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NITE 化学物質管理分野 
構造活性相関に関する取り組み 

（独） 製品評価技術基盤機構 (NITE)  

化学物質管理センター 
化学物質のリスク評価と安全管理を推進 

製品の安全、信頼、並びに環境・エネルギーについて、技術上の価値に関
する情報を創出し、伝統産業・文化の観点を含めた評価基準を開発すると
ともに、国際展開を進め、豊かで誇りの持てる社会の形成に貢献する 

安全審査課 化審法関連業務を担当 

化審法新規化学物質の審査関連業務 

化学物質管理における構造活性相関手法の利用 

化学物質名称室 
化審法及び安衛法の化学物質の公示名称付与業務 
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講義内容 

1. 構造活性相関手法(QSAR)とは 

2. QSARソフトウェアによる予測例 

  2-1. 生分解性 
  2-2. 生物濃縮性 

3. カテゴリーアプローチによる予測例 

  （生物濃縮性） 

4. 有害性評価支援システム統合プラット
フォーム（HESS）の開発及び公開 

5. 化学物質管理における構造活性相関手法
の国内外の状況 
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１．構造活性相関手法とは 
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構造活性相関 

 物質の化学構造上の特徴（又は物理化学定数）
と生物学的な活性（例えば、分解性、蓄積性、各種
毒性エンドポイントなど）との相関関係を指す。 

 既に試験が実施された化学物質の化学構造と試
験データ（トレーニングセット）を用いて、これらの
相関関係を明らかにする（構造活性相関モデルを
作成する）ことにより、未試験の化学物質の生物
学的活性が化学構造から予測可能となる。 

5 



構造活性相関手法の課題及び必要性 

• 市場に流通する安全性試験データのない化学
物質の数が多く、また、安全性試験の実施に
はコストと時間がかかることから、それらの安
全性評価が大きな課題となっている。 

• 世界的に動物愛護の観点から、動物実験の削
減・廃止の流れが近年急速に進んでいる。 

こうした動向に対応するため、化学物質管理に
おける構造活性相関手法の活用やその適用
範囲の拡大が強く望まれている。 
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構造活性相関に関連する用語（１） 

トレーニングセット： 

構造活性相関モデルの作成に用いられた実
測試験データのセット。トレーニングセットなし
に構造活性相関モデルを作成することはでき
ない。一般に、評価したい未試験物質と類似
な物質がトレーニングセットに多く含まれてい
るほど、推計精度が高い傾向にある。 
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構造活性相関： 

Structure-Activity Relationship (SAR) 

定量的構造活性相関： 

Quantitative Structure-Activity Relationships (QSAR) 

定性的な構造活性相関を「SAR」、定量的な構造活性相
関を「QSAR」を表記し、両方を指す場合は「(Q)SAR」と表
記する場合がある。 

一方、「QSAR」と表記されているものでも、定性的な構
造活性相関を含めて指している場合もある。 

→ 表記方法は統一されていない。 
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構造活性相関に関連する用語（２） 



 バリデーション： 

構造活性相関モデルを検証し、その信頼性を立証するプロ
セスのこと。モデルの適用範囲、頑健性、予測精度などを評
価する。OECDでは、構造活性相関モデルの行政利用を目的
とし、バリデーションを行うための5項目から成るOECD 
(Q)SARバリデーション原則を定めている（p.69参照）。  

 内部バリデーション： 

モデルの信頼性をトレーニングセットを用いて検証すること。 

 外部バリデーション： 

モデルの信頼性をトレーニングセットに含まれていない物質
のデータセットを用いて検証すること。 

 クロスバリデーション： 

トレーニングセットの中から一部のデータを抜いてモデルを
作成し、抜いたデータに対し予測精度を求めること。 
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構造活性相関に関連する用語（３） 



フォールスネガティブ（偽陰性）： 

構造活性相関モデルにおいて、実際は陽性（有害）の
ものを陰性（無害）と予測する事象のこと。FN（False 
Negative）と略される場合もある。 

フォールスポジティブ（偽陽性）： 

構造活性相関モデルにおいて、実際は陰性（無害）の
ものを陽性（有害）と予測する事象のこと。 FP（False 
Positive）と略される場合もある。 

化学物質管理における構造活性相関の活用にお
いては、フォールスネガティブを減らすことが重要
視される。 
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構造活性相関に関連する用語（４） 



 in vivo: 
 「生体内で（の）」という意味。生体に直接被験物質を投与し、
生体内及び細胞内での反応を検出する試験をin vivo試験と
いう。 

 in vitro: 
 「試験管内で（の）」という意味。試験管や培養器のような人
工環境下での反応を検出する試験をin vitro試験という。 

 in silico:  

「コンピュータ内で（の）」という意味の造語。コンピュータを用
いたデータ分析、シミュレーションなどの様々な評価方法のこ
とをいう。（構造活性相関を含む。） 

 エンドポイント： 

化学物質の有害性評価の指標とする項目。例えば、分解性、
生物蓄積性、変異原性、魚類急性毒性など。 
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その他の用語は････ 

構造活性相関に関する用語集：http://www.nite.go.jp/chem/qsar/qsar_glossary.html  

構造活性相関に関連する用語（５） 

http://www.nite.go.jp/chem/qsar/qsar_glossary.html
http://www.nite.go.jp/chem/qsar/qsar_glossary.html


