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制度・プログラム名 化学物質総合評価管理プログラム 

事業（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）名 高精度・簡易有害性（ハザード）評
価システム開発 

ＰＪコード 
 

T0100404-2 
 

事業担当推進部室・担当者 化学物質管理技術開発室・小川尚之 
事業の概要 化学物質の総合的なリスク評価管理の基礎データとなる有害性（ハ

ザード）評価の中でも、長期毒性の評価のためには従来は多額の費用
と数年間もの長い期間、また多数の動物の使用が必要とされている。
経済産業活動と社会基盤を維持する素材となる数万にのぼる化学物
質の長期毒性（発がん性、催奇形性など）については、大部分が未知
の状況であり、評価の迅速化と低コスト化が緊急の課題である。 
本事業では急速に発展する遺伝子発現解析技術を応用して、化学物
質の長期毒性に関する従来のラットなどを用いた長期毒性試験法（が
ん原性試験等）と同等の評価精度が得られる簡易手法を開発し、長期
毒性試験に要するコストを百分の一程度に、期間を数十分の一程度に
低減する見込みがある評価システムを構築する。 

１．事業の目的・政策的位置付
けについて 

【NEDO が関与する意義】本事業の成果物である化学物質の有害性
評価手法は、化学物質によるリスクの総合評価を早急に実現する手段
であり、中立性、公共性が高く、営利目的で使用されるものではない。
【実施の効果（費用対効果）】化学物質の発がん性試験費用が年間約
２０億円削減される。 
【事業の背景・目的・位置付け】化学物質の総合的なリスク評価管理
の基礎データとなる有害性（ハザード）評価の中でも、長期毒性の評
価のためには従来は多額の費用と数年間もの長い期間、また多数の動
物の使用が必要とされている。経済産業活動と社会基盤を維持する素
材となる数万にのぼる化学物質の長期毒性（発がん性、催奇形性など）
については、大部分が未知の状況であり、評価の迅速化と低コスト化
が緊急の課題である。 
本プロジェクトでは、急速に進歩しつつある遺伝子解析手法を活用

した新規の長期毒性評価手法を開発し、高精度で低コストかつ短期間
での有害性評価を実現することを目的とする。それにより、化学物質
によるリスクの総合評価を早急に実現することが期待される。 



２．事業のマネジメントについ

て【事業の目標】 
 

 平成１７年度までに、化学物質に関する従来の長期毒性試験法（がん原

性試験等）と比較して、長期毒性試験に要するコストを百分の一程度に、

期間を数十分の一程度に低減する評価手法を開発する。 
主な実施項目 H13fy H14fy H15fy H16fy H17fy 

遺伝子配列機能情

報の収集及びﾏｲｸﾛｱ

ﾚｲの設計 

     
【事業の計画内容】 

動物実験・ｱﾚｲ実験

条件の標準化 
     

遺伝子発現情報の

収集と解析 
      

長期毒性予測手法

の開発と最適化 
     

 基礎的研究      
 H13fy H14fy H15fy H16fy H17fy 総額 

(当初) 0 0   一般会計 
（百万円） (実績) 0 0   

(当初) 0 0   特会（電多）

（百万円） (実績) 0 0   

(当初) 1,017 1,031   特会（石油）

（百万円） (実績) 1,017   

(当初) 0 0   特会（ｴﾈ高）

（百万円） (実績) 0 0   

(当初) 1,017 1,031   

【開発予算】 

総予算額 
（百万円） (実績) 1,017   

【開発体制】 
 
 
 
 
 
 

経済省担当原課     製造産業局化学物質管理課 
運営機関        新エネルギー・産業技術総合開発機構 
プロジェクトリーダー  名古屋市立大学大学院 白井智之 
委託先         （財）化学物質評価研究機構、（株）三菱化学

安全科学研究所、住友化学工業（株） 
再委託先        アマシャムバイオサイエンス（株） 
共同研究先       名古屋市立大学、早稲田大学、東京大学 

【情勢変化への対応】 
 

平成１４年１月：急速な技術進歩に対応すべく、研究開発スピードを加

速化するため、当初約９０物質の試験期間を５年間としていたものを３年

間で試験することとし、以下の中間目標を設定した。 
平成１５年度までに、発がん性既知物質（約９０物質）の実験動物暴露

試験を通じたＤＮＡマイクロアレイ等による遺伝子発現プロファイリン

グ情報の収集・解析、発がん性予測に有効な遺伝子情報の整備、並びに評

価システムの構築に必要なＤＮＡマイクロアレイの仕様及び動物試験等

実験手順の策定を行い、予測手法の有効性を検証する。 
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【今後の方向性】  平成 15 年までに動物試験で得られた発がん性既知化学物質の遺伝

