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1.1 調査の背景と目的

次世代蓄電池など先端技術製品の開発のためには、それに対応できる新しい化学物質の開発が必要不可欠であり、化学
品製造企業等における新規化学物質の開発は、今や我が国における経済成長の一つの原動力となっている。

事業者が新たに開発した化学物質を上市するためには、当該化学物質の安全性情報を報告することが必要であり、我が国
においても、当該安全性審査プロセスが円滑に進むよう毒性等の活性を予測するツールとしてのQSARやリードアクロス（以
下「QSAR等」という。）の開発を進めるとともに、その活用方法について検討を行ってきているところ。分解性・蓄積性につい
ては、一定程度、QSAR等の行政利用が進んできているが、事業者にとって費用負荷の大きい人健康（人毒）については十
分な実用的モデルが構築できておらず、行政利用も出来ていないのが現状となっている。

一方で、欧米を中心に、動物実験禁止の潮流が高まりとともに、欧米では動物実験回避の観点から、現在の動物実験を前
提とした化学物質審査制度から、QSAR等を活用した制度への転換を模索する動きも欧米各国では高まってきており、こうし
た欧米の動向は我が国の輸出事業者にとっても非常に影響が大きい。

これらを踏まえ、安全性の確保を前提としつつ、我が国における化学品製造企業の上市プロセスの一層の効率化を図る観
点から、その検討の一助となるよう、欧米等の化学物質規制（TSCA、REACH、CEPA）とQSAR等の活用実態を調査すると
ともに、併せて、経済産業省において開発しているHESSシステム及びAI-SHIPSシステムの行政利用の可能性についても
調査することとする。

背景と目的（仕様書より抜粋）
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2.2 本事業の概要

本事業における調査項目を以下に示す。本事業では主に、欧米等の化学物質規制（TSCA、REACH、CEPA）とQSAR等の活
用実態を調査及びHESSシステム及びAI-SHIPSシステムの行政利用の可能性について調査を行った。

調査項目 実施内容

（１）欧米等の化学物質規制
（TSCA、REACH、CEPA）にお
けるQSAR等の活用実態に関
する調査

• 米国、EU及びカナダの化学物質規制（TSCA、REACH、CEPA）において、人健康に対するQSAR等の活用
実態について文献調査、輸出事業者に対するアンケート調査及びヒアリングを行った。

• OECD会合「QSAR Toolbox Management group」へ参加、米国環境保護庁（U.S EPA）、欧州化学品庁
（ECHA）及びカナダ保健省（Health Canada）への現地ヒアリングを実施した。

• 上記の調査を踏まえ、各国の規制状況及びQSAR等の活用実態取りまとめ、我が国（化審法）の規制状況及
びQSAR等の行政利用の状況との比較整理を行った。

（２）国内外における人健康（人
毒）に関するQSAR等の実用的
モデル調査

• 国内外における人健康（人毒）（特に、慢性毒性等）に関するQSAR等の実用的モデルの有無及びその詳細
（エンドポイントの明示、アルゴリズムの明示、適用範囲及び適合度等）について調査を行った。

（３）HESS、AI-SHIPSの行政利
用の可能性調査

• HESSやAI-SHIPSの開発状況等を踏まえ、我が国の化審法におけるこれらのシステムの活用の可能性及び
課題等について調査し、整理した。

（４）化審法スクリーニングにお
ける人健康（人毒）データの状
況調査とQSAR等活用の提案

• 化審法スクリーニング評価において、人健康について毒性データなしとされた一般化学物質（４２物質（CAS

単位79物質）について、最新の毒性データの状況を確認した。

• 毒性データなしとなった物質について、HESSにより有害性情報を予測を行い、スクリーニング評価における
QSAR等の活用方法を検討した。

（５）学習データ充足のための毒
性情報収集

• AI-SHIPSで開発する毒性予測システムの精度向上のために有効であると考えられる化学物質（５０物質）の
毒性情報（２８日反復投与毒性等）について、ＲＥＡＣＨ登録情報より収集し、学習データとして活用できるよう
整理を行った。
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2.1 調査内容及び調査方法

 試験を実施することなく評価対象物質の活性を予測する方法には、（定量的）構造活性相関 ((Q)SAR) モデル、アナログ/カテ
ゴリーアプローチの総称となるリードアクロス（Read-across）がある。本報告書では、(Q)SAR及びリードアクロスの総称として
、QSAR等を用いる。

 本調査では、REACH規則、米国TSCA及びカナダCEPAにおける主に人健康影響（化審法の有害性項目である一般毒性、発
がん性、変異原性、生殖毒性）のQSAR等を対象として、活用状況について、調査を行った。

 調査にあたっては、文献調査、輸出入事業者へのアンケート・ヒアリング調査、海外政府機関・業界団体へのヒアリング調査を
行った。

 調査内容について、製品評価技術基盤機構（NITE）の有識者に対してヒアリングを実施した。

 以下に調査実施のフローを示す。

文献調査

海外のWEBサイト・レポート等

Chemical Watch等のニュース

国内の報告書
輸出事業者への

アンケート・ヒアリング調査
活用事例の取り纏め

海外政府機関へのヒアリング

（OECD会合への参加）

有識者ヒアリング
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2.1 調査内容及び調査方法

 各法令との比較は以下の通り。次項以降で、各法令における詳細を述べる。

項目 日本（化審法） EU（REACH） 米国（有害物質規制法（TSCA)） カナダ（CEPA）

所管省庁 厚生労働省、経済産業
省、環境省

欧州委員会 環境総局、企業総局 環境保護庁（EPA） カナダ環境気候変動省、カナダ保健
省

規制等を実施する
組織

厚生労働省、経済産業
省、環境省、NITE

化学物質庁（ECHA）、EU加盟各国
の関係部署

EPA カナダ環境気候変動省、カナダ保健
省

対象保護 一般環境 一般環境、労働者、消費者 一般環境、労働者、消費者 一般環境、消費者

届出対象 新規化学物質
（『既存化学物質リスト、
１特、２特、MITI番号
がついている物質（公
示済新規化学物質）』
以外の物質）

・新規既存に係わらず、1t/年/社以上
の化学物質（登録）

・1t/年/社以上の成型品中の物質（意
図的に放出される物質、認可候補
物質（SVHC)を0.1重量％超）（届
出）

新規化学物質
（TSCAインベントリー目録に収載され
ていない物質）

新規化学物質
（DSLに収載されていない物質。うち
NDSL収載物質は、一部届出要件が
軽減）

審査（登録）の
責任の主体

行政 製造・輸入者 行政 行政

リスク評価 化審法に基づくスク
リーニング評価・リスク
評価

事業者によるリスク評価 改正TSCA第6条に基づくリスク評価 CMPに基づくスクリーニング評価・リス

ク評価、評価に基づくカテゴライゼー
ション

人健康QSARの活
用状況

・QSARは原則不可 ・登録でQSARの使用可能な条件を規
定され、QSAR等が登録に用いられて
いる。
・登録情報の評価において、ECHAで
QSAR等による推計結果の評価が行
われている。

・新規化学物質の事前審査に提出さ
れる試験データが少ないため、行政
はQSARを活用。

・法律の改正により、動物試験の削減
が明文化された。

・信頼できる代替手段があればそれ
を活用するよう命じることが可能。

・新規・既存化学物質評価への使用
を継続・拡大する計画。

・事前審査では、weight of evidenceア
プローチの場合において、QSARの受
入を可能としている。
・カナダ政府も補足的にQSARを利用
している。
・CMPに基づく既存化学物質のリスク
評価において、QSARが利用されてい
る。
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2.2 欧州（REACH規則）におけるQSARの活用状況

（１）欧州REACH規則の評価・管理の全体概要 新規・既存化学物質

1事業者あたり製
造輸入量≧1トン/
年

ドシエチェック※1

制限物質認可物質

物質評価
（CoRAP対象物質）

登録

認可候補物質
（高懸念物質；SVHC）

優先順位の高い物質か
ら順次指定

製造・上市・使用の
禁止

事業者からの
認可申請

上市・使用の
禁止

加盟国からの提案

（一式）文書評価

5％抽出

コンプライアンス
チェック

試験提案の審
査

登録内容
の修正

製造輸入数量＜10t
：ドシエの提出
製造輸入数量≧10t
：ドシエ＋CSRの提出

リスク管理オプ
ション分析
（ROMA）No action

他法令（CLP規則、労働
環境法令等）で対応

許容できないリスク

No action

制限でのリスク低減
の方が適当

ECHA又は加盟国
からの提案

ECHA又は加盟国
からの提案

YES
YES

NO

NO

情報伝達
義務

欧州全域で低減すべきリスク懸念あり

SVHCのクライテリ
アに適合

CLP規則に基づく
分類データ

※1 ①書式等最低限の提出規定のチェック（BRC）、②物質の純度や機器分析データ等個別情報のチェック（TCC）がある。 ※2：2019年3月12日時点

※2 化審法施行状況検討会（第4回）‐配布資料 参考資料4 諸外国の化学物質管理の状況より（物質数を更新）

355物質

24,613物質※2

69物質（群）

197物質

43物質

QSAR等の活用が
行われている場面
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2.2 欧州（REACH規則）におけるQSARの活用状況

（２）「登録」におけるQSAR等の活用状況

 REACHにおいては、有害性情報及びばく露情報の報告に関する制度はいずれも第10条で規定されており、物質の登録情
報として有害性情報の提出を事業者に課すと同時に、事業者自らがリスク評価及び管理を推進するような仕組みとなってい
る。

 製造・輸入量に応じて要求される有害性情報は異なる。

 ただし、1～10トンでは、CMR、PBT、vPvBのいずれかに該当することが推定されるか、若しくは拡散的に使用されるCLP規
則の有害物質に該当することが推定された物質及び新規化学物質のみが有害性情報を報告することとなる。

 製造・輸入量が10トン以上の物質は、さらにCSRにおいて、有害性評価（DNEL及びPNECの算出を含む。）及びPBT・
vPvBの評価の提出が必要となる。

 物質固有の性質に関する情報は、附属書XIに記載されている条件を満たしている場合、in vivo試験以外の情報として、
QSAR、in vitro試験、カテゴリーアプローチ、read-acrossなどの代替法を使用しても良いとしており、これらはweight-of-

evidenceが適用される。

 また新規の動物試験を実施する必要がある場合には、事前に試験提案（testing proposals）を提出し、ECHAの評価を受け
る。

法令 内容

REACH規則
第10条

 EU域内の製造・輸入業者は、欧州化学品庁に物質を登録する際、技術書類（Technical Dossier）と必要に応じて
CSRを提出する。

 技術書類においては、付属書VIに規定される基礎的な情報（登録者情報、物質の特定、物質の製造、使用情報、
分類・表示、安全な使用に関する情報）及び用途ごとの想定ばく露経路のほかに、数量に応じて付属書VII、VIII、
IX、Xに定められる、有害性情報や試験計画書を提出しなければならない。

 EU域内で年間製造量・輸入量10トン以上取り扱う製造者・輸入者が“登録”に際して提出するCSRにおいては、す
べての化学品の安全性評価（Chemical Safety Assessment; CSA）を行った結果（有害性評価、ばく露評価、リスク
評価の結果）を提出しなければならない。
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2.2 欧州（REACH規則）におけるQSARの活用状況

（２）「登録」におけるQSAR等の活用状況

 REACH規則の登録で要求される有害性情報（物理化学的性状、有害性情報等）は以下の通り。

要求試験項目
製造／輸入量（トン/年）

1～10
1～10

（懸念有、新規）
10～100 100～1,000 1,000以上

1.物理化学的性状

物質の状態、融点・凝固点、沸点、比重、蒸気圧、表面
張力、水溶解度、分配係数、引火点、可燃性、爆発性、
自然発火温度、酸化性、粒度分布

○ ○ ○ ○ ○

溶剤中安定性、解離定数、粘度 ○ ○
2.ヒト健康への有害性
皮膚刺激性、眼刺激性、皮膚感作性 ○ ○ ○ ○
変異原性 ○ ○ ○ ○
急性毒性 ○ ○ ○ ○
反復投与毒性、生殖・発生毒性 ○ ○ ○
トキシコキネティクス ○ ○ ○
発がん性 ○
3.生態毒性
水生生物毒性試験 ○ ○ ○ ○
生物的分解性 ○ ○ ○ ○
加水分解性 ○ ○ ○
分解生成物の特定 ○ ○
環境中運命及び挙動 ○ ○ ○
陸生生物毒性試験 ○ ○
底質生物長期毒性試験 ○
鳥類毒性試験 ○
4.検出及び分析法 ○ ○
それ以外 その他情報も入手可能であれば提出する
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2.2 欧州（REACH規則）におけるQSARの活用状況

（２）「登録」におけるQSAR等の活用状況

 REACH規則前文No.47において、以下のように動物愛護の精神から、可能な限り代替法を用いることが推奨されている。

 また、REACH規則附属書XIにおいて、QSARやリードアクロスの適用条件が規定されている。

指令86/609/EECの規定に従い、脊椎動物の試験の代替、減少又は洗練する必要がある。当該規則の施行は、可能な限り化学物質の

健康及び環境に対するハザードアセスメントに適当な代替試験法の使用を前提とすべきである。欧州委員会又は国際機関によって検
証された、又は欧州委員会若しくは化学物質庁により当該規則に基づく情報要件を適切に満たすと認定された代替法によって、動物
の使用は避けるべきである。この目的のため、欧州委員会は関連する利害関係者との協議を経て、動物試験を代替、減少又は洗練す
るために、必要に応じて、試験法に関する将来の委員会規則又は当該規則を修正することを提案すべきである。欧州委員会及び化学
物質庁は、動物試験の減少が利害関係者へのガイダンスの作成及び維持において、並びに化学物質庁自身の手続きにおいて、重要
な考慮事項であることを確実にすべきである。

