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略語一覧
EC50: 50% Effective Concentration（半数影響濃度）
試験水に溶解した化学物質などによって、半数（50%）の試験生物に対して影響
を与えると考えられる濃度
FITS: Fragment Identification by Tree Structure
KATE2011で使用される部分構造の取得プログラムの名称。
KATE2011 on NET ウェブページ参照。https://kate.nies.go.jp/onnet.html
KATE: KAshinho Tool for Ecotoxicity
国立環境研究所 環境リスク・健康研究センターにおいて研究・開発された生態
毒性QSARシステム」の通称。「ケイト」と読む。
KOWWIN:
US EPAなどが開発しているEPI SuiteTM (Estimation Programs Interface : 化学
物質を迅速にスクリーニングするためのアプリケーションなどで使用されること
を目的としたツール) に含まれる化学物質のlog P推定プログラム。
LC50: 50% Lethal Concentration（半数致死濃度）
試験水に溶解した化学物質などによって、半数（50%）の試験生物を死亡さ
せる濃度。
Log P: The logarithm of the octanol/water partition coefficient
（オクタノール/水分配係数）
ある化学物質について、1-オクタノールと水の２つの溶媒中の平衡状態における
濃度比を常用対数で表したもの。化学物質の疎水性を表す指標とされている。
Log Pは対象物質のイオン化を無視した数値である。
http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=295
（EICネットの用語解説。2019年01月25日アクセス）
NOEC: No Observed Effect Concentration（無影響濃度）
最大無影響濃度、最大無作用濃度ともいう。対照区と比較して統計的に有意な
（有害） 影響が認められなかった最高濃度であり、LOEC （最小影響濃度）の
すぐ下の濃度区である。
https://www.env.go.jp/chemi/report/risk30-01/1-ref2.pdf
https://www.env.go.jp/chemi/report/risk30-01/post.html
(環境省 化学物質の環境リスク評価 第１６巻 第１編 参考２ 用語集等より。2019
年03月29日アクセス)
(Q)SAR: (Quantitative) Structure-Activity Relationships（(定量的)構造活性相関）
化学物質の構造上の特徴又は物理化学定数と生物学的活性（毒性等）の相関関係
を構造活性相関（SAR: Structure-Activity Relationship）といい、定量的なもの
を定量的構造活性相関（QSAR: Quantitative Structure-Activity Relationship）
という。両者を併せて(Q)SAR と記載することもある。構造活性相関は、例えば、
特定の官能基の有無から物質の有害性の多寡を推測することを指し、構造を手掛
かりに毒性等を定量的に算出する仕組みをいわゆるQSAR モデルと呼ぶ。
https://www.env.go.jp/chemi/report/risk30-01/1-ref2.pdf
(環境省 化学物質の環境リスク評価 第１６巻 第１編 参考２ 用語集等より。2019
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年03月29日アクセス)
SMARTS: SMiles ARbitrary Target Specification
SMILESを拡張した部分構造を表現するための識別子。
http://www.daylight.com/dayhtml_tutorials/languages/smarts/
(Daylight社詳細解説。2019年01月25日アクセス)

SMILES: Simplified Molecular Input Line Entry System
化合物の分子構造等を印刷可能な文字で線形表記した識別子。
http://www.daylight.com/smiles/index.html
(Daylight 社詳細解説。2019 年 01 月 25 日アクセス)
US EPA: United States Environmental Protection Agency（米国環境保護庁）
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1. はじめに
(1) 生態毒性予測システム「KATE」: KAshinho Tool for Ecotoxicityとは
環境省の請負業務（平成 16～30 年度）として（独）国立環境研究所 環境リスク研究セ
ンター（現 国立研究開発法人 国立環境研究所 環境リスク・健康研究センター）におい
て、研究・開発された生態毒性 QSAR システムです。2008 年 1 月に試用版、2009 年 3
月に KATE2009 がイ ンタ ーネッ ト公 開され ました 1) 。 2011 年 3 月に は、更 新版
KATE2011 を公開し、参照物質データの追加、部分構造の分類ルールの修正、構造判定
の変更と皮膚感作性に関する部分構造の追加等が行われました。
2018 年 3 月には、KATE2017 on NETβ版を公開しました。また、2019 年 1 月に
KATE2017 on NET 正式版 (version 1.0)を公開しました 2)。
KATE は、化学物質の構造から生態毒性を予測するシステムです。KATE2017 で予測
結果が得られる毒性値 3)は以下の通りです。
・魚類急性毒性試験（OECD TG 203）における半数致死濃度（LC50）
・魚類初期生活段階毒性試験（OECD TG 210）における無影響濃度（NOEC）
・ミジンコ急性遊泳阻害試験（OECD TG 202）における半数影響濃度（EC50）
・ミジンコ繁殖試験（OECD TG 211）における無影響濃度（NOEC）
・藻類生長阻害試験（OECD TG 201）における半数影響濃度（EC50）及び無影響濃度
（NOEC）
化学物質の CAS 番号検索や構造式エディタを用いた作図等を用いて SMILES 記法によ
る入力を行い、log P による QSAR 予測を行います。
KATE2017 の構築に当たっては、環境省が実施した生態毒性試験結果（魚類急性毒性
試験、ミジンコ急性遊泳阻害試験、魚類初期生活段階毒性試験、ミジンコ繁殖試験、藻類
生長阻害試験）4)及び米国環境保護庁（US EPA）のファットヘッドミノー・データベー
スの魚類急性毒性試験結果 5)を参照物質データとして用いています。今後、試験結果が追
加された場合には QSAR 式の見直しを行う予定です。
(2) KATE2017 on NETとは
2018 年 3 月から公開している KATE2017 on NET 版に対して、複数の化学物質予測機
能の追加や幾つかの修正を行い、2019 年 1 月に正式版（version 1.0）として公開しまし
た。インターネット上のブラウザ画面で操作を行います。
（ https://kate2.nies.go.jp/onnet2017.html ）