子発現量データを解析して、発がん性予測に有効な遺伝子セットの選

定し、その遺伝子発現パターンから化学物質の発がん予測式を開発す

る。また、これらの開発に必要な解析ツールを整備する。 
 選定した遺伝子セットを搭載した発がん性評価用マイクロアレイ

を開発する。 
開発した発がん予測式の生物学的意味付けをするために、選定した

遺伝子の機能及びパスウエイ情報を収集し、発がんとの関連を整理す

る。 
 確立した発がん予測法を化学物質のリスク評価に広く利用するた

めに既知情報とリンクした発がん予測システムの開発に取り組む予

定である。 
3．研究開発の成果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 13 年度から平成 14 年度現在までに得られた成果は以下の通
り。 
(1)マイクロアレイの作製：平成 13 年度では、無処理ラットの４臓器
（肝臓、腎臓、大腸、脾臓）から単離したクローンの中から選定した

約 9,000遺伝子をＰＣＲ法により増幅し、それをスライドグラスにス
ポットした NEDO-ToxArrayⅠを作製した。これを平成 13 年度の遺
伝子発現量測定に使用した。平成 14年度では、平成 13年度に単離し
たクローンと、平成 14 年度で代表的な 4 種の発がん物質を投与した
ラットの 4 臓器から新たに単離したクローンの中から、平成 13 年度
の動物試験の結果等を踏まえて発がん物質に応答して発現量が変動

する遺伝子や文献情報などで発がん性に関連することが知られてい

る遺伝子等の約 8,000クローンを選定した。これらのクローンをＰＣ
Ｒ 法 に よ り 増 幅 し て 、 ス ラ イ ド グ ラ ス に ス ポ ッ ト し た

NEDO-ToxArrayⅡを作製した。これを平成 14年度の遺伝子発現量測
定に使用した。 
(2)プロトコールの策定：平成 13 年度で、ラットの屠殺方法や臓器の
採材方法等の操作が遺伝子発現量に与える影響及びハイブリダイゼ

ーション等のマイクロアレイを用いる遺伝子発現量測定条件を検討

して、本プロジェクトの目的に適した動物試験及び遺伝子発現量測定

のプロトコールを作成した。平成 14年度では、平成 13年度の結果と
その後の試験条件検討結果を踏まえてこれらのプロトコールの一部

を修正した。 
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(3)動物試験の実施：平成 13年度では、発がん性が既知の化学物質を、
変異・発がん物質、非変異・発がん物質、変異・非発がん物質、非変

異・非発がん物質の 4 カテゴリーに分類し各カテゴリーから合計 10
物質を選定して、プロトコールにしたがって動物試験と遺伝子発現量

測定試験を実施した。平成 14 年度では、同様のカテゴリーから新た
に選定した 30 物質の動物試験と遺伝子発現量測定試験を実施してい
る。 
(4)バイオインフォマティクスの整備と発がん予測法の開発：平成 13
年度と 14 年度では、動物試験で得られるさまざまなデータを格納す
るデータベースを設計・開発した。また、平成 14 年度で、発がん性
予測手法開発の基礎データとして欠かせない遺伝子機能情報を公共

のデータベースから自動収集するシステム及び、データベースに保存

されたデータから必要な任意のデータを抽出・加工する機能を開発し

ている。平成 13 年度に動物試験から得られたデータを解析し、①発
がん性に特異的に応答する遺伝子の探索及び、②遺伝子発現量による

発がん性予測に有効な遺伝子セットと試験条件の探索を行った。その

結果、平成 13年度で試験した 10物質の範囲で、①については数個の
発がん性に特異的に発現量が変動するマーカー遺伝子が見つかった。

②については、発がん物質と非発がん物質を区別することができる遺

伝子セットと試験条件（投与期間等）をある程度絞ることができた。

さらに、平成 13年度の 10物質と平成 14年度の一部の物質（5物質）
について、遺伝子セットを適切に選定することにより、発現量データ

から発がん物質と非発がん物質の区別が可能であることが示された。

(5)基礎研究：上記開発の基礎研究として、①タンパク質の発現量測定、
②ラット及びヒトの肝細胞を用いた遺伝子発現及び、③発現プロファ

イル測定技術の高度化に関わる検討を実施している。 
①では、本プロジェクトで得られる遺伝子発現量と生体内での機能性

機能物質であるタンパク質との関係を調べることを目的として実施

しており、平成 13 年度の研究では、動物試験を実施した各試験物質
について、28日後の肝臓中タンパク質発現量を蛍光標識 2次元ディフ
ァレンスゲル泳動法(2D-DIGE)で測定した。平成１４年度はこれらの
タンパク質を同定して、遺伝子発現量との関係等を調査している。 
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 ②では、ラット及びヒト肝細胞癌培養細胞に既知発がん性物質を暴