In silico評価手法 
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コンピュータを用いた有害性評価手法のこと。 

最近では、シミュレーション技術のみではなく、in 
vitroやin vivoなどの既存の情報及び暗黙知を活用
するComputational Toxicology及びComputational 
Chemistryを含むものとして表現される。 

 In silico評価手法の例 
– 定量的構造活性相関（QSAR） 

– カテゴリーアプローチ 

– TTC（毒性学的懸念の閾値） 

– ADME（吸収・分布・代謝・排泄）予測 

– メカニズムをベースにしたヒトにおける毒性予測 

– データ・情報の統合、暗黙知を含めた知識の体系化 他 

 

 



２．QSARソフトウェアによる予測例 
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２－１．生分解性 

～分解度試験とは～ 

化学物質 
＋汚泥（微生物） 

→ 酸素消費量を測定 

試験期間： 28日間 

BOD分解度（％） = 

 

酸素消費量の測定値 

 化学物質が完全に酸化された場
合に必要な理論的酸素要求量 
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 微生物等による化学物質の分解性を評価するための試験 

 化審法ではOECD TG 301C法の結果から評価 

 BOD分解度< 60％で難分解判定 



２－１．生分解性 

～生分解性QSARソフトウェアの例～ 

モデル名 開発者 トレーニングセット 公開形態 

BIOWIN 
US EPA 
SRC 

化審法既存化学物質 
５８９物質 

US EPAのHPから無料
でダウンロード可能 

CATABOL ブルガス大学 
化審法既存化学物質 
７４５物質 

市販品 
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２－１．生分解性 

～BIOWINの画面イメージ（入力画面）～ 
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２－１．生分解性 

～BIOWINの画面イメージ（予測結果）～ 
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OECD TG 301Cにおける
分解性を推計するモデル 



42の部分構造及び分子量を記述子とし、下式により予測がなされる。Yj が
0.5以上で易分解性、0.5未満で難分解性と判定される。 

 

 

• Yj： 物質Jが易分解性となる可能性 

• fn： 物質Jの部分構造nの数 

• an： 部分構造nの回帰係数 

• MW： 分子量 

• am： 分子量の回帰係数 

•  a0： 定数項 

 

MWafafafaaY
mnnj


22110

クロロベンゼンの予測 

0.5未満なので難分解予測 

記述子
回帰
係数

数量 合計

Ar-Cl 0.006 1 0.006

Ar-H 0.008 5 0.041

MW -0.003 113 -0.335

定数項 0.712

合計 0.424

Cl

分解性に対する各部分構
造の寄与を数値で表現 

（回帰式モデル） 
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２－１．生分解性 

～生分解性予測の方法（BIOWIN5）～ 



２－１．生分解性 

～CATABOLの画面イメージ（入力画面）～ 
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２－１．生分解性 

～CATABOLの画面イメージ（予測結果）～ 
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２－１．生分解性 

～生分解性予測の方法（CATABOL）～ 

・・・
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 （897/1103） 
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難分解 
的中率 84％ 

易分解 
的中率 72％ 
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２－１．生分解性 

～CATABOLの予測性～ 



２－２．生物濃縮性 

～濃縮度試験とは～ 

生物濃縮係数（ＢＣＦ）＝ Cf / Cw 

 Cf : 平衡時の魚体中の化学物質濃度 

 Cw: 平衡時の水中の化学物質濃度 

試験水（水、化学物質、酸素etc.) 

化審法の試験法 （OECD TG 305) 

方式：流水式、２濃度区（または1
濃度区） 

魚種：    コイ（主に） 

試験温度： ２５±２℃ 

暴露期間： ２８日間（主に） 排水 

 化審法では、濃縮度試験の結果から生物蓄積性を評価 

 BCF=5,000が生物蓄積性の判定基準 

Cf 

Cw 

23 



２－２．生物濃縮性 

～生物濃縮性QSARソフトウェアの例～ 
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モデル名 開発者 トレーニングセット 公開形態 

BCFBAF 
US EPA 
SRC 

化審法既存化学物質 
527物質 

US EPAのHPから無料
でダウンロード可能 

Baseline ブルガス大学 
化審法既存化学物質 
705物質 

市販品 



２－２．生物濃縮性 

～BCFBAFのトレーニングセットにおける
logBCFとlogPの関係～ 
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２－２．生物濃縮性 

～生物濃縮性の予測方法（BCFBAF）～ 
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log P

非イオン性物質

イオン性物質

log BCF 
= 0.77 log P - 0.70

log BCF
= - 1.37 log P + 14.4 

１．化学構造からlogP（推計
値）を推計（またはlogP 
実測値を入力） 

２．化学構造に応じたlogPと
logBCFの相関式を選択 

３．logBCF（推計値）を算出 
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非イオン性物質 

イオン性物質 

logP（推計値または実測値）に
応じてlogBCFを定性予測 

 logBCF = 0.50 (log P < 5) 

logBCF = 0.75 (log P = 5～6) 

logBCF = 1.75 (log P = 6～7) 

logBCF = 1.00 (log P = 7～9) 

 logBCF = 0.50 (log P > 9) 
図．BCFBAF(regression-basedモデル)

