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正式名：省エネ型電子デバイス材料の評価技術開発事業
（機能性材料の社会実装をさせる高速・効率的な安全性
評価技術の開発・毒性関連ビッグデータを用いた人工知
能による次世代型安全性予測手法の開発

経済産業省 製造産業局 化学物質管理課

背景
 日本の素材産業の競争力強化
 競争環境の変化（欧州のﾃﾞﾌｧｸﾄｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ戦略）
 世界的な動物試験３Rおよび禁止に向けた流れ

化審法が1973年に制定されて以後半世紀近くが経過しこの間、テクノロジーは
大きく進歩（新規な物質、ハイテク製品開発、ゲノム研究等生化学研究領域の
目覚ましい発展および人工知能） 新規で高精度のリスク評価手法開発
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化審法新規化学物質の届出件数の推移

＜新規化学物質届出件数の推移＞
（届出件数）

低生産量新規
（高濃縮でなく年間製造・輸入数量１０トン以下）

通常新規 （平成２３年まで暦年）

◆新規化学物質の届出件数は、直近では６００件前後で推移。
◆うち通常新規による届出件数は４００件前後で推移、低生産量による届出件数は
２００件前後で推移。

＜主な用途（平成２７年度）＞
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付加価値の高い機能性化学物質

日本の化学産業は、主に電機・電子材料分野で付加価値が高い機能性
化学物質を、少量多品種生産することで競争力を発揮してきた。

我が国で製造・輸入される化学物質数の推移と新規化
学物質の割合
※ 平成26年度化審法届出実績より作成

我が国の新規化学物質の製造輸入量と売上額

※ 平成25年度化審法届出実績と「平成26年度製造基盤技術実態等調査（機
能性 素材動向調査）報告書」（みずほ情報総研）によるポリエチレン
価格250円/kg、機能性化学品単価数万円～数十万円/kgに基づいて算出
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低下する我が国企業の研究開発効率

◆企業の研究開発費とその後生み出した付加価値の割合（後方５年移動平均との比較）を
見ると、日本は９０年代以降大きく減少。

◆主要先進国と比較しても、企業の研究開発が付加価値創造にうまく活かされていない？

〔出典〕経済産業省「2015機能性素材｣
産業政策の方向性（出所）内閣府 世界経済の潮流2012 5



材料メーカー

蓄電池の部素材

有機薄膜太陽電池の
部素材

化学メーカー

機能性化学物質の開発

１つの上市物質

複数の候補物質

・機能の追求

・安全性の評価
（動物実験等）

機能性化学物質の提供

新製品のコンセプトの共有

開発期間が⾧い
（約３年）

機能性化学物質の開発コスト
の低減

機能性化学物質の開発プロセスにおける課題（例）

→

費用がかかる
（研究費の約２０％）

低リスクの機能性化学物質を要求

早期製品化、普及新規機能性化学物質の
市場投入の加速化 →
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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法）とは

人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息・生育に支障を及ぼすおそれがある 化
学物質による環境の汚染を防止。PCB及びそれに類似する化学物質による環境汚染
の未然防止のため、昭和48年（1973年）世界に先駆けて制定。

法の目的

 対象 医薬品、農薬、防疫薬以外のいわゆる工業用化学物質
 新規化学物質の事前審査

→新たに製造・輸入される化学物質に対する事前審査制度
 上市後の化学物質の継続的な管理措置

→製造・輸入数量の把握（事後届出）、有害性情報の報告等に基づくリスク評価
 化学物質の性状等（分解性、蓄積性、毒性、環境中での残留状況）に応じた規制及び措置

→性状に応じて「第一種特定化学物質」（実質製造・輸入禁止） 等に指定
→製造・輸入数量の把握、有害性調査指示、製造・輸入許可、使用制限等

概要
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新規化学物質

生分解性試験

蓄積性試験

スクリーニング毒性（Ames
、染色体異常・28日間反復投
与毒性試験・生態影響（甲殻
類、魚類および藻類）

良分解

製造・輸入可

低懸念
高分子 少量・中間物

＊）高蓄積性BCF５,０００倍以上

新規化学物質のうち低生産物質（＜10T/Y)

CO2
H2O

事前確認申出
のみ
試験不要
製造・輸入可

第一特化物質該当
実質製造・輸入不可

製造・輸入可

安定性と一定
の要件を満た
せば物化性試
験のみ

BCFが5,０００倍未満1000以上は総合的判断
logPow＞3.5（上記相関でBCF数百倍）の場合、濃縮性が疑われる。 →濃縮度試験要求

低蓄積性高蓄積性＊）

人健康または生態系
にリスク懸念

優先評価
化学物質

工業用化学品の化審法における新規物質に関する審査体系
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AI-SHIPSシステム開発の基本方針と対象物質
１．基本方針