(3) KATE2011からの主な変更点
① QSAR モデルの更新
② 藻類や慢性の毒性値予測の追加
③ 限度試験データの導入。表やグラフに出力され、構造判定にも使用
④ 部分構造検索方式の FITS から SMARTS への変更
⑤ 英語化
⑥ 表示・操作の改良
(4) KATE2017 on NETβ版からの主な変更点
① 複数物質の予測機能の追加
② Log P 計算モジュール等を Daylight 社製品から US EPA の KOWWINTM に変更
③ ユーザが入力した毒性予測対象物質の log P 値を表示
④ 適用範囲の判定の表記方法の変更
⑤ QSAR 結果画面に参照物質数（n）による表示/非表示フィルターを追加
⑥ グラフの回帰直線と信頼限界曲線が log P 適用範囲にのみ描画されるように変更
⑦ 表示・操作の改良
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(5) Log Pについて
本システムは、化学物質の毒性を予測する際に使用する log P として、US EPA が著作
権を有する log P 予測モデル KOWWINTM を US EPA の許諾を得て使用しています 6)。
利用者は下記に示す KOWWINTM 使用許諾条件について遵守してください。
KOWWIN v1.69 (April 2015)
c 2000-2015 U.S. Environmental Protection Agency
KOWWIN is owned by the U.S. Environmental Protection Agency and is protected
by copyright throughout the world.
Permission is granted for individuals to download and use the software on their
personal and business computers.
Users may not alter, modify, merge, adapt or prepare derivative works from the
software. Users may not remove or obscure copyright, tradename, or proprietary
notices on the program or related documentation.
KOWWIN contained therein is a tradename owned by the U.S. Environmental
Protection Agency.
KATE2017 に使用されている log P の詳細については、KATE2017 技術ガイダンス文
書（後日公開予定）を参照してください。

(6) 免責事項
KATE の予測結果は十分な予測精度を保証できるものではありません。本システムは、
化学物質の生態毒性影響の程度についての参考情報を得るためのツールの一つとしてご利
用ください。環境省および国立環境研究所は KATE による毒性予測値を保証するもの
ではなく、また、KATE による毒性予測値の使用により生じた損害については一切の
責任を負いません。
また、現時点では KATE による毒性予測結果を「化学物質の審査及び製造等の規制に
関する法律（化審法）」に基づく届出に必要な生態毒性試験結果に代替するものとして利
用することはできません。
著作権、リンク等については、KATE ウェブサイト内のサイトポリシーをご覧くださ
い。（https://kate.nies.go.jp/spolicy.html）
(7) 謝辞
KATE2017 on NET は下記のソフトウェアまたはライブラリからの結果を使用させてい
ただいております。ここに記して謝意を表します。
□ Open Babel
• http://openbabel.org/wiki/Category:Installation
□ JSME Molecular Editor
• http://peter-ertl.com/jsme/
• B Bienfait and P Ertl, JSME: A free molecule editor in JavaScript, J.
Cheminform. 5:24 (2013). doi:10.1186/1758-2946-5-24.
□ CDK (Chemistry Development Kit)
• https://cdk.github.io/
• E Willighagen et al., The Chemistry Development Kit (CDK) v2.0: Atom
typing, depiction, molecular formulas, and substructure searching, J.
Cheminform. 9:33 (2017). doi:10.1186/s13321-017-0220-4.
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• JW May and C Steinbeck, Efficient ring perception for the Chemistry
Development Kit, J. Cheminform. 6:3 (2014). doi:10.1186/1758-2946-6-3.
• C Steinbeck et al., Recent developments of the Chemistry Development Kit
(CDK) - an open-source Java library for chemo- and bioinformatics, Curr. Pharm.
Des 12:2111-2120 (2006). doi:10.2174/138161206777585274.
• C Steinbeck et al., The Chemistry Development Kit (CDK): An open-source Java
library for chemo- and bioinformatics, J. Chem. Inf. Comput. Sci. 43:493-500
(2003). doi:10.1021/ci025584y.
□