のlogBCFの推計方法 



２－２．生物濃縮性 

～生物濃縮性の予測方法（Baseline）～ 
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図．BaselineモデルのlogBCFの推計方法 

１．logP（推計値または実測
値）を用いてlogBCF 
max（logPから推定される
BCFの最大値）を推計。 

２．logBCFmaxから生物濃

縮性を低減させる要因
（FMeta、FMs、FI）を補正し
て、logBCFを推計する。 

P:1-オクタノール/水分配係数 

FMeta：代謝性の係数 

FMs：  分子サイズの係数 

FI：     解離性の係数 

a、n、Fw：定数 



28 

-1

0

1

2

3

4

5

-1 0 1 2 3 4 5

lo
gB

CF
（

実
測

値
）

[-
]

logBCF(推計値）[-]

○：536物質 

×：220物質 

    ：BCF5倍マージン ○：BCF実測値が明確に測定されている物質 

    ：BCF10倍マージン ×：BCF実測値が検出限界未満の物質 

２－２．生物濃縮性 
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比較結果（既存化学物質756物質）～ 
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３．カテゴリーアプローチによる 
 予測例（生物濃縮性） 
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カテゴリーとは、 構造類似性により物理化学的及び毒性学的特性が類似又は
規則的なパターンを示すと考えられる化学物質のグループ。構造活性相関
[(Q)SAR]や類推(Read-across)によるデータギャップ補完を行う。 

カテゴリーアプローチとは？ 

カテゴリー 
Ａ カテゴリー 

Ｂ 

信頼性のあるカテゴリーを作成する
ためには、科学的根拠を基にカテゴ
リー化を行うことが必要 

毒
性
等 

化学構造上の特徴等 

試験済み 

物質群 

(Q)SAR 

Read-
across 

透明性の高い評価が可能なことから化学物質管理分野におけるデータギャップ
補完手法の国際的な主流となっている。 
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カテゴリーアプローチによる生物蓄積性類推例 

http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/kizon0912.html 
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４．有害性評価支援システム統合プ
ラットフォーム（HESS）の開発及び
公開 
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有害性評価支援システム統合プラットフォーム（HESS） 
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化学物質の反復投与毒性試験情報、代謝情報、毒性
作用機序情報などを用いて、未試験物質の反復投与
毒性の評価を支援するためのシステム
（http://www.nite.go.jp/chem/qsar/hess.html） 

Target 

chemical Analogs 

Data gap 



HESSの開発プロジェクト 

NEDO/経済産業省委託事業： 
「構造活性相関手法による有害性評価手法開発」 

実施期間：平成19年度～平成23年度 

基本計画：化学物質のリスク評価におけるヒト健康影響の評価に
際し、安全性試験データがない化学物質に対し、類似化学物質の
反復投与毒性試験データやその他の既知見を用いて、カテゴリー
アプローチ等の手法により反復投与毒性を推定できるよう必要と
なる判断材料を評価者（専門家）に提供するデータベース及び評
価支援システムを開発する。 

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開発する。 

・ 毒性、病理の専門家の主導によりシステムを開発する。 

・ 国際的に利用されるシステムの開発を目指す（OECDと連携）。 
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２８日間投与 １４日間回復 

28日間反復投与毒性試験とは 
目的：動物に被検物質を一定期間毎日反復投与したときに現れる生体の機能

及び形態の変化を観察することにより、被検物質の毒性を明らかにす
ることを目的とする。 

齧歯類(原則ラット) 

体重・摂餌量・摂水量・一般状態 

検査 検査 
検査項目：血液形態学的検査 

       血液生化学的検査 

       神経学的検査 

       尿検査 

       病理学的検査 臓器重量 

                 剖検所見 

                 組織学的検査 

無影響量（ＮＯＥＬ) 

No Observable Effect Level 
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開発システムの構成 

類似物質の 
反復投与試験情報 
作用機序情報 
評価対象物質 
のカテゴリー情報、 
推定される毒性等 

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 

 毒性知識情報DB 

代謝知識情報DB 

ヒト・ラット代謝関連情報DB 
（P450代謝予測モデル） 

ラット代謝マップDB 
及び代謝シミュレータ 

未試験物質の 
反復投与毒性 

入力 

出力 

ユーザー 

OECD QSAR Toolbox 
互換性 

Ｈ
Ｅ
Ｓ
Ｓ 

Ｄ
Ｂ 

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 

ベ
イ
ジ
ア
ン
ネ
ッ
ト
を 

活
用
し
た
毒
性
予
測
機
能 

エキスパートジャッジ 

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
） (Web) 

判
断
材
料 



強制
経口

混餌 飲水
28-30

日

約42

日※

12-17
週

厚労省 / 国衛研 化審法試験 268 0 0 144 122 2 268

経産省 / ＮＩＴＥ 試験 50 0 0 27 23 0 50

米国NTP短期試験 20 22 15 4 0 53 57

米国NTP長期試験 (予備試験) 66 49 9 2 0 122 124

Journal Paper 19 12 0 18 3 10 31

合計 423 83 24 195 148 187 530

（試験数）

報告書群

投与経路 投与期間

合計

※ 併合試験。雄ラットの反復投与毒性試験データのみ使用。

収載した試験報告書 
一般化学物質（500物質）に対するラットの反復経口投与毒性試験報告書。（GLP準

拠の類似した試験条件下で行われ、詳細なデータが公表されているものを選定）。 
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評価対象 類似物質 

