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AIST-MeRAMを使った 

化審法対応リスク評価のデモ 
 

産業技術総合研究所 安全科学研究部門 
林 彬勒・荻上礼子・加茂将史・内藤 航 

目的 1:  
ツールを使いながら化審法体系*について学ぶ 
目的 2:  
1.0.1版に新たに搭載された機能を使って、化審法を参考に他国用の
データセットを作成してリスク評価を行う 
 

目的 3:  
さまざまなリスク評価を行いながらツールの使い方について学ぶ 

*化審法 = 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 



デモの概要 
このツールを使って何ができるか？ 

2. 詳細評価モードによる「化審法一次リスク評価」 
– 暴露評価を中心に優先評価化学物質のリスクを定量化    
– PNEC: ハザード比評価法 
– PEC: 段階的な暴露評価 

• 化審法で定められた排出係数データセットを参考に、他国用のデータセットを作成して
暴露評価（化審法一次リスク評価Iに相当） 

• 河川モデル予測値を使った暴露評価（化審法一次リスク評価IIに相当） 
• モニタリングデータを使った暴露評価（化審法一次リスク評価IIIに相当） 
 

 

 
 

1. 一括評価モードによる「化審法スクリーニング評価」 
– 「優先評価化学物質」の特定 
– 用意した7物質のサンプルデータを使った評価 

3. 詳細評価モードの再評価機能による「化審法二次リスク評価」 
– 有害性評価を中心に優先評価化学物質のリスクを定量化   
– PNEC: 種の感受性分布、個体群影響評価法 
– PEC: 一次リスク評価で得られた暴露評価結果（河川モデル予測値、モニタリングデータ）を

使用 



評価モードの選択 

4 

最低限の設定項目で評価
できるモード。 
初心者向け 

全ての評価機能による評
価が可能 

化審法スクリーニング評価を
用いて複数物質を一括評価 

ツール起動直後の画面 



有害性 

評価 

暴露 

評価 

リスク 

評価 

一括評価 
用意した７物質のサンプルデータを 

使って一括評価の流れを紹介します。 
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一括評価（有害性評価） 
Step 1/11 

6 

「一括評価」モード選択後の
画面 

評価ステップ画面から 
「有害性評価」を選択します。 



一括評価（有害性評価） 
Step 2/11 

ユーザーが事前に作成した「物質リスト」を選
択します（ツールに搭載されたサンプルリストを
使用することも可能です。通常はCドライブ上の 
“Programs Files (X86)” に格納されています）。 

一括評価を行う物質のリストを読
み込みます。 



一括評価（有害性評価） 
Step 3/11 

読み込んだ物質リストの内容
を確認します。 



一括評価（有害性評価） 
Step 4/11 

物質リストから抽出された各
物質の物性情報（アミン類か

否か）を確認します。 



一括評価（有害性評価） 
Step 5/11 

評価に用いる有害性データを選択
します。 



一括評価（有害性評価） 
Step 6/11 

評価方法を選択します(固定）。 



一括評価（有害性評価） 
Step 7/11 

評価対象となる毒性データの収
集条件を選択します。 

「オプション設定」を選択した
場合は、試験データ区分と生
息区分の設定を行います。 

上級ユーザー向けに、毒性デー
タの編集機能も搭載しています。 



一括評価（有害性評価） 
Step 8/11 

「オプション設定」を選択した場
合は、試験データ区分と生息区

分の設定を行います。 



一括評価（有害性評価） 
Step 9/11 

データソースを切り替えて、毒
性データをフィルターします。 

項目毎のソートが
可能です。 

毒性データの追加・削
除が可能です。 

上級ユーザー向けの
抽出データ編集画面 



一括評価（有害性評価） 
Step 10/11 

確認画面にて出力設定と評
価条件を確認します。 



一括評価（有害性評価） 
Step 11/11 

評価完了後、各物質の有害性結果
シートが一括表示されます。 



一括評価 
（暴露評価） 
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有害性 

評価 

暴露 

評価 

リスク 

評価 

有害性評価を実施したので、次に暴露評価に進みます。 



一括評価（暴露評価）  
Step 1/7 
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赤枠内のボタンをクリックし評
価ステップ画面に戻ります。 

評価ステップ画面から 
「暴露評価」を選択します。 



一括評価（暴露評価）  
Step 3/7 (Step 2：物質選択はSlide 7参照) 

