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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。 
本書は、生態リスク評価や AIST-MeRAM に関する高度な知識をお持ちの方を対象に、別紙「操作

マニュアル」に記載のない高度な評価手法に関する設定方法および結果シートの例と、初期評価モー

ドについて説明します。 
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. 有害性評価の条件設定 
本章では、評価条件の詳しい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。 
 

有害性評価の流れは以下の通りです。本書では赤枠部分の設定について説明します。その他の設定につ

いては別紙『操作マニュアル』をご覧ください。 

 

評価物質の選択 

データソース選択 

評価方法選択 

不確実性係数の選択 

評価の実施と結果の表示 

評価ステップの選択 

平均分配法による 

推計パラメータの入力 

ハザード比/個体群存続影響/ 

種の感受性分布/化審法スクリーニング 

 

化審法一次Ⅱ（底生） 

評価に使用する 
毒性データの信頼性の選択 

データの確認・編集 

オプション設定 
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2.1. 評価に使用する有害性データの信頼性の選択 
2.1.1. 個体群存続影響 

 

設定項目 説明 
対象生物分類 魚類を選択します。 
モデル生物種 メダカ（Oryzias latipes）を選択します。 
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2.2. 平均分配法による推計パラメータの入力 
水生生物の PNEC、logKow、Koc を入力し、進むボタンをクリックします。結果シート読み込み

ボタンを押すことで、有害性評価の結果シートから水生生物の PNEC を自動的に読み込むことが出

来ます。 
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2.3. データの確認・編集 
 AIST-MeRAM は、ユーザーが設定した有害性評価の条件にもとづき、評価に使用する毒性データを

自動的に抽出します。次の例に示すように、より詳細な条件で抽出を行いたい場合には、後述の操作手

順に従ってください。 
 日本に生息しない生物種の毒性データを除いて評価したい場合 
 魚類に絞って評価したい場合 

 
2.3.1. 評価に使用しない毒性データの指定方法 
① 「不確実性係数の選択」画面または「確認」画面の「データの確認・編集」ボタンをクリックしま

す。 

 
② 「データの編集」画面が表示されるので、図 2.3.1.1 を参照に、評価に使用しない毒性データを選

び「削除」をクリックします。 

 

図 2.3.1.1 「データの編集」画面 

クリックすると、選択行の毒性データ（ここでは一行

目毒性値が 0.13 のデータ）を評価に使用しません。 

データソースでフィルタリングするときクリックし

ます 

この列をソートすると

きにクリックします。 
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③ AIST-MeRAM は、デフォルトではメソコズム試験データを含めて有害性評価を行います。また、

陸生成物の毒性データは含めずに評価を実施します。この設定を変更する場合は、「データの編集」

画面で「オプション設定」をクリックします。図 2.3.1.2 の「評価対象データのオプション設定」

画面が表示されるので、設定します。 

 

図 2.3.1.2 「評価対象データのオプション設定ータの編集」画面 
 
設定項目 説明 
試験データ区分 メソコズム試験データの設定を指定します。 
生息地区分 水生生物に加えて、陸生生物に対する影響を評価した場合に選択します。 
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2.3.2. 評価に使用する毒性データの追加方法 
① 「不確実性係数の選択」画面または「確認」画面の「データの確認・編集」ボタンをクリックしま

す。 

 
② 「データの編集」画面で「追加」をクリックします。 

 

③ 「毒性データの入力」画面が表示されるので、毒性データを入力し「OK」をクリックします。 
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2.3.3. 評価に使用する毒性データのエクスポート 
評価に使用する毒性データを CSV 形式にエクスポートすることができます。 

① 「不確実性係数の選択」画面または「確認」画面の「データの確認・編集」ボタンをクリックしま

す。 

 
② 「データの編集」画面が表示されるので、「毒性データのエクスポート」をクリックします。 
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2.4. オプション設定 
2.4.1. 種の感受性分布 
 分布の作成に用いる推定法を選択します。 

 
 

設定項目 説明 
HC5 評価の

分布推定法 
以下の分布推定手法について、評価を実施する項目にチェックを入れます。4 つ全て

にチェックを入れると、5 つ分の分布法による評価を同時に行います(本ツール推奨の

対数正規分布推定法は必ず実施されます)。 
・対数正規分布推定法 
・対数ロジスティック分布推定法 
・対数正規分最尤推定法 
・対数ロジスティック分布最尤推定法 
・対数正規分布ベイズ推定法 

分布の適合

度検定 
分布の適合度を示す機能です。 
チェックを入れると、「対数正規分布最尤推定法」、「対数ロジスティック分布最尤推定

法」の評価手法にて実施します。 
HC5 分布図

の生成あり 
チェックを入れると、HC5 分布図を結果として表示します。 

毒性データ

表示あり 
チェックを入れると、分布の作成に使用した毒性データの一覧を結果シートに表示し

ます。 
ベイズ推定

法の設定 
推奨設定／詳細設定を選択します。 
詳細設定を選択した場合は、以下の項目について詳細設定を行ってください。 
・ファクター設定 
・サンプリング設定 
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2.4.2. 個体群存続影響 
個体群存続影響評価において、繁殖および生存における統計モデルに関する設定を行います。 