③類似物質の毒性値から類推 

②該当するカテゴリーの試験
済みの類似物質を表示 

①該当する
毒性カテゴ
リーを検索 

HESSを用いた予測のイメージ 



５．化学物質管理における構造活
性相関手法の国内外の状況 
    ～国内の状況～ 

39 



新規化学物質の生物蓄積性の類推に 
基づく判定について 

40 

平成25年9月27日に３省（厚生労働省、経済産業省、環境省）のHPから公表 

経済産業省のHP: 

http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasin

hou/files/todoke/shinki/130927_seibutsuchikuseki.pdf  

http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/todoke/shinki/130927_seibutsuchikuseki.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/todoke/shinki/130927_seibutsuchikuseki.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/todoke/shinki/130927_seibutsuchikuseki.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/todoke/shinki/130927_seibutsuchikuseki.pdf


公表された運用ルール案のポイント 

A. 構造類似を根拠とした類推による判定 

蓄積性QSARの予測結果をエビデンスとして用いること

により、類推を根拠とした蓄積性の判定の適用範囲が
広がった。 
→類推による蓄積性の判定の適用範囲が、原則

BCF100倍未満からBCF500倍未満に拡大 

B. HPLCによる親水性（極性）比較を根拠とした判定 

分解度試験において生成する単離・推定が困難であ
る分解生成物の蓄積性を親物質の蓄積性と両者の親
水性との比較結果から評価可能なことが明示された。 
→濃縮度試験が不要となるケースを明確化することに

より、試験に関わる時間を短縮 

41 



A. 構造類似を根拠とした類推による判定 

～過去に審議済みの物質のデータ解析～ 

42 

【解析内容】 
過去の化審法新規化学物質のデータ（2009年4月～2013年7
月分）から、濃縮度試験が行われている377物質の生物濃縮
係数（Bioconcentration Factor:BCF）の実測値及び推計値*1の
比較を行った。 

BCF推計値500倍未満の212物質の中で、BCF実測値
が500倍を超えたのは7物質（約3%）であった。 

*1 BCFBAF ver.3.01（EPI SUITE）及びBCF base-line model 
ver.5.11.9（OASIS Catalogic）を用いて算出 



A. 構造類似を根拠とした類推による判定 

～類推を適用できるケース～ 

• 評価対象となる物質（A)及びその類似物質（B)が、
次の３つの条件に当てはまる場合 

43 

1. 原則としてＢのＢＣＦの実測値が５００倍未満であること 
2. ＡとＢの構造が類似していること（ＡとＢが光学異性体、

または基本骨格が同じで一部分が変化した関係にある
場合） 

3. 構造からＡの蓄積性はＢと同程度に低いかそれより低い
と合理的に推測されること（ＡのＢＣＦのＱＳＡＲ推計値
が、Ｂの実測値及び推計値と同程度か小さい場合） 

化学物質Ａの蓄積性は、化学物質Ｂと同程度また
はそれより低く、「高濃縮性でない」と評価する 

上記の１～３の 
条件を満たす場合 



A. 構造類似を根拠とした類推による判定 

～未点検既存化学物質の蓄積性の類推例～ 
評価対象物質Ａの蓄積性は、BCFの実測値が500倍未

満の類似物質Ｂ、Ｃよりも低いと合理的に推測される
ことから、「高濃縮性でない」と類推可能 

44 

＊2 BCFBAF v.3.01(US EPA)を用いて算出 

物質名 分子構造 BCF(推計値） *2 BCF(実測値） 

評価対象 

物質 

（A） 
196 

「高濃縮性で
ない」と類推 

類似物質 

（B） 
481 485 

類似物質 

（C） 
433 491 



B. HPLCによる親水性（極性）比較を根拠とした判定 

～ルール公表前の運用～ 
• 現行の化審法の審査において、生分解性試験で生成した分

解生成物（推定構造で可）及び単離・推定が困難な分解生成
物は、親物質の蓄積性と逆相ＨＰＬＣによる親物質と分解生
成物との親水性（極性）の比較結果から、分解生成物の蓄
積性が評価されているケースがある。 

親物質 
分解生成物 

（可能な限り構造
推定を行ったもの） 
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例えば･･ 
1. 親物質が「高濃縮性でな

い」と判定されている 
2. 親物質よりも分解生成物

の方が親水性が高い 

逆相HPLCの測定結果 

分解生成物の蓄積性は「高
蓄積性でない」と評価 



B. HPLCによる親水性（極性）比較を根拠とした判定 

～過去に審議済みの物質のデータ解析～ 

46 

【検討内容】 
•過去に審議済みの化審法新規化学物質のデータ（1999年度
～2011年度分まで）から、分解度試験で分解生成物を生じて
いる679物質を調査 
•親物質と分解生成物の蓄積性が比較可能な73物質のデータ
について、両者の蓄積性の比較を行った。 