露させ、その遺伝子発現プロファイルから、発がん性物質と非発がん

性物質の分類が可能であるかを検討している。現在までに平成 13 年
度の 10試験物質について実施して、ラット肝細胞癌 MH1C1細胞で
の遺伝子発現プロファイルの階層的クラスタリングにより 1つの発が
ん物質を除いた残りの物質では発がん物質と非発がん物質の分類が

可能であることが判った。現在、平成 14 年度の試験物質についても
同様の試験を実施中である。また、本プロジェクトで行う正常肝組織

に対する被検物質の発がん性予測の可能性を探る基礎データとして、

発がん物質の投与で生成する前がん病変とその周囲の肝細胞での遺

伝子発現量の違いを調べ、周囲の正常肝細胞に比較して GST-P 陽性
前癌病変で発現が増減している遺伝子を同定した。 
③では、新規金属錯体 BPTA‐Tb3+を蛍光ラベル剤とした高感度遺

伝子発現プロファイル測定技術を開発するために、オリゴ DNAのラ
ベル化方法を検討し、調製したラベル化オリゴ DNA により、配列特
異的な検出が可能であることが示唆された。 

４．実用化、事業化の見通し 本研究開発で構築しようとしているシステムは明確な実用化イメ

ージを有している。つまり、評価の為のツール（DNA マイクロアレ
イ）、標準化された評価手順（プロトコール）、解析のためのソフトウ

ェア（クラスタ解析ソフト）をセットとして開発を進めることにより、

高精度で簡易な長期毒性評価のための完結したシステムが構築され

る。従って、ユーザーは決められた手順どおりの実験を実施すること

により、化学物質の有害性（発がん性）を評価することが可能となる。

 本評価システム実用化の可能性は非常に大きいと判断される。その

根拠は以下のとおりである。システムを構成する要素技術である①Ｄ

ＮＡマイクロアレイ、②標準化したプロトコール、③クラスターリン

グソフトが平成１５年度までに完成予定である。また、このような高

精度で簡易な評価手法は顕在的、潜在的ニーズがある。 
実施時期 15年度 中間評価実施 評価履歴 

 評価項目・基準 標準的評価項目・評価基準 
実施時期 18年度 事後評価実施予定 

５．評価に関する事項 
【評価実施時期】 
【評価項目・評価基準】 評価予定 

 評価項目・基準 標準的評価項目・評価基準 
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「高精度・簡易有害性（ハザード）評価システム開発」 

（中間評価） 

評価概要（案） 

 
１．プロジェクト全体に関する評価 
１．１ 総論 
１）総合評価 
化学物質の長期毒性（特に発がん性）予測のための重要な研究課題について、
独自のトキシコアレイの作成・プロトコールの策定など、最終的な目標に向け
て着実に研究成果をあげており、今後、実用化を目指して、更なる研究の進展
が期待される。 
「トキシコゲノミクス」を中心に新しい有害性評価法を確立し、普遍的な方
法としようとしている本プロジェクトの意義は大きい。 
バイオインフォマティクスの構築に関しては、網羅的発現解析手法の利点を
活かし、全発現情報を基軸にした総合的な解析システムの構築を目指す必要が
あると考えられ、時間軸と用量を振った時の全遺伝子の発現情報を基にした評
価システムの構築が望まれる。 
データベース構築に関して、ユーザー側の多視覚的なニーズに答えられるよ
うなものを目指すべきであろう。 

 
２）今後に関する提言 
長期毒性（特に発がん性）に関わる“評価システム”の確立ならびに、その
普遍的実用化のため、基本的にはこれまでの研究計画に基づき研究を遂行すべ
きである。 
化学物質の毒性プロファイルはしばしば多岐に及ぶため、発がん性や遺伝毒
性の有無を基軸として選択される化学物質の中には、他の毒性を示す化学物質
も多数に及ぶはずであり、将来的には、肝臓での遺伝子発現プロファイルを基
に、他の発がん標的性や神経毒性、発達期毒性、生殖器官毒性、免疫毒性など
を予測できるようなシステムの構築が望まれる。 
又、プロトコール・標準操作手順・判定基準についての慎重な検討を行い、
最終的に評価系を設定する時の評価基準を遺伝子の変化のパターンから捉える
面と量的な変化と時系列的変化を加えた多次元的評価ができるような柔軟なも
のにすることを期待したい。 
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１．２ 各論 

