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本日の内容

1. in silico評価手法とは？

2. 化審法における in silico 評価手法
の活用状況

3. OECDにおける in silico 評価手法
に関する活動

4. in silico 評価に用いることができる
ツールの例
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１．in silico評価手法とは？



in silicoとは？
• 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

• 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細胞等の反応を検
出する

• in chemico＝「化学で（の）」という意味の造語
被験物質と合成ペプチド等の化学反応から評価する

• in silico＝「コンピュータで（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
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化学物質管理でのin silico

• 化学物質管理分野では、既存の情報及び暗黙知の活用を
含む、実測試験を行わない化学物質の安全性評価手法と
いう広い意味で表現される

• 本発表で取り上げるin silico評価手法の例

– 定量的構造活性相関 （QSAR）

– グルーピングアプローチ

• アナログアプローチ

• カテゴリーアプローチ

– PBK（生理学的動力学）モデル
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in vivo 動物実験代替法

in vitro in silico

in chemico

QSAR

グルーピング

PBKモデル

シミュレーション

その他



in silico評価のメリット・デメリット
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メリット デメリット

✓ 実測試験が不要のため、安
全性評価にかかる時間とコ
ストを削減できる

✓ 動物実験を実施しないため、
動物福祉（3Rs*）に貢献
できる

＊ Replacement (代替）
Reduction （削減）
Refinement（改善）

✓ 知見が少ない物質群は予測
精度が低いため、in silico
手法が適用可能な物質が限
られる

✓ GLP試験結果とは異なり、
規制行政で用いる信頼性基
準、判定基準が明確でない
（専門家判断になることが
多いので、ケースバイケー
ス。国によっても受入れの
基準が異なる）



（ご参考）
化学物質の安全性評価に係る試験コスト
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※被験物質の性状により費用は変わることがある。

費用（万円） 標準期間

140～200 60～120日

600～850 120～180日

60～100 30～60日

Ames試験 50～80 45～60日

染色体異常試験 180～230 60～90日

750～950 150～180日

144～216 約90日

96～144 約90日

120～180 約90日
200～300 約90日

魚類急性毒性試験

ミジンコ急性遊泳阻害試験

藻類生長阻害試験
高分子フロースキーム

分解度試験

濃縮度試験
分配係数試験

変異原性試験

２８日間反復投与毒性試験

産業構造審議会化学・バイオ部会化学物質政策基本問題小委員会、審議資料集（平成18年12月）
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In vivo 動物実験代替法

In vitro in silico

In 
chemico

QSAR

グルーピング

PBKモデル

シミュレーション

その他



QSAR（定量的構造物性相関）

化学物質の構造と生理学的活性（例えば薬効、毒性など）
との間に成り立つ関係のこと

– 定性的な関係の場合
構造活性相関
（ SAR :Structure-Activity Relationship）

– 定量的な関係が成り立つ場合
定量的構造物性相関
（ QSAR : Quantitative Structure-Activity 
Relationship）

※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
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QSARの例
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KOWWIN（EPA）による水－オクタノール分配係数予測の例

部分構造から
分配係数を予測
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In vivo 動物実験代替法

In vitro in silico

In 
chemico

QSAR

グルーピング

PBKモデル

シミュレーション

その他



OECDガイダンス文書*による用語の定義

グルーピング：複数の化学物質を同時に評価するアプロー
チ。実測試験を行っていない物質を、類似物質の実測試験
結果から評価することができる

– アナログアプローチ（Analogue approach）
1つまたは複数の類似物質（ソースケミカル又はアナ
ログケミカル）の試験データを使用して、 評価対象
物質（ターゲットケミカル）の特性を予測すること
（＝データギャップ補完。詳細はスライド17）。

– カテゴリーアプローチ（Category approach）
物理化学的、毒性学的及び生態毒性学的性質が類似
する、又は、構造的類似性の結果、これらの性質が
規則的なパターンに従う物質のグループ（カテゴ
リー）を用いて評価を行うこと。

*GUIDANCE ON GROUPING OF CHEMICALS, SECOND EDITION, Series on 
Testing & Assessment No. 194 (ENV/JM/MONO(2014)4)
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グルーピング

• 化学構造が類似する物質をグループとして評価（有害性
等）すること

• 専門家によるケース・バイ・ケースの評価

• 評価作業の効率化、データギャップ補完、戦略的な試験
実施計画、個々のデータの信頼の確保が可能になる

• 未試験物質の予測する有力な方法として、化学品規制で
の利用が国際的に推進されている

• カテゴリーアプローチ、リードアクロス、類推などと称
される

14



アナログアプローチの例
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濃縮倍率

100倍 （実測）

未試験

評価対象物質
（ターゲットケミカル）

類似物質
（ソースケミカル）

ClがOHに置換したこと
により水溶性が増すので、
類似物質より濃縮倍率は
低下する（100倍未満）

構造の差異が対象と
する特性に及ぼす影
響について考察する



カテゴリーアプローチの例
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骨格構造が共通 主鎖長が規則的に変化



データギャップ補完

化学構造が類似する物質のグループで、対象とす
るエンドポイントの特性が「類似する」（リード
アクロス）又は「規則的なパターン」（トレンド

アナリシス）を示す場合

未試験化学物質の有害性試験データを類似物質の
試験データから予測することが可能。
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リードアクロス