KOWWINTM (included in EPI SuiteTM)

• https://www.epa.gov/tsca-screening-tools/epi-suitetm-estimation-programinterface
（上記 URL は全て、2019 年 01 月 22 日アクセス)

(8) 参考文献
1) A Furuhama, T Toida, N Nishikawa, Y Aoki, Y Yoshioka, and H Shiraishi:
Development of an ecotoxicity QSAR model for the KAshinhou Tool for Ecotoxicity
(KATE) system, March 2009 version, SAR QSAR Environ. Res., 21 (5), 403 (2010).
2) https://kate.nies.go.jp（2019年01月22日アクセス）
3) http://www.env.go.jp/chemi/sesaku/01.html（2019年01月22日アクセス）
4) http://www.env.go.jp/chemi/sesaku/seitai.html（2019年01月22日アクセス）
5) https://archive.epa.gov/med/med_archive_03/web/html/fathead_minnow.html（2019
年01月22日アクセス）
6) https://www.epa.gov/tsca-screening-tools/epi-suitetm-estimation-program-interface
（2019年01月22日アクセス）
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2. KATE2017の概要
(1) QSAR予測手順
KATE2017 は、化学物質の毒性予測を下記の流れで行います（図 1a, 図 1b 参照）。
1．利用者による化学物質の構造（SMILES記法による）の入力
2．QSAR式、毒性予測値の決定、及び適用範囲判定に関する処理
① 入力された化学物質の部分構造を抽出
② 複数の部分構造の組み合わせによる構造クラス*1を抽出
③ 予測毒性のタイプごとに、構造クラスにより該当するQSARクラス*2を割当
（複数のクラスに割り当てられることもある）
④ 割り当てられたQSARクラスごとに、QSAR式*3 を用いて毒性値を計算
⑤ 適用範囲の判定（構造判定とlog P判定）
*1 各部分構造の個数のAND/OR条件の組み合わせにより定義した分類
*2 構造クラスに基づいて定義した分類
*3 QSARクラスに該当する参照物質群で形成されたモデル。ここではlog Pを記述
子とする単回帰式
3．予測結果の出力（Unclassifiedクラス*4、及びデフォルトでは、統計値 R2<0.7、
Q2<0.6、n<5の条件に1つでも当てはまるQSARクラス*5は非表示（3.(5)② 参照））
*4 どのQSARクラスにも割り当てられなかった場合に割り当てられるQSARクラ
ス
*5 R2, Q2, nはそれぞれ決定係数、内部バリデーションの指標（Leave-one-out法）、
参照物質数であり、各QSARクラスに対してあらかじめ計算されている。

図1a

KATE2017のQSAR予測フロー
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図1b
※

KATE2017のQSAR予測フロー（例）

フェノール１、フェノール２、フェノール３、CNO_X_不活性物質の実際の名称は
以下のようになっています。
フェノール１：phenol unreactive
フェノール２：phenol unreactive excl. Diphenylether HRAC Ea
フェノール３：phenol unreactive w X
CNO_X_不活性物質：CNO_X unreactive (Fish chronic), excl. (CnosX w/o n+)
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(2) QSAR式、毒性予測値の決定、及び適用範囲判定に関する処理について
KATE2017 では、利用者が入力した予測対象物質の構造（SMILES）に基づき、以下
の処理を行い QSAR 式及び毒性値を予測します。以下に、簡単な説明を行います。
① 入力された化学物質の部分構造を抽出
部分構造定義（SMARTS）一覧をもとに、入力された化学物質に含まれる各部分構
造の個数を計算します。SMARTSを利用した部分構造個数計算にはCDKライブラリ (1.
(7)参照) を利用しています。
② 複数の部分構造の組み合わせによる構造クラスを抽出
構造クラス定義（複数の部分構造の組み合わせ条件）一覧をもとに、入力された化
学物質が合致する全ての構造クラスを抽出します。
③ 予測毒性のタイプごとに、構造クラスにより該当するQSARクラスを割当
QSARクラス定義（予測毒性のタイプと構造クラス）一覧をもとに、予測毒性のタ
イプごとに、入力された化学物質が合致する全てのQSARクラスを割り当てます。
KATE2017では、１つの予測毒性のタイプに対して複数のQSARクラスが割り当てら
れる場合があります。
④ 割り当てられたQSARクラスごとに、QSAR式を用いて毒性値を計算
各QSARクラスにはQSAR式が割り当てられており、入力された化学物質のlog Pの
値をQSAR式に代入することにより、log(1/毒性値[mmol/L])を計算します。次に、入
力された化学物質の分子量を用いて毒性値[mg/L]に単位変換します。
⑤ 適用範囲の判定
KATE2017では、予測対象物質の毒性予測値が、予測結果として適用できる範囲内
にあるかどうかを判定します。A) 構造による判定とB) log Pによる判定の２つを行い、
両方とも適用範囲内の場合に、KATE2017での毒性予測値が適用可能と判定されます。
A) 構造判定
KATE2017では、事前に定義した部分構造（技術ガイダンス文書（後日公開予定）
に記載）の有無により、予測対象物質の構造が②で分類されたQSARクラスの適用範
囲内であるかどうかについて判定します（図2）。下記の場合があり、「in」又は「 in
(conditionally)」の場合に、当該QSARクラスを適用範囲内と判定しています。
in：適用範囲内
予測対象物質の部分構造全てが、当該 QSAR クラスの参照物質*1 に含まれる。
in (conditionally)：条件付き適用範囲内
予測対象物質の部分構造全てが、当該 QSAR クラスまたは Narcotic Group*2 の
参照物質*1 に含まれる。
out of：適用範囲外
予測対象物質の部分構造に、当該 QSAR クラスと Narcotic Group*2 のどちらの
参照物質*1 にも含まれない部分構造がある。
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*1 Log P 判定が適用範囲内である限度試験データも含みます。
*2 特異的な生理活性作用に基づかない麻酔作用に基づくベースライン毒性。KATE2017
では、脂肪族炭化水素、スルホキシド、脂肪族・芳香族エーテル、脂肪族・芳香族
ケトン、アルコールといった単純な麻酔作用のみで毒性が説明できると考えられる
QSAR クラスが予測毒性のタイプ毎に用意されており、これらをまとめた QSAR クラ
スが Narcotic Group として各予測毒性のタイプで再定義されています。