化審法28日間反復投与毒性試験＊における肝毒性（細胞障害、脂質異常、胆管障害
および肝肥大等）とそのリスクの程度（半定量的）を予測できるシステムを開発し、あわせて血液

、
腎毒性を予測できるシステムを開発

＊）：化学物質の動物に被験物質を一定期間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、

被験物質の毒性を明らかにすることを目的

２．毒性予測対象物質
• 一般工業用化学品 年間 製造・輸入量（将来：環境排出量）＞１０T/Y
• 生分解性試験での分解物
対象外
• 生分解性試験で無機化されるもの（活性汚泥による易分解）
• 高分子物質（分子量1,000未満成分：1%以下は原則１）対象外）
• 低懸念高分子物質（PCL 高分子物質で所定の条件を満たす）
• 高蓄積性物質（BCF 5,000倍以上２） logPow>3.5３）)

１）高分子物質で不安定、あるいは分解してモノマーになりやすいケースや重金属を含む場合等は除く
２）BCFが5,０００倍未満1000以上は総合的判断
３）log Pow＞3.5（上記相関でBCF数百倍）の場合、濃縮性が疑われる。 →濃縮度試験が求められる。

・工業用化学品は元々、生理活
性を追求したものではなく構
造的にも直鎖から複素環、金
属錯体等構造的に多種、多様。

・⾧期間の少量での曝露による深
刻な健康影響を危惧
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本予測システムの開発基本方針と特色

化学物質の構造特性、物性およびこれまで明らかとなっている毒性発現機構（Mode of

Action)に基づく（AOPベース）科学的かつ合理的な毒性予測システム

ADMEやPBPK等体内動態を予測手法に大幅に取りいれたより予測精度の高い統合システム

化学物質の毒性に関する新規、既存のIn vitro、In vivo 実験データ等の情報を一元化し

たプラットフォーム（Matrix)を構築し、その解析に機械学習等の最先端の人工知能・

インフォマティックス技術を導入、これらを駆使。

遺伝子、シグナル伝達機構等が関与する複雑な毒性発現機構の

解析についてトキシコゲノミックス的手法等による最新の技術

を駆使することを想定。得られた結果を予測システムに

反映、精度を向上（2色発光法ｽﾄﾚｽ応答、ﾏｲｸﾛｱﾚｲ等）

ユーザーフレンドリーで、実用的なシステム開発を目指す
10



[参考] Concept of  Adverse Outcome Pathway OECD/2012

The OECD launched a new programme on the development of Adverse Outcome Pathways (AOP)

in 2012. An AOP is an anlytical construct that describes a sequential chain of causally linked events at different

levels of biological organisation that lead to an adverse health or ecotoxicological effect (see figure below). 

AOPs are the central element of a toxicological knowledge framework being built to support chemical risk 

assessment based on mechanistic reasoning
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最先端の人工知能（AI Artificial Intelligence）・ｲﾝﾌｫﾏﾃｨｸｽ
の世界 ー Deep learning/ﾆｭｰﾗﾙﾈｯﾄﾜｰｸ、ﾍﾞｲｼﾞｱﾝﾈｯﾄﾜｰｸ等

12

各データの関連性を論理的に組
み立て、多様な現象情報から確
率論的に一定の結論を得る。



毒性予測システム開発コンセプト
信頼性が高く、均一かつ網羅的毒性試験データを有している物質を共通対象としてその情報

を学習用データとして利用（HESS Ver3.7、Tox21/US EPA、Toxcast、 NTPおよびTGP等)

分子構造に基づく機構論的モデリング法の活用
分子構造から算出した構造記述子、分子動力学/分子軌道計算等

（分子記述子ソフトウエア：Mordred等)を駆使し、一方で
化学物質およびたんぱく質結晶構造等をもとに低分子化合物と生体
成分との反応性解析等を行う。（３Dﾄﾞｯｷﾝｸﾞｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ等）

実験データに基づく毒性機作のモデリング法
高次の複雑系での現象（シグナル伝達系等）
…推計学、IPA（Integrity Pathways Analysis)
やシュミレーションモデルも適用
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従来の毒性予測システムと何が違う？

従来（QSAR等)化学物質構造・物性情報 安全性、リスク予測

本プロジェクト（AI-SHIPS)

