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化学物質の安全管理に関するシンポジウム
新規技術による化学物質リスク評価・管理の高度化
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１．in silico評価手法とは？
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in silicoとは？

in vivo＝「生体内で（の）」
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
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in vitro ＝「試験管内で（の）」
試験管や培養器のような人工環境下
で細胞等の反応を検出する

in silico＝「コンピュータで（の）」
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

化学物質管理分野においては、データ分析やシミュ
レーションだけではなく、様々な実測試験を行わない
評価手法を包括した広い意味で用いられる



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（動物実験代替法に含
まれる）

＊ 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）



(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。
※変化物が残留すると、変化物についても試験が必要となる。

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）



NITEにおけるin silico活用推進の取組

「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（QSAR）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。」*につい
て適切な措置を講ずべき
*参議院経済産業委員会による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（平成２１年５月１２日）
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NITEは、in silico評価手法（QSAR、リードアクロス等）を
化学物質の安全性評価へ活用していく取組を実施
→事例として、生分解性予測AI-QSARの開発、一特/監視類似
物質検出ツールの開発を紹介する

○化審法におけるin silico評価を含む動物実験代替法の取扱い



２．生分解性予測AI-QSARの開発
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化学物質の構造と生物学的活性（例えば薬効、毒性など）

との間に成り立つ関係について…

– 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
定量的構造活性相関
（ QSAR : Quantitative Structure-Activity Relationship）

QSARとは

→NITEでは、化学物質の構造から生分解性を予測できる
QSARの活用を検討中

QSARを数理モデル化し、コンピュータ計算で有害性を予測する
＝QSARソフトウェア



従来の生分解性QSARの予測方法の例
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現行の分解性予測QSAR (CATALOGIC)

特徴：・予め定義された代謝反応に基づいて予測。
・代謝の素反応がエキスパートにより数多く定義
→予測したい化学構造の代謝反応の代謝マップを生成し、

生分解性を予測
・分解性は、OECD TG 301C分解度試験のBOD分解度

として予測
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従来の生分解性予測QSARの課題

課題：・生分解性試験データが少ない構造を持つ化学物質の
正確な予測が困難
→ソフトウェアが得意な「対象範囲及び条件」を

絞らざるを得ず、適用範囲が狭い

・市販品は、高額な使用料を支払う必要がある

・ライセンス契約の関係で、データ追加等の
柔軟な改良ができるモデルがない

・変化物の有無の予測は困難



生分解性予測AI-QSARの開発
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生分解性予測AI-QSAR

特徴： ・機械が特徴量を抽出する。
→化学構造のどこを見て予測するかプログラムが決め、

生分解性予測モデルを生成する。
また、未確認の代謝反応についても特徴を抽出し、
従来は精度が低かった構造も予測できる可能性がある。

・AIは膨大な学習データの処理に最適であり、
学習データを増やすことにより精度向上が可能。
→ 化審法分解度試験データ（世界最大）の有効活用。

・経済産業省委託事業における開発プロジェクト
→最終的に無料での提供を目指している。

・内製化により、データの追加等柔軟な改良が可能。
・変化物の有無の予測が可能。

課題： 予測の根拠が不明確。



開発体制
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住化分析センター（2018）

CERI（2019～）

静岡大学
静岡大学大学院

総合科学技術研究科 工学専攻

金原 教授
武田 准教授

NITE
化学物質管理

センター

〇委託事業実施期間：
2018～

〇共同研究実施期間：
2019～2023.3（予定）

再委託

共同研究

METI

委託



＜入力データ＞
推計したい構造の

構造式データ
（SMILES）

ClC1=CC(=CC(Cl)=C1)C1=C
C(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C1

＜出力データ＞

予測BOD分解度
51.2%

変化物有無予測
有or無

分解度試験データ学習済み
AIプログラム 14

生分解性予測AI-QSARの概要



SMILESを
変換

構造データ
を学習

AIが分解性予測モデル、
変化物予測モデルを
自動生成

NITE
物質データ
4276物質

（SMILES・
分解度の値
・変化物の

有無）

・分解度の値
（○％）
変化物の

有無を学習

[SMILESから生成する構造データ]
• 分子記述子（分子量、炭素数、

水素数等の変数を生成）
• 3次元画像
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生分解性予測AI-QSARの概要
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○分子記述子を用いた推算