 

 
設定項目 説明 
条件の設定方法 推奨設定／詳細設定を選択します。 

詳細設定を選択した場合は、以下の項目について詳細設定を行ってくだ

さい。 
 
【繁殖における設定】 
・統計モデル（Weibull/Logit/Probit） 
・NOEC の相当反応レベル 
【生存における設定】 
・統計モデル（Weibull/Logit/Probit） 
・NOEC の相当反応レベル 
【ブートストラップ抽出回数】 
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3. 暴露評価の条件設定 
本章では、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。 はじめに、暴露評価の流れは以下の通りです。ここでは赤枠部分の設定

について説明します。その他の部分については別紙『操作マニュアル』をご覧ください。 
 

 

排出量指定方法の選択 

排出量入力 

評価の実施と結果の表示 

物性データの入力 

環境データの入力 

化審法届出情報入力 

排出係数の選択 

化審法一次リスク 化審法スクリーニング 

評価物質選択 

評価ステップの選択 

評価方法選択 

排出量推計 

環境濃度データの読み込み 

データの確認と分布図の選択 

暴露濃度分布 
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3.1. 環境濃度データの読み込み 

 
3.1.1. 環境濃度データの入力 
「環境濃度データの読み込み」画面で、「データ入力フォームに入力する」を選んだ場合には、本項記

載の手順にしたがって、データの入力とファイル保存を行ってください。 

暴露濃度データの種類を選びます 

あらかじめ用意したファイルを読み込む

場合に選びます。 

入力フォームに入力す

る場合に選びます。こ

こで入力したデータ

は、後の手順でファイ

ルに保存できます 
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① 図 3.1.1.1 に従い、データを入力します。 

 

図 3.1.1.1）「環境濃度データ入力」画面 
 
② 表示されたファイル保存ダイアログに保存先とファイル名を入力し「保存」をクリックします。 

 
 

データを入力し「追加」をクリックします 
全てのデータを入力し終えたら「進む」を

クリックします 

入力したデータがここに表示されます。 
不要なデータがある場合、その行を選択

し「削除」をクリックします 
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3.2. データの確認と分布図の選択 
3.2.1. データの確認 

環境濃度データを読み込む、または入力フォームに入力すると、「データの確認と分布図の選択」

画面が表示されます。違うデータを読み込みたい場合は、「Reload」をクリックするとファイルを選

び直すことができます。 

 

 
3.2.2. 分布図の選択 
① 「環境濃度データの種類」に「予測データ」を選択した場合は、本画面で分布図の種類を設定しま

す。種類は次の通りです。 
 「全地点の月別平均値または季節別平均値を用いた分布」 
 「全地点の年間平均値を用いた分布」 
 「選択した月／季節の全地点データを用いた分布」 
 「選択した地点の年間データを用いた分布」から選択します。 
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② 選択した月／季節の全地点データを用いた分布」を選択した場合は、対象となる月の列をクリック

または月名を入力し選択します。 

 

③ 「選択した地点の年間データを用いた分布」を選択した場合は、対象となる地点の行をクリックま

たは地点名を入力し選択します。 

 
 

4. 結果シート 
本章では、有害性評価、暴露評価、リスク評価およびリスクランキングの評価結果がどのように示

されるかについて説明します。 
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4.1. 有害性結果シート 
本節では、有害性評価の結果例を示します。なお、本書に記載のない評価手法に関しては、別紙『操

作マニュアル』をご覧ください。 
 
4.1.1. ハザード比 
＜ハザード比評価結果の一例＞ 

 

有害性評価の結果 

有害性評価の条件 
毒性データの一覧 
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4.1.2. 個体群存続影響評価 
＜個体群存続影響評価結果の一例＞ 
 

 

 

 

有害性評価の結果 

有害性評価の条件 

毒性データの一覧 
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4.1.3. 化審法一次Ⅱ（底生） 
＜化審法一次Ⅱ（底生）評価結果の一例＞ 

 

 
4.2. 暴露評価の結果シート 
本節では、暴露評価の結果例を示します。なお、本書に記載のない評価手法に関しては、別紙『操作

マニュアル』をご覧ください。 

有害性評価の結果 

有害性評価の条件 
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4.2.1. 暴露濃度分布 
＜暴露濃度分布結果（モニタリングデータ）の一例＞ 

 

 

 

暴露評価の条件 

暴露評価の結果 

環境暴露濃度データ 

備考 
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＜暴露濃度分布結果（河川流域モデルの月選択）の一例＞ 

 

 

 

暴露評価の条件 

暴露評価の結果 

環境暴露濃度データ 

備考 



操作マニュアル補足編（2017 年 1 月 20 日版） 

23 
 

＜暴露濃度分布結果（沿岸海域モデルの地点選択）の一例＞ 

 

 

 

 