ADME・PBPK
Big Data, AI、
Machine learning

MOA, AOP 毒性発
現メカニズム
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機能性材料の社会実装を支える高速・高効率な安全性評価手法の開発の概要

【現 状・背景】
新規化学物質の上市のためには事業者負担の大きい動物実験を行う必要がある
日本は他国に先駆けて化審法を策定・運用したため、膨大な量の精緻な動物実験データがある

毒性発現メカニズムに基づいたアプローチ

未知物質の毒性を解明
することで動物実験削減

に資する

【将来】 予測モデルの精度向上・AIの活用

【研究開発事業】

各研究の成果を統合

※化学物質の構造式と毒性の組合せ情報は一定程度蓄積がある
ものの、その関係性・要因（毒性発現メカニズム）は未解明

構造に基づく記述子と活性値の間に成立するルールをAIにより解析し、数式化して予測する

①動態学的アプローチ（動物実験）

体内濃度代謝物構造

-吸収・代謝・排泄・分布を解析-

遺伝子発現 タンパク質活性

（化学物質）

②分子生物反応的アプローチ（細胞実験）
-遺伝子、細胞内タンパク質の変動を解析-

機械学習等のAI的アプローチにより、
既存データベース（Tox21,HESS）の
蓄積情報及び①・②を活用して、化学
物質と毒性の関連性・要因を解析

Tox21 HESS

既存データ分析

③ＡＩ的アプローチ（in silico）
-AIによる毒性予測モデルの構築-

プラットフォーム アルゴリズム

Ａ
Ｂ

Ｃ
Ｄ

Ｅ
F

ＡＩ による予測未知物質

構造式
ばく露量

肝臓

腎臓
神経

免疫

生殖

血液

毒性

毒性化学物質構造 ブラックボックス従来のＱＳＡＲ:

⇒化審法への導入を検討
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肝毒性の分子標的（例）

①GSHによる解毒
②Ca2+ホメオスタシス異常、アポトーシス
③胆汁排泄障害
④ミトコンドリア障害
⑤ハプテンとしての免疫毒性
⑥免疫異常
⑦TNF応答・アポトーシスの亢進

CRM: chemically reactive metabolite

Arch Toxicol, 87: 1315-1530, 2013.
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何をデータにしようとしているか？（イメージ）

化学物質（
代謝体）

ADME+PBPK
Key EventMIE

EP

AHR、CAR、PXR、PPARαに対する作用をレポーター
アッセイにより評価 ミトコンドリアはガスパーゼ活性
化によるアポトーシス

細胞毒性、核・細胞質・ミトコンドリア影響

ミトコン
ドリア

AHR

CAR

PXR

PPARα

MC、
CYP
反応

ERストレス
（転写因子）

酸化ストレ
ス（転写因
子）

CYP

LDH放出
小胞体
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物
質
の
吸
収
・
分
布
・
代
謝

MIE KE(R)

EP/HT(Hepatotoxiciry)

核
内
外
受
容
体
・
細
胞
膜・
酵
素
・
抗
体

等
た
ん
ぱ
く
結
合
等

ADME・PBPK

物質の吸収速度、分布容積、
肝臓からの消失速度予測。
PBPK予測モデルの精緻化

Output
何が？

どれだ
け？吸収
されて、血
中に移行
し、どの組
織、臓器
に分布し

どれだけ
反復的に
暴露され
るか？

ADME

：ベクトル
可能性と作用？

昭和薬科大：
ADME/PBPK解析等

***

どの程度の強度の
毒性が発現？
半定量的指標算出
→ NOEL：30ｍ
g/kg/dayおよび
300ｍg/kg/dayを
暫定的指標

細胞障害・
炎症

肝臓機能低下
たんぱく質合
成低下等

肝臓機能亢進
たんぱく質合
成更新等

胆管障害

肥大

脂質代謝異常

明治薬科大等 In silico的解析 Tox21、
HESS-DB毒性発現メカニズム解析

既得：毒性発
現機構知見・
情報（HESS等)

静岡県大：Cyp、UGT,
核内受容体 In vitro or 
HTP試験等

AIST: 2色発光法
CERI:ﾏｲｸﾛｱﾚｲ等
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毒性発現機序と評価項目との関係
毒性発現ステップ、標的 実施内容 担当機関