物質リストから抽出された各物質の物性情
報（「高分子化合物」、「良分解性物質」に該

当するか）を確認します。 



一括評価（暴露評価）  
Step 4/7 

評価法を選択します(固定）。 

ユーザーが事前に作成した「化審法届出
情報リスト」を選択します（ツールに搭載さ
れたサンプルリストを使用することも可能
です。通常はCドライブ上の “Programs Files 

(X86)” に格納されています）。 



一括評価（暴露評価）  
Step 5/7 

化審法届出情報のリストから抽出
された各物質の製造量と国内出荷

量情報を確認します。 



一括評価（暴露評価）  
Step 6/7 

確認画面にて出力設定と評
価条件を確認します。 



一括評価（暴露評価） 
Step 7/7 

評価完了後、各物質の暴露結果
シートが一括表示されます。 



一括評価 
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有害性 

評価 

暴露 

評価 

リスク 

評価 

有害性評価・暴露評価の結果を踏まえ、リスク評価
を行います。 
 



一括評価（リスク評価） 
Step 1/5 

赤枠内のボタンをクリックし評
価ステップ画面に戻ります。  

評価ステップ画面から 
「リスク評価」を選択します。 



一括評価（リスク評価） 
Step 2/5 

リスク評価が可能な有害性・暴露評価結果
の組み合わせが自動的に表示されます。 



一括評価（リスク評価） 
Step 3/5 

複数の物質のリスク評価結果をま
とめて比較したい場合は、レポート

生成機能を活用できます。 

評価完了後、各物質のリスク評価
結果シートが一括表示されます。 



一括評価（リスク評価） 
Step 4/5 

レポートの種類を選択します。 
このデモでは、「物質別 化審法ス
クリーニング評価結果一覧」を選択

します。 

リスク評価結果のリストが自
動的に表示されるので、レ
ポートに入れたいファイルを

選択します。 

- レポート機能の活用例 - 



一括評価（リスク評価） 
Step 5/5 

複数物質の評価結果の比較 
（出力サンプル） 

優先度が「高」と判定された物質は
「優先評価化学物質」に指定されます。 

- レポート機能の活用例 - 



デモの概要 
このツールを使って何ができるか？ 

2. 詳細評価モードによる「化審法一次リスク評価」 
– 暴露評価を中心に優先評価化学物質のリスクを定量化    
– PNEC: ハザード比評価法 
– PEC: 段階的な暴露評価 

• 化審法で定められた排出係数データセットを参考に、他国用のデータセットを作成して
暴露評価（化審法一次リスク評価Iに相当） 

• 河川モデル予測値を使った暴露評価（化審法一次リスク評価IIに相当） 
• モニタリングデータを使った暴露評価（化審法一次リスク評価IIIに相当） 

 

 
 



評価モードの変更 
開いているファイルを全て閉じ、評価モードボタンをクリックします。 

評価モードボタン 

ファイルを閉じる「×」、もしくは 
「ウィンドウ」→「全ての画面を閉

じる」を選択します。 



評価モードの変更 

「詳細評価」を選択します。 



詳細評価 
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有害性 

評価 

暴露 

評価 

リスク 

評価 

化審法を参考にした他国でのリスク評価を紹介します。 

化審法スクリーニング法を用いた一括評価で「優先評価化学物質」と判
定されたノニルフェノールを例に詳細評価を行います。 



詳細評価 
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評価ファイルは「新規作
成」か「既存ファイルを読み

込み」を選択します。 

「詳細評価」モード選択後の
画面 

評価ステップ画面から 
「有害性評価」を選択します。 



詳細評価（有害性評価） 

搭載毒性データを用いて、既存物質を
評価する場合に選択します。 

物質のリストから対象物質を 
選択します。 

指定文字列による部分一致
での検索が可能です。 
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以前に評価した物質を再度評価
する場合に選択します。 



詳細評価 
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有害性 

評価 

暴露 

評価 

リスク 

評価 

 化審法スクリーニング評価法 
 ハザード比評価 
 種の感受性分布評価法 
 個体群存続影響評価 

 搭載された４つの手法の中から、

まず「ハザード比」評価法による有
害性評価を実施します。 
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詳細評価（有害性評価） 
Step 1/8 

ユーザが準備した毒性データ
を使用することも可能です。 

評価物質の毒性データが収録さ
れているデータソース（収録元）の
リストから、評価に使用するデータ

ソースを選択します。 



詳細評価（有害性評価） 
Step 2/8 
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評価方法を 
選択します。 