手法 条件
QSAR ・以下の条件を満たす場合には、試験の代りにQSARの結果を用いることができる。

1. 科学的有効性を確立しているQSAR モデルから結果を導き出していること、
2. その物質が、QSAR モデルの適用可能な範囲内にあること、
3. 分類及び表示並びに／又はリスク評価の目的に対し、結果が適正であること、かつ
4. 適用した方法での妥当で信頼できる文書を作成すること。

in vitro ・以下の条件を満たす場合には、附属書VII又は附属書VIIIで見越している情報以上の試験を要求する即時の確認や、それぞれ
のトン数レベルについて附属書IX又は附属書Xで見越している情報以上の試験を要求する確認が免除される。
1. バリデーション試験によって、国際的に合意したバリデーションの原則に従って、科学的有効性が確立されているin vitro法か

ら、結果が導き出される場合
2. 分類及び表示並びに／又はリスク評価の目的に対し、結果が妥当である場合、及び
3. 適用した方法による妥当で信頼できる文書を作成する場合

Grouping of
substances and
read-across
approach

物理化学的、毒性学的及び生態毒性学的特性が、類似しそうな又は下記のような構造的類似性の結果として、規則的パターン
に従いそうな物質は、物質群又は物質「カテゴリー」とみなすことができる。
1. 共通の官能基
2. 構造的に類似した化学物質となる、共通の前躯体及び／又は物理的、生物学的プロセスを経て、共通の分解生成物ができる

可能性、又は
3. そのカテゴリーを通して、特性の大きさの変化に一定のパターン
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2.2 欧州（REACH規則）におけるQSARの活用状況

（２）「登録」におけるQSAR等の活用状況

 事業者に向けたQSARモデル及びQSARによる推定結果やカテゴリーアプローチによる推定結果の報告書式を作成しており
、その内容は以下のガイダンスに取りまとめられている。

 ECHA（2008）Guidance on information requirements and chemical safety assessment, Chapter R.6: QSARs and grouping of 

chemicals

 ECHA（2016） how to use and report (Q)SARs

 また、2015年にECHAはRAAF（Read-Across Assessment Framework、Read-across 評価の枠組み）が策定されている。さ
らに2017年には、環境パートが追加された。Read-acrossを用いた届出の妥当性をECHAの評価者が、評価する際の手順を
記載したもの。

 この文書は、REACH 規則において、化学品の登録の際に、既存データがない場合に最もよく利用されるread-across の科学
的な評価方法が記載されている。

 リードアクロスのケースは6種類に分かれており、各シナリオには、確認が必要な特定の評価要素（assessment elements、AEs）がある。

 各AEsは、ワークフローに従って1〜5に採点される。※専門家の判断が必要

 リードアクロスを承認するには、各要素の最小スコアが3以上である必要がある。

※ECHA（2017） Read-Across Assessment Framework
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2.2 欧州（REACH規則）におけるQSARの活用状況

（２）「登録」におけるQSAR等の活用状況

 RAAF（Read-Across Assessment Framework、Read-across 評価の枠組み）における人健康影響の評価では、以下の１～
６のシナリオに分けて評価が行われる。

 各シナリオごとの評価要素（assessment elements、AEs）について、スコアを算出し、各要素の最小スコアが3以上であれば、
リードアクロスの評価結果が受け入れ可能と判断される。

シナリオ アプローチ 基礎となるリードアクロス仮定 定量的変化
1 アナログ 共通化合物（群）への（生物的）変換 目的物質の性質が起源物質のそれと定量的に同等である又は最悪のケースを想定した

アプローチに基づいた予測
2 アナログ 異なる化合物群が定量的に同様の性質を有する 目的物質の性質が起源物質のそれと定量的に同等である又は最悪のケースを想定した

アプローチに基づいた予測
3 カテゴリー 共通化合物（群）への（生物的）変換 起源物質群に性質の変化が認められる。規則的なパターン又は最悪のケースを想定し

たアプローチに基づく予測
4 カテゴリー 異なる化合物群が定量的に同様の性質を有する 起源物質群に性質の変化が認められる。規則的なパターン又は最悪のケースを想定し

たアプローチに基づく予測
5 カテゴリー 共通化合物（群）への（生物的）変換 起源物質群に関連する性質の変化が認められず目的物質にも同様の強度が予測される
6 カテゴリー 異なる化合物群が定量的に同様の性質を有する 起源物質群に関連する性質の変化が認められず目的物質にも同様の強度が予測される

スコア 評価オプション（AOs) 評価オプションの意味
5 高い信頼性を持って受諾可能 科学的説明による保留及びAEの科学的側面へ

の対応文書は不要にて受諾
4 中程度の信頼性を持って受諾可能 軽度な科学的説明による保留及びAEの科学的

側面への対応文書をもって受諾
3 辛うじて十分な信頼性を持って受諾

可能
顕著な保留と共に受諾。文書中の科学的説明
及びAEの科学的側面への対応の信頼性は最
低限のレベル。

2 現状では受諾不可 説明が改善される及び／又は補完証拠が登録
者より提出されれば検討中のAEの受諾が可能
になる可能性あり。

1 受諾不可 検討中のAEのアプローチに重大な不備があり、
追加の補完情報では解決できないと考えられる。

AE 内容
AE 1.1 共通（同一）化合物（群）の生成
AE 1.2 共通化合物（群）の生物学的標的
AE 1.3 生物学的標的の共通化合物（群）へのばく露
AE 1.4 親化合物の影響
AE 1.5 非共通化合物の生成と影響

シナリオ1における評価要素
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（２）「登録」におけるQSAR等の活用状況

 「Report on Alternatives to Animal Testing (2017) 」において、6911件のドシエを解析し、登録における代替試験法の利用
状況が説明されている。

 ヒト健康エンドポイントについては、実験データ又はリードアクロスが主に活用されている。

 Key StudyやWeight of evideceを含むすべてのデータの統計であり、多くの場合には実験データがKey Studyとして用
いられていると考えられる。

 例として反復投与毒性では、Read-acrossが15%程度、QSARが1%程度である。一方、QSARについては、OECD QSAR 

Toolbox又はHESSによるリードアクロスの結果を事業者がQSARとして登録している可能性がある※1とのことで、QSARの活
用状況はかなり限定的であると考えられる。

2.2 欧州（REACH規則）におけるQSARの活用状況

反復投与毒性（全経路、全期間）

変異原性（in vivo)

発達毒性

生殖毒性

発がん性

トキシコキネティクス

試験データ（新規）

試験データ（既存）

試験提案

リードアクロス

QSAR

Weight of evidence

試験の省略

報告なし
ECHA (2017)

※1 ECHA担当官へのヒアリングによる
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（３）「評価」におけるQSAR等の活用状況※1

 事業者によって登録されたドシエ一式は、ECHAによってチェック（Compliance check）される。

 ECHAは2007-2017にかけて、 >1000トン数帯における1350件(7.33 %) のドシエ及び100-1000トン数帯における430件(3.79 

%)のドシエのコンプライアンスチェックを行った。

 チェックにおいては、特に高次のエンドポイント（反復投与毒性、発がん性等）においてQSAR等を活用したドシエについては重
点的にチェックが行われている。

 ドシエのチェックは主に、”Unit C2 - Hazard II”及び” Unit B2 - Computational Assessment”にて実施される。

2.2 欧州（REACH規則）におけるQSARの活用状況

※1 ECHA担当官へのヒアリングによる
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（３）「評価」におけるQSAR等の活用状況※1

 REACH登録ドシエは、Unit C2 - Hazard IIで取り扱われるが、その中にQSARによる結果が存在する場合には、Unit B2 -

Computational Assessmentに結果が送られる。

 Unit B2 - Computational Assessmentでは、リードアクロス、QSAR、OECD QSAR Toolbox等による推計結果を評価し、
QSARに関する意見をUnit C2 - Hazard IIに送る。

 一方、通常のリードアクロスのケースについては、 “Evaluation directorate”で評価される。そのためECHA内では、単純
なケースに関する評価のトレーニングも行われている。

 Unit B2 - Computational Assessmentにおいては、毎年７０件程度のケースを評価しており、通常１つのケースについて2名
体制（1名が評価者、もう1名がレビュー）で行われている。

 通常1ケースにつき1物質であるが、複数のエンドポイントが存在する場合がある。

 平均5日間程度でケースを評価するが、エンドポイント数やケースの複雑さによって期間が前後する。

 (まれ) 簡単なケース < 1 day

 複雑なカテゴリの物質 > 10 days

 ドシエのコンプライアンスチェック及び試験提案の審査結果は、ECHAの「Dossier Evaluation status」に掲載される。

2.2 欧州（REACH規則）におけるQSARの活用状況

製造・輸入事業者 Unit C2 - Hazard II
Unit B2 –

Computational Assessment

登録ドシエの提出 ドシエチェック
QSARケースの

チェック

（不備・不足の場合）

情報追加要求

※1 ECHA担当官へのヒアリングによる
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（３）「評価」におけるQSAR等の活用状況

 524件のチェックにおいて、リードアクロスが用いられている107件のチェックの結果、受け入れられた件数は、1～2件程度で
あり、ほとんどが却下（追加試験の要求等）されている。（2015年7月31日時点） ※1

 以下に却下した理由を示す。

 以下に、反復投与毒性の評価事例を示す。

2.2 欧州（REACH規則）におけるQSARの活用状況

対象物質 内容 評価結果（要約） 情報追加要求事項

3-(5,5,6-
trimethylbicyclo[2.2. 
l]hept-2-yl)cyclohexan-1-ol
(CAS: 3407-42-9)

・OECD QSAR toolbox 3.1を用い
て、類似の5物質(CAS: 5333-42-
6, 111-03-5, 511-09-1, 116355-
83-0, 8001-79-4)より評価を実施。
・類似物質の5つの試験結果よ
り、NOEL：267 mg/kg bw/dayと
推定

・登録物質と類似物質の間で構造上の違い
がみられるが、構造類似性やその影響に関
する考察が行われていない。

・類似物質の試験データの範囲及び試験期
間が不明である。
・よって、提出されたNOEL：267 mg/kg bw/day
の信頼性は低く、Annex XI,Section 1.2.の要件
を満たさない。

げっ歯類における90日間反
復経口投与毒性試験（OECD 
TG408）

※当該物質の登録情報には、
試験結果が記載されており、
NOAEL: 1125 mg/kg/dayとさ
れている。

却下した理由 件数

物質の構造不定のため、構造類似性を確認することは不可能（特にUVCBの物質が多く認められた。） 48

リードアクロスの正当性を立証するための十分な証拠が不足している（類似物質に関するデータの欠如を含む。） 43

リードアクロスにおける不適切なデータの使用
（例：高次の生殖発生毒性に関して、生殖発生毒性スクリーニング試験の使用）

5

科学的妥当性の欠如（仮説との矛盾、結論を支持しないデータの存在、大きな不確実性、十分な証拠／情報の欠如） 20

※1 Toward Good Read-Across Practice (GRAP) Guidance, Ball N et al., report of t4 (2016)
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（４）「リスク評価」におけるQSAR等の活用状況

 欧州共同体のローリング行動計画（The Community Rolling Action Plan、 CoRAP）とは、事業者が国に提出したドシエや
CSRを、ECHA又は欧州加盟国が分担してチェックし、その結果リスク懸念が払拭されなければ規制措置を導入する、という
仕組みである。

 CoRAPは現在、97物質（2019年1月時点）の評価を完了しており、当該評価において、リードアクロスやQSAR等の活用が行
われている。

 評価が完了している物質のうち、人健康エンドポイントにおけるドシエ評価において、QSAR等が活用された事例※1を以下に
示す。

 ECHA担当官へのヒアリングによると、 CoRAPにおける事業者登録データの評価以外において、人健康エンドポイント（一般
毒性、変異原性、発がん性、生殖毒性）が使われていないとのことであった。

2.2 欧州（REACH規則）におけるQSARの活用状況

CAS 物質名称 内容

110-97-4 1,1´-iminodipropan-2-ol (DIPA)

ドシエに登録された生殖毒性試験のリードアクロスの結果について、加盟国（チェコ）による評価が行
われた。
当該カテゴリーにおける特徴として、分子量の増加と共に毒性が減少する。
DIPAのNOAELの値は、TIPAの約1/3であるため、生殖毒性についてもこの仮定に基づきNOAEL 200
mg/kg/dayと推定できる。
反復投与毒性（経口）の試験からも、生殖器への影響は見られていない。

エンドポイント
MIPA

(78-96-6)

DIPA

(110-97-4)

TIPA

(122-20-3)

反復投与毒性、経口(NOAEL in mg/kg bw/day) read-across 100 272

反復投与毒性、経皮(NOAEL in mg/kg bw/day) - 750 3000

生殖毒性(NOAEL in mg/kg bw/day) 1000 read-across 609

発生毒性(NOAEL in mg/kg bw/day) 1000 1000 1000

※1 https://echa.europa.eu/documents/10162/0974a538-e928-4f63-bf1d-3ee84297b99c
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2.3 米国（TSCA）におけるQSARの活用状況

