないと判断された物質が 14.3％（67物質）であった（表

３－３－６）。 

 

表３－３－６ 予測モデルによる代謝予測の結果 

予測モデル CYP2E1 CYP1A2 

基質候補 385   (81.9%) 246    (52.3%) 

非基質と判断されたもの 85    (18.1%) 224    (47.7%) 

合計 470物質 

 

＜代謝知識情報データベース検索システムの開発＞ 

図３－３－１４は、データベース検索のワークフローについて概略を示した

ものである。このワークフローに基づいて、任意の化学構造の入力に対してそ

の構造を部分構造として持つ物質、あるいは反復投与毒性の特定のエンドポイ

ントについて毒性を示唆する症状が見られる物質の試験報告書情報、作用機序

情報、代謝関連情報を関連づけて検索、表示するシステムを「有害性評価支援

システム データベース (HESS DB) 検索ツール」として開発した。 
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図３－３－１４ データベース検索のワークフロー 

 

＜データ更新機能の開発＞ 

一般的な化学物質に関して公開されているヒトの代謝関連情報がラットなど

実験動物の代謝関連情報に比べて少ないことが明らかになったが、これらの情

報を得るための実験等の手法は今後も開発、改良され、データベース公開後に

新たな知見が公開されることが予想される。有害性評価支援システムを今後も

有効に活用し続けていくためには、これらの新知見がデータベースに追加・更

新できることが強く求められる。図３－３－１５の HESSDB Manager は、管理

者向けのデータベース更新機能を提供し、HESSDB Update はユーザ向けにデー

タ更新機能を提供する。これらの機能は、代謝関連情報に限定せず、毒性知識

情報データベースにも対応した。 
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・（部分）構造
・CAS番号
・測定値
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代謝関連情報
表示

chemNo.
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連携検索
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作用機序情報
表示

物質情報表示

試験報告書
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・（部分）構造
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・測定値

（血液学など）
・組織所見

（シソーラス利用）

AND
検索

比較対象
追加

代謝関連情報
表示

chemNo.
等による
連携検索

HESSシステム
（カテゴリーアプローチ等） 検索結果表示

（物質ごと） 物質間比較表示

作用機序情報
表示

物質情報表示
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図３－３－１５ 有害性評価支援システム データベース登録・管理システム 

 

＜まとめ＞ 

本研究開発項目では、試験報告書などの実験動物に対する情報からヒトへの

有害性評価に結びつけるための、種差を考慮した体内動態を含む代謝関連情報

を収集した。ヒトに関する代謝情報は、一般化学物質については公開されてい

る情報が少ないため、薬物代謝酵素として知られる CYP分子種ごとの代謝予測

モデルを構築し情報を補うとともに、CYP 分子種の生体内組織分布の調査、代

謝様式判別のためのフローチャート作成によって、専門家の有害性評価を支援

する情報を多面的に提供することができるようにした。CYP2E1 および CYP1A2

に対して予測モデルを構築し、試験報告書データベースに収載されている 470

物質について、それぞれ代謝産物の予測を実施した。その結果、61 物質（112

文献）の代謝に関連する実験情報と、333 物質のヒトに関する代謝予測情報を

データベースに収載した。 

さらに、代謝関連情報だけでなく、毒性知識情報データベースを含めたデー

タ追加・更新機能を開発した。ユーザデータ更新機能については、「データベー

ス登録ツール」として公開している。これにより、各データベースは、今後の

新知見による新たな情報が公表されたときにそれらを入力して拡充することが

できる。 
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研究開発項目③－１：ベイジアン・ネットワークを活用した反復投与毒性予

測機能の開発 

 

本項で開発するシステムは、研究開発項目③－２のカテゴリーアプローチと

互いに補完し合うものとして計画され、毒性専門家の判断が不明確にしか行え

ない場合の情報提供や仮説生成、さらに、専門家の暗黙知を明示化するための

手段となることを意図している。その内容は、以下の①特徴的活性構造の抽出、

②ベイジアンネットワークによる評価システムの二つの部分に大きく分けられ

る。 

①特徴的活性構造（BAS: Basic active structureと呼ぶ。）の抽出 

データマイニング手法の一種であるカスケードモデル及び構造精錬システ

ム等を活用して、各種検査データや毒性の発現に影響を与える特徴的な活性

部分構造を抽出し知識ベース BASiCに掲載して、インターネット上で公開し

ている。ここで得られた知識は、そのままで専門家にヒントを与えるもので

あり、場合によっては、研究開発項目③－２のカテゴリー作成に寄与する可

能性を有するとともに、次項②のベイジアンネットワークにおけるモデル構

築のための基礎データとして活用する。 

②ベイジアンネットワークによる評価システムの構築 

現代的なエキスパートシステムの枠組みとも呼べるベイジアンネットワー

クを利用して、専門家の知識を柔軟に取り入れることのできる毒性評価シス

テムを開発した。通常の利用方法である未知化合物の毒性予測に用いるとと

もに、矛盾解析の手法を取り入れることにより、専門家が納得できるか否か

を提示し、専門家を柔軟に支援してその暗黙知の活用を支援するシステムを

構築した。このネットワークには、研究開発項目②で開発された代謝知識情

報データベースの情報をも取り入れた。また、研究開発項目③－２のカテゴ

リーアプローチで発見された内容もすべて取り込んだ形でシステムを構築し

た。 

上記２項目の内容及び有害性評価支援システム統合プラットフォームとの関

係を図３－４－１に示す。 
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図３－４－１ 統合プラットフォーム構成サブシステム間の関係 

 

これらの開発を遂行するための前提として、研究開発項目①で収集する反復

投与毒性試験報告書を解析し、化学構造、各種物理化学定数、用量、血液学的

検査値、血液生化学的検査値、尿検査値等の各種検査データ、毒性学的指標を

抽出し整理する必要があった。この部分は NITEが担当し、さらに、ベイジアン

ネットワークに専門家知識を取り込む段階では、NITE、国立医薬品食品衛生研

究所及び関西学院大学が共同で実施した。その他のシステム開発及び特徴的活

性構造の抽出については、関西学院大学が主体となって研究を遂行した。 

以下、上記２項目それぞれの研究開発過程と成果を説明する。 

①特徴的活性構造（BAS: Basic active structureと呼ぶ）の抽出 

肝毒性のデータを例に、まず、BAS抽出に至る過程を説明する。NITEから提

供された毒性兆候表では 23種の endpointに対し 1/0に 2値化した毒性の有無

が記載されている．その一部を表３－４－１に示す。活性構造の抽出には比較

的早期に提供された化審法，NTP 短期データを使用した。低分子有機化合物以

外は除去したので、対象データは 315化合物である。 

 

表３－４－１ 毒性兆候表の形式（部分） 

study_No. CD SMILES RBC↓ HGB↓ GOT↑ GPT↑ T.Cho↑ T.Cho↓ 

1 CC1=C(C=CC(N)=C1)C 1 1 0 0 1 0 

2 CNC1=CC=CC=C1 1 1 1 0 0 0 
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これらの有機化合物データで、塩との複合体になっているものからは塩を除

去し、カリウム塩やナトリウム塩になっているものは、水素原子に置換した。 

これらの化合物構造から、図３－４－２に示すような長さ 15以内の線形フラ

グメントをすべて切り出して、4272種のフラグメントを得た。このフラグメン

ト群から、315化合物中の出現確率が 3～97%の範囲内にあるものを選択、さら

に Relief アルゴリズムで低いスコアのフラグメントで他との相関係数が 0.9

以上のものを削除し、最終的に 200種のフラグメント群により解析を遂行した。 

 

 

図３－４－２ 線形フラグメント例 

 

以上のようにして選択したフラグメントが各化合物中で存在するか否かを図

３－４－３の右側中央の表に整理し、その後カスケードモデルによる特徴的ル

ールの導出、さらに、精錬システムを用いた化学者との対話的な処理を経て、

採用すべき BAS群を決定する。 
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図３－４－３ 解析の流れ 

 

マイニング法として採用したカスケードモデルは、関西学院大学で独自に発

展させてきたものであり、対象属性の分布変化が急に起こる部分を検知してル

ールとして表現する。例えば、図３－４－４の左上の表に示すように、OH基を

有する 100化合物が存在し、そのうちの 60が酸性であるとする。同図の左下に

示すように、この 100化合物から CO基をも有する化合物 60種を選択したとき、

酸性化合物の占める割合がそのうちの 54 種へと急激に増加したような場合を

想定しよう。カスケードモデルは、目的変数値とのこのような局所的な強い相

関関係を検出して、同図の右側に記すようなルールを生成する。 
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図３－４－４ カスケードモデルによるルール 

 

このルールは、OH の存在が前提条件、追加された部分構造 CO の存在が主条

件となり、主条件の適用により化合物数が 100から 60に減少し、酸性の割合が

60%から 90%に増加していることを示している。また、付加相関と記した部分に

は、主条件の適用により目的変数の酸性だけでなく、説明変数である COO基の

存在比が 60%から 93%に増加していることも示している。BSSは、名義変数の群

間平方和に相当し、相関の強さを表す。 

例として、ラットの溶血性貧血 anemiaを対象として得られたルール群中で、

最も識別力の高いものを図３－４－５に示す。なおここでは、赤血球減少 RBC

とヘモグロビン減少 HGBの双方が毒性兆候表で毒性有りと判定されている場合

を、anemiaが起こっていると判断している。 

 

III  Rule 1:     Cases: 222 -> 20; BSS=  6.922     

IV    IF [N3H-c3: y] 

V      added on   [C4H-c3:c3: n] [O1: n] [N2: n] 

VI    THEN anemia:       0.21 0.79 ==> 0.80 0.20  ( on off ) 

VII   then RBC:          0.26 0.74 ==> 0.85 0.15  ( on off ) 

VIII    then HGB:          0.24 0.76 ==> 0.80 0.20  ( on off ) 

IX    then SPD:          0.12 0.88 ==> 0.65 0.35  ( on off ) 

X    then N3H-c3:       0.09 0.91 ==> 1.00 0.00  ( y n ) 

図３－４－５ 溶血性貧血を対象とした最も強いルール 

 

このルールでは、3行目の added on以降に記載する 3種のフラグメントが存在

しないという前提条件を満たす化合物が 222種存在し、それら化合物群で溶血

性貧血変化を起こさないものが 79%と大部分であるのに対し、2行目冒頭の主条
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件[N3H-c3: y]で表記されるフラグメント（アニリン様構造を表す）を有する化

合物が 20種存在して、それらの化合物群では 80%が貧血を起こしていることを

示している。さらに、この主条件により、目的変数の anemiaばかりではなく、

赤血球減少RBC, ヘモグロビン減少HGB, 脾臓色素沈着SPDの起こる割合がすべ

て大きく増加していることが分かる。 

このルールを支持する化合物群は、アニリン様の構造を共通して有しており、

これから下記の BASを発掘することができた。 

 

 
 

このようなルール表現は、決定木や相関ルールに比して情報量が多く化学的

解釈が容易なはずであるが、多くのルールでは前提条件が複雑で実際上の解釈

が困難である。そこで、ルールに現れる部分構造をもとに、識別力が高くかつ

大きな部分構造に成長させる精錬システムを利用する。これが出力する支持化

合物の一覧表（SSC: supporting structures chart と呼ぶ。）を観察して、最

終的に有意な毒性に影響を与えると考えられる特徴的な活性構造 BASを抽出す

る。芳香族炭素と窒素原子からなるフラグメントから、溶血性貧血の診断を目

的変数とした SSCの表示例を図３－４－６に示す。この場合、初期のフラグメ

ントが、赤色で示すようにアニリン構造全体に伸びており，部分構造の把握が

容易となる。 

  



 75 
 

 

 

溶血性貧血を起こす化合物群 

 

溶血性貧血を起こさない化合物群 

 

図３－４－６ Supporting structures chartの表示例 

 

BAS として採用するか否かは、最終的には科学者の主観による。本プロジェ

クトにおいては、毒性の専門家にヒントを与えればよいという立場から、化学

者の常識を加味して統計学的に有意とはいえないものでも、かなり積極的に

BASとして採用した。 

 

このような BASの発掘を、8種の診断と 23種の endpointに対して行った。

下記の表３－４－２には、8種の診断に対して endpointによるその診断の定義

と、それぞれの診断で得られた BAS数を示している。なお、右端の列には（ ）

内に subBAS数を含めた BAS数を表示している。ここで subBASとは、例えばハ

ロゲン誘導体が BASとして得られた場合に、芳香環に塩素が置換した一群の化

合物がより顕著な毒性を示している時、より詳細な特徴的構造を記述して

subBASとしたものである。なお、それぞれの BASは基本構造を表す SMARTS式

で記述されるが、場合により除外すべき構造を指定する mask群や、logP値と
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分子量の範囲などが指定されている。 

 

表３－４－２ 診断定義と BAS発掘結果 

 

 

このようにして得られた BAS 群は、医薬品活性などと併せて、知識ベース

BASiC（Basic Active Structures in Chemicals）http://www.dm-lab.ws/BASiC/

にて公開している。この Repeated Dose Toxicities for Ratsの項目には、ソ

ースデータとルール、及び BASの一覧が記載されている。 

溶血性貧血を例として、得られた BASの一部を表３－４－３に示す。一群の

BASですべての対象化合物を覆うことが基本であり、BAS間での支持化合物の重

なりはできる限り回避している。残った少数の化合物は Misc.としてまとめて

いる。 

  

http://www.dm-lab.ws/BASiC/
http://www.dm-lab.ws/BASiC/
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表３－４－３ 溶血性貧血を対象とした BAS群の一部 

 

 

＜BAS search＞ 

特定化合物の構造が与えられた時に、その構造がどのような診断や endpoint

の BASと一致しているかを検索する機能を実装した。この BAS search機能は下

記の URLにアクセスし、化合物構造の SMILES式を入力することにより誰でも利

用可能である。 

1,2-Dichloro-3-nitrobenzene の構造を入力とした場合に得られる検索結果

画面の一部を図３－４－７に示す。この出力では、溶血性貧血をはじめとする

各種の診断でヒットした BAS群が示されているが、続いて各 endpointを対象と

した BAS群の結果も表示される。 



 78 
 

 

図３－４－７ BAS searchの出力画面例（1,2-Dichloro-3-nitrobenzene） 

 

反復投与毒性を対象とした BASiC知識ベースの構築は、そこで採用された方

法論を含めて世界で最初の試みである。この知識ベースは毒性専門家にヒント

を与えるだけではなく、OECD QSAR Application Toolbox におけるカテゴリー

の模索に有効であろう。また、次項の②で述べるベイジアンネットワークによ

る評価システム構築においては、活性構造ノード群設定の材料として役立てて

いる。 
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②ベイジアンネットワークによる評価システムの構築 

＜ベイジアンネット＞ 

ベイジアンネットとは、因果関係の連鎖を有向グラフで表現し、連結される

事象間の生起確率を条件付き確率表で表して、確率推論を遂行する一般的な枠

組みである．次ページの図は、ある化合物が(1) COOH基を有する（T/F），(2) NH2

基を有する（T/F），(3) pH（low/neutral/high），(4) リトマス試験紙の色を

（red/blue）に変える，という 4つの事象をノードとしたネットの例である．

図中で右上の表は、COOH, NH2 の有無に応じて pH が low, neutral, high の値

となる条件付確率表を示している．例えば，COOHのみが存在する時は，pH=low

の確率が 0.8となる．同様に，pHの値に応じてリトマスの色が red, blueとな

る確率を下部の表に示している．なお，COOH, NH2 には事前確率としてこの場

合 0.5を与えている． 

 

図３－４－８ ベイジアンネットワークの考え方 

 

ベイジアンネットでは，最上流にあるノード群の事前生起確率とその他全て

の事象の条件付き確率表を与えておく．何らかの事象が実際に観測された時に，

これをノードの evidenceとして設定すると，他ノードの確率を推論することが

できる．例えば，COOHと NH2双方の存在を evidenceとして入力すると，pHは

low, neutral, highの確率が 0.1, 0.8, 0.1となり，リトマスの red, blueの

確率も加重平均でそれぞれ 0.5となる．反対に，リトマスの値のみを redに固

定すれば，pH=low, neutral の確率が 0.54, 0.45 と高くなり，COOH=T, NH2=F

の確率が 0.68と高くなる． 

1990年頃にエキスパートシステムがもてはやされたが，その枠組みでは上流

から下流または反対方向の場合に確率をうまく推論できても，確率の干渉が起

こるような例では推論が困難であった．例えば COOH=T とリトマス=red が観測

COOH NH2 

pH 

リトマス 

P(COOH)=0.5 P(COOH)=0.5 

P(pH | COOH,NH2) pH=low pH=neutral pH=high 

COOH=T, NH2=T 0.1 0.8 0.1 

COOH=T, NH2=F 0.8 0.15 0.05 

COOH=F, NH2=T 0.05 0.15 0.8 

COOH=F, NH2=F 0.15 0.7 0.15 

 

P(リトマス|pH) Color=Red Color=Blue 

pH=low 0.99 0.01 

pH=neutral 0.5 0.5 

pH=high 0.01 0.99 

 

pH の条件付確率表 

リトマスの条件付確率表 

(T/F) (T/F) 

(low/neutral/high) 

(red/blue) 
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された時に，pHや NH2の確率がどうなっているかを計算することである．ベイ

ジアンネットは，この課題を数学的にすっきりとした確率推論の枠組みで扱え

るようにしたものと言える． 

 

＜ネットワーク構築の基本方針＞ 

反復投与毒性の評価を目的としたベイジアンネットワークシステムの開発に

おいては、図３－４－９のような３層トポロジーを有するネットワーク構造を

想定した。この図で、最上層の各ノードは基本活性構造を表し、中間層が診断

項目を、さらに最下層は endpoint群を示している。上２層は観測不能なもので

あり、endpointのみが毒性兆候表の項目として観測結果が記載されている。診

断と endpointおよびその間のリンクは、毒性専門家の示唆に従い設定すること

とした。また、各化合物について診断の True/Falseを表３－４－２に記載した

定義に従って定め、これらの診断に特徴的な活性構造をマイニングにより掘り

出したことはすでに前節で述べた通りである。 

 

図３－４－９ ３層構造のネットトポロジー 

 

なお、このネットワークで evidenceとして与えることができるのは、最上部

の活性構造の有無と最下部の endpointだけであり、大部分のノードの値は観測

できない。ただし、ベイジアンネットワークの枠組みは柔軟であり、中間ノー

ドに例えば何らかの遺伝子発現や代謝物の濃度を組み込んで今後の発展に備え

ることができる。 

ここで化合物構造のみを与えると、上層の活性構造で該当するものがヒット

し、そこからリンクされた診断や endpointの値も高くなる。一方、化合物構造

に加えていくつかの観測済みの endpoint を与えるとそれら実験結果の評価が

可能となる。この評価において重要となるのが、矛盾の解析である。例えば、

図３－４－１０で仮定した事象 A、B、C の単純なネットワークでは、A=T なら

B=T、C=Tと、反対に A=Fなら B=F、C=Fと連鎖しやすい。 
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図３－４－１０ 矛盾解析の概念 

 

ここで(A, C)のevidenceとして、(T, T)又は(F, F)は納得できるものである。

しかし、(T, F)や(F, T)の生起確率は非常に低い。このような evidenceが出現

したときには、(i) いずれかの evidenceの観測結果が間違っている、(ii) 前

提としたネットワークの条件付き確率、又はトポロジー自体に誤りがある、の

いずれかが原因と考える方が自然である。ベイジアンネットワークの理論では、

このような誤りを認識する方法は矛盾解析と呼ばれており、本研究で開発する

システムにもその機能を取り入れた。 

 

＜初期ネットワークの構築＞ 

前節のマイニング結果から多数の BASが８種の診断に対して得られている。

これら BASの中には、類似した BASが多数存在する。例えば酸性基のないハロ

ゲン化物は、貧血と肝コレステロール代謝異常の双方の診断の原因となる。そ

こで、類似した BAS群は、それらの SMARTS構造記述，および maskとなる構造

や疎水性 logP, 分子量 MW の範囲を調整して統合した。これにより上層に現れ

るBASカテゴリーは58種となり、ネットワーク構造を単純化することができた。 

診断８種と endpoint２０種を毒性専門家の示唆に従い、ネットワークに組織

化した。なお、作成したネットは図３－４－１１に示すように基本の３層構造

から一部変更されている。この図で、全コレステロールの増加／減少と肝重量

の増加は複数の診断を親として有している。また、溶血性貧血 anemiaへの path

は、メトへモグロビン生成を経由する場合と経由しない場合の双方が存在する。

アニリンやオキシムは毒性作用機序 DBによると、メトへモグロビン生成を経由

して貧血が起こるとされているため、このような BASではメトへモグロビン生



 82 
 

成を経由するトポロジーとした。さらに、脾臓色素沈着 SPDは赤血球破壊の結

果であることが明白なために、赤血球減少 RBCの下位にノードを置いた。 

 

図３－４－１１ 初期ネットワークで特徴的なネットトポロジー 

さらに、毒性兆候表では陽に現れていない endpoint群で代表的なものを追加

すると共に、NITEで蓄積されたカテゴリーライブラリに現れているものについ

ては、それらの診断や endpointを含めて、ネットに取り入れた。 

 

＜BAS構造と endpoint間の特異的な相関とトポロジーへの反映＞ 

これまで仮定した単純な３層構造のトポロジーでは、化学構造の影響は直接

endpointには及ばない。すなわち、溶血性貧血が起こった場合は、それからリ

ンクされた赤血球減少やヘモグロビン減少は、endpoint群がそれぞれの確率で

発火するが、その際 BAS構造の影響は溶血性貧血の発生にのみ影響し、特定の

BASが特定の endpointを起こしやすいか否かという現象は考慮していない。こ

の仮定が実際に満たされるか否かを、各 BASについて調査した。 

例えば肝細胞毒性（liver）で発掘された BAS 20種について、肝重量増の生

起確率を調べたところ、これら化合物群全体での値は 0.68となり、肝細胞毒性

を起こす構造は肝重量増も起こしやすいことが分かる。315 化合物全体での値

も 0.60と同様である。しかし、下記に示すように溶血性貧血を対象とした BAS

群の一部でその値は以下のようになる。 

カルボン酸 BAS（c-C(=O)-[OH]）: 0.2 (1/4) 

スルフォン BAS（c-S(=O)(=O)-[N,O]）: 0.17（1/5）特にスルフォン酸

では 0.0  

一部のアルコール類 BAS(O-C2H4-OH): 0.0 (0/2) 

アルコールも酸に代謝される可能性を考えると、酸性の BASは肝重量増を起こ

す比率が低いと結論できる。 

このような構造特異的な endpointとの相関は、他に２種の endpointでも観

察された。肝細胞毒性を示す BASであっても肝細胞壊死 HpNの確率 0.11と低い

が、２重結合と共役する酸素原子が存在する化合物群ではほぼ半数で HpNが観
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測される。また、溶血性貧血 anemia を起こす BAS であっても、脾臓色素沈着

SPDの比率はほぼ 0.31であるが、アニリン，ニトロベンゼン，ジアゾ化合物で

はそれぞれ 0.82、0.67、0.5と非常に高い。ニトロベンゼンやジアゾ化合物も、

毒性作用機序 DBによるとアニリン代謝されて anemiaを引き起こすことを考え

れば、この構造特異的な SPDの発生は意味ある指摘と言えよう。そこでこれら

の知見を取り入れて、図３－４－１２に示すようにネットのトポロジーを変更

した。 

 

図３－４－１２ BASと endpoint間をリンクさせた net topology 

 

＜条件付確率表の値設定＞ 

このネットワークでの条件付確率表の設定を、BASから診断とそれ以外の部

分に分けて考える。１種の診断に対しその原因となる BASは多数存在する。た

とえば、肝細胞毒性 liverを起こす BASは 14種存在するが、liverの条件付確

率表を通常のように指定しようとすれば、214のセルのすべてに条件付確率を指

定せねばならない。このような組み合わせ爆発は計算面からも問題であるが、

BASで指定された構造のすべての組み合わせに対して、それが診断へ及ぼす影

響を評価することは不可能である。 

ToxBayでは BASが Trueの時に診断を Trueとする確率を設定し、複数 BASの

組み合わせに対しては NoisyOR関数を用いて診断の生起確率を与えることとし

た。次式にメトへモグロビン生成 MHPのノードを例として、NoisyOR関数によ

る定義を示す。 

 

MHP: NoisyOR (lP_PhNHR_sA, 0.3, lM_PhNN, 0.2, PhNO2_A, 0.3,  

PhOH_AeW, 0.75, oxime, 0.2, true, 0.9) 

 lP_PhNHR_sA=T, others=F: 0.73 (=1 - 0.3x0.9) 
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 oxime=T, others=F: 0.82 (=1 – 0.2x0.9) 

 lP_PhNHR_sA=T, oxime=T, others=F: 0.946 (=1- 0.2x0.3x0.9) 
 

ここで MHPは（ ）内に示した５個の BASノードを親として持つ。最後の true, 

0.9はすべての親ノードが Falseであっても、確率 0.1で漏れが起こり MHPが

Trueとなることを示す。また、下３行に示した条件では、それぞれに示した計

算式に従って、確率 0.73, 0.82, 0.946で MHPが Trueとなる。なお、例えば

PhNO2_Aでは 12化合物中 8化合物がこの毒性を示す。そこで PhNO2_Aが発火し

た場合の漏れの確率をおおよそ 0.3と設定している。なお、NITEカテゴリーか

ら追加した BASの場合には、漏れの確率をすべて 0.3としている。 

診断から endpointへのリンク（図３－４－１２で拡張したリンクを含む）で

は、親ノードの数が少なく組み合わせ爆発は起こらない。そこで毒性兆候表に

True/Falseが記載されている endpointに関しては、機械学習で一般的な EM

（expectation maximization）学習法を適用し、データから条件付確率表の値

を定めた。学習に用いたデータは 315化合物である。学習条件は、初期値=0.5, 

経験値=0.5から始めて、繰り返し回数が 20回以内、収束条件を確率値変化が

0.0001以下として行った。肝細胞壊死 HpNに対する学習後の条件付確率表を表

３－４－４に示す。HpNは親ノードが肝細胞障害 liverと共役酸素 conjOの２

種であるが、liverが Trueの時に HpNが Trueとなる確率が、conjOの値の

True/Falseにより 0.43/0.15と大きく変化しており、共役酸素の影響の大きい

ことが分かる。 

表３－４－４ 肝細胞壊死 HpNの条件付確率表 

conjO False True 

Liver False True False True 

False 0.96 0.85 0.69 0.57 

True 0.04 0.15 0.31 0.43 

Experience 201.9 94.1 13.1 7.9 

 

なお、このような学習を行えない確率表については、下記のようにその数値を

設定した。 

 メトへモグロビン生成 MHP  溶血性貧血 anemia: 0.95 

 Evidenceの与えられない endpoint: 0.5 

 NITE_category診断からの endpoint: 0.8 

 イソペンタン isoC5(kidney:0.8, 糖尿タンパク glob), 

kidneyglob:0.05 

ただし、これらの値は、親ノードが Trueの時の確率である。親ノードが False
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の場合には、endpointは 0.1または 0.2の確率で Trueとなるように設定して

いる。 

 

＜毒性予測システムとしての性能評価＞ 

作成したベイジアンネットが毒性予測システムとしてどの程度の性能を有す

るかを、ここでは議論する。HESS DB中のすべての化合物 500種を入力として、

毒性兆候表に定義された２３種の endpointを対象に確率推論を行った。図３－

４－１３には、赤血球減少（左側）とすべての endpoint（右側）について、予

測した事後確率の分布を示す。ここで上側のヒストグラムが毒性兆候表で非毒

とされた化合物群であり、下側が毒性化合物群である。グラフの棒の高さは化

合物数を示す。 

この図の上下を比べると、明らかに下側のヒストグラムは大きな確率値の領

域にまで分布しており、このベイジアンネットが毒性／非毒性化合物群に有意

な差をもたらしていることが分かる。しかし、リスク評価の立場から見た場合

は、上のグラフ右側で非毒化合物を毒性と予測する部分は許容できるが、下の

グラフ左端で毒性化合物を非毒と予測するケース（False negativeの部分）が

無視できなほどに存在することは許容しがたい。 

そこで p<0.2の部分を False negativeと考え、そこに現れる化合物群を１つ

ずつ子細に検討した。その結果 False negativeを与えた原因を次の６種に特定

することができた。図の中央下部に示した積み上げ棒グラフの面積は、これら

の要因の数を表示している。 
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図３－４－１３ 500化合物を対象とした事後確率値の分布 

 

False negativeの要因を列挙すると、下記のようになる。 

dose≥200:  dose≥200mg/Kgで毒となるので無視して良い 

add_link:  既存の BASから該当の診断へリンクを追加する必要が

ある 

else:  無機物等でシステムが評価対象としない化合物 

omitted: 同一化合物が DB中に存在する等 DBのメンテナンス上

の問題 

newBAS:  新規に BASを追加すべきである 

CPT_up: すでに BASが当該診断にリンクされているが CPT値が

低すぎる 

図から明らかなように、原因の過半は高 doseの化合物であるが、newBAS, 

CPT_up, add_linkも少なからず存在した。そこで、これらの原因を取り除くた

めに、以下の変更をシステムに対して加えた。 

1. 条件付確率表の値としてEM学習の結果をそのまま採用するのではなく、

0.1程度毒性確率を高くした値を使用する。 

2. 支持化合物数が少ないケースでも新規に BASを追加する。また、リン

クを結んでいない場合も、当該診断との間にリンクを付加する。 
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この作業により追加した BAS群と対象診断名を、次ページの図３－４－１４に

記す。この結果、本システムはすくなくとも HESS DBが扱う低分子量有機化合

物の範囲で、毒性予測システムとして実用的なレベルに達したと言える。なお、

追加した BAS群は１２種と比較的少なく、少数の化合物が多くの診断に毒性で

あることが分かる。統計学的には無意味な化合物数しかないが、化学構造面か

ら考察すれば BASとして意味ある構造と言える。 

 

 
 

図３－４－１４ 追加した BAS構造とリンク先の診断 

 

＜ToxBayシステムによる予測＞ 

前節までに作成したベイジアンネットを利用するための web applicationシ

ステム ToxBayを開発し、インターネット上で提供している。利用者インターフ

ェースの概要を次の図３－４－１５に示した。 
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図３－４－１５ ToxBayシステムの利用者インターフェース 

ここでは 2,5-dichloronitrobenzeneを毒性未知の化合物例として取り上げ、

ToxBayを利用してでどのような結果が得られるかを簡単に示す。なお、詳細な

利用法については本システムの HELPに詳しく記述されている。 

① 下記の URL（http://211.8.17.77/）を指定して ToxBayシステムに接続する。

なお、ブラウザは Internet explorerに限定されている。接続すると図３－

４－１６に示す画面が現れる。ここで、左上ペインは化学物質の入力に、左

下ペインは各種 evidenceの入力、設定に使用される。右上ペインにはネッ

ト構造が大きく表示される。 

http://211.8.17.77/
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図３－４－１６ ToxBayシステムの初期画面 

② 例題の2,5-dichloronitrobenzeneの構造をSMILES式で左上ペインに入力し、

[Estimate]ボタンをクリックして logP, 分子量を推算する。左下ペインを

下へスクロールすると BASカテゴリーが設定されていることが分かる。 

 

 

 

 

③ [goBN]ボタンをクリックして確率推論を実行する。右上ペインのネットが図

３－４－１７のような表示に変化する。ここで赤色がヒットした BASカテゴ

リーや診断、endpoint を示す。この例ではメトへモグロビンを経由した溶

血性貧血がもっとも起こり易いと予想され、次いで肝臓関係の３種の診断を

経由して肝重量増が起こり易いこと、また精巣や前胃にも若干の危険性が予

測されることが分かる。 

PhNO2_A  MHP  anemia  HGB, RBC, HTC  SPD 

mP_halogen, mP_PhNO2  testis, LEI, liver, LCM 

N+

O–

O
Cl

Cl

Cl-c1ccc(-Cl)cc1-[N+](=O)-[O-] 
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図３－４－１７ 2,5-dichloronitrobenzeneの実行結果 

なお、ノード名は略号化されているが、マウスをノード上で移動させると、

ノード名の解説が 30秒程度表示される。 

 