図2

構造判定の例

13

B) Log P判定
KATE2017では、予測対象物質のlog P値が当該QSARクラスの全参照物質（限度試
験データは含まない）のlog Pの最小値と最大値の間にあるかどうかで適用範囲内にあ
るかどうかを判定します。
in：適用範囲内（図3）
out of：適用範囲外（図3）
out of+：適用範囲外（ただし、参考情報としての限度試験データが予測物質 log
P 値の外側に存在します。図 4）

図3

log P判定の例（in, out of）
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図4

log P判定の例（out of+）
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3. 操作手順
(1) 新規ユーザ登録
初めて使用する場合は、ユーザ名及びパスワードの登録を行ってください。KATE2017
on NET内において既に登録されているユーザ名は登録することはできません。
なお、ユーザ名またはパスワードを忘れた場合も新規登録を行って下さい。また、長期
間使用されていないユーザ名は定期的に削除されます。
手順１．KATE2017 on NET ログイン画面中の「register」のリンクをクリックし
ます（図 5）。

図5

ログイン画面中の「register」のリンク
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手順 2．新規ユーザ登録画面（図 6）が表示されるので、「login name」（ユーザ
名）,「password」（パスワード）,「password (re-enter)」（パスワードの再
入力）,「input registration key」（下に表示される画像中の文字）を入力して、
「register」（登録）ボタンをクリックします。ユーザ名は 5 文字以上、パス
ワードは 6 文字以上である必要があります。

図6

新規ユーザ登録画面

登録が成功すると、下記のメッセージが表示されます（図 7）。

図7

新規ユーザ登録成功メッセージ
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(2) ログイン
(1)で登録したユーザ名及びパスワードを入力して、KOWWIN使用許諾契約書の内容を
確認のうえで、同意の意思を「I agree to and accept the terms of the agreement above.」
のチェックボックスにチェックすることで示してください。その後、「login」ボタンを
クリックします（図8）。KOWWIN使用許諾契約に同意しない場合はログインできませ
ん。

図8

ログイン画面
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(3) パスワード変更
パスワードの変更が可能です。ログイン後の各ページの右上の「Password」をクリッ
クすることにより、パスワード変更画面が表示されます（図9）。

図９

パスワードの変更画面
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(4) 化学物質の入力

図10

化学物質の入力画面

KATE2017における予測は、SMILESに基づいて行います。
毒性予測を行いたい化学物質の入力には以下の方法があります。
入力方法１：SMILES を直接入力する方法
入力方法２：描画した構造式から SMILES に変換し、入力する方法
入力方法３：CAS 番号や物質名から SMILES に変換し、入力する方法

① 予測できない化学物質について
KATE において予測対象となる化学物質は、基本的には有機化合物です。
KATE2017 では、以下 i)～iii)の SMILES で表される化学物質は予測できま
せん。
i)