蓄積性が比較可能な73物質中の約90%以上の物質において、
分解生成物の蓄積性は、親物質と同程度または低い傾向に
あることがわかった。 



B. HPLCによる親水性（極性）比較を根拠とした判定 

～親水性比較により蓄積性を評価できるケース～ 

1. 分解生成物Ｂが生物蓄積性が既知である親物質Ａと構造
が類似している 

2. Ｂの親水性（極性）がＡよりも高いことが逆相ＨＰＬＣにより確
認されている。 

3. Ａが高濃縮性でない（原則、実測ＢＣＦは５００倍未満）かつ
親水性が一定以上（logPowは６以下） 
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分解生成物の蓄積性は、親物質と同程度または
それより低く、「高濃縮性でない」と評価する 

上記の１～３の 
条件を満たす場合 

親物質（Ａ）及びその分解生成物（Ｂ）が、次の３つ
の条件に当てはまる場合 
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分解度試験で生成した分解生成物（推定構造で可）について、
親物質のBCFが５００倍未満であり、逆相ＨＰＬＣ分析の結果、
分解生成物が親物質よりも親水性（極性）が高いことから、親
物質の蓄積性から分解生成物の蓄積性が類推が可能 

分解生成物が親物質よりも親水性が高い 

親物質 分解生成物 

B. HPLCによる親水性（極性）比較を根拠とした判定 

～既存物質の評価例①～ 



親物質

ClCc1ccc(-c2ccc(CCl)cc2)cc1

実測値 4.5 (HPLC法)
推計値*3 5.36

第１濃度区(10μ l)：
BCF = ≤5
第２濃度区(1μ l)：
BCF = ≤48

BCFBAF*4 1585
logBCFmax*5 2045

分子構造

logPow

BCF（実測値）

BCF
（推計値）

4,4-Biphenyl
dimethanol

Converted 
Product A

Converted 
Product B

Converted 
Product C

OC(=O)c1ccc(-c2ccc(C(O)=O)cc2)cc1構造不明

分子構造
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親物質 

（試験済み） 

分解生成物 

（未試験） 

親物質のBCFは500未満 
LogPowは6.0以下 

かつ 
分解生成物は親物質よりも
親水性が高い（p.48参照） 

B. HPLCによる親水性（極性）比較を根拠とした判定 

～既存化学物質の評価例②～ 

「高濃縮性でない」
と類推可 

*3 KOWWIN v.1.68(US EPA)を用いて算出  *4 BCFBAF v.3.01(US EPA)を用いて算出 

*5 BCF base-line model ver.5.11.9（OASIS Catalogic）を用いて算出 



化審法：新規届出物質のＱＳＡＲ計算 
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○化学物質審議会では、判定を行う新規化学物質について、分解性、蓄積性、
変異原性（Ames）、生態毒性のQSAR計算の結果を紹介し、試験結果と比較。
知見の蓄積を図っている。 

＜新規審査で参考として使用しているＱＳＡＲ＞ 

分解性、蓄積性ＱＳＡＲ結果（イメージ） 

ＱＳＡＲモデル等 

分解性 BIOWIN、CATABOL 

蓄積性 BCFBAF、Baseline、 
NITEカテゴリー 

生態毒性 ECOSAR、KATE、TIMES 

Ames試験 DERECK、MCase、AdWorks 

経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室より許可を得て掲載 



化審法：有害性情報の公開 
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○in silico評価結果の信頼性向上には、引用される試験データの充実が重要。こ
のため、届出者のin silico評価を促すため、構造類似物質からの蓄積性類推

での活用を想定して、新規公示物質およびその変化物である既存化学物質
の蓄積性の試験結果を公表。 

○このほか、類推評価をより一層可能とするため、分解性、蓄積性については、
新規公示物質およびその変化物である既存化学物質について判定結果を公
表。さらに、審査シートの公開を順次行っているところ。 

蓄積性の試験結果の公表 
判定結果の公表 



化審法：既存化学物質リスク評価での活用 
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 スクリーニング評価における暴露クラスの算出の際に考慮される分解性の
判定については、過去の判定結果に基づく類推を利用。（暴露クラス4以上
のものについては実施済み。） 

スクリーニング評価 

リスク評価（一次）Ⅰ～Ⅲ 

有害性調査指示 

第二種特定化学物質に指定 

優先評価化学物質に指定 

一般化学物質 

リスク評価（二次） 

類似化学物質の分解性との比較による 
分解性未判定物質の良分解判定 

判定日 
化学物質審議会 

審査部会 

良分解 

判定物質 

H23.1.21 ２物質 

H24.1.27 ４物質 

H24.7.27 ５３物質 

H24.12.21 ５３物質 

H25.7.19 ９物質 

これまで約１２０の既存物質を 

類推により良分解判定。 



分解性未判定物質の類推による 
良分解判定（予測例１） 

区分 評価対象化学物質 安全性既知の類似物質１ 安全性既知の類似物質２
CAS番号 112-75-4 112-18-5 124-28-7
官報公示
整理番号

2-176 2-176 2-176, 2-185

構造式

分解性 -

良分解性
（平成11年9月22日判定）

分解度試験（標準法：28日間）
BOD：74%（74,62,87）
GC： 100%（100,100,100）

良分解性
（平成元年5月17日判定）

分解度試験（標準法：28日間）
BOD：56%（51,72,46）
TOC：94%（99,94,90）
GC： 100%（100,100,100）

*6 平成25年7月に開催された3省合同化学物質審議会の公開資料から抜粋 

（Ｎ，Ｎ－ジメチルテトラデカン－１－イルアミンの良分解類推*6 ） 
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54 *7 化学物質審議会資料（平成24年12月分）より抜粋、一部修正 