＜ToxBayシステムにおけるリンクの色付け＞ 

すでに毒性実験の結果が部分的にでも得られている場合は、ToxBayシステム

を実験結果評価のために用いることができる。Evidenceが与えられたノードは

太線で囲まれて表示されるが、endpointの観察結果がある場合にはネット上で

上層と下層に evidenceが与えられることになり、先に述べた矛盾解析の方法が

適用可能となる。ToxBayシステムでは local conflictを定義してリンクに色

付けをして矛盾を分かりやすく表示している。 

下の図を見てみよう。いずれの例も左端の halogen, EGEAの BASと右端の赤

血球減少 RBCが evidenceとして与えられている。ここで(1)は halogenが存在

するために貧血が起こり、その結果RBCが減少するもっともらしいpathである。

反対に(2)ではhalogenがあるのにRBCは減少せず矛盾が起こっている例である。

このような場合に(1)のリンクを青で、(2)のリンクを赤で表示すると、evidence

間に整合性があるか否かを一目で判別でき分かりやすい。 

 

図３－４－１８ local conflict表示の考え方 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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それでは(3)のように EGEAが存在しないが、halogenが存在するために RBC

が起こっている場合はどのように表示すべきであろうか。また、(4)のように

halogenが存在せず、従って貧血も起こっていないという場合は、どうであろ

う。このように「原因が存在しないから、結果も起こらない」という pathは、

数学的にはもっともらしい pathであっても、利用者には興味のないことである

と考え、図に示したように黒色のままで色付けせずに表示することとした。 

このような local conflictは link両端の nodeを up, downとし、それら node

の状態 True/Falseの事後確率 pから、下記の式を使えば計算できる。 

 localTT = p_up(T) * p_down(T) 

 localTF = p_up(F) * p_down(T) + p_up(T) * p_down(F) 

 color = localTT/(localTT+localTF)    （大: 青色，小: 赤色） 

この式で localTTがもっともらしさの度合いを、反対に localTFが矛盾の度合

いを表しており、それらの合計中での localTTの割合が高ければ青色に、低け

れば赤色に表示すればよい。この定義では、localFFに相当する部分を無視す

ることにより、上図での(4)の場合に対応している。また、上図で(3)の EGEA

のように p[T]=0の nodeについては localConflictを定義せず、黒色のままと

する。なお、Evidenceに制約されないリンクは矛盾の起きるはずがないため色

付けの対象外である。さらに、確率伝搬の干渉のみで制約される場合も、利用

者の理解が困難となるために制約されないリンクとして扱う。 

 

＜検査結果を用いた ToxBayの利用＞ 

先に示した 2,5-dichloronitrobenzeneの例で、解剖前に血液検査結果を利用

できて、赤血球減少 RBCとヘモグロビン減少 HGBが判明していたとしよう。

ToxBayで[Esimate]ボタンをクリックした後で、RBCと HGBの evidenceを True

に設定して[goBN]ボタンをクリックすると、図３－４－１９のようなネットが

表示される。 
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図３－４－１９ 2,5-dichloronitrobenzeneで RBC, HGBに True evidenceを

与えた結果 

この図を見ると、貧血 anemiaが真赤に表示されており、先に示した図以上に

貧血の発生が強く示唆されている。さらに脾臓色素沈着 SPDも濃いピンクで示

されているため、解剖時にはこの点に注意すべきであることが分かる。また、

メトへモグロビン生成 MHPも同様に濃いピンクとなっており、その検査をすれ

ば検出できる可能性が高い。 

次に 2,5-Dichloronitrobenzeneの類似化合物を HESS DBから探してみると、

Study_No: 250に 1,2-Dichloro-3-nitrobenzeneを見出すことができる。 

 

 

 

 

1,2-Dichloro-3-nitrobenzene   2,5-Dichloronitrobenzene 

 

毒性兆候表で与えられたこの化合物の endpoint値をすべて指定して、推論を実

行すると下図に示す結果が得られる。 

N+

O–

O
Cl

Cl

N+

O–

O
ClCl
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図３－４－２０ 1,2-dichloro-3-nitrobenzeneですべての evidenceを与えた結

果 

 

この物質は総コレステロール上昇 ChoIを起こしているが、原因となる肝コレス

テロール代謝異常 LCMと副腎障害 adrenoからのリンクは、前者が青で後者が赤

のため、この原因は LCMであろうと推定される。同様に肝重量増 LWIの原因も

肝酵素誘導 LEI, 肝コレステロール代謝異常 LCMのいずれかが原因となってい

る可能性が高い。さらにこの物質は酸性基を持たないハロゲン化物 halogen_A

とニトロベンゼン PhNO2_Aの BASと合致するため、メトへモグロビン生成 MHP

をともなう溶血性貧血 anemiaの可能性が非常に高く現れている。実際、ヘモグ

ロビン減少 HGBと脾臓色素沈着 SPDの endpointについては毒性が観測されてい

る。しかし、赤血球減少 RBCについては観測されていない。そのために anemia 

 RBC  SPDの２つのリンクが赤く表示され矛盾となっている。ここで RBC

の evidenceを削除して再度推論すると、RBC = Trueとなる確率は 0.88と非常

に高い値を示し、実際には赤血球減少も起こっているのではないかという疑い

を抱かせる。 

HESS DBに所載されている RBC, HGB 値の定量的なデータを調査したところ、

dose変化にともなって次の図３－４－２１に示す変化を確認することができ

た。ここで HGBの減少は 6%であるため毒性と判定されているが、RGBの減少は

3%で非毒と判定されている。 
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図３－４－２１ 1,2-dichloro-3-nitrobenzeneの dose変化に伴う RBC, HGB

値の変化 

 

このグラフからは、「赤血球減少が起こっている」と見て、間違いではないとい

うことができる。このように、ToxBayが実験結果を解釈する際にも有効に働く

システムであることを実証できた。 

 なお、ToxBayシステムの HELPサイトには、HESS DB所載の全化合物について

の毒性兆候表の Excelファイルが置かれている。この中には、各 endpointの

True/Falseデータが存在しているが、さらにそれらの値を ToxBayシステムで

自動的に入力するためのリンクも用意されている。従って、利用者はこの excel

ファイルを利用すれば、容易にここで行ったような観測結果の考察を行うこと

ができる。 

 

まとめ 

本研究項目では、反復投与毒性に関連する基本活性構造を BASiC知識ベース

に収載した。ついで、ベイジアンネットにもとづく ToxBayシステムを構築し、

毒性未知物質の毒性予測を可能とした。さらに、ToxBayは実験結果の解釈にお

いても有効なシステムであることを確認できた。これらの知識ベースや評価シ

ステム、検索システムはすべてインターネット上で公開されており、自由に利

用することができる。また、HESS システムからのリンクも可能となっている。

最後に本研究項目の成果を利用するために利用できる Webサイトを以下にまと

めておく。 

 

 ToxBay 

 システム  http://211.8.17.77/  Internet Explorer限定 

 ドキュメント http://www.dm-lab.ws/ToxBay/  

 ToxBayユーザーズガイド 

http://211.8.17.77/
http://211.8.17.77/
http://211.8.17.77/
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 Sample Compounds from HESS DB リンク付の Excelファイル 

 ネット定義の内容 

 BASiC  

 http://www.dm-lab.ws/BASiC/index.php  
 BAS Search 

 http://211.8.17.77/cgi-bin/bas_search.py 
  

http://211.8.17.77/cgi-bin/bas_search.py
http://211.8.17.77/cgi-bin/bas_search.py
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研究開発項目③－２：カテゴリー・アプローチ支援機能の開発 

（１）開発の背景 

化学物質管理分野において未試験の化学物質の有害性を推定する手段とし

て国際的に推奨されている手法がカテゴリーアプローチである。図３－５－

１にカテゴリーのイメージ図を示す。カテゴリーとは、化学構造が類似する

物質のグループのうち、化学構造上の特徴に対し毒性が規則的なパターンを

示す物質のグループ（カテゴリーA）又は毒性が類似する物質のグループ(カ

テゴリーB)である（OECD, 2007）。カテゴリーに属する未試験物質の試験デー

タは、カテゴリー内の他の類似物質の試験データを用いて、Trend analysis

（傾向分析）や Read across（類推）により推定することができる（データギ

ャップ補完）。化学構造を入力すると自動的に予測結果が出力される構造活性

相関ソフトウェア等と異なり、カテゴリーアプローチによる評価は、評価者

がケースバイケースで行うため、数理モデルでは表現できない評価者の知見

を評価に反映させることができる。また、評価に用いた判断材料が明示され

るため透明性の高い評価が可能である。カテゴリーアプローチでは、評価に

用いるカテゴリーの信頼性を示すために、その科学的根拠を示すことが重要

とされている。例えば、単に化学構造が類似しているグループというだけで

はなく、カテゴリー内の物質の毒性発現のメカニズム（作用機序）が類似す

ることを示す根拠等が必要となる。そこで、このような情報を効率良く評価

者に提供する評価支援システムが必要となる。 

 

 

図３－５－１．カテゴリーのイメージ図 

 

近年、カテゴリーアプローチの利用を推進するための国際的な取組みが活

発化しており、OECD では、カテゴリーアプローチによる評価を支援するシス

テムである OECD (Q)SAR Toolbox (OECD. 2009)を開発・運用すると共に、カ

テゴリーアプローチによる評価手法の信頼性確保や適用範囲拡大へ向けた国

カテゴリー
Ａ カテゴリー

Ｂ

信頼性のあるカテゴリーであることを
示すためには、その科学的根拠を示
すことが必要。

毒
性

化学構造上の特徴

試験済み

物質群

Trend analysis
（傾向分析）

Read-
across
（類推）
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際的な取組みを推進している。OECD (Q)SAR Toolbox は、カテゴリーアプロー

チの評価手法や、これに必要となる各種試験データや毒性発現のメカニズム

に関する既知見を国際的に共有化するために開発された評価支援システムで

あり、2008 年 3 月に ver.1 が一般公開された。OECD (Q)SAR Toolbox は、蛋

白結合や DNA 結合などの反応様式に基づき、毒性発現の原因となる部分構造

を認識する機能（プロファイラー）と、各種エンドポイントの実測試験デー

タを含むデータベースを備えている。ユーザーは、プロファイラーにより毒

性発現の原因となる共通の部分構造を有する物質群（カテゴリーの候補）を

効率よく認識できると共に、それらの物質群の実測試験データの傾向を解析

することにより、カテゴリーを構築しデータギャップ補完を行うことができ

る。 

これまで、カテゴリーアプローチの手法が確立されているのは、魚類急性

毒性や変異原性試験など構造と毒性の関係を把握し易い一部のエンドポイン

トに限られおり、反復投与毒性など毒性発現のメカニズムが複雑で構造と毒

性の関係を把握し難いエンドポイントに対しては実用的な評価手法は確立さ

れていなかった。近年の OECD における QSAR 関連活動では、このようなエン

ドポイントに対するカテゴリーアプローチの適用範囲の拡大を最重要課題と

している。特に、反復投与毒性試験は、我が国の化学物質審査規制法（化審

法）や欧州の化学品規制(REACH)等において最も重要な評価項目の一つであり、

早急な手法開発が望まれている。 

反復投与毒性試験は、全身の状態が反映された多くの観測所見から最終的

な毒性値として NO(A)EL や LO(A)EL が求められる。従って、同じ毒性値であ

っても認められた所見の違いにより、その毒性学的意味合いは大きく異なり、

カテゴリーアプローチにおいて発現毒性の類似性を評価するためには、認め

られた所見に対する毒性学的意味合いを的確に把握する必要がある。そこで

本研究開発項目では、本プロジェクトの毒性・病理専門家の知見を活用し、

反復投与毒性試験で認められた所見を、カテゴリーアプローチおける発現毒

性の類似性を示すための根拠として活用することを試みた。また、反復投与

毒性の複雑な毒性発現メカニズムについて、物質間での類似性を示す根拠と

して、研究開発項目①及び②で、網羅的に収集され体系的に整理された毒性

メカニズム情報及び代謝情報を活用することにより、信頼性の高いカテゴリ

ーの構築を試みた。 

なお、近年 OECD では、こうした毒性発現のメカニズムが複雑なエンドポイ

ントについて、Adverse Outcome Pathway (AOP)に基づいてカテゴリー化を行

う手法開発の検討を開始した(OECD. 2011)。AOP とは、毒性発現の原因となる

分子レベルのメカニズム（Molecular Initiating Event）から、細胞レベル、

生体レベルのメカニズムを経て、最終的な毒性発現に至るまでの経路を示し

たものである。AOP に基づくカテゴリーアプローチとは、AOP を明確にした上
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で、こうした様々な階層で得られているエビデンスを手掛かりに、カテゴリ

ー化を行っていく手法である。本プロジェクトによる反復投与毒性のカテゴ

リーアプローチ手法開発は、OECD による AOP に基づくカテゴリーアプローチ

の手法開発の先駆けとなったものである。 

本研究開発項目では、研究開発項目①でデータベース化された約 500 物質

の反復投与毒性試験データを基に上記の方針に基づいたカテゴリー化を試み、

その結果、33種類のカテゴリーを定義した。定義した 33種類のカテゴリーは、

カテゴリーの根拠となる関連情報をまとめ、カテゴリーライブラリーとして

有害性評価支援システム統合プラットフォーム（HESS）に搭載した。カテゴ

リーライブラリーに搭載されたカテゴリーを基に、ユーザーは評価対象物質

が属するカテゴリーを効率良く見出すことができる。また、OECD (Q)SAR 

Toolbox の機能をベースに、反復投与毒性に特化したカテゴリーアプローチの

支援機能を開発した。開発した機能により、ユーザーは反復投与毒性の多様

な所見を効率よく解析し、カテゴリー作成やデータギャップ補完に利用する

ことができる。以下の（２）節でカテゴリーライブラリーの開発について、（３）

節でカテゴリーアプローチ支援機能の開発について述べる。 

 

（２）カテゴリーライブラリーの開発 

反復投与毒性試験のアウトプットは、各検査で毒性学的影響が認められた

所見であり、これらの所見を毒性学の専門家が総合判断することにより、診

断結果（毒性の内容）を導き出す。すなわち、AOP に基づいて反復投与毒性を

推定するためのカテゴリーを作成するためには、化学構造上のどのような特

徴が原因で（分子レベルのメカニズム）、細胞レベル～生体レベルのどのよう

なメカニズムを経て毒性を誘発し、その結果、反復投与毒性試験でどのよう

な所見が観測されるのかを示す必要がある。 

本研究開発では、反復投与毒性における各影響に対する AOP を図３－５－２

のように定義し、共通の AOPが想定できる物質群をカテゴリーとして捉える方

針とした。この方針に基づき研究開発項目①でデータベース化した 500 物質の

反復投与毒性試験データを解析しカテゴリーの作成を行った。 

 

 
図３－５－２ 反復投与毒性のＡＯＰ 

 

カテゴリー作成の手順は以下のように行った。 

① AOP の構築 

分子レベルの毒
性メカニズム（化

学構造上の特徴）

反復投与毒性
の所見の組合せ

細胞レベル
～生体レベル

の毒性メカニズム
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特定の毒性傾向が知られている物質群（Class Effect）に対し AOP

を構築する。 

② 反復投与毒性試験データの確認 

化学構造上の特徴から構築した AOP による毒性発現が想定できる物

質群に対し、反復投与毒性試験データを確認することにより、対象

とする毒性の発現強度の構造依存性を確認する。 

③ カテゴリーの構造領域の定義 

②において強く毒性が発現することが確認された物質の構造領域を

カテゴリーの構造領域として定義する。 

以下に各手順の詳細について具体例を用いて説明する。 

 

＜手順①：AOP の構築＞ 

カテゴリー化の根拠とするため、特定の物質群に対し特定の毒性傾向が知

られている物質（Class Effect）について、これに関連する毒性メカニズム

情報（文献情報）と反復投与毒性の所見（毒性・病理専門家の知見）を基に

AOP を構築する。 

例えばアニリン類は溶血性貧血を誘発することが種々の文献情報としてあ

る。これらの文献情報を基にアニリン類の溶血性貧血に対して作成した AOP

を図３－５－３に示す。アニリン類は肝臓で N-水酸化され、血球中でヘモグ

ロビンと反応し、メトヘモグロビンを生成するとともに、活性酸素種（ROS）

を生成し、生成した活性酸素種（ROS）が赤血球の脂質膜を過酸化する。脂質

膜が過酸化した赤血球は、脾臓で貪食されることにより溶血を引き起こすと

考えられている（Kiese, 1966; Sabbioni, 1992; Bradshaw et al., 1995; 

McMillan et al., 2005; Pauluhn, 2004）。 

そして、ラットの反復投与毒性試験で溶血性貧血を示す物質は、一般に、

血液学検査において、赤血球数の低下（RBC↓）、ヘモグロビン数の低下（HGB

↓）、ヘマトクリット値の低下（HTC↓）、網状血球数の増加（Reticulo↑）、

メトヘモグロビンの増加（Met-Hb↑）が、血液生化学検査においては、総ビ

リルビン数の上昇（T-bil↑）が、病理組織学検査においては脾臓等でヘモジ

デリン色素の沈着が認められる。また、代償作用として髄外造血の亢進が脾

臓等で認められる。 
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図３－５－３ アニリン類の溶血性貧血に対するＡＯＰ 

 

＜手順 2：反復投与毒性試験データの確認＞ 

カテゴリーアプローチによるデータギャップ補完（Read-across）を行うた

めには、同一の AOP により同程度の強度で毒性が発現することが想定できる

物質群をカテゴリーとして定義する必要がある。そこで、手順 2 としては、

手順 1 で想定した AOP の毒性が、どのような構造的特徴を有する類似物質で

引き起こされるのか、反復投与毒性試験データを調べ、その毒性強度の構造

依存性（官能基、脂溶性等）を確認する。 

表３－５－１に、研究開発項目①で開発した試験報告書データベースの中

に含まれる 29種類の単環のアニリン類の反復投与毒性試験において認められ

たメトヘモグロビン血症及び溶血性貧血に関連する所見をまとめた。 

この表から、物質 No1から No19のような水酸基やスルホン酸基を持たないア

ニリン類では溶血性貧血に関する所見がそれぞれの LOELに対し低用量で認め

られる傾向にあることがわかる。一方、物質 No20以降の水酸基やスルホン酸基

を持つアニリン類では、溶血性貧血に関する所見が低用量で認められる傾向に

ない。この傾向は、水酸基やスルホン酸基を持つアニリン類は、水溶性が高く、

バイオアベイアビリティが低いため、図３－５－３に示したアニリン類の N-水

酸化の反応が起こりにくいことで説明できる。従って、物質 No1から No19をカ

テゴリー該当物質（カテゴリーメンバー）と認識することができる。 

なお、反復投与毒性の発現毒性が類似したとしても、必ずしも同じメカニズ

ムにより毒性が発現したとはいえない場合もある。このような場合、各類似物

質で認められた毒性が対象とする AOPによるものであることを示す根拠として、

毒性メカニズム情報や代謝情報を用いることができる。例えば、この例の場合、

in vitro試験においてN-水酸化体の生成やメトヘモグロビンの生成が確認され

ていれば、それを根拠とすることができる。どのような毒性メカニズム情報が

根拠として用いることができるのかを示すことも AOPの役割である。 

分子→細胞→生体レベルの毒性作用機序
（文献情報を基に構築）

関連する
反復投与毒性所見

（毒性・病理専門家の
知見を基に構築）

RBC↓, HGB↓
HTC↓, 
Reticulo↑
Met-Hb↑, T-bil↑
脾-ヘモジデリン
沈着
髄外造血亢進（代
償作用） 等

溶
血(

脾
臓
で
の
貪
食
）

NHOH

Hb
Met 
-Hb

肝

NH2 N=O

ROS

ROSによる
赤血球脂質
膜過酸化
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表３－５－１ 単環アニリン類の反復投与毒性試験で認められた溶血性貧血

に関する所見 

 

 

  

化学構造
反復投与毒性試験で認められた

溶血性貧血に関する所見

1

Hgb↓:250♂, RBC↓: 250♂, Ret↑: 250♂
Bil↑: >100♂
脾臓-絶対重量↑: 250♂, 相対重量↑: 250♂
脾臓-髄外造血亢進: 250♂,　鬱血: 250♂, ヘモジデリン沈着: 250♂

2

RBC↓: >60♀, 300♂, Hgb↓: >60♀♂, Hct↓: >60♀, 300♂,
Ret↑: 300♀♂, Met-Hb↑: >60♀, 300♂
T-Bil↑: 300♀♂
脾臓-絶対重量↑: 300♂, 相対重量↑: 300♂
脾臓-ヘモジデリン沈着 >12♀, 髄外造血亢進: 300♀♂, 鬱血: 300♂
肝臓-髄外造血亢進: 300♀♂, ヘモジデリン沈着: 300♀♂

3
Hgb↓: >10♂, 50♀
Bil↑: >2♂, 50♀

4
Hgb↓: 250♂, RBC↓: 250♂, Ret↑: 250♂, Met-HGB↑: 250♂
脾臓-絶対重量↑: 250♂, 相対重量↑: 250♂
髄外造血亢進: 250♂, ヘモジデリン沈着:250♂

5 RBC↓: 310♂, Hgb↓: >160♂♀, Hct↓: 310♂♀

6

RBC↓: 250♂♀, Hgb↓: 250♂♀, Hct↓: 250♂♀
脾臓-絶対重量↑: 250♂, 相対重量↑: 250♂
脾臓-鬱血: 250♂♀, 色素沈着: 250♂♀
肝臓-色素沈着: 250♂♀, 髄外造血亢進: 250♂♀

7

RBC↓: >60♀, 360♂, Hgb↓: >60♀♂ , Hct↓: 60♂, 360♀,
Ret↑: >60♀♂, Met-Hgb↑: 360♀♂
Bil↑: 360♀♂
脾臓-絶対重量↑: 60♂, 相対重量↑: 360♂
脾臓-髄外造血亢進: 60♂,　ヘモジデリン沈着: 60♂
肝臓-ヘモジデリン沈着: >60♀♂
肝臓-髄外造血亢進: 360♀♂

NH2

NH2

H2N

NH2

H2N

NH2

NH2

化学構造
反復投与毒性試験で認められた

溶血性貧血に関する所見

8

RBC↓: 60♂, Hgb↓: 60♂, Hct↓: 60♂, Ret↑: 60♂,
Met-Hgb↑: >20♂
Bil↑: 60♂
脾臓-絶対重量↑: 60♂
脾臓-鬱血: >20♂, 色素沈着: >20♂, 髄外造血亢進: >20♂
肝臓-色素沈着: 60♂

9

RBC↓: >20♀･>80♂, Hgb↓: >20♀･>40♂, Hct↓: >80♂♀,
Ret↑: >20♀･>40♂, Met-Hgb↑: >10♂♀
脾臓-絶対重量↑: 40♂♀, 相対重量↑: 40♂♀
脾臓-色素沈着: >80♀･160♂
肝臓-ヘモジデリン色素沈着: 160♂♀

10

Hct↓: >10♀･>20♂, RBC↓: >10♀･>20♂, Hgb↓: >10♂♀,
Ret↑: >10♂♀, Met-Hgb↑: >10♂♀
脾臓-絶対重量↑: 20♂♀, 相対重量↑: 20♀・40♂
鬱血: >10♂･>20♀, ヘモジデリン色素沈着: >10♂♀

11

Hct↓: >5♂♀, Hgb↓: >5♂♀, RBC↓: >5♂♀, Met-Hgb↑: >5♂♀
脾臓-絶対重量↑: 20♂・5♀
脾臓-髄外造血亢進: >5♂, >10♀, 鬱血: >5♂♀
肝臓-色素沈着: >10♀, >20♂, 髄外造血亢進: >10♂, >40♀

12

RBC↓: >60♂, Hgb↓: >60♂, Hct↓: >60♂, Ret↑: 300♂
Bil↑: >60♂
脾臓-絶対重量↑: 300♂, 相対重量↑: 300♂
脾臓-鬱血: >60♂, 髄外造血亢進: >2.4♂, 色素沈着: >12♂
肝臓-髄外造血亢進: 300♂, 色素沈着: 300♂

13
Hgb↓: >40♂♀, Hct↓: >40♂♀, RBC↓: >40♂♀
脾臓-絶対重量: 40♂♀, 相対重量: 40♂♀
脾臓-色素沈着: 40♂♀, 色素沈着↑: >40♂♀, 鬱血: >40♂♀

14

Hgb↓: >5♀, >25♂, Hct↓: >25♂♀, RBC↓: >25♂♀,
Ret↑: >25♂♀
脾臓-絶対重量↑: 125♂♀, 相対重量↑: 125♂♀
脾臓-鬱血: >5♂, >25♀, 色素沈着: >25♂, 髄外造血亢進: >25♂♀
肝臓-色素沈着: >25♂♀, 髄外造血亢進: >25♀, 125♂

H2N

Cl

NH2

NH2

Cl

Cl

H2N

HCl

OH2N

O

H2N

N
H

化学構造
反復投与毒性試験で認められた

溶血性貧血に関する所見

15

RBC↓: >5♂♀, Hgb↓: >5♀, >25♂, Hct↓: >5♀, >25♂,
Met-Hgb↑: >25♂♀, Ret↑: >25♂♀
脾臓-絶対重量↑: 5♂・25♀, 相対重量↑: 5♂・25♀
脾臓-ヘモジデリン沈着、髄外造血亢進: >5♀, >25♂, 鬱血: >25♂♀
肝臓-ヘモジデリン沈着: >25♀, 125♂, 髄外造血亢進: 125♂♀

16
脾臓-髄外造血亢進: >31♂♀, ヘモジデリン沈着: >31♂♀
肝臓-色素沈着: >62♂♀

17

Hgb↓: >15♂♀, Hct↓: >15♂♀, RBC↓: >15♂♀, Ret↑: >50♂♀
脾臓-絶対重量: 50♂♀, 相対重量: 15♂・50♀
脾臓-ヘモジデリン沈着: >15, 髄外造血亢進: >15, 鬱血: >15
肝臓-ヘモジデリン沈着 : 170, 髄外造血亢進: 170

18

Hgb↓: 300♀♂, Hct↓: >100♀, 300♂, RBC↓: 300♀♂,
Ret↑: 300♀♂
脾臓-絶対重量↑: 300♂, 相対重量↑: 300♂♀
脾臓-色素沈着: 300♀♂, 髄外造血亢進: 300♀♂
肝臓-色素沈着: 300♀, 髄外造血亢進: 300♀

19 Hct↓: >60♂, Ret↑: 300♂

20

Hgb↓: 720♀, RBC↓: 720♀, Ret↑: 720♀
Bil↑: 720♀♂
脾臓-絶対重量↑: 720♀, 相対重量↑: 720♀
脾臓-ヘモジデリン沈着: 720♂♀
肝臓-ヘモジデリン沈着: 720♀♂

21
Hgb↓: 500♀, Hct↓: 500♀, RBC↓: 500♀♂, Ret↑: 500♀
脾臓-相対重量↑: 500♀
脾臓-髄外造血亢進: 500♀♂, ヘモジデリン沈着: 500♀

N
H

N

NH2N
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H2N

化学構造
反復投与毒性試験で認められた

溶血性貧血に関する所見

22
RBC↓: 250♂, Hgb↓: 250♂, Hct↓: 250♂, Ret↑: 250♂,
脾臓-絶対重量↑: 250♂, 相対重量↑: 250♂
脾臓-髄外造血亢進: 250♂, ヘモジデリン沈着: 250♂

23
脾臓-髄外造血亢進: >12♀, >100♂
肝臓-色素沈着: >100♂

24 -

25 -

26 -

27 -

28 -

29 -
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＜手順 3：カテゴリーの構造領域の定義＞ 

どのような構造的特徴を持つ物質が対象とするカテゴリーに該当するのかを

定義するため、カテゴリーの構造領域を定義する。カテゴリー領域の構造領域

は、毒性発現の原因となる部分構造を基幹とし、反復投与毒性試験データでの

確認において、カテゴリー該当物質として認識された物質が有する部分構造か

ら構成される物質として定義した。但し、カテゴリー該当物質の反復投与毒性

試験データが少ない場合は、単回投与毒性試験や in vitro試験の結果等も参考

とし構造領域を定義した。 

表３－５－１の場合、No1から No19の物質群の化学構造上の特徴から、アニ

リン溶血性貧血のカテゴリーの構造領域は、単環アニリンの構造を基幹とし、

水酸基や酸を置換基として含まず、アルキル、ハロゲン、アルコキシのような

置換基を許容する領域として定義することができる。この構造領域をカテゴリ

ー領域として定義したアニリンの溶血性貧血カテゴリーの領域を図３－５－

５に示す。 

 

R1, R2 = H, methyl or ethyl. R3～R7 = H, alkyl, halo, alkoxy, NO2, NH2. 

図３－５－５ アニリン溶血性貧血カテゴリー領域の定義 

 

なお、ここで定義するカテゴリーの構造領域は、評価者に類似物質の候補を

提供するためものであり、データギャップ補完に用いる類似物質を確定するた

めの、より詳細なカテゴリー作成は評価者自身がデータベースの情報を用いて

行うことを想定している。 

 

＜作成したカテゴリー＞ 

アニリン類の溶血性貧血に対するカテゴリーの作成例を述べたが、これを

含め、反復投与毒性試験データの解析結果を基に、表３－５－２に示すよう

な合計 33 種類のカテゴリーを作成し、カテゴリーライブラリーとしてシステ

ム内に登録した。なお、解析に用いた 500 物質中、約 160 物質が、上記 33カ

テゴリーのうちのいずれかのカテゴリーに該当している。 

表中に示した各影響の LOEL は、カテゴリーが対象とする影響に対する LOEL

のカテゴリーメンバーの平均である。これらの値は、各カテゴリーの毒性の

強さの指標とみなすことができ、また、カテゴリーに該当する未試験物質を

Read-across によりデータギャップ補完を行う際には、各影響に対する LOEL
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の推定値として利用することができる。例えば、Azobenzenes (Hemolytic 

anemia with methemoglobinanemia) や Imidazole-2-thione derivatives 

(Thyrotoxicity) カテゴリーの LOEL は大変低く、これらのカテゴリーメンバ

ーの類似の未試験物質は、反復投与毒性試験において低用量で該当する毒性

が発現することが予測できる。 

 

表３－５－２ 作成したカテゴリー 

 

カテゴリー (影響) 物質数
各影響のLOEL

(mg/kg/day)
信頼性ランク

Azobenzenes (溶血性貧血) 2 0.6±5.7 B

Imidazole-2-thione derivatives (甲状腺毒性) 2 5.5±5.8 B

Diphenyl disulfides (溶血性貧血) 1 30 B

Hydrazines (溶血性貧血) 2 20±127 B

Acrylamides (神経毒性) 2 21±111 B

Oximes (溶血性貧血) 3 23±7 B

Aliphatic nitriles  (肝毒性) 4 33±46 B

Nitrobenzenes (溶血性貧血) 12 54±82 Ａ

Hydroquinones (肝毒性) 2 55±64 B

p-Aminophenols (腎毒性) 2 63±476 B

Phenyl Phosphates (副腎脂質代謝障害) 4 70±34 C

Anilines (溶血性貧血) 18 72±40 A

4,4'-Methylenedianilines/Benzidines (胆管毒性) 5 75±156 B

Aliphatic/Alicyclic hydrocarbons (α 2u-グロブリン腎症) 6 76±100 C

Aromatic Hydrocarbons (肝毒性) 9 83±51 C

 N-Aｌkyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine (溶血性貧血) 2 100 B

Halobenzenes (腎毒性) 9 101±79 A

Nitrobenzenes (肝毒性) 12 108±96 C

Ethyleneglycol Alkylethers (溶血性貧血) 5 110±192 A

Organophosphates (神経毒性) 7 116±98 A

Anilines (肝毒性) 18 146±70 C

Aliphatic amines (粘膜刺激) 6 148±202 C

Halobenzenes (肝毒性) 9 151±129 A

Benzene or Naphthalene sulfonic acid (Less susceptible) 13 223±355 C

Ethyleneglycol Alkylethers (精巣毒性) 2 231±2077 B

Nitrobenzenes (精巣毒性) 4 237±278 C

p-Alkylphenols (肝毒性) 7 250±381 A

o-/p-Aminophenols (溶血性貧血) 3 254±606 B

Benzain sulfonamide (尿路障害) 2 310±2414 B

Nitrophenols/Haｌophenols  (ミトコンドリア機能障害) 13 314±218 C

Phenols (粘膜刺激性) 25 405±231 C

Halogenated Aliphatic Compounds (肝毒性) 17 533±756 C

Phthalate esters (精巣毒性) 3 886±1466 C
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この表において、他の毒性の種類と比較し、溶血性貧血と肝臓毒性（各９

カテゴリー）カテゴリーが多いのは、これらの毒性に対するメカニズム情報

が多く入手できたからである。また、アニリン類やニトロベンゼン類など、

溶血性貧血に関する所見が反復投与毒性試験の最も低用量で認められる傾向

にあるカテゴリーが多かった。このようなカテゴリーの場合、溶血性貧血に

対する LOEL の推定値を全身の LOEL の推定値としてみなすことができる。 

なお、表に示す信頼性ランクは 2 つの観点から定義した。一つ目の観点は、

分子レベルを含む毒性発現のメカニズムが知られているかどうかである。も

う一つの観点は、多くの物質に対し反復投与毒性試験が実施されおり、カテ

ゴリー領域が明確になっているかである。 

信頼性ランク A は、分子レベルを含む毒性発現のメカニズムが知られてお

り、かつ、反復投与毒性試験結果により構造領域が明確にできたカテゴリー

として定義した。信頼性ランク A のカテゴリーは、科学的な根拠をもって信

頼性の高いデータギャップ補完ができる可能性が高い。 

信頼性ランク B は、分子レベルを含む毒性発現のメカニズムが知られてい

るが、反復投与毒性試験結果が少なくカテゴリーの構造領域が明確にできな

かったカテゴリーとして定義した。例えば、ジフェニルジスルフィド類の溶

血性貧血カテゴリーはカテゴリーメンバーが１物質であり、反復投与毒性試

験において、溶血性貧血が強く発現するジフェニルジスルフィド類の構造領

域は明確でない。しかしながら、単回投与試験や in vitro 試験などにおいて

ジフェニルジスルフィド類の溶血の強度に対する置換基依存性示す結果が得

られており、これらの情報を活用することにより、特定のジフェニルジスル

フィド類に対し、反復投与毒性の溶血性貧血に対するデータギャップ補完を

行うことができるものと思われる。 

信頼性ランク C のカテゴリーは、毒性発現のメカニズムは明確でないが、

反復投与毒性試験において特定の毒性が発現する傾向があることが確認でき

た物質群として定義した。これらのカテゴリーについては、経験的にデータ

ギャップ補完を行うことができる。このようなカテゴリーでは、将来的に毒

性発現のメカニズム情報が得られることにより、その信頼性を向上させるこ

とができる可能性がある。 

 

＜HESS に登録した情報＞ 

有害性評価支援システム統合プラットフォームに搭載されているカテゴリ

ーライブラリーでは、各カテゴリーについて、①カテゴリーの構造領域（図

３－５－５）、②カテゴリーの根拠を記述したカテゴリーレポート（図３－５

－６）、③カテゴリーに関連する反復投与毒性の所見のセット（図３－５－７）、

が搭載されている。登録したこれらの情報によりユーザーが評価対象物質の

化学構造をシステムに入力すると、評価対象物質が該当するカテゴリーの候
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補が認識され、カテゴリーアプローチに必要な情報が提供される（詳細は（３）

節で後述）。 

 

 
図３－５－６ アニリン類の溶血性貧血に対するカテゴリーレポート 

 

 

Anilines (Hemolytic anemia with methemoglobinemia) Rank A 
 
1. Toxicity Information 

The toxicant of methemoglobinemia induced by anilines is considered to be N-hydroxyl 
anilines that are metabolites of anilines in the liver1,2. The hemolytic anemia induced by anilines 
is considered to be related to the oxidation of erythrocytes by N-hydroxyl anilines3, 4. 