H, C, N, O, F, Si, P, S, Cl, As, Br, Sn, I 以外の元素を含む SMILES

ii)

ammonium [N+] と pyridinium [n+] 以外のイオンを含む SMILES

iii) 記号「.」を含む混合物を表す SMILES
なお、
iv) SMILES 中の[Na], [K], [Li], [Na+], [K+], [Li+]等はプロトン化した形式に置き換
える必要があります。例えば、"c1ccccc1O[Na]"は"c1ccccc1O"に置き換える必要
があります。
もし、入力 SMILES が上記 i)～iv) の少なくとも 1 つに該当する場合、エラーメッセ
ージ画面が表示されるか、QSAR 結果に「No applicable results」と表示されます（3.
(5) ②「QSAR 予測結果」の b）参照）。
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② 入力方法1：SMILESの直接入力
ログイン後、前ページ図10の画面が表示されるので、赤枠で囲んだ入力ボックスに、
毒性予測したい化学物質のSMILESを入力します。
SMILESを入力したら、予測（Predict）ボタンをクリックします（図11）。この
操作を行うとQSAR予測結果画面に進みます(3.(5)参照)。ここでは予測対象物質の例
として、NCc1cccnc1を入力します。

図11

SMILES入力ボックス横の予測（Predict）ボタン

③ 入力方法2：描画した構造式からのSMILESへの変換
JSME Editor（構造式エディタ）を利用して、毒性予測したい構造式を描画し、それ
を SMILES に変換することができます。

手順 1：図 12 赤枠の「JSME Editor」のリンクをクリック

図12

「JSMEエディタ」のリンク
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手順 2：JSME Editor 画面（図 13）が起動するので、構造式（ここではフェノール
の例を示します）を描画し、「Submit smiles to KATE」ボタンをクリックします。
JSME Editor に つ い て は 、 JSME Editor の ウ ェ ブ ペ ー ジ を 参 照 く だ さ い 。
(https://peter-ertl.com/jsme/ , 2019 年 01 月 25 日アクセス)

図13

JSME Editorの画面

クリックすると、描画した構造式が SMILES に変換され、化学物質の入力画面の
SMILES 入力ボックスに入力されます（図 14）。 この後予測（Predict）ボタンをク
リックすると予測結果画面（3. (5)参照）に進みます。

図14

構造式からSMILESへ変換した結果

④ 入力方法3：CAS番号や物質名の入力からのSMILESへの変換
「CAS to SMILES, IUPAC Name」、「Name to SMILES, CAS」を使用して、
CAS 番号や物質名の入力から、SMILES への変換を行うことが出来ます。
なお、「CAS to SMILES, IUPAC Name」のボタンでは、SMILES とともに
IUPAC 名も出力され、「Name to SMILES, CAS」ボタンでは SMILES に加え
CAS 番号も出力されます。
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手順 1：毒性予測したい化学物質の CAS 番号を CAS 入力ボックスに入力し、
「CAS から SMILES と物質名への変換（CAS to SMILES, IUPAC Name）」ボタ
ンをクリックする（図 15）。

図15 CAS入力ボックスと「CAS to SMILES, IUPAC Name」ボタン
クリックすると、CAS 番号が SMILES に変換され、SMILES 入力ボックスに入
力されます（対応する構造式も出力され、変換された物質名（IUPAC 名）も Name
ボックスに入力されます。図 16）。この後”Predict”ボタンをクリックすると予測結
果画面（3. (5)参照）に進みます。

図16 CASからSMILESと構造式へ変換した結果
物質名の入力から SMILES への変換も上記と同様に「Name to SMILES, CAS」
を利用して行うことが出来ます。物質名は IUPAC 名でなくてもかまいません。
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⑤ 入力log Pの利用
予測対象物質の log P 値として、入力値を指定することが出来ます（入力は任意。
図 17）。入力した log P 値が毒性予測の際に優先的に利用されます。予測対象物質
の log P 値が明らかな場合などにご利用ください。

図17

log Pの入力

⑥ 入力CAS番号および入力物質名の利用
CAS 番号や物質名も、ユーザが任意で指定することができます（図 18）。入力
は必須ではありません。入力した場合は、結果画面に入力した情報がそのまま表示
されます。

図18 CAS番号と物質名の入力
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(5) QSAR予測結果画面
予測（Predict）ボタンをクリックした後、計算が終了すると、予測結果画面が表示さ
れます（図19）。

図19

QSAR予測結果画面
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① 予測対象物質の基本情報
結果画面の上部には入力した SMILES と補足情報 が表示されます（図 20）。

b)

c)

d)

e)

a)

f)
g)
h)
図20

i)

予測対象物質の基本情報表示

a) 予測対象物質の構造式
b) 入力した CAS 番号（入力があった場合のみ表示）
CAS 番号チェック（チェックディジット*が正しいかどうかの確認のみ）も行わ
れ、間違っている CAS 番号はその後ろに”(incorrect)”が追加されます。
* CAS 番号が正しいかどうかをチェックするための一番右側の一桁の数字の
こと。入力ミスがないかを検算するのみで、SMILES と CAS 番号が一致して
いるかを確認するわけではありません。
c) 入力した物質名（入力があった場合のみ表示）
d) 予測対象物質の SMILES