（１）TSCAの概要

【新規審査】

 新規化学物質を製造輸入する事業者は、90日前までにEPAに対して製造前届出（PMN）を提出する義務がある。EPAは
PMNに基づきリスクベースの審査を行い、90日以内にPMNに対する肯定的な決定（Affirmative determination）を出す義務
がある（審査期間は180日まで延長可）。なお、提出された情報で判断ができない場合、EPAには事業者に情報要求する権限
が与えられている。

 下記の一定の要件を満たす場合はPMNが免除されるが、LVEであってもPMNと同等の審査が行われ、人や生態に対する非
常に強い急性／慢性毒性を有する物質は当該免除を受けられない（定量的要件は明示されていない）とされている。

 LVE（少量新規特例制度；年間製造量10トン以下はPMN免除（LVE届出が必要））

 LoREX（少量環境放出・少量ばく露特例制度；河川排出への放出量、一般市民等へのばく露量に上限が設定されており、当該要件を満た
す必要がある）

 TME（試験販売用途免除制度）

 PMN届出情報：物質名称、製造輸入予定数量、用途、製造場所・環境排出量、推定される使用場所・環境排出量等。人毒・生
態毒は“保有していれば”提出が義務。なお、保有していないため提出しなかったとしても、審査において必要であればEPAか
ら追加要求されることになる。

【既存化学物質のリスク評価】

 改正TSCAでは、以下のようなリスク評価の流れが示されている。

高優先

低優先

優先順位付け

リスク評価
正当化されないリスク

（Unreasonable Risk）

正当化されないリスクに該当しない

（No Unreasonable risk）

リスク管理
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2.3 米国（TSCA）におけるQSARの活用状況

（１）TSCAの概要（参考）

※化審法施行状況検討会（第4回）‐配布資料 参考資料4 諸外国の化学物質管理の状況より

審査 No action

同意指令
（Consent Order）

重要新規利用
規則（SNUR）

重要新規利用
届出（SNUN）

PMN申請用途
（を許可）

重要新規利用
規則（SNUR）

1事業者に対しての規制
（PMN申請者に申請用途での
製造使用許可）

全事業者に対しての規制
（→TSCAインベントリへの記載）

それ以外の潜在的
な用途（を制限）

既存化学物質 新規化学物質

修正SNUR

製造・輸入・加工事業者が
「新規利用」を申請→審査

重要新規利用
届出（SNUN）

修正SNUR

届出られた新規利用（を許可）

Non-5(e)SNUR 5(e)SNUR

試験実施（第4条）
化学物質データ報告（CDR）（第8条）
通知義務（第8条(e)）
HPVチャレンジプログラムによる情報収集結果
Action Plan、Work Planの評価結果

不当なリスクや相当の暴
露をもたらす可能性のあ
る新規利用（を制限）

申請された新規利用

 SNURの措置導入の判断基準は「リ スク
の懸念」だが、有害性が不明であり 、物
質の構造から見てリスクの懸念が拭え
ない場合は、「リ スク懸念あり」として扱
われる（暴露量関係なし）。

 有害性が懸念
 リスクが懸念 等

評価

新規審査と（ほぼ）同
様のスキームで評価

PMN申請用途

以外でリスクが
懸念される場合

PMN申請用途で

リスクが懸念さ
れる場合

PMN提出

（参考）EPA‘s Review Process for New Chemicals
等を参考に作成

申請用途での製造使用許可

QSAR等の活用が
行われている場面
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2.3 米国（TSCA）におけるQSARの活用状況

（１）TSCAの概要（参考）

 SNUR対象用途であっても、必要条件を満たし、制約条件にも該当しない場合、その条件であれば製造・加工・使用は可能。

 なお、遵守できない場合（若しくは新たな用途で使いたい場合）は、重要新規利用（SNUN）を提出し、審査を受ける必要がある
。

※化審法施行状況検討会（第4回）‐配布資料 参考資料4 諸外国の化学物質管理の状況より

使
用

当該条件で製造・加工・
使用可能

必要条件

制約条件
（製造／加工／
使用を制限す
る条件の設定
（処分、排水を
含む））

加
工

製
造

条件１：SNURで規定された
「労働者保護」の実施

条件２： SNURで規定された
「ﾊｻﾞｰﾄﾞｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ」の実施

条件３： SNURで規定された
「排水基準遵守」の実施

条件４： SNURで規定された
「記録保管」の実施

＆

必定条件を満たし、
制約条件にも該当しない場合

①使用不可 又は
②届出（SNUN）提出→
審査が必要

制約を受ける
LCS※2

制約を受ける具体的なプロセス
（この中から適切なものを選択・組み合わせる）

製造してはなら
ない条件

非閉鎖系での製造
米国での製造
一定量を超えた製造量・輸入量（累積量）
一定量を超えた製造量・輸入量（年間量）
粉体or固体or液体or気体での製造

加工してはなら
ない条件

非閉鎖系での加工
製造・輸入場所以外での加工
粉体or固体or液体or気体での加工

使用してはなら
ない条件

非閉鎖系での使用
製造・輸入場所以外での使用
場所が限定された中間体以外での使用

流通のための製品中での濃度が一定以上の場合で
の使用

 PMNに記載された以外の使用
非工業用途での使用
非販売用途での使用
消費者製品での使用
粉体or固体or液体or気体での使用
蒸気、ミスト、エアロゾル、ダストを生成するような使用

流通してよい条
件

一定条件の遵守に同意した相手先（廃棄、輸送、保管
の相手先も含む）

廃棄してよい条
件

物質の廃棄の条件（焼却、埋立、深井戸への注入等）

製造・加工・使用時の廃棄の条件（焼却、埋立、深井
戸への注入等）

廃棄してはなら
ない条件

環境中への廃棄や排出

遵守できない場合

※2：ライフサイクルステージSNUR対象物質に対する措置内容※1

※1：物質によっ

て求められる条
件の組み合わせ
は異なる。
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2.3 米国（TSCA）におけるQSARの活用状況

（１）TSCAの概要

【動物試験の削減】

 2016年の改正により、動物試験の削減が明文化された。EPAは事業者に試験要求する際に、「科学的に信頼性のある代替
手段が存在する場合には動物実験を削減し、代替手法を活用せよ」という要件を付けて、試験を命じることができる（第4条（h）
）。

 改正TSCAは、「脊椎動物試験を削減し改良し、置き換える代替試験法と戦略の開発と実施を促進する戦略プラン※1を策定す
る」ことをEPAに義務付けている（第4条（h）(2)） 。 この戦略プランは2018年6月に公表されている。

※1 US EPA (2018) Strategic Plan to Promote the Development and Implementation of Alternative Test Methods Within the TSCA Program
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2.3 米国（TSCA）におけるQSARの活用状況

（２）TSCAの動物試験削減戦略プラン

 戦略プランでは、「代替試験法と戦略」が「ＮＡＭ（new approach methodologies）」に当てはまるとし、TSCAの目的のために、
ＮＡＭは「脊椎動物試験を削減、改善、置換える代替試験方法及び戦略」を包含するものとして認識されている。

 戦略プランによれば、TSCAに関連するNAMは以下の通り。

 化学物質の特性評価

• 新規化学物質の審査で既に活用（EPI SuiteTM、QSAR Toolbox）

 有害性の特定と特性化

• 生態毒性（ECOSAR）、発がん性（OncoLogic）、一般的な有害性（AIM (Analog Identification Method)）

 用量算定（Dosimetry）とin vitro – in vivo 外挿（IVIVE）

• 今のところTSCAの範囲でのDosimetryやTK (toxicokinetic)の既存NAMの使用は限定的

 ヒト及び環境のばく露の特性化

• 既存化学物質の優先順位付けとリスク評価、新規化学物質のリスクに基づく判定（ChemSteer、CEM、E-FAST、
EPI SuiteTM ）
ばく露評価は直接的に動物試験を削減するものではないが、ばく露評価の結果により追加の試験が不要になるこ
ともある。
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2.3 米国（TSCA）におけるQSARの活用状況

（２）TSCAの動物試験削減戦略プラン

 TSCAの戦略プラン実施スケジュール

タイムフレーム NAMの特定、開発、統合 信頼性構築 TSCAでのNAM実施

短期（～3年）

NAMリストの作成(TSCA第4条(h)(2))
(2018年6月)

既存NAMの見直し
(2019年第1四半期)

新規・既存化学物質へのNAM使用
の継続 (進行中)

求められた情報の特定（レトロスペクティ
ブ分析） (2019年第2四半期)

求められた情報のデータベースの
維持 (進行中)

TSCA のNAM専用のウェブサイトを
立ち上げる (2018年第3四半期)

TSCAインハウスインベントリのデータベー
スの特定と内部CBIファイルの維持 (2019
年第2四半期)

TSCAインハウスインベントリのデー
タベースの維持 (進行中)

ITプラットフォームの構築 (進行中)

ケーススタディ開発 (進行中)

TSCA固有の知識ギャップ/研究ニーズの特定 (進行中)

中期（3～5年）

NAMリストの拡大と維持
(進行中)

優先順位付けと定量的リスク評価
でのNAM使用の増加 (進行中)
NAMによる新規化学物質カテゴ
リー文書の強化(進行中)

教育とアウトリーチ目標の開発と維持 (進行中)

TSCA固有の知識ギャップ/研究ニーズの特定 (進行中)

長期 脊椎動物の試験を削減し最終的に置き換えるためNAMでのTSCAの決定（優先順位付け、リスク評価など）へ向かう

※ US EPA (2018) Strategic Plan to Promote the Development and Implementation of Alternative Test Methods Within the TSCA Programより

作成
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2.3 米国（TSCA）におけるQSARの活用状況

（２）TSCAの動物試験削減戦略プラン

 戦略プランに含める、新規動物試験が不要で、科学的に信頼でき、関連があり、脊椎動物試験から得られるものと同等以上の
信頼性と品質の情報を提供可能な、特定の代替試験法と戦略のリスト（第4条（h）(2)(C)）の初期リストが戦略プランと同時に
公表されている。以下の代替試験法と戦略（NAM）が示されている。

 23のOECDガイドライン（健康影響）

 6つのOECDガイドライン（生態系）

 TSCAプログラムのNAMに関連するEPAの方針

 EPAが数十年間新規化学物質プログラムで使用しているNAM

新規化学物質の事前審査（PMN Review）で、自ら開発し、活用してきたが、新規化学物質審査で取得した秘匿情報も活用しているため
、QSARに係る情報をすべて公開することはできないとしている。

Link to Policy Type of NAM Endpoint Assessed

OCSPP Skin Sensitization Policy (To 

be updated when finalized)

Choice of Two Defined Approaches 

(DAs)

Combination of NAMs to predict skin 

sensitization in humans

NAM Parameter Assessed

ECOSAR 水生環境での毒性予測モデル

OncoLogic SAR解析等に基づき発がん性の可能性を予測するツール

Analog Identification Methodology (AIM) リードアクロスのための類似物質の特定を支援するデータベースツール

Chemical Assessment Clustering Engine (ChemACE) 構造に基づくクラスター化を支援するデータベースツール

New Chemical Categories Document TSCA新規化学物質プログラムのカテゴリーアプローチに資する資料

EPISuiteTM
物理化学的性状(融点、対水溶解度等)や環境中運命（生物濃縮/生態蓄積性等）を推
定する

ChemSTEER 環境への放出と作業者のばく露を推定するツールとモデル

E-FAST 化学物質への消費者、一般人、環境のばく露を推定するツールとモデル

Approaches to Estimate Consumer Exposure 消費者製品や材料へのばく露を推定するさまざまなツールとモデル

※ US EPA (2018) Strategic Plan to Promote the Development and Implementation of Alternative Test Methods Within the TSCA Programより

作成
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2.3 米国（TSCA）におけるQSARの活用状況

（３）TSCAのPMN審査等におけるQSAR等の活用状況

 EPAでは、有害性評価を短時間で完了させるために、カテゴリーアプローチを活用し、試験戦略を決定している。すなわち、あ
らかじめ物質を構造等によりカテゴリー化し、標準的な試験戦略をパターン化しておくものであり、カテゴリーごとに、次の項目
が示されている。

 新規化学物質プログラム（NCP, New Chemical Program）では、56のカテゴリーが設けられている。これらのカテゴリーに属
する物質は、EPAの経験の蓄積により構造的類似性の結果としてその物理化学性状、毒性学的・生態毒性学的性質が良く似
ているか又は規則的パターンに従う可能性が高いとみなされている。

Acid Chlorides
Acid Dyes and Amphoteric Dyes
Acrylamides
Acrylates/Methacrylates
Aldehydes
Aliphatic Amines
Alkoxysilanes
Aluminum Compounds
Aminobenzothiazole Azo Dyes
Anhydrides, Carboxylic Acid
Anilines
Dianilines
Anionic Surfactants
Azides
Benzotriazoles
Benzotriazole-hindered phenols
Boron Compounds
Cationic Dyes .
Cationic (quaternary ammonium) surfactants
Hindered Amines

Cobalt
Diazoniums
Dichlorobenzidine-based Pigments
Dithiocarbamates
Epoxides
Esters
Ethylene Glycol Ethers
Hydrazines and Related Compounds
Imides
Diisocyanates
β-Naphthylamines, Sulfonated
Lanthanides or Rare Earth Metals
Neutral Organics
Nickel Compounds
Nitriles, allylic/vinyl
Nonionic Surfactants
Organotins
Peroxides
Persistent, Bioaccumulative, and Toxic (PBT)
Chemicals

Phenolphthaleins
Phenols
Zirconium Compounds
Phosphates, Inorganic
Phosphinate Esters
Polyanionic Polymers (& Monomers)
Polycationic Polymers
Polynitroaromatics
Respirable, Poorly Soluble Particulates
Rosin
Stilbene, derivatives of 4,4-bis(triazin-2-ylamino)-
Thiols
Substituted Triazines
Triarylmethane Pigments/Dyes with Non-
solubilizing Groups .
Vinyl Esters
Vinyl Sulfones
Soluble complexes of Zinc
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2.3 米国（TSCA）におけるQSARの活用状況

（３）TSCAのPMN審査等におけるQSAR等の活用状況

 PMN審査時における毒性評価はSAT（Structure Activity Team）によって行われており、毎年約1200件のPMNがレビュー
されている。

 審査における毒性評価では、発がん性についてはOncoLogic、非発がん性の影響については、アナログアプローチ（類似物
質からの推定）を行っている。

 アナログアプローチを行う際の推定ツールとして以下が挙げられている。
 Analog Identification Methodology (AIM)

 ChemID-U.S. National Library of Medicine

 CHEMFINDER

 OECD QSAR Toolbox

 非発がん性の影響については、入手可能な実験データ、評価対象物質と類似性の高い物質等から評価され、以下の３段階
で評価される。

Hazard Concern 定義

Low
全身毒性なし又はNOAEL> 1000 mg/kg/day
LOAEL≧500 mg/kg/dayかつ毒性学的意義の小さい所見

Moderate
LOAEL < 500 mg/kg/day又はNOAEL < 1000 mg/kg/dayかつ、毒性影響又は臓器の所見（肉眼病理検査and/or 
病理組織検査）

High
人又は実験動物における重篤な影響の証拠がある物質。死亡、LOAEL ≦ 100 mg/kg/dayにおける臓器の所見
（病理組織検査）、複数の臓器毒性、NOAEL ≤ 10 mg/kg/day.

