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 作成日 2003/3/24 

制度・プログラム名 産業技術研究開発制度・化学物質総合評価管理プログラム 

事業（プロジェクト）名 既存化学物質安全性点検事業の加速化 

事業担当推進部室・担当

者 

化学物質管理技術開発室（中園金吾） 

事業の概要 早急に対応すべき物質の点検を行いつつ、既存のデータ及び新規に取得するデータの体

系化・集大成による知的基盤整備を図り、分解性・蓄積性に係る定量的な構造活性相関

手法を開発・活用することにより、化審法上リスク管理の必要性の高い既存化学物質に

関する分解性・蓄積性等の科学的知見に基づく点検を実施することを目的とする。 

１．事業の目的・政策的

位置付けについて 
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（以下「化審法」という。）制定時の国会

付帯決議に基づき、経済産業省は既存化学物質（約2万物質）に関して点検事業を実施

しているが、これまで約1,200物質についての分解性、蓄積性のデータ取得に留まって

おり、十分な数のデータ（科学的知見）を取得したとはいえない状況にある。今後引き

続き従来手法で点検を実施すると、全部の点検を終えるには膨大な年月と資金を要せざ

るを得ず、国民の化学物質の安全性への関心や不安の高まりに対して、科学的知見に基

づき適切な対応を図ることは極めて困難であり、「既存化学物質安全性点検事業」を抜本

的に見直すことが必要である。 

環境と調和した健全な経済産業活動と安全・安心な国民生活の実現を図るため、化学物

質のリスクを評価し、適切に管理する社会システムの構築を目的として、化学物質のリ

スクの総合的な評価を行いつつ、リスクを適切に管理する技術体系を構築するため、平

成 18 年度までに化学物質のリスクの総合的な評価管理を行うための手法の構築と知的

基盤の整備を目標とする「化学物質総合評価管理プログラム」の一環として本プロジェ

クトを実施する。 

２．研究開発マネジメン

トについて 
（全体目標） 

①最終目標 

平成18年度までに、フォールスネガティブの結果がでない定量的な構造活性相関手法に

よる分解性・蓄積性に係る化学物質特性予測システムを完成する。また、化審法上リス

ク管理の必要性の高い既存化学物質（原則年間生産・輸入量100ｔ以上の物質[約4,000]）

に関する分解性・蓄積性に係る点検を実施する。 

②中間目標(ﾏｲﾙｽﾄｰﾝ) 

平成15年度までに、化学物質特性予測システムのプロトタイプ（分解性、蓄積性）を完

成し、予測対象物質に関する第１次推計を行う。また、化学物質排出把握管理促進法指

定物質のうちの未点検物質（72物質）を含む約180物質に係る新たな試験データを取得

し、体系的整理を行い、化学物質特性予測システムの構築に資する。 
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主な実施年度 H12fy H13fy H14fy H15fy H16fy H17fy H18fy 

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ構築･整備        

要素技術の開発        

システム開発        
試験実施        

 

成果取りまとめ        

(単位：百万円) H12fy H13fy H14fy H15fy H16fy H17fy H18fy 

(当初)          
一般会計 

(実績) 800 450 390     

(当初)          
特会（電多） 

(実績)        

(当初)          
特会（石油） 

(実績)        

(当初)          
特会(エネ高) 

(実績)        

(当初)              

３．事業の計画内容 

 

総予算額（計） 
(実績)        

省内担当原課 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 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ 大阪大学大学院薬学研究科教授 西原 力 

委託先 財団法人化学物質評価研究機構 

再委託先 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 

４．研究開発体制 

共同研究先 大阪大学大学院薬学研究科 
５． 実用化、事業化の見

通し 
平成15年度中に化学特性（分解性･蓄積性）予測システムのプロトタイプを完成し、平
成18年度には最終版を完成する。 

６． 今後の展開  

７． 中間・事後評価 中間評価 

８． 研究開発成果 特許（出願）数：なし、投稿論文数：なし、口頭発表数：2件、新聞発表数：3件 

基本計画の変更 平成13、14年度 

変更内容 書式変更、研究開発期間延長 ９． 情勢変化への対応 

評価履歴 事前評価書 

10． 今後の事業の方向
性 

 

作成日 平成15年 3月24日 
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「既存化学物質安全性点検事業の加速化」 

（中間評価） 

評価概要（案） 
 

Ⅰ．総論 
１．総合評価 
環境と調和した健全な経済産業活動と安全・安心な国民生活の実現を図
るため、化学物質の安全性を点検し、国民の健康を守るとともに化学物質
に対する正しい理解を一般に広めることは、非常に重要である。 パブリ
ックヘルスの観点からも当プロジェクトは重要な社会的事業であると位置
付けられ、政策的にも国が行うべき課題であり、その意義は極めて高い。 
「加速化」の一翼を担う、予測システムによる化学物質の属性（物理・
化学性状、分解性、蓄積性等）の推定は世界的な命題であり、当該領域の
更なる進歩と国際的な取り決めや基準の確立を目指して、それに耐え得る
予測システムの構築が望まれる。 
現時点での目標設定は概ね妥当であり、システム構築の基礎となるデー
タベース開発についても事業目標達成に向け、ほぼ計画通りにデータが集
積されつつあり、中間目標のレベルは達成したものと考えられる。 
今後、広く外部からの意見を聞くことや、より複雑な化学物質にも適用