SMILES は内部で変換されるため入力したものと異なる場合があります。
e) 予測対象物質の分子量の計算値（Open Babel プログラムを使用）
f)

予測対象物質の log P の実測値（KOWWIN データベースにある場合のみ表示）
注）KOWWIN データベースに予測対象物質の log P 実測値が複数ある場合は、デ
ータベース上の最後の値が利用される仕様になっています。KOWWIN データベー
スに含まれる全ての実測値は、US EPA の EPI SuiteTM に含まれる KOWWIN プロ
グラムを実行することで表示されますので、そちらをご参照ください。

g) 予測対象物質の log P の KOWWIN による計算値
h) 予測対象物質の log P のユーザ入力値（入力した場合のみ表示される）
i) 「Update」ボタン：クリックすると、h) 欄に入力されている log P 値での QSAR
予測結果に更新されます。

26

② QSAR予測結果
結果画面の中段には、化学物質の QSAR クラス名、予測毒性タイプ、予測対象物質に
対して使用した log P、毒性予測結果（緑字）、予測毒性値の 95%予測区間、適用範囲
の判定、統計値が表示されます（図 21）。以下で表示内容の説明をします。

a)

d)

e)

b)

f)

c)

g)
図21

h)

i)

j) k)

l)

m)

n) o) p)

QSAR予測結果表示

チェックボックス
a)

Include チェックボックス：チェックされている予測毒性タイプの QSAR クラス
のみが表示されます。チェックを外すことにより、表示する予測毒性タイプを絞
ることが出来ます。デフォルトでは全てにチェックが入っています。

b) Exclude チェックボックス：統計値 R2 （決定係数）, Q2（内部バリデーション指
標）及び n（参照物質数）の条件をいずれか一つでも満たす QSAR クラスは表示
されません。チェックを外したり、値を変更したりすることにより、表示される
QSAR クラスを調整することが出来ます。デフォルトでは全てにチェックが入っ
ており、R2<0.7、Q2<0.6、n<5 の条件に 1 つでも当てはまる QSAR クラスは非表
示となっています。デフォルトのチェック状態で非表示のものは信頼性が低い、
と KATE2017 では判断しています。ただし、この設定は信頼性の低いデータを除
くための参考のフィルターであり、KATE2017 においても将来的にこれらの設定
条件を変更する可能性があります。
注）全てのチェックを外しても、幾つかの予測毒性タイプに対してQSARクラスが表
示されない場合があります。その場合はどのクラスにも分類されなかったという
意味のUnclassifiedクラスとなります（現時点ではこのクラスを表示しない仕様
としています。将来的に表示が可能になる参照モード（reference mode）の実装
を検討中です）。特に全ての予測毒性タイプに対してQSARクラスが表示されな
い場合、「No applicable results」と表示されます（図22）。

図22

QSAR予測結果表示（QSARクラスが１つも表示されない場合）

c) 「Go」ボタン：クリックすることにより、変更したチェック状態に対する QSAR
結果に更新します。
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q) r)

QSAR クラスの名称とリンク
d)
e)

をクリックすると、Verify QSAR 画面（3. (7)参照）に移動します。
QSAR クラスの名称

予測毒性タイプ
f)

生物種（魚類、ミジンコ類、藻類）、慢性／急性

g)

試験期間

h)

毒性のタイプ

f)～h)に対しては、以下の場合があります。
生物種
試験法
（慢性／急性）
Fish (acute)
Daphnia (acute)
Algae (acute)
Fish (chronic)
Daphnia (chronic)
Algae (chronic)

魚類急性毒性試験
（OECD TG 203）
ミジンコ急性遊泳阻害試験
（OECD TG 202）
藻類生長阻害試験
（OECD TG 201）
魚類初期生活段階毒性試験
（OECD TG 210）
ミジンコ繁殖試験
（OECD TG 211）
藻類生長阻害試験
（OECD TG 201）

試験期間

毒性のタイプ

96 h

LC50

48 h

EC50

72 h

EC50

胚期および
ふ化後 30 日間*

NOEC

21 d

NOEC

72 h

NOEC

* 魚類初期生活段階試験は魚種やふ化日数によって試験期間が異なりますが、環境省が実施した生
態毒性試験で用いられているメダカではふ化後 30 日間となっています。

Log P
i)

予測対象物質に使用される log P の種類。以下の優先順位で決定されます（なお
この優先順位は現時点でのもので、将来的に変更する可能性があります）。
1. User Input：log P のユーザ入力値
2. Measured ：log P の実測値（KOWWIN の実測値データベース利用）
3. Calculated：log P の計算値（KOWWIN 利用）

j)

予測対象物質のlog P値

予測値
k)

予測毒性値

l)