1)  Anilines are metabolized in hepatocytes by oxidases such as P450 to N-hydroxyl 
anilines. 

2)  N-hydroxyl anilines react with hemoglobin (Hgb) in erythrocytes to produce 
nitrosoaniline and methemoglobin (Met-Hgb). The resulting increase in the concentration 
of Met-Hgb is observed in hematological examination. 

3)  Erythrocytes are degenerated (peroxidation of lipid membrane etc.) by reactive oxygen 
species (ROS) produced in the above reaction3. 

4)  Phagocytosis of degenerate erythrocytes, mainly in the spleen, results in hemolysis4.  
5)  The result is: decrease in red blood cells (RBC), decrease in Hgb, decreased hematocrit 

(Hct) and increase in reticulocytes (Ret) observed upon hematological examination in 
RDT test. In addition, pigmentation of hemosiderin and congestion are observed in the 
spleen on histopathological examination5. 

6)  As a compensatory response to anemia, extramedullary hematopoiesis (mainly in the 
spleen) is observed on histopathological examination4. 

 

   The mechanism of this toxicity is common to experimental animals and humans. 
 
2. Observed Effects in the RDT DB 

 There are 29 RDT studies of monocyclic anilines in the RDT DB as shown in the following 
table. 

In studies of anilines without hydroxyl or acid groups (Nos. 1-19), the findings related to 
hemolytic anemia are frequently cited as the primary reason for the setting of a NOEL value. 

o- and p- Aminophenols (Nos. 21-25) are thought to have a different mechanism for hemolytic 
anemia (See “o- and p- aminophenols” category). 

m-Aminophenol (Nos. 20) and aminobenzene acids (Nos. 27-29) lack the potential to induce 
hemolytic anemia even at high dose levels. One reason is the reduction in their bioavailability due 
to their relativity high water solubility. 
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図３－５－６（続き） 

Name
(CAS)

Structure
MW

logKow
Test

Method
NOEL, LOEL*1
(mg/kg/day)

Observed effects
ｒelated to the target endpoint*2

1
m-Toluidine
(108-44-1)

107

1.6

OECD
TG422
gavage
S_201

♂：10, 50

Hgb↓:250♂, RBC↓: 250♂, Ret↑: 250♂
Bil↑: >100♂
Spleen-abs wt↑: 250♂, relat wt↑: 250♂
extramedullary-hematopoiesis, erythrocytic: 250♂,　congestion: 250♂,
hemosiderin deposition: 250♂

In

2
2,3-Dimethylaniline
(87-59-2)

121

2.2

OECD
TG407
gavage
S_48

♂：12, 60
♀：<12, 12

RBC↓: >60♀, 300♂, Hgb↓: >60♀♂, Hct↓: >60♀, 300♂,   Ret
↑: 300♀♂, Met-Hb↑: >60♀, 300♂
T-Bil↑: 300♀♂
Spleen-abs wt↑: 300♂, relat wt↑: 300♂
Spleen-red pulp-deposit, hemosiderin: >12♀, extramedullary -
hematopoiesis: 300♀♂, congestion: 300♂
Liver-extramedullary-hematopoiesis: 300♀♂, deposit, hemosiderin,
Kupffer’s cell: 300♀♂

In

3
2,4-Dimethylaniline
(95-68-1)

121

2.2

OECD
TG407
gavage
S_156

♂：<2, 2
♀：2, 10

Hgb↓: >10♂, 50♀
Bil↑: >2♂, 50♀

In

4
2,6-Dimethylaniline
(87-62-7)

121

2.2

OECD
TG422
gavage
S_172

♂：50, 250

Hgb↓: 250♂, RBC↓: 250♂, Ret↑: 250♂, Met-HGB↑: 250♂
Spleen-abs wt↑: 250♂, relat wt↑: 250♂
extramedullary-hematopoeisis: 250♂, extramedullary-hemosiderin
deoisit:250♂

In

5
2,6-Dimethylaniline
(87-62-7)

121

2.2

NTP_L
feed

S_354

♂： 20, 40
♀： 80, 160

RBC↓: 310♂, Hgb↓: >160♂♀, Hct↓: 310♂♀ In

6
3,4-Dimethylaniline
(95-64-7)

121

2.2

OECD
TG407
gavage

S_1

♂： 50, 250
♀： 50, 250

RBC↓: 250♂♀, Hgb↓: 250♂♀, Hct↓: 250♂♀
Spleen-abs wt↑: 250♂, relat wt↑: 250♂
Spleen-congestion: 250♂♀, pigmentation: 250♂♀
Liver-deposit of pigment: 250♂♀, extramedullary-hematopoiesis: 250♂♀

In

7
3,5-Dimethylaniline
(108-69-0)

121

2.2

OECD
TG407
gavage
S_54

♂：10, 60
♀：10, 60

RBC↓: >60♀, 360♂, Hgb↓: >60♀♂ , Hct↓: 60♂, 360♀,  Ret
↑: >60♀♂, Met-Hgb↑: 360♀♂
Bil↑: 360♀♂
Spleen-abs wt↑: 60♂, relat wt↑: 360♂
Spleen-extramedullary-hematopoiesi: 60♂,　hemosiderin deposition: 60♂
Liver-deposit, hemosiderin, sinusoidal cell: >60♀♂
Liver-extramedullary-hematopoiesis: 360♀♂, periportal-deposit,
hemosiderin, hepatocyte: 360♀

In

8
4-(1-methylethyl)
aniline
(99-88-7)

135

2.5

OECD
TG422
gavage
S_494

♂：6, 20

RBC↓: 60♂, Hgb↓: 60♂, Hct↓: 60♂, Ret↑: 60♂, Met-Hgb↑:
>20♂
Bil↑: 60♂
Spleen-abs wt↑: 60♂
Spleen-congestion: >20♂, deposit, pigment: >20♂, hematopoiesis,
extramedullary: >20♂
Liver-kupffer cellr-deposti of pigment: 60♂

In

9
o-Chloroaniline
(95-51-2)

128

1.7

NTP_S
gavage
S_312

♂：<10, 10
♀：<10, 10

RBC↓: >20♀･>80♂, Hgb↓: >20♀･>40♂, Hct↓: >80♂♀,  Ret
↑: >20♀･>40♂, Met-Hgb↑: >10♂♀
Spleen-abs wt↑: 40♂♀, relat wt↑: 40♂♀
Spleen-pigmentation, hemosiderin: >80♀･160♂
Liver-kupffer cell, hemosiderin: 160♂♀

In

10
m-Chloroaniline
(108-42-9)

128

1.7

NTP_S
gavage
S_313

♂：<10, 10
♀：<10, 10

Hct↓: >10♀･>20♂, RBC↓: >10♀･>20♂, Hgb↓: >10♂♀, Ret↑:
>10♂♀, Met-Hgb↑: >10♂♀
Spleen-abs wt↑: 20♂♀, relat wt↑: 20♀・40♂
congestion: >10♂･>20♀, pigmentation, hemosiderin: >10♂♀

In

Chemical/Descriptor RDT Test data

Category
Boundary

NH2

NH2

H2N

NH2

H2N

Cl

NH2

NH2

Cl

H2N

NH2

NH2
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図３－５－６（続き） 

Name
(CAS)

Structure
MW

logKow
Test

Method
NOEL, LOEL*1
(mg/kg/day)

Observed effects
ｒelated to the target endpoint*2

11
p-Chloroaniline
Hydrochloride
(20265-96-7)

164

-2

NTP_L
gavage
S_389

♂：<5, 5
♀：<5, 5

Hct↓: >5♂♀, Hgb↓: >5♂♀, RBC↓: >5♂♀, Met-Hgb↑: >5♂
♀
Spleen-abs wt↑: 20♂・5♀
Spleen-hematopoiesis: >5♂, >10♀, congestion: >5♂♀
Liver-kupffer cell-hemosiderosis: >10♀, >20♂, hematopoiesis: >10♂,
>40♀

In

12

3-
Methoxybenzenami
ne
(536-90-3)

123

1.2

OECD
TG422
gavage
S_224

♂：<2.4, 2.4

RBC↓: >60♂, Hgb↓: >60♂, Hct↓: >60♂, Ret↑: 300♂
Bil↑: >60♂
Spleen-abs wt↑: 300♂, relat wt↑: 300♂
Spleen-congestion: >60♂, extramedullary-hematopoiesis: >2.4♂, brown
pigmentation: >12♂
Liver-extramedullary-hematopoiesis: 300♂, brown pigmentation in
Kupffer’s cell: 300♂

In

13
4-
Ethoxybenzenamine
(156-43-4)

137

1.7

OECD
TG407
gavage

S_7

♂：10, 40
♀：10, 40

Hgb↓: >40♂♀, Hct↓: >40♂♀, RBC↓: >40♂♀
Spleen-abs ow: 40♂♀, relat wt: 40♂♀
hemosiderosis: 40♂♀, hemopoiesis↑: >40♂♀, congestion: >40♂♀

In

14
N-Methylaniline
(100-61-8)

107

1.6

OECD
TG407
gavage

S_2

♂：<5, 5
♀：<5, 5

Hgb↓: >5♀, >25♂, Hct↓: >25♂♀, RBC↓: >25♂♀, Ret↑: >25
♂♀
Spleen-abs wt↑: 125♂♀, relat aw↑: 125♂♀
congestion: >5♂, >25♀, deposit of pigment: >25♂, extramedullary-
hematopoiesis: >25♂♀
Liver-deposit of pigment: >25♂♀, extramedullary-hematopoiesis: >25♀,
125♂

In

15
N-Ethylaniline
(103-69-5)

121

2.1

OECD
TG407
gavage

S3

♂：1, 5
♀：1, 5

RBC↓: >5♂♀, Hgb↓: >5♀, >25♂, Hct↓: >5♀, >25♂, Met-
Hgb↑: >25♂♀, Ret↑: >25♂♀
Spleen-abs wt↑: 5♂・25♀, relat aw↑: 5♂・25♀
hemosiderosis and increased extramedullary erythropoiesis: >5♀, >25♂,
congestion and decreased lymphocytes in marginal zone of lymph follicle:
>25♂♀
Liver-hemosiderosis in Kupffer cell: >25♀, 125♂, extramedullary-
erythropoiesis: 125♂♀

In

16
N,N-Dimethylaniline
(121-69-7)

121

2.2

NTP_L
gavage
S_396

♂：<31, 31
♀：<31, 31

Spleen-hematopoiesis, extramedullary: >31♂♀, hemosiderosis: >31♂♀
Liver-Pigmentation: >62♂♀ In

17
3-
Nitrobenzenamine
(99-09-2)

138

1.5

OECD
TG407
gavage

S_5

♂：<15, 15
♀：<15, 15

Hgb↓: >15♂♀, Hct↓: >15♂♀, RBC↓: >15♂♀, Ret↑: >50♂♀
Spleen-abs wt: 50♂♀, relat wt: 15♂・50♀
Spleen-hemosiderosis: >15, extramedullary-hematopoiesis: >15, hyperemia
and congestion: >15
Liver-hemosiderosis : 170, extramedullary-hematopoiesis: 170

In

18
4-Nitro-o-anisidine
(97-52-9)

168

1.6

OECD
TG407
gavage
S_50

♂：30, 100
♀：100, 300

Hgb↓: 300♀♂, Hct↓: >100♀, 300♂, RBC↓: 300♀♂, Ret↑:
300♀♂
Spleen-abs wt↑: 300♂, relat wt↑: 300♂♀
Spleen-deposit, pigment: 300♀♂, extramedullary-hematopoiesis: 300♀♂
Liver-deposit, pigment: 300♀, extramedullary-hematopoiesis: 300♀

In

19
4-chloro-2-
nitroaniline (89-
63-4)

173

2.7

NTP_S
gavage
S_466

♂：10, 60 Hct↓: >60♂, Ret↑: 300♂ In

20
3-Aminophenol
(591-27-5)

109

0.245

OECD
TG407
gavage
S_90

♂：240, 720
♀：80, 240

Hgb↓: 720♀, RBC↓: 720♀, Ret↑: 720♀
Bil↑: 720♀♂
Spleen-abs wt↑: 720♀, relat wt↑: 720♀
Spleen-deposit, hemosiderin: 720♂♀
Liver-deposit, brown pigment, Kupffer’s cell: 720♀♂

Out

Chemical/Descriptor RDT Test data

Category
Boundary

Cl

H2N

HCl

OH2N

O

H2N

N
H

N
H

N

NH2N

O

O

H2N

O N

O

O

ClN

O

O

H2N

HO NH2
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図３－５－６（続き） 

  

 
3. Category Boundary in the Profiler 

The following structure is defined as the structural boundary of the category. 

 
R1, R2 = H, methyl or ethyl. R3～R7 = H, alkyl, halo, alkoxy, NO2, NH2. 

 
References 
1 M. Kiese. Pharmacol Rev. 1966; 18: 1091. 
2 G. Sabbioni. Chem Biol Interactions. 1992; 81: 91. 
3 TP. Bradshaw et al. Free Radical Biol Medcine. 1995; 18: 279. 
4 DC. McMillan et al. Toxicol Sci. 2005; 88: 274.  

5 J. Pauluhn. Toxicol Sci. 2004; 81: 198. 

Name
(CAS)

Structure
MW

logKow
Test

Method
NOEL, LOEL*1
(mg/kg/day)

Observed effects
ｒelated to the target endpoint*2

21
4-Aminophenol
(123-30-8)

109

0.245

OECD
TG407
gavage
S_55

♂：20, 100
♀：20, 100

Hgb↓: 500♀, Hct↓: 500♀, RBC↓: 500♀♂, Ret↑: 500♀
Spleen-relat wt↑: 500♀
increase in extramedullary hematopoiesis: 500♀♂, increase in
hemosiderin pigment: 500♀

Out

22
2-Amino-4-
chlorophenol
(95-85-2)

144

1.24

OECD
TG422
gavage
S_478

♂：50, 250

RBC↓: 250♂, Hgb↓: 250♂, Hct↓: 250♂, Ret↑: 250♂,
Spleen-abs wt↑: 250♂, relat wt↑: 250♂
erythroid extramedullary hematopoiesis: 250♂, deposit of hemosiderin:
250♂

Out

23
2,4-Diaminophenol
Dihydrochloride
(137-09-7)

197

-0.78

NTP_L
gavage
S_419

♂：<12, 12
♀：<12, 12

Spleen-extramedullary hematopoiesis: >12♀, >100♂
Liver-kupffer cell - pigmentation: >100♂

Out

24
2-Amino-5-
Nitrophenol
(121-88-0)

154

0.991

NTP_L
gavage
S_378

♂：100, 200
♀：<100, 100

- Out

25
2-Amino-4-
Nitrophenol
(99-57-0)

154

0.991

NTP_L
gavage
S_382

♂：125, 500
♀：125, 500

- Out

26
HC Yellow 4
(59820-43-8)

242

0.559

NTP_L
feed

S_428
♂：<192, 192
♀：<192, 192

- Out

27

3-
Aminobenzenesulfo
nic acid
(121-47-1)

173

-2.08

OECD
TG407
gavage
S_18

♂：300, 1000
♀：300, 1000

- Out

28

2-Amino-5-
methylbenzenesulfo
nic acid
(88-44-8)

187

-1.53

OECD
TG407
gavage
S_30

♂：300, 1000
♀：300, 1000

- Out

29

2-Amino-5-
chloro-4-methyl-
benzenesulfonic
acid
(88-53-9)

222

-0.89

OECD
TG407
gavage

S_8

♂：1000, -
♀：1000, -

- Out

*1 For the dose of feed test was calculated by the following equation: mg/kg/day=13/ppm.

Chemical/Descriptor RDT Test data

Category
Boundary

*2 Bold red:  Differential diagnosis for the target endpoint.
    Ordinary font: Supporting evidence for the target endpoint.
    (in parentheses): Reference information related to the target endpoint.

OH

H2N

OH

Cl NH2

H2N NH2

OH
HCl

HCl

NH2

N

O

O
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O

O
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O

N

N
H

HO

O
HO O

S

O

O
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H2N

NH2

S

O
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図３－５－７ アニリンの溶血性貧血カテゴリーに関連づけられＨＥＳＳに

登録された反復投与毒性の所見のセット 

 

（３）カテゴリーアプローチ支援機能の開発 

本研究テーマで開発しているカテゴリーアプローチ支援機能は、有害性評

価支援システム統合プラットフォームのメインの機能であり、未試験化学物

質の反復投与毒性をカテゴリーアプローチにより推定することを支援する機

能である。すなわち、ユーザーが評価対象の化学物質の化学構造（又は物質

名等）を有害性評価支援システム統合プラットフォームに入力すると、その

物質が属する可能性のあるカテゴリーの候補を提示し、そのカテゴリーに属

する他の物質の反復投与毒性試験データやその他の情報を毒性知識情報デー

タベース（研究開発項目①）や代謝知識情報データベース（研究開発項目②）

から抽出し、カテゴリーアプローチによる検討を行いやすい形式で表示し、

解析や評価を支援する機能である（図３－５－８）。 

なお、本研究開発項目で開発したカテゴリーアプローチ支援機能は OECD 

(Q)SAR Toolbox で他の試験項目に適用されている方法（OECD, 2009）に準じ

たものであるが、反復投与毒性の多様な所見を解析できる点と、各物質から

HESS DB や ToxBay にリンクし、詳細情報を参照できる点が異なる。 
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図３－５－８ カテゴリーアプローチ支援機能のイメージ 

 

図３－５－９に HESS で未試験化学物質のデータギャップ補完を行う際のワ

ークフローを示す。HESSのワークフローは、(1) Input、(2) Profiling、(3) RDT 

Data、(4) Categories、(5) Gap Filling、(6) Reportから成り、HESSの各モ

ジュールもこれに対応した形でシステム化されている。なお、このワークフロ

ーも OECD (Q)SAR Toolboxで採用されているワークフロー準じたものである。

以下に各モジュールの機能の概要を示す。 

 

図３－５－９ ＨＥＳＳのワークフロー 

 

(1) Input 

このモジュールは、CAS番号、物質名称、化学構造の描画等により評価対

象物質を入力する。 

 

 

 
有
害
性
評
価
支
援
シ
ス
テ
ム

統
合
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

評価対象物質の化学構造等
入力

出力

評価対象物質が属するカテゴリーの候補

判
断
材
料

Gap Filling

Report

RDT Data

Categories

Input

Profiling

溶血 肝毒性 ・・・・・

各標的に対するLOELの推定

HESS DB等によるカテゴリーのエビデンス
の確認（専門家の知見活用）
→必要に応じてサブカテゴリー化

LOEL

評価対象物質の入力

プロファイリングの抽出 （該当カテゴリー等）

反復投与毒性試験データの抽出
（ユーザデータ追加可能）

各標的臓器に対するLOELの推定値の最少値を選択

類似物質（カテゴリー候補）の抽出

レポートの自動作成
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(2) Profiling 

評価対象物質及び類似物質に関する種々の属性をプロファイラーに基

づき取得するためのモジュール。前述した反復投与毒性のカテゴリーラ

イブラリーもプロファイラーの一つとしてここに登録されている。この

プロファイラーの役割は、化学構造上の特徴から評価対象物質が該当す

る可能性がある反復投与毒性のカテゴリーを提示することにある。 

例えば、図３－５－５に示した構造領域に該当するニトロベンゼン誘

導体が評価対象物質として入力されると、このモジュールにおいて、評

価対象物質が該当する可能性があるカテゴリーの一つとして「ニトロベ

ンゼンの溶血性貧血カテゴリー」が提示される。ユーザーはここで、図

３－５－６に示したカテゴリーレポートを確認し、提示されたカテゴリ

ーに対する評価対象物質の該当性の妥当性について検討することができ

る。 

 

(3) RDT data 

このモジュールは、反復投与毒性試験データをデータベースから抽出し

表示するためのモジュールである。HESS のデータベースには、化審法既

存化学物質約 500 物質及び新規化学物質約 30 物質の公開されている反復

投与毒性試験データが収載されており、また、ユーザー独自のデータを登

録することも可能である。 

HESS では、反復投与毒性試験の各所見に対する NO(A)EL と LO(A)EL が

解析用のデータとして登録されている。これらの所見は、約 500種類の項

目としてまとめられており、ツリー構造により表示される。このツリー構

造により、反復投与毒性試験で得られる数多くのデータを、カテゴリーア

プローチによるデータギャップ補完のため物質間で比較・解析することが

可能となる（詳細は後述）。なお、これらの NO(A)EL と LO(A)EL の値は、

研究開発項目①で述べた F3（F3が評価されていない場合は F1）のフラグ

が立てられた所見である（図３－２－２参照）。 

 

(4) Categories 

(2)で述べたプロファイラー（カテゴリーライブラリー）に基づき、評

価対象物質と同じカテゴリーに該当する物質をデータベースから抽出す

るためのモジュール。ここで抽出された類似物質は、化学構造上の特徴

から同じメカニズムに基づき毒性発現が起こることが想定でき、データ

ギャップ補完に使用する類似物質の候補となる。類似物質の反復投与毒

性試験データも上記(3)で述べたツリー構造により表示される。図３－５

－９に、評価対象物質（2,5-ジクロロニトロベンゼン）に対し類似物質

を抽出し、これらの反復投与毒性試験データを表示した例を示す。ツリ
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ー構造により特定の所見に対する LO(A)EL 又は NO(A)EL を物質間で比較

することができる。例えば、図３－５－９の赤枠の行は、赤血球数の低

下（RBC↓）に対する LOELを表示した行である。 

    

図３－５－１０ 類似物質の表示 

 

このツリー表示には、フィルターの機能が備えられており、各カテゴ

リーに関連する所見（図３－５－７参照）のみを表示させることができ

る。例えば、図３－５－１１には、フィルター機能により溶血性貧血に

関連する所見のみを表示した例を示す。この機能により、ユーザーは、

カテゴリーメンバーの候補の試験において、カテゴリーに関連する所見

が観測されているかについて容易に確認することができる。 

 

評価対象物質 類似物質
（ニトロベンゼン溶血性貧血カテゴリー）

赤血球数の低下に対するLOEL
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図３－５－１１ 類似物質の表示（フィルター適用） 

 

また、各物質についてカテゴリーメンバーとしての詳細なエビデンスを

確認するため、HESS DB等にリンクし、より詳細な情報を参照することも

できる。図３－５－１２～１４に試験報告書 DB（研究開発項目①）、ラッ

ト代謝 DB（研究開発項目②）、ToxBay（研究開発項目③－１）にリンクし

た例を示す。図３－５－１２は、ＨＥＳＳで表示された赤血球数低下の

LOEL値に対し、試験報告書に記載されている群別表を確認した例である。

図３－５－１３は、１つの類似物質について実測試験で認められた代謝物

を調べ、カテゴリーレポートに記載されているトキシカントを確認した例

である。図３－５－１４は、評価対象物質に対し、ToxBay の予測結果を

調べ溶血貧血に関連する所見が認められる確率が、他の影響に関連する所

見と比較し、高いことを確認した例である。ユーザーは、これらの種々の

情報を利用し、必要に応じてサブカテゴリー化を行い、評価対象物質に対

しデータギャップ補完を行うための類似物質を確定する。 

溶血性貧血に対するLOEL最小値

フ
ィ
ル
タ
ー
機
能
に
よ
り
溶
血
性
貧
血
に
関
連
す

る
所
見
の
み
を
表
示
。
（
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
登
録
し

た
所
見
の
セ
ッ
ト
を
利
用
す
る
こ
と
が
可
能
）
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図３－５－１２ 試験報告書 DBへのリンク 

 

 

図３－５－１３ ラット代謝マップ DBへのリンク 

 

トキシカント



 115 
 

 

図３－５－１４ ToxBayへのリンク 

 

(5) Gap Filling 

(4)の過程においてカテゴリーとして確定した類似物質の試験データ

を用いて Read-across 等により評価対象物質の LO(A)EL 値や NO(A)EL 値

に対しデータギャップ補完を行うためのモジュール。データギャップの

補完の対象とする反復投与毒性所見は、ツリー構造に定義された約 500

の項目の中からユーザーが自由に選択することができる。また、単独の

所見についてだけでなく、いくつかの所見の組み合わせに対してデータ

ギャップ補完を行うことができる。 

例えば、溶血性貧血に対するカテゴリーを用いてデータギャップ補完

を行う際には、溶血性貧血に関連する所見の組み合わせに対しデータギ

ャップ補完を行うことが適切であると考えられる。(4)で述べたフィルタ

ー機能を用いることにより、溶血性貧血に関連する所見の組み合わせに

対し、データギャップ補完を行うことができる。 

図３－５－１５には、データギャップ補完に使用する類似物質に対し、

データギャップ補完の対象とする所見を選択した例を示す。この例の場

合、ニトロベンゼンの溶血性貧血カテゴリーに該当する類似物質のうち、

評価対象物質と同じジクロロニトロベンゼンをデータギャップ補完に使

用する類似物質として選択し、溶血性貧血に関連する所見の LOELの最小

値（すなわち溶血性貧血に対する LOEL）に対しデータギャップ補完を行
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っている。 

 あ

 

図３－５－１５ データギャップ補完の対象とする反復投与毒性所見の選択 

 

図３－５－１６には、図３－５－１５で確定した類似物質の試験データを用

いて選択した所見に対し データギャップ補完を実行した画面を示す。画面に表

示されているグラフの横軸は LogKowで縦軸は溶血性貧血に対する LOELを表し

ており、茶色のプロットが評価対象物質の類似物質の実測値を表し、赤色のプ

ロットが類似物質からのデータギャップ補完による評価対象物質の推定値を表

している。ジクロロニトロベンゼンの３つの誘導体の溶血性貧血に対する LOEL

は、ほぼ同程度であることが確認でき（図３－５－１参照）、これら３つの誘導

体の平均値から評価対象物質の溶血性貧血に対する LOELを 17.7 mg/kg/dayと

算出している。 

データギャップ補完は、各影響に対して
や、その組み合わせに対し行うことがで
きる。この場合、フィルター機能を利用し、
溶血性貧血に関連する所見の最小値に
対し、データギャップ補完を行う。

確定した類似物質
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図３－５－１６ データギャップ補完の実行 

 

(6) Report 

  Input から Gap filling までの操作や用いた情報は記録されており、

Reportingモジュールにおいて自動的にレポートとしてまとめることができ

る。この機能により、ある評価者がどのような類似物質を用いてどのように

データギャップ補完を行ったのか第三者と共有することができる。 

 

なお、上記の例では、溶血性貧血の LOEL値に対するデータギャップ補完の例

を示したが、他の影響の LOEL値に対してもデータギャップ補完を行い、これら

の LOEL値のうち最小値を全身の LOELとすることができる。 

 

（４）まとめ 

反復投与毒性について AOPに基づいた信頼性の高いカテゴリー作成手法の確

立を試みた。その結果、AOP に基づいた反復投与毒性のカテゴリーの実例を初

めて示すことができ、500物質の反復投与毒性試験データを基に 33種類のカテ

ゴリーを作成した。そして、作成した 33種類のカテゴリーの内容をカテゴリー

ライブラリーとしてまとめ HESS に搭載した(Sakuratani et al., 2008;  

Hayashi and Sakuratani, 2011a ; Sakuratani et al., 2012a; Sakuratani et 

al., 2012b)。 

３種類のジクロロニトロベンゼン異性体は、

ほぼ同程度の用量で溶血性貧血に関連する所見が
認められていることを確認。
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OECD (Q)SAR Toolbox の方式をベースに、反復投与毒性の多様なデータを解

析しデータギャップ補完を行うことを可能とした HESS のカテゴリーアプロー

チ支援機能を開発した。開発した機能は、カテゴリーアプローチの実施におい

て必要なエビデンスを効率よく取得できると共に、ユーザーの知見を合理的に

評価結果に反映させることができる仕組みとなっている(Hayashi and 

Sakuratani, 2011a ; 櫻谷, 2012; Sakuratani et al., 2012b)。 

HESS は平成 24 年 6 月に、研究開発項目①及び②で開発された HESS DB と共

に NITE ホームページから無料でダウンロードできる形で一般公開した

（http://www.safe.nite.go.jp/kasinn/qsar/hess.html）。 
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３－１－３ 特許出願状況等 

 

表３－６－１ 特許・論文等件数 

要素技術 論文数 論文の被

引用度数 

特許等件

数（出願

を含む） 

特許権の

実施件数 

ライセン

ス供与数 

*1 

取得ライ

センス料 

国際標準

への寄与 

*2 

研究開発

項目① 
10 8 0 0 

196(33) 

0 0 

研究開発

項目② 
4 6 0 0 0 0 

研究開発

項目③ 
12 23 0 0 0 3 

計 26 47 0 0 196(33) 0 3 

*1 括弧内は、このうち海外機関のユーザへののライセンス供与数。 

*2 OECD の(Q)SAR Toolbox 開発及び Adverse Outcome Pathway 開発への寄与、及び、EU の REACH での

活用として。 

 

表３－６－２ 論文、投稿、発表、特許リスト 

 題目・メディア等 時期 

論文 Hayashi, M. 2007. Three Rs in mutation research -- From 
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19:681-696. 
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論文 小林 克巳, 櫻谷 祐企, 阿部 武丸, 西川 智, 山田 隼, 

広瀬 明彦, 鎌田 栄一, 林 真. 2008. 日本と外国のげっ歯

類を用いた毒性試験に使用された統計解析法の相違. PHARM 

STAGE 8(8):40-48. 

H20.11 

論文 小林 克己, 櫻谷 祐企, 阿部 武丸, 西川 智, 山田 隼, 

広瀬 明彦, 鎌田 栄一, 林 真. 2009. ラットを用いた短期

反復投与毒性試験から得られた定量値解析法. PHARM STAGE 

9(3):62-69. 