１）事業の位置付け・必要性について 
化学物質の総合的なリスク評価管理の基礎データとなる有害性（ハザード）
評価の中でも、長期毒性（特に発がん性）の評価のためには従来は多額の費用
と数年間もの長い期間、また多数の動物の使用が必要とされている。 
本プロジェクトは、急速に進歩しつつある遺伝子解析手法を活用した新規の
長期毒性評価手法を開発し、高精度で低コストかつ短期間での有害性評価を実
現することを目的とするものであり、長期毒性(特に発ガン性)の評価系として迅
速で低コストな方法を開発し、それを標準化しようとすることはきわめて重要
であり、その成果はきわめて公共性が高いと言える。 
しかしながら、本プロジェクトはその規模からみて、到底一研究機関・研究
室で行えるものではなく、NEDO の関与による本事業実施計画は妥当であると
考えられる。 
尚、将来の目標としてガイドライン化を目指すのであればプロトコール、標
準操作手順、評価判定法などについて更なる詳細の検討が必要と考えられ、又、
本事業の目的が達成できる論理的道筋、たとえばマイクロアレイを用いること
によって多様な化学物質の毒性が効率的かつ経済的に可能となる論理的背景を
説得力のある形で提示する必要があると思われる。    

 
２）研究開発マネジメントについて 
発がん性に焦点を絞った研究開発目標とその設定指標、個々に明確な開発目
標を持った研究開発実施者の事業体制の妥当性は高いと判断される。また、動
物実験プロトコールの標準化の過程に見られるように、進捗状況に応じた計画
見直しを適切に実施していると考えられる。 
目的達成のために用いられるマイクロアレイやそのデータに対するバイオイ
ンフォマティクス解析など、手順はプロセス自体としてよく考えられている。 
ｃDNAマイクロアレイからオリゴ DNAマイクロアレイへ移行しようとして
いる戦略の変更は、低コストとか遺伝子低発現領域でのバラツキも少なくなり
感度の向上が期待でき、良いアプローチだと思える。更なる新しい新技術の導
入が可能になった場合の、計画変更についても柔軟に対応していけるような姿
勢が必要であろう。    
 

３）研究開発成果について 
本プロジェクトは発足初期段階での基礎的検討を経て本格的な検討に入った
ところであり、特許の取得、成果の普及、公共性という観点からも、現時点で
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はまだそれらを測る段階にはないが、成果は新しい技術領域を開拓する可能性
をもつと考えられ、その波及効果も大きいだけに、今後大いに発展が期待され
る。 
当初スケジュールをほぼ達成しているものと思われるが、標準的な試験法と
なるまでには、より多くの物質での挙動を調べる必要があると思われる。 
バイオインフォマティクスの構築に関しては、卑近な成果を求めるよりは、
全発現情報を基軸にした総合的な解析システムの構築を目指し、成果を公共に
普及する具体的な方策を講じる必要がある。 
 
４）実用化の見通し等について 
実用化への意思は示されているものの、現時点においては、実用化までのシ
ナリオ、具体的に対応すべき実用化案が必ずしも明確とは言えない。 
しかしながら、要素技術に関する成果の実用化は、大いに期待される。 
又、新しいデータを与えてくれる手法として有効であり、データの再現性も
良く、手法としては実用化に近いと思われる。 
公共性を担保するための精度管理手法の確立と、公共財としての活用が最も
期待される包括的なバイオインフォマティクス・システムの創製が必要と考え
られる。 
尚、DNA マイクロアレイの開発に関しては、既存の市販のマイクロアレイと比
較しつつ、より有効なアレイの開発が必要であり、また、解析ソフトウェアの、
より高性能化が強く求められる。 
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1.5

2.3

2.2

2.7

0.0 1.0 2.0 3.0

４．実用化・事業化の見通し

３．研究開発成果

２．研究開発マネジメント

１．事業の目的・位置付け

平均値

 

（注）A=3，B=2，C=1，D=0として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 
 
＜判定基準＞ 
(1)事業の目的・位置付けについて (2)研究開発成果について 
・非常に重要          →A
・重要             →B
・概ね妥当           →C
・妥当性がない、又は失われた  →D

・非常によい         →A
・よい            →B
・概ね妥当          →C
・妥当とはいえない      →D

(3)研究開発マネジメントについて (4)実用化・事業化の見通しについて 
・非常によい          →A
・よい             →B
・概ね適切           →C
・適切とはいえない       →D

・明確に実現可能なプランあり →A
・実現可能なプランあり    →B
・概ね実現可能なプランあり  →C
・見通しが不明        →D

 

評価項目 平均値 素点（注） 

１．事業の目的・位置付けについて 2.7 A A A A A C 
２．研究開発マネジメントについて 2.2 A B B B B B 
３．研究開発成果について 2.3 A B B B B A 
４．実用化の見通しについて 1.5 B C B B C C 


