
 
 

平成２０年度実施方針 
  

バイオテクノロジー・医療技術開発部 
 

 
１．件名：プログラム名 環境安心イノベーションプログラム 

（大項目）構造活性相関手法による有害性評価手法開発 
 
２．根拠法 
 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第１５条第１項第２号 

 
３．背景及び目的・目標 

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を

構築することが必要である。このため、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の構築を目標とした環境安心イノベーション

プログラムを進めている。本研究開発は、環境安心イノベーションプログラムの一環と

して、化学物質の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行うものである。 

経済協力開発機構（OECD）は、１ヶ国で年間 1000 トン以上生産されている高生産量化

学物質（HPV）（約 5000 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

HPV 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（REACH）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（コンピューター内）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 （ ( 定 量 的 ) 構 造 活 性 相 関 :(Quantitative) 

Structure-Activity Relationships 手法を用いた OECD の化学物質有害性予測・評価シス

テム）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無い。

行政における化学物質の審査や規制、事業者の研究開発段階における化学物質のプレス
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クリーニング等に活用できる有害性評価支援システムが望まれている。 

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。 

本プロジェクトは、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

知見を基に、専門家がより的確、効率よく評価出来るように、反復投与による肝臓等へ

の毒性のデータベースを開発する。また、肝臓における代謝物、代謝経路に関するデー

タベースを開発する。さらにこれらのデータベースを統合し、構造活性相関手法やカテ

ゴリーアプローチ等により、最小影響量の範囲を予測する毒性予測モデルを組み込んだ

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。これにより、化学物質のリ

スク評価・管理の効率的な実施に貢献する。 

 

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（５００物質以上）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、①毒性知識情報データベース及び  

②代謝知識情報データベースを開発する。それに基づき、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、公開することを目標とする。 

なお、開発にあたっては、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 への統合も念頭においた汎用性の

高いものとする。 

    

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ことを目標とする。 

     
このため、次の研究開発項目について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 

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

スの開発を行う。 

 

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の基礎的開発を行う。なお、開発に当たっては、

研究開発項目③と連携をとって進める。 

 

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 

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）を基に、

化学構造上の特徴や物理化学的性状と、肝臓等の所見毎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基礎的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、従

来のように分子構造や分子量等だけではなく代謝経路、代謝最終物と関連させ、

肝臓への毒性予測等を表示する有害性評価支援のための基礎的統合プラットフォ

ームを開発する。また、これは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。 

 

４．事業内容及び進捗（達成）状況 
４．１ 平成１９年度事業内容 

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 変異遺伝部長 林 真氏

をプロジェクトリーダーとし、以下の研究開発を実施した。 
 
研究開発項目①「毒性知識情報データベースの開発」 

平成１９年度は研究開発項目③と連携をとり、基礎的開発を行った。 

平成１９年度は、化審法既存化学物質のうち公表されている反復投与毒性試験報告書（約

150 物質）を調査し、各種試験データ・物理化学的性状・化学構造等を整理した。また、毒

性学の専門書を調査し、肝臓に関する毒性作用機序情報を収集・解析・体系化した。さら

に、収集した試験報告書及び作用機序情報を基に毒性知識情報データベースの試作版の設

計と構築を行った。これらの結果、反復投与毒性試験報告書についてその収集と整理、試

験報告書データベース入力フォーマットの決定、データの抽出と入力作業は完了した。毒

性作用機序情報についてはその収集と整理、毒性知識情報データベースの仕様案を作成し

た。現在収集した情報の入力を行っており、年度目標は十分に達成される見込みである。 



（実施体制：（独）製品評価技術基盤機構、富士通（株）、（独）製品評価技術基盤機構－共

同実施先：国立医薬品食品衛生研究所） 
 

研究開発項目②「代謝知識情報データベースの開発」 

平成１９年度は、ラット（約 150 物質）及びヒト（約 50 物質）に関する代謝情報を収集・

解析・体系化した。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・代謝

経路を推定するモデル（代謝推定モデル）を検討した。これらの結果、（1）代謝情報の収

集、（2）データベース作成のためのデータ項目の設定、（3）種差の検討に有効と思われる

情報の抽出に関する成果が得られた。一方、有用な情報の収集が難しい物質がかなり存在

することが判明し、それらについては情報収集法の改良、代謝予測手法利用の拡大が必要

であることが分かった。年度目標はほぼ達成される見込みである。 
（実施体制：（独）製品評価技術基盤機構、富士通（株）、（独）製品評価技術基盤機構－

再委託先：ブルガス大学、富士通（株）－再委託先：国立大学法人東北大学） 

 