H21.6 

論文 Lepp, Z. Huang, C. and Okada, T. 2009. Finding Key H21.11 
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反復投与毒性試験の低用量群に統計学的有意差が検出され

る割合. 2010. PHARM STAGE 9(10):49-52. 

H22.1 
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論文 Yamamura Y, Yoshinari K, Yamazoe Y. 2011. Predicting 
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sites for CYP4A-mediated reactions. Drug Metab 

Pharmacokinet. 26:351-363. 

H23.9 
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H23.11 

論文 Hayashi, M. and Sakuratani, Y. 2011. Development of an 

Evaluation Support System for Estimating Repeated Dose 
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論文 Sato K. and Yamazoe Y. 2011. Unimolecular and 

bimolecular binding system for the prediction of 
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発表 Sakuratani, Y. Sato, S. Nishikawa, S. Yamada, J. 

Maekawa, A. and Hayashi, M. Category analysis of 

aromatic amines in 28-day repeat dose toxicity test for 

rats based on chemical structure. The 13th International 

Workshop on Quantitative Structure Activity 

Relationships (QSARs) in the Environmental Science. 

(Syracuse, June 5-6, 2008). 

H20.6 

発表 Lepp, Z. Huang, C. and Okada, T. Application of 

molecular-similarity networks for chemoinformatics 

research, Strasbourg Summer School on Chemoinformatics: 

Cheminfo, S3（Strasbourg , France, June 24, 2008). 

H20.6 

発表 櫻谷 祐企. 構造活性相関手法による有害性評価手法開発

の概要について. NITE 化学物質管理センター成果発表会. 
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Yamazoe, Y. Toxicity evaluation system for chemical 

compounds based on Bayesian net. 第 36 回構造活性相関

シンポジウム. (神戸, 2008 年 11 月 2 日-3 日). 
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システム HESSの開発. NITE 化学物質管理センター成果発表

会 2012. (大阪, 2012年 10 月 5 日; 東京, 2012 年 10 月 31

日予定). 

H24.10 

発表 櫻谷 祐企. 有害性評価支援システム統合プラットフォー

ムの開発. NITE化学物質管理センター成果発表会 2012. (大

阪, 2012 年 10 月 5 日; 東京, 2012 年 10 月 31 日予定). 

H24.10 
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３－２ 目標の達成度 

 

表３－７－１ 目標に対する成果・達成度の一覧表 

要素技術 目標・指標 

 

成果 達成

度 

研究開発項目

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 

研究開発項目

②「代謝知識

情報データベ

ースの開発」 

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。 

達成 
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 ○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。 

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

開発」 

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。 

○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。  

○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

達成 
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（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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４．標準化等のシナリオ、波及効果について 

 

４－１ 標準化等の見通し 

 

＜標準化のシナリオ＞ 

表４－１に開発システムの標準化のシナリオを示す。ここでいう標準化とは、

規格を取得するものではなく、国内外の規制当局等での有害性判断に本プロジ

ェクトの開発システムが日常的に用いられることである。 

 

表４－１ 開発システムの標準化のシナリオ 

 
 

＜開発システムの公開＞ 

本プロジェクトで開発した HESS 及び HESS DB は、NITE 化学物質管理センタ

ーのウェブサイト（http://www.safe.nite.go.jp/kasinn/qsar/hess.html）か

ら 2012年 6月 5日に無料でスタンドアロン版を一般公開し、2012年 8月 23日

までに 215件のユーザー登録があった。登録されたユーザー数の内訳を表４－

２に示す。 

ベイジアンネット毒性予測システム（ToxBay）については、2011 年 12 月に

関西学院大のウェブサイト（http://www.dm-lab.ws/ToxBay/index.php?ToxBay）

から Webサービスによる形態で公開した。 

HESSのデータベースの一部は OECD (Q)SAR Toolbox ver. 2に搭載され、2010

年 10月に公開されている。 

また、カテゴリーライブラリー（プロファイラー）を含む HESSの機能の一部

新規物質
開発での

利用

優先評価化学物質のリスク評価
におけるデータギャップ補完

FY2013 FY2014 FY2015FY2012FY2011
（プロジェクト期間中）

試用版公開

OECD (Q)SAR ToolboxにHESSの一部を搭載

開発システム
の公開

開発シ
ステム
の利用

開発新規物質候補の
スクリーニング等への活用

試用版指摘点の改良

正式版公開
（ユーザ対応、定期的なデータ追加を実施）

システムへの新規化学物質
試験データの追加

新規物質審査用
参考情報の作成

ECHAによる届出データの評価

化審法
での利用

REACH
での利用

成果の利用方法成果の公開方法 解決すべき問題点

事業者による
REACH届出データ作成への活用

事業者における
システム使用の習熟

http://www.safe.nite.go.jp/kasinn/qsar/hess.html
http://www.dm-lab.ws/ToxBay/index.php?ToxBay
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については OECD (Q)SAR Toolbox ver. 3に搭載され 2012年 10月に公開される

予定である（http://www.oecd.org/env/hazard/qsar）。 

 

表４－２ HESS及び HESS DBの登録ユーザー数の内訳 

 
 

＜開発システムの運用＞ 

公開した開発システムに対する、ユーザーからの問い合わせを随時受け付け

ると共に、基本的な操作方法を習得するための講習会を実施している（2012年

7月 26日、2012年 8月 21日、今後、2012 年度内に 2回程度実施予定）。また、

国内外の化学物質規制当局等での利用のため、定期的なデータの追加（年 2回

程度）を行う予定としている。 

 

＜国際貢献＞ 

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ける

議論の題材として、本プロジェクトで開発した AOPに基づく反復投与毒性のカ

テゴリー化の実例を提供した。本プロジェクトの手法は、反復投与毒性を対象

としたカテゴリー化の手法としては従来にない実用的な手法であり、AOP の有

用性を示す実例として高い評価を受けた。このワークショップの結果、カテゴ

リー作成における AOPの有用性が確認され、今後の OECDの活動計画に AOP開発

が盛り込む方針が提言された。 

HESS のツリー構造による反復投与毒性のデータベースは、OECD (Q)SAR 

Toolbox ver.2 に 移 植 さ れ 、 2012 年 10 月 に 一 般 公 開 さ れ た

（http://www.oecd.org/env/hazard/qsar）。また、HESSのカテゴリーライブラ

リーは、反復投与毒性に関する初めてのプロファイラーとして OECD (Q)SAR 

Toolbox ver.3に移植され、2012年 10月に一般公開される予定である。 

プロジェクト実施期間の最終年度に、欧州化学品規制（REACH）における届出物

質の評価で OECD (Q)SAR Toolbox を活用している欧州化学品庁(ECHA)に HESS

化学系企業

その他の企業

試験受託機関

行政機関・大学

個人

業界団体

合計：

分類
組織数（ユーザー数）

国内 海外

87 (113) 10 (11)

21 (21) 9 (9)

8 (20) 1 (1)

134 (176) 36 (39)

14 (17) 9 (11)

3 (3) 6 (6)

1 (2) 1 (1)

http://www.oecd.org/env/hazard/qsar


 138 
 

試用版のトライアルユースのモニターを依頼した。ECHAからは、反復投与毒性

において透明性の高い手法による評価が実現できたことや、カテゴリーライブ

ラリーの科学的根拠の妥当性について高い評価を得ることができた。HESS正式

版は、トライアルユースにおける ECHAの評価結果を反映し完成させた。現在、

HESSのカテゴリーライブラリーは、ECHAにおいて REACHの届出物質の評価に使

用されている。 

 

＜開発システムの利用＞ 

以下に開発システムに見込まれる主な利用方法と、それぞれの利用方法の確

立において解決すべき問題点と解決方策について述べる。 

 

（１）化審法リスク評価での利用 

2009年に改正された化審法においては、これまでの新規化学物質の事前審査

に加え、一般化学物質の中から指定された優先化学物質に対するリスク評価の

実施が必要となった。一般化学物質の中には、リスク評価に必要な有害性試験

データが欠落しているものが多く、このような物質に対しては可能なものにつ

いて構造活性相関やカテゴリーアプローチにより補完する方針が2011年9月の

３省合同審議会により打ち出された。これまでは反復投与毒性試験が実施され

た化学物質のみが優先化学物質に指定されてきたが、2013年以降に指定される

優先化学物質には、反復投与毒性試験データが取得されていない化学物質が含

まれることが見込まれており、このような優先化学物質のうち可能なものにつ

いて、本プロジェクトの開発システムを利用し、リスク評価に必要となる反復

投与毒性試験の NOAEL値を推計することが提案されている（経済産業省「平成

23年度化審法リスク評価における in silico活用検討会」での検討結果より）。

本用途の確立に対しては解決すべき問題は特になく、2013年度のリスク評価か

ら実施できるものと見込んでいる。 

 

 

（２）化審法新規審査での利用 

現在、新規化学物質の安全性審査の際には、事業者から届出られた各種エン

ドポイント（分解性・蓄積性・遺伝毒性・生態毒性）の実測試験データの信頼

性を確認するため、構造活性相関ソフトウェアやカテゴリーアプローチによる

予測結果が参考情報として用いられているが、構造活性相関やカテゴリーアプ

ローチの手法が確立されていなかった反復投与毒性については、こうした確認

がなされていない。開発システムを利用することにより、事業者から届出られ

た新規化学物質の反復投与毒性試験データに対しても、カテゴリーアプローチ

による予測結果を用いて信頼性を確認することができるようになる。これによ

り、これまでは審議会委員の知識(暗黙知)に頼る部分が多かった、構造と反復
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投与毒性の関係について確かな技術基盤が構築されることとなり、より豊富で

的確な情報を基にした審査が期待できる。本用途を確立するためには審査を終

了した新規化学物質の試験データをシステムに導入することが必要であり、そ

のためには今後 2年程度の期間を要するものと見込んでいる。 

 

（３）REACHでの利用 

2007 年に施行された欧州化学品規制（REACH）では、評価の対象を既存化学

物質まで拡大され安全性データの提出が求められる物質数が激増したが、これ

に伴い構造活性相関やカテゴリーアプローチによるデータの使用を認められ、

無駄な動物試験の削減を推奨されている。REACH では、年間製造輸入量が 10t

以上の化学物質に対し、28日間反復投与毒性試験のデータ提出が求められてお

り、反復投与毒性を対象とした信頼性の高い予測手法の開発が望まれている。

REACHでは、OECD (Q)SAR Toolboxが届出・評価に利用されており、OECD (Q)SAR 

Toolbox と互換性のある HESSが REACHの届出・評価に利用される可能性は大き

い。 

よって、本プロジェクトでは、最終年度に REACHにおける届出物質の評価で

OECD (Q)SAR Toolboxを活用している欧州化学品庁(ECHA)に HESS試用版のトラ

イアルユースのモニターを依頼し、その評価結果を反映させ HESS正式版を完成

させた。その結果、現在、HESS のカテゴリーライブラリーは、ECHA において

REACH届出物質の評価に利用されている。 

今後、HESSの機能全般を REACHの届出や評価で本格的に利用されるためには、

トライアルユースの際に ECHAから受けた HESSの機能改良に関する要望を満た

すことが必要と思われる。HESSの機能改良については、他のユーザーからの要

望も踏まえ、2013年度中に実施する予定としている。 

また、HESSは専門家の評価を支援するためのシステムであるため、多くの事

業者が HESS を使いこなし届出に必要なデータを作成できるようになるまでに

は、ある程度の期間を要するものと思われる。そこで、HESSのユーザーは登録

制とし密にサポートを行っていく体制とした。また、利用方法に関する講習会

を定期的に開催し、ユーザーのシステム習熟を促進することを計画している。

これにより、2013年度中には REACHへの登録を行う事業者がある程度出てくる

ものと見込んでいる。 

 

（４）新規物質開発における利用 

前述のように、HESSは、スタンドアロン版として公開し、ユーザー独自のデ

ータを追加し、解析することが可能なので、事業者が自らの所有する試験デー

タの解析結果を用いて未試験化学物質の有害性を評価することができる。同一

事業者には同種の化学物質を開発しているケースが多く、本システムによるカ

テゴリーアプローチが有効に使用できる可能性が高いといえる。これにより、
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事業者は、新規化学物質の開発において安全性の高い化合物候補をスクリーニ

ングすることが可能となり、開発過程における動物実験を減らし、開発にかか

るコストを低減することができる。なお、本利用方法については（３）と同様

にユーザーのシステム習熟を促進することが課題であると考えられ、（３）と同

様の対応策を検討している。 
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４－２ 波及効果 

 

（１）社会への波及効果 

市場に流通する多種の既存化学物質において反復投与毒性試験データが取得

されているものは一部に過ぎず、試験データが取得されていない化学物質につ

いては、その毒性の強度に基づいた管理がなされてこなかった。本プロジェク

トの成果を利用すると、試験データが取得されていない化学物質のうち、類似

化学物質の知見から毒性の強度を推定できる化学物質を明らかにすることがで

き、このような物質については推定される毒性の強度に基づいた適切な管理が

可能となる。一方、既知見からの推定が困難な物質については、優先的に試験

を実施するなどの合理的な方策を立てることが可能となる。 

このように、本プロジェクトの成果は、我が国の化学物質管理の合理化・効

率化の促進へと波及することが期待され、国民生活全体への安全・安心へとつ

ながるものと考えられる。 

 

（２）経済への波及効果 

本プロジェクトの開発システムは、新規化学物質の開発において安全性の高

い化合物候補をスクリーニングする際にも利用することができる。これにより、

新規化学物質の開発過程における動物実験を減らし、開発にかかるコストを低

減することができる。 

また、本プロジェクトでは当初から OECDや ECHAへの働きかけ等、国際整合

性に重点を置き開発を実施し、その結果、HESSの一部は OECD (Q)SAR Toolbox

に導入され、また、HESS は ECHA により REACH 届出物質の評価に利用されてい

る。開発システムが海外の行政機関や事業者に広く普及することにより、評価

手法の相違に起因する貿易障壁の低減につながることが期待される。 

このように、本プロジェクトの成果は、我が国の経済活動の活性化に対する

波及効果も期待できる。特に大企業と比較し開発予算が十分でない中小企業に

対する支援効果は大きいものと思われる。 

 

（３）他の研究分野への波及効果 

本プロジェクトでは、毒性学専門家の知見を深く反映したデータベースを開

発し、種々の判断材料を用いてメカニズムに踏み込んで解析することにより、

反復投与毒性を化学構造から推定するための有効な手法を初めて実証した。こ

のような手法による評価は、遺伝毒性、発癌性や生殖発生毒性など、他の有害

性試験項目においても応用可能であり、今後ますます信頼性と透明性が高いシ

ステムが開発され、化学物質のリスク・安全性評価体系の強化に寄与するもの

と期待される。 

また、本プロジェクトで開発した HESS DBのように、反復投与毒性試験の詳



 142 
 

細データを様々な観点から効率よく検索できるシステムはこれまでになく、他

の研究開発の作業の効率化や、成果の高度化を促進する波及効果が期待できる。

例えば、2011年に開始された経済産業省の「石油精製物質等の新たな化学物質

規制に必要な国際先導的有害性試験方法の開発」では、反復投与毒性試験を予

測するため in vitro試験系の開発を行う物質群を選定する際に HESS DBが用い

られている。また、2011 年度に開始された EU の COSMOS プロジェクト

（http://www.cosmostox.eu/home/welcome/）では、化粧品の反復投与毒性に対

する in silico評価手法が開発されており、これに活用可能な一般化学物質の

反復投与毒性試験データや作用機序情報を検索するため HESS DBが用いられて

いる。 

 

（４）国際連携への波及効果 

前述のように、本プロジェクトでは OECDや ECHAへの働きかけ等、国際整合

性に重点を置き開発を実施し、その一環として、2010年度に ECHAに対し HESS

試作版のトライアルユースのモニターを依頼した。この活動がきっかけとなり

2011 年 6 月には日本と ECHA との間に化学物質管理全体の技術協力に関する

Statement of Intent(SOI)が締結され、本プロジェクトの関連事項だけでなく

化学物質管理全体の技術に対し、我が国と ECHAとの間で技術交流が行われるよ

うになった。これは、本プロジェクトの活動が我が国の国際連携の強化を促す

想定外の波及効果を生んだ例といえる。 

 

http://www.cosmostox.eu/home/welcome/
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５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等 

 

５－１ 研究開発計画 

 

（１）プロジェクト全体 

表５－１に研究開発計画を示す。開発するシステムは、多くの専門分野の情

報を総合的に取り扱うものであり、毒性学専門家、構造活性相関の専門家やシ

ステム専門家等、各分野の専門家が密に連携して開発を行う必要があった。こ

のため、各研究開発項目は連携しつつ同時並行で進められた。また、開発する

システムは、専門家による評価の支援を目的としたシステムであり、その操作

性が重視されることから、動作確認や専門家による試用を十分に行った上でシ

ステムを完成させる必要があると考えられた。そこで、2009年の中間年度の時

点で試作版を完成させ、後半の年度では試作版の試用結果を反映させてシステ

ムの最終版を完成させられるような実施計画とした。なお、最終年度には、国

内外における想定ユーザに対する試用の依頼も計画に盛り込んだ。 

また、スポンサーである経済産業省だけでなく、厚生労働省、環境省とも連

携しつつプロジェクトを進めた。 

 

（２）研究開発項目①「毒性知識情報データベースの開発」 

2007 年度から 2009 年度の実施内容として、毒性知識情報データベースに収

載する反復投与毒性試験データの主要部分（約 500物質）、及び、これらの試験

データと関連する毒性作用機序の文献情報を収集・整理し、データベース化す

ることが計画された。併せて、毒性知識情報データベースの検索システムのシ

ステム設計、及び、試作版のシステム構築を行うことが計画された。 

2010 年度から 2011 年度の実施内容として、収載データの拡充（毒性作用機

序において着目する臓器の拡充等）が計画された。また、毒性知識情報データ

ベースのシステムの動作確認と改良が計画された。 

実施体制として、反復投与毒性試験データ及び毒性作用機序情報の収集・整

理・データベース化は NITEとその共同研究先の国立医薬品食品衛生研究所が担

当し、データベースのシステム設計・構築は富士通株式会社が担当した。 

 

（３）研究開発項目②「代謝知識情報データベースの開発」 

2007 年度から 2009 年度の実施内容として、毒性知識情報データベースに反

復投与毒性試験報告書（約 500物質）を収載する物質、又は、その類似物質の

代謝経路や体内動態・種差に関する文献情報（約 400物質）をデータベース化

することが計画された。また、これらの代謝情報を解析することにより構造か

ら代謝物を推定する予測モデルの開発が計画された。計画された代謝シミュレ

ータによる予測モデル（ラット肝臓における in vitro試験を対象）と基質の構
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造に基づく P450代謝予測モデル（ヒト CYP2E1を対象）の 2種類である。さら

に、代謝知識情報データベースの検索システムのシステム設計、及び、試作版

のシステム構築を行うことが計画された。なお、ヒト P450による代謝の実測試

験データの文献情報が不十分であることが判明したため、2008 年度から 2009

年度に 30物質に対し実測試験を実施することを計画に盛り込んだ。 

2010 年度から 2011 年度の実施内容として、代謝知識情報データベースのシ

ステムの動作確認と改良が計画された。また、代謝情報として追加の 400物質

の収載データの拡充が計画された。さらに、代謝を推定する予測モデルについ

ては、追加データによる精度の改良や予測対象の拡充（代謝シミュレータにつ

いては in vivo 試験に対応させ、基質の構造に基づく P450 代謝予測手法では

CYP1A2等、他の酵素にも対応させる等）が計画された。 

 実施体制として、代謝知識情報のうち、ラットの代謝経路に関する部分のデ

ータベース開発、及び、代謝シミュレータの開発については、NITEの再委託先

である Bourgas “Prof. Asesen Zlatarov” University（ブルガス大学）が主

に担当した。また、代謝知識情報のうち、体内動態や種差に関する部分のデー

タベース開発については、富士通株式会社がその再委託先の東北大学と共同で

担当した。また、基質の構造に基づく P450代謝予測モデルの開発は富士通株式

会社の再委託先である東北大学が担当した。 

 

（４）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開発」 

③―１：ベイジアン・ネットワークを活用した反復投与毒性予測手法の開発 

本研究開発テーマでは、化学構造上の特徴と反復投与毒性において発現する

毒性との関係を統計学的に解析し、その解析結果と毒性学者の知見を基に、毒

性発現の因果関係をベイジアン・ネットワークで表現した予測モデルを開発す

ることを目的とした。 

2007 年度から 2009 年度の実施内容として、いくつかの毒性学的影響に対す

る発現毒性と化学構造との関係の解析を行うことと、その結果を基にしたベイ

ジアン・ネットワークの試作版の構築が計画された。 

2010 年度から 2011 年度の実施内容として、研究開発項目①で新たに取得さ

れた情報等を反映させる等して、ベイジアン・ネットワークを改良し対応エン

ドポイントの拡充することが計画された。 

本研究開発テーマは、NITE の再委託先である関西学院大学が主に担当した。 

 

③―２：カテゴリー・アプローチ支援機能の開発 

本研究開発テーマでは、研究開発項目①で開発する「毒性知識情報データベ

ース」及び研究開発項目②で開発する「代謝知識情報データベース」の情報を

活用し、カテゴリーアプローチ等による有害性評価を効率的・的確に行うこと

を支援する「有害性評価支援システム統合プラットフォーム」の基本機能を開
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発する目的とした。また、研究開発項目①で収集する反復投与毒性試験報告書

を解析することにより、反復投与毒性において特定の所見が発現する可能性が

高い化学物質の特徴をまとめカテゴリー化し、カテゴリー化の機能の一部とし

て HESSに登録することが計画された。 

2007 年度から 2009 年度の実施内容として、カテゴリーアプローチ支援機能

を備えた HESSの試作版の開発が計画された。 

2010 年度から 2011 年度の実施内容として、試用に基づくシステムの改良及

び研究開発項目①で新たに取得された情報の反映等によるカテゴリーの拡張が

計画された。特に、最終年度の 2011年度には、国内外の想定ユーザーに対する

試用の依頼も計画した。さらに、2011年度には、開発した全システムが効率良

く連係させるための統合化を計画した。 

本研究開発テーマは、主に NITEとその再委託先であるブルガス大学が担当し

た。また、富士通株式会社が毒性知識情報データベース及び代謝知識情報デー

タベースとの連携部分に関する一部の開発を担当した。 
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表５－１ 研究開発計画 

実施項目／年度 １９ ２０  ２１ ２２ ２３ 

研究開発項目① 

「毒性知識情報デー

タベースの開発」 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究開発項目② 

「代謝知識情報デー

タベース」の開発 

 

 

 

 

     

研究開発項目③ 

「有害性評価支援シ

ステム統合プラット

フォームの開発」 

  

 

 

 

 

   

 

 

毒性情報の収集・整理・DB化 

DB検索システムの設計・構築 DBシステムの試用・改良 

代謝情報の収集・整理・DB化 

代謝予測手法の開発 

DB検索システムの設計・構築 

代謝予測手法の改良 

DBシステムの試用・改良 

収載データの拡充 

収載データの拡充 

ベイジアンネット試作版の開発 

カテゴリーアプローチ支援機能を

備えた試作版システムの開発 
システム 

の試用・改良 

ベイジアンネットの改良 

全開発シ

ステムの

統合化 
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５－２ 研究開発実施者の実施体制・運営 

 

５－２－１ 研究開発の実施体制 

図５－１に本プロジェクトの研究開発実施体制を示す。本プロジェクトは

2007 年度から 2010 年度まで独立行政法人新エネルギー・産業技術開発機構

（NEDO）の委託業務として実施され、2011年度は経済産業省の委託業務として

実施された。プロジェクト・リーダーは、プロジェクト開始当時、国立医薬品

食品衛生研究所の変異原性部長であった林 真（その後、財団法人食品農医薬品

安全評価センターの技術統括部長を経て、プロジェクト終了時点では同法人の

センター長）が指名された。実施機関は公募による選定手続きを経て、委託先

として、独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）と富士通株式会社が、NITE

の共同研究先として国立医薬品食品衛生研究所が、NITEの再委託先として関西

学院大学とブルガリア国の Bourgas “Prof. Asesen Zlatarov” University(ブ

ルガス大学)が、富士通の再委託先として東北大学が参加した。 

 

図５－１ 研究開発実施体制 

 

プロジェクトリーダー及び各実施者のプロフィールと本研究開発における役割

を下記に示した。 

 

（１）プロジェクトリーダー（財団法人食品農医薬品安全性評価センター セ

ンター長 林 真） 

財団法人食品農医薬品安全性評価センターの林 真 センター長は、遺伝毒性

の専門家として、2007年、米国 Environmental Mutagen Societyから「環境変

異原性についての長年にわたる貢献と小核試験法の確立」の功績により

Alexander Hollaender Awardを受賞するなど、国際的にも高い評価を受けてい

る。化審法審議会委員として化学物質のヒト健康影響に関する審査にも長年携

委託

（財）食品農医薬品安全性評価センター

センター長 林 真

NEDO
/METI プロジェクトリーダー

国立衛研

安全性生物試験研究センター

共同
研究

東北大

薬学研究科 山添教授

再委託

関西学院大

理工学部 岡田教授

富士通株式会社

幕張システムラボラトリ

ＮＩＴＥ

化学物質管理センター

ブルガス大

LMC Mekenyan教授

再委託 再委託
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わっており、化学物質のヒト健康影響全般に関する深い知見を有している。さ

らに、構造活性相関手法に関する知識も深く、厚生労働科学研究費化学物質リ

スク研究事業「化学物質リスク評価における定量的構造活性相関に関する研究」

や「化学物質の評価におけるカテゴリー・アプローチの高度化に関する研究」

において主任研究者を務めたほか、OECD の QSAR 会合に厚生労働省の代表とし

て出席している。 

本プロジェクトでは、プロジェクトリーダーとして、多彩な分野の専門家か

ら成るプロジェクト実施機関を統括・指導した。 

 

（２）独立行政法人製品評価技術基盤機構 化学物質管理センター 

独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）の化学物質管理センターは、化

学物質管理に関する我が国の中核（ナショナルセンター）であり、化学物質に

ついての知的基盤を構築し情報を広く国民に提供し、我が国におけるリスク評

価・管理、リスクコミュニケーションを支援するとともに、化学物質リスク評

価手法の検討等の事業を実施している。さらに、我が国の化審法及び化管法の

施行に関する技術的支援を行うほか、OECD等における国際的化学物質管理活動

にも積極的に参加している。 

構造活性相関における特筆すべき実績として、NEDO事業「既存化学物質の安

全性点検の加速化」に参加し、新規化学物質の生分解性及び生物濃縮性試験デ

ータを解析して構造上の特徴と生分解性及び生物濃縮性との関係を調べ、既存

化学物質の試験データからは得られていない新しい知見を蓄積し、生分解性予

測モデル及び生物濃縮性予測モデルの開発に活用した。また、OECD の QSAR 活

動に参画し、OECD/QSARバリデーション原則の確立や(Q)SAR Toolboxの開発に

貢献してきた。 

本プロジェクトでは、反復投与毒性試験データや毒性作用機序情報のデータ

ベース化やカテゴリーアプローチによる反復投与毒性評価手法の開発を主に担

当すると共に、後述する研究開発推進委員会及び推進調整会議を主催するなど、

プロジェクト運営の中心的な役割を担った。 

 

（３）富士通株式会社 幕張システムラボラトリ 

富士通株式会社は、計算化学や情報化学分野の技術に基づいたシステムやパ

ッケージの開発・販売を手がけており、この分野のソフトウエアの我が国にお

けるパイオニアである。特に、本プロジェクトに不可欠な代謝反応データベー

スの構築や代謝物の予測分野では、基本代謝情報データベースシステム

BioFrontierと薬物代謝研究支援システム BioFrontier/P450を開発・販売する

などの実績を有している。最近では、薬物設計方法の研究開発とそれに基づく

薬物設計も手がけ、製薬企業や創薬ベンチャー企業との共同事業において成果

を上げている。 
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本プロジェクトでは、毒性知識情報データベース及び代謝知識情報データベ

ースから成るデータベースシステム（HESS DB）のシステム設計・構築と体内動

態と種差に関する情報のデータベース化を主に担当した。 

 

（４）国立医薬品食品衛生研究所 安全性生物試験センター 

厚生労働省の付属機関である国立医薬品食品衛生研究所（国立衛研）の安全

性試験研究センターでは、国の事業として、動物を使用した試験や細菌、培養

細胞を使用した遺伝毒性試験を行い、既存化学物質や食品添加物等の安全性評

価を行ってきた。また、化審法に基づいて申請される新規化学物質の安全性評

価作業も行っており、さらに、その評価作業支援のための既存化学物質支援シ

ステムを所内に構築・保有している。 

構造活性相関手法に関する取組としては、2003年から「化学物質リスク評価

における定量的構造活性相関に関する研究」を３年間、2006年から「化学物質

リスク評価における(定量的)構造活性相関((Q)SAR)に関する研究」として、市

販の QSARモデルを改良し、試験実施のための順位付け手法を開発するなどの実

績を有する。また、OECDが行っている高生産量化学物質安全性点検プログラム

（HPV 点検プログラム）に協力し、評価文書の作成を行うとともに、日本代表

として評価会議に出席しているほか、OECDの QSARプログラム、WHOの農薬や食

品添加物の安全性評価作業にも貢献している。 

本プロジェクトでは、主に反復投与毒性試験データの信頼性の精査や病理組

織学用語の統一化などを担当した。 

 

（５）関西学院大学 理工学部 教授 岡田 孝 

関西学院大学理工学部の岡田孝教授のグループは、多様な骨格構造の化合物

群に対する化学構造と生理活性の構造活性相関について、データマイニング研

究分野が確立する以前から取り組んでいる。特に「アクティブマイニングによ

る化学物質群からのリスク分子発見」（科研費特定領域計画研究、2001～2004

年)では、ドーパミン活性を対象として線形フラグメントを用いたカスケードモ

デルによる解析を行い、ファーマコフォアに特徴的な部分構造を発見すること

に成功し、高い評価を受けた。 

本プロジェクトでは、ベイジアン・ネットワークによる毒性予測機能の開発

を担当した。 

 

（６）Bourgas “Prof Assen Zlatarov”University Laboratory of Mathematical 

Chemistry, Laboratory of Mathematical Chemistry, Prof. Mekenyan 

ブルガリア国の Bourgas “Prof Assen Zlatarov”University（ブルガス大

学）の Laboratory of Mathematical Chemistry（LMC、代表 Ovanes Mekenyan

教授）は、化学物質の安全性評価のための各種 QSARモデル（分解性、蓄積性、
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環境毒性、遺伝毒性、皮膚感作性）の開発とこれらのモデルを効率よく作動さ

せるプラットフォームの開発を行うと共に、開発したこれらのソフトウェアを

各国の行政機関や大手化学企業等に販売している。特に生分解性においては代

謝経路と各代謝物の残留量を同時に予測できる代謝シミュレータを世界で初め

て開発し注目を浴びた。これらの業績は、国際的にも評価されており、OECDの

(Q)SAR Toolboxのシステム開発を担当している他、欧米の行政当局や企業と多

くの共同研究を行っている。 

本プロジェクトでは、有害性評価支援システム統合プラットフォームのシス

テム構築、ラット肝臓の代謝経路のデータベース化と代謝シミュレータの開発

を主に担当した。 

 

（７）東北大学 大学院薬学研究科 教授 山添 康 

東北大学 大学院薬学研究科の山添康教授のグループは、薬物代謝酵素の遺伝

子解析、発現系の構築に実績がある。アデノウイルスベクターを用いた発現系

によって代謝特性を調べる系の構築に成功したほか、1)ヒト CYP分子種の基質

特異性の解析を行い、この手法がラットの酵素に適用できることを確認、2)化

学物質の代謝的活性化の機序について研究を進め、CYP1A2を発見、3)酵素的 O-

アセチル化の発見、4)催奇形性誘発機序、遺伝毒性及び肝毒性について CYP及

びスルホトランスフェラーゼの重要性を見いだすなど、数々の国際的業績を上

げており、最近では、核内受容体による代謝動態の調節についても業績を上げ

ている。 

本プロジェクトでは、P450の基質の構造に基づく代謝予測手法の開発を主に

担当した。 

 

５－２－２ 研究開発の運営管理 

（１）研究開発推進委員会の設置と運営 

本プロジェクトにおける研究開発の一層の充実を図るため、本プロジェクト

の成果の利用者とも想定される外部有識者の意見を研究開発に反映させるべく、

NITEに研究開発推進委員会を設置し、毎年 2回程度の会合を開催した。研究開

発推進委員会の委員を表５－２に示す。なお、本委員会にはオブザーバーとし

て経済産業省、厚生労働省、環境省の化審法担当部局の担当者が参加した。 
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表５－２ 研究開発推進委員会の委員 

 

