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1. 本書について 

汎用生態リスク評価管理ツール（以後、AIST-MeRAM と称す）は、化学物質が生態系

に与える悪影響を「生態リスク」として評価し、そのリスクの大小や発生確率を推定する

ツールです。 
AIST-MeRAM には、化審法スクリーニング評価を用いて、複数物質を定型的・一度に

評価するときに便利な一括評価機能があります。本書では、主に定型的に評価を行う実務

者を対象に、この機能の操作手順を説明します。 
従って、AIST-MeRAM を用いて「どんなデータを用いて、どのようなリスク評価がで

きるのか」といった全体の概要を知りたい方や AIST-MeRAM の基本的な操作方法を知り

たい方は、別紙「操作マニュアル」をご覧ください。 
 
1.1. 凡例 
表記 説明 
「名称」 本書の章、節、項タイトルを示します。下線部分はリンクとなってい

ます。 
『』 別紙の資料名や章タイトルを示します 
「」 AIST-MeRAM 画面にあるコントロール（ボタン、メニュー、リスト、

ラジオボタンなど）や画面タイトル、選択肢の名称などを示します。 

 
AIST-MeRAM の画面において、入力が必要なコントロールを示しま

す。 

 

入力コントロールの説明文を示します。色塗りの吹き出しは、入力が

必須またはよく使うコントロールであることを示します。 
 

 

 
AIST-MeRAM の画面において、読み取り専用のコントロールを示しま

す。 

 
読み取り専用コントロールの説明文を示します。 
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2. 基本的な操作方法 
① AIST-MeRAM を起動します。 
② 起動に成功すると、図 2.1 の「評価モード選択」画面が表示されるので、「一括評価」

ボタンをクリックします。 

 

図 2.1 評価モード選択画面 
③ 評価モードを選択すると、図 2.2 の「評価ステップ」画面が表示されます。表 2.1 を

参考に、ボタンを一つクリックしてください。 

 

図 2.2 評価ステップ画面 

表 2.1 評価ステップのボタン一覧 
ボタン 説明 
有害性評価 化審法スクリーニング手法による有害性評価を開始します。「有害性評価の

条件設定」をご覧ください。 
暴露評価 化審法スクリーニング手法による暴露評価を開始します。「暴露評価の条件

設定」をご覧ください。 
リスク評価 有害性評価結果と暴露評価結果を用いてリスク評価を開始します。別紙「操

作マニュアル」をご覧ください。 
リスク管理 リスク評価結果を用いてリスク管理を行います。別紙「操作マニュアル」を

ご覧ください。 
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3. 有害性評価の条件設定 
 本章では、化審法スクリーニング手法による一括評価を行う際の、評価条件の設定方法

について説明します。各節のタイトルは、対応する評価設定画面のタイトルを示します。 
 
3.1. 評価対象物質の選択 

一括評価では、評価対象物質はあらかじめ用意した「物質リストファイル」を読み込

み指定します。図 3.1.1 参照。 

 

図 3.1.1 評価対象物質の選択画面 
物質リストファイルについては「物質リストファイルの作成」をご覧ください。 

①ここをクリックします 

②「物質リストファイル」

を選びます 

③選択した

ファイルか

ら物質がこ

こに一覧

表示されま

 

リストの選択行（この図ではベ

ンゼン）を評価しない時にクリ

ックします 

④「進む」を 

クリックします 
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3.2. 物性データの選択 
評価を行う各物質が、アミン類物質であるかどうかを選択します。 

 

 
設定項目 説明 
アミン類 アミン類／非アミン類／分からないから選択します。 
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3.3. データソースの選択 

本画面では、評価に用いる有害性データソースを選択します。データソースの詳細は

別紙「操作マニュアル」の「データソースの選択」をご覧ください。 

 

 
3.4. 評価対象データの設定 

表 3.4.1 を参考に「信頼性ランク」を選びます。 

 

表 3.4.1 評価対象データの設定ボタン一覧 
ボタン 説明 
全てのデータを使用 データの信頼性が未評価もしくは信頼性がないとされるデータ

も評価に使用します。 
デフォルト（ランク 1
または 2 に該当する

データのみ使用） 

化審法スクリーニング評価において、評価に資するとされる信頼

性に該当するもののみを評価に使用します。該当データはそれほ

ど多くないため、データ不足により評価を実施できない場合もあ

ります。 
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3.5. 出力設定と確認 
① 表 3.5.1 を参考に、出力設定を行います。「評価」ボタンをクリックすると、評価を

実施します。 

 

表 3.5.1 出力設定のボタン一覧 
 
設定項目 説明 
評価結果を出力 
フォルダに保存後、画面に

一括表示 

チェックを入れると、評価物質分の全評価結果を出力フォ

ルダにファイル保存後、結果画面を表示します。 

出力フォルダに 
一括 PDF 出力 

チェックを入れると、評価物質分の全 PDF ファイルを出力

します。 
出力フォルダ PDF 出力先フォルダを指定します。 

 
② 評価完了後、結果確認画面を表示します。一括画面表示を選択した場合は、メイン画

面内領域に評価結果画面として表示されます。 
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 評価結果は自動的にファイル保存します。 
  
 データ不足で評価が行えなかった物質は、次の画面が表示されるので、信頼性ランク

を「すべて」に変更すると、評価を続行することが出来ます。 
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4. 暴露評価の条件設定 
 本章では、化審法スクリーニング手法による一括評価を行う際の評価条件の設定方法に

ついて説明します。各節のタイトルは、対応する評価設定画面のタイトルを示します。 
 
4.1. 評価対象物質の選択 

「有害性評価の条件設定」章の「評価対象物質の選択」をご覧ください。 
 
4.2. 物性データの選択 

 評価を行う各物質が、高分子化合物であるかどうか、良分解性物質であるかどうかに

ついて選択し、進むボタンをクリックします。 

 