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」 

平成１９年度は、有害性評価支援システム統合プラットフォームの詳細な機能要件の整

理を行った。また研究開発項目①で収集する反復投与毒性試験データ（約 150 物質）を用

いて、化学構造上の特徴や物理化学的性状と、肝臓等の症状毎の最小影響量の関係を解析

した。これらの結果、（1）毒性知識情報 DB 並びに代謝知識情報 DB の統合プラットフォ

ームへの連携の仕様案の確定、（2）反復投与毒性試験データを用いた化学物質の直接影響

と考えられる所見の特定、各種検査データ、毒性学的指標等の抽出と整理、（3）カスケー

ドモデルによる部分構造認識のためのシステム環境の整備、最大共通部分構造にもとづく

化学物質群の構造類似性からクラスタリングを行う手法及びシステム開発について成果が

得られ、年度目標は十分に達成される見込みである。 
 

４．２ 実績推移 

  １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

実績額推移（百万円）：      

一般会計  156     

特許出願件数（件）：  0     

論文発表数（報）：  1     

フォーラム等（件）：  1     

 

５．事業内容  

５．１ 平成２０年度事業内容 

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 変異遺伝部長 林 真氏を

プロジェクトリーダーとし、以下の研究開発を実施する。実施体制については、別紙を参

照のこと。  



 

研究開発項目①「毒性知識情報データベースの開発」 
（実施体制：（独）製品評価技術基盤機構、富士通（株）、（独）製品評価技術基盤機構－

共同実施先：国立医薬品食品衛生研究所） 
 平成２０年度は、化審法既存化学物質と共に海外等で公表されている反復投与毒性試験

報告書（約 200 物質）を調査し、これらの物質の各種試験データ・物理化学的性状・化学

構造等を整理する。また、平成１９年度に引き続き、毒性学の専門書を調査し、肝臓に関

する毒性作用機序情報を収集・解析・体系化する。さらに、毒性知識情報データベースの

試作版の検索システムのシステム設計を行う。 
 

研究開発項目②「代謝知識情報データベースの開発」 
（実施体制：（独）製品評価技術基盤機構、富士通（株）、（独）製品評価技術基盤機構－

再委託先：ブルガス大学、富士通（株）－再委託先：国立大学法人東北大学） 
平成 20 年度は、ラット（約 150 物質）及びヒト（約 50 物質）に関する代謝情報を収集・

解析・体系化する。また、平成１９年度に収集した代謝情報と併せてこれらの代謝情報を

解析することにより、代謝推定モデルの試作を行うと共にその信頼性を検証する。また、

代謝知識情報データベースの試作版の設計・構築を行う。 
 

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」 
（実施体制：（独）製品評価技術基盤機構、富士通（株）、（独）製品評価技術基盤機構－

共同実施先：国立医薬品食品衛生研究所、再委託先：ブルガス大学、関西学院大学） 
平成２０年度は、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のシステム設

計を行う。また、研究開発項目①で平成２０年度までに収集する反復投与毒性試験データ

（約 350 物質）を用いて化学構造上の特徴や物理化学的性状と、肝臓等の症状毎の最小影

響量の関係を解析する。解析した結果を基に、構造から最小影響量の範囲を推定するモデ

ル（有害性推定モデル）を検討する。 
 

５．２ 平成２０年度事業規模 

 一般会計： １７１百万円（委託・継続）  

 事業規模については、変動があり得る。 

 

６．その他重要事項  

６．１ 運営・管理 

本研究開発は、全体として１つの研究体制を構築し委託して実施する。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を最大限に活用して効率的に研究

開発を推進する観点から、研究体制には、研究開発責任者（プロジェクトリーダー）を置

き、その下に研究者を可能な限り結集して効果的な研究開発を実施する。 また、適宜、事

業の進捗状況に応じた点検を行い、事業の進捗管理等を実施する。  



 

７．スケジュール  

７．１ 本年度スケジュール  

平成２０年８月下旬・・・・研究開発推進委員会 

平成２１年２月中旬・・・・研究開発推進委員会 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

別紙  

 

「構造活性相関手法による有害性評価手法開発」実施体制  

 
 

 

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

NEDO 技術開発機構 
プロジェクトリーダー

国立医薬品食品衛生研究所 

変異遺伝部長 林 真 

富士通株式会社 
バイオＩＴ事業開発本部

【 再委託 】 【再委託 】 【 再委託】

【 委託 】 【委託】

研究開発推進委員会

（共同 実施 ） 
国立医薬品食
品衛生研究所

国立大学法人東北大学 
大学院薬学研究科

ブルガス大学
Laboratory of 

Mathematical Chemistry

関西学院大学 
理工学部

注 1

安全性生物試験研究センター