代謝活性化 ラットP450及びUGT反応性評価 静岡県立大学

細胞内タンパク質との反応
受容体反応性評価（Tox21） 明治薬科大
ラット受容体反応性評価（インビトロ） 静岡県立大学

ミトコンドリア機能障害 ラット肝細胞を用いたハイコンテント
（HCA）解析（Mit染色）

静岡県立大学

酸化ストレス
レポーターアッセイ（Nrf2） 産総研
HCA 静岡県立大学

脂質代謝異常 HCA（中性脂肪、リン脂質蓄積） 静岡県立大学
膜機能変化 HCA（核、細胞質構造） 静岡県立大学
胆汁排泄障害 ラット胆汁酸トランスポーター（BSEP）

阻害評価
静岡県立大学

細胞傷害・細胞死、細胞増
殖

レポーターアッセイ（細胞毒性評価） 産総研
細胞数評価、逸脱酵素測定（LDH）測定 静岡県立大学

免疫・炎症応答 マクロファージ細胞レポーターアッセイ
（免疫関連転写因子活性）

産総研

遺伝子発現変化 DNAマイクロアレイ、パスウェイ解析 CERI
19



AI-SHIPS開発に用いる毒性試験データ

A) HESS RDT

D) HESS RDT DB (HPV)

HESS
プラットフォーム HESS DB

B) HESS RDT (CSCL New) 

C) HESS RDT DB (inhalation)

G) TGP RDT

F) Drug RDT

745物質×868所見（雄441）
28-120日間

E) COSMOS DB

HESS内
データベース

H) Tox-Omics RDT DB

I) ToxRef DB

687物質

83物質×400所見（雄203）
28-96日間 76物質

29物質×726所見（雄363）
14-98日間 3物質

※Link to HESS DB
があるものでカウント

130物質×563所見（雄255）
28-126日間 11物質

852物質×553所見（雄306）
28-700日間 45物質

50物質×782所見（雄401）
19-182日間 50物質

124物質×295所見（雄295）
28日間 5物質

31物質×427所見（雄427）
28日間 31物質

493物質×865所見（雄415）
28-182日間 73物質

計933物質 重複等を差し引くと 約860物質

本PJでは、研究対象物質としてHESS＊DB掲載物質等を対象。物性情報、反復投与毒性試験（経口 GLP等）
の詳細なデータが収載

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）」
ラットを対象とした化学物質の反復投与
毒性試験データ及び毒性にかかわる作用
機序情報などを集積した毒性知識情報デ
ータベースとラットやヒトなどのほ乳類
における化学物質の代謝情報から構成さ
れる知識情報データベースの2つのデータ
ベース（HESS DB）を備えたシステム

新エネルギー・産業技術総合開発機構
（平成19～22年度）及び経済産業省（平
成23年度）からの受託業務「構造活性相
関手法による有害性評価手法開発 」
（プロジェクトリーダー：林 真先生）
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Confidential

化合物数 毒性試験数 報告NOEL/LOEL数

化審法既存等 507 527 441/357
化審法新規 76 87 201/201
医薬品申請 20 20 401/148
TGP 124 124 295/173
Tox-Omics 31 31 427/192
OECD HPV 59 61 205/192
ToxRef 35 40 0/185
COSMOS 0 0 0/0

投与期間が19-56日間である雄性ラットのデータのみを利用
（28日間反復投与毒性試験 + 42日間反復投与毒性･生殖発生毒性併合試験)

• NOEL/LOELの数値に不等号「<」が含まれていた場合は数値の1/2の値を、不等号「>
」が含 まれていた場合は数値の2倍の値をNOEL/LOELとした。

• 複数のNOEL/LOEL が報告されている場合は、その最小値を採用した。
21



一般化学物質（工業用）506物質の毒性主要所見組織
(HESS 例）

T# tox tox tox 試験物質数 陽性数 min 数 min/陽性数 ①順位 ②順位

T#373 Organ weights Liver Relative organ weight↑ 505 255 109 0.427 1 1
T#086 General signs Whole body Body weight↓ 506 193 31 0.161 2 9
T#369 Organ weights Kidney Relative organ weight↑ 504 180 51 0.283 3 5
T#104 General signs Whole body Salivation 506 156 65 0.417 4 3