※ EPA(2016) Application of QSAR Principles in the Regulatory Environment: The US EPA New Chemicals Program
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2.3 米国（TSCA）におけるQSARの活用状況

（３）TSCAのPMN審査等におけるQSAR等の活用状況

 PMN審査時において、動物試験データの提出は必須ではないため、2004～2012年のデータでは、実際にはわずか約15%

程度の申請において、動物試験のデータが使用されている。

 また、提出された申請のうち、追加試験の要求が行われ、動物試験が提出された件数は約3.3%程度である。

 つまり、多くのケースについては、EPAによりQSAR等のみによる毒性予測が行われ、リスク評価が行われている。

※ EPA(2016) Application of QSAR Principles in the Regulatory Environment: The US EPA New Chemicals Program
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2.3 米国（TSCA）におけるQSARの活用状況

（３）TSCAのPMN審査等におけるQSAR等の活用状況

 PMNにおける新規審査で「不当なリスクをもたらす可能性が低い」とされ公表された結果のうち、新規化学物質プログラムの
カテゴリーやQSAR等の推計が用いられている例を以下に示す。ただし、申請用途に対する結果である点に注意する必要が
ある。

PMN Case 

Number
物質名称（Chemical Identity）

Review 

Start Date

Decision 

Date
評価方法

人健康影響

P-18-0100

Generic: Substituted alkanoic acid 

polymer with alkylcarbonate, 

alkanediols and isocyanate 

substituted carbomonocycles, 

sodium salt, alkenoic acid 

substituted polyol reaction 

products-blocked.

1/26/18 10/5/18
カテゴリー
評価

新規化学物質プログラムのアクリレート/メタクリレート
（Acrylates/Methacrylates）カテゴリーに基づいて、類似
の作用機序を示すと予想されるアクリレートの類似物質
から定量評価を行った。眼・皮膚刺激性、感作性、発生
毒性、肝毒性の懸念がある。
類似物質から特定されたNOAEL=1081mg/kg/day（皮
膚、生涯）、NOAEC=225mg/m3（吸入、90日）、
NOAEL=111mg/kg/day（飲水、90日）

P-18-0147

Generic: Phenol, 4-ethenyl-, 1-

substituted, polymer with 1-(1,1-

substituted)-4-ethenylbenzene 

and ethenylbenzene, 2, 2'-(1,2-

diazenediyl)bis[2-substituted]-

initiated, hydrolyzed

4/4/18 11/29/18 OncoLogic

OncoLogic 8.0を用いた推定により発がん性である可能性
は低いとされた。
構造アラート（フェノール置換基の反復）に基づいて刺激性
が特定されている。

P-18-0007-

0008

Specific (P-18-0007): Glycerides, 

soya mono- and di-, epoxidized, 

acetates (CASRN: 2097734-14-8)

Specific (P-18-0008): Glycerides, 

C16-18 and C18-unsatd. mono-

and di-, epoxidized, acetates 

(CASRN: 2097734-15-9)

10/04/17 12/11/18
リードアクロ
ス

提出されたSDSから皮膚刺激性の可能性を、類似物質
（エポキシ化大豆油）から腎臓・肝臓への有害性を特定し
た。
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2.3 米国（TSCA）におけるQSARの活用状況

（４）QSAR講習プログラム

 EPAは、Sustainable Futuresプログラムで、化学物質スクリーニングアプローチとTSCAの下で開発されたコンピュータモデ
ルとツールの使用に関する教育研修ワークショップを一般に提供している。

 EPAのモデルと方法を用いて、開発者が開発プロセスの早い段階で新規化学物質を潜在的なリスクでスクリーニングし、企
業は懸念物質を回避し、より安全な化学物質を商品化できる。

 Sustainable Futuresを卒業した企業は、事前審査された新規化学物質の届出に対しTSCA第5条の迅速な審査を受けるこ
とができる。通常90日間の審査期間が45日に短縮される。

 2017年7月に第2回ワークショップがEPAとリムリック大学の共催で開催されているが、2018年にはワークショップは開催さ
れていない。

 以下は卒業した企業のリスト：
 PPG Industries

 Eastman Kodak, Inc.

 Cytec Industries, Inc.

 Clariant Corporation

 International Flavors and Fragrances, Inc.

 NALCO Champion, An Ecolab Company

 Chevron Phillips Chemical Company

 Cabot Corporation

 3M

 Givaudan Fragrances Corporation

 Cargill Incorporated
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2.3 米国（TSCA）におけるQSARの活用状況

（５）TSCAのリスク評価におけるQSAR等の活用状況

 改正TSCAにおいて、第6条「化学物質及び混合物の優先順位付け、リスク評価、及び規制（Prioritization, risk evaluation, 

and regulation of chemical substances and mixtures）」に基づきリスク評価が行われている。

 旧TSCAに基づくTSCAワークプラン化学物質から以下の10物質のリスク評価を開始している。

 1,4-ジオキサン

 1-ブロモプロパン（1-BP）

 アスベスト

 四塩化炭素

 環状脂肪族臭化物クラスター（HBCD）

 塩化メチレン

 N-メチルピロリドン（NMP）

 ピグメントバイオレット29

 テトラクロロエチレン（PERC）

 トリクロロエチレン（TCE）

 2019年1月時点でピグメントバイオレット29の評価案が公表されているが、他は遅れている。

 ピグメントバイオレット29の評価案では、環境運命の項目にEPI Suite™を使用し、作業者ばく露の推定にChemSTEERを使
用しているが、人健康有害性に対しては試験データが利用可能であったためQSAR等の活用は行われていない。

 今後、優先順位付け、リスク評価において、QSAR等の活用が進むと考えられ、注視していく必要がある。
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2.4 カナダ（CEPA）におけるQSARの活用状況

（１）CEPAにおける新規審査

 新規化学物質の事前審査については、New Substances Notification Regulations (Chemicals and Polymers)（以下、「
NSNR」という。）に定められている。

 新規化学物質（DSLに収載されていない物質）を年間1事業者あたり100kg以上（ Non-Domestic Substance List（以下、「
NDSL」という。）収載されている物質の場合は、1トン以上）製造又は輸入する場合、届出が必要となる。

 NDSLとはDSLに収載されていないが国際的に上市されていると考えられる物質である。

 また、NDSL収載物質は、一部届出要件が軽減されるほか、届出が要求される情報は、物質の用途や年間製造輸入量等で異
なる。なお、物質の分類及び分類ごとに必要となる情報は、附属書に定められている。

データの内容
NDSL*非収載 NDSL収載 研究開発用物質/

場所限定中間物質
/輸出専用物質

10トン/
年超

1トン/年
超

100 kg/
年超

10トン/
年超

1トン/年
超

化学物質がNDSLに収載かどうか、及び同定／MSDS ○ ○ ○ ○ ○ ○
物理的化学的データ（9項目）、生分解性データ ○ 一部 － 一部 － －
急性毒性データ（魚類／ミジンコ／藻類、哺乳類） ○ 一部 － 一部 － －
皮膚刺激性、感作性データ ○ － － － － －
28日間の哺乳類反復投与毒性データ ○ － － － － －
遺伝子突然変異（in vitro）試験、哺乳類細胞染色体異常（in vitro）試験、
染色体異常／遺伝子突然変異（in vivo）哺乳類試験

○ － － － － －

化学物質に対するばく露情報I（年間の予想製造及び輸入量、用途等） ○ ○ ○ ○ ○ ○
化学物質に対するばく露情報II（輸送と貯蔵の形態・容器、放出量関連
データ、処分方法等）

○ ○ － ○ － ○

健康・環境危険性、ばく露情報関連のその他のすべての情報及び試験
データの要約

○ ○ ○ ○ ○ ○

カナダ国内外を問わず、製造・輸入を届け出た他の政府機関の同定、そ
の機関の評価結果、課されたリスク管理措置

○ ○ ○ ○ ○ ○

実績ある、可能性あるその他用途、環境ばく露を限定する可能性あるす
べての要因

○ － － ○ － －
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2.4 カナダ（CEPA）におけるQSARの活用状況

（１）CEPAにおける新規審査

 申請者がQSAR等の推定結果の正当性を示し、政府が受け入れ可能と判断したものであれば、試験データの代用として受け
入れ可能としている。QSARを利用する場合には、下記の情報提供が求められている。※１

 届出物質と類似物質の構造的特徴の比較を含めた、論理的な正当性

 検討中の試験に対する推定結果の検証を支援するための届出物質と類似物質の物理的・化学的性状の比較

 検討中の試験の評価に十分な情報を含んだ、類似物質に関する試験報告書

 類似物質のデータが適切な試験法によるものかを決定するため、代用データの試験方法に関する文書

 届出物質のRange-finding testの結果（該当する場合）

 カナダ当局は、QSARを以下の目的で用いているとしているが、基本的に試験データを重視しており、推定結果には依存しな
いようにしている。推定結果は、Weight of Evidenceの位置づけとしており、総合的判断をもって審査している。※2

 届出において、必須ではないが、審査に役に立つと考えられているデータの収集

 必須項目の撤回の要求の評価

 届出データのクロスチェック

※1 Environment Canada (2005) Guidelines for the Notification and Testing of New Substances: Chemicals and Polymers, Section 8.4.3.1

※2 経済産業省（2012）平成23年度環境対応技術開発等（化審法スクリーニング評価・リスク評価におけるQSAR等活用に係る調査等）
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2.4 カナダ（CEPA）におけるQSARの活用状況

（２）CEPAにおける既存化学物質のリスク評価

 カナダ化学物質管理計画（Canada’s new Chemicals Management Plan; CMP）とは、CEPAに基づく既存化学物質のスクリ
ーニング評価により選定された物質に対する、法令横断的なリスク評価・管理の取組である。

 具体的には、既存化学物質（国内物質リスト（DSL）に掲載されている約23,000物質）の中から、以下の3つの観点で物質を抽
出し、7年をかけて約4,300物質を優先化学物質に指定した（2006年）。

 人ばく露の可能性が最大(GPE)

 難分解性&人毒性あり、高蓄積性&人毒性あり(PBiTH)

 難分解性&生体毒性あり、高蓄積性&生態毒性あり(PBiTE)

 既存化学物質のリスク評価におけるQSAR等の活用として、2016年4月に公開されたCMP科学委員会中間進捗報告書にお
いて、「リスク評価におけるリードアクロス（Read-Across）の合理的な利用」を掲げている。

※Science Committee Meeting Records and Reports - First Term,  Mid-term Progress Report for the period of February 2014 to June 
2015 

 リードアクロスは大きく分けて、類似体、又は化学物質カテゴリーアプローチの2つのグループ化アプローチにより実施される。こ
れまでにリードアクロスに十分な合理的根拠を付与するベストプラクティスが検討されてきた。

 科学委員会中間進捗報告にあたり、リードアクロスアプローチの適用と根拠付けのためのフレームワーク策定が提案された。ま
た不確実性の捕捉と得られた結果の解釈における不確実性との関連性の伝達について、その重要性を強調した。また、データ不
確実性と、毒性学的な不確実性との分離についてもその重要性に言及した。

 中間進捗報告作成の過程において、環境及び人健康類似体の選定、及びRead-Acrossに関する評価者用ガイダンスの草案が
策定された。
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2.4 カナダ（CEPA）におけるQSARの活用状況

（２）CEPAにおける既存化学物質のリスク評価

 2016年11月に公開されたCMP科学委員報告書は、CMPにおいて、QSARやin vitro試験法を含む新しいアプローチ方法論（
New Approach Methodologies; NAM)を従来のリスク評価と統合するためのロードマップを作成しており、CMPのフェーズ3に
おけるリスク評価では、データがない化学物質を中心にQSAR等の使用が拡大される。※1,2