過去の研究開発推進委員会の実施履歴は以下のとおり（合計 11回）。 

2007年度：10月 16日（第１回）、12月 20日（第２回） 

2月 29日（第３回） 

2008年度：7月 24日（第１回）、2月 24日（第２回） 

2009年度：5月 29日（第１回）、1月 21日（第２回） 

2010年度：6月 30日（第１回）、10月 29日（第２回） 

2011年度：7月 6日（第１回）、12月 20日（第２回） 

 

（２）研究開発推進調整会議等の実施 

プロジェクトの進捗状況を確認するとともに、プロジェクトリーダーを中心

に実施者間の連携を強化し、効率的な研究開発を推進するため、本プロジェク

トの実施者を主体とする研究開発推進調整会議を月 1回程度実施した。過去の

研究開発推進調整会議の実施履歴は以下のとおり（合計 42回）。 

2007年度：8月 7日（第１回）、9月 12日（第２回）、12月 6日（第３回）、 

1月 4日（第４回）、2月 21日（第５回） 

2008年度：4月 18日（第１回）、5月 27日（第２回）、6月 19日（第３回）、 

8月 15日（第４回）、9 月 19日（第５回）、10 月 17日（第６回）、 

11月 21日（第７回）、12月 11日（第８回）、 

2月 10日（第９回）、3月 13日（第１０回） 

2009年度：4月 16日（第１回）、5月 21日（第２回）、7月 3日（第３回）、 

8月 6日（第４回）、9 月 17日（第５回）、11 月 6日（第６回）、 

12月 24日（第７回）、2月 25日（第８回）、3 月 18日（第９回） 

2010年度：5月 18日（第１回）、6月 28日（第２回）、8月 5日（第３回）、 

氏名 所属・役職 

池田 正之 
委員長 

（財）京都工場保健会 常勤顧問 

池田 敏彦 有限責任中間法人 医薬品開発支援機構 理事 

後藤 純雄 麻布大学健康環境科学 教授 （2008年度まで） 

望月 正隆 東京理科大学薬学部 教授 （2009年度から） 

庄野 文章 （社）日本化学工業協会化学品管理部 常務理事 

高橋 由雅 豊橋技術科学大学大学院工学研究科 教授 

西川 秋佳 
国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター 

センター長 

堀井 郁夫 
Pfizer Inc., Worldwide Development, Drug Safety Research & 

Development, Global Consultant 
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8月 26日（第４回）、10月 1日（第５回）、11 月 12日（第６回）、 

12月 24日（第７回）、2月 24日（第８回） 

2011年度：4月 14日（第１回）、5月 12日（第２回）、6月 27日（第３回）、 

8月 4日（第４回）、8月 6日（特別回）、9 月 22 日（第５回）、 

10月 31日（第６回）、11月 4日（特別回）、12 月 8日（第７回）、

1月 23日（第８回） 

 

５－２－３ 成果普及に関する取り組み 

本プロジェクトの成果の利用主体に対し、成果を普及し関与を求めるため、

以下のような取組を行った。 

 

（１）OECD (Q)SAR Toolbox Management Groupとの連携 

OECD (Q)SAR Toolboxとの互換性を確保するため、その Management Groupと

連携しつつHESSの開発を進め、年2回程度実施される同プログラムの会合では、

ほぼ毎回、HESSの開発状況の紹介や OECD (Q)SAR Toolboxとの連携に関する議

論を行った。特に、同グループの第 6回の定例会議(OECD Sixth Meeting of the 

(Q)SAR Toolbox Management Group（ベルリン、2011年 10月)）では、HESS試

作版のトレーニングセッションを実施し、グループメンバーの HESSに対する理

解の促進に努めた。 

また、カテゴリーアプローチの手法確立のための OECDのワークショップ

（Workshop on Using Mechanistic Information in Forming Chemical Categories 

to Fill Data Gaps for Regulatory Purposes（ワシントン DC、2010年 12月）

の題材に、本プロジェクトで開発した手法による反復投与毒性のカテゴリー作

成の実例を提供し高い評価を受けた。 

これらの働きかけにより、HESSの一部は OECDからの要望により、OECD (Q)SAR 

Toolboxへ搭載されることとなった。例えば、現在、OECD (Q)SAR Toolbox ver.2

に採用されている反復投与毒性データのツリー構造は本プロジェクトで開発さ

れたものである。また、本プロジェクトで開発した反復投与毒性のカテゴリー

ライブラリーも 2012年 10月に公開される OECD (Q)SAR Toolbox ver.3に搭載

される見込みとなっている。 

 

（２）ECHAに対するトライアルユースのモニターの依頼 

REACHの審査においてOECD (Q)SAR Toolbox を活用しているECHAに対し、HESS

試用版のトライアルユースを依頼した（2011年 6月-10月）。その結果、“この

システムは ECHAでの我々の業務を支援するための有用な情報を提供し得る可

能性をもっており、我々はこのシステムが公開された後にわれわれの科学的ソ

フトウェアの構成に加えることを考慮したいと考えている”など、高い評価を

得ることができた。また、ECHAからはシステムの詳細部分に至るまで今後の改
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良のためのコメントを受けており、その評価結果を基に HESS正式版を完成させ、

現在 HESSは ECHAにおける REACHの審査業務に活用されている。 

 

（３）化学事業者への広報活動 

開発するシステムの利用者として想定される化学物質管理に携わる事業者に

対する普及活動として、NITE化学物質管理センター成果発表会(2008年 7月、

2009年 7月、2010年 6・7月、2011年 6・7月、2012年 10月(予定))において、

本プロジェクトの紹介や開発システムのデモンストレーションを行った。 

また、日本化学工業協会が主催する講演会等（2009年 12月、2011年 2月、

2012年 3月、2012年 9月(予定)）で本プロジェクトの概要や成果を紹介すると

共に、同協会のリスク評価ワーキンググループにおいて HESS試用版のトレーニ

ングセッション(2011年 11月)を実施した。 

現在、HESS及び HESS DBの化学系企業の登録ユーザー数は 100件を超えてい

る。 

 

（４）学会等での情報発信 

開発するシステムの利用者として想定される毒性学専門家に対する普及活動

として、日本毒性学会の学術年会において本プロジェクトの成果を発表するシ

ンポジウムを２回実施した（2009 年 7月、2012年 7月）。2009年 7月に実施し

たシンポジウムでは、他の有害性試験(分解、蓄積、生態毒性、遺伝毒性)を対

象とした構造活性相関手法(In silico手法)の開発者も講演を行い、In silico

開発の現状を把握するとともに、これらの手法を実際の評価へ適用する際の課

題について化学物質の有害性評価に携わる産学官の各分野の関係者がパネルデ

ィスカッションを行い議論した。 

また、総合化学技術会議の施策報告会(2009年 12月)や OECDの 40周年記念

式典(2011年 6月)においては、国の施策としての本プロジェクトの成果につい

て発表を行った。 

この他、論文誌や学会等で本プロジェクトの成果を発表し、成果普及に努め

た（p113-125参照）。 
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５－３ 資金配分 

 

表５－３に資金配分を示す。目標が達成できなかった研究開発テーマなどは特

になく、妥当な資金配分であったと思われる。 

 

            表５－３ 資金配分       （単位：百万円） 

年度  2007 2008 2009 2010 2011 合計 

研究開発項目① 67 74 59 52  46 298 

研究開発項目② 51 49 66 49 38 253 

研究開発項目③  38 43 41 34  32  118 

合計 156 166 166 135 116 739 
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５－４ 費用対効果 

 

28 日間反復投与毒性試験の１物質当たりの標準的な費用は 750～950 万円と

いわれている。単純計算で、本プロジェクトで開発したシステムにより約 100

物質の評価を行うことができれば、開発コストに見合った成果相当と考えられ

る。一方安全性点検が実施されていない既存化学物質は 20,000物質以上といわ

れており、今後上市されるであろう新規化学物質を合わせると、今後評価が必

要となる化学物質の数は膨大なものなる。当然これらすべての化学物質を本シ

ステムでカバーすることは不可能であるが、本システムにおいて毒性作用機序

が明確に特定された物質に関しては十分有害性の予測が可能であり、もし上記

物質群に本システムが適用された場合、有害性予測が可能な物質の総数は優に

100 物質を超えると見込まれる。また、本プロジェクトで開発した手法や集積

したデータを基に、今後、ユーザーがより少ない労力で、対応カテゴリーを拡

張することも考えられる。 

さらに、反復投与毒性に関するカテゴリー化の手法を世界に先駆けて開発し、

OECDを中心に手法普及のための働きかけを行ったことは、我が国で開発された

手法を他の国でも障害なく使えるようにするための効果的な取り組みであった

と考えられる。 

以上により、本プロジェクトの費用対効果は妥当であったと考えられる。 
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５－５ 変化への対応 

 

プロジェクト実施期間中に大きな計画の変更を要する社会経済情勢等の変化

は特に生じなかった。 

プロジェクト実施期間中の技術動向として、本研究開発の活動と時を同じく

し、OECDにより Adverse Outcome Pathway (AOP)を用いたカテゴリー作成の重

要性が認識され、その実現化が検討されるようになった。この動向に対し、本

プロジェクトが先駆けとなり、リーダシップを発揮し、手法適用への道を開く

ことができた。 
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第３章 評価
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第３章 評価 

 

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や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。 

 

【肯定的意見】 

（Ａ委員）化学物質のリスク管理は世界的な課題であり、我が国においても全化学物質

を対象としたリスク管理が化審法に求められており、政策的な意義がある。

OECDによる(Q)SAR Application Toolbox の開発など有害性のデータギャップ

を補完する手法の開発が進められているが、２８日間反復投与毒性に関して

は例がなく、科学的にも先進的な取り組みであると評価できる。 

（Ｄ委員）化学物質の有害性評価において、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

護の状況や簡便性や安全管理上の社会的なニーズなど、化学物質の安全管理

の施策の面から考慮すると、国際的に極めて重要な研究課題である。よって、

政策的な位置づけやその意義は明確でありタイムリーな課題として評価され

る。本プロジェクトでは、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、国際協調による事業展開など、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。研究班組織は国際化も考慮して

海外研究者も含まれ、官民の研究者で構成されており適切である。 

（Ｅ委員）第３期科学技術基本計画、化審法 国会附帯決議及び経済産業省の計画・提
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言にも合致している研究テーマである。化審法におけるリスク評価の主体は

国であり、その評価を支援するためのシステム構築を国で行うことは適切で

ある。本システムはＯＥＣＤのＱＳＡＲ（ToolBox）へ組み込みを前提に設計

されており、わが国発の科学技術の高さをＰＲするとともに、国際的な化学

物質の適正管理への寄与も高い。 

（Ｆ委員）国際的に化学物質のリスク評価に取り組む施策に関する社会的価値は高い。 

（Ｃ委員）持続可能な産業環境システムを形成していくにあたり、化学物質管理は、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。事業者に委ね

るには、関連データの所有権等の問題があるため、なじまず、国が中心軸を

にない関与して進める以外にない事業である。 

（Ｂ委員）当該事業は、事実上世界で初めての試みであり、かつ、化学物質の慢性毒性

に関する系統的知識を得る上で欠かせないものであり、化審法にも影響を与

える可能性を持つことより、その政策的意義は計り知れないほど大きい。ま

た、国民にとっても、食品添加物のみならず、日常使用している物質の環境

影響を知る上で、極めて重要であると考える。 

 

【問題点・改善すべき点】 

（Ｂ委員）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。 

（Ａ委員）成果物の 1 つである HESS は、REACH の届け出に利用されるなど国外での規

制への活用が進んでいるが、国内での規制への利用についてさらに取り組ん

でいくことが期待される。 

（Ｄ委員）化学物質の代謝分解による毒性発現の変動（活性化・非活性化）は、化学物

質固有の構造や物性によって代謝関連酵素が異なり極めて複雑である。標準

化にあたっては更なる情報収集と研究の進展が望まれる。 

（Ｆ委員）経産省のマネージメント機能が発揮されたとすれば、反復投与した物質の生

体内運命に関する動態部門が代謝領域のみに限定され、吸収や排泄の情報の

ＤＢ化に着手しなかった点に疑問が残る。 

（Ｅ委員）この事業に直接関係する事項ではないが、本システムが対象としているユー

ザー層（毒性・リスク評価の専門家）を厚くしていく人材育成施策も別途検

討していくべきと考える。 
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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。 

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。 

 

【肯定的意見】 

（Ｄ委員）化審法のみならず OECD 等、国際的な枠組みを意識した目標設定がなされて

いる。その具体的内容についても、28日連投における毒性発現は極めて複雑

にもかかわらず、カテゴリーアプローチによりメカニズムを考慮した手法の

開発となっている。また、化学物質の毒性発現に重要な代謝経路や代謝速度

の推定も考慮している。 

（Ａ委員）２８日間反復投与試験結果と作用機序等の知見を知識データベース化し、

OECDでの開発状況と歩調を合わせた有害性評価支援システム統合プラットフ

ォームを構築するという目標と作用機序、代謝情報を含めて評価者を支援す

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。 

（Ｂ委員）具体的な目標として、データベースの作成、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、いずれも明確な目標と考える。 

（Ｆ委員）試験報告書ＤＢと毒性作業ＤＢ構築は、28 日間反復投与毒性試験のシステ

ム設計のために基本的に評価できる。 

（Ｅ委員）評価項目ならびに基準は明確に設定されている。 

（Ｃ委員）適切に設定されている。 

 

【問題点・改善すべき点】 

（Ｂ委員）ベイジアンネットワークとカテゴリーアプローチとの関連性が、最後まで必

ずしも明確ではなかった。 

（Ｄ委員）代謝に関しては、他の多くの分子種に関しても更なるデータ―収集とその解

析が必要であろう。 

（Ｆ委員）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

足しておる。 
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（Ｅ委員）開発方針の１点目として「専門家の判断をサポートするためのシステムを構

築する（システムが判断を下すのではない）」は、ハザード評価の難しさを

十分認識した上での方針と理解できるが、より多くの活用が図れるような事

例や仕組みを今後検討されることを期待する。 
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３．成果、目標の達成度の妥当性 

28 日間反復投与毒性試験の 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。 

 

【肯定的意見】 

（Ｄ委員）当初の目標は十分達成されている。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システムを開発した。すで

に本法は、OECD の専門家からも高い評価が得られている。 特筆すべきは、

28日連投によって発現する毒性発現の作用機序についても考慮したものであ

り、毒性試験法の開発にあたって重要視されている Adverse Outcome Pathway 

(AOP)のセオリーを代表する系となっている。一方、ベイジアンネットにより、

ToxBayを構築し、化学物質の毒性に関するリスク評価も可能としている事も

評価に値する。論文発表や国際学会での発表、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。 

（Ａ委員）OECD QSAR Toolbox の開発と連携した OECD での活動は特筆に値する。28 日

間反復投与毒性試験の 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タの開発がなされ、独自に HESS として一般に

提供されており成果は明確である。対外的にも AOP に基づいた毒性予測シス

テムの開発の先例として評価され、学術論文の発表も着実なされている。 

（Ｂ委員）当初掲げられた目標は、ほぼすべて成果として形になっており、また、中間

評価の段階で懸念された論文化も予想外に進展していたことはすばらしい。

また、OECDとの連携も達成されており、基準以上の成果が上がっていると考

える。 
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（Ｃ委員）目標は達成されている。今後は、学術誌に成果を報告されることを通じて、

いっそう本事業の成果が専門家集団にも共有されることが期待できる。 

（Ｅ委員）他国であるが欧州化学品庁での届出物質に関するプライオリティ付けも実現

しており、目標以上の成果が得られていると考える。 

（Ｆ委員）反復投与毒性試験報告書 500物質分を 1カ所に集めた点は評価される。 

 

【問題点・改善すべき点】 

（Ａ委員）カテゴリー分類の完成率は高いものがあるが、代謝シミュレータの予測率は

高いものではなく、さらなる予測率の向上を期待したい。ヒトへの外挿に係

る CYP1A2 および CYP2E1 の検討と代謝シミュレータ等との連携は限定的であ

る。人への外挿については、引き続き検討が必要であろう。 

（Ｆ委員）研究課題名から、どうしても未知物質の毒性の類推に期待が集まる。 

（Ｂ委員）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な点がやや残念

である。 

（Ｄ委員）今後の課題として、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。 

（Ｅ委員）国内化審法での活用も早期にできるよう、さらなる検討を行政にお願いした

い。 
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４．標準化等のシナリオ、波及効果の妥当性 

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。 

 

【肯定的意見】 

（Ｂ委員）JIS化などの標準化に関しては、今ひとつ積極的な研究内容ではなかったが、

OECDとの連携はとれており、ToolBoxに納められると聞いている。 

（Ａ委員）OECDの QSARの規制利用の検討において、我が国主導の国際化に向けた対応

は図られた。HESSは実際に提供され、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。QSAR 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。 

（Ｆ委員）本システムの一部を欧州で試用された点は評価できる。 

（Ｄ委員）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 の専門家として知られる

OECDの Terry Schultz 博士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。 

（Ｅ委員）OECDの技術プラットフォームである、ToolBoxへの搭載も今秋に予定されて

いる。欧州ＥＣＨＡでの利用もなされており、日本の研究成果として十分に

認識され得る状態となっている。 

（Ｃ委員）ECHAにも成果が活用される道筋がつけられており、特筆すべきことである。 

 

【問題点・改善すべき点】 

（Ｅ委員）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る。国内行政での

実使用はこれからの段階であり、早期の利用を期待する。 

（Ａ委員）本プロジェクトの基本プログラムがブルガス大学のシステムに依存しており、

国際標準化の点で効率的な開発がなされていると評価できますが、国内技術
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の活用もはかり、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。 

（Ｄ委員）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。それには、研究の継続が可能であるか

どうかにかかっていると思われる。QSAR 法の国際標準化に関しては、海外で

の研究の進展と国際的な協調によるデータの蓄積も必要であり、かなりの道

程が予測される。 

（Ｂ委員）どのようなシステムでも同様であるが、開発した担当者が異動等でいなくな

った場合などで、組織としてはシステムの更新を行いたくても、できなくなる

可能性がある。組織として今後のシステムのメンテナンスについて責任を持つ

ことを期待する。 

（Ｆ委員）動態のうち、代謝領域に限定した２つのシミュレータは、結果的に重複した

用途に向けた取組みとなった。プラットフフォームもカテゴリーアプローチ

のみでもよかったと考えられる。 
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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。 

 

【肯定的意見】 

（Ｄ委員）産官学および国際化を意識した実施体制であり、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。

また、成果の公表も適切になされている。 

（Ａ委員）プロジェクトリーダーのもと、毒性の専門家とシステム開発者の連携が十分

になされ、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。海外との共同開発に係る障壁を感じさせず、実施者間

の連携が十分に行われる体制となっているように伺われた。 

（Ｂ委員）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。費用対効果に関しても、概ね妥当であったと思

う。また、採択された実施者も、当該分野の専門家が集まっており、これま

た妥当であると考える。 

（Ｆ委員）既存の毒性実施試験結果情報の収集整理については一定の効果があると判断

される。 

（Ｃ委員）開発項目③が特に貴重な成果であり、その有用性の主張を後押しする体制の

充実が急がれる。 

 

【問題点・改善すべき点】 

（Ｃ委員）専門家の判断をサポートするためのシステム・・・このサポート部分は、今
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後このシステムの普及にともない得られるであろうフィードバックを活用さ

れて、支援内容の明確化と適切なマンマシンシステムの構築につながること

を期待している。 

（Ｅ委員）良いシステムが構築できたので、今後のメンテナンス方法やリソース確保も

十分考慮して、継続的な活用を図る仕組みで運用されることを期待する。 

（Ｆ委員）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。２つの統合プラットフォームは、文字

どおり、一つに統合できないものか。 

（Ａ委員）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。 

（Ｂ委員）ベイジアンネットワークの作成には、何人かの協力者がいたようであるが、

明確に研究協力者としてメンバー化しておいた方がよかったかもしれない。 
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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 日間反復投与試験の 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 年目標実現のため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 と毒性作業 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。 

 

【肯定的意見】 

（Ａ委員）28日間反復投与試験の 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 が完成された。HESS の利用が始まっており、OECD Toolbox への組

み込みも予定される等、今後の拡張や発展も期待できる。 

（Ｅ委員）反復投与毒性を予測する代替手法が存在しないなかで、本事業は大きな成果

を挙げた。 

（Ｆ委員）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

作業ＤＢ構築は評価できる。 

（Ｄ委員）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。国際的にも OECD や ECHA からも高い評価が得ら

れている。 

（Ｃ委員）世界各国で鎬を削っている WSSD２０２０年目標実現のために資する技術開

発をおこなった。 

（Ｂ委員）極めて重要な事業を、短時間、かつ少ないメンバーでやり遂げており、すば

らしいの一言に尽きる。世界で初めての事業であり、これが世界標準となり、

かつ、永続していくことを希望する。 
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【問題点・改善すべき点】 

（Ｆ委員）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。 

（Ｄ委員）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。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。 

（Ｂ委員）部分的に、関連性が明確でないパーツがあることと、上記の裏返しで、この

事業が永続していくかどうかが不明であることが残念である。 
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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。 

 

【各委員の提言】 

（Ｂ委員）繰り返すようだが、この事業が標準化し、かつ、半永久的に持続することを

希望する。そのためには、欧米で同じようなシステム開発が繰り返されない

ように、世界的にアピールして頂き、当該システムが世界中で使用されるよ

うになることを希望する。このようなシステムを継続することの困難性は、

海外でも Swiss Prot が打ち切られたりしたことを鑑みでも、十分承知して

いるつもりであるが、このシステムを境に、継続することの重要性が、認識

されることを望む。また、化学物質で行えたことは、医薬品化合物や、動物

性医薬品などでも通用するはずであり、もしこのような今回考慮されなかっ

た化学物質についてもデータが蓄積されれば、その重要性は計り知れないと

考える。 

（Ａ委員）本プロジェクトの成果の特筆すべき点は世界的にも例のない 28 日間反復登

用毒性のデータベースであり、世界的な標準として発展できる基本的な枠組

みが構築されていると評価できます。毒性試験データや知識情報を更新する

ことにより、国際的にも貴重なシステムとして発展すると考えます。活用方

策をアピールし、毒性データを保有する産業界等との連携を深め、積極的に

質の高いデータを拡充されることを望みます。化学物質の 28日間反復毒性に

とどまらず、農薬等の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します。 

（Ｃ委員）動物実験の削減要求、少ないデータを与件として、実現可能な有害性評価の

枠組みを構築したことがきわめて需要な成果であり、この枠組みにそって関

係機関が保有するデータ、専門家の判断が収集されることでこの評価システ
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ムは、成長・進化していくと予想する。むしろ、今回できた評価の枠組みの

応用局面において個別に解決の必要のある技術開発課題が明確になってくる

と推察し、それらの課題解決にむけた研究開発プログラムの策定が必要とな

ると考えている。 

（Ｅ委員）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。また、本システムを使いこなせる専門人材が実質的に少ないのが課題

であろう。ハード面は今回の事業で達成されたので、もう一方のソフト（人

材育成）が加速できる体制整備を期待する。システム活用を進めるためには、

活用法に関するケーススタディを増やしていくことが重要と考える。 

（Ｆ委員）28 日間反復投与毒性試験では、被験物質の経口投与時の吸収効率見込みや

排泄の遅速は蓄積性に直結するので、化学物質リスクに関わる者であれは、

動物動態の非専門家であっても強い関心が寄せられる。本プロジェクトでは、

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。 

（Ｄ委員）本法は、毒性専門家が既知の類似化学物質の情報から得られる知見を基に、

化学物質の毒性を的確に効率よく評価するための有害性予測評価支援システ

ムとして開発された。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等、更に利用者が運用し易い形でのメンテナンスと改

良についての研究開発は継続する事が望ましい。化学物質の毒性発現は、生

体での ADMEの動態により著しく異なってくる。関連する代謝酵素や CYPの分

子種は化学物質によって違うことから毒性発現は複雑な対応を示す。したが

って、代謝の問題に関しても継続的な研究が望まれる。 
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８．個別要素技術に関するコメント 

①毒性知識情報データベースの開発 

【成果に対する評価】 

（Ｅ委員）データの比較が容易なシステムであり、データの品質確認も専門家により十

分なされている。優れた専門人材を事業に投入できたことが成功の要因であ

る。本システムを充実していくためには、ＩＵＣＬＩＤの入力項目と本シス

テムの入力フォーマットを共有化していく等の工夫もあると良い。反復投与

毒性の結果判定に重要な病理所見をシソーラス化した点も高く評価できる。

毒性作用機序ＤＢも、エキスパートジャッジがなされたナレッジＤＢとして

活用が期待される。 

（Ｄ委員）精度の高い予測システムを開発する為、GLPで実施された質の高い国内外の

データーを 500 物質程度選択して解析入力されており、これに毒性病理の専

門家も加わって病理所見や臨床測定値が総合的に整理解析され、信頼性の高

い予測システムが開発されている。 

（Ｆ委員）既存の毒性実施試験結果情報の収集整理については一定の効果があると判断

される。 

（Ａ委員）２８日間反復投与試験結果と作用機序等の知見を知識データベース化しと作

用機序、代謝情報を含めて我が国を代表する専門家の査読を経た信頼性の高

いデータベースが構築されている。データベースは既に公開されており実用

化されている。 

（Ｂ委員）計画された目標はほぼ達成されている。 

（Ｃ委員）目標を達成している。 

 

【事業化の見通しに関する評価】 

（Ｄ委員）論文発表や国際学会での発表、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、更には ECHAでのトライアルユースのモニター依頼で得

られた高い評価など、国際標準化についても成果を上げている 

（Ｅ委員）OECDでのプレゼン、欧州 ECHA での実使用など、最大限の努力がなされてい

る。 

（Ａ委員）OECDでの QSAR Toolboxの開発元と共同することにより、国際的に本手法の

普及を目指すなど効率的な対応がなされている。データベース、カテゴリー

分類も QSAR Toolboxに搭載、あるいは搭載が予定されており、国際標準化が

達成されている。 

（Ｂ委員）OECD との連携が行われており、十分に標準化される素地はあるものと考え

る。 

（Ｃ委員）当初から汎用性を意識されたデータベースモデルを構築している。 
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（Ｆ委員）今後予定される米国ＥＰＡ側の本システムに対する評価を待ちたい。 

 

 

②代謝知識情報データベースの開発 

【成果に対する評価】 

（Ａ委員）800物質の代謝情報が収集され、代謝シミュレータの開発がなされ目標は達

成されている。 

（Ｂ委員）計画時の目標は十分に達成されていると考える。 

（Ｃ委員）目標を達成している。 

（Ｄ委員）CYP2E1 分子種に着目し、代謝予測モデルの構築として、代謝部位や代謝経

路の順位付けについて予測する事を可能とした。しかしながら、化学物質の

代謝と毒性発現に関しては、化学構造、関与する代謝酵素、二次、三次代謝

物による毒性発現、毒性の種間差等、まだ多くのブラックボックスが存在し

ていることから、更なる継続的な研究の発展が望まれる。 

（Ｅ委員）実際の活用事例集を充実させていくことで、利用促進をはかっていただきた

い。 

（Ｆ委員）定性的な構造変換予測系の開発を 2カ所で別々に実施する必要があったのか、

疑問が残る。 

 

【事業化の見通しに関する評価】 

（Ｃ委員）代謝マップデータベースを通じて標準化を実現している。 

（Ｄ委員）標準化に関しては、より多くの代謝情報を取得して、予測系に組み込む必要

がある。 

（Ａ委員）ヒト P450 代謝予測モデルについては研究段階であり、代謝知識情報データ

ベースの標準化ついても今後の課題と思われる。 

（Ｂ委員）OECD との連携がとられていることにより、標準化される素地は十分にある

と考える。ただ、他の部分と異なり、表示がやや特殊なため、このまま標準

化されるかどうかはやや疑問な点も残る。 

（Ｆ委員）本プロジェクトの 2カ所で実施した予測系の統合が難しいので、標準化には

長い道のりがある模様である。 

 

 

③有害性評価支援システム統合プラットフォームの開発 

【成果に対する評価】 

（Ｂ委員）カテゴリーアプローチも、ベイジアンネットワークも、十分に計画時の目標

を達成していると考える。 
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（Ｄ委員）開発システムの有効利用については、化審法、REACHでの利用に加え、事業

所での利用も可能である。本法は既存化学物質のような毒性未知の低分子有

機化合物の毒性予測に関するリスク評価システムとして極めて有用と考える。 

（Ａ委員）HESS が公開され目的は達成している。２８日間反復投与毒性のデータ補完

システムの開発は初めての試みであり、今後の化学物質管理の分野での活用

が期待できる。 

（Ｃ委員）ブレークスルーを成し遂げられたと推察する。 

（Ｅ委員）化学物質のカテゴリー作成のための AOP 作成根拠として大いに期待できる。

１０カテゴリー程度の追加が可能との説明があったが、現在の３３カテゴリ

ーを増やしていく検討は継続してほしい。 

（Ｆ委員）システム統合プラットフォームは、カテゴリーアプローチのみに統合すれば

良かったと考えられる 

 

【事業化の見通しに関する評価】 

（Ａ委員）国際的なデファクトスタンダードの１つである QSAR Toolboxと連携し OECD

と連携し効率的に標準化に向けた対応がなされている。 

（Ｄ委員）ネットで公開され、自由に利用可能である事は評価される。 

（Ｃ委員）戦略的に国際的な場で成果の活用の道筋を設計している。 

（Ｆ委員）カテゴリーアプローチに限定すれば標準化に対応できうるものと判断される。 

（Ｅ委員）実際の活用事例集を充実させていくことで、国内外での利用促進をはかって

いただきたい。 

（Ｂ委員）OECD との連携がとられていることより、標準化される素地は十分にあると

思う。ただ、使用方法がやや難しいため、かなり広報活動を行わなければ、

広く利用されないのではないかとの懸念は残る 
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第４章 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」に係るプロジェクト評価の実施に

併せて、以下に基づき、本評価検討会委員による「評点法による評価」を実施した。

その結果は「３．評点結果」のとおりである。 

 

１．趣 旨 
 

評点法による評価については、産業技術審議会評価部会の下で平成 11 年度に評

価を行った研究開発事業（39 プロジェクト）について「試行」を行い、本格的導入

の是非について評価部会において検討を行ってきたところである。その結果、第 9

回評価部会（平成 12 年 5 月 12 日開催）において、評価手法としての評点法につい

て、 

 (1)数値での提示は評価結果の全体的傾向の把握に有効である、 

 (2)個々のプロジェクト毎に評価者は異なっても相対評価はある程度可能である、 

との判断がなされ、これを受けて今後のプロジェクト評価において評点法による評

価を行っていくことが確認されている。 

 また、平成 21 年 3 月 31 日に改定された「経済産業省技術評価指針」においても、

プロジェクト評価の実施に当たって、評点法の活用による評価の定量化を行うこと

が規定されている。 

これらを踏まえ、プロジェクトの中間・事後評価においては、 

 (1)評価結果をできる限りわかりやすく提示すること、 

 (2)プロジェクト間の相対評価がある程度可能となるようにすること、 

を目的として、評価委員全員による評点法による評価を実施することとする。 

  本評点法は、各評価委員の概括的な判断に基づき点数による評価を行うもので、

評価報告書を取りまとめる際の議論の参考に供するとともに、それ自体評価報告書

を補足する資料とする。また、評点法は研究開発制度評価にも活用する。 
 

２．評価方法 
 

・各項目ごとに４段階（Ａ(優)、Ｂ(良)、Ｃ(可)、Ｄ(不可)<ａ，ｂ，ｃ，ｄも同

様>）で評価する。 

・４段階はそれぞれ、Ａ(ａ)＝３点、Ｂ(ｂ)＝２点、Ｃ(ｃ)＝１点、Ｄ(ｄ)＝０

点に該当する。 

・評価シートの記入に際しては、評価シートの《判定基準》に示された基準を参

照し、該当と思われる段階に○を付ける。 

・大項目（Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ）及び小項目（ａ，ｂ，ｃ，ｄ）は、それぞれ別に評

点を付ける。 

・総合評価は、各項目の評点とは別に、プロジェクト全体に総合点を付ける。   
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３．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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経済産業省技術評価指針の位置付け 

 