T#216
Histopathological findings Liver

Hypertrophy/Swelling hepatocyte 
(Centrilobular) 504

151 59 0.391 5 4

T#371 Organ weights Liver Absolute organ weight↑ 505 145 44 0.303 6 6
T#178 Histopathological findings Kidney Eosinophilic body/Hyaline droplets 506 121 76 0.628 7 2
T#039 Blood chemical examination Blood serum (Lipid) T. cholesterol↑ 494 105 19 0.181 8 15
T#122 Hematological examination Blood cell (Erythrocyte) HGB↓ 504 102 27 0.265 9 10
T#092 General signs Whole body Food consumption↓ 503 102 17 0.167 10 17
T#131 Hematological examination Blood cell (Erythrocyte) RBC↓ 504 94 25 0.266 11 11
T#367 Organ weights Kidney Absolute organ weight↑ 503 94 22 0.234 12 13
T#120 Hematological examination Blood cell (Erythrocyte) HCT↓ 504 91 21 0.231 13 14

T#172
Histopathological findings Kidney

Basophilic 
change/Regeneration/Degeneration 506

81 32 0.395 14 8

所見 陽性数（計）

肝臓 551

腎臓 355

血液（血清を除く） 392

全身系（体重減少等） 451

その他 脾臓、胃（前胃部隆起） 53/72
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Confidential

グループ名 特徴、代表的所見 NOEL数 LOEL数 予測対象

HT1 細胞傷害・炎症 細胞死関連所見 749 326 ○

HT2 肝機能低下 タンパク質合成低下など 728 229 ○

HT3 肝機能亢進 タンパク質合成亢進など 736 324 ○

HT4 胆管障害 胆管、胆道系障害 733 242 ○

HT5 肥大 肝臓、肝細胞肥大 761 376 ○

HT6 脂質代謝異常 肝内、血中脂質レベル増加 734 322 ○

HT7 増殖・過形成 肝臓内の細胞増殖関連所見 704 29 ×

HT8 凝固異常 血液凝固関連因子の異常 655 156 ×

HT9 貧血・循環障害 貧血、うっ血、髄外造血など 739 274 ○

HT10 腎毒性 腎の傷害・機能障害 751 388 ○

• 肝毒性G×7、腎毒性G×1、血液毒性G×2を定義
• 各GのNOEL/LOELは、グループ内で報告されているNOEL/LOELの最小値を採用
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可視化による化学空間の把握
化学空間の可視化

• 化学空間内での化学物質の分布と目的特性（毒性）分布を把握
• 化学物質の分布と目的特性（毒性）分布をもとに注目したい構造を探索

⇒ 探索の効率化：被験物質、学習データ物質の選択に利用

可視化

By GTM

化学物質探索の
ターゲット領域

多次元空間を
２次元に写像

化学空間とは？
化学構造を適切な記述子で表現。使った記述子の数の次
元の記述子空間。 この意味で一般に多次元空間

目的特性（毒性）分布

Generative Topographic

Mapping

24



Chemical spaceのドメイン設定(2/2)
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Confidential

化合物のBasic info.以外の項目は、予測モデルを
作成する際に使えるデータか使えないデータかを
判定するフラグ (0/1)を記載するカラムを加えた

データマトリックス（DB）のイメージ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ■ ■ ■ ■ ■ ■

○ ○ ○ ○ ○ × × × × ■ ■ ■ ■ ■ ■

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ■ ■ ■ ■ ■ ■

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ■ ■ ■ ■ ■ ■

○ ○ ○ ○ ○ × × × × ■ ■ ■ ■ ■ ■

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ■ ■ ■ ■ ■ ■

○ ○ ○ ○ ○ × × × × ■ ■ ■ ■ ■ ■

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ■ ■ ■ ■ ■ ■

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ■ ■ ■ ■ ■ ■

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ■ ■ ■ ■ ■ ■

○ ○ ○ ○ ○ × × × × ■ ■ ■ ■ ■ ■

○ ○ ○ ○ ○ × × × × ■ ■ ■ ■ ■ ■

In vitro
param.

Basic
info.

Phy.chem.
prop.