• Read-across （類推）

• 毒性等が類似する物質群に用
いる予測方法（平均等）

• 化学構造、物理化学的性状な
どが類似で、有害性も類似な
物質群のデータを用いて、未
試験物質の有害性を評価

• 定性的なエンドポイントの場
合、類似物質が少数の場合に
適している
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：類似物質（実測データあり）

：未試験物質

化学物質の物理化学的性状
（分子量、脂溶性等）

化
学
物
質
の
活
性
（
毒
性
、
薬
効
等
）



リードアクロスの例
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100％ （予測: リードアクロス、内挿）

有害性試験データが「類似する」

BOD分解度

100％ （実測）

100％ （実測）

100％ （実測）

100％ （実測）



トレンドアナリシス

• Trend Analysis （傾向分析）

• 毒性等が規則的なパターンを示
す物質に用いる予測法
（回帰式等）

• 物理化学的性状などのデータを
用いて、統計的に得たモデル式
から未知の物質の活性を予測
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化学物質の物理化学的性状
（分子量、脂溶性等）

：実測データ

：予測データ

化
学
物
質
の
活
性
（
毒
性
、
薬
効
等
）



トレンドアナリシスの例
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14倍 （予測：トレンドアナリシス、内挿）

濃縮倍率

10倍 （実測）

12倍 （実測）

16倍 （実測）

18倍 （実測）



QSARとグルーピングの違い
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• QSAR

– 通常、QSAR予測ソフトウェアに評価対象物質の化学構造を入力す
ると、自動的に予測結果が得られる

– 労力をかけずに短期間で結果が得たい場合に適する
（スクリーニング等）

• グルーピング

– 評価者が、ケース・バイ・ケースで類似物質の情報を収集・整理し、
エキスパートジャッジで予測を行う

– 一定の労力をかけて様々な観点から慎重に評価したい場合に適する
（行政判断等）
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In 
chemico
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グルーピング
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その他



吸入暴露

経口暴露

経皮暴露

摂取 体内動態（ToxicoKinetics）

PBKモデル
• Physiologically-Based Kinetic Model：生理学的動力学モデル

• 毒物（薬物）の体内におけるADME（吸収：Absorption、分布：
Distribution、代謝：Metabolism、排泄：Excretion）を考慮する
ことにより、血中濃度や標的臓器濃度を推計するモデル
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A吸収 D分布

M代謝

E排泄

標的臓器
細胞・組織・
臓器の応答

PBKモデル



２．化審法における in silico評
価手法の活用状況



化審法では・・・
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１．化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法
律案に対する附帯決議（2009年5月12日 参議院経済産業委員会）

試験に要する費用・期間の効率化や国際的な動物試験削減の要請にかんがみ、定
量的構造活性相関の活用等を含む動物試験の代替法の開発・活用を促進すること…

２．厚生労働省, 経済産業省, 環境省 「化審法に基づく優先評価化学物質
のリスク評価の基本的な考え方 」（2012年1月）

（１） 有害性に係るＱＳＡＲ、カテゴリーアプローチの活用検討
有害性に係るＱＳＡＲやカテゴリーアプローチの導入については、リスク評価作業
の中のどのような場面で活用可能か等を以下のステップで早急に検討し、活用可能
と考えられる部分については、リスク評価の実施に合わせて試行することを目指す
…

３．厚生労働省, 経済産業省, 環境省 「新規化学物質の生物蓄積性の類推
等に基づく判定について」（2013年9月27日） → 類推ルールの明確化

４．内閣府 未来投資会議構造改革徹底推進会合（2016年12月12日）

事業者コスト低減に向けた取組として、化審法が規制対応コスト低減の先行的取組とし
て位置づけられた。新規化学物質の審査制度における「QSARの適応拡大及びAI分析等
の将来的導入による試験の段階的廃止」等の方向性が提示された。



化審法における in silico評価手法の活用事例

• 新規化学物質審査におけるin silico評価手法を活用した判定

• 新規化学物質の生物蓄積性の類推等に基づく判定

• 既知見に基づく新規化学物質の分解性の判定

• 新規化学物質審査におけるin silico評価手法による支援

• QSAR等予測結果の提供

• 類推による分解性、蓄積性の評価

• 既存化学物質のスクリーニング評価・リスク評価におけるin silico
評価手法の活用事例

• スクリーニング評価における分解性の類推

• リスク評価に用いる分解性、蓄積性、物化性状の類推やQSAR
等による推計

• リスク評価のための暴露評価での各種数理モデルの使用
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新規化学物質の生物蓄積性の類推等に基づく判定
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生物蓄積性については、類推に関する運用ルールを明確に示すため、
「新規化学物質の生物蓄積性の類推等に基づく判定について（お知ら
せ）」が平成25年9月27日に公表

生物蓄積性の類推に関する運用ルール

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasin
hou/todoke/shinki_tsujo.html



新規化学物質の生物蓄積性の類推等に基づく判定

(1) 構造類似を根拠とした類推による判定

対象とする化学物質Ａが、生物蓄積性が十分低いことが既知である化
学物質Ｂと構造が類似しており、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場合には、類推によりＡは
高濃縮性でないと判定できることとする