生分解性予測AI-QSARの検討

・線形回帰モデル、非線形回帰モデル、
DeepLearning （3次元 Convolution Neural Network ）の手法を用いたモデル等を検討

○3次元画像を用いた推算
・DeepLearning（3次元 Convolution Neural Network ）の手法を用いたモデルを検討
→分子の生分解は、微生物が持つ分解酵素の活性部位にはまり込むことが

重要であることから、エネルギー的に最適な構造に調整し、3次元画像化した。
・画像の解像度、原子サイズの拡大率、分子の回転率、

ネットワークの多層化等を検討

2次元画像と
3次元画像のイメージ
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○分子記述子と3次元画像を両方用いた推算

・ DeepLearning （3次元Convolution Neural Network ）の手法を用いたモデル
・分子記述子用ネットワークと3次元画像用ネットワークを組み合わせた

ネットワーク構造を構築

分子記述子
（ DeepLearning ）

分子記述子
（非線形回帰）

3次元画像
（ DeepLearning ）

分子記述子
3次元画像の
組み合わせ

（ DeepLearning ）

＜ ＜ ＜

予測精度

最も精度の高い、化学記述子と3次元画像を組み合わせた推算では、
物質が良分解性（ BOD分解度が60 ％以上）か難分解性（60％未満）を
予測した場合の良分解性、難分解性の正解率が、88％程度となった。

生分解性予測AI-QSARの検討
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○クラスタリング手法と機械学習手法の組み合わせ

・クラスタリング手法（データ間の類似度等を元にデータを分類する手法）
により分類し、分類したデータで機械学習（ランダムフォレストの一種）
をさせて、BOD分解度の推計を実施した。

≓学習データを厳選することにより、精度向上を検討

学習済データ正解率 未学習データ正解率

データ全体（４２００物質） ９９．２％ ８８．１％

分類済データのうち
最大クラスタ（１８７８物質）

９９．２％ ９０．９％

クラスタリングを行うことで、未学習データの正解率が向上した

生分解性予測AI-QSARの検討



３．一特/監視類似物質
検出ツールの開発
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ツール開発の経緯

手続きの種類
届出時に必要な
有害性データ

環境排出量上限

通常新規
分解性・蓄積性・
人健康・生態影響

なし

低生産量新規 分解性・蓄積性 全国で年間10トン

少量新規 なし 全国で年間1トン

○化審法における新規化学物質の届出手続き

少量新規の申出においては、有害性データの提出が不要
→そのかわり、申出された物質（およそ年間3万件）が、製造輸入が
規制されている第一種特定化学物質（一特）または監視化学物質
（監視）に類似していないか、NITEで確認することとしている

機械的に一特・監視との構造類似性を確認できるツールを開発
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一特/監視類似物質検出ツールの概要

・QSARtoolboxのプロファイラ機能を活用
・少量新規で申出された物質の構造式情報に対してプロファイラを適用
すると、化審法の一特・監視に類似しているかどうか判定可能
・プロファイラには、SMARTSと呼ばれる記法で、一特・監視に類似し
ていると見なす構造範囲を登録している
・NITEのHPより無料で公開
（https://www.nite.go.jp/chem/qsar/syouryou_QSAR.html#section3）

少量新規申出物質
構造式データ

QSARtoolbox
プロファイラ

判定結果

https://www.nite.go.jp/chem/qsar/syouryou_QSAR.html#section3
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SMARTSによる定義

・SMARTSとは、条件指定をした上で構造式を文字列で表記できる記法
（SMILES記法の拡張版）
・プロファイラには、SMARTSで構造を定義し、この定義に当てはまる
場合は特定のアラートが示されるよう設定できる
・プロファイラには、SMARTSの他にも、構造類似度や、QSARtoolboxに
搭載されているQSAR予測結果をもとにアラートが出るよう設定するこ
となども可能

c{>-}1c{>-}c{>-}c(c{>-}c{>-
}1)Cc1c{>-}c{>-}c{>-}c{>-}c{>-
}1.$[[F,Cl,Br,I]{<-}]{1}