Mol.
desc.HTs

H
E

S
S

 c
he

m
ic

al
s

（
89

0行
）

○: real data, ■: calculated data, x: missing data

ASC-O0011,3,5,7-tetraazabicyclo 3.3.1 nonane, 3,7-dinitroso-;1,3,5,7-tetraazabicycloÕ3.3.1ånonane, 3,7-dinitroso-;n,n'-dinitrosopentamethylenetetramineCAS101-25-7 NA C1N(N=O)CN2CN(N=O)CN1C2NA 28 Oral (Gavage)40
ASC-E0301,3,5-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)isocyanuric acid;s-triazine-2,4,6(1h,3h,5h)-trione, 1,3,5-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-;1,3,5-triazine-2,4,6(1h,3h,5h)-trione, 1,3,5-trisÕÕ3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenylåmethylå-CAS27676-62-6 NA C(C)(C)(C)c1c(O)c(C(C)(C)C)cc(CN2C(=O)N(Cc3cc(C(C)(C)C)c(O)c(C(C)(C)C)c3)C(=O)N(Cc3cc(C(C)(C)C)c(O)c(C(C)(C)C)c3)C2=O)c1NA 28 Oral (Gavage)100
ASC-E0501,8-diazabicyclo[5,4,0]undecene-7;pyrimido 1,2-a azepine, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro-;pyrimidoÕ1,2-aåazepine, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro-CAS6674-22-2 NA C12CCCCCN1CCCN=2NA 42 Oral (Gavage)10
ASC-E0792,2'-[(1-methylethylidene)bis[(2,6-dibromo-4,1-phenylene)oxy]]bis[ethanol];ethanol, 2,2'- (1-methylethylidene)bis (2,6-dibromo-4,1-phenylene)oxy  bis-;ethanol, 2,2'- (1-methylethylidene)bis (2,6-dibromo-4,1-phenylene)oxy bis-;ethanol, 2,2'-ÕisopropylidenebisÕ(2,6-dibromo-p-phenylene)oxyåådi-;ethanol, 2,2'-Õ(1-methylethylidene)bisÕ(2,6-dibromo-4,1-phenylene)oxyååbis-CAS4162-45-2 NA c1(C(C)(C)c2cc(Br)c(OCCO)c(Br)c2)cc(Br)c(OCCO)c(Br)c1NA 42 Oral (Gavage)40
ASC-E0822,2'-azobis[2,4-dimethylvaleronitrile];pentanenitrile, 2,2'-azobis 2,4-dimethyl-;valeronitrile, 2,2'-azobisÕ2,4-dimethyl-;pentanenitrile, 2,2'-azobisÕ2,4-dimethyl-CAS4419-11-8 NA C(#N)C(C)(CC(C)C)N=NC(C)(C#N)CC(C)CNA 42 Oral (Gavage)10
ASC-E0842,2'-methylenebis (4-ethyl-6-tert-butylphenol);phenol, 2,2'-methylenebis 6-(1,1-dimethylethyl)-4-ethyl-;phenol, 2,2'-methylenebisÕ6-tert-butyl-4-ethyl-;phenol, 2,2'-methylenebisÕ6-(1,1-dimethylethyl)-4-ethyl-CAS88-24-4 NA C(C)(C)(C)c1c(O)c(Cc2c(O)c(C(C)(C)C)cc(CC)c2)cc(CC)c1NA 42 Oral (Gavage)30
ASC-E0852,2'-methylenebis(6-tert-butyl-p-cresol);phenol, 2,2'-methylenebis 6-(1,1-dimethylethyl)-4-methyl-;p-cresol, 2,2'-methylenebisÕ6-tert-butyl-;phenol, 2,2'-methylenebisÕ6-(1,1-dimethylethyl)-4-methyl-CAS119-47-1 NA C(C)(C)(C)c1c(O)c(Cc2c(O)c(C(C)(C)C)cc(C)c2)cc(C)c1NA 28 Oral (Gavage)50
ASC-N0202-[(6-amino-2-naphthyl)sulphonyl]ethanol;ethanol, 2- (6-amino-2-naphthalenyl)sulfonyl -;ethanol, 2-Õ(6-amino-2-naphthalenyl)sulfonylå-CAS52218-35-6 NA c12c(cc(N)cc1)ccc(S(=O)(=O)CCO)c2NA 28 Oral (Gavage)15
ASC-E1562-hydroxy-4-(octyloxy)benzophenone;methanone,  2-hydroxy-4-(octyloxy)phenyl phenyl-;methanone, 2-hydroxy-4-(octyloxy)phenyl phenyl-;benzophenone, 2-hydroxy-4-(octyloxy)-;methanone, Õ2-hydroxy-4-(octyloxy)phenylåphenyl-CAS1843-05-6 NA c1(C(=O)c2c(O)cc(OCCCCCCCC)cc2)ccccc1NA 28 Oral (Gavage)20
ASC-E2164,4'-biphenyldiol;[1,1'-biphenyl]-4,4'-diol;1,1'-biphenyl -4,4'-diol;Õ1,1'-biphenylå-4,4'-diolCAS92-88-6 NA c1(-c2ccc(O)cc2)ccc(O)cc1NA 42 Oral (Gavage)8
ASC-O0064,4'-thiobis(6-tert-butyl-m-cresol);phenol, 4,4'-thiobis 2-(1,1-dimethylethyl)-5-methyl-;m-cresol, 4,4'-thiobisÕ6-tert-butyl-;phenol, 4,4'-thiobisÕ2-(1,1-dimethylethyl)-5-methyl-CAS96-69-5 NA C(C)(C)(C)c1c(O)cc(C)c(Sc2c(C)cc(O)c(C(C)(C)C)c2)c1NA 28 Oral (Gavage)60
ASC-E2244,4'-thiobis(6-tert-butyl-m-cresol);phenol, 4,4'-thiobis 2-(1,1-dimethylethyl)-5-methyl-;m-cresol, 4,4'-thiobisÕ6-tert-butyl-;phenol, 4,4'-thiobisÕ2-(1,1-dimethylethyl)-5-methyl-CAS96-69-5 NA C(C)(C)(C)c1c(O)cc(C)c(Sc2c(C)cc(O)c(C(C)(C)C)c2)c1NA 28 Oral (Gavage)15
ASC-R0114,4-methylenebis(n,n-dimethylaniline);4,4'-methylenebis[n,n-dimethyl]aniline;benzenamine, 4,4'-methylenebis n,n-dimethyl-;aniline, 4,4'-methylenebisÕn,n-dimethyl-;benzenamine, 4,4'-methylenebisÕn,n-dimethyl-CAS101-61-1 NA c1(N(C)C)ccc(Cc2ccc(N(C)C)cc2)cc1NA 28 Oral (Feed)7.25
ASC-E2254,4’-isopropylidenebis(2,6-dibromophenol);4,4'-(1-methylethylidene)bis[2,6-dibromophenol];phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis 2,6-dibromo-;phenol, 4,4'-isopropylidenebisÕ2,6-dibromo-;phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bisÕ2,6-dibromo-CAS79-94-7 NA c1(C(C)(C)c2cc(Br)c(O)c(Br)c2)cc(Br)c(O)c(Br)c1NA 28 Oral (Gavage)8
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2018年度AI-SHIPS研究開発実施体制