詳細評価（有害性評価） 
Step 3/8 

評価に使用するデータ及び 
その信頼性ランクを選択します。 

データ編集の有無を設
定します。 
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詳細評価（有害性評価） 
Step 4/8 
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データを取捨・確認する
ためのフィルターリング

が可能です。 

データの一部を削除し
た評価が可能です。 

搭載データに、ユーザ保有の
データを加えた評価が可能です。 



詳細評価（有害性評価） 
Step 5/8 

毒性データの揃い具合
を解析し、選択した規制
法に従ってUFを自動設
定します。 

41 ※UF：不確実性係数 



詳細評価（有害性評価） 
Step 6/8 
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条件を変更する場合は、該当画
面まで戻って設定しなおします。 

評価条件を確認します。 



詳細評価（有害性評価） 
Step 7/8 

評価用に抽出された 
毒性データのリスト 

ハザード比評価手法による 
有害性評価の結果シート 

リスク判定用に導出された
予測無影響濃度（PNEC） 
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詳細評価（有害性評価） 
Step 8/8 

毒性データは再評価に利用できます。 
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詳細評価 
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有害性 

評価 

暴露 

評価 

リスク 

評価 

有害性評価を実施したので、次に暴露評価に進みます。 

 日本の化審法に準拠した評価方法（スクリーニング評価、一次リスク評価のリ
スク評価I) 

 他国の法規制に準拠した評価方法（スクリーニング評価、詳細評価の優先順
位づけ） 

 暴露濃度の詳細評価手法 

まず、化審法を参考にした他国での暴露評
価（化審法一次リスク評価のリスク評価Iに

相当）を行います。 



詳細評価（暴露評価） 
Step 1/15 
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評価ファイルは「新規作
成」か「既存ファイルを読み

込み」を選択します。 

評価ステップ画面に戻り 
「暴露評価」を選択します。 



詳細評価（暴露評価） 
Step 3/15 (Step 2：Slide 35を参照)  

評価方法を選択します。 
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詳細評価（暴露評価） 
Step 4/15 

排出源を選択します。 
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詳細評価（暴露評価） 
Step 5/15 

排出量指定方法を選択します。 
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詳細評価（暴露評価） 
Step 6/15 
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新規登録か更新を選
択します。 

他国用の排出係数データセットを新規登録または
更新する設定画面です（初期状態は未設定状態） 



詳細評価（暴露評価） 
Step 7/15 
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化審法の排出係数データセットあるいは既に登
録済みのものを参考にするか選択します。 

排出係数データセットのタイトル（通
常は国名）と説明を入力します。 



詳細評価（暴露評価） 
Step 8/15 
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新たに用途・詳細用途
を追加または削除・変
更することも可能です。 

化審法のデータセットを参照しながら、指定した
国（例：タイ）の用途・詳細用途を登録します。 



詳細評価（暴露評価） 
Step 9/15 
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< 製造段階> 化審法で設定された排出係数を
参照しながら、製造/調合/工業的

使用段階の排出係数を登録しま
す。 

<調合段階> 

< 工業的使用段階> 



詳細評価（暴露評価） 
Step 10/15 
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登録した排出係数データセットを用いて物
質の製造量、出荷情報を入力します。 

入力した出荷情報の一覧です。 



詳細評価（暴露評価） 
Step 11/15 

55 

物性情報を入力します。日本の
PRTR対象物質であれば物性

データが自動的に表示されます。 



詳細評価（暴露評価） 
Step 12/15 
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排出先河川の流量を入力します。 

データがない場合は、日本の河
川流量データを参考にします。 



詳細評価（暴露評価） 
Step 13/15 

57 

日本の全国一級河川の流量を参考に
他国の暴露濃度を推計します。 



詳細評価（暴露評価） 
Step 14/15 
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評価条件を確認します。 

条件を変更する場合は、該当画面
まで戻って設定しなおします。 



詳細評価（暴露評価） 
Step 15/15 
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ユーザが登録・入力した
設定値、各種データ条件 