経済産業省技術評価指針（以下、「本指針」という。）は、経済産業省が、経済産業省における技

術に関する施策及び技術に関する事業（以下、「技術に関する施策・事業」という。）の評価を行う

に当たって配慮しなければならない事項を取りまとめたガイドラインである。 

本指針は、「産業技術力強化法」（平成１２年法律第４４号）第１０条の規定、「科学技術基本計画」

（平成１８年３月閣議決定）、「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研

究開発等の効率的推進等に関する法律」（平成２０年法律第６３号）第３４条の規定及び「国の研究

開発評価に関する大綱的指針」（平成２０年１０月内閣総理大臣決定）（以下、「大綱的指針」という。）

に沿った適切な評価を遂行するための方法を示す。 

同時に、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」（平成１３年法律第８６号）（以下、「政策評

価法」という。）に基づく「経済産業省政策評価基本計画」（以下、「政策評価基本計画」という。）

に沿った、経済産業省政策評価のうち研究開発に関する部分の実施要領としての性格を持つ。した

がって、技術に関する施策・事業についての評価の結果は、政策評価基本計画に基づき実施される

事前評価及び事後評価に適切に反映・活用を図る。 

技術評価は、政策評価法上要請される評価を含め政策評価の一環としての位置付けを有すること

から、本指針は、技術に関する施策・事業の成果や実績等を厳正に評価し、それを後の技術に関す

る施策・事業の企画立案等に反映させる政策サイクルの一角としての評価の在り方について定める

ものである。 

ただし、技術に関する施策・事業に係る評価は、競争的資金制度による研究課題、プロジェクト

といった研究開発の内容や性格、実施体制等の態様に応じた評価方法に拠るべきであるとともに、

評価の厳正さと効率性を両立するためには、評価をとりまく様々な状況に応じた臨機応変な評価手

順を設定する必要がある。さらに、評価手法は日進月歩であり、今後よりよい評価手法が提案され

ることも十分考えられる。したがって、本指針では共通的なルール及び配慮事項を取り上げること

とし、より詳細な実施のプロトコルは評価マニュアルの作成等により記述することで、機動的な実

施を図ることとする。 

研究開発機関が自ら実施する評価をその機関の自己改革の契機とするような自律的なシステムの

構築に努め、研究開発を実施する独立行政法人が、大綱的指針及び本指針に沿って、研究開発評価

の実施に関する事項について、明確なルールを定め、研究開発評価の実施及び評価結果の活用が適

切かつ責任を持って行われるよう、所管官庁としての責務を果たすものとする。 
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◎本指針における用語については、次に定めるところによる。 

 

・競争的資金制度：資金を配分する主体が、広く一般の研究者（研究開発に従事している者又はそ

れらの者から構成されるグループをいう。）、企業等又は特定の研究者、企業等を対象に、特定の

研究開発領域を定め、又は特定の研究開発領域を定めずに研究課題を募り、研究者、企業等から

提案された研究課題の中から、当該課題が属する分野の専門家（当該分野での研究開発に従事し

た経験を有する者をいう。）を含む複数の者による、研究開発の着想の独創性、研究開発成果の先

導性、研究開発手法の斬新性その他の科学的・技術評価又は経済的・社会的評価に基づき、実施

する課題を採択し、当該課題の研究開発を実施する研究者等又は研究者等が属する組織若しくは

企業等に資金を配分する制度をいう。 

・研究開発制度：資源配分主体が研究課題を募り、提案された課題の中から採択した課題に研究開

発資金を配分する制度をいう。 

・プロジェクト：具体的に研究開発を行う個別の実施単位であり、明確な目的や目標に沿って実施

されるものをいう。研究開発制度（競争的資金制度を含む）による研究課題は、本指針上プロジ

ェクトには該当しない。 

・研究開発機関：国からの出資、補助等の交付を受けて研究開発を実施し、又は研究開発の運営管

理を行う機関をいう。 

・技術に関する事業：具体的に研究開発を行う個別の実施単位をいい、「研究開発制度（競争的資金

制度を含む）」、「プロジェクト」及び「競争的資金制度による研究課題」により構成される。 

・技術に関する施策：同一又は類似の目的を有する技術に関する事業のまとまりをいい、当該目的

との関係で必要な研究開発以外の要素（調査等）を含む場合がある。 

・政策評価書：本指針において用いる「政策評価書」とは経済産業省政策評価実施要領を踏まえた

評価書をいう。 

・政策サイクル：政策の企画立案・実施・評価・改善（plan-do-check-action）の循環過程をいう。 

・評価システム：評価目的、評価時期、評価対象、評価方法等、評価に係るあらゆる概念、要素を

包含した評価制度、体制の全体をいう。 

・推進課：技術に関する事業を推進する課室（研究開発担当課室）をいう。推進課は、評価結果を

反映させるよう努力する義務がある。 

・主管課：技術に関する施策の企画立案を主管する課室及び予算等の要求事項を主管する課室をい

う。 

・査定課：予算等の査定を行う課室（大臣官房会計課、資源エネルギー庁総合政策課等）をいう。 

・有識者等：評価対象となる技術に関する施策・事業について知見を有する者及び研究開発成果の

経済的・社会的意義につき指摘できる人材（マスコミ、ユーザ、人文・社会科学者、投資家等）

をいう。 

・外部評価者：経済産業省に属さない外部の有識者等であって、評価対象となる技術に関する施策・

事業の推進に携わっていない者をいう。 

・外部評価：外部評価者による評価をいい、評価コメントのとりまとめ方法としてパネルレビュー
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（評価者からなる委員会を設置（インターネット等を利用した電子会議を含む。）して評価を行う

形態）による場合とメールレビュー（評価者に対して郵便・ＦＡＸ・電子メール等の手段を利用

して情報を提供し、評価を行う形態）による場合とがある。 

・評価事務局：技術に関する施策・事業の評価の事務局となる部署をいい、評価者の行う評価の取

りまとめ責任を負う。 

・評価者：評価の責任主体をいい、パネルレビューによる場合には外部評価者からなる委員会が責

任主体となる。また、評価の結果を踏まえて、資源配分の停止や変更、技術に関する施策・事業

の内容の変更に責任を有するのは企画立案部門である技術に関する施策・事業の推進課及び主管

課である。 

・終了時評価：事業終了時に行う評価であり、事業が終了する前の適切な時期に行う終了前評価と

事業の終了直後に行う事後評価がある。 
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Ｉ．評価の基本的考え方 

１．評価目的 

(1) より良い政策・施策への反映 

   評価を適切かつ公正に行うことにより、研究者の創造性が十分に発揮されるような、柔軟か

つ競争的で開かれた研究開発環境の創出など、より良い政策・施策の形成等につなげること。 

(2) より効率的・効果的な研究開発の実施 

評価を支援的に行うことにより、研究開発の前進や質の向上、独創的で有望な優れた研究開

発や研究者の発掘、研究者の意欲の向上など、研究開発を効果的・効率的に推進すること。 

(3) 国民への技術に関する施策・事業の開示 

高度かつ専門的な内容を含む技術に関する施策・事業の意義や内容について、一般国民にわ

かりやすく開示すること。 

(4) 資源の重点的・効率的配分への反映 

評価の結果を技術に関する施策・事業の継続、拡大・縮小・中止など資源の配分へ反映させ

ることにより資源の重点化及び効率化を促進すること。また、研究開発をその評価の結果に基

づく適切な資源配分等通じて次の段階に連続してつなげることなどにより、研究開発成果の国

民・社会への還元の効率化・迅速化に資すること。 

 

２．評価の基本理念 

評価の実施に当たっては、以下の考え方を基本理念とする。 

(1) 透明性の確保 

推進課、主管課及び研究開発機関においては、積極的に成果を公開し、その内容について広

く有識者等の意見を聴くこと。評価事務局においては、透明で公正な評価システムの形成、定

着を図るため、評価手続、評価項目・評価基準を含めた評価システム全般についてあらかじめ

明確に定め、これを公開することにより、評価システム自体を誰にも分かるものとするととも

に、評価結果のみならず評価の過程についても可能な限り公開すること。 

(2) 中立性の確保 

評価を行う場合には、被評価者に直接利害を有しない中立的な者である外部評価の導入等に

より、中立性の確保に努めること。 

(3) 継続性の確保 

技術に関する施策・事業においては、個々の評価がそれ自体意義を持つだけではなく、評価

とそれを反映した技術に関する施策・事業の推進というプロセスを繰り返していく時系列のつ

ながりにも意義がある。したがって、推進課及び主管課にとって評価結果を後の技術に関する

施策・事業の企画立案等に反映させる際に有用な知見を抽出し、継続性のある評価方法で評価

を行うこと。 

(4) 実効性の確保 

政策目的に照らし、効果的な技術に関する施策・事業が行われているか判断するための効率

的評価が行われるよう、明確で実効性のある評価システムを確立・維持するとともに、技術に

関する施策・事業の運営に支障が生じたり、評価者及び被評価者双方に過重な負担をかけるこ
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とのない費用対効果の高い評価を行うこと。 

 

３．指針の適用範囲 

(1) 本指針においては、多面的・階層的な評価を行う観点から、経済産業省における具体的に研

究開発を行う個別の実施単位である研究開発制度、プロジェクト及び競争的資金制度による研

究課題である技術に関する事業並びに同一又は類似の目的を有する技術に関する事業のまとま

りである技術に関する施策を評価対象とする。 

(2) 国費の支出を受けて技術に関する事業を実施する民間機関、公設試験研究機関等の評価につ

いては、当該事業の評価の際等に、これら機関における当該事業の研究開発体制に関わる運営

面に関し、国費の効果的・効率的執行を確保する観点から、必要な範囲で評価を行う。 

(3) 上記(2)の規定にかかわらず、独立行政法人が運営費交付金により自ら実施し、又は運営管理

する技術に関する事業については、独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）及び大

綱的指針に基づいて実施されるものであり、本指針の対象としない。なお、技術に関する施策

には、これら事業は含まれるものとする。 

(4) 評価の種類としてはこの他に研究者等の業績の評価が存在するが、これは研究開発機関の長

が評価のためのルールを整備した上で、責任を持って実施することが基本であり、本指針の対

象としない。 

 

４．評価の類型・階層構造及びリンケージ 

(1) 実施時期による類型 

評価はその実施時期により、事前評価、中間・終了時評価及び追跡評価に類型化される。 

(2) 評価の階層構造 

経済産業省における技術評価では、技術に関する施策・事業での評価を基本的な評価単位と

するが、政策効果をあげるために、特に必要があると認められるときには、関連する複数の技

術に関する施策・事業が有機的に連携をとって 

体系的に政策効果をあげているかを評価することとする（これは経済産業省政策評価実施要

領における「政策体系評価」に対応するものと位置付ける。）。 

(3) 実施時期による評価のリンケージ 

中間・終了時評価は、技術に関する施策・事業の達成状況や社会経済情勢の変化を判断し、

計画の見直しや後継事業への展開等の是非を判断するものである。また、事前評価での予想が

実際にどのような結果となったか、予算措置は妥当であったか等を確認することにより、事前

評価の方法を検証し得るものである。したがって、中間・終了時評価の結果をその後の産業技

術政策・戦略の企画立案や、より効果的な事前評価の評価手法の確立に反映させるよう努める

ものとする。 

また、中間・終了時評価の結果は、追跡評価にて検証されるものである。 

 

５．評価方法等 

厳正な評価を行うためには、評価方法、評価項目等に客観性を持たせることが必要であること
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から、本指針をはじめ評価実施に係る諸規程等を整備の上、公開するものとする。 

技術評価室は本指針を踏まえ、評価マニュアル等を策定するとともに、円滑な評価の実施のた

めの指導及び評価システムの維持管理を行う。 

(1) 施策原簿 

技術に関する施策の基本実施計画書、政策評価書等をもって施策原簿とする。施策原簿を作

成・改定した場合は、速やかにその写しを技術評価室へ提出する。 

(2) 事業原簿 

技術に関する事業の基本実施計画書、政策評価書等をもって事業原簿とする。研究開発制度

及びプロジェクトの事業原簿を作成・改定した場合は、速やかにその写しを技術評価室へ提出

する。 

(3) 評価項目・評価基準 

評価の類型及び技術に関する施策・事業の態様等に応じて標準的な評価項目・評価基準を技

術評価室が別に定めることとする。 

(4) 評価手続・評価手法 

評価の類型に応じて適切な評価手法を用いるものとする。なお、複数の事業間の相対的評価

を行う場合等においては、評点法の活用が有効と考えられ、評価の類型及び対象案件の態様に

応じ適宜活用することが望ましい。 

(5) 評価の簡略化 

評価の実施に当たっては、評価コストや被評価者側の過重な負担を回避するため、評価対象

となる事業に係る予算額が比較的尐額である場合には、評価項目を限定する等の簡略化を行う

ことができるものとする。なお、簡略化の標準的な方法については技術評価室が別に定める。 

 

６．評価結果の取扱い等 

(1) 評価結果の取扱い 

評価事務局は、評価終了後速やかに評価書の写しを技術評価室に提出する。技術評価室は全

ての評価結果について、これまでに実施された関連調査及び評価の結果、評価の実施状況等を

踏まえつつ意見をまとめ、査定課、秘書課及び政策評価広報課に報告することができる。 

(2) 予算査定との関係 

査定課は、技術評価室から事前評価及び中間評価の評価書の提出を受けた場合は、技術評価

室の意見を踏まえつつ技術に関する施策・事業の評価等を行う。事前評価に関しては査定課の

評価を終えた事前評価書に記載された技術に関する施策・事業の内容をもって、推進課又は主

管課と査定課との間の合意事項とみなし、査定課はこれを踏まえて予算査定を行う。中間評価

に関しては、査定課は中間評価結果を踏まえて予算査定を行う。 

(3) 評価結果等の公開の在り方 

評価結果及びこれに基づいて講ずる又は講じた措置については、機密の保持が必要な場合を

除き、個人情報や企業秘密の保護、知的財産権の取得等に配慮しつつ、一般に公開することと

する。なお、事前評価については、政策立案過程の透明化を図る観点から、評価事務局は予算

が経済産業省の案として確定した後に、公開するものとする。パネルレビューを行う場合にお
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ける議事録の公開、委員会の公開等については、「審議会等の透明化、見直し等について」（平

成７年９月閣議決定）に準じて行うものとする。 

 

７．評価システムの不断の見直し 

いかなる評価システムにおいても、評価は評価者の主観的判断によってなされるものであり、

その限りにおいては、完璧な客観性、公平性を求めることは困難である。したがって、評価作業

が終了するたびごとにその評価方法を点検し、より精度の高いものとしていく努力が必要である。

また、本指針については、こうした一連の作業を踏まえ、原則として毎年度見直しの要否を検討

する。 

 

８．評価体制の充実 

評価体制の充実を図るため、研究者の評価者としての活用などにより評価業務に携わる人材を

育成・確保するとともに、研究開発費の一部を評価費用に充てるなど評価に必要な資源を確保す

る。 

 

９．評価データベース等の整備 

技術評価室は、国内外の適切な評価者を選任できるようにするため、及び個々の評価において

普遍性・信頼性の高い評価を実現するため、個々の技術に関する施策・事業についての研究者、

資金、成果、評価者、評価結果等をまとめたデータベースを整備する。 

また、競争的資金制度による研究課題に関する評価など、審査業務等を高度化・効率化するた

めに必要な電子システムの導入も促進する。 

 

１０．評価における留意事項 

(1) 評価者と被評価者との対等性 

① 評価者と被評価者との関係 

評価作業を効果的に機能させるためには、評価者と被評価者の双方が積極的にその知見と情

報を提供し合うという協調的関係と、評価者もその評価能力を評価されるという意味で評価者

と被評価者とが相互に相手を評価するという緊張関係とを構築し、この中で、討論を行い、評

価を確定していく必要がある。 

この際、評価者は、不十分な成果等被評価者が自ら進んで提示しない事実があるかどうかを

見極める能力が要求される。一方、被評価者は、評価対象の技術に関する施策・事業の位置付

けを明確に認識するとともに、評価結果を正確に理解し、確実にその後の技術に関する施策・

事業の創設、運営等に反映させていくものとする。 

② 評価者に係る留意事項 

研究者が評価者となる場合、評価者は、評価作業を評価者自らの研究を妨げるものとして捉

えるべきではなく、自らの研究の刺激になる行為として、積極的に取り組むことが必要である。         

また、研究開発成果を、イノベーションを通じて国民・社会に迅速に還元していく観点から、

産業界の専門家等を積極的に評価者に選任する。 
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③ 被評価者に係る留意事項 

被評価者は、評価を事業の質をより高めるものとして積極的に捉え、評価は評価者と被評価

者の双方の共同作業であるとの認識の下、真摯な対応を図ることが必要である。 

(2) 評価の不確実性 

評価時点では見通し得なかった技術、社会情勢の変化が将来的に発生し得るという点で評価

作業は常に不確実性を伴うものである。したがって、評価者は評価の精度の向上には、必然的

に限界があることを認識した上で、評価時点で最良と考えられる評価手法をとるよう努めるこ

とが必要である。かかる観点からは、厳正さを追求するあまりネガティブな面のみを過度に減

点法で評価を行うこととなると、将来大きな発展をもたらす技術を阻害するおそれがある点に

も留意する必要がある。 

また、成果に係る評価において、目標の達成度合いを評価の判定基準にすることが原則であ

るが、併せて、副次的成果等、次につながる成果を幅広い視野からとらえる。 

(3) その他の留意事項 

① 海外の研究者、若手研究者の活用 

研究者には、研究開発の発展を図る上で専門的見地からの評価が重要な役割を果たすもので

あることから、評価者としての評価への積極的参加が求められる。一方、特定の研究者に評価

実施の依頼が集中する場合には、評価への参加が大きな負担となり、また、評価者となる幅広

い人材の養成確保にもつながらないことから、海外の研究者や若手研究者も評価者として積極

的に参加させることなどにより評価者確保の対象について裾野の拡大を図るよう努める。 

② 所期の成果を上げられなかった研究開発 

研究開発は必ずしも成功するとは限らず、また、失敗から貴重な教訓が得られることもある。

したがって、失敗した場合には、まずその原因を究明し、今後の研究開発にこれを生かすこと

が重要であり、成果を上げられなかったことをもって短絡的に従事した研究者や組織、機関を

否定的に評価すべきものではない。また、評価が野心的な研究開発の実施の阻害要因とならな

いよう留意しなければならない。 

③ 数値的指標の活用 

論文の被引用度数、特許の申請状況等による成果の定量的評価は一定の客観性を有するが、

技術に関する施策・事業においては研究分野や内容により、その意味は大きく異なり得るもの

であり、必ずしも研究開発成果の価値を一義的に表すものではない。したがって、これらを参

考資料として有効に活用しつつも、偏重しないよう留意すべきである。 

④ 評価結果の制度間での相互活用 

  研究開発をその評価の結果に基づく適切な資源配分等を通じて次の段階の研究開発に連続

してつなげるなどの観点から、関係府省、研究開発機関及び制度を越えて相互活用するよう努

める。 

⑤ 自己点検の活用 

  評価への被評価者等の主体的な取組を促進し、また、評価の効率的な実施を推進するため、

推進課及び主管課は、自ら技術に関する施策・事業の計画段階において具体的かつ明確な目標

とその達成状況の判定基準等を明示し、技術に関する施策・事業の開始後には目標の達成状況、
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今後の発展見込み等の自己点検を行い、評価者はその内容の確認などを行うことにより評価を

行う。 

⑥ 評価の国際的な水準の向上 

  研究開発の国際化への対応に伴い、評価者として海外の専門家を参加させる、評価項目に国

際的なベンチマーク等を積極的に取り入れるなど評価に関して、実施体制や実施方法などの全

般にわたり、評価が国際的にも高い水準で実施されるよう取り組む。 

 

Ⅱ．評価の類型と実施方法 

Ⅱ．１．技術に関する施策評価 

技術に関する施策の評価は、当該技術分野全体の方向性等を勘案しつつ、当該施策の下に位置

付けられる技術に関する事業のまとまりを俯瞰する形で、各事業の相互関係等に着目し、個々の

事業に係る評価結果を踏まえて行う。 

(1)事前評価 

  新規の技術に関する施策の創設に当たって行う。 

① 評価者 

外部評価者 

② 被評価者 

   推進課及び主管課 

③ 評価事務局 

推進課及び主管課。ただし、必要に応じて技術評価室が行うこともできる。 

④ 評価手続・評価手法 

   外部評価を行う。 

   評価対象とする技術に関する施策は、技術評価室が推進課及び主管課と協議の上、定める。 

⑤ 評価項目・評価基準 

    技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。 

 

(2) 中間・終了時評価 

    技術に関する施策創設後、一定期間継続的に実施しているものについて、技術に関する施策

ごとに中間・終了時評価を行う。 

① 評価者 

    外部評価者 

② 被評価者 

   推進課及び主管課 

③ 評価事務局 

推進課及び主管課。ただし、必要に応じて技術評価室が行うこともできる。 

④ 評価手続・評価手法 

   施策原簿、成果報告、運営状況報告等を基に外部評価を行う。 

評価対象とする技術に関する施策は、技術評価室が推進課及び主管課と協議の上、定める。 
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⑤ 評価項目・評価基準 

    技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。 

⑥ 実施時期 

中間評価については、実施が４年以上にわたる又は実施期間の定めのない技術に関する施策

について３年程度ごとに定期的に行う。なお、モニタリング（進捗状況を把握する作業）につ

いては毎年行うこととする。 

終了時評価については、当該技術に関する施策の成果を切れ目なく次の技術に関する施策に

つなげていく場合には、当該技術に関する施策が終了する前の適切な時期に終了前評価を行う

こととし、その他の場合には、当該技術に関する施策の終了直後に事後評価を行うものとする。 

なお、中間・終了時評価は、効果的・効率的な評価の実施の観点から、技術に関する施策を

構成する技術に関する事業の評価を前提として実施する。 

 

Ⅱ．２．技術に関する事業評価 

Ⅱ．２．１．研究開発制度評価 

研究開発制度評価は、個々にその目的・政策的位置付け、目標、成果、目標の達成度、必要性、 

効率性、有効性等について、事前評価及び中間・終了時評価を行う。 

(1) 事前評価 

   新規の研究開発制度の創設に当たって行う。 

① 評価者 

外部評価者 

② 被評価者 

   推進課 

③ 評価事務局 

   推進課 

④ 評価手続・評価手法 

   外部評価を行う。 

⑤ 評価項目・評価基準 

技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。研究開発

制度について制度実施予定期間及び中間評価の時期の妥当性に関して評価する。 

 

(2) 中間・終了時評価 

 研究開発制度創設後、一定期間継続的に実施しているものについて、研究開発制度ごとに中

間・終了時評価を行う。 

① 評価者 

外部評価者 

② 被評価者 

   推進課及び研究開発機関 

③ 評価事務局 
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推進課又は研究開発機関（独立行政法人であって、研究開発制度の推進部門から独立した評

価部門が評価を行う場合に限る。）。ただし、必要に応じて技術評価室が行うこともできる。 

④ 評価手続・評価手法 

事業原簿、研究開発制度から得られた成果、研究開発制度の運営状況等を基に外部評価を行

う。また、必要に応じ、評点法の活用による評価の定量化を行うこととする。 

⑤ 評価項目・評価基準 

技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。 

⑥ 実施時期 

中間評価については、実施期間が５年以上の研究開発制度又は実施期間の定めのない研究

開発制度については、その目的、内容、性格、規模等を考慮し、３年程度ごとに定期的に行

う。なお、モニタリング（進捗状況を把握する作業）については毎年行うこととする。 

終了時評価については、当該研究開発制度の成果を切れ目なく次の研究開発制度につなげ

ていく場合には、当該研究開発制度が終了する前の適切な時期に終了前評価を行うこととし、

その他の場合には、当該研究開発制度終了直後に事後評価を行うものとする。 

なお、中間・終了時評価は、効果的・効率的な評価の実施の観点から研究開発制度に関す

る評価結果の情報を集積し、関連する技術に関する施策の評価に際しその情報を提供する。 

 

Ⅱ．２．２．プロジェクト評価 

プロジェクト評価は、個々にその目的・政策的位置付け、目標、成果、有効性、効率性等につ

いて評価を行う。事前評価及び中間・終了時評価を行う。 

(1) 事前評価 

 新規のプロジェクトの創設に当たって行う。 

① 評価者 

外部評価者 

② 被評価者 

   推進課 

③ 評価事務局 

   推進課 

④ 評価手続・評価手法 

   外部評価を行う。 

⑤ 評価項目・評価基準 

    技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。プロジェ

クトについて実施予定期間及び中間評価の時期の妥当性に関して評価する。 

 

(2) 中間・終了時評価  

プロジェクト創設後、一定期間継続的に実施しているものについて、プロジェクトごとに中

間・終了時評価を行う。 

① 評価者 
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外部評価者 

② 被評価者 

   推進課、研究開発機関及び実施者（研究開発機関から委託又は補助を受けてプロジェクトを

実施する機関又は個人をいう。） 

③ 評価事務局 

推進課又は研究開発機関（独立行政法人であって、事業の推進部門から独立した評価部門が

評価を行う場合に限る。）。ただし、必要に応じて技術評価室が行うこともできる。 

④ 評価手続・評価手法 

   事業原簿、成果報告、運営状況報告等を基に外部評価を行う。また、必要に応じ、評点法の

活用による評価の定量化を行うこととする。 

⑤ 評価項目・評価基準 

技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。 

⑥ 実施時期 

   中間評価は、実施期間が５年以上のプロジェクト又は実施期間の定めのないプロジェクトに

ついては、その目的、内容、性格、規模等を考慮し、３年程度ごとに定期的に行う。なお、モ

ニタリング（進捗状況を把握する作業）については毎年行うこととする。 

   終了時評価は、当該プロジェクトの成果を切れ目なく次のプロジェクトにつなげていく場合

には、当該プロジェクトが終了する前の適切な時期に終了前評価を行うこととし、その他の場

合には、当該プロジェクト終了直後に事後評価を行うものとする。 

なお、中間・終了時評価は、効果的・効率的な評価の実施の観点から個別プロジェクトに関

する評価結果の情報を集積し、関連する技術に関する施策の評価に際しその情報を提供する。 

 

Ⅱ．２．３．競争的資金制度による研究課題に関する評価 

  競争的資金制度に提案された個々の研究課題について、当該競争的資金制度の目的に照らして、

目標・計画、科学的・技術的意義、実施体制、実用化の見通し等について評価を行う。複数の候

補の中から優れた研究課題を採択するための事前評価及び目標の達成状況や成果の内容等を把握

するための中間・終了時評価を行う。 

(1) 事前評価 

   新規研究課題の採択時に行う。 

① 評価者 

    外部評価者。 

研究課題の採択の際、被評価者と同じ研究開発機関に所属する等の専門家は排除する必要

があるため、例えば評価事務局はあらかじめ全評価者名を公表し、被評価者に対して申請時

に利害関係者の存在を併せて書面にて宣誓することを求める等の措置を講ずる。また、評価

者には秘密保持を義務付ける。 

なお、評価者としてふさわしい者であることを示すため、評価者の業績又は実績について

適切な時期にホームページ等で公開する。 

② 被評価者 
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   研究課題の提案者 

③ 評価事務局 

   推進課又は研究開発機関 

④ 評価手続・評価手法 

研究課題の採択に当たっては、エフォート（一研究員の全研究活動時間のうち当該競争的資

金制度による研究活動に充てる時間の割合をいう。）の明記を原則求める。また、被評価者と

利害関係のない有識者等によるパネルレビュー又はメールレビューによる評価を行う。採択に

当たっては、他の競争的資金制度による研究課題等との重複が生じないようにする。評価事務

局は研究課題の提案者へ不採択の結果を通知する場合には、原則として評価項目別に詳細な評

価内容を提示するとともに、不採択となった提案者からの問い合わせに応じるための環境を整

備する。 

   なお、研究課題の評価に際しては、研究分野や当該競争的資金制度の趣旨を踏まえ、必要に

応じて、主に業績が十分に定まらない若手研究者等について、マスキング評価の導入を図るこ

ととする。主に中堅以上の研究者に関する研究者としての評価は、所属組織や機関のみに着目

するのではなく、過去の実績を充分に考慮した評価とする。 

   また、研究者の研究遂行能力を示している過去の研究実績について、定量化を試みつつ、研

究者としての評価を過去の実績を十分考慮して行った上で研究課題の採否を決定する。 

  ⑤ 評価項目・評価基準 

技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。研究課

題について実施予定期間及び中間評価の時期の妥当性に関して評価する。 

 

(2) 中間・終了時評価 

  研究課題の目標達成度の把握とともに研究課題の継続、拡大・縮小、中止等の資源配分の判

断、および必要に応じ被評価者に対する支援的助言を行うための評価。 

① 評価者 

   外部評価者 

なお、評価者としてふさわしい者であることを示すため、評価者の業績又は実績について適

切な時期にホームページ等で公開する。 

② 被評価者 

   研究課題の実施者 

③ 評価事務局 

   推進課又は研究開発機関。ただし、必要に応じて技術評価室が行うこともできる。 

④ 評価手続・評価手法 

   事業原簿、成果報告、運営状況報告等を基に外部評価を行う。 

   競争的資金制度による継続的な研究の必要性及びプロジェクトへの発展の可能性（主として

技術シーズの創造を目的とする研究の場合に限る。）の有無が判断できる手法により評価を行

う。 

また、研究課題の終了時評価の結果については、採択された研究課題ごとに定量化されたも
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のについては結果を公表する。 

⑤ 評価項目・評価基準 

   技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。 

⑥ 実施時期 

   中間評価については、実施期間が５年以上の研究課題又は実施期間の定めのない研究課題に

ついては、その目的、内容、性格、規模等を考慮し、３年程度ごとに定期的に行う。 

   終了時評価については、当該研究課題の成果を切れ目なく次の研究課題又はプロジェクト等

につなげていく場合には、原則、当該研究課題が終了する前の適切な時期に終了前評価を行う

こととし、その他の場合には、当該研究課題終了直後に事後評価を行う。 

 

Ⅱ．３．追跡評価 

  終了して数年経った技術に関する施策・事業を対象に、その研究開発活動や研究開発成果が産

業、社会に及ぼした効果について調査し、その調査結果を基に現在の視点から総合的に評価を行

う。 

(1) 評価者 

  外部評価者 

(2) 被評価者 

  評価対象となる技術に関する施策・事業及びこれに関連する技術に関する施策・事業に携わ

った推進課及び研究開発機関 

(3) 評価事務局 

  推進課又は技術評価室 

(4) 評価手続・評価手法 

  過去の事業原簿等の文献データ、関連部署・機関及びその他関係者等からの聞き取り調査等

による情報を基にパネルレビュー又は第３者機関への委託による外部評価を行う。また、可能

な限り定量的な評価に努める。 

(5) 評価項目・評価基準 

  技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。 

(6) 実施時期  

   技術に関する施策・事業終了後、成果の産業社会への波及が見極められる時点とする。 



 
                                                                                    

 

（プロジェクトの抜粋） 

 

 

 

 

 

 

経済産業省技術評価指針に基づく 

標準的評価項目・評価基準 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２３年７月 

経済産業省産業技術環境局 

技術評価室 

 

 

 

 

参考資料２ 



                      

Ⅱ．技術に関する事業評価  

Ⅱ－１ プロジェクト評価  

【事前評価】 

１．事業の目的・政策的位置付け  

（１）事業目的は妥当で、政策的位置付け（上位の施策における位置付け）は明確か

。 

（２）官民の役割分担は適当か。 

※ 事業目的の妥当性、政策的位置付けを技術戦略マップを用いて説明し、官民､ 

国と地方公共団体、他省庁との役割分担についても記述すること。目標（目指す 

結果、効果）については、技術戦略マップのロードマップとの整合性を説明する 

こと｡ 

 

２．研究開発目標の妥当性  

①目標（目指す結果、効果）は、具体的かつ明確か。 

②目標達成度を測定・判断することが容易な指標が設定されているか。 

※ 事業の進捗を示す指標については、技術戦略マップのロードマップ、技術マッ 

プを参考に設定すること。 

③最終目標に至るまでのマイルストーンとして戦略的に中間目標が立てられている

か。 

※ 事業の目指す結果、効果については、技術戦略マップのロードマップとの整合 

性をとったマイルストーンを設定すること。 

④中間・事後評価時期が明確に設定されているか。 

 

３．有効性・効率性等  

（１）手段の適正性 

①他の政策手段（事業を実施しない場合の影響を含む。）との比較検討において、

提案する事業が最も優れている根拠が明確であるか。 

②実施する事業が目的や目標の達成に役立つ根拠は明確か。 

・目的達成のための妥当なスケジュール、予算となっているか。 

・事業終了後の実用化や事業化のシナリオは明確になっているか。 

※ 技術戦略マップの導入シナリオを用いて、研究開発事業と関連事業の関係を説 

明すること。 

・研究開発実施者の事業体制・運営は適切かつ妥当であるか。 

（２）効果とコストに関する分析 

・可能な限り、各選択肢についての社会的便益と社会的費用の比較（費用便益分析

、費用効果分析、コスト分析等）が行われているか。定量的な評価が困難な場合



は、少なくとも、各々の想定される結果と長所・短所の定性的な比較に基づいて

行う。 

（３）適切な受益者負担 

・実用化、事業化のシナリオを踏まえて、事業者等が得る利益に応じて適切な負担

を求める委託費や補助制度となっているか。 

 