評価対象物質と類似物質は、類似な代謝経路によって分解される
（p.55、56参照）と考えられるため、評価対象物質は良分解性と評価
する。 

区分 評価対象物質 安全性既知の類似物質１ 安全性既知の類似物質２ 安全性既知の類似物質３

化学物質名 ２－フェノキシエタノール
アニソール

（別名　メトキシベンゼン）
フェネトール

(別名　エトキシベンゼン)
フェニルグリシジルエーテル

CAS番号 122-99-6 100-66-3 103-73-1 122-60-1
官報公示
整理番号

3-558, 7-78, 9-1277 3-556 3-557 3-559

構造式

分解性

文献データ（情報源：SIDS Dossier）
試験条件：OECD TG301F
試験条件の詳細：
好気的、activated sludge
被験物質濃度 30 mg/L
分解度（28日）：90％
試験期間中の分解度：
10% / 3days; 60% / 4days
（信頼性ランク：1A）

良分解性（昭和54年10月24日判定）

分解度試験（標準法：28日間）
BODによる平均分解度： 56%
TOCによる平均分解度： 86%
GCによる平均分解度 ：100%

良分解性（昭和54年12月17日判定）

分解度試験（標準法：14日間）
BODによる平均分解度：63%
TOCによる平均分解度：88%
GCによる平均分解度：100%

良分解性（昭和57年10月19日判定）

分解度試験（標準法：28日間）
BODによる平均分解度： 24%
TOCによる平均分解度： 25%
※ジオール体の生成を確認

分解度試験（逆転法：28日間）
BODによる平均分解度：    51%
TOCによる平均分解度：    49%
HPLCによる平均分解度：   98%
HPLCによる平均分解度*： 66%
※ジオール体の生成を考慮した値

分解性未判定物質の類推による 
良分解判定（予測例２） 



（参考1）分解性QSARソフトから予測された２－フェノキ
シエタノール及びその類似物質の代謝経路①  
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P=1.000 P=1.000 

P=0.678 

評価対象物質（２－フェノキシエタノール）の代謝経路 

類似物質１ 

物質A 

類似物質１の代謝経路 

P=1.000 

類似物質１ 

※ Catalogic ver5.11.5を用いて予測 

Pは代謝の反応確率  
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P=1.000 P=1.000 

P=1.000 

類似物質３の代謝経路 

物質A 

類似物質２の代謝経路 

P=0.103 
類似物質１ 

P=0.678 

P=0.103 ※ Catalogic ver5.11.5

を用いて予測 

Pは代謝の反応確率  

（参考1）分解性QSARソフトから予測された２－フェノキ
シエタノール及びその類似物質の代謝経路②  



医薬品中に含まれる遺伝毒性不純物 

57 国立医薬品食品衛生研究所変異遺伝部 本間博士より許可を得て掲載 



医薬品の遺伝毒性不純物問題の背景 
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 遺伝毒性発がん物質のリスクアセスメントの手法の進歩 

• ハザードの同定からリスクアセスメントへ 

• TTC（毒性学的懸念の閾値）による遺伝毒性物質のリスク管理の進展 

• (Q)SARによる遺伝毒性の予測の進歩 

 遺伝毒性不純物に関する欧米のガイドラインの発表 

• EMEAガイドライン”Guideline on the limits of genotoxic 
impurities“ (2006.6) 

• FDAドラフトガイドライン”Genotoxic and Carcinogenic Impurities in 
Drugs Substances and Products: Recommended Approach and 
Acceptable Limit”(2008.12) 

• ICH M7「潜在的発がんリスクを低減するための医薬品中DNA反応性
（変異原性）不純物の評価及び管理」ガイドライン (2014. 06. 05 
Step4 ) 

国立医薬品食品衛生研究所変異遺伝部 本間博士より許可を得て掲載 



ICH-M7 ガイドラインと、主なポイント（安全性） 
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 対象は低レベルでDNAに直接損傷
を与える変異原物質(Mutagens)の

み。変異原性はエームス試験によ
り評価する。 

 エームス試験の替わりに構造活性
相関（QSAR)によるin silico手法を用

いて変異原性を評価することがで
きる。 

 毒性学的懸念の閾値(TTC)の適用 

ICH: International Conference on Harmonisation of 
Technical Requirements for Registration of 
Pharmaceuticals for Human Use（日米EU医薬品規
制調和国際会議）の略称 

ICH-M7 潜在的発がんリスクを低減
するための医薬品中DNA反応性（変

異原性）不純物の評価及び管理 
2014年6月 

国立医薬品食品衛生研究所変異遺伝部 本間博士より許可を得て掲載 



構造活性相関（(Q)SAR） による変異原性の評価 
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インシリコにより、細菌を用いる変異原性試験の結果を予測する。
互いに相補的な2種類の（Q）SAR予測法を適用すべきである。一
つは、専門的経験に基づくルールベースの方法、二つ目は統計
ベースの方法とする。 