定義：上記の骨格を持ち、
環にF/Br/Cl/Iのいずれかが付加

＝
※例

SMARTS表記



判定結果

(グループ番号)
該当する一特/監視物質（ID*）

1 アルドリン(一特4),  ディルドリン(一特5),  エンドリン(一特6)

2 クロルデン又はヘプタクロル

3 トキサフェン(一特12),  エンドスルファン又はベンゾエピン (一特29)

4 マイレックス(一特13),  クロルデコン(一特23)

5 Ｏ-（2,  4-ジクロロフェニル）＝Ｏ-エチル＝フェニルホスホノチオアート(監視9)

6
ポリ塩化ビフェニル (一特1),  ヘキサブロモビフェニル(一特24),  ポリブロモビフェニル(監

視11),  ジエチルビフェニル(監視20),  トリエチルビフェニル(監視23)

7A ＤＤＴ(一特7),  7A ) ケルセン又はジコホル（一特14）

7B  ジベンジルトルエン (監視22)

8

テトラブロモジフェニルエーテル (一特25), ペンタブロモジフェニルエーテル (一特26), ヘ

キサブロモジフェニルエーテル (一特27), ヘプタブロモジフェニルエーテル (一特28),  デカ

ブロモジフェニルエーテル(一特33)

9
ポリ塩化ナフタレン(一特2),  ジイソプロピルナフタレン(監視15),  トリイソプロピルナフ

タレン(監視16)

10

ヘキサクロロベンゼン(一特3),  ペンタクロロベンゼン(一特19),   1, 3, 5-トリブロモ-2-（2,

3-ジブロモ-2-メチルプロポキシ）ベンゼン (監視8),  ペンタクロロフェノール又はその塩

若しくはエステル (一特31)

11
α-ヘキサクロロシクロヘキサン(一特20),  β-ヘキサクロロシクロヘキサン (一特21),  γ-

ヘキサクロロシクロヘキサン(一特22),  ペルフルオロ（1,  2-ジメチルシクロヘキサン）(監

12 ポリ塩化直鎖パラフィン(一特32)

13 ヘキサクロロブタ-1, 3-ジエン(一特15)

14A ペルフルオロヘプタン(監視34),  ペルフルオロオクタン(監視35)

14B

ＰＦＯＳ又はその塩(一特17),  ＰＦＯＳＦ(一特18),  ペルフルオロドデカン酸(監視29),  ペ

ルフルオロトリデカン酸(監視30),  ペルフルオロテトラデカン酸(監視31),  ペルフルオロペ

ンタデカン酸(監視32),  ペルフルオロヘキサデカン酸(監視33)

15
ペルフルオロ（1, 2-ジメチルシクロヘキサン）(監視27), 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5-ヘプタフルオロ

-5-（ペルフルオロブチル）オキソラン(監視36)

16 ビス（トリブチルスズ）＝オキシド(一特9)

判定結果

(グループ番号)
該当する一特/監視物質（ID*）

17  テトラフェニルスズ (監視7)

18
Ｎ, Ｎ’-ジトリル-パラ-フェニレンジアミン、Ｎ-トリル-Ｎ’-キシリル-パラ-フェニレンジア

ミン又はＮ, Ｎ’-ジキシリル-パラ-フェニレンジアミン(一特10)

19A

 2, 4, 6-トリ-ターシャリ-ブチルフェノール (一特11),  1-ｔｅｒｔ-ブチル-3, 5-ジメチル-

2, 4, 6-トリニトロベンゼン(監視2),  1, 3, 5-トリ-ｔｅｒｔ-ブチルベンゼン(監視10),  4-ｓ

ｅｃ-ブチル-2, 6-ジ-ｔｅｒｔ-ブチルフェノール(監視37)