(2) HPLCによる親水性（極性）比較を根拠とした判定

対象とする化学物質Ａが、生物蓄積性が既知である化学物質Ｂと構造
が類似しており、Ａの親水性（極性）がＢよりも高いことが逆相ＨＰ
ＬＣにより確認されている場合、Ｂが高濃縮性でなくかつ親水性が一
定以上であれば、Ａも高濃縮性でないと評価できると考えられる
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生物蓄積性の類推に関する運用ルールのポイント



(1) 化学物質A及びBの分子構造が類似（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）

(2) 化学物質BのBCF実測値が500倍未満

(3) BCF予測値の比較結果から、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可能

新規化学物質の生物蓄積性の類推等に基づく判定
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化学物質A
（未試験物質）

化学物質B
（試験済みの物質）

構造が類似

化学物質B BCF（実測値） < 500

QSAR BCF
化学物質B

QSAR BCF
化学物質A ≤

下記の３つの条件を満たす場合、化学物質Aは
「高濃縮性でない」と類推可能

生物蓄積性の類推に関する運用ルール（（１）構造類似による類推）



物質名 分子構造 BCF（推計値*） 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

新規化学物質の生物蓄積性の類推等に基づく判定

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

31＊ BCFBAF v.3.01(US EPA)を用いて算出

未点検既存化学物質の蓄積性の類推例

生物蓄積性の類推に関する運用ルール
（１）構造類似による類推～生物蓄積性の類推事例



新規化学物質の生物蓄積性の類推等に基づく判定
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(1) 化学物質A及びBの分子構造が類似（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）

(2)化学物質BのBCF実測値が500倍未満かつlogPが6以下

(3)逆相HPLCの結果から、化学物質Aの親水性が化学物質
Bよりも高い

time

time

親水性が高い

親水性が低い

下記の３つの条件を満たす場合、化学物質Aは
「高濃縮性でない」と類推可能

化学物質B
BCF（実測値） < 500

logPow ≦ 6

化学物質B

化学物質A

化学物質A
（未試験物質）

化学物質B
（試験済みの物質）

構造が類似

生物蓄積性の類推に関する運用ルール
（２）HPLCによる親水性比較を根拠とした判定



親物質

ClCc1ccc(-c2ccc(CCl)cc2)cc1

実測値 4.5 (HPLC法)
推計値*1 5.36

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

BCFBAF*2 1,585
CATALOGIC*3 2,045

分子構造

logPow

BCF（実測値）

BCF
（推計値）

新規化学物質の生物蓄積性の類推等に基づく判定
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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（次ペー

ジ参照）

「高濃縮性でな
い」と類推

*1 KOWWIN v.1.68(US EPA)を用いて算出 *2 BCFBAF v.3.01(US EPA)を用いて算出
*3 Baseline model ver.2.08（OASIS Catalogic ver.5.11.9）を用いて算出

分解生成物１ 分解生成物２

分解生成物３ 分解生成物４

OC(=O)c1ccc(-c2ccc(C(O)=O)cc2)cc1構造不明

分子構造

生物蓄積性の類推に関する運用ルール
（２）HPLCによる親水性比較を根拠とした判定～生物濃縮性の推計事例



新規化学物質の生物蓄積性の類推等に基づく判定
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分解生成物は親物質よりも親水性が高い

親物質

分解生成物

親物質と分解生成物の逆相HPLCの比較結果

生物蓄積性の類推に関する運用ルール
（２）HPLCによる親水性比較を根拠とした判定～生物濃縮性の推計事例



化審法における in silico評価手法の活用事例

• 新規化学物質審査におけるin silico評価手法を活用した判定

• 新規化学物質の生物蓄積性の類推等に基づく判定

• 既知見に基づく新規化学物質の分解性の判定

• 新規化学物質審査におけるin silico評価手法による支援

• QSAR等予測結果の提供

• 類推による分解性、蓄積性の評価

• 既存化学物質のスクリーニング評価・リスク評価におけるin silico
評価手法の活用事例

• スクリーニング評価における分解性の類推

• リスク評価に用いる分解性、蓄積性、物化性状の類推やQSAR
等による推計

• リスク評価のための暴露評価での各種数理モデルの使用
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既知見に基づく新規化学物質の分解性の判定

36

分解性について、既知見からの判定に関する運用ルールを明確に示す
ため、「既に得られている知見等に基づく新規化学物質の分解性の判
定について（お知らせ）」が平成30年8月13日に公表