※知的基盤・標準整備等のための研究開発に特有の評価項目 

・成果に公共性は見込まれているか。 

・成果の公共性を担保するための措置が想定されているか、又は標準化した場合

に得られる経済効果は十分にあるか。無差別に公開されるものであるか。 

・公共財としての需要は見込まれているか。 

・公共財整備のための技術を民間能力を活用して開発することの妥当性はあるか。 

 ・成果を国際標準として提案する場合に、他国から賛同を得られる見通しはあるか。 

 

 

【中間・事後評価】 

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性  

（１）事業目的は妥当で、政策的位置付けは明確か。 

・事業の政策的意義（上位の施策との関連付け等） 

・事業の科学的・技術的意義（新規性・先進性・独創性・革新性・先導性等） 

・社会的・経済的意義（実用性等） 

（２）国の事業として妥当であるか、国の関与が必要とされる事業か。 

・国民や社会のニーズに合っているか。 

・官民の役割分担は適切か。 

 

２．研究開発等の目標の妥当性  

（１）研究開発等の目標は適切かつ妥当か。 

・目的達成のために具体的かつ明確な研究開発等の目標及び目標水準を設定して

いるか。特に、中間評価の場合、中間評価時点で、達成すべき水準（基準値）

が設定されているか。 

・目標達成度を測定・判断するための適切な指標が設定されているか。 

 

３．成果、目標の達成度の妥当性  

（１）成果は妥当か。 

・得られた成果は何か。 

・設定された目標以外に得られた成果はあるか。 

・共通指標である、論文の発表、特許の出願、国際標準の形成、プロトタイプの

作製等があったか。 

（２）目標の達成度は妥当か。 



・設定された目標の達成度（指標により測定し、中間及び事後評価時点の達成す   

べき水準（基準値）との比較）はどうか。 

 

４．事業化、波及効果についての妥当性  

（１）事業化については妥当か。 

 ・事業化の見通し（事業化に向けてのシナリオ、事業化に関する問題点及び解決

方策の明確化等）は立っているか。 

（２）波及効果は妥当か。 

・成果に基づいた波及効果を生じたか、期待できるか。 

・当初想定していなかった波及効果を生じたか、期待できるか。 

 

＊知的基盤・標準整備等の研究開発の場合、以下の評価項目・評価基準による。 

 ４．標準化等のシナリオ、波及効果の妥当性 

（１）標準化等のシナリオは妥当か。 

 ・ＪＩＳ化や我が国主導の国際規格化等に向けた対応は図られているか。 

（２）波及効果は妥当か。 

 ・成果に基づいた波及効果を生じたか、期待できるか。 

 ・当初想定していなかった波及効果を生じたか、期待できるか。 

 

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  

（１）研究開発計画は適切かつ妥当か。 

 ・事業の目標を達成するために本計画は適切であったか（想定された課題への対

応の妥当性）。 

 ・採択スケジュール等は妥当であったか。 

 ・選別過程は適切であったか。 

 ・採択された実施者は妥当であったか。 

（２）研究開発実施者の実施体制・運営は適切かつ妥当か。 

 ・適切な研究開発チーム構成での実施体制になっているか、いたか。 

・全体を統括するプロジェクトリーダー等が選任され、十分に活躍できる環境が

整備されているか、いたか。 

 ・目標達成及び効率的実施のために必要な、実施者間の連携／競争が十分に行わ

れる体制となっているか、いたか。 

 ・成果の利用主体に対して、成果を普及し関与を求める取組を積極的に実施して

いるか、いたか。 

・国民との科学・技術対話を効果的に実施したか、又は実施することとしている

か。（ただし、公募要項に当該対話を実施することが明記されている研究開発で、

３千万円以上の公的研究費の配分を受ける研究開発を実施する研究者等を対象と

する。）ここで、国民との科学・技術対話とは、研究活動の内容や成果を社会・

国民に対して分かりやすく説明する、未来への希望を抱かせる心の通った双方向



コミュニケーション活動をいう（「国民との科学・技術対話」の推進について

（基本的取組方針）（平成 22年 6月 19日））。 

（３）資金配分は妥当か。 

 ・資金の過不足はなかったか。 

 ・資金の内部配分は妥当か。 

（４）費用対効果等は妥当か。 

・投入された資源量に見合った効果が生じたか、期待できるか。 

・必要な効果がより少ない資源量で得られるものが他にないか。 

（５）変化への対応は妥当か。 

 ・社会経済情勢等周囲の状況変化に柔軟に対応しているか（新たな課題への対応

の妥当性）。 

 ・代替手段との比較を適切に行ったか。 

 

６．総合評価  

 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構造活性相関手法による有害性評価手法開発 

基本計画 
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 本文－１ 

（環境安心イノベーションプログラム／化学物質総合評価管理） 

 

「化学物質リスク評価管理技術体系の構築（第２期）」基本計画 

 

 

１．研究開発の目的・目標・内容 

本プロジェクトは、「環境と調和した持続的な経済・社会の実現と、安全・安心な国民生

活の実現を図るため、化学物質のリスクの総合的な評価及びリスクを適切に管理する社会シ

ステムの構築を推進する」ことを目的とした環境安心イノベーションプログラム（化学物質

総合評価管理）の一環として実施し、「化学物質のリスクの総合的な評価を行いつつ、化学

物質のリスクを評価管理するための技術体系を構築するため、化学物質のリスクに係る国民

の理解増進の基盤、事業者自らリスクを判断する手段及び国が規制等の施策を講ずる際の手

段として、化学物質のライフサイクルにわたるリスクの総合的な評価管理を行うための手法

を確立する」という同プログラムの目標を達成しようとするものである。 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「ＮＥＤＯ」という。）は、平

成１２年度から平成１８年度にわたり、当時の化学物質総合評価管理プログラムに基づき、

表１に示す四つのプロジェクトによって化学物質リスク評価管理技術体系の構築（第１期）

に取り組んだ。その成果は、我が国の化学物質管理政策の科学技術面での基盤となっており、

また、経済協力開発機構（以下「ＯＥＣＤ」という。）の環境健康安全（以下「ＥＨＳ」と

いう。）プログラムにおいても注目された。 

近年、国連、ＯＥＣＤ、欧米等の主要国における化学物質管理政策は、１）有害性に基づ

く管理からライフサイクル全般にわたるリスクに基づく管理への移行、２）有害性情報収集

の主体の国から企業への移行、３）有害性情報の収集における動物実験の３Ｒ精神

（Replacement：代替、Reduction：削減、Refinement：改善）の尊重、４）ナノテクノロジ

ー産業の発展の基盤としてのリスク評価管理の重視、といった大きな変化の途上にある。特

に、有害性情報の収集については、対象となる化学物質の数が数万にのぼることから、より

迅速で安価な手法の開発が要請されており、また、動物実験の３Ｒ精神の拡張として、種差

等の問題をはらむ動物実験に依存してきた観測科学としての毒性学から、毒性経路

（toxicity pathway）に基づく予測毒性学への転換の兆しも見られる。我が国としても、こ

の世界的潮流に対応した新しいリスク評価管理手法の研究開発に取り組む必要がある。 

このため、ＮＥＤＯは、第２期に当たる本プロジェクトにおいて、第１期において達成し

た研究開発成果、育成された人材、構築されたＯＥＣＤ-ＥＨＳプログラムとの協力関係等

を活用しながら、表２に示す四つの事業項目によって化学物質リスク評価管理技術体系の構

築に取り組む（参考図参照）。本プロジェクトは、研究開発成果として、評価手法、データ

ベース等の知的基盤を提供するものであり、国民経済的には大きな便益がありながらも民間

企業の研究開発投資に見合うものが見込めない「公共財の研究開発」であるため、委託事業

として実施する。 

各事業項目の目的・目標・内容は、別添１から別添２に示すとおりとする。 
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表１ 化学物質リスク評価管理技術体系の構築（第１期）の概要 
プロジェクト名 実施期間 プロジェクトリーダー ＮＥＤＯプロ 

ジェクト番号 

化学物質のリスク評価及
びリスク評価手法の開発 

平成１３年度～ 
１８年度（６年間） 

中西準子氏（AIST化学物質リ
スク管理研究センター長） 

Ｐ０１００２ 

既存化学物質安全性点検
事業の加速化 

平成１２年度～ 
１８年度（７年間） 

西原力氏（大阪大学大学院特
任教授） 

Ｐ００００２ 

高精度・簡易有害性（ハザ
ード）評価システム開発 

平成１３年度～ 
１７年度（５年間） 

白井智之氏（名古屋市立大学
教授） 

Ｐ０１００４ 

化学物質総合リスク評価
管理システムの開発 

平成１３年度～ 
１７年度（５年間） 

茂木保一氏（独立行政法人製
品評価技術基盤機構理事） 

Ｐ０１００３ 

AIST：独立行政法人産業技術総合研究所 

表２ 化学物質リスク評価管理技術体系の構築（第２期）の概要 
事業項目名 実施期間 プロジェクトリーダー ＮＥＤＯプロ 

ジェクト番号 

化学物質の最適管理をめざ
すリスクトレードオフ解析
手法の開発 

平成１９年度～ 
２３年度（５年間） 

吉田喜久雄氏（AIST安全科学研究
部門副部門長） 

Ｐ０７０３４ 

構造活性相関手法による有
害性評価手法開発 

平成１９年度～ 
２３年度（５年間） 

林真氏（財団法人食品農医薬品安
全性評価センターセンター長） 

Ｐ０７０３３ 

高機能簡易型有害性評価手
法の開発 

平成１８年度～ 
２２年度（５年間） 

田中憲穂氏（財団法人食品薬品安
全センター秦野研究所代替試験
法研究部長）、渡邉慎哉氏（福島
県立医科大学教授） 

Ｐ０６０４０ 

ナノ粒子特性評価手法の研
究開発 

平成１８年度～ 
２２年度（５年間） 

中西準子氏（AIST安全科学研究部
門長） 

Ｐ０６０４１ 

プロジェクトリーダーは、平成２３年４月現在のものである（終了プロジェクトは終了時点）。 

 

 

参考図 化学物質リスク評価管理技術体系の構築 
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 本文－３ 

２．研究開発の実施方式 

（１）研究開発の実施体制 

本研究開発は、ＮＥＤＯが公募によって実施者を選定後、共同研究契約等を締結す

る研究体を形成し、委託して開始したものである。 

共同研究開発に参加する各研究開発グループの有する研究開発ポテンシャルの最

大限の活用により効率的な研究開発の推進を図る観点から、各研究体には研究開発責

任者（プロジェクトリーダー）を置き、その下に研究を可能な限り結集して効率的な

研究開発を実施する。平成２３年４月現在のプロジェクトリーダーを表２に示す（終

了プロジェクトはプロジェクト終了時点のもの）。 

また、平成１８年度から平成２２年度まではＮＥＤＯが研究開発実施者に委託を行

い、平成２３年度は経済産業省（以下「ＭＥＴＩ」という。）が研究開発実施者に委

託を行う。 

 

（２）研究開発の運営管理 

研究開発全体の管理・執行に責任を有するＭＥＴＩは、プロジェクトリーダーと密

接な連携を維持しながら、本研究開発の目的及び目標に照らして適切な運営管理を実

施する。具体的には、各研究体に設置する開発推進委員会における外部有識者の意見

を運営管理に反映させるほか、四半期に一回程度、プロジェクトリーダー等を通じて

プロジェクトの進捗について報告を受けること等を行う。 

 

 

３．研究開発の実施期間 

研究開発の実施期間は、平成１８年度から平成２３年度までの６年間とする。事業項目

の実施期間は、表２に示すとおりとする。 

 

４．評価に関する事項 

ＭＥＴＩ及びＮＥＤＯは、技術的及び政策的観点から、研究開発の意義、目標達成度、

成果の技術的意義、将来の産業への波及効果等について、事業項目ごとに、外部有識者に

よる中間評価及び事後評価を実施する。具体的には、事業項目「化学物質の最適管理をめ

ざすリスクトレードオフ解析手法の開発」及び事業項目「構造活性相関手法による有害性

評価手法開発」は、ＮＥＤＯにおいて平成２１年度に中間評価を実施済みであり、平成２

４年度にＭＥＴＩにおいて事後評価を実施する計画である。 

なお、評価の時期については、当該事業項目に係る技術動向、政策動向や当該プロジェ

クトの進捗状況等に応じて、前倒しする等、適宜見直す。 

 

５．その他の重要事項 

（１）研究開発成果の取扱い 

①成果の知的基盤の普及 

本研究開発の成果である評価手法、データベース等の知的基盤について、ＭＥ

ＴＩ、研究開発実施者とも普及に努める。特に、研究開発実施者は、成果の産業
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面での活用を図るため、本研究開発の終了後に実施すべき取組を立案し、必要な

見直しを行い、本研究開発終了後、実行に移す。 

②知的財産権の帰属 

委託研究開発の成果に関わる知的財産権については、産業技術力強化法第 19

条に基づき、原則として、すべて委託先に帰属させる。 

 

（２）国際協調・調和及び国際貢献 

本研究開発の推進に当たっては、ＯＥＣＤのＥＨＳプログラム等における議論を踏

まえて可能な限り国際協調・調和を図り、「持続可能な開発に関する世界首脳会議」

（ＷＳＳＤ、ヨハネスブルグ・サミット）が採択した「予防的取組方法に留意しつつ

透明性のある科学的根拠に基づくリスク評価手順とリスク管理手順を用いて、化学物

質が、人の健康と環境にもたらす著しい悪影響を最小化する方法で使用・生産される

ことを２０２０年までに達成する」という国際合意（いわゆるＷＳＳＤ目標）の達成

に本研究開発の成果（中間段階で得られる知見を含む。）をもって貢献していく。 

事業項目「化学物質の最適管理をめざすリスクトレードオフ解析手法の開発」につ

いては、ＯＥＣＤの暴露評価プログラムに積極的に参画し、排出シナリオ文書の開発

等に貢献する。事業項目「構造活性相関手法による有害性評価手法開発」については、

ＯＥＣＤの「(Q)SAR Application Toolbox」に係る活動に積極的に参画し、当該 Toolbox

の整備に貢献する。 

 

（３）基本計画の変更 

ＭＥＴＩは、研究開発内容の妥当性を確保するため、社会・経済的状況、内外の研

究開発動向、化学物質管理政策の動向、プログラム基本計画の変更、第三者の視点か

らの評価結果、研究開発費の確保状況、当該研究開発の進捗状況等を総合的に勘案し、

達成目標、実施期間、研究開発体制等について基本計画の見直しを弾力的に行う。 

 

６．基本計画の改定履歴 

（１）平成２２年３月、「化学物質の最適管理をめざすリスクトレードオフ解析手法の

開発」基本計画、「構造活性相関手法による有害性評価手法開発」基本計画、「高機

能簡易型有害性評価手法の開発」基本計画及び「ナノ粒子特性評価手法の研究開発」

基本計画を統合して制定。 

 

（２）平成２３年４月、平成２３年度以降の事業実施主体（ＮＥＤＯからＭＥＴＩへ移

行）変更に伴う改訂。 
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別添２ 事業項目「構造活性相関手法による有害性評価手法開発」の目的・目標・内容 

 

１．目的 

ＯＥＣＤは、１か国で年間１，０００トン以上生産されている高生産量化学物質（ＨＰ

Ｖ）（約５，０００物質）の安全性点検を２０２０年までに終了することを目標とするＨ

ＰＶプログラムを推進しており、市場に流通する多種の化学物質の有害性情報の収集、評

価は世界的な課題である。有害性情報の中でも反復投与毒性は、対象とする化学物質の毒

性学的性状を明確化する重要な判断根拠として、我が国の化学物質の審査及び製造等の規

制に関する法律（化審法）、ＯＥＣＤ－ＨＰＶプログラム、欧州の新化学品規制（ＲＥＡ

ＣＨ）における重要な評価項目であるが、多額の費用と時間を要する動物試験により毒性

データを得ているのが現状である。 

今後は、リスク評価に不可欠な有害性の評価に当たり、データの欠落が多い化学物質に

ついて、それを補うための in silico による評価やカテゴリーアプローチ等の利用可能な

あらゆる手法を用いた予測・評価システムの構築が必須となっていくことは避けられない

状況である。このような情勢の中で、国際的にはＯＥＣＤを中心とした(Q)SAR Application 

ToolBox の開発が進められ、各国から注目、期待されているものの、反復投与毒性に関す

る情報は取り扱えないのが実情である。また、反復投与毒性予測モデルとしては、部分的

な属性を用いたものが一部開発されているものの、毒性の判定に使えるものはない。 

化学物質の反復投与毒性を動物試験によらず評価するためには、類似化学物質の実測試

験データ、既知見としての作用機序、生体内における代謝の挙動、類似化学物質の物理化

学的性状データ等による総合的な判断をすることが必須であり、このような毒性評価のた

めの情報を網羅的に統合したシステムが必要である。このため、質の高い反復投与毒性試

験報告書や毒性作用機序・代謝情報等を統合的に集積した知識情報データベースの構築が

必要である。 

本研究開発は、ヒトに対する毒性を既知の周辺情報やそれらから得られる新たな知見を

もとに、専門家がより的確、効率よく評価できるような、化学物質の肝臓等への毒性を対

象とした有害性評価支援システム統合プラットフォームの構築を目的とし、化学物質のリ

スク評価・管理の効率的な実施に貢献する。 

 

２．目標 

（１）最終目標（平成２３年度末） 

化学物質の既知の反復投与毒性試験データや関連する毒性作用機序、代謝等を体系

的に整理した情報に基づき、肝臓等への毒性を化学構造から評価するための判断材料

となる情報や、代謝物、代謝経路の情報、最小影響量の範囲等の予測情報を利用者が

効率よく参照可能な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を開

発し、公開する。 

なお、開発に当たって、ＯＥＣＤ (Q)SAR プログラムへ提供するなど国際活動への

貢献を行うとともに、ＯＥＣＤ (Q)SAR Application Toolbox への統合も念頭に置い

た汎用性の高いものとする。 
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（２）中間目標（平成２１年度末） 

化学物質の既知の反復投与毒性試験データや毒性作用機序の情報を搭載した毒性

知識情報データベースの試作版、及びラット肝臓での代謝物、代謝経路等を検索・表

示する代謝知識情報データベースの試作版を開発する。 

また、対象化学物質の類似物質や作用機序等のデータ検索機能を有する有害性評価

支援システム統合プラットフォームの試作版を開発する。 

 

３．内容 

上記の目標を達成するため、以下の項目について、別紙の研究開発計画に基づく研究開

発を実施する。 

研究開発項目①「毒性知識情報データベースの開発」 

研究開発項目②「代謝知識情報データベースの開発」 

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開発」 

 

備考：旧基本計画の改定履歴 

（１）平成平成１９年５月、制定。 

（２）平成２０年７月、イノベーションプログラム基本計画の制定により、｢（１）研究

開発の目的」の記載を改定。 

（３）平成２２年３月、「化学物質リスク評価管理技術体系の構築（第２期）」基本計

画に統合。 
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別紙 事業項目「構造活性相関手法による有害性評価手法開発」研究開発計画 

 

研究開発項目①「毒性知識情報データベースの開発」 

 

１．研究開発の必要性 

化学物質の毒性学的性状を類推やカテゴリーアプローチ等を用いて推定する際には、そ

の判断材料として類似物質に関する知見が必須であるが、現状では、膨大な情報の中から

類推の判断材料となる情報を効率よく取得することは困難な状況である。 

このため、本研究開発では、化学物質の肝臓等への毒性を対象として、反復投与毒性試

験報告書や毒性作用機序及び代謝に関する文献情報等を体系立てて整理・搭載した毒性知

識情報データベースを開発する。 

 

２．研究開発の具体的な内容 

公開されている反復投与毒性試験データや毒性作用機序に関する文献情報を収集・解

析・体系化し、これらを化学構造と関連付けることにより、類推等の判断材料として必要

とされる情報を化学構造上の特徴（部分構造、分子量等）や物理化学的性状（対水溶解度、

分配係数等）から検索できる毒性知識情報データベースを開発する。 

 

３．達成目標 

（１）最終目標（平成２３年度末） 

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。 

 

（２）中間目標（平成２１年度末） 

公開されている主要な反復投与毒性試験データ（５００物質以上）や毒性作用機序

（肝臓を標的とするものを中心として）の体系化された情報を搭載した毒性知識情報

データベースの試作版を開発する。 

 

研究開発項目②「代謝知識情報データベースの開発」 

 

１．研究開発の必要性 

化学物質は、肝臓での代謝によりその毒性が変化する場合が多いことから、代謝情報は、

対象とする化学物質の毒性学的性状を推定する際の重要な判断根拠の一つとなっている。

現状では、薬物などの代謝情報データベースや代謝マップは開発されているが、任意の一

般化学物質についてその代謝反応、代謝経路を推定する実用的なシステムは開発されてい

ない。 

このため、本研究開発項目では、任意の化学物質に対し、既知の代謝反応情報に基づく

代謝経路及び物理化学的特性から、肝臓での代謝物と代謝経路の推定に寄与する代謝知識
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情報データベースを開発する。 

 

２．研究開発の具体的な内容 

主にラットの肝臓における既知の代謝反応情報を格納し、それらの情報に基づく代謝経

路及び物理化学的特性から、化学物質の各代謝反応を推定することにより、任意の化学構

造に対し肝臓での代謝物及びその代謝経路を推定することが可能な代謝知識情報データベ

ースを開発する。 

 

３．達成目標 

（１）最終目標（平成２３年度末） 

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、硫酸

化等の反応）及び第２相反応（グルクロン酸抱合等）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。 

 

（２）中間目標（平成２１年度末） 

約４００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、主にラットの

肝臓における主要代謝反応を抽出し、部分構造等の化学構造から代謝物、代謝経路を

推定することが可能な代謝知識情報データベースの試作版を開発する。 

 

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開発」 

 

１．研究開発の必要性 

研究開発項目①及び②で、毒性知識情報データベースや代謝知識情報データベースが開

発される。ユーザーがカテゴリーアプローチ等による有害性評価を行うには、これらデー

タベースを統合し、最小影響量の範囲を予測するモデルを組み入れることにより、作業が

より的確、効率的に遂行可能となる有害性評価支援システム統合プラットフォームを構築

することが必要である。開発に当たっては、ＯＥＣＤ (Q)SAR Application Toolbox との

互換性を確保し、将来、本システムが国際的にも広く使われるための素地を作っておくこ

とも重要である。 

 

２．研究開発の具体的な内容 

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に含まれる各種データ（血液

学的検査、血液生化学的検査、尿検査、病理組織学的所見等）をもとに、化学構造上の特

徴や物理化学的性状と、肝臓等の症状ごとの最小影響量の関係を統計学的に解析し、最小

影響量の範囲を予測する毒性予測モデルを開発する。 

さらに、この毒性予測モデルを毒性及び代謝知識情報データベースに有機的に連携させ

ることにより、任意の化学構造を入力すると、当該物質や類似化合物に関する毒性等の情

報や代謝物情報等の検索及び解析結果を出力するとともに、肝臓への毒性予測結果等を表
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示する、有害性評価支援のためのシステム統合プラットフォームを開発する。また、必要

に応じて外部のデータベースとの互換性や拡張性を兼ね備えたものとする。 

 

３．達成目標 

（１）最終目標（平成２３年度末） 

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。 

 

（２）中間目標（平成２１年度末） 

毒性知識情報データベースと代謝知識情報データベースをもとに、毒性予測モデル

の試作版を開発するとともに、化学構造を入力すると、有害性情報や類似化合物の検

索結果が表示され、また、ユーザー独自の情報を追加し、評価する機能も備えたシス

テム統合プラットフォーム試作版を作成する。 
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環境安心イノベーションプログラム基本計画 

（平成２４年４月１日 産業技術環境局 製造産業局） 

 
添付資料① 



 

 

環境安心イノベーションプログラム基本計画 

 

                                 平成２２年４月１日 

                                     産業技術環境局 

                                         製 造 産 業 局 

１．目的 

「新成長戦略（基本方針）」（２００９年１２月閣議決定）に記載されている我が国の強み

を活かした「課題解決型国家」の実現に向け、世界をリードする「グリーン・イノベーショ

ン」などを迅速に推進し、課題解決とともに新たな成長の実現を目指す。 

具体的には、環境安心イノベーションプログラムにおいては、資源制約を克服し、環境と

調和した持続的な経済・社会の構築と、安全・安心な国民生活の実現を図るため、革新的な

技術開発や低炭素社会の構築等を通じた地球全体での温室効果ガスの排出削減、廃棄物の発

生抑制（リデュース）、製品や部品の再使用（リユース）、原材料としての再利用（リサイ

クル）推進による循環型社会の形成、バイオテクノロジーを活用した環境に優しい製造プロ

セスや循環型産業システムの創造、化学物質のリスクの総合的な評価及びリスクを適切に管

理する社会システムの構築を推進する。 

 

 

２．政策的位置付け 

第３期科学技術基本計画（２００６年３月閣議決定）及び分野別推進戦略（２００６年

３月総合科学技術会議）における国家的・社会的課題に対応した研究開発の重点推進分野

である環境分野及び国の存立にとって基盤的であり国として取り組むことが不可欠な研究

開発の推進分野であるエネルギー分野に位置付けられるものであるほか、次のとおり位置

付けられている。 

○ 「新成長戦略（基本方針）」（２００９年１２月閣議決定） 

 「（１）グリーンイノベーションによる環境・エネルギー大国戦略」及び「（５）科

学・技術戦略立国戦略」に対応。 

○ 「新・国家エネルギー戦略」（２００６年５月経済産業省） 

省エネルギーフロントランナー計画において省エネルギー技術開発の一層の推進を図る

こととしている。 

○ イノベーション２５（２００７年６月閣議決定） 

イノベーション立国に向けた政策ロードマップ－社会システムの改革戦略－早急に取り

組むべき課題「環境・エネルギー等日本の科学技術力による成長と国際貢献」において、

「環境・資源・エネルギー等の世界的制約となる課題の解決に貢献し、技術開発や環境整

備を通じて持続可能な産業体系・社会基盤・生活を実現することにより世界と日本の経済

成長の原動力とするエコイノベーションを実現すべきである。」との方針が示されている。 

イノベーション立国に向けた政策ロードマップ－技術革新戦略ロードマップ「世界的課

題解決に貢献する社会―ものづくり技術分野」の中で「３Ｒ型設計・生産・メンテナンス

技術、製品の設計・製造段階でのリサイクル阻害物質の使用排除を可能とする技術、製品

中の有用・有害物質管理技術の開発・標準化」が資源を有効利用し、環境に配慮したもの



 

 

づくり技術として位置づけられている。 

○ ２１世紀環境立国戦略（２００７年６月閣議決定） 

今後１、２年で重点的に着手すべき八つの戦略の中で「３Ｒ関連法制度等の充実や技術

開発の支援を通じて、製品のライフサイクル全体での天然資源投入量の最小化や再生資源

の高付加価値製品への利用を促進し、資源生産性の更なる向上と環境負荷の低減を図る」

との方針が示されている。 

同じく、今後１、２年で重点的に着手すべき八つの戦略のうち「環境・エネルギー技術

を中核とした経済成長－環境技術・環境ビジネスの展開」において「環境重視・人間重視

の技術革新・社会革新を図る「エコイノベーション」というコンセプトの下、我が国の強

みである「ものづくり」と「環境・省エネ」の技術力を梃子に、持続可能な生産システム

への転換、ゼロエミッション型社会インフラ整備、環境価値を重視した持続可能な生活の

実現に向けた技術革新と社会システム改革を一体的に推進し、その成果をＯＥＣＤ等を通

じて世界に発信する。」との方針が示されている。 

○ 「地球温暖化対策技術研究開発の推進について」（２００３年４月総合科学技術会議） 

総合科学技術会議重点分野推進戦略専門委員会に設置された温暖化対策技術プロジェク

トチームでまとめられた上記報告書における研究開発推進戦略に対応するものである。 

○ 京都議定書目標達成計画（２００５年４月閣議決定） 

目標達成のための対策と施策のうち地球温暖化対策技術開発の推進に位置づけられるも

のである。 

○ Ｃｏｏｌ Ｅａｒｔｈ－エネルギー革新技術計画（２００８年３月経産省公表） 

重点的に取り組むべきエネルギー革新技術「２１」を含むものである。 

○ 低炭素社会づくり行動計画（２００８年７月閣議決定） 

「低炭素社会を目指し、長期目標を実現するために重要な革新的技術開発の推進及び既

存先進技術の普及促進を行う。」とされている。 

○ 産業構造審議会廃棄物・リサイクル小委員会基本政策ワーキンググループ報告書（２０

０８年１月） 

「近年、安定供給が懸念されているレアメタルの中には、使用製品からの回収・再利用

技術が確立していないものもあることから、回収された使用済製品から効率的に抽出する

ための新たな技術の開発にも取り組むべきである。」とされている。 

○ バイオマス・ニッポン総合戦略（２００６年３月閣議決定） 

バイオマスの変換に関する戦略として、経済性の向上、革新的な変換技術の開発に取り

組むこととしている。 

○ ドリームＢＴジャパン（２００８年１２月ＢＴ戦略推進官民会議取りまとめ） 

バイオテクノロジー（ＢＴ）を活用して、環境に優しい低炭素社会の実現と環境修復の

ための技術開発と実用化支援を行うこととしている。 

 

 

３．達成目標 

Ⅰ．地球温暖化防止新技術 

(１) 世界全体の温室効果ガス排出量を現状に比して２０５０年までに半減するという長期目

標を達成するため、経済成長と温室効果ガスの排出削減の双方を同時に達成できる革新的



 

 

技術を開発するとともに、低炭素社会モデル構築に向けた取り組みを推進。 

【目標】 世界全体の温室効果ガス排出量を現状に比して２０５０年までに半減 

 

(２) 「京都議定書」で課せられた温室効果ガス削減目標の達成 

（「京都議定書目標達成計画」に示された各部門の目安としての目標（基準年比）は以下の

とおり） 

【目標】  

① エネルギー起源ＣＯ２： ＋１．３～２．３％ 

② 非エネルギー起源ＣＯ２： ▲０．０４％ 

③ メタン： ▲０．９％ 

④ 一酸化二窒素： ▲０．６％ 

⑤ 代替フロン等３ガス： ▲１．６％ 

（※）「京都議定書目標達成計画」とは、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づ

き、「京都議定書」の▲６％削減約束を確実に達成するために必要な措置を定めるも

のをいう（平成１７年４月閣議決定、平成１８年７月一部改定、平成２０年３月全

部改定）。 

 

Ⅱ．資源制約克服／３Ｒ 

「第２次循環型社会形成推進基本計画（平成２０年３月閣議決定）に基づき、２０１５

年度までに以下の目標の達成を図る。 

① 資源生産性：約４２万円／トン （２０００年度：約２６万円／トン） 

② 循環利用率：約１４～１５％ （２０００年度：約１０％） 

③ 最終処分量：約２３百万トン （２０００年度：約５７百万トン） 

（備考） 

○ 資源生産性＝(ＧＤＰ)/(天然資源等投入量) 

○ 循環利用率＝(循環利用量)/(循環利用量＋天然資源等投入量) 

 

Ⅲ．環境調和産業創造バイオ 

バイオプロセスによって有用物質を生産し、廃棄物や汚染物質を発酵等により処理又は再

資源化するという、循環型の産業システムを実現するために必要な技術基盤の構築を図ると

ともに、遺伝子組換え体の産業利用における安全性管理の充実を図る。具体的には、工業プ

ロセスにバイオテクノロジーを導入することや、微生物や植物機能等を活用したモノ作り技

術の開発、バイオマス利用、及びバイオ技術による産業廃水等処理技術の開発等を通して、

環境調和型産業の創出に資する。 

 

Ⅳ．化学物質総合評価管理 

２００２年に開催されたＷＳＳＤ（持続可能な開発に関する世界首脳会議）において

「化学物質が、人の健康と環境にもたらす著しい悪影響を最小化する方法で使用、生産さ

れることを２０２０年までに達成することを目指す」という国際合意がなされていること

等を踏まえ、化学物質のリスクの総合的な評価を行いつつ、リスクを評価・管理するため

の技術体系を構築する。そのために、化学物質のリスクに係る国民の理解増進のための基



 

 

盤、事業者が自らリスクを判断する手段及び国が規制等の施策を講ずる際の手段として、

化学物質のライフサイクルにわたるリスクの総合的な評価管理を行うための手法を確立す

るとともに、リスクの削減に資するプロセス、手法の開発、さらには知的基盤を整備する。 

 