国立医薬品食品衛生研究所変異遺伝部 本間博士より許可を得て掲載 

https://www.lhasalimited.org/derek_nexus/
http://www.lhasalimited.org/
http://www.compudrug.com/
http://www.opentox.org/
http://www.strandls.com/sarchitect/index.html
http://www.leadscope.com/index.php
http://oasis-lmc.org/
http://www.ohloh.net/p/toxtree
http://www.oecd.org/
http://www.scimatics.com/jsp/qsar/QSARIS.jsp
http://www.epa.gov/
http://www.prousresearch.com/Home.aspx
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エームス試験予測
QSARモデル向上
のための国際共
同プロジェクト  

国立医薬品食品衛生研究所変位遺伝部 

本間博士より許可を得て掲載 

日本の安衛法の12,000物
質のエームス試験結果を
活用してQSARモデルを
改良中 



５．化学物質管理における構造活
性相関手法の国内外の状況 
    ～海外の状況～ 
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米国TSCAにおける活用例 

有害物質規制法（TSCA）の製造前届出制度（PMN） 

• 届出後、90日以内でリスク評価
を実施 。 

• 実測試験データがない評価項目
については、構造活性相関を用
いて評価を行い、必要な場合、
実測試験データの提出を求める。 

 

 

事業者 

米国環境保護局（US EPA） 

届出 

毎週40-50件程度の届出。 

その約65%に実測試験データが存在しない。 

生態毒性及び環境中運命を予測する目的
でQSAR （Estimation Programs 

Interface Suite:EPI Suite）を開発 
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EU REACHにおける活用例 

REACH（Registration, Evaluation, Authorization and 

Restriction of Chemicals） 

化学物質の登録、評価、許可、制限に関する規則 

事業者 

欧州化学品庁 （ECHA） 

実測試験データがない試験項目について、
事業者自身が構造活性相関やカテゴリー
アプローチによる評価を行い、その結果を
提出する。 

ECHAはその結果を確認し、不
適切と判断された場合は、実測
試験データの提出を求める。 

登録 
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REACH登録における代替試験の扱い 

• 動物の使用を回避する方法 
– 類似物質の情報の使用（グルーピング、Read-across） 

– 種々の情報源の情報の結合（Weight of evidence） 

– 細胞、部位、臓器を用いた試験（in vitro） 

– コンピュータモデリング（QSAR） 

• 試験を省略するその他の根拠 
– 例えば、低い暴露量の考慮など 

• 動物試験 
– 既存の試験データの利用 

– 最終手段として新規試験の実施 

– 長期試験については試験実施提案 

 65 

動物試験は最終手段としてのみ実施すべきことが原則であり、
事業者が有害性情報を登録する種々の方法を提供している。 



REACH における生物蓄積性の登録状況 
（100～1,000トン/年） 

66 
ECHA, The Use of Alternatives to Testing on Animals for the REACH Regulation (2014) 



OECD化学品合同会合の活動分野（2013-2016） 
: in silico評価手法関連 

67 

 Task Force on Hazard Assessment  
化学物質の安全性の共同評価および評価手法の開発 
• 化学物質共同評価プログラム（CoCAP）  
• QSAR、カテゴリーアプローチを用いた評価のガイダ

ンス文書の開発 
          など 

Task Forceの下に次のような作業部会がある。 
• OECD QSAR project 
• Molecular Screening and Toxicogenomics 
• Integrated Approaches to Testing and 

Assessment（IATA）（試験及び評価に関する統合
的アプローチ） 



 構造活性相関の行政利用を推進する活動を目的とし、２００３
年１月にＯＥＣＤ加盟国のＱＳＡＲの専門家を中心としたグ
ループとして設立された。 

 現在の名称は「QSAR Toolbox Management Group」。 

 年２回程度の会合を実施。 

 我が国からは、国立医薬品食品衛生研究所、 国立環境研
究所、ＮＩＴＥが参加。 

 主なワークアイテム 

① QSARバリデーション原則の確立 

② QSAR行政利用のためのガイダンス文書の作成 

③ OECD QSAR Toolboxの開発 

OECD QSAR project 

OECD QSAR Toolbox: 

http://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-assessment/theoecdqsartoolbox.htm   68 
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①QSARバリデーション原則の確立 

行政利用に用いる (Q)SARモデルは、次の点を検証すべ
きである。 

  １．エンドポイントの定義  

  ２．曖昧さのないアルゴリズム  

  ３．適用範囲の定義  

  ４．適合度、頑健性、予測性の適切な評価  

  ５．可能ならば、メカニズムに関する解釈 

2004年11月 OECD第37回化学品合同会合にて合意。 
*OECD. 2007. OECD Environment, Health and Safety Publications Series on Testing and Assessment No. 