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/
todoke/shinki_tsujo.html

既知見に基づく分解性の判定に関する運用ルール



既知見に基づく新規化学物質の分解性の判定

分解性の判定の対象となる化学物質が以下の構造条件を満たす場合、
難分解性と判定できる

37

基本骨格

Y：

既知見に基づく分解性の判定に関する運用ルール
難分解性と判定できるカテゴリー（基本骨格）



既知見に基づく新規化学物質の分解性の判定

38

X * X’ *Z

環同士が直接結合している

* 5つ以下の炭素が直鎖状の場合は不飽和結合を有するものを含む

既知見に基づく分解性の判定に関する運用ルール
難分解性と判定できるカテゴリー（置換基）



化審法における in silico評価手法の活用事例

• 新規化学物質審査におけるin silico評価手法を活用した判定

• 新規化学物質の生物蓄積性の類推等に基づく判定

• 既知見に基づく新規化学物質の分解性の判定

• 新規化学物質審査におけるin silico評価手法による支援

• QSAR等予測結果の提供

• 類推による分解性、蓄積性の評価

• 既存化学物質のスクリーニング評価・リスク評価におけるin silico
評価手法の活用事例

• スクリーニング評価における分解性の類推

• リスク評価に用いる分解性、蓄積性、物化性状の類推やQSAR
等による推計

• リスク評価のための暴露評価での各種数理モデルの使用

39



QSAR等推計結果の提供

• 化学物質審議会に、分解性、蓄積性、変異原性（Ames）、生態毒
性のQSAR計算の結果を提供（NITEは分解性と蓄積性を担当）

• 一特類似物質やQSAR計算の結果、高蓄積性が推計された物質につ
いては、分解性と生物蓄積性の類推結果を提供

40

＜新規審査で参考として使用しているＱＳＡＲモ
デル＞

分解性、蓄積性ＱＳＡＲ結果（イメージ）

ＱＳＡＲモデル等

分解性
BIOWIN、CATABOL、

CATALOGIC

蓄積性
BCFBAF、Arnot-Gobas、

Baseline

生態毒性 ECOSAR、KATE、TIMES

Ames試験 DERECK、MCase、TIMES



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）

類推による分解性、蓄積性の評価

• 新規化学物質の判定において、その分解性と生物蓄積性については、
構造が類似していて分解性又は生物蓄積性が既知である化学物質か
らの類推等による判定を実施

41

（例）Ｎ，Ｎ－ジメチルテトラデカン－１－イルアミンの分解性の類推*

（平成25年7月に開催された3省合同化学物質審議会にて判定）

* 化学物質審議会第128回審査部会 ‐配布資料
https://www.meti.go.jp/committee/summary/0004475/128_haifu.html 



類推に基づく判定の例（分解性評価）
ステップ１：類似物質の選定

• 過去に審議済みの他の類似物質（既存化学物質、新規化学物質）で
も同様の傾向が得られているのか？

– 過去に分解性が審議済みの既存化学物質及び新規化学物質
（4,506物質）から類似物質を検索
５物質（既存：４物質、新規：１物質）が検索された

– 類似物質は全て良分解性と判定されている

42

R:n-アルキル基



類推に基づく判定の例（分解性評価）
ステップ２：QSARによる推計

43

• 分解性QSARの予測結果も良分解なのか？

評価対象物質及び類似物質は、3つの分解性QSARで全て「良
分解」と予測されている

判定 予測値 判定 予測値 判定 BOD [%]

評価対象化学物質
（CAS番号：112-75-4）

良分解性 0.553 良分解性 0.588 良分解性 78.1

安全性既知の類似物質１
（CAS番号：112-18-5）

良分解性 0.537 良分解性 0.576 良分解性 75.2

安全性既知の類似物質２
（CAS番号：124-28-7）

良分解性 0.583 良分解性 0.612 良分解性 82.1

対象物質

予測結果

BIOWIN5
*1

BIOWIN6
*2

Catabol
*3

NMe2

NMe2

NMe2

*1,2 BIOWIN (v4.10)を使用。予測値が0.5以上で良分解性予測となる。
*3 CATALOGIC (v5.11.5)を使用。



類推に基づく判定の例（分解性評価）
ステップ３：判断

• 今回の良分解類推の妥当性は？？

– 次の分子構造を持つ物質は、全て良分解性（既存：４物質、新
規：１物質）と判定されている

– 評価対象物質及び類似物質は、3つの分解性QSARモデル*で全
て「良分解」と予測されている。

44

上記の２点が確認できたことから、今回の評価対象物
質は「良分解性」と判断するのが妥当

* BIOWIN5、BIOWIN6、Catabol

R:n-アルキル基



化審法における in silico評価手法の活用事例

• 新規化学物質審査におけるin silico評価手法を活用した判定

• 新規化学物質の生物蓄積性の類推等に基づく判定

• 既知見に基づく新規化学物質の分解性の判定

• 新規化学物質審査におけるin silico評価手法による支援

• QSAR等予測結果の提供

• 類推による分解性、蓄積性の判定

• 既存化学物質のスクリーニング評価・リスク評価におけるin silico
評価手法の活用事例

• 既存化学物質のスクリーニング評価における類推による分解性
判定

• 既存化学物質のリスク評価における分解性、蓄積性、物化性状
データの推計

• （参考）既存化学物質のヒト健康影響評価への検討

45



既存化学物質のスクリーニング評価・リスク評価
におけるin silico評価手法の活用事例

46

スクリーニング評価：類推による分解
性の判定を実施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）

リスク評価：リスク評価に用いる分解
性、蓄積性、物理化学的性状データの
実測値がない場合に、QSAR等による
推計を実施。暴露評価には各種数理モ
デルを使用

実測データが不足している物質についての評価促進のため、in silico評
価手法を活用



• 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）

既存化学物質のスクリーニング評価における類推
による分解性判定

47

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



既存化学物質のリスク評価における分解性、
蓄積性、物化性状データの推計

• リスク評価で使用するQSARモデル等

48

エンドポイント 推計方法（QSAR）例
融点 MPBPVP (EPI Suite)
沸点 MPBPVP (EPI Suite)

蒸気圧 MPBPVP (EPI Suite)
水に対する溶解度 WSKOW (EPI Suite)