他国の法規制に準拠し
た暴露評価の結果シート 

ツールが選択した排出
係数や環境パラメータに
使用したデフォルト値 

暴露濃度の 
推計結果の内訳を 
用途とステージ 
ごとに表示 



詳細評価 
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有害性 

評価 

暴露 

評価 

リスク 

評価 

 日本の化審法に準拠した評価方法（スクリーニング、一次リスク評価Ｉ） 
 他国の法規制に準拠した評価方法（スクリーニング、詳細評価の優先順位づ

け） 
 環境濃度データを用いた暴露濃度分布作成 

次に河川モデル予測値を用いて 
暴露評価（化審法一次リスク評価のリスク評

価Ⅱ)を行います。 



詳細評価 
（河川モデル予測値を用いた暴露評価） 

61 

所定のフォルダー（通常はCドライブ上の“Programs Files (X86)” ）に格
納された河川モデル予測値のデータを評価に使用できます。 



詳細評価 
（河川モデル予測値を用いた暴露評価） 

Step 1/7 

「確認」画面に戻ったら、画面左
のメニューから「評価方法選択」

を選択します。 
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暴露評価結果シート内の「再
評価」をクリックします。 



詳細評価 
（河川モデル予測値を用いた暴露評価） 

Step 2/7 
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評価方法を選択します。 



詳細評価 
（河川モデル予測値を用いた暴露評価） 

Step 3/7 
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サンプルデータの格納先から
河川モデル予測値のデータ
ファイルを読み込みます。 

環境濃度データを選択します。 



詳細評価 
（河川モデル予測値を用いた暴露評価） 

Step 4/7 
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「環境濃度データ_河川モデル_SAMPLE」
のファイルを選択します。 



詳細評価 
（河川モデル予測値を用いた暴露評価） 

Step 5/7 
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読み込んだデータを確認します。 

作成する分布図の種類
を選択します。 



詳細評価 
（河川モデル予測値を用いた暴露評価） 

Step 6/7 
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評価条件を確認します。 

条件を変更する場合は、該当画面
まで戻って設定しなおします。 



詳細評価 
（河川モデル予測値を用いた暴露評価） 

Step 7/7 
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評価に使用した 
環境濃度データ 

暴露濃度の 
分布図 

河川モデル予測値を用いた 
暴露評価の結果シート 



詳細評価 
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有害性 

評価 

暴露 

評価 

リスク 

評価 

最後に、他国のモニタリングデータを用いて 
暴露評価（化審法一次リスク評価のリスク評価Ⅲ)を行います。 



環境濃度データを選択します。 

詳細評価 
（モニタリングデータを用いた暴露評価） 
Step 3/7 (Steps 1-2: Slides 62-63参照) 
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事前に準備したデータを
用いるか直接データ入

力できます。 



詳細評価 
（モニタリングデータを用いた暴露評価） 

Step 4/7 
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観測地点と暴露濃度
を入力します。 

入力した環境濃度データの一覧です。 
全てのデータを入力し終えたら 

「進む」を押します。 



詳細評価 
（モニタリングデータを用いた暴露評価） 

 Step 5/7 

72 

入力した環境濃度データを外部フォルダに保存でき
ます。保存したデータは、次回以降の評価でも再利
用できます。対応するファイル形式はtxtとcsvです。 



詳細評価 
（モニタリングデータを用いた暴露評価） 

 Step 6/7 

73 

評価条件を確認します。 

条件を変更する場合は、該当画面
まで戻って設定しなおします。 



詳細評価 
（モニタリングデータを用いた暴露評価） 

Step 7/7 

74 

暴露濃度の 
分布図 

他国のモニタリングデー
タを用いた暴露評価の

結果シート 

評価に使用した 
環境濃度データ 



詳細評価 

75 

有害性 

評価 

暴露 

評価 

リスク 

評価 

有害性評価・暴露評価の結果を踏まえ、リスク評価を
行います。 



詳細評価（リスク評価） 

赤枠内のボタンをクリックし評
価ステップ画面に戻ります。  

評価ステップ画面から 
「リスク評価」を選択します。 



詳細評価（リスク評価） 

リスク評価が可能な有害性・暴露評価結果
組み合わせが自動的に表示されます。 



詳細評価（リスク評価） 

「ハザード比評価法」と「他国の法規制に準拠した評
価」の組み合わせによるリスク評価結果（化審法一

次リスク評価のリスク評価Iに相当） 

MOE （暴露マージン）によ
るリスク判定 



詳細評価（リスク評価） 

MOE （暴露マージン）に
よるリスク判定 

「ハザード比評価法」と「暴露濃度」（河川モデル予
測値）の組み合わせによるリスク評価結果 
（化審法一次リスク評価のリスク評価IIに相当） 



詳細評価（リスク評価） 

MOE （暴露マージン）によ
るリスク判定 

「ハザード比評価法」と「暴露濃度」（モニタリング
データ）の組み合わせによるリスク評価結果 
（化審法一次リスク評価のリスク評価IIIに相当） 



デモの概要 
このツールを使って何ができるか？ 

3. 詳細評価モードの再評価機能による「化審法二次リスク評価」 
– 有害性評価を中心に優先評価化学物質のリスクを定量化   
– PNEC: 種の感受性分布、個体群影響評価法 
– PEC: 一次リスク評価で得られた暴露評価結果（河川モデル予測値、モニタリングデータ）を

