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１．プロジェクトの概要 

概   要 

実施期間 

予算総額 

実  施  者 

プロジェクト 
リーダー 

平成１９年度～平成２３ 年度 （５年間） 

７．３９億円 
（平成１９年度：１．５６億円平成２１年度：１．６６億円平成２１年度：１．６６億円  
平成２２年度：１．３５億円 平成２３年度：１．１６億円） 

独立行政法人製品評価技術基盤機構 
富士通株式会社 

財団法人食品農医薬品安全評価センター  
 センター長 林 真 
 

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。 
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２．プロジェクトの目的・政策的位置付け 
●本事業に関連する国の計画 

 ○第３期科学技術基本計画の分野別推進戦略（平成１８年３月、総合科学技術会議） 

  ◆環境分野：重要な研究開発課題「多様な有害性の迅速な評価技術」 

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】 

●本事業に関連する経済産業省の計画・提言   

○イノベーションプログラム基本計画 
  ◆環境安心イノベーションプログラム基本計画 
   《研究開発内容：化学物質総合評価管理》 
 
  「従来の動物実験による反復投与毒性試験に代わり、in 

silicoや類推等を用いた予測・評価を可能とするため、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、より的
確に効率よく毒性を評価可能とする有害性評価支援システム
を構築する。」 

 

○技術戦略マップ２０１１ 
《化学物質総合評価管理分野》 

  ◆技術マップ（リスク評価管理） 
  ◆技術ロードマップ（リスク評価管理） 
  ・有害性評価に必要な技術開発 
  (65)メカニズムを反映したQSAR 
  (68)カテゴリーアプローチ手法 
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３．目標 
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。 

●開発方針 
• 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）。 
• 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主導的な役割を果た

す(システムの専門家主導ではない）。 
• 国際的に利用されるものを目指す（OECD (Q)SAR Application Toolboxの開発者

をメンバーに加え、OECDと連携しつつ研究開発を実施）。 
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３．目標（２） 

要素技術 目標・指標 妥当性・設定理由・根拠等 

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、
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。 

 
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、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構造
が変化することが多いことから、代謝情
報は、対象とする化学物質の毒性を推
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、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。 
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３．目標（３） 
 

要素技術 
 

目標・指標 
 

妥当性・設定理由・根拠等 
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、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）を予測

す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。 

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。 

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。 
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４．成果、目標の達成度 

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。 

○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。 
○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すると共に、
高度な検索機能を備えた。 

達成 

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有害性評価支援システ
ム統合プラットフォーム（HESS*）とこれに付属するデータベースシステム(HESS 
DB）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。 
また、現在HESSは、ECHAによりREACH届出物質の評価に活用されている。 
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４．成果、目標の達成度 

要素技術 目標・指標 成  果 達成度 

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、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。 

 

○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。  

○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、HESSに搭載

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、HESSに搭載した。 

達成 
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４．成果、目標の達成度 

要素技術 目標・指標 成  果 達成度 

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、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）を予測する有害性評
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。 

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
した仕様とする。 

○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。  
○OECD (Q)SAR Application 
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にし
たのカテゴリーアプローチ支援機能
を開発した。 
○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解析
するための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。 

達成 



開発システムの構成 

評価対象物質や 
その類縁物質の 
反復投与試験情報 
作用機序情報、 
カテゴリー情報、 
推定される毒性等 

③ 有害性評価支援システム 
 統合プラットフォーム（HESS） 

試験報告書DB 

毒性作用機序DB 

① 毒性知識情報 

② 代謝知識情報 

ADME DB 
（ヒトP450代謝予測） 

ラット代謝マップDB 
(ラット代謝シミュレータ) 

未試験物質の 
反復投与毒性 

入力 

出力 

ユーザー 

判
断
材
料

 

OECD (Q)SAR Toolbox 
互換性 

カ
テ
ゴ
リ
ー
ア
プ
ロ
ー
チ
支

援
機

能
 

（
カ
テ
ゴ
リ
ー
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
等
）
 

ベ
イ
ジ
ア
ン
ネ
ッ
ト
毒
性

推
定

 
シ
ス
テ
ム
（
T
o
xB

ay）
 

エキスパート
ジャッジ 

Ｈ
Ｅ
Ｓ
Ｓ 

Ｄ
Ｂ 

ＮＩＴＥのウェブサイトからスタンドアロン版を無料で公開 

全て 
英語表記 

反復投与毒性を 
評価したい化学物質 
の化学構造、物質名 
CAS番号など 
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開発システムの公開 