できるように新たな要素技術の導入などに工夫が必要と考えられる。 
 

２．今後に関する提言 
これまで開発してきた方法の適用範囲の明確化を第一に、本プロジェク
トは計画通り進めるべきである。より複雑な化合物に適用できるように新
たなアイデア、指標を取り入れ、新規物質への適用の可能性を追求するこ
とも重要である。また、OECD等への取り組みも望まれる。 
予測システムの精度を上げるために、適用可能な対象物質群や条件など
が常に明確となるよう留意し、システムの特質と適用範囲を明確にするこ
と、また、本プロジェクトに関わる研究者の頭脳（in neuro）を in silico
にいかに翻訳するかについても検討されたい。 
実用化に向けた予測モデルの開発視点から見た場合、既存化学物質全体
の構造的な多様性にも十分留意した計画的な試験データの集積が望まれる。
また、当初選定した物質以外の物質が解析上重要な位置を占めている場合
があり、この場合は解析結果を検討した上で（フィードバックして）、必要
なデータを追加収集し、母集団データの充実を計らねばならない。 
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Ⅱ．各論 
１．事業の目的、政策的位置付けについて 

安全・安心な国民生活の保証、並びに化学物質がもたらす環境負荷低減
への組織的な取り組みの必要性からも本事業は重要であり、PRTR 指定物
質を含む既存化学物質の安全性の点検、評価は焦眉の課題である。この課
題の迅速かつ経済的な実行には充実した施設、優秀な研究員とともに分解
性・蓄積性を高精度に予測するシステムの開発が重要と思われる。 
経済産業省は既存化学物質（約 2 万物質）に関して点検事業を実施して
いるが、これまで約 1,200 物質についての分解性、蓄積性のデータ取得に
留まっており、従来手法で点検を実施すると、すべての点検を終えるには
膨大な年月と資金を要するという状況である。 化学物質の安全性への関
心や不安の高まりに対して、科学的知見に基づき適切な対応を図ることは
極めて重要な課題であることより、本プロジェクトの果たす役割は非常に
大きいと言える。 
化学あるいは化学物質への正しい理解を進める上でも本事業の実施価値
は高い。 

 
２．開発マネージメントについて 

分解性・蓄積性の試験は時間と労力を要する実務であるが、これらデー
タの収 の当初の計画では、使用量などから重要度の高いものを選定した
上で、既存化学物質のうち現状で関心事となっている PRTR 指定物質で未点
検のものに高い優先順位をつけ、点検、評価を実行しようとしている。行
政的な側面も考慮しており、マネージメントは適切になされていると考え
られる。 
「達成度の指標」＝「高精度な Tool開発」という観点からは、シミュレ
ーションのベースとなる既存データの信頼性との関係において、どれ程の
精度を求め得るのか検証し、目標設定の過程を明らかにしておく必要があ
ろう。また、将来に向けた技術蓄積の観点からも本事業での固有の要素技
術の開発にも留意すべきである。 

 
３．研究開発成果について 
   分解性・蓄積性のデータは予定通り収集されており、現時点での目標は
達していると考えられる。 予測システムのロジック、透明性、信頼性、
予測性が開示されており、既存化学物質のみならず新規化学物質の開発段
階における分解性・蓄積性チェックにも有用であると考えられ、応用範囲
は広いと言えよう。 
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検証を充分行い、他のシステムと比較した場合の、本システムの特質を
明示すること、広く世界からのコメントを受け、改良すべき点を探ること、
また、適用可能範囲の特定明確化と、より複雑な化合物に対する新たなア
イデアを取り入れること、方法の拡大をおこなうこと等により汎用性の高
いシステムに仕上げることが望まれる。 

４．実用化・事業化の見通しについて 
実用化も近いと考えられる。 本システムでの“予測”が受理されれば
その科学的、社会的影響は大きいと考えられ、他分野、例えば、哺乳動物
毒性や生態毒性予測等への波及効果も考えられる。 
基盤的な性格が極めて高いプロジェクトであり、成果の広報が非常に重
要である。 
「実用化のシナリオ」という観点からは、国際機関(例えば、OECD)との
調和も考えるべきである。 国内の化審法に合わせた利用を前提とする場
合と、OECD 等での国際標準化を前提とする場合とを考慮して、目標設定に
おける工夫が望まれる。 
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３．評点結果 

2.0

1.8

1.8

2.8

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

 

 
 
＜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 2.8 A A A B A 
２．研究開発マネジメントについて 1.8 A A C C C 
３．研究開発成果について 1.8 B B B  C B 
４．実用化の見通しについて 2.0 B B B B B 