69, Guidance Document on the Validation of (Quantitative) Structure-Activity Relationships [(Q)SAR] 

Models. 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono(2007)2&doclangu

age=en  
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② QSAR行政利用のための 
ガイダンス文書の作成 

QSARバリデーションのガイダンス文書、QSAR

の行政利用のガイダンス文書として、次の文
書の作成及び公開した。 
• OECD Report on the Regulatory Uses and Applications in 

OECD Member Countries of (Q)SAR Models in the 
Assessment of New and Existing Chemicals (OECD, 2006a) 
summarises the experience of OECD member countries 
with QSAR applications.  

• OECD report on the principles for the validation, for 
regulatory purposes, of (Q)SAR models (OECD, 2004) and 
an accompanying OECD guidance document (OECD, 2007a). 
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③OECD QSARToolboxの開発 
～開発の経緯～ 

当初は、ＱＳＡＲモデルのライブラリを主体としたシ
ステムとして計画されていた。 

しかしながら、 ＯＥＣＤ ＱＳＡＲグループメンバー間
では、ＱＳＡＲモデルの予測結果のみでは、行政利
用における判断根拠が不十分であるとの認識が高
まってきた。 

そこで、最終的には、カテゴリー作成を支援する機
能及びカテゴリーアプローチによるデータギャップ補
完を支援する機能と共に、カテゴリー化の根拠を第
三者に明確に示す機能が主体のシステムとなった。 
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③OECD QSARToolboxの開発 
～機能の概要～ 

 蛋白結合やDNA結合などの反応様式に基づき、毒性発現の
原因となる部分構造を認識する機能（プロファイラー）と、各国
から提供された物理化学的性状、分解性、蓄積性、反復投与
毒性などの各種エンドポイントの実測試験データのデータベー
スが実装されている。 

 ユーザーは、プロファイラーにより毒性発現の原因となる共通
の部分構造を有する物質群（カテゴリーの候補）を効率よく認
識できると共に、それらの物質群の実測試験データを基に毒
性発現の傾向を解析することにより、カテゴリーを構築しデータ
ギャップ補完を行うことができる。 

 カテゴリーアプローチの評価手法や、これに必要となる各種試
験データや毒性発現メカニズムに関する既知見を国際的に共
有できる。 

 
OECD. 2009. OECD Environment, Health and Safety Publications Series on Testing and Assessment No. 
102 , Guidance document for using the OECD (Q)SAR application toolbox to develop chemical categories 
according to the OECD guidance on grouping of chemicals. 72 



③OECD QSARToolboxの開発 
～画面のイメージ～ 

73 

① Input:  評価対象物質の入力 
② Profiling:   カテゴリー属性等の抽出 
③ Endpoint:  実測試験データの抽出 
④ Category Definition: 類似物質のデータの抽出 
⑤ Data Gap Filling: データギャップ補完 
⑥ Report: レポートの作成 



Molecular Screening and Toxicogenomics 
OECD AOP開発プログラム 
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http://www.oecd.org/env/ehs/testing/listsofprojectsontheaopdevelopmentprogrammeworkplan.htm 



Adverse Outcome Pathway (AOP)とは 

75 

http://www.oecd.org/chemicalsafety/testing/adverse-outcome-pathways-
molecular-screening-and-toxicogenomics.htm 

AOPとは、毒性発現の原因となる分子レベルの反応から、細
胞レベル、臓器レベル、生体レベル、群レベルへの影響に至る
までの各階層の毒性メカニズムの関係を経路として表したもの。 
AOPをカテゴリーアプローチやIATAの根拠に用いることにより、
信頼性を向上させることが期待されている。 



AOPの開発状況 

https://aopkb.org/ 

AOPの開発（25種類） 
AOPのケーススタディの開発（７種類） 

ガイダンス文書の開発 
知識管理ツールの開発 

AOPは継続して開発
されるものであり、
OECDで同意したバー
ジョンについても、科
学の進歩に伴って改
良されていく。 
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AOP開発プログラムと他の活動との関係 
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• OECD Test Guidelines Programme：OECDテスト
ガイドライン化される候補のin vitro試験法の
同定 

• OECD QSAR Project：化学物質のグループ化、
カテゴリーアプローチへの活用 

• OECD Hazard Assessment Activities：
Integrated Approaches to Testing and 
Assessment (IATA)の開発、信頼性向上 

 



QSAR Toolboxに搭載されたAOPスキーム 
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Integrated Approaches to Testing and 
Assessment (IATA) 
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• 対象とする物質やグループ化した物質に対し
て、入手可能なあらゆる種類のデータ（in vivo、
in vitro、in silico、 GLP試験結果、非GLP試験

結果等）を活用し、総合的に評価するアプ
ローチ。 

 



OECD IATA Case Study Project 

• 規制利用に適したIATAによる予測のケーススタディ
を開発する（国際的に認められるIATAの実例の提
示）。 

• ケーススタディの案は各国から募り、レビューの結
果、コンセンサスが得られた場合は、ガイダンス文
書化する。 

• 2015年度ケーススタディ案：生物蓄積性（１）、変異
原性（１）、反復投与毒性（２） 

• 参加国、機関：オーストラリア、カナダ、デンマーク、
日本（NITE及び国衛研）、オランダ、スウェーデン、
米国、EU、JRC、ECHA、BIAC、ICAPO 
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ご清聴ありがとうございました 