HESS及びHESS DBの一般公開 
 （NITE化学物質管理センターの

ホームページより） 

国際貢献 

・HESSのツリー構造による反
復投与毒性のデータベース
をOECD (Q)SAR Toolbox 
ver.2に搭載、公開。 
 
・HESSのカテゴリーライブラ
リーをOECD (Q)SAR 
Toolbox ver.3に搭載、公開。 
 
・HESSのカテゴリーライブラ
リーをECHAにおいてREACH
の届出物質の評価に使用。 
 

波及効果 

1) 社会への波及効果 

未試験化学物質の有害性の推定と、こ
れに基づく合理的な化学物質管理によ
る、安全・安心な国民生活への波及。 

2) 経済への波及効果 

動物実験の低減による物質開発コスト
の削減効果。国際整合性のある評価
手法を開発したことによる貿易障壁の
低減への効果。 

3) 他の研究分野への波及効果 

開発手法の遺伝毒性、発癌性や生殖
発生毒性など、他の有害性試験項目
にへの応用等。 

4) 国際連携への波及効果 

本プロジェクトの活動がきっかけとなり、
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）が締結された。 
 

開発システムの利用方法 

1) 化審法リスク評価での利用 

2013年以降に指定される化審法優
先化学物質のデータギャップ補完
での利用が見込まれる。 

2) 化審法新規審査での利用 

他のエンドポイントと同様に審査参
考資料としての利用が見込まれる。
このためには新規物質のデータの
導入が課題と考えられる。 

3) REACHでの利用 

既に開発システムの一部は、欧州
化学品庁（ECHA）においてREACH
届出物質の評価に利用されている。 

4) 新規物質開発における利用 

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開発物質の
スクリーニングに利用することが見
込まれる。 
 

５．事業化、波及効果 
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６．研究開発マネジメント・体制等 

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

研究開発推進委員会の委員

 

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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７．事前・中間評価の結果 

●事前評価の結果（平成１８年） 
NEDO POSTにて実施 
推進部署：独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 バイオテクノロジー・医療技術開発部 
【総合評価】 
構造活性相関手法による有害性の簡易評価手法は、化学産業のみならず、化学物質の健康影響評価あるい
は基準・規制の立案に資する点からも実現が望まれる技術である。これまでの手法に比べて低コストかつ簡易
な手法を開発する本プロジェクトは、NEDO の実施する事業として適切であると判断する。 

●中間評価の結果（平成２１年） 
推進部署：独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開
発機構 環境技術開発部 
＊研究評価委員会におけるコメントは特になし 
【総合評価】 
未だ世界的にまとめられていない反復投与（亜急性）毒性
試験結果を、構造活性相関手法を基本に、最終的にデー
タベースとして構築し、日本発の国際的共同利用とするも
のである。特にエキスパートが各種評価を行う上での基礎
を提供するものであり、本プロジェクトが社会的・国際的に
果たす役割は大きい。また、中間評価の段階で相当量の
データベースの構築がなされており、特に28日間反復投

与毒性に関しては、世界的にもほとんど例が無く、結果が
大いに期待される。将来的にOECDのApplication Tool 
Boxとの連携を視野に入れており、国際標準のデータベー
スとなり得る可能性が高い点が評価できる。 
 

3.0  

2.2  2.2  2.0  

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5
評点 

 １．事業の位置
付け・必要性に

ついて 

 ２．研究開発
マネジメント
について 

 ３．研究開発
成果 

 ４．実用化
の見通し 
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今後に対する提言 対処方針 

○標榜する28日反復投与毒性予測システムの実現のために、単回

投与毒性試験情報及び化学物質の吸収・排せつなどから見た当該
物質の生体における蓄積性の評価について、本システムへの積極的
な取り込みを検討すべきである。 
 
○現在反復投与毒性試験のデータには、トキシコキネティクス（毒性
動態）の観点からの収集と評価はなされていないが、今後はそのよう
なデータも可能な限り検索し、記載しておくことが望ましい。 
 
 
○企業等に埋もれている有用なデータを吟味してデータベースに追
加できるように、積極的に企業からのデータの提出を促すシステムを
構築することが望まれる。 
 
 
 
○短期反復投与における一般毒性試験の結果のみでは、そのもの
の毒性を評価するのは不十分である。特殊毒性試験や長期毒性試
験の結果も考慮することが必要である。今回、28日間反復投与試験

を中心にということであるならば、その期間でも得られる特殊毒性の
結果もデータとして取り込めるシステムにする必要がある。 
 
○カスケードモデルやベイジアンネットワークといった最新の手法が
用いられている。得られる結果も強力であることが期待されると同時
に、それらの結果をシステムにどう取り込んでいくかが、鍵を握ってい
る。 
 
○本事業の最終目標が「エキスパートジャッジ」に有用なデータベー
ス構築である以上、本事業の最終評価までにエキスパートによる何ら
かの評価が必要である。 

○当該情報を入手することは極めて困難であるが、入手できたもの
は既に収載している。 
 
 
 
○毒性発現機構の情報は、できる限り収集し作用機序データベース
に収載するよう努めており、今後も継続する。ただし、トキシコキネ
ティクスに関わる情報は、信頼できる動物試験結果のある物質に限
定しており、なかなか集まらない。 
 