予測毒性値の 95%予測区間

適用範囲の判定
m) 構造判定
この欄の表示項目は、「2．(2)④ A) 構造判定」の項目参照。
n)

log P 判定
この欄の表示項目は、「2．(2)④ B) log P 判定」の項目参照。

統計値
o)

QSAR 式の R2（決定係数）
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p)
q)
r)

QSAR 式の Q2（Leave-one-out による内部バリデーションの指標。詳細は
KATE2017 技術ガイダンス文書（後日公開予定）参照）
QSAR 式の RMSE（平方平均二乗誤差）
QSAR 式の参照物質数（限度試験データを含まない）。かっこ内は限度試験デー
タ数

③ 部分構造一覧
結果画面の下段には、予測対象物質に含まれる部分構造の一覧が表示されます（図
23）。部分構造は、予測対象物質をQSARクラスに割り当てる際に参照されます。また、
構造による適用範囲の判定にも利用されます。KATE2017では部分構造検索方式として
SMARTSを利用しています。

a)

b)

c)

d)

図23

部分構造一覧

a) Frag ID：部分構造 ID。KATE 開発用に設定した 4 桁の番号であり、番号は開発
の便宜上、任意に設定したものです。KATE2011 にも Frag ID は存在しますが全
く別の番号になっています。現時点では先頭が 3,4,5,6 のものが存在し、先頭が 5
で始まるものは判定用部分構造（構造判定のために使用される部分構造）としても
使用されています。
b)

Substructure Class Name：部分構造の名称。これも任意に設定されています。
（将来的に名称変更する可能性があります）

c)

Count：予測対象物質に対する d)の SMARTS に一致する部分構造の個数

d)

SMARTS：部分構造の定義
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(6) 複数の化学物質の予測
複数のSMILESが書かれたファイルを入力することにより、複数の化学物質に対する
QSAR予測を行うことが出来ます。
① 入力ファイル「SMILES list」について
KATE では、複数の SMILES を連続して処理するために、各行に１物質のデー
タの連続からなる入力ファイル「SMILES list」（ファイル名は任意）を使用しま
す。KATE2017 の「SMILES list」は KATE2011 から仕様を変更しております。
入力ファイルはテキスト形式で、1 行目にヘッダを記入、2 行目からそれぞれの
予測対象物質の情報を記入してください。
ヘッダとしては “SMILES”の他に任意で、”LogP”（入力 log P 値）、”NAME”
(物質名)、”CAS” (CAS 番号) が入力できます。大文字、小文字を正確に入力して
ください。各項目の区切りは「タブ」により区切ってください。
SMILES list の例 1
SMILES
CCCCOC(=O)CS
CC(=C)CS
CC1(CC2(C)CC3(Br)C1)CC(Br)(C2)C3
CCCCCCCCCBr
CCCCCCCCC(Br)CBr
※ 上記では、1 行目に列名「SMILES」が指定されており、2 行目以降の
各行で、予測対象物質の「SMILES」が指定されています。
SMILES list の例 2
NAME
name1
name2
name3

LogP
-0.8

SMILES
CCCCOC(=O)
CC(=C)CS
NCc1cccnc1

1.3

CAS

3731-52-0

※

列は交換可能です。

※

ヘッダおよび各値はタブにより区切ってください（例２では、
はタブ
を表しています）。全ての行でタブの数をそろえる必要があります。

※

SMILES 列以外は省略可能です。

SMILES list については、「Select」ボタンの上の「SMILES list」のリンクか
らも説明を見ることができます（図 24）。

図24

「SMILES list」説明画面へのリンク
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② 予測方法手順
手順１．化学物質の入力画面で「Select」ボタンをクリックする（図 25）。

図25

「複数の化学物質予測」用のSelectボタン

手順２．毒性予測を行いたい化学物質の SMILES が書かれている入力ファイル
「SMILES list」（2. (6) ①を参照）を選択して「開く」をクリックする（図
26）。

図26

SMILES listの選択
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手順３．予測（Predict）ボタンが現れるので、クリックすると計算が開始されます
（図 27）。

図27

「複数の化学物質予測」用の予測（Predict）ボタン

計算終了後、SMILES list 内の複数の SMILES に対する予測結果が表示されます
（図 28）。

図28

「複数の化学物質予測」の予測結果

チェックボックスと表の内容は１つの化学物質予測の場合とほぼ同じ項目となっ
ています。

③ 動作について
•

予測（Predict）ボタンをクリック後、まず初めに SMILES list のエラーチ
ェックが行われます。

•

一度に予測できる物質数は、現時点では 50 に制限しています。

•

予測時間は、SMILES list 中の化学物質の構造によって変化します。通常で
は最大 30 分程度で計算が終了すると考えられます。30 分以上かかる場合は、
入力した SMILES 等が原因で計算に不具合を生じている可能性があります。
その場合は、入力する化学物質（SMILES）数を減らす、あるいは単独物質で
の予測を行うなどの工夫をして、正常に動作するかご確認ください。なお、計
算に不具合がある SMILES 等を見つけた場合は、KATE 担当までご一報頂け
ますと幸いです。
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(7) 参照物質データの閲覧と比較
3.（5）②のQSAR予測結果で、d)の
をクリックすると、そのQSARクラスの参照物
質データのポイント及び回帰直線がグラフ上に表示されます（図29）。右側に表示される
構造式は予測対象物質です。