有機炭素補正土壌吸着係数
(Koc)

KOCWIN (EPI Suite)

1-ｵｸﾀﾉｰﾙと水との間の分配
係数 (logPow)

KOWWIN (EPI Suite)

ヘンリー係数 HENRYWIN (EPI Suite)
分解性 BIOWIN3 (EPI Suite)

生物濃縮係数 (BCF)
BCFBAF (EPI Suite)

NITEカテゴリーアプローチ
（詳細はスライド81~）

EPI Suiteの詳細はスライド65～６８



（参考）既存化学物質のヒト健康影響評価への検討

平成３０年度化学物質安全対策（欧米等の化学物質規制における毒性発現
予測システム等の活用実態に関する調査）

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000164.pdf

• 1.本事業の背景と目的

• 2.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

• 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

• 4.HESS※、AI-SHIPSの行政利用の可能性調査

• 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

• 6.学習データ充足のための毒性情報収集

※HESS：有害性評価支援システム統合プラットフォーム（Hazard Evaluation Support System 

Integrated Platform）（詳細はスライド７６～） https://www.nite.go.jp/chem/qsar/hess.html
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３．OECDにおける
in silico評価手法に関する活動



動物実験代替法に関するＯＥＣＤ活動

• 化学物質の評価手法の信頼性の向上や国際調和性の推進を図る活動
を実施（例:テストガイドラインやガイダンス文書の開発、ＧＬＰ
基準の策定等）。

• 従来のアプローチのみでは対処しきれない膨大な種類の化学物質の
評価・管理は、近年の最重要課題の一つ。→動物実験代替法の利用
を推進する活動の拡大。

• 動物実験代替法の信頼性を確保し、その利用を推進するための基本
コンセプトとして、ＡＯＰ*1及びＩＡＴＡ*2に基づいた化学物質の
安全性評価を提唱。

*1ＡＯＰ： Adverse Outcome Pathway （詳細はスライド53）
*2ＩＡＴＡ：Integrated Approaches to Testing and Assessment 
（詳細はスライド55）
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Environment, Health and Safety Division (EHS)



OECDにおけるin silico評価手法の活用状況

• 動物実験代替法の推進

① AOPの共有

② IATAケーススタディプロジェクト

③ DAによるテストガイドラインの作成

④ OECD QSAR Toolboxの開発

⑤ in silico評価手法に関する各種ガイド
ラインの作成

52



①Adverse Outcome Pathway （AOP）*1

• 化学物質が原因となる有害性発現のメカニズムに関する情報をハ
ザード評価等に利用するためにステップ毎に整理・共有化する

• グルーピングアプローチやin vitro試験の信頼性を高めるために利
用される

• OECDではAOP knowledge base*2で公開・共有化

53

*1 OECD Series on Testing and Assessment No. 184: Guidance Document on Developing and 
Assessing Adverse Outcome Pathways. (2013).

*2 https://aopkb.oecd.org/

Molecular Organelle Cellular Tissue Organ Organism Population

Molecular 
Initiating 

Event
(MIE)

Key
Event 1
(KE1)

in chemico
in silico in vitro in vivo

Adverse
Outcome

(AO)

Key
Event 2
(KE1)

Key
Event n
(KEn)



AOP Knowledge Base（AOP-KB）と
各種ツール

• AOP ポータル： AOP Knowledge Baseの主要な入り口。キーワード
による検索が可能で、AOP Wiki及びEffectopediaから該当結果を表示。

• AOP Wiki：Wikiのインターフェースを使用し、個々の毒性発現経路を
説明したものと公開された論文等をまとめるシステム。

• Effectopedia：共同研究プラットフォームであり、定量的AOPの開発と
モデリングに特化している。

OECD HPより引用

http://www.oecd.org/chemicalsafety/testing/adverse-outcome-pathways-
molecular-screening-and-toxicogenomics.htm 54



②Integrated Approaches to Testing and 
Assessment （IATA）*

• 既存の種々なタイプの情報（in 
vivo, in vitro, in silico 等）を
Weight of Evidence （WoE）に
より統合的に解析し、目的に応じ
た結論を導出する

• AOPは、種々の情報の因果関係を
明確化することで、結論の導出に
必要な情報を把握する

• 既存の情報が不十分な場合は、効
率的な試験戦略を立てて、新規の
データを取得する（極力 in vivo
試験の実施を回避する等）。

55

課題形成

WoE: 意思決定のための
情報は十分か？

既存情報の収集

追加情報の取得

結論

No

Yes

Yes

A
O
P

WoE：意思決定のための
情報は十分か？

No

AOPに基づくIATAのフレームワーク
* OECD Series on Testing and Assessment No. 260: Guidance Document on the Use of Adverse 

Outcome Pathways in Developing Integrated Approaches to Testing and Assessment. (2016).