19B
2, 6-ジ-ｔｅｒｔ-ブチル-4-フェニルフェノール(監視14),  2, 2’, 6, 6’-テトラ-ｔｅｒｔ-ブ

チル-4, 4’-メチレンジフェノール(監視28)

20 2, 4-ジ-ｔｅｒｔ-ブチル-6-［（2-ニトロフェニル）ジアゼニル］フェノール(監視26)

21

2-（2Ｈ-1, 2, 3-ベンゾトリアゾール-2-イル）-4, 6-ジ-ｔｅｒｔ-ブチルフェノール(一特

16),  2, 4-ジ-ｔｅｒｔ-ブチル-6-（5-クロロ-2Ｈ-1, 2, 3-ベンゾトリアゾール-2-イル）

フェノール(監視18),  2-（2Ｈ-1, 2, 3-ベンゾトリアゾール-2-イル）-6-ｓｅｃ-ブチル-4-ｔ

ｅｒｔ-ブチルフェノール(監視25)

22 Ｎ, Ｎ-ジシクロヘキシル-1, 3-ベンゾチアゾール-2-スルフェンアミド(監視24)

23 1, 4-ビス（イソプロピルアミノ）-9, 10-アントラキノン(監視38)

24 水素化テルフェニル(監視21)

25 ジペンテンダイマー又はその水素添加物(監視12)

26
シクロドデカン (監視4),  シクロドデカ-1, 5, 9-トリエン(監視3),  ヘキサブロモシクロドデ

カン(一特30)

27
2-イソプロピルビシクロ［4. 4. 0］デカン又は3-イソプロピルビシクロ［4. 4. 0］デカン

(監視13)

28  1, 1-ビス（ｔｅｒｔ-ブチルジオキシ）-3, 3, 5-トリメチルシクロヘキサン (監視6)

29
 α-（ジフルオロメチル）-ω-（ジフルオロメトキシ）ポリ［オキシ（ジフルオロメチレ

ン）／オキシ（テトラフルオロエチレン）］(監視39)

30
オクタメチルシクロテトラシロキサン(監視40),  ドデカメチルシクロヘキサシロキサン(監

視41)

31  酸化水銀（II） (監視1)

*J-CHECK (https://www.nite.go.jp/chem/jcheck/top.action?request_locale=ja) による

一特/監視類似物質検出ツール（Level1）

23

化学構造が類似する一特/監視物質をグループ化し、それぞれのグループに対する構
造類似性を判定している

例：７A類（一特 政令番号7または14に
類似しているグループ）

一特 政令番号7 一特 政令番号14

定義：上記の骨格を持ち、環にF/Br/Cl/Iのいずれかが付加



例：第一種特定化学物質 7 DDT 類似物質

一特/監視類似物質検出ツール（Level2）

24

プロファイラを適用させた化学構造が、化審法一特/監視物質に
類似度80%以上かどうか判定する



例：第一種特定化学物質 7 DDT

一特/監視類似物質検出ツール（Level3）
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プロファイラを適用させた化学構造が、化審法一特/監視物質と一致するか判定



４．まとめ
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本日お話しした内容
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-生分解性予測AI-QSARの開発体制、概要、検討内容

３．一特/監視類似物質検出ツールの開発
-ツール開発の経緯
-一特/監視類似物質検出ツールの概要
-SMARTSによる定義
-一特/監視類似物質検出ツール（Level1～ Level3）
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AI-QSAR委託事業報告書

・平成３０年度化学物質安全対策
新規化学物質の審査における定量的構造活性相関（QSAR）の活用のあり方に関する
調査(付属資料)
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000252.pdf

・令和元年度化学物質安全対策
化学物質の分解性及び蓄積性に係る総合的評価の導入に関する調査（P117 ～P124）
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000399.pdf

・令和２年度化学物質安全対策
化学物質の分解性及び蓄積性に係る総合的評価の導入に関する調査（P123 ～P130）
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000210.pdf

NITE HP 動物実験代替法（QSAR、Read-across、IATA）

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

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000252.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000399.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000210.pdf
https://www.nite.go.jp/chem/qsar/qsartop.html


ご清聴ありがとうございました
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