図29 Verify QSAR画面
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① グラフ
グラフの各部分は、以下のようになっています（図 30）。
h)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

i)

図30

グラフ（毒性値とlog Pの関係）

a)

＋：参照物質データのポイント

b)

▽：限度試験データのポイント

c)

×：予測対象物質のポイント

d)

緑の線：回帰直線

e)

オレンジの線：回帰式の 95%信頼区間

f)

黄色の線：log(1/EC50)の 95%予測区間

g)

グラフ内左下

1 行目：回帰式
2 行目の「R2: 0.8536」：回帰式の決定係数
2 行目の「N: 9」：参照物質数（限度試験データは含めない）

h)

グラフの上

横軸の選択ボックス。
「Descriptor 1」を「Predicted Variable」に変更して「Go」ボ
タンをクリックすると、「実測毒性値 vs. 予測毒性値」のグラフ
が描画されます。

i)

グラフの下

1 行目の Shift の L：左に移動、R：右に移動
Dn：下に移動、Up：上に移動、
2 行目の Zoom の－：全体の縮小、+：全体の拡大
2 行目の X の－：X 軸のみの縮小、＋：X 軸のみの拡大
2 行目の Y の－：Y 軸のみの縮小、＋：Y 軸のみの拡大
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② 回帰式情報

図31

回帰式情報

回帰式情報（図 31）の各列は以下のようになっています。
Equation： 回帰式
Number of Data Points used for Regression：
参照物質データ数（限度試験データは含まない）
Total Number of Chemicals：
参照物質データと限度試験データを合計したデータ数
log P Range：
参照物質データ（限度試験データは含まない）中の log P の範囲（最小値と
最大値）

③ 構造式一覧
赤枠の「+ Chemicals list」（図 32）をクリックすると、この QSAR クラスの参
照物質データおよび限度試験データの構造式一覧が表示されます（図 33）。

図32

物質データの構造式一覧のリンク

グラフ上の回帰式の上側にある物質は構造式の背景が灰色、下側にある物質は背景が
白色になります。
また、構造式の下に表示されている数値は、予測対象物質との類似度（PubChem
fingerprint を用いた Tanimoto 係数）となっています（詳細は KATE2017 ガイダンス文
書（後日公開予定）参照）。数値は 0 と 1 の範囲を取り、予測対象物質との類似性が高
いものほど 1 に近い値を取ります。
また、「+ Limit test」をクリックすると限度試験データの構造式一覧が表示されます。
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図33

構造式一覧

④ 物質の選択
「構造式一覧の構造式」または「グラフ上のポイント（＋）」をクリックして選択
すると、その物質を省いた回帰直線（unselected, 紫色）を表示させることが出来ます。
グラフ上では選択された物質は で表示されます。構造式一覧上では選択された物質
は紫の枠に囲まれて表示されます（図 34）。
もう一度そのポイントをクリックすると選択が解除されます。

図34

物質の選択
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さらに、4 つ以上の物質を選択すると、選択した物質群のみを参照物質とした回帰直
線（selected, 薄茶色）がグラフ上に表示されます（図 35）。

図35
⑤

物質の選択（4つ以上選択した場合）

最後に選択された物質

本ページ（Verify QSAR 画面）が表示されて、まだ構造式一覧またはグラフ上の物
質が選択されてない時は、「Last Selected」の下に「Not selected」と表示されていま
すが、物質を選択すると、「Last Selected」の下に最後に選択した物質の情報（構造
式、SMILES、CAS 番号、物質名、グラフ上の座標、実測値と予測値の残差の二乗）
が表示されます（図 36）。
また、右上の「Predict」のリンクをクリックすることにより、この最後に選択した
物質の毒性予測を行うことが出来ます。

図36

最後に選択した物質の情報
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(8) ログアウト
作業が終了したら、ログアウトをしてください。ログアウトをせず
に終了すると、作業されていた最後の物質の予測結果（複数物質の
予測の場合は最後に入力した物質群の予測結果）がサーバに残りま
すので、ご注意ください。なお、ログアウトを忘れた場合でも、同じユーザ名で再度ログ
イン、ログアウトをすれば情報は削除されます。
ログイン後の各ページの右上の「Logout」のリンク（図37）をクリックすることにより、
ログアウトします。ログアウトすると、下図のように赤色で 「Logged out.」と表示され
ます（図38）。

図37

図38

Logoutのリンク

ログアウト後の画面
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