OECD IATA Case Studies Project*

• 規制等における化学物質の評価に適した予測方法のケーススタ
ディーを開発することより、IATAの利用経験を積む。

• ケーススタディーにより、各種ガイダンスに記述されている手法の
具体例を示す。

• 作成されたケーススタディーのチェックポイント：

– 科学的妥当性、長所

– 不確実性が存在する部分

– 他の規制での利用可能性

– 今後ガイダンスの開発が必要な分野 …… 等

• 現在１５の国/機関が参加：
米国、カナダ （HC, ECCC）、オーストラリア、日本、ドイツ、オ
ランダ、デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、EU （EC,
ECHA, JRC）、 BIAC、ICAPO
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* http://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-assessment/iata-integrated-approaches-to-testing-
and-assessment.htm



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

2015-4 ビフェニル化合物 生物濃縮 Read-across 日本 化審法

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

2017-1 フェノール類 エストロゲン様活性 Read-across
カナダ
米国

カナダCMP
Tox Cast PJ

2017-2 カナダ既存化学物質 生態毒性 スクリーニング カナダ カナダCMP

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

これまでにIATA Case Studies Projectで
レビューされたケーススタディー
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（参考）ケーススタディー2015-3 （NITE）*1

• HESSを開発した際の成果を基に、化審法の優先評価化学物質のリ
スク評価*2での利用を想定した反復投与毒性のRead-across
（2015-3）

58

*1 OECD Series on Testing and Assessment No.253: Case Study on the Use of an Integrated Approach to Testing and Assessment for 
Hepatotoxicity of Allyl Esters. (2016).

*2 厚生労働省, 経済産業省, 環境省 「化審法に基づく優先評価化学物質のリスク評価の基本的な考え方」（平成24年1月）

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

仮説 （一部）

サポートエビデンス
反復投与毒性所見、実測代謝物、代謝
速度 等

NOAEL
(mmol/kg/d）

....

0.25 （実測）

0.10 (Read-across)

0.10 (Read-across)

0.10 (Read-across)

0.10 （実測）....

GHS付加体の形成

肝細胞変性/壊死

GHSの枯渇

活性酸素生成
脂質過酸化



（参考）ケーススタディー2015-4 （NITE）*1

• 化審法審査の類推ルール*２に基づき生物蓄積性が判定された既存化
学物質の評価の実例 （2015-4）

59

分解生成物

*1 OECD Series on Testing and Assessment No.254: Case Study on the Use of an Integrated Approach to Testing and 
Assessment of the Bioaccumulation Potential of Degradation Products of 4,4'-Bis(Chloromethyl)-1,1'-Biphenyl. (2016).

*2 厚生労働省, 経済産業省, 環境省 「新規化学物質の生物蓄積性の類推等に基づく判定について」（平成25
年9月27日）

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

構造不定物

分解度試験

低濃縮性親物質
• 親物質より

極性が大き
い
（HPLC）

• 他の類似物
質の濃縮性

• QSAR予測

濃縮度試験

低濃縮性

類推

サポート
エビデンス



③Defined Approach（DA）*による
テストガイドラインの作成

*Defined Approach（DA）とは、あるエンドポイントの評価に用い
るデータや手法を定義づけし、評価手法として確立したもの。
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④OECD QSAR Toolboxの開発

• カテゴリーアプローチにより、未試験化学物質のデータギャップを補完
することを支援する無料のツール。 2008 年に公開。最新版は Ver. 4.3 
(2019.2) 。

http www.oecd.org/chemicalsafety/risk assessment/oecd
qsartoolbox.htm

• 所有者： OECD と ECHA の共有。 開発者：ブルガス大。 OECD 加盟
国により管理されており、年 1 2 回 の更新、数年毎のバージョンアッ
プを継続して実施。

• 各国から提供された数多くの DB やグループ化のためのツールを搭載。
当機構からは、化審法既存化学物質の分解性・蓄積性 の DB 、HESS 
の反復投与毒性の DB ・ツールを提供。

• 現在実施中の開発で重視されているのは、混合物や UVCB に対応する
ための機能開発や、外部システムの DB ・ツール と の連携機能の開発
（例：医薬品のDB や AOP のツール）による適用物質範囲の 拡大。
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当機構HP において QSAR Toolbox ver.4 のユーザマニュアルの和訳を公開
http www.nite.go.jp/chem/qsar/qsartop.html



⑤in silico評価手法に関する
各種ガイドラインの作成

• Weigh of Evidence（WoE）

証拠の重み付け（Weigh of Evidence）アプローチは、いくつかの独
立した情報源からのデータ等を組み合わせて、データに重みをつけて
評価していく手法。

• Physiologically based kinetic （PBK）モデル

生理学的動態モデル (physiologically based kinetic model)は，化学
物質の体内動態計算用のモデル。体内の組織重量・血流量・代謝速度
などの情報を設定して，体内暴露量を計算する。

• Integrated Approaches to Testing and Assessment (IATA)

IATAは、多様な情報（物理化学的性状、read-across、in vitro、in 
vivo等）を組み合わせることより、化学物質の毒性等を統合的に評価
する実用的で科学的なアプローチ手法。
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４．in silico評価ツールなどの例



in silico評価ツールなどの例

NITEが使用しているもの、開発に関わったもの

• EPI Suite

• OECD QSAR Toolbox

• HESS

• NITE構造活性相関委員会開発のカテゴリーアプローチ
手法

• 分解性、蓄積性データ
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EPI Suite

• EPA（米国環境保護庁）とSRC（Syracuse Research Corp.）が開発

• 物化性状、環境中運命をスクリーニングレベルで予測可能

• TSCAでの新規化学物質等の評価に利用

• ４万物質以上の実測値データベースも含まれている

• 無料で公開されている
https://www.epa.gov/tsca-screening-tools/epi-suitetm-
estimation-program-interface
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化審法で利用されているEPI Suiteのモデル