Challenge Initiative
・単一物質のリスク評価
・伝統的な実験動物データ及びQSARの使用
・代替試験法の使用は限定的

Streamlined Approaches
（効率的な評価）

・簡易評価（Rapid screening）

Substance Groupings Initiative
・伝統的な実験動物データの使用
・代替試験法の使用を拡大

- In silico
- Read across

・芳香族アゾ化合物、フタル酸エステル類等

Streamlined Approaches
（効率的な評価）

・簡易評価I, II, III（Rapid screening）及びポリ
マーの簡易評価

Remaining Priorities
• 試験データの入手可能性に幅があ

る。（データが豊富にある物質から、
データがほとんどない物質まで。）

• ほとんどの物質は、データセットが
限定的

• NAM等の活用の機会

Streamlined Approaches
（効率的な評価）

・RC、TTC、簡易評価IV（Rapid 
screening）及びポリマーの簡易評価、
バイオモニタリング等

フェーズ1: 2006-2011

フェーズ2: 2011-2016

フェーズ3: 2016-2020

※1 https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances/chemicals-management-plan/science-committee/meeting-
records-reports/committee-report-november-16-17-2016.html
※2 Canada’s Chemicals Management Plan – Approaches to Prioritization and to Streamlined Assessment (2017)
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2.4 カナダ（CEPA）におけるQSARの活用状況

（２）CEPAにおける既存化学物質のリスク評価

 CMPに基づくリスク評価において、QSAR等の活用が行われている事例を以下に示す。

CAS 物質名称 活用事例

27178-16-1

Hexanedioic acid, 

diisodecyl ester 

(DIDA)

【人健康影響】
・DIDAの14日間の経口試験で投与量1000 mg/kg bw/dayで影響は確認されなかった。
・類似物質のDINA（CAS:33703-08-1）、DEHA（CAS:103-23-1）が、物化性状、反応性プロファイル、代謝シ
ミュレーターより分解生成物が同様であり、当該物質をリードアクロスに用いた。
・DINAの13週間ラットの経口投与の反復毒性試験において、NOAELが500 mg/kg bw/day（エンドポイント：肝
重量増加）、犬による高濃度投与試験のNOAELが～274 mg/kg bw/day。（エンドポイント：体重、酵素レベルの
上昇、肝臓及び腎臓の変色、並びに肝臓及び腎臓の組織病理学的変化）
・DEHAの生殖毒性試験において、投与量400 mg/kg以上で出生後の死亡が見られたことから、NOAEL 200 

mg/kg bw/dayとされた。当該値を用いて人健康のリスク評価が行われた。

DIDA（対象物質） DINA(CAS:33703-08-1) DEHA(CAS:103-23-1)

【リスクの判定結果】
環境経由、にきび治療硫黄洗浄液、自動車オイル、エアロゾル潤滑剤のばく露を想定し、ばく露マージン（MOE）
は1000000～1111であったことから、リスクは懸念されないとされた。

※https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/evaluating-existing-substances/screening-assessment-aliphatic-
diesters.html#toc10
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2.5 アンケート及びヒアリング結果

 実際の規制の運用実態の把握・整理及びAI-SHIPS、HESSの活用に向けた施策を検討するため、一般社団法人 日本化学
品輸出入協会を通じてアンケートを行った。また、回答があった企業について、詳細に回答内容を確認するため、3社に対して
メール又は電話によりヒアリングを行った。さらに、米国における事業者団体である米国化学工業協会（ACC、American. 

Chemistry Council）に対して、米国の事業者におけるQSAR等の活用状況についてヒアリングを実施した。

 実際の規制状況について把握するために米国環境保護庁（U.S EPA）、欧州化学品庁（ECHA）及びカナダ保健省（Health 

Canada）に対してヒアリングを実施した。

項目 内容

アンケート対象 化学品の輸出入事業者 （214社）

アンケート期間 2/11（月） ～ 3/5（金） ※2/27日に回答延長及びリマインドの実施

回答者数 20社（回答率10%程度）

12
5

000
1

1
1

回答者の属性

化学工業

商社／販売業者

金属製品製造業

プラスチック・ゴム製品製造業

機械器具製造業

その他の製造業

製造業・商社以外で化学物質を

取り扱う業種

1
2

6

4

7

規模

２０名以下

２１～１００名

１０１～３００名

３０１～１０００名

１００１名以上
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2.5 アンケート及びヒアリング結果

 回答の範囲では、人健康QSARの活用率は低いものとなった。

 活用していない理由として、以下などが挙げられている。

 アメリカ本社で使用しているので日本では専門家も居ないので導入していない

 信頼性や実際の利用法に制限があるため

 EU REACH登録で、QSAR活用が可能な場合は、コンサルタントに依頼しているため

 法的に届け出るには結局試験するしかないから

 QSARの結果が化学物質申請に適用できないため

 活用しているケースでは、以下が挙げられた。

 REACH、TSCAへの申請、米国FCN（食品添加物）、オーストラリア、フィリピンへの申請

 社内リスク評価（不純物、新規原料、既存原料でも健康影響データが不充分な物質、化審法・安衛法の新規対象懸念の見当）

7

0

37

5

人健康QSAR等を利用していない理由（複数回答）

必要が無い

導入・運用コストが高い

導入環境が整っていない

専門人材が不足している

その他

4

16

法令における人健康QSAR等の活用状況

活用している

活用していない
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2.5 アンケート及びヒアリング結果

 アンケート及びヒアリングより得られたQSAR等活用に関する意見等は以下の通り。

【HESS、AI-SHIPSについて】
• HESSは、国内を中心とした良質な反復投与試験結果に基づいていて、推定値の質も高いと期待しており、どんどん進めてほしい。データ数が

少ないのが懸念点なので、積極的な試験データ取得に努めてほしい。
• 現在AI-SHIPSを構築する上で、多くは既存化学物質のデータを使用されているかと思うが、より精度の高いシステムを作り上げていく上で、新

規化学物質のデータも今後導入されるかと推察する。その場合、CBIに係る問題が発生するため、情報提供に係る規定作りは慎重に行うこと
が重要。逆に、適切に規定を整備すれば、企業からの情報提供が容易になり、多くの新規化学物質の情報を収集できると思われる。更に、情
報提供が、化審法申請での何かしらのインセンティブに繋がれば、企業のメリットにもなる。

• AI-SHIPSが将来的に申請に利用できるようになった場合、数多くのデータを整備するためにシステムを更新・メンテナンスが発生すると考えら
れるため、仮に使用料が発生しても、安価で使用できることを希望する。

• HESSを利用しているが、結果の利用先が国内・海外ともにあまりない。OECD-QSERツールやEPI Suiteなどは国内及び海外向けSDSや申請
などへの利用対象リストなどに載っているが、HESSやAI-SHIPSの結果を利用可能かどうかわからないことが多い。

【法令におけるQSAR等の活用について】
• Read acrossを含むQSAR等の利用は、国の評価での活用をより進めて頂きたい。濃縮や生態影響では、QSARの精度が高く、比較的容易受

け入れられると期待する。反復毒性、分解性、蓄積性、Ames、染色体異常、28日間反復投与での活用も、それらの精度に合わせた使い方を
検討してほしい。海外では、適切な重みづけ（Weight of Evidence）を行い評価することで、必要な試験に絞って試験したり、優先順位付けをし
ている。このことは、非常に数多くの化学物質の評価が待たれる中で、早期の評価完了のためには欠かせない。

• 化審法申請にHESSやAI-SHIPSの予測データが使用できれば、これらシステムを積極的に活用したい。一方で活用が出来ないのであれば、
従来の毒性試験に頼らざる得ず、社内での利用は限定されることになる。

• 既存物質のスクリーニング評価・リスク評価での活用をお願いしたい。既存物質の安全性データの取得には非常にコストと時間も掛かり、企業
への負担も大きい。よりスムーズに規制が必要の無い物質として判定してもらうためにも積極的な活用をお願いしたい。

• 化審法申請物質の審査を行う際に、申請物質の毒性予測や毒性説明補助材料として積極的にシステムを活用していただきたい。

【その他】
• QSARやリードアクロスが実施できる人材は不足している。人材育成を進めたり、資格認定制度を設けたりして頂きたい。
• グローバルな産業活動が進むなか、海外からの（新規）化学物質輸入について対応が難しいとの話を聞くことがある。海外事業者に関して第

三者となる日本国内の代理人が諸届出を行えるような環境や運用をご検討頂きたい。
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2.6 結果のまとめ

 各国における調査結果は以下の通り。各国においては、QSAR等の活用が進んでおり、さらにQSAR等の法令における活用
のための戦略が定められている。

項目 日本（化審法） EU（REACH） 米国（有害物質規制法（TSCA)） カナダ（CEPA）

新規審査
（登録）にお
ける活用状
況

新規審査の審査参
考資料としてQSAR

（変異原性（Ames））
が用いられている。

・登録でQSARの使用可能な条件を

規定されており、事業者による
QSAR等を用いた登録が積極的に
行われている。

・QSAR等を用いた結果について、行

政機関が適切に評価できる体制及
び評価の透明性確保のためのフ
レームワーク（RAAF等）が整理され
ている。

・新規審査において、QSAR等を積極
的に活用しており、申請のうち85%

程度は推計により審査を行ってい
る。

・QSAR等による推計結果のみで「白
判定」を行う事例もある。

・事前審査では、weight of evidence
アプローチの場合において、QSARの

受入を可能としている。（ただし実質
的な数は少ない）
・カナダ政府も補足的にQSARを利用
している。

既存化学物
質のリスク
評価におけ
る活用状況

－ ・化学物質のスクリーニング及び優
先順位付けのためにQSAR等が用い
られている。（ECHA内部における利
用）

・今後、優先順位付けやスクリーニ
ング評価において、活用される予定
となっている。

・CMPに基づくリスク評価において、
データが少ない物質に対してQSAR

等が活用され、リスク評価が行われ
ている。

QSAR等活
用のための
戦略

－ ・REACH規則の条文において、代替
試験法の推進が掲げられている。
・ECHAではQSAR等の利用に関する
各 種 ガ イ ダ ン ス の 整 備 や OECD
QSAR Toolboxへの支援、QSAR等の
研究開発を行っている。

・法律の改正により、動物試験の削
減が明文化された。

・信頼できる代替手段があればそれ
を活用するよう命じることが可能。

・新規・既存化学物質評価への使用
を継続・拡大する計画。

・CMPにおけるリスク評価において、
NAM（QSAR等を含む）の活用促進が
掲げられている。

・NAMを規制に利用するための取組（APCRA; Accelerating the Pace of Chemical Risk Assessment）がECHA、EPA、Health Canadaを中心
に行われている。
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3. 国内外における人健康（人毒）に関するQSAR等の実用的モデル調査

3. 国内外における人健康（人毒）に関するQSAR等の実用的モデル調査

3.1 人健康（人毒）に関するQSAR等の実用的モデル

3.2 HESS,AI-SHIPSに関連するプロジェクト
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3.1 人健康（人毒）に関するQSAR等の実用的モデル

 国内外で使用されているQSAR等の実用的モデル調査のため、主にREACH規則の申請に使用されているソフトウェア※1を中
心として、その内容を取り纏めた。

No. 名称 (提供元) 販売元／配布元 コスト
エンドポイント※2

一般毒性 生殖発生毒性 変異原性 発がん性

1 ACD/Percepta
ACDLabs and Pharma 

Algorithms
有料 ●（臓器特異的毒性） ●

2 ADMET Predictor Simulations Plus 有料 ●（ヒトMTD(最大耐量）） ● ●

3 ADMEWorks 株式会社富士通九州システムズ 有料

4 DEREK Nexsus Lhasa Limited 有料 ●
●

● ●

5 HazardExpert CompuDrug Limited.（米国） 有料 ● ● ●

6 Lazar
In silico Toxicology (Freiburg 

university)
無料 ●（ヒトMTD） ● ●

7
Leadscope®

Model Applier
Leadscope, Inc. 有料 ●（肝毒性、腎毒性） ● ● ●

8 MDL QSAR Consulting & Solutions GmbH 有料 ●（ヒトMTD） ● ●

9
CASE Ultra (MultiCASE)

Multicase,Inc.（米国） 有料 ● ● ● ●

10 OASIS TIMES ブルガス大学 （ブルガリア） 有料 ● ●

11 OncoLogic U.S. EPA. 無料 ●

12
Discovery Studio 

(TOPKAT)
Accelrys 有料

●
（ラット経口LOAEL、

MTD）

●
発達毒性

●
Ames

●

13 Toxtree EC-JRC 無料 ● （ヒトMTD） ● ●

14 VEGA (Caesar model 含む) Caesar project 無料 ●（肝毒性） ●
●

Ames
●

15 OECD QSAR Toolbox 無料 ● ● ● ●

16 HESS 無料 ●

※1 ECHA Practical guide How to use and report (Q)SARs (2016)
※2 食品安全委員会(2016） (Q)SAR 等による評価に関する調査
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3.1 人健康（人毒）に関するQSAR等の実用的モデル

 エンドポイントごとの利用可能と考えられるQSAR の入手可能性及びその課題※1は以下の通り。
エンドポイント 説明 課題 備考

反復投与毒性
（経口）

・2-3 のモデルしかない。
・有償ツールとして TOPKAT、MolCode Toolbox (12ヵ月以
上の LOAEL の予測)がある。
・無償ツールには、Lazar  (ヒトにおける MRTD  の予測)   及
び Toxtree ( 経口毒性に基づく懸念レベルを反映した
Cramer 分類)   がある。
・反復投与毒性をグルーピングに基づき判断するツールとし
て NITE HESSが開発されている。