受託機関（研究）
学校法人 昭和薬科大学
静岡県公立大学法人 静岡県立大学
一般財団法人 化学物質評価研究機構
国立研究開発法人 産業技術総合研究所
学校法人 明治薬科大学
株式会社システム計画研究所

経済産業省

国立大学法人 東京大学
（プロジェクト管理機関）
Substances Hazardous 
Integrated Prediction 
System 
"SHIPS”研究開発事務局

委託 委託

マネージ
メント

船津 公人 ：プロジェクトリーダー
（国立大学法人東京大学大学院工学系研究科 教授）

プロジェクト
の調査等業務
支援 受託機関（調査）

みずほ情報総研株式会社
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AI-SHIPS開発基本方針とスケジュール
期間 システム構築目標 具体的なアクション
1st STEP

2017−2018
（19）年度

肝臓毒性予測プロトタイプ
システム構築

１．基本的な予測モデル（肝臓毒性）の構築
・構造、物性から肝臓毒性予測までの入力記

述子（実験データ等含む）の選択（ADME
情報や作用機作情報等）と適正情報処理シ
ステム（ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑ等）の開発、構築

２．毒性メカニズム解明
・ｼｸﾞﾅﾙ伝達系、ﾀﾝﾊﾟｸ、核内受容体、細胞内

複雑系毒性発現情報取得）
2nd STEP

2019（20）
‐2021年度

・血液毒性、腎臓毒性等
予測プロトタイプシステム構築

・肝臓毒性予測システムの精緻化

・肝臓、血液および腎臓毒性統合シ
ステムの構築

１．の血液毒性、腎臓毒性への応用展開
・血液毒性、腎臓毒性作用機差情報の取得

必要に応じ、実験データ取得。
2. 国際機関、企業取得情報の入力および

上記、複雑系毒性情報の入力による全体毒
性予測システムの精緻化

企業等
外部データ
入力（組織
構築）

PJ終了後
2022年度以
後

上記予測システムの精緻化、
アップディティング、利用

新規情報の入力、メンテナンス
規制への利用展開（既存化学物質評価等）

管理組織
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2021年度

AI－SHIPSプロジェクト 5年間の基本計画 全体像
○ 2019年度は、モデルの精緻化と追加構築により、in vitro予測項目の充実を図り、プロトタイプシステムに統合する。

→事業者による試用、フィードバックを得て、さらなる改良を図っていく必要がある。
→事業者の協力を得て、トレーニングデータ追加も検討。

○ 2019年度から、血液毒性・腎毒性についても予測対象範囲を広げる方向で試実施→2020年度に本格開発、2021年度に統合。
○ 2019年度、代謝体予測モデルについて既存知見・既存モデルを調査し、2020年度以降の方向性を検討する。
○ 最終的に、統合的毒性予測システムを構築し事業化・実用化を目指す。