モデル名 予測する値

MPBPWIN 融点、沸点、蒸気圧

WSKOWWIN 水溶解度（KOWWINの予測結果を利用）

WATERNT 水溶解度（フラグメント法を利用）

KOCWIN 有機炭素補正土壌吸着係数（Koc）

KOWWIN オクタノール－水分配係数

HENRYWIN ヘンリー定数（空気－水分配係数）

BIOWIN 好気的及び嫌気的分解性
BIOWIN5及び6は化審法で使われる分解性試験（TG301C）
の結果を予測

BCFBAF 生物濃縮係数（BCF）（次のスライドから説明）

ECOSAR 魚類、水性無脊椎動物（ミジンコ）、藻類に対する急性及び長
期毒性
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BCFBAFによる予測の例
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入力画面イメージ

https://www.epa.gov/tsca-screening-tools/epi-suitetm-estimation-program-interface

米国EPAが開発、公開しているフリーソフトウェアEPI Suiteに含まれる
BCF推計モデル

CAS登録番号、名称
などからSMILESを

検索

構造式エディターで
SMILESを作成

BCFBAFの
計算を実施



BCFBAFによる予測の例
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出力画面イメージ

…

推計結果
と

補正係数などの推計方法概要
が表示される。



QSAR Toolboxでできること

69

• 評価対象物質に対して

• 実測試験データ（物化性状、環境中運命、生態毒性、ヒト健康影響、
代謝データ）の確認

• QSARソフトウェアを用いた推計値の算出

• カテゴリーの確認

• 類似物質の検索

• 類似物質の実測試験データの検索、リードアクロスやトレンドアナ
リシスによる推計

• 代謝物の推定、代謝物の安全性評価

• 評価結果をPDFファイルなどで出力

• その他

• ユーザー（インハウス）データの取込

• DBに格納されたデータのReference情報の確認



QSAR Toolboxでの実測試験データの確認
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• QSAR Toolboxのデータベースから、実測試験データ（物化性状、環境
中運命、生態毒性、ヒト健康影響、代謝データ）の有無を確認できる

• 例えば右の化学物質の場合
以下のデータが取得できる

– 沸点、融点

– logPow

– 水溶解度

– 生物濃縮性
（BAF、BCF）

– 分解性

– 急性毒性

– 遺伝毒性

– 反復投与毒性

等



QSAR ToolboxでのQSARソフトウェアを用いた
推計値の算出
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• 組み込まれているQSARソフトウェアによって、推計値を算出できる

– 物化性状

– 環境中運命

– 生態毒性

– ヒト健康影響
等

• 例えば、下の物質の
水溶解度を計算



QSAR Toolboxでのカテゴリーの確認

• 既に登録されているカテゴリーに含まれるかを確認できる

• カテゴリーを作成して登録することも可能

• 例えば、右の物質がHESSで作成した
反復投与毒性のカテゴリーに含まれるかを確認
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アニリンの
カテゴリーに

含まれる



QSAR Toolboxでの類似物質の検索

• 同じカテゴリーに含まれる実測試験結果のある類似物質を検索でき
る

• 検索された類似物質の実測試験データからリードアクロスやトレン
ドアナリシスを行うことができる

• 例えば、右の物質と同じくHESSのアニリン
カテゴリーに含まれる物質を検索
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QSAR Toolboxでの類似物質からの推計

• 類似物質の実測試験結果からリードアクロスやトレンドアナリシス
を行うことができる

• 例えば、右の物質のNOELを推計

– アニリンカテゴリーの
類似物質のうち、サブ
カテゴリー化により他の
カテゴリーに属さない
物質を抽出

– 類似物質の実測試験結果
からトレンドアナリシス
でNOELを推定
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478 mg/kg bdwt/d



QSAR Toolboxでの代謝物の推計及び安全性評価

• 代謝シミュレータを利用して代謝物を予測し、代謝物に対して安全
性評価を実施できる
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Ratの肝臓における代謝シミュレータ



有害性評価支援システム
統合プラットフォーム（HESS）

• 化学物質の反復投与毒性をグルーピングアプローチにより
評価するための支援システム

• OECD QSAR Toolboxとの互換性あり

• NEDO/経済産業省プロジェクトで開発*

• 当機構のHPから無料でダウンロード可（2012-）。2019
年4月に更新
https://www.nite.go.jp/chem/qsar/hess.html

• AOPに基づく反復投与毒性のカテゴリーアプローチを世界
に先駆けて例証
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* 経済産業省. 構造活性相関手法による有害性評価手法開発

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/other/kenkyu_kaihatsu/kouzou.h
tml



HESSとHESS DBの概要
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カテゴリーの
候補とサポー

トデータ

対象物質
• CAS番号
• 物質名

• 化学構造

有害性評価支援システム
（HESS）

予測

Input

Output

ユーザ

OECD QSAR Toolbox
（HESSデータ、カテゴリー）

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
)

エキスパート
ジャッジ

反復投与毒性試験
報告書DB (要約)