・TOPKAT と MolCode Toolbox の適用範囲の比較が必要。
[長期的課題]
・新規モデル開発における重要な対象となるが、高品質データ
の入手性に依存する。このエンドポイントには生物学的な複雑さ
があることから、通常のQSAR 解析に加えシステムバイオロ
ジーのアプローチを検討する価値がある。

IATA Case Studies 

Projectでread- across
によるケーススタディの
積み重ねが行われてい
る。

臓器及びシス
テム特異的な
毒性

・日常的は評価に有用なソフトウェアは特定できていない。
・(これらのエンドポイントに関する) ツールの開発は apicalな
影響のモデルを補完する意味があり、肝毒性、腎毒性及び
(発達)神経毒性のモデルは殆どない。
・論文的なモデルは適用範囲が限定的である。
・ CASE/MC4PC (MultiCASE)、MDL-QSAR、BioEpisteme,
及びLeadscope Predictive Data Miner は肝毒性及び尿路
毒性のモデル開発において、有用な研究用ツールとして報告
されている。

・組織及びシステム毒性のモデル化に適した公的データベース
の構築が必要。
[長期的な課題]
・新規モデル開発における重要な対象となるが、高品質データ
の入手性に依存する。
・急性及び慢性のapical な影響のモデルと組み合わせる。

DEREKやMultiCASE等
においてモデル開発が
進んでいる。

遺伝毒性 ・主に求電子性のDNA反応性の化学物質に対する幅広いモ
デルが利用可能。
・多くのモデルが Ames変異原性の予測。
・遺伝毒性の影響は一般に特異的なエンドポイントに関する
参照がないモデルである。
・無償でだれでも利用できるツールには ToxBoxes

application,  Lazar,  Toxtree (Benigni-Bossa and  In vivo   

Micronucleus), CAESAR, OECD QSAR Toolbox  (DNA-

binding  profiler)がある。
・TTC評価における遺伝毒性発がん物質の特定において、
様々な遺伝毒性モデルに十分な予測性がある。

・偽陽性予測を削減するために現在のエキスパートシステムの
ルールを改定又はルールの追加をする必要がある。
・統計アルゴリズム及びメカニズム 的な知見に基づくハイブリッ
ドアプローチがモデル開発における方法として有望である。
・遺伝毒性又は発がん性よりも特定のエンドポイントに関するモ
デルを構築する必要がある。
・陽性又は陰性予測を最適化する、予測結果の解釈方法の探
索が必要である。
・モデルバッテリーの使用についてさらに研究が必要である。
・ ADME を現在のモデル又はエキスパートシステムに取り入れ
る必要がある。
・非遺伝毒性発がん性のモデルの入手性を向上させる必要があ
る。

・医薬品では ICH  M7  
において、医薬品不純
物の管理を行う手段を
選択する方法として、相
補的な2つのモデルを用
いた(Q)SARによる構造
アラートの有無判断を用
いている。
・NIHSによるプロジェク
トあり。

※1 食品安全委員会(2016） (Q)SAR 等による評価に関する調査より一部改編
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3.1 人健康（人毒）に関するQSAR等の実用的モデル

 エンドポイントごとの利用可能と考えられるQSAR の入手可能性及びその課題※1は以下の通り。

※1 食品安全委員会(2016） (Q)SAR 等による評価に関する調査より一部改編

エンドポイント 説明 課題 備考

発がん性 ・主にげっ歯類モデルについての発がん性の可能性を予測す
る幅広い分類モデルが利用可能。ただし、発がん性の強さ
(potency) を予測するモデルはない。
・構造アラートの蓄積が有用と思われる (例；Ashby, Bailey, 

Kazius, Benigni-Bossa)。
・誰でも利用しやすい無償ツールにはLazar,Oncologic, 

Toxtree がある。
・誰でも利用しやすい有償ツールには、Derek,TOPKAT, 

MolCode Toolbox, HazardExpert, OASIS TIMES がある。
・近年ある発がん性のモデルは単独利用の予測には十分で
はないと考えられる。
・しかし、TTC 評価において遺伝毒性モデルの使用を補完す
るための利用においては価値がある可能性がある。
・モデル構築に有用な研究ツールにCASE/MC4PC,MDL-

QSAR がある。

生殖発生毒性 ・2-3 のモデルしかなく、そのほとんどが分類モデルである。
・論文的なモデルは適用範囲が限定的な傾向がある。
・誰でも利用しやすい無償ツールには:  CAESAR(発達毒性)   
がある。
・誰でも利用しやすい無償ツールには TOPKAT (発達毒性),  

Derek,  Leadscopeがある。
・モデル構築のための研究ツールとして有用なのは、
CASE/MC4PC, Toxmatchである。

・ ILSIイニシアティブのような生殖毒性影響をモデル化する
のに適した公的データベースの構築が必要である。
[長期的な課題]
・新規モデル開発における重要な対象となるが、高品質
データの入手性に依存する。
・分類モデルと同様LOAELのようなポイント推定に基づくモ
デル構築が必要である。
・このエンドポイントには生物学的な複雑さがあることから、
通常のQSAR解析に加えシステムバイオロ ジーのアプ
ローチを検討する価値がある。
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3.2 HESS、AI-SHIPSに関連する進行中のプロジェクト

 HESS、AI-SHIPSに関連する進行中のプロジェクトの概要を以下に記載する。

国・地域 プロジェクト名 期間 概要・成果等

欧州

EU-ToxRisk 2016～ ・SEULAT-1（2011-2014）に次ぐ欧州のR&Dプロジェクト（予算30M€）。 2016～2022年までの6か年計
画。

・動物試験によらないメカニズムベースの化学物質の評価手法の開発。対象とするエンドポイントは、
反復投与毒性（肝臓、腎臓、肺、神経系）、生殖発生毒性。
・既存の代替試験法に体内動態の情報を取り入れる。 新しいリードアクロスの方法とそのケースス

タディーの開発は、プロジェクトの中核に位置づけられている。人のリスクアセスメントの戦略への活
用を検討。NAMs（オミックス等）の活用によるバイオロジカルリードアクロスも提唱。 39機関が参加
（企業、大学、国立研究機関等）。米国Tox21と連携。 OECDはアドバイザリーボードとして参加。

カナダ, オーストラ
リア, EU (ECHA, 
EFSA, JRC), フラン
ス, オランダ, 日本, 
韓国, シンガポー
ル, 米国 (NTP, 
EPA), OECD

APCRA
(Accelerating 
the Pace of 
Chemical Risk 
Assessments)

2016～ ・各国の規制者が、優先順位付け、スクリーニング、定量的リスク評価への新規ツールの適用にお
ける進展と障壁を議論し、リスク評価を加速化するための共同作業を促進するための機会について
検討することを目的としている。

・ケーススタディーの開発を含む十数件のプロジェクトが進行中であり、特に反復投与毒性に関する
プロジェクトとして、以下が行われている。
- in vitro Bioactivityのデータを用いて、in vivo試験におけるpoint-of-departure (POD)（NOEL, LOEL, 
NOAEL, or LOAEL等）を予測する
-データのない物質について、NAMs及び90日反復投与毒性試験結果を定性的／定量的に比較する

OECD OECD IATA Case 
Studies Project

・IATA（Integrated Approaches to Testing and Assessment:試験と評価のための統合的アプローチ）は、
in silico 評価、 in vitro 試験、in vivo 試験（場合によってはテストガイドライン化されていないものも含
む）を組み合わせて、化学物質の安全性を評価しようとするアプローチである。
・反復投与毒性を含む、数多くのケーススタディーが実施されている。

米国 ToxCast － ・米国EPA独自のプロジェクトであり、高スループットスクリーニング法（試験法）と計算毒性学アプ
ローチを用いる方策を採っている。
・EPAの内分泌かく乱物質スクリーニングにおける優先順位付けとして行政活用された実績あり。

Tox21 2008～ ・省庁間のプロジェクトであり、高スループットスクリーニング法（試験法）とその他の既存データ等を
定量的・有機的に組み合わせる方策を採っている。
・2017年に公開された5年戦略において、代替試験法の開発・展開等も謳っている。
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3.2 HESS、AI-SHIPSに関連する進行中のプロジェクト

 IATA Case Studies Projectでは、反復投与毒性を含む、様々なケーススタディーが行われている。IATA (Integrated 

Assessment and Testing Approach； 評価試験の統合戦略) は、既知見に基づく利用可能な情報やin silico、in vitro、in vivo 

のデータ等から必要な試験の特定や評価の結論を導く手段となることが期待されて、現在開発が進められている。

 変異原性や反復投与毒性のケーススタディーも行われており、関連するケーススタディーを以下に示す。

No. 対象物質 エンドポイント 評価手法 リード国
各国・各地域の関連法規・

活動等

2015-1 ベンジジン系直接染料 変異原性 Read-across カナダ米国
カナダCMP

US EPAアクションプラン

2015-2 ジフェニルアミン類 (含UVCB） 反復投与毒性 Read-across カナダ カナダCMP

2015-3 アリルエステル類 反復投与毒性 Read-across 日本 化審法、HESS PJ

2016-1 フェノリックベンゾトリアゾール類 反復投与毒性 Read-across 日本 化審法

2016-2 有機りん酸系農薬 神経毒性
累積リスク評価

（グルーピング）
米国 US EPA累積リスク評価

2016-3 n-アルカノール類 反復投与毒性 Read-across ICAPO SEURAT-1 PJ

2016-4 2-アルキル-1-アルカノール類 反復投与毒性 Read-across ICAPO SEURAT-1 PJ

2016-5 ピペロニルブトキシド 反復投与毒性 評価ワークフロー EU (JRC) BIAC SEURAT-1 PJ

2017-3 ナノ酸化チタン 遺伝毒性 Read-across EU (JRC) BIAC
ECHAグルーピングGD 

RAAF

2017-4
アリルアルコールアルキルカルボ
ン酸エステル

反復投与毒性 Read-across ICAPO RAAF

※ http://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-assessment/iata-integrated-approaches-to-testing-and-assessment.htm
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4. HESS、AI-SHIPSの行政利用の可能性調査

4. HESS、AI-SHIPSの行政利用の可能性調査
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4. HESS、AI-SHIPSの行政利用の可能性調査

 化審法において、HESS、AI-SHIPSの行政利用の可能性について、以下の通り整理した。

 活用可能性が高いと考えられるNo.1、No.3について、次頁に概要を記載する。

No シナリオ 内容 活用可能性 課題等

1 少量新規
低生産量新規

・少量新規・低生産量新規の物質に対して、人健康QSARを活

用し、行政が有害性の高い物質を把握する手段として活用す
る。

得られた推定結果に基づき、事業者に対して取扱いに係る注
意喚起を行う。

○
（△）

・具体的な措置（届出の確認を行わない）を
行う場合には、精度が求められる

2 通常新規 ・通常新規審査における２８日間反復投与試験の代替。 △ ・AI-SHIPS、HESSによる評価結果の精度が
求められる。

・事業者から提出された推定データの信頼
性評価が必要となる。

3 スクリーニング
評価

・スクリーニング評価において、一般毒性の情報なしとされた
物質について、デフォルト適用候補の優先順位付けを行う。
・推定の結果、毒性が低い物質から動物試験を行い、白判定。
・毒性が高い物質は、デフォルト適用→優先指定を行う。

○

4 スクリーニング
評価

・スクリーニング評価において、一般毒性の情報なしとされた
物質について、HESS、AI-SHIPSを用いて有害性クラスを付与す
る。

△ ・有害性クラスを付与するAI-SHIPS、HESSに
よる評価結果の精度が求められる。
・ケーススタディーを積み重ねる必要がある。

5 リスク評価 ・化審法１０条１項（有害性情報報告の求め）適用の物質の順
序付け（優先順位）を行う場面において、一般毒性に係る「有
害性情報なし」の物質に対して、ばく露及びQSAR等による推
計結果から、優先順位をつける。
・将来的には、１０条１項において、事業者からQSAR等の推計

結果を受け付ける（国で妥当性を評価）というスキームがあり
うる。

○ ・AI-SHIPS、HESSの活用方法としては、No.3
における内容と同一。
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4. HESS、AI-SHIPSの行政利用の可能性調査

（１）少量新規・低生産量新規への活用

 改正化審法における少量新規特例精度においては、事業者から提出された構造情報（molファイル）を分解性・蓄積性の予
測（QSAR）に用いるとされている。※

 一方、少量新規、低生産量新規では、有害性の評価が行われていないことから、AI-SHIPSやHESSを活用し、有害性の高
い物質（例：特定新規化学物質相当の物質等）については、事業者に対して取扱いに係る注意喚起を行ってはどうか。

 米国TSCAにおいても、LVE（少量新規特例制度）の場合でもQSAR等により推計が行われており、リスクが懸念される場合
には、LVEを却下することもある。

（２）化審法スクリーニング評価への活用

 スクリーニング評価において、有害性情報が得られない物質については、過小評価を避けるため、一定の有害性を有する
ものと仮定して有害性クラス2を付与するという、「デフォルト適用」の運用を導入されている。

 デフォルト適用にあたって、デフォルト適用候補の優先順位付けにAI-SHIPS、HESSを活用してはどうか。

 優先順位付けを行い、推計による有害性クラスが高い物質（優先評価化学物質相当）については、デフォルト適用を実施し
、有害性クラスが低い物質（一般化学物質相当）については、国による動物試験を実施し、白判定を行ってはどうか。