In vitro試験

平成30年度
（2018）

統合的
毒性予測システム

構築

平成31年度
（2019）

in vivo, in vitro試験

in vitro試験

モデル開発
平成30年度実施
in vitro試験データ

予測モデル開発

精緻化

PBPKモデル
統合

精緻化

(12月前後)
中間評価

代謝体予測に関する先行知見調査 in vitro 試験（代謝体安定性評価）試行

In vitro試験

2020年度

精緻化・改良

統合

事業者に
よる試用

企業デー
タ等入力

予測モデル
追加・統合

肝毒性

肝毒性

予測モデル開発試行

in vitro試験

既存データ解析血液毒性
in vitro試験系検討

腎毒性

研究開発推進会議
による専門家レビュー

予測モデル開発試行
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予測システムのValidation（妥当性の検証）について
【基本方針】

検証の基本的内容は、OECD PRINCIPLES FOR THE VALIDATION, FOR 
REGULATORY PURPOSES, OF (QUANTITATIVE) STRUCTURE-ACTIVITY 
RELATIONSHIP MODELSに従う。

These principles were agreed by OECD member countries at the 37thJoint Meeting of the Chemicals Committee and Working Party on Chemicals, 
Pesticides and Biotechnology in November 2004. The principles are intended to be read in conjunction with the associated explanatory notes 
which were also agreed at the 37thJoint Meeting.

1. Defined Endpoint（エンドポイントの定義）
2. Unambiguous Algorithm（曖昧さのないアルゴ リズム）
3. Defined Domain of Applicability（適用範囲 の定義）
4. Appropriate Measures of Goodness-of–fit, Robustness and Predictivity（適合度、頑

健性、 予測性の適切な評価）
5. Mechanistic Interpretation, if possible（可 能ならば、メカニズムに関する解釈）

1.から5.の技術的評価手法については各専門家にヒアリング。
Cross ValidationやR2 (correlation coefficient) やlow root mean square error (RMSE)等基
本的な検証方法以外も検討
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システム構築後の活用について

分野 用途 具体的内容 課題
規制への対応
(化審法等）

・既存物質の評価 すでに上市されている化学物質
のうち未評価物質の毒性予測

いずれも法の
運用変更要

・新規化学物質の
審査への利用

新規化学物質（10T/Y<)の事前
審査用28日間反復投与毒性試験
の代替あるいは活用による試験
の免除等

全く体内に吸
収されないも
の等は免除

産業界・事業者等 ・リスク管理 ・自社化学製品の不純物あるい
は輸入品の品質、不純物評価
等に活用可能？

・製造現場の安全管理

自社用のテー
ラーメイドシ
ステム

・R＆D ・新規開発品スクリーニングに
活用、あるいは化合物デザイ
ンに利用

AI-SHIPS
ビジネスモデル

・カスタマーケア、メンテナンス
（アップデーティング）体制
・専門（毒性学、計算科学）領域に精通

ユーザー
のニーズ
調査

＋
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Future prospects

化学物質の研究開発費の２０％を占めるとされる
安全性評価に係るコストを大幅に削減。

 また、毒性試験に要する期間を実質的にゼロと
し、開発期間の大幅な短縮を可能とする。

 このように安全性評価の効率化を図ることによ
り、機能性化学物質の開発を促進し、我が国の
機能性材料やこれらを使った製品の開発力、提
案力の向上を図る。
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東京大学大学院 化学システム工学
船津・小寺研究室
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人員
教授 1
准教授 1
助教 1
特任研究員 1
D 3
M 14
B 4
技術補助員 １

学術支援員 １

H31 1.1現在



船津・小寺研の研究内容
化学の課題を機械学習・統計解析を用いて解決。

• 化学構造を対象とした研究
• 医薬品の活性予測
• 材料の物性予測（融点・発光・吸収等）
• （よい活性や物性を持つ）化学構造の生成

• 製造を対象とした研究
• 製品の濃度・密度推定
• 製造プラントの異常検出
• 水処理施設の処理膜のつまり具合の予測（いつ洗浄すべきか？）

• 設計パラメータの最適化
• リチウムイオン電池の設計（充電時間が短く、大容量の電池）
• 反応器の設計（短時間で性能の良い製品を作る反応器）
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ご清聴ありがとうございました。
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