 

４．研究開発内容 

Ⅰ－１．ＣＯ２固定化・有効利用技術 

地球温暖化対策のため、排出される二酸化炭素を分離回収・固定化することや、有用物

質に変換する技術を開発し、低炭素社会の構築に資する。 

（ⅰ）共通技術開発等 

地球環境国際研究推進事業 

①概要 

地球温暖化問題の解決に向け、ＣＴＩ（気候変動技術イニシアティブ）等の国際的

な枠組みを活用し、諸外国の先進的取組との研究協力や、発展途上国への技術普及を

進めることにより、世界的な温暖化問題への取り組みを強化する。 

②事業期間 

２００２年度～２０１１年度 

③実施形態 

     諸外国との連携のもと、テーマ毎に適切な体制を構築し実施。 

 

（ⅱ）二酸化炭素回収・貯留（ＣＣＳ）に関する技術開発 

（１) 分子ゲート機能ＣＯ２分離膜の技術研究開発 

①概要 

二酸化炭素回収・貯留（ＣＣＳ）の実用化に向け、最大の課題のひとつであるＣＯ

２分離回収コストの大幅低減を目指し、圧力を有するガスからのＣＯ２/Ｈ２の分離用

に期待されている膜分離技術の実用化のため、分子ゲート機能ＣＯ２分離膜の高圧下

におけるＣＯ２/Ｈ２選択性の向上、分離膜モジュールの大型化等に取り組む。 

②技術目標及び達成時期 

２０１５年頃において、石炭ガス化複合発電（ＩＧＣＣ）等で発生する圧力ガスか

ら従来の３分の１程度（１，５００円／ｔ－ＣＯ２程度）のコストでＣＯ２を分離回

収することを可能とする膜分離技術の確立を目指す。 

③研究開発期間 

２００６年度～２０１０年度 

 

（２）二酸化炭素貯留隔離技術研究開発 

①概要 

二酸化炭素回収・貯留（ＣＣＳ）（地中貯留及び海洋隔離）の実用化に向け、ＣＣＳ

実施における安全性評価・社会的信頼醸成に必要な基盤技術や手法の開発に重点的に

取り組む。本事業の実施にあたっては、国内外で実施される実証事業等と必要な連携

をしながら取り組む。 

また、本事業で獲得した安全性評価等に関する知見を活用し、ＣＣＳ事業を計画す



 

 

る上での基礎情報である、貯留隔離ポテンシャルの調査を行う。 

②技術目標及び達成時期 

貯留した二酸化炭素のモニタリング技術、挙動予測手法、環境・生物影響評価、安

全性評価手法の開発、及び全国貯留層賦存量調査を行う。 

③研究開発期間 

フェーズ１：２０００年度～２００４年度 

フェーズ２：２００５年度～２０１２年度 

   

    注）本事業は、平成２０年度までの「二酸化炭素地中貯留技術研究開発」（うち実証試

験を除く）と「二酸化炭素の海洋隔離に伴う環境影響予測技術開発」を統合した

もの。 

   (参考：「二酸化炭素海洋隔離に伴う環境影響予測技術開発」の研究開発期間) 

フェーズ１：１９９７年度～２００１年度 

フェーズ２：２００２年度～２００６年度 

      フェーズ３：２００７年度～２０１１年度※ 

     ※当初単独事業として２０１１年度まで実施する予定であったが、２００９年度より

地中貯留技術研究開発と事業統合。海底下帯水層への地中貯留等に係る、安全性

評価・環境影響評価等にこれまでの成果を活用する。 

 

（３）二酸化炭素削減技術実証試験委託費 

①概要 

二酸化炭素回収・貯留（ＣＣＳ）技術の実用化に向けた実証試験を行う。具体的に

は、火力発電所等の大規模発生源から分離回収したＣＯ２を年間約１０万トン規模で

地下帯水層（地下１，０００ｍ程度）等へ貯留する技術を実証するとともに、長期挙

動予測可能な二酸化炭素挙動予測シミュレーション技術、モニタリング技術等の基盤

技術の確立を行う。 

②技術目標及び達成時期 

２０１５年度までに、ＣＣＳ技術の本格導入となる、１００万トン／年規模での地

中貯留を実現すために必要な基盤技術を確立する。 

③研究開発期間 

２００８年度（補正）～２０１３年度 

 

  （４）二酸化炭素回収技術高度化事業 

①概要 

  ＣＯ２の分離回収技術の高度化のため、日米の共同研究により、化学吸収法による新

規固体吸収材の開発を実施する。 

②技術目標及び達成時期 

  ２０１４年度までに新規固体吸収材を開発し、分離回収コストの低減を図る。 

③研究開発期間 

  ２０１０年度～２０１４年度 

 



 

 

  （５）二酸化炭素挙動予測手法開発事業 

   ①概要 

     ＣＣＳの実用化に向けて、その安全性評価の高度化や社会的信頼の醸成を推進するた

め、日米の共同研究により、長期挙動シミュレーション技術の比較・更新による高度化

やＣＯ２圧入による地質への影響評価などを実施する。 

   ②技術目標及び達成時期 

     温室効果ガス排出の２０５０年半減に資するため、我が国において、２０２０年頃

に地中貯留を実用化し、民間主体で事業を実施するために必要な、各種モニタリング技

術の開発やシミュレーションの精緻化を図る。 

   ③研究開発期間 

     ２０１０年度～２０１４年度 

 

（ⅲ）環境調和型製鉄プロセス技術開発（運営費交付金） 

①概要 

高炉ガスからの効率的な二酸化炭素分離と中低温排熱の有効活用及び水素を炭素

（コークス）の一部代替として鉄鉱石を還元する革新的製鉄プロセスの開発を行う。 

②技術目標及び達成時期 

最終的な技術開発目標として製鉄プロセスにおけるＣＯ２排出量を３０％削減する

ことを目指し、２０５０年までに実用化する。 

③研究開発期間 

２００８年度～２０１７年度 

 

（ⅳ）大規模植林 

バイオ技術活用型二酸化炭素大規模固定化技術開発 

①概要 

バイオエタノール化に適した高セルロース樹木の効率的生産（選抜育種）を可能と

するバイオ情報の研究を行うとともに不良環境下への耐性強化に係る研究を行う。 

②技術目標及び達成時期 

事業４年目までに、研究開発されたバイオ情報を活用した選抜育種技術等を用いて、

高セルロース樹木、不良環境耐性樹木の実証植林を行う。 

③研究開発期間 

２００８年度～２０１１年度 

 

Ⅰ－２．脱フロン等技術 

代替フロンの排出量を抑制するため、代替フロンを削減する技術（脱フロン等技術）を

開発する。  

（１）革新的ノンフロン系断熱材技術開発（運営費交付金） 

①概要 

    エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、住宅・建築物の省エネル

ギーという社会適用性に応えるため超微細発泡等による断熱性能の向上のための技術開発

を行う。 



 

 

  ②技術的目標及び達成時期 

 既存のノンフロン断熱材では達成できていない断熱性能を実現し、更には従来のフロ

ン断熱材の断熱性能を超える高断熱性能を実現する断熱材を２０１２年頃を目途に開発

する。 

③研究開発期間 

   ２００７年度～２０１１年度 

 

（２）ノンフロン型省エネ冷凍空調システムの開発（運営費交付金） 

  ①概要 

  エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、家庭用・業務用及び運

輸用エアコン及びショーケース等に使用可能なノンフロンかつ高効率を達成でき、安全

性についても配慮された新たな冷凍システムの開発を行う。 

  ②技術的目標及び達成時期 

 ２０１０年度までに、ノンフロン（自然冷媒等）型省エネ冷凍・空調システムを開発

する。 

③研究開発期間 

    ２００５年度～２０１０年度 

 

Ⅱ．資源制約克服／３Ｒ 

（ⅰ）金属資源等３Ｒ対策 

（１）希少金属等高効率回収システム開発（再掲） 

①概要 

小型電子・電気機器にはベースメタルや、金、銀等の貴金属の他、インジウム、

ニッケル等の希少金属等を含有している。現状では、これらの機器が廃棄された後は、

非常に高温で処理する乾式製錬技術を用いてリサイクル・処理されているため、多大

なエネルギーを消費するばかりか、回収可能な金属が銅、金、銀等に限定されており、

その他の希少金属等は回収できずに廃棄処分されている。このため、湿式製錬技術を

活用した高効率な最適技術の開発等を通じて、回収工程の省エネルギー及び希少金属

等の回収率向上を図る。 

②技術目標及び達成時期 

・従来方法（乾式製錬）で処理する場合に比べて、大幅な省エネルギーの実現（省エ

ネルギー効果：原油換算で約７８万ｋｌ／年削減） 

・廃小型電子・電気機器、廃超硬工具等中に含まれる希少金属等の回収率の向上 

（インジウム０％→９０％、ニッケル５０％→９５％、コバルト０％→９５％、タン

タル０％→８０％、タングステン９０％→９５％、レアアース０％→８０％） 

③研究開発期間 

２００７年度～２０１０年度 

 

（２）希土類金属等回収技術研究開発 

①概要 

今後、普及拡大が見込まれる製品の製造工程において排出されるレアアースを含む



 

 

不要物など技術的・経済的に抽出が困難なレアアース含有物について、レアアース等

有用金属のリサイクル技術の研究開発を行う。 

具体的には、液晶パネル用ガラス、ハードディスク用ガラスの製造工程等で使用さ

れた低品位状態のレアアースについて高品位化し再利用するための技術開発を実施す

る。 

②技術目標及び達成時期 

液晶パネル用ガラス、ハードディスク用ガラスなどの精密な表面処理が必要な製品

の研磨に使用されているセリウム等のレアアースを含有する研磨剤について、研磨廃

滓中のレアアース成分と不純物の分離に新たな低温での化学的・物理的プロセスを確

立・導入（具体的には低温での効率的な化学処理や、研磨剤成分ではなく不純物を物

理的に分離する回収プロセスに変更する等）することでレアアース回収プロセスの低

コスト化及びエネルギー使用合理化を目標とする。 

③研究開発期間 

２００８年度（補正）～２０１２年度 

 

（３）希少金属代替材料開発プロジェクト（運営費交付金）（再掲） 

①概要 

ハイテク製品の製造に不可欠であり世界的な需給逼迫が懸念されるレアメタル（タン

グステン、インジウム、ディスプロシウム）について、ナノテクノロジー等の最先端技

術を活用して、代替材料開発・使用量削減を行う。なお、平成２１年度からは、これま

での対象３鉱種に加えて、白金、セリウム、テルビウム等も研究開発の対象とする。 

②技術目標及び達成時期 

   タングステン、インジウム、ディスプロシウムについては２０１１年度までに、白金、

セリウム、テルビウム等については２０１３年度までに、使用原単位について現状と比

較して削減ができる製造技術を開発し、ユーザー企業、大学等の外部機関に対して機能

評価のためにラボレベルで提供（試料提供）できる水準に至るまでの技術を確立するこ

とを目標とする。また、製品の機能や製造コストは現状と同等であることを少なくとも

維持することを前提とする。 

〔対象元素〕               

  ・超硬工具向けタングステン（Ｗ）     

 ・透明電極向けインジウム（Ｉｎ）     

    ・希土類磁石向けディスプロシウム（Ｄｙ） 

  ・排ガス浄化向け白金族（Ｐｔ）    

  ・精密研磨向けセリウム（Ｃｅ）      

    ・蛍光体向けテルビウム、ユーロピウム（Ｔｂ、Ｅｕ）    

③研究開発期間 

２００７年度～２０１３年度 

 

（ⅱ）水資源制約克服 

（１）環境調和型水循環プラント実証事業（運営費交付金） 

①概要 



 

 

我が国が強みを持つ、膜技術を始めとする水処理技術を活用し、省水型・環境調和

型の水循環システムを開発するとともに、海外展開等を支援する。 

②技術目標及び達成時期 

２０１３年度までに省水型・環境調和型の水循環システムを確立し、以降、国内外

の水不足が深刻な地域へ当該水循環システムを順次普及させる。 

③研究開発期間 

２００９年度～２０１３年度 

 

（２）環境調和型水循環技術開発（運営費交付金）（再掲） 

①概要 

我が国が強みを持つ、膜技術を始めとする水処理技術を強化し、省水型・環境調和

型の水循環システムの開発に資する省エネ・省水型の要素技術を開発する。 

②技術目標及び達成時期 

  ２０１３年度までに、以下の技術を開発する。 

 革新的膜分離技術の開発： 

従来法に比べ膜透過加圧エネルギー等を５０％以上削減。 

 省エネ型膜分離活性汚泥法（ＭＢＲ）技術の開発： 

従来法に比べ膜洗浄の曝気（空気気泡）エネルギー等を３０％以上削減。 

 有用金属・有害物質の分離・回収技術の開発： 

従来法に比べ汚泥の削減により汚泥処理･処分エネルギーを８０％以上削減。 

 高効率難分解性物質分解技術の開発： 

従来法に比べ窒素処理に係るエネルギーを５０％以上削減。 

オゾン酸化法等のエネルギーを５０％以上削減。 

③研究開発期間 

２００９年度～２０１３年度 

 

Ⅲ．環境調和産業創造バイオ 

（１）植物機能を活用した高度モノ作り基盤技術開発（植物利用高付加価値物質製造基盤技術

開発） 

①概要 

動物や微生物による物質生産と比較して、安全性が高い、生産コストが低い、省エ

ネルギーで環境調和型といった特徴を有する植物を活用した高機能タンパク質等の高

付加価値物質生産（モノ作り）の基盤技術を開発するために、有用物質を高効率に高

生産させる組換え植物の基盤技術を開発するとともに、閉鎖型人工環境下での高効率

な栽培技術の開発を一体的に進める。 

②技術目標及び達成時期 

２０１０年度までに、実用植物において実用可能なレベルまで有用物質を効率的に

高生産・高蓄積させる組換え植物を開発するとともに、目的有用物質を安定かつ均一

に生産・蓄積させる栽培技術を確立し、その生産の実用性を閉鎖型人工環境下におい

て確認する。 

③研究開発期間 



 

 

２００６年度～２０１０年度 

 

（２）微生物機能を活用した環境調和型製造基盤技術開発（再掲） 

（ⅰ）微生物機能を活用した高度製造基盤技術開発（運営費交付金） 

①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、省エネルギーかつ環

境負荷が少ないといった特徴を有する微生物機能を活用した有用物質の革新的な生産

プロセス（モノ作り）の技術を構築するため、産業用途に必要な機能既知遺伝子で構

成されたゲノムを持ち、物質生産性向上につながる性能を備えた高性能宿主細胞の創

製や、微生物反応の多様化・高機能化技術を開発するとともに、バイオマスを原料と

して有用物質を体系的かつ効率的に生産する（バイオリファイナリー）ための基盤技

術を開発する。 

②技術目標及び達成時期 

２０１０年度までに、物質生産性向上につながる性能を備えた高性能宿主細胞を創

製するとともに、バイオプロセスの実用化適用範囲の拡大のための微生物反応の多様

化・高機能化技術の開発を行う。バイオリファイナリー技術については、バイオマス

を高効率で糖化し、糖から高効率で各種化成品の基幹物質を生産するバイオプロセス

体系を構築する。 

③研究開発期間 

２００６年度～２０１０年度 

（ii）微生物群のデザイン化による高効率型環境バイオ処理技術開発（運営費交付金） 

①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、従来エネルギー多消

費・廃棄物多排出型であった廃水等処理において、微生物群の構成及び配置等を人為

的に制御（デザイン化）することで、その処理効率を大幅に向上させ、省エネルギー

で廃棄物も少ない高効率型廃水等処理の基盤技術を確立する。 

②技術目標及び達成時期 

２０１１年度までに、特定有用微生物群を人為的に安定導入・維持もしくは人為的

に空間配置・優先化させる等のデザイン化技術を開発し、従来の廃水等処理に比べよ

り高効率で省エネルギーな処理技術を開発するとともに、実用化に資するための実証

可能なテストプラント規模にて評価する。 

③研究開発期間 

２００７年度～２０１１年度 

 

（３）バイオマスエネルギー等高効率転換技術開発（再掲） 

①概要 

食料と競合しないセルロース系バイオマスからバイオ燃料を製造する革新的技術の開

発を軸に、バイオ燃料生産に有用な遺伝子組み換えによる植物・微生物の開発等、バイ

オ燃料のコスト競争力強化に資するバイオリファイナリーの一環として、ブタノール、

プロピレン等の製造技術の実用化を目指した開発を行う。 

②技術目標及び達成時期 



 

 

２０１２年度までに、セルロース系バイオマスを原料とし、バイオ燃料製造の従来技

術に比べて画期的に優れた効率や低コスト化を可能とする糖化・発酵等の基盤技術を開

発するとともに、バイオマス利用に資する微生物の利用基盤技術の開発を行う。さらに、

プロピレン等の高効率取得のための触媒開発等により、化成品製造の実用化を目指した

技術開発を行い、バイオマスに関する燃料分野と化成品分野の融合・連携を図る。 

③研究開発期間 

２００７年度～２０１２年度 

 

Ⅳ－１．化学物質総合評価管理 

（１）化学物質の最適管理をめざすリスクトレードオフ解析手法の開発（運営費交付金） 

①概要 

化学物質のリスクを共通指標で比較、検討し、事業者等における代替物質の選択の際

に、リスクの相互比較が可能となるリスク評価手法及び社会経済分析等リスクトレード

オフ解析手法を構築する。 

②技術目標及び達成時期 

２０１１年度までに、代表的な化学物質用途群につき、化学物質のライフサイクルに

応じたあらゆる暴露を考慮した排出量推計手法や室内暴露評価手法等環境動態解析手法

を構築する。さらに、用途群内の物質間でのリスクトレードオフ解析手法を開発する。 

③研究開発期間 

２００７年度～２０１１年度 

 

（２）ナノ粒子の特性評価手法開発（運営費交付金）(再掲) 

①概要 

ナノ粒子のキャラクタリゼーション、計測技術の確立とともに、生体影響等評価手法、

暴露評価手法及びナノテクノロジーによるリスク不安に対処したリスク管理手法を開発

する。 

②技術目標及び達成時期 

２０１０年度までに、生体影響等評価手法、暴露評価手法及びリスク評価手法を開発

し、ナノ粒子のリスク評価及び管理の考え方の提言を行う。 

③研究開発期間 

２００６年度～２０１０年度 

 

（３）構造活性相関手法による有害性評価手法開発（運営費交付金） 

①概要 

従来の動物実験による反復投与毒性試験に代わり、既知の毒性情報を整備したデータ

ベースを基に in silico の類推手法等を用いた予測・評価を可能とする有害性評価支援

システムを構築する。 

②技術目標及び達成時期 

２０１１年度までに、公開されている反復投与毒性試験データや毒性作用機序情報が

搭載されたデータベース、肝臓における代謝産物・代謝経路を予測する手法、及び対象

とする化学物質の標的臓器・症状やその毒性の強さの範囲等を予測する手法を開発する。



 

 

さらに、それらを統合して毒性判断に必要な情報を効率的に抽出する有害性評価支援シ

ステムを構築する。 

③研究開発期間 

２００７年度～２０１１年度 

 

（４）石油精製物質等簡易有害性評価手法開発（運営費交付金）（再掲） 

①概要 

石油の生産及び流通の合理化を図る観点から、石油製品等に含まれる化学物質による

リスクを把握し、必要な対策を適切に行うことを可能とするため、in vitro 培養系技術

等の活用により遺伝子組換え細胞等を用いた in vitro 系簡易有害性予測手法、また、ト

キシコゲノミクスを活用した短期動物試験結果と相関する遺伝子発現データセットを開

発する。 

②技術目標及び達成時期 

２０１０年度までに、遺伝子導入技術、幹細胞分化誘導技術、生物発光技術等を適用

した培養細胞を用いて、試験期間１ヶ月程度、発がん性、催奇形性及び免疫毒性を予測

評価できる試験手法を開発し、また、遺伝子発現解析技術を短期動物試験に適用し、２

８日間反復投与試験結果と相関する遺伝子発現データセットを完成させる。また、標準

的な試験プロトコールを策定する。 

③研究開発期間 

２００６年度～２０１０年度 

 

（５）有害化学物質代替技術開発（運営費交付金） 

①概要 

 有害性が懸念される代替が困難な化学物質について、転換が円滑・迅速になされるよう

代替物質の開発等を行う。 

②技術目標及び達成時期 

２０１４年度までに、ストックホルム条約等の国際的規制でエッセンシャルユースに限

定して使用が許容されているＰＦＯＳ等の化学物質及び今後規制対象となる可能性がある

ヘキサブロモシクロドデカン（ＨＢＣＤ）等の化学物質のうち、特に代替が困難である１

物質程度について、代替物質の有害性に係る情報を確認しつつ、代替物質の開発、代替プ

ロセスの開発、排出抑制技術開発等を行い、実用性を検証する。 

③研究開発期間 

２０１０年度～２０１４年度 

 

（６）石油精製物質代替等技術開発（運営費交付金）（再掲） 

①概要 

 石油製品に添加される有害な物質について、転換が円滑・迅速になされるよう代替技術

等を開発する。 

②技術目標及び達成時期 

２０１４年度までに、石油精製物質やその機能を向上させるために混合する又は反応さ

せる化学物質であって、環境を経由した人の健康等への悪影響が懸念されるもの（特に、

化審法の第一種特定化学物質、第一種監視化学物質等）のうち、特に代替が困難である２



 

 

物質程度について、代替物質の有害性に係る情報を確認しつつ、代替物質の開発、代替プ

ロセスの開発、排出抑制技術開発等を行い、実用性を検証する。 

③研究開発期間 

２０１０年度～２０１４年度 

Ⅳ－２．化学物質リスク削減技術開発 

 土壌汚染対策のための技術開発（運営費交付金） 

①概要 

工場、事業場の操業中からの自主的な土壌汚染対策を促進するため、原位置で行う重

金属、VOC（揮発性有機化合物）等、回収・浄化機能を有する低コストな土壌汚染対策技

術を開発する。 

②技術目標及び達成時期 

掘削除去による過度な対策を抑制するため、２０１４年度までに、原位置浄化による

低コストの効率的な土壌汚染対策技術を開発する（現状対策費の１／２のコストを目標）。

また、バイオレメディエーションに使用する菌株の生態系等への影響評価手法の標準化

に関わる開発を行い、バイオレメディエーションの普及を促進する。 

③研究開発期間 

２０１０年度～２０１４年度 

 

 

５．政策目標の実現に向けた環境整備（成果の実用化、導入普及に向けた取組） 

【導入普及促進】 

○ 排出量の多い品目・業種や処理困難物を中心にリサイクルシステムなどの実証・市場

化対策に関するフィージビリティ・スタディを実施する。 

○ サプライチェーングループを対象に、部品等の仕様と原材料の使用・副産物の発生状

況等に関する診断を実施し、製品設計及び製造プロセスの同時改善の方向性に関する提案、

指導を行うとともに、取組事例を分析・評価し、資源投入量の抑制効果の高い優良な事例を

公開する。 

○ 商品選択に資するわかりやすい３Ｒ配慮情報（省資源性や再生資源・部品の使用状況

等）を消費者に提供し、環境配慮型製品の市場拡大を推進するため、指標の策定や、情報提

供手法の確立、製品の情報検索が可能なシステムの検討・開発を行う。 

○ ３Ｒ対策が講じられている製品等の市場開拓を促進するため、政府が環境物品等を率

先購入することを定めたグリーン購入法について、同法の判断基準が引き続き３Ｒ対策を適

切に反映するようにしていく。 

○ 化学物質の有害性評価、暴露分析、リスク評価等のデータベースの構築を図るととも

に、それらの手法の各種活動（事業者の自主管理活動、事業者、地方自治体等が国民とリス

クコミュニケーションを図る活動等）等への導入を図る。 

公害防止設備に対する優遇税制等の支援を行う。 

【法規制・制度改革】 

○ 二酸化炭素回収・貯留（ＣＣＳ）の国内での本格実施に必要な法規制・制度の整備等

に関して検討を行う。 

○ 資源有効利用促進法等のリサイクル関連法制度によるスキームを活用して、３Ｒ対策



 

 

を網羅的に講じることにより、循環型社会の構築を図る。 

○ 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（カルタ

ヘナ法）に基づく立入検査で査収した生物が遺伝子組換え生物であるか否かを判断するため

の基盤的な技術の高度化や収去方法を確立すること等により、的確な法律の執行体制を整備

する。 

【ガイドライン】 

○ 事業者による自主的取組を促進する観点から、産業構造審議会において策定している

「業種別・品目別廃棄物処理・リサイクルガイドライン」（自主的な目標の設定）について、

３Ｒ対策を加速する観点から適宜フォローアップを行い、改定を行う。 

【基準・標準化】 

○ 各プロジェクトや民間における技術開発等で得られた成果のうち、標準化すべきもの

については、適切な標準化活動（国際規格（ＩＳＯ／ＩＥＣ）、日本工業規格（ＪＩＳ）、そ

の他国際的に認知された標準の提案等）を実施する。 

○ ＣＯ２回収・貯留後のモニタリング、植林等によるＣＯ２固定化量の計算、バイオマ

ス利用時のＣＯ２排出削減量の評価、環境影響や安全性評価手法など、ＣＯ２固定化・有効

利用を推進するに当たって標準化が必要となる事項については、研究・開発状況や社会情勢

を常に意識しながら計画的に標準化を推進する。 

○ リサイクル品などの３Ｒ配慮製品に対する需要の創出・拡大を図るため、「環境ＪＩＳ

策定促進のアクションプログラム」に基づき、リサイクル品等の品質基準及び試験評価方法

の規格（環境ＪＩＳ）の策定を引き続き推進する。 

○ バイオマス由来プラスチックにおけるバイオマス含有量測定の標準化を推進するとと

もに、生分解性プラスチックに係る微生物嫌気分解試験方法の国際標準化を着実に実施する。 

○ 石油精製物質等簡易有害性評価手法開発については、開発された簡易有害性評価手法

等を２０１４年度を目途に経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）にテストガイドラインとして提案

することを検討し、国際標準化を推進する。 

【調達促進】 

○ バイオマス由来プラスチック等、生物機能を用いた生産プロセスにより生産された製

品について、グリーン購入法に基づく調達品目として位置付けられるべく検討を行う。 

【広報・啓発】 

○ 研究開発プロジェクトの成果について広く普及啓発を図るため、シンポジウム等を行

う。 

○ ３Ｒの普及・促進を図るため、毎年１０月を「３Ｒ推進月間」とし、この期間を中心

として、３Ｒ活動への関係者の取組を促すための「３Ｒ推進功労者等表彰」や、循環ビジネ

ス振興のための「資源循環技術・システム表彰」等の普及啓発活動を実施する。 

【知的基盤整備】 

○ 国内外との共同研究等を通じ、革新的な温暖化対策技術や方策についての情報交換に

資する、情報ネットワークの構築等を図る。 

○ 物質生産用に開発された汎用宿主細胞や取得した生物遺伝資源は、独立行政法人製品

評価技術基盤機構に整備し、社会に幅広く提供する。 

○ 独立行政法人製品評価技術基盤機構の化学物質管理センターにて事業者・国民・公的

機関の化学物質管理に関する冷静な対話（科学的知見の共有）を促進するための知的情報基



 

 

盤整備を図る。 

【国際協力】 

○ 生物多様性条約に基づく遺伝資源へのアクセス促進事業において、日本のバイオ関連

企業の遺伝資源保有国（途上国）の遺伝資源に対するアクセスを促進するための技術的環境

整備及び遺伝資源へのアクセス実施の調整を行う。 

【他省庁との連携】 

○ 総合科学技術会議が推進する科学技術連携施策群の「食料・生物生産研究」及び「総

合的リスク評価による化学物質の安全管理・活用のための開発技術」、ライフサイエンスＰＴ、

社会還元プロジェクトの下での関係府省間における適切な連携の実施。 

【プロジェクト等の間の連携】 

○ ＣＯ２固定化・有効利用技術のロードマップに基づき、技術シーズ発掘型技術開発事

業成果のプロジェクトへの取り込みや、プロジェクト間の連携により、低炭素社会モデルの

構築に資する効果的なＣＯ２固定化・有効利用システムの実現を図る。 

 

 

６．研究開発の実施に当たっての留意事項 

・事業の全部又は一部について独立行政法人の運営費交付金により実施されるもの（事業名に

（運営費交付金）と記載したもの）は、中期目標、中期計画等に基づき、運営費交付金の総

額の範囲内で当該独立行政法人の裁量によって実施されるものである。 

・プログラム目標等については、京都議定書目標達成計画の評価・見直しプロセスに伴う対応

を行う。 

・各プロジェクトを横断的観点からマネージメントする体制を整備し、技術の進捗状況や社会

情勢等を踏まえた適切な資源配分、技術成果のレビュー、普及施策の検討、実施すべき技

術開発テーマ・領域・分野等の検討等を実施する。 

 

 

７．改訂履歴 

（１）平成１２年１２月２８日付け、生物機能活用型循環産業システム創造プログラム基本計画、

化学物質総合評価管理プログラム基本計画制定。 

（２）平成１４年２月２７日付け、生物機能活用型循環産業システム創造プログラム基本計画制

定。生物機能活用型循環産業システム創造プログラム基本計画（平成１２・１２・２７工

総第１５号）は、廃止。平成１４年２月２８日付け、革新的温暖化対策技術プログラム基

本計画、３Ｒプログラム基本計画、化学物質総合評価管理プログラム基本計画制定。化学

物質総合評価管理プログラム基本計画（平成１２・１２・２７工総第１４号）は、廃止。 

（３）平成１５年３月１０日付け制定。革新的温暖化対策技術プログラム基本計画（平成１４・

０２・２５産局第１６号）、３Ｒプログラム基本計画（平成１４・０２・２５産局第１３

号）、生物機能活用型循環産業システム創造プログラム基本計画（平成１４・０２・２５産

局第５号）、化学物質総合評価管理プログラム基本計画（平成１４・０２・２５産局第７

号）は、廃止。 

（４）平成１６年２月３日付け制定。革新的温暖化対策技術プログラム基本計画（平成１５・０

３・０７産局第１８号）及びエネルギー環境二酸化炭素固定化・有効利用プログラム基本



 

 

計画（平成１５・０３・０７産局第１９号）は、革新的温暖化対策技術プログラム基本計

画に統合することとし、廃止。３Ｒプログラム基本計画（平成１５・０３・０７産局第６

号）、生物機能活用型循環産業システム創造プログラム基本計画（平成１５・０３・０７産

局第３号）、化学物質総合評価管理プログラム基本計画（平成１５・０３・０７産局第８

号）は、廃止。 

（５）平成１７年３月３１日付け制定。地球温暖化防止新技術プログラム基本計画（平成１６・

０２・０３産局第１３号）、３Ｒプログラム基本計画（平成１６・０２・０３産局第５号）、

生物機能活用型循環産業システム創造プログラム基本計画（平成１６・０２・０３産局第

１５号）、化学物質総合評価管理プログラム基本計画（平成１６・０２・０３産局第３号）

は、廃止。 

（６）平成１８年３月３１日付け制定。地球温暖化防止新技術プログラム基本計画（平成１７・

０３・２５産局第８号）、３Ｒプログラム基本計画（平成１７・０３・２９産局第１号）、

生物機能活用型循環産業システム創造プログラム基本計画（平成１７・０３・２５産局第

２号）、化学物質総合評価管理プログラム基本計画（平成１７・０３・２５産局第１０号）

は、廃止。 

（７）平成１９年４月２日付け制定。地球温暖化防止新技術プログラム基本計画（平成１８・０

３・３１産局第９号）、３Ｒプログラム基本計画（平成１８・０３・３１産局第１０号）、

生物機能活用型循環産業システム創造プログラム基本計画（平成１８・０３・３１産局弟

３号）、化学物質総合評価管理プログラム基本計画（平成１８・０３・３１産局第１１号）

は、廃止。 

（８）平成２０年４月１日付け、環境安心イノベーションプログラム基本計画制定。地球温暖化

防止新技術プログラム基本計画（平成１９・０３・１９産局第６号）、３Ｒプログラム基本

計画（平成１９・０３・１９産局第５号）、生物機能活用型循環産業システム創造プログラ

ム基本計画（平成１９・０３・１６産局第２号）、化学物質総合評価管理プログラム基本計

画（平成１９・０３・２０産局第２号）は、本イノベーションプログラム基本計画に統合

することとし、廃止。 

（９）平成２１年４月１日付け制定。環境安心イノベーションプログラム基本計画（平成１９・

０３・２５産局第７号）は、廃止。 

（１０）平成２２年４月１日付け制定。環境安心イノベーションプログラム基本計画（平成２

１・０３・２３産局第２号）は、廃止。 
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