 上記にて、ケーススタディーを積み重ねつつ、将来的には、AI-SHIPS、HESSを活用して有害性クラスの付与を行ってはど
うか。

行政申出者

MOL

SMILES

InChI

分解・蓄積の予測に利用

変換
同一物質の同定に利用

AI-SHIPS、HESSの予測に利用

※経済産業省「化学物質管理セミナーキャラバン2018－改正化審法及び運用改正に係る届出等についての実務者向け説明会－ 資料」
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5．化審法スクリーニングにおける人健康（人毒）データの状況調査とQSAR等活用の提案

5. 化審法スクリーニングにおける人健康（人毒）データの状況調査とQSAR等活用の提案

5.1 検討の背景

5.2 検討内容

5.3 デフォルト候補物質の優先順位付けの試行

5.4 QSAR等活用の提案
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5．化審法スクリーニングにおける人健康（人毒）データの状況調査とQSAR等活用の提案

 本項では、QSAR等活用の提案を行うため、以下の①～③の試行を行った。

 ①化審法スクリーニング候補物質のうち、「有害性情報なし」となっている物質（以下、「デフォルト適用候補物質」という）
について、最新の有害性情報を収集した。

 ②デフォルト適用候補物質のうち、目視で構造を確認し、重合物など構造不定の物質は除外した。

 ③ばく露クラス３以上の物質について、HESSでリードアクロスの試行を行い、優先順位付けを試行した。

 検討を踏まえ、化審法スクリーニング評価へのAI-SHIP、HESSの適用方法について検討を行った。

 デフォルト適用候補物質の優先順位付け

 スクリーニング評価の「白」判定への活用

 スクリーニング評価の「黒」判定（優先指定）への活用

デフォルト適用候補物質に対する
QSAR等による推計

5物質

信頼性の高い
NOELが得られ

た？

エキスパートジャッジ

NOEL値より
優先順位付け

優先順位「２」
（QSAR等で予測が困難な物質）

YES

NO

1物質

4物質 一般毒性 優先順位 物質数

有害性クラス3以上 1 1物質

有害性クラス4相当 3 2物質

有害性クラス外相当 4 1物質

QSAR等による優先順位付けの試行結果
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5.1 検討の背景（優先度マトリックスについて）

 新規審査・スクリーニング評価では、「優先度マトリックス」が使用される。

※「スクリーニング評価におけるデフォルトの有害性クラスを適用する一般化学物質の候補と公表以降の進め方について（平成２７年１１

月６日）」より
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分類基準
有害性
の項目

有害性クラス（有害性の単位はmg/kg/day）

1 2 3 4 クラス外

スクリーニング
評価の判断基

準

一般毒
性

5.1 検討の背景（優先度マトリックスについて）

 優先度マトリックスの「一般毒性」を拡大すると以下の通り。

 上記の表には、誤解を生じる表現になっている部分や、運用上は実施しているが表現しきれていない部分がある。それらを正
しく表現すると、以下の通りとなる。

①有害性強で優先指定

（エキスパートジャッジ）

②特定新規への指定

③有害性情報不足（＝毒性不明）の場合に有害性クラス2を適用（デフォルト適用）

※NO(A)ELの値は、種間差10・個体差10・試験期間6（UFs＝600）から逆算、影響の重大性のUFは考慮しない場合

D値＝0.0005
NO(A)EL＝0.3

D値＝0.005
NO(A)EL ＝3

D値＝0.05
NO(A)EL ＝30

D値＝0.5
NO(A)EL ＝300

※「スクリーニング評価におけるデフォルトの有害性クラスを適用する一般化学物質の候補と公表以降の進め方について（平成２７年１１

月６日）」より
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5.1 検討の背景（デフォルト適用について）

 一般化学物質について、国が有害性情報を収集することとしているが、有害性情報が得られない物質については、過小評価
を避けるため、一定の有害性を有するものと仮定して有害性クラス2を付与するという、「デフォルト適用」の運用を導入。

 基本的には、有害性クラス2が付与されると優先評価化学物質相当となる物質（ばく露クラス３以上）から対象となり、ホームペ
ージでのお知らせ等で約2ヶ月間弱の周知が行われ、設定期限までに有害性情報が提出されなければ、優先評価化学物質
に指定される。

 当該運用が開始されてから、現在まで3年で9物質がデフォルト適用（生態のみ）。

 一方、デフォルト適用候補物質の実際の有害性としてはクラス２～クラス外まで様々と考えられることから、有害性が強い物質
と考えられる物質から優先順位をつけて、デフォルト適用→優先指定→有害性情報の報告の求め発出（化審法10 条 1 項）を
してくことが望ましい。

 そこで、デフォルト適用候補物質（有害性情報がない物質のうち、ばく露クラス３以上の物質（赤枠））について、 HESSを活用
することによって、デフォルト適用候補物質の優先順位付けの試行を行った。

※「スクリーニング評価におけるデフォルトの有害性クラスを適用する一般化学物質の候補と公表以降の進め方について（平成２７年１１

月６日）」より

有害性クラス

1 2 3 4 外

ば
く
露
ク
ラ
ス

1 高 高 高 高 外

2 高 高 高 中 外

3 高 高 中 中 外

4 高 中 中 低 外

5 中 中 低 低 外

外 外 外 外 外 外
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5.2 検討内容

 本検討においては、デフォルト適用をする際の優先順位付けを行うために、デフォルト適用候補物質を１（高）～５（低）の５
段階にランク分けを行うことを検討した。ここでは、構造が特定可能な物質に対して、QSAR等を用いた有害性の推定を行
い、デフォルト適用をする際の優先順位付けを行った。

デフォルト適用候補物質

ばく露クラス３
以上？

構造不定物質
でない？

QSAR等による推計

優先順位「５」
（優先評価化学物質になる可

能性が低い物質）

信頼性の高い
NOELが得られ

た？

エキスパートジャッジ

NOEL値より
優先順位付け

（右図のイメージ）

優先順位「２」
（QSAR等で予測できない物質）

優先順位「２」
（QSAR等で予測が困難な物質）

YES

YES

YES

NO

NO

NO

有害性
クラス

NO(a)EL
(mg/kg/day)

優先順位

２ ～3 １

３ 3～30 １
（ばく露クラス２のみで優先評価相当）

４ 30～300 ３
（ばく露クラス１のみで優先評価相当）

外 300～ ４
（優先評価化学物質になる可能性が低い）

有害性クラス

1 2 3 4 外

ば
く
露
ク
ラ
ス

1 高 高 高 高 外

2 高 高 高 中 外

3 高 高 中 中 外

4 高 中 中 低 外

5 中 中 低 低 外

外 外 外 外 外 外
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5.3 優先順位付けの試行

 ばく露クラス3以上の42物質（CAS単位79物質）について、①最新の有害性情報の収集※、②構造不定を除外、③QSAR等
による優先順位付けの試行を行った。

 上記のうち、QSAR等で推計が可能な5物質について、HESSによる試行を実施した。

①最新の情報が
存在しない？

有害性情報の収集

YES

NO

デフォルト適用候補物質（４２物質）

②構造不定物質
でない？

優先順位「２」
（QSAR等で予測できない物質）

YES

NO

QSAR等による推計

CAS番
号

物質名 一般毒性 情報源

107-83-
5

２－メチルペンタン NOEL:1000 mg/kg/day （雌）、
NOAEL: 1000 mg/kg/day（雄）
(OECD TG422、GLP)

安全性点検

1559-
35-9

２－［（２－エチルヘキサ
ン－１－イル）オキシ］エ
タノール

NOEL: 500 mg/kg/day (OECD 
TG407、GLP）

REACH登録情報

NOEL : 300 mg/kg/day (OECD 
TG422、GLP）

安全性点検

42233-
75-0

Decanedioic acid, 1,10-
didocosyl ester

NOEL : 1000 mg/kg/day (OECD 
TG408、GLP）

REACH登録情報

3物質

34物質

5物質

信頼性の高い
NOELが得られ

た？

エキスパートジャッジ

NOEL値より
優先順位付け

優先順位「２」
（QSAR等で予測が困難な物質）

YES

NO

1物質

4物質
一般毒性 優先順位 物質数

有害性クラス3以上 1 1物質

有害性クラス4相当 3 2物質

有害性クラス外相当 4 1物質

有害性情報の収集結果（一般毒性）

QSAR等による優先順位付けの試行結果

※「化審法における人健康影響に関する有害性データの信頼性評価等について 平成23年9月」における収集対象情報源より収集
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 HESSを用いてリードアクロスの評価を行った。一般毒性以外（変異原性、生殖発生毒性、発がん性）OECD QSAR 

Toolboxを用いて、類似物質の毒性情報を確認し、強い毒性がでているものがないことを確認した。

 評価結果は、製品評価技術基盤機構（NITE）よりレビューを得た。

5.3 優先順位付けの試行

No CAS 名称 ばく露
クラス

試行結果 備考

1 112-36-7 ３，６，９－トリオキサウンデカン 3 NOEL : 62.5 mg/kg/day

（有害性クラス4相当）
・参考：ラットの吸入（ミスト）の試験（TG 412,
GLP, 4week, 6h）において、NOAEL 2.49 mg/L 
(経口換算：330 mg/kg/day）

2 27458-93-

1
イソオクタデカノール 3 NOEL : 389±308mg/kg/day

（有害性クラス4相当）

3 112-39-0 メチル＝ヘキサデカノアート 3 NOEL：1000 mg/kg/day

（有害性クラス外相当）

4 2489-05-6 ベヘン酸銀 3 [銀の有害性評価値]
0.005 mg/kg/day（環境省初
期リスク評価書）
0.02 mg/kg/day（IRIS）
（有害性クラス2又は3相当）

・ベヘン酸銀は、水にわずかにしか溶けないた
め、銀の有害性評価値をそのまま使用すること
はできないが、安全サイドの評価として、銀の
有害性評価値を用いた。
・銀カルボン酸銀類の情報が少なく不確実性は
高い
・LOAEL: 500 mg/kg/day（OECD TG非準拠、
REACH登録情報）

5 542-92-7 １，３－シクロペンタジエン 3 類似物質がないため評価で
きない
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構造類似度で検索し、構造類似度が高い1-ethoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane(DEGEME) (CAS: 1002-
67-1)が見いだされる。主要な毒性は、溶血性貧血と精巣毒性で、NOEL は62.5 mg/kg/day, LOEL は
250mg/kg/day。

類似物質（DEGEME） 代謝物（2-Ethoxyethanol）
DEGEMEの代謝物には、2-Ethoxyethanol (110-80-5)があり、、HESSカテゴリーの「Ethylene glycol alkyl 

ethers (Hemolytic anemia) Rank A」及び「Ethylene glycol alkyl ethers (Testicular toxicity) Rank B」に該当
し、類似物質DEGEMEで認められた溶血性貧血と精巣毒性は、推定代謝物の2-Ethoxyethanolに起因する
と想定。

 ここでは、３，６，９－トリオキサウンデカン（CAS: 112-36-7）を例として、HESSによる推計を記載する。

5.3 優先順位付けの試行

Input

Profiling

RDT Data

Categories

Gap Filling

３，６，９－トリオキサウンデカン（CAS: 112-36-7）を入力

HESSカテゴリー「Piperonyl Butoxide (Hepatotoxicity) Alert」
に該当するが、アラート物質と評価対象物質との
構造類似性が低く、不適切と判定

HESSに本物質
のデータなし

血性貧血と精巣毒性は、推定代謝物の2-Ethoxyethanolに起因すると想定。
評価対象物質の推定代謝物中にも2-Ethoxyethanolがあり、評価対象物質は、DEGEMEと同じ代謝過程

を経ることが予測されることから、DEGEMEからread-acrossを実施。NOEL =62.5 mg/kg/day（LOEL 
=250mg/kg/day）（溶血性貧血及び精巣毒性）
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 評価対象物質の両末端のエチル基がメチル基に置換した類似物質DEGDME(111-96-6)には代謝データがあり、ここから評
価対象物質の代謝経路が推定できる（3経路）。

 DEGDMEでは、2-Ethoxyethanolから生じるエトキシ酢酸が、溶血及び精巣毒性の原因になると考えられており、評価対象物
質にも同様の想定が可能である（エトキシ酢酸が溶血及び精巣毒性を生じることは、in vitro及びin vivoで実証されている）。
また、2-Ethoxyethanol以外の代謝経路から同程度の強さの毒性が発現することは想定されない。以上の補足情報は、
HESSで用いたカテゴリーの妥当性を支持するものである。

5.3 優先順位付けの試行

(CAS: 112-36-7)
（RDTなし、代謝：類推）

DEGDME(CAS: 111-96-6)
（RDTなし、代謝：あり）

DEGEME(CAS: 1002-67-1)
（RDTあり、精巣毒性、溶血）

R= C1～C2 精巣毒性
（毒性の強さ：C1 > C2）
R=C1～C5 溶血
（毒性の強さ：C5、4 > C3 > C2 > C1）

毒性影響は低い
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 評価対象物質の想定代謝物で得られている反復投与毒性試験からも、有害性の高い結果はなかった。

 またOECD Toolbox4.2で当該カテゴリーメンバーのその他の毒性（変異原性、生殖発生毒性、発がん性等）について調べた
ところ、強い毒性がでているものはなかった。