使用 



有害性 

評価 

暴露 

評価 

リスク 

評価 

再評価 

82 

化審法一次リスク評価でリスクの懸念ありと判定されたノニルフェノー
ルの再評価を行います。 

まず、種の感受性分布評価法を
使った有害性評価を行います。 

 化審法スクリーニング評価法 
 ハザード比評価 
 種の感受性分布評価法 
 個体群存続影響評価 



再評価 (SSD) 
Step 1/7 

83 

一次評価の有害性評価結果画面から、
「再評価」を選択します。 



再評価(SSD) 
Step 2/7 

84 

確認画面に戻った後、画面
左上の「評価方法選択」をク

リックします。 



再評価 (SSD) 
Step 3/7 

85 

評価方法を選択します。 



再評価(SSD) 
Step 4/7 

86 

評価に使用するデータの種類及び 
その信頼性ランクを選択します。種の
感受性分布では、通常慢性毒性データ

を使います。 

データ編集の有無を
設定します。 



再評価(SSD) 
Step 5/7 

87 

統計方法を選択します。 

上級ユーザーは評価
項目の詳細設定が

可能です。 



再評価(SSD) 
Step 6/7 

88 

評価条件を確認します。 

条件を変更する場合は、該当画面
まで戻って設定しなおします。 



再評価(SSD) 
Step 7/7 

89 

評価用に抽出された 
毒性データ 

種の感受性分布評価手法による 
有害性評価の結果シート 

リスク判定用に 
導出された統計値 



再評価 

90 

次に個体群存続影響評価法を 
使った有害性評価を行います。 

有害性 

評価 

暴露 

評価 

リスク 

評価 

 化審法スクリーニング評価法 
 ハザード比評価 
 種の感受性分布評価法 
 個体群存続影響評価 



再評価（個体群評価） 
Step 3/7 (Steps 1-2: Slides 84-85参照) 

91 

評価方法を選択します。 



再評価（個体群評価） 
Step 4/7 

92 

評価に使用するデータの種類及び
その信頼性ランクを選択します。 

データ編集の有無
を設定します。 



再評価（個体群評価） 
Step 5/7 

93 

個体群存続影響評価の設定を 
選択します。 

上級ユーザーは評価項目
の詳細設定が可能です。 



再評価（個体群評価） 
Step 6/7 

94 

条件を変更する場合は、該当画面まで
戻って設定しなおします。 

評価条件を確認します。 



再評価（個体群評価） 
Step 7/7 

95 

評価用に抽出された 
毒性データ 

個体群存続影響評価手法による 
有害性評価の結果シート リスク判定用に

導出された 
統計値 

個体群影響閾値濃
度に関するグラフ 



有害性 

評価 

暴露 

評価 

リスク 

評価 

再評価 

96 

種の感受性分布と個体群評価法を使った詳細な有害性評価の結果と、
一次リスク評価で得られた暴露評価の結果を使って、最後にリスク評価

を行います。 



再評価（リスク評価） 

97 

有害性評価の結果画面から、
「評価ステップ」ボタンをクリック

します。 



再評価（リスク評価） 

98 

評価ステップ画面から 
「リスク評価」を選択します。 



再評価（リスク評価） 

99 

リスク評価が可能な有害性・暴露評価結果
の組み合わせが自動で表示されます。 



再評価（リスク評価） 

100 

SSDと河川モデル予測値を使った 
リスク評価結果 

EPAF （種の期待影響割合）に
よるリスク判定 



再評価（リスク評価） 

101 

個体群評価法と 
モニタリングデータを使った

リスク評価結果 

EPAF （種の期待影響割合）
によるリスク判定 



 これでデモを終了します。 

 ツールの練習をする際には、本デモ資料・操作マニュアルをお使いください。 

 ツールに関するご質問は、binle-lin@aist.go.jp までメールをお送りください。 

 早速AIST-MeRAMをインストールしてご利用ください。 

mailto:binle-lin@aist.go.jp
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