互換性

HESS DB
反復投与毒性試験
報告書DB（詳細）

ラット代謝マップ
及び 代謝シミュレーター

毒性メカニズムDB

ヒト / ラット ADME DB



HESSの画面
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AOPに基づく反復投与毒性のカテゴリー

HESS DBへリンク

試験済類似物質
対象物質

試験データ
（NOEL/LOEL）

NOEL/LOEL推計



HESS DB:
毒性試験報告書などの詳細データを収載するDB

投与量

試験項目
血液学

血液生化学
臓器重量
病理学
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HESSに収載されているデータ
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Sub database名 物質数 物質群 備考

Biomarker １５０ 化学物質 バイオマーカー情報

COSMOS ８５２ 化粧品 欧州化粧品データ

Drug Repeated Dose Toxicity ５０ 医薬品 国内医薬品データ

HESS RDT DB（HPV） １３０ 化学物質

HESS RDT DB（Inhalation） ３０ 化学物質 吸収試験データ

HESS Repeated Dose Toxicity
７４５ 化学物質 化審法既存点検データ、NTP

短期、NTP長期等

HESS Repeated Dose Toxicity
（CSCL New chemical）

１３３ 化学物質 化審法新規化学物質データ

TGP Repeated Dose Toxicity １２４ 医薬品 国内医薬品データ

Tox-Omics RDT DB ３１ 化学物質 経産省委託

ToxRef DB ４９３ 農薬 米国の農薬データ

合計
反復投与試験毒性試験物質：約2000物質、

バイオマーカー物質：150物質

Sub database名下線は、詳細な試験報告書（HESS DB）があるもの



NITEカテゴリーアプローチ
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• NITE構造活性相関委員会（平成16年度～平成23
年度）において開発

• 生物濃縮性（BCF）を予測

• NITEのHPで公開

https://www.nite.go.jp/chem/qsar/category_approach.
html



（参考）NITEカテゴリーアプローチ

• 魚類における化学物質の生物濃縮性は、次の３つの観点から8つの
カテゴリーに分類することができる。

– 生体内への取り込みのメカニズム

– 水中及び生体中での分子間相互作用（化学物質と水和している
水分子及び生体分子との分子間相互作用）

– 生体内における化学物質の反応性
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生体膜透過の
メカニズム

1. 受動拡散
2. 能動輸送
3. 傍細胞経由
4. 膜動輸送

水中及び生体中での
分子間相互作用

1. ファンデルワールス力
2. 双極子－双極子相互作用
3. 水素結合性相互作用
4. イオン性相互作用

生体内での反応性

1. 代謝
2. タンパク質結合性

カテゴリーの考え方



（参考）NITEカテゴリーアプローチ
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受動拡散が生体への取り込み主要因である物質

タンパク質結合性がある
物質(例:チオール)

生体内で代謝されること
が知られている物質
(例:エステル、

リン酸エステル)

傍細胞経由または能動輸
送、膜動輸送で生体内に
取り込まれる物質
(例:糖、ペプチド、

アミノ酸)

水中(pH=7.0)でイオンとし
て存在し、生体膜透過に
・イオン性相互作用
が主要な分子間相互作用と
して働く物質
(例:カルボン酸、スルホン
酸)

Ⅰ

Ⅱ-A

Ⅲ

Ⅳ

Ⅵ

Ⅴ

生体膜透過において、
・ファンデルワールス力
が主要な分子間相互作用と
して働く物質
(例:脂肪族、芳香族炭化水
素及びそのハロゲン化物)

生体膜透過において、
・ファンデルワールス力
・双極子－双極子相互作用
が主要な分子間相互作用と
して働く水素結合アクセプ
ターを持つ物質
(例:エーテル、ケトン)

生体内での反応性
が高い物質

Ⅱ-B 生体膜透過において、
・ファンデルワールス力
・双極子－双極子相互作用
・水素結合相互作用
が主要な分子間相互作用と
して働く水素結合ドナー
（N、O、Sに結合したH）
を持つ物質
（例:アミド、アルコール）

水中で容易に分解する
物質
(例:ハロゲン化ベンジ

ル、ハロゲン化アリ
ル)

Ⅶ

※物質によっては、複
数のカテゴリーに該
当するものもある。

生体への取り込み主要
因が受動拡散ではない

物質

カテゴリー
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（参考） NITEカテゴリーアプローチ
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カテゴリーアプローチによる類推例



8585

（参考）単純受動拡散カテゴリーにおける類推（Read across）の事例

対象物質



分解性、蓄積性データ

• NITEの、HPにおいて以下のデータをexcel形式で公開

– 化審法既存化学物質の安全点検結果（分解性、蓄積性）

– 判定済みの化審法新規化学物質及びその変化物である既存化学
物質（蓄積性）

• 類推などに利用できる

• https://www.nite.go.jp/chem/qsar/bunchiku_qsar.html
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本日お話しした内容

1. in silico評価手法とは？

QSAR・グルーピングアプローチ・PBKモデル 等

2. 化審法における in silico 評価手法の活用状況

• 新規審査におけるin silico評価手法を活用した判定

• 新規審査におけるin silico評価手法による支援

• スクリーニング評価・リスク評価でのin silico評価手法の活用

3. OECDにおける in silico 評価手法に関する活動

AOP、IATA、WoE 等

4. in silico 評価に用いることができるツールの例

EPI Suite・OECD QSAR Toolbox・HESS 等
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ご清聴ありがとうございました