○データベースの構造自体には柔軟性をもたせており、各種化学物
質のデータを組み入れることは可能である。政府が化審法の新規化
学物質審査データの公開を検討しており、実現すれば当該データを
収載する。さらに、実施者NITEから主要な化学品メーカーに対して
データ提供を依頼することも検討している。 
 
○基本計画に記述のとおり、発がん性に関する検査項目を主体とし
た長期毒性試験情報でなく、一般毒性に関する検査項目を主体とし
た短期毒性試験情報を優先している。また、化審法の対象化学物質
について特殊毒性試験はほとんど実施されていないため、その情報
の入手は極めて困難である。 
 
○最終目標を達成できるよう、明確な計画を策定し、適切に進捗を管
理する。 
 
 
 
○事業期間内にエキスパートによる評価を実施する予定。 

●中間評価：提言に対する対処方針 
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８．評価 

座
長 

委
員 

高木 達也  大阪大学 大学院薬学研究科 応用医療薬科学専攻 教授  
          
田中 憲穂  財団法人食品薬品安全センター秦野研究所 研究顧問  
         
東海 明宏  大阪大学 大学院工学研究科  
         環境エネルギー工学専攻環境システム学講座  
         環境マネジメント学領域 教授 
 
原田 房枝  ライオン株式会社 研究開発本部  
         環境・安全性評価センター 所長 
 
山崎 浩史  昭和薬科大学 薬物動態学研究室 教授 

８－１．評価検討会 

評
価
検
討
会
委
員 

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 

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      
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８－２．総合評価（コメント） 
○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。          
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「経済産業省技術評価指針」に基づき、プロジェクト事後評価において、 
 評点法による 評価を実施した。 

８－３．評点結果 

【評価項目の判定基準】 
評価項目１.～５. 
３点：非常に重要又は非常によい  
２点：重要又はよい 
１点：概ね妥当 
 ０点：妥当でない                   
 
６．総合評価 
３点：実施された事業は、優れていた。 
２点：実施された事業は、良かった。 
１点：実施された事業は、成果等が今一歩のところがあった。 
０点：実施された事業は、成果等が極めて不十分であった。 
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1.00 
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2.50 

3.00 

3.50 
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３．成果、目標
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４．標準化等の

シナリオ、波及

効果についての
妥当性

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

６．総合評価
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９．提言及び提言に対する対処方針（１／２） 

今後の研究開発の方向等に関する提言 提言に対する対処方針 

 
 

○ 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。 

 
  
 
         

○ プロジェクトで開発したシステムは、ユーザ自らが所有するデータを
組み込み、毒性を予測することができる機能を有している。この機能に
よりユーザが所有する非公開のデータを活用し、予測可能な物質領域
を拡大させることができる。 
現在のところ、医薬品化合物、動物性医薬品、農薬等のデータについて
は、利用当事者 において入力することを考えており経済産業省としての
対応は考えていない。 
  
○ 開発したシステムのデータの更新は、開発主体の製品評価技術基
盤機構において年に２回定期的に行っている。また、平成２５年度には、
製品評価技術基盤機構において、ユーザからの意見を基に開発したシ
ステムの機能を改良する予定であると聞いている。さらに開発したシス
テムの操作方法の講習会についても定期的に実施しているところ（平成
24年度は3回実施）。なお、課題は予算の確保であり、システムの運用、

メンテナンスの経費は予算化されにくく、いかにサポートするかかが鍵を
握るが、経済産業省として 、開発主体である製品評価技術基盤機構に
おける当該業務の位置づけを明確にするよう依頼していきたい。 
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９．提言及び提言に対する対処方針（２／２） 

今後の研究開発の方向等に関する提言 提言に対する対処方針 

 
 

 ○ 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。 

 
  
 
         

○代謝に関する2つの研究は、本プロジェクト立ち上げ前から、ブルガス 
大、東北大、それぞれの機関が個別に有していた独自技術を同時に取 
り込んだものである。 
ブルガス大の代謝シミュレータは、ラットの肝臓における代謝物を網羅 
的に予測することを目的に開発されたものであり、カテゴリーを構築する 
ためラットにおける毒性試験結果と代謝物の関係を調べる際に用いるこ 
とができる。すなわち、毒性の原因となる共通の代謝物が予測され、毒 
性試験において対応する内応の毒性が認められている物質群を見出す 
際に用いられる。 
一方、東北大の代謝予測モデルは、より精度の高い手法によって特定 
のヒトの酵素の代謝物を予測するために開発されたものである。酵素が 
特定されているためブルガス大学の代謝シミュレータより適用範囲は狭 
く、また自動的な予測はできないがブルガス大学の代謝シミュレータに 
よる結果を、より精度の高い方法を用いて検証する際に用いることがで 
きる。 
このように、同じ代謝の分野ではあるが、それぞれ目指すところは異な 
っており、幅広い安全性評価を行うために必然的に備えたものである。 
本システムのさらなる発展のためにも、必要に応じて改良されるべきも 
のと考えている。 
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