5.3 優先順位付けの試行

予想代謝物

基
本
情
報

官報番号 2-411 2-422、7-97 2-688
人有害性クラス 3（2017年） 3（一般毒性2012年）2-422は優先指定（2012年） -
名称 2-ethoxyethanol diethylene glycol ethyl ether Acetic acid
CAS RN 110-80-5 111-90-0 64-19-7
SMILES C(O)COCC C(O)COCCOCC C(C)(=O)O

構造式

分子量 90.1 134 60
LogP (計算値) -0.416 -0.69 0.0868
構造類似度 - 70% -
出典 NTP HPV HPV COSMOSデータ

反
復
投
与
毒
性

試験方法 Repeated Dose Toxicity Study Repeated Dose Toxicity Study Repeated Dose Toxicity Study Repeated Dose Toxicity Study 
使用動物（系統） Rat (F344/N) Rat (CD(BR)) Rat (CFE) -
投与方法 Oral(drinking water) Oral (Gavage) Oral (Feed) -
投与期間 91day 60 days 90 days 120 days
純度 99.0% - - -
死亡例 20000 ppm (♂: 5/10,♀: 7/10) 7/10: 5360 mg/kg/day♂ None -

NOEL
<1250 ppm (♂: 109, ♀: 122 

mg/kg/day)
1340 mg/kg/day 0.5 % (250 mg/kg/day) 195 mg/kg/day

LOEL
1250 ppm (♂: 109, ♀: 122 

mg/kg/day)
2680 mg/kg/day 5.0 % ( 2500 mg/kg/day) 390 mg/kg/day

そ
の
他
の
毒
性

Genetic toxicity Ames:陰性 Ames:陰性 Ames:陰性
Developmental Toxicity NOAEL：M: 25 μL/kg/day NOAEL：M: >1.4 ml/kg/day NOAEL:M: 1600 mg/kg/day 
Carcinogenicity - - RAT:陰性
Reproduction NOAEL: M: 100 mg/kg/day NOAEL:M: ≥2E+03 mg/kg bw/day NOAEC:M =0.01 mg/L
Estrogen Receptor Binding - - -
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5.3 優先順位付けの試行

 その他の文献調査結果として、REACH登録情報に以下の試験結果が記載されている。スクリーニング評価には採用され
ていないが、本試験結果は有害性クラス外相当である。

CAS番号 物質名 試験方法 投与量 試験結果 情報源

112-36-7 ３，６，９－トリオキサ
ウンデカン

ラットの吸入（ミスト）の試験
（28日間、OECD TG 412、GLP）

0.257, 0.686, 2.49 mg/L NOAEL: 2.49 mg/L
（経口換算値： 330 mg/kg/day）

REACH登録情報

化審法の事前審査等のために行われる反復投与毒性試験は、基本的に経口経路であり、吸入経路の毒性試験の結果を用いる場合においても審査・判定にお
いては摂取量に換算して用いられている。このことから、スクリーニング評価においては、図表 １-3 に示したガイダンス値の中の経口経路の基準のみを用いる
こととした。これは、環境経由ということでは、労働ばく露等の直接ばく露とは異なり、経皮経由や吸入経路（蒸気、粉じん、ミスト、ヒューム）については通常想定
されないためである。
ただし、吸入経路（気体）については、環境経由のばく露も想定される。吸入（気体）のガイダンス値は、以下の検討から経口経路のガイダンス値を統一して用い
ることで、安全側の評価が可能になると考えた。

（スクリーニング手法の詳細（平成22年11月））
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5.4 QSAR等活用の提案

 以上、HESSを用いることで、一般毒性のNOEL及びLOELを予測することができた。ここでは、３，６，９－トリオキサウンデ
カンをケーススタディーとして、QSAR等の化審法への適用を検討した。

 化審法スクリーニング評価において、以下の３つのシナリオで活用が可能と考えられる。

No シナリオ HESS AI-SHIPS

1 デフォルト適用の
優先順位付け

・HESSを適用可能な物質については、優先順位付けを行
い、以下としてはどうか。
黒（優先評価相当）：デフォルト適用
白：動物試験を用いて、評価結果を確認の上、白判定

同左

2 白判定 ・本検討においては、推計結果からは優先判定は「中」で
あり、優先指定のためには十分に安全マージンがあると
考えられることから、HESSの推計結果を基に白判定がで
きるのではないか。
・カナダにおいては、CMPに基づくスクリーニング評価に
おいて、リードアクロスの結果を元に白判定を行っている。

・AI-SHIPでは、肝臓、血液、腎臓のみを対象としていること

から、その他の毒性（生殖器、副腎、心臓、神経系等）につ
いて毒性がない保証ができないためWeight of evidenceの
一つとして考えることが適当ではないか。
・本ケーススタディーでは、精巣の毒性はAI-SHIPで把握す
るのは難しいと考えられる。

3 黒判定
（優先指定）

・本検討においては、推計結果からは優先判定は「中」に
なるが、仮に優先度「高」になる推計結果があれば、推計
結果を根拠として、優先指定を行えるのではないか。

同左

No CAS 名称 ばく露
クラス

有害性
クラス

HESSによる試行結果

1 112-36-
7

３，６，９－トリオキサウンデカン 3 4
（推定）

全NOEL =62.5 mg/kg/day
全LOEL =250mg/kg/day
精巣NOEL=250mg/kg/day
精巣LOEL=1000mg/kg/day
溶血NOEL=62.5mg/kg/day
溶血LOEL=250mg/kg/day

有害性クラス

1 2 3 4 外

ば
く
露
ク
ラ
ス

1 高 高 高 高 外

2 高 高 高 中 外

3 高 高 中 中 外

4 高 中 中 低 外

5 中 中 低 低 外

外 外 外 外 外 外
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6. 学習データ充足のための毒性情報収集

6. 学習データ充足のための毒性情報収集

6.1 一般毒性（反復投与毒性）データの存在状況調査

6.2 学習データ充足のための毒性情報収集
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 主にラットの反復投与毒性試験を対象として、諸外国における毒性データベース、文献のうち、学習データとして有用と考
えられる情報源を整理し、対象物質・試験をリスト化した。

 収集にあたっては、HESSに収載されていないデータを対象とした。

国・機関 情報源名 期間 候補物質・試験数 採用可否 備考

日本
既存点検報告書 28日～56日 30物質程度

（次頁にリストを表示）
○

日本
化審法新規審査シート
（公開済のもの）

28日 120物質程度
（CASなしを除く）

○

日本

食品安全委員会 28日～2年
（主に90日or2年）

600物質程度
28日：411試験
90日：1104試験
1年：890試験

○ 食品安全委員会「インビボ毒性試験成績のデータベース化とそ
のインシリコ解析・評価への応用に関する研究（課題番号：１６
０２）」において、食品健康影響評価書（農薬を中心とした220物
質、2014年時点）のうち、90日及び2年の試験（660試験）が収
集されている。
https://www.fsc.go.jp/fsciis/evaluationDocument/list?itemCa

tegory=001

日本
農薬抄録 主に90日～2年 258物質 ○ ・食品安全委員会評価書とデータの重複あり。

https://www.acis.famic.go.jp/syouroku/index.htm

ECHA

REACH登録情報 28日～2年 5119試験
TG407 : 1847試験
TG408 : 1523試験
TG422 : 1659試験
TG452 : 22試験
TG453 : 68試験

○ ・事業者による申請データのため、所見が充実しているデータ
の収集が必要。構造不定の物質や構造が非公開の物質あり。
・TG407、408、422、452、453、GLP準拠、Reliability 2以上
の試験数をカウント
https://echa.europa.eu/information-on-

chemicals/registered-substances

ドイツ
RepDose 28日～2年 655物質

（2300試験）
△ ・HESSデータとするにはやや情報が不足している。

https://repdose.item.fraunhofer.de/?e=invalid

EFSA

Open food tox 28日～2年
（ラットの試験は主に

90日or2年）

741物質
（1508試験）

△ ・Open food toxよりラットの慢性毒性試験（chronic）をカウント
http://dar.efsa.europa.eu/dar-web/provision

・所見が十分に記載されているかは、文献による。

6.1 一般毒性（反復投与毒性）データの存在状況調査

https://www.fsc.go.jp/fsciis/evaluationDocument/list?itemCategory=001
https://www.acis.famic.go.jp/syouroku/index.htm
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances
https://repdose.item.fraunhofer.de/?e=invalid
http://dar.efsa.europa.eu/dar-web/provision
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 HESS（v 3.8）に収載されていない既存点検報告書データの例

6.1 一般毒性（反復投与毒性）データの存在状況調査

No 物質名称 CAS番号 28日間反復毒性試験
反復投与毒性・

生殖毒性併合試験
1 フッ化リン酸二ナトリウム 10163-15-2 ○
2 クロトン酸 107-93-7 ○
3 エチル=ステアラート 111-61-5 ○
4 2,6-ナフタレンジカルボン酸 1141-38-4 ○
5 シクロペンタノン 120-92-3 ○
6 4-イソプロピルベンズアルデヒド 122-03-2 ○
7 2-メチルバレルアルデヒド 123-15-9 ○
8 酢酸ヘキシル 142-92-7 ○
9 リン酸トリアリル 1623-19-4 ○

10 リアクティブブラック-5 17095-24-8 ○
11 4-ブロモ-2,5-ジクロロフェノール 1940-42-7 ○
12 2,5,8,11,14,17-ヘキサオキサノナデカン-19-ol 23601-40-3 ○
13 3-メトキシ-n-ブタノール 2517-43-3 ○
14 1,2-メチレンジオキシベンゼン 274-09-9 ○
16 デシルオキシラン 2855-19-8 ○
17 2‐ヒドロキシ‐1,2,3‐プロパントリカルボン酸・2アンモニア塩 3012-65-5 ○
18 ペルフルオロドデカン酸 307-55-1 ○
19 イソトリデシル=ステアラート 31565-37-4 ○
20 ペルフルオロヘプタン ○
21 ペルフルオロテトラデカン酸 376-06-7 ○
22 2-イソブトキシエタノール 4439-24-1 ○
23 4-メチルベンゼン-1-スルホン酸一水和物 6192-52-5 ○
24 シアノクロロベンゼン 623-03-0 ○
25 ペルフルオロヘキサデカン酸 67905-19-5 ○
26 フェノールスルホン酸金属塩(Pb,Sn,Ni) 70974-33-3 ○
27 ジデカ-1-イル(メチル)アミン 7396-58-9 ○
28 N-[3-(N,N-ジメチルアミノ)プロパン-1-イル]ステアルアミド 7651-02-7 ○
29 1,2,4,5-ベンゼンテトラカルボン酸無水物 89-32-7 ○
30 N-フェニル-1-ナフチルアミン 90-30-2 ○
31 インデン 95-13-6 ○
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 本事業では、REACH登録情報におけるラットの28日間の反復投与毒性試験（OECD TG407,GLP）を対象として、50物
質の毒性情報を収集した。なお、収集にあたっては、HESSに収載されていないデータを対象とし、 HESSにインポート可
能なフォーマットを用いた。

 収集対象試験は、以下の観点から絞り込みを行った。

 毒性の高いデータ（HOEL < 30 mg/kg）

 AI-SHIPSのトレーニングデータを目的として「肝毒性」の所見が多いデータ

6.2 学習データ充足のための毒性情報収集

CAS No. 62965-37-1 62965-37-1 62965-37-1 62965-37-1

Name
(2S)-2-
{[(benzyloxy

(2S)-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoic acid; N-cyclohexylcyclohexanamine(2S)-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoic acid; N-cyclohexylcyclohexanamine(2S)-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoic acid; N-cyclohexylcyclohexanamine

Smiles C1CCC(CC1)NC1CCCCC1.CC(C)(C)[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=OC1CCC(CC1)NC1CCCCC1.CC(C)(C)[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=OC1CCC(CC1)NC1CCCCC1.CC(C)(C)[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=OC1CCC(CC1)NC1CCCCC1.CC(C)(C)[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
MITI No.

Chemical No. (Link to HESS DB)
Report No.

Study No. (Link to SSRDT)
CSCL class

Test category RDT RDT RDT RDT
Test guideline OECD TG 407OECD TG 407OECD TG 407OECD TG 407

Route Oral (Gavage)Oral (Gavage)Oral (Gavage)Oral (Gavage)
Species Rat Rat Rat Rat
Strain SD SD SD SD
Gender Male Male Female Female

Test group Main Main Main Main
Administration period (day) 28 28 28 28

Recovery period (day) 14 14 14 14
Dose unit mg/kg/day mg/kg/day mg/kg/day mg/kg/day
Min dose 15 15 15 15
Max dose 300 300 300 300

Purity
Test laboratory
Year reported 2007 2007 2007 2007

Publication REACH REACH REACH REACH
Reliability 1 1 1 1
Comment

Parameter (NOEL/LOEL) NOEL LOEL NOEL LOEL

Findings NOEL LOEL NOEL LOEL

Total 300 300
Total 15 15
Death 300 300
Body weight↑ 300 15 150
Body weight↓ 150 300 300
Food consumption↑ 300 150 300
Food consumption↓ 150 300 300
Water consumption↑ 300 300
Water consumption↓ 300 300
Hyperthermia 300 300
Hypothermia 300 300
Coma 300 300
Emaciation 300 300
Abnormal breathing 300 300
Vocalization 300 300
Abnormal body position 150 300 150 300
Abnormal gait 300 300
Abnormal behavior 300 300
Straub tail 300 300
Locomotor activity↑ 300 300
Locomotor activity↓ 150 300 150 300
Tremor/Convulsion 300 300
Muscle tone↓ 300 300
Abnormal appearance 300 300

REACH登録情報 データ入力シート