 
設定項目 説明 
高分子化合物 該当／非該当／分からないより選択します。 
良分解性物質 該当／非該当／分からないより選択します。 
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4.3. 排出量推計に関わる製造・出荷量および用途の入力 
① 本画面では、あらかじめ用意した「化審法届出情報リスト」ファイルを読み込みます。

化審法届出情報リストについては、「化審法届出情報リストファイルの作成」をご覧

ください。 

 
 
 
 
 

①ここをクリックします 

②「物質リストファイル」

を選びます 
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② 選択した物質リストファイルから読み込んだ内容を一覧表示します。製造量と出荷届

出情報の確認および編集を行い、進むボタンをクリックします。 

 

 
 

 
4.4.  出力設定と確認 
① 表 4.4.1 を参考に、出力設定を行います。「評価」ボタンをクリックすると、評価を

実施します。 

物質の一

覧です。こ

こで選んだ

物質の届

出情報が

下に表示さ

れます 

選択中の物質（ここではベンゼン）の届出情

報が表示されます。 
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表 4.4.1 出力設定のボタン一覧 
設定項目 説明 
評価結果を出力 
フォルダに保存後、

画面に一括表示 

評価したすべての物質の評価結果を同じ出力フォルダにファイル保

存したいときにチェックします。 

出力フォルダに 
一括 PDF 出力 

評価したすべての物質の評価結果を PDF ファイルに出力したい場

合、チェックします。 
出力フォルダ PDF 出力先フォルダを指定します。 
② 評価完了後、結果確認画面を表示します。一括画面表示を選択した場合は、メイン画

面内領域に評価結果画面として表示されます。 
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 評価結果は自動的にファイル保存します。 
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5. 物質リストファイルの作成 
 化審法スクリーニング手法による有害性評価および暴露評価の一括評価を行うときは、

「物質リストファイル」をテキスト形式で作成する必要があります。 
 ファイルを作成する際は、サンプルファイル（AIST-MeRAM インストールフォルダ

¥SAMPLE1¥一括評価用_物質リスト_SAMPLE.csv）をひな型に使用することをお勧めし

ます。 
 
 本章では、このファイルのフォーマットを説明します。 
 １行に１つの物質データを定義します 
 各物質、表 5.1 に示す 7 項目をカンマ区切りで記入します。 
 図 5.1 にファイル例を示します 

表 5.1 物質の定義項目 
No 項目 説明 
1 CAS CAS コードを定義します。 
2 物質名 CAS コードの物質名を定義します。 
3 アミン類 以下の項目を定義します。 

「アミン類」 
「非アミン類」 
「分からない」 

4 高分子 高分子化合物に該当するか否かを定義します。 
「0」 … 非該当 
「1」 … 該当 
「2」 … 分からない 

5 良分解性 分解度 60％以上の良分解性物質に該当するか否かを定義

します。 
「0」 … 非該当 
「1」 … 該当 
「2」 … 分からない 

6 分解度[%] 将来拡張用の項目です。現在は未使用のため、空欄にしま

す。 
7 備考 将来拡張用の項目です。現在は未使用のため、空欄にしま

す。 
 

                                                   
1通常は” C:¥Program Files ¥AIST-MeRAM”または” C:¥Program Files 
(x86)¥AIST-MeRAM”となります 
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※行の先頭文字が“;(セミコロン)”で始まる行は読み捨てますので、コメント行として利用

できます。 

図 5.1 物質リストファイルの例 
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6. 化審法届出情報リストファイルの作成 
 化審法スクリーニング手法による暴露評価の一括評価を行うときは、「化審法届出情報リ

ストファイル」をテキスト形式で作成する必要があります。 
 ファイルを作成する際は、サンプルファイル（AIST-MeRAM インストールフォル

ダ 2¥SAMPLE3¥一括評価用_化審法届出情報リスト_SAMPLE.csv）をひな型に使用するこ

とをお勧めします。 
 
本章では、このファイルのフォーマットを説明します。 

 各物質のデータを[INFO]と記された行で区切りで記入します。 
 各物質、表 6.1 に示す項目をカンマ区切りで記入します。 
 図 6.1 にファイル例を示します。 

表 6.1 物質の定義項目 
[INFO]以降の行数 定義項目 説明 
1 CAS コード、 

物質名、 
製造量 

CAS コード、物質名、製造量の３データを１行に

定義します。 
例）図 6.1 の 4 行目では、“71-43-2”が CAS、“ベ

ンゼン”が物質名、“431300”が製造量を示します。 
2～ 用途番号、 

出荷量、 
用途分類 

用途番号、出荷量、用途分類の３データを１行に定

義します。本項目は必要な数の分の行を追加して定

義します。 
例）図 6.1 の 5 行目では、“1”が用途番号、“2500”
が出荷量、“中間物”が用途分類を示します。また

“ベンゼン”は 5 行目から 9 行目までの 5 つの用途

に関する排出量が記載されています。 
 

                                                   
2通常は” C:¥Program Files ¥AIST-MeRAM”または” C:¥Program Files 
(x86)¥AIST-MeRAM” 
3通常は” C:¥Program Files ¥AIST-MeRAM”または” C:¥Program Files 
(x86)¥AIST-MeRAM”となります 
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 ※行の先頭文字が“;(セミコロン)”で始まる行は読み捨てますので、コメント行として利

用できます。 

図 6.1 化審法届出情報リストファイル 
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7. 更新履歴 
 
No. 日付 版数 内容 
1 2017/2/14 1.00 AIST-MeRAM Ver2 のリリースに伴い新規作成 
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