暴露評価の条件 

暴露評価の結果 

環境暴露濃度データ 

備考 



操作マニュアル補足編（2017 年 1 月 20 日版） 

24 
 

4.3. リスク評価結果シート 
 本節では、リスク評価の結果例を示します。なお、本書に記載のない評価手法に関しては、別紙『操

作マニュアル』をご覧ください。 
 
4.3.1. ハザード比 ＋ 化審法一次リスク 
ハザード比によるリスク評価では、MOE と UF との比較によってリスク判定を行います。MOE<UF

の場合、リスク懸念有りとなります。 
 

 
 
4.3.2. ハザード比 ＋ 暴露濃度分布 
 ハザード比によるリスク評価では、MOE と UF との比較によってリスク判定を行います。MOE<UF
の場合、リスク懸念有りとなります。 
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4.3.3. 種の感受性分布 ＋ 暴露濃度分布 
 種の感受性分布によるリスク評価では、種の感受性分布または HC5 累積分布と環境濃度分布の重な

り具合を数値化した EPAF によってリスク判定を行います。EPAF の値が 0.01 以下であれば「リスク

が許容できる」と判断できます。 
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4.3.4. 個体群存続影響 ＋ 化審法一次リスク 
 個体群存続影響によるリスク評価では、個体群影響閾値濃度分布と排出源毎の暴露濃度推計値との関

連によってリスク判定を行います。 
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4.3.5. 個体群存続影響 ＋ 暴露濃度分布 
個体群存続影響によるリスク評価では、個体群影響閾値濃度分布と環境濃度分布の重なり具合を数値

化した EPAF によってリスク判定を行います。EPAF の値が 0.01 以下であれば「リスクが許容できる」

と判断できます。 
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4.3.6. 化審法スクリーニング ＋ 暴露濃度分布 
 化審法スクリーニングによるリスク評価では、MOEとUFとの比較によってリスク判定を行います。

MOE<UF の場合、リスク懸念有りとなります。 
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4.3.7. 化審法一次Ⅱ（底生） ＋ 化審法一次リスク 
 化審法一次Ⅱ（底生）によるリスク評価では、ハザード比によってリスク判定を行います。ハザード

比>=1 の場合、リスク懸念有りとなります。 
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4.3.8. 化審法一次Ⅱ（底生） ＋ 暴露濃度分布 
化審法一次Ⅱ（底生）によるリスク評価では、ハザード比によってリスク判定を行います。ハザード

比>=1 の場合、リスク懸念有りとなります。 
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4.4. リスクランキング結果シート 
 本節では、リスクランキングの結果例を示します。 
 
4.4.1.   物質別 EPAFs（種の感受性分布）ランキング 
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4.4.2.  推定方法別 EPAFs（種の感受性分布）ランキング 
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4.4.3. ハザード比ランキング（化審法リスク評価Ⅰ） 
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4.4.4.  物質別ハザード比ランキング（暴露濃度分布） 
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5. 初期評価 
 AIST-MeRAM の「初期評価」モードは、生態リスク評価の初心者向けの評価機能で、AIST-MeRAM
の内蔵データを用いて、スクリーニング的・初期的な評価を体験できる機能です。使用する内蔵データ

は、有害性評価に関しては学習用のサンプル物質（CAS:104-40-5;4-Nonylphenol）の毒性データ、暴

露評価に関しては「化審法における優先評価化学物質に関するリスク評価の技術ガイダンス」で定義さ

れた排出係数です。ユーザーが設定しなければならない評価条件の多くを、デフォルトの設定値で設定

します。そこで本章では、デフォルトで設定される項目（＝ユーザーが設定できない項目）が何かを説

明します。 
 
5.1. 有害性評価 
 図 5.1.1 は、有害性評価の流れを示します。初期評価モードで設定可能な項目を青で、デフォルトの

設定項目を赤字で示します。青色部分の設定方法について知りたい方は、別紙『操作マニュアル』の「有

害性評価の条件設定」節をご覧ください。 

 

 
 

評価する物質を選ぶ＝CAS:104-40-5;4-Nonylphenol 

不確実性係数の選択＝ 

化審法スクリーニング評価手法では化審法 UF 

ハザード比評価手法では OECD 

 

評価に使用する有害性データの信頼性の選択 
＝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） 

※信頼性ありとされるデータのみを使用します 

毒性データのデータソースの確認 

 

評価方法の選択＝ハザード比/化審法スクリーニング 

 

 

評価の実施と結果の表示 

図 5.1.1 有害性評価の流れ（初期評価） 
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5.2. 暴露評価 
 図 5.2.1 は初期評価における暴露評価の流れを示します。初期評価モードで設定可能な項目を青で、

デフォルトの設定項目を赤字で示します。青色部分の設定方法について知りたい方は、別紙『操作マニ

ュアル』の「暴露評価の条件設定」節をご覧ください。 

 

図 5.2.1 暴露評価の流れ（初期評価）

排出量指定方法の選択 

排出量入力 

評価の実施と結果の表示 

物性データの入力 

環境データの入力 

化審法届出情報の入力 

排出係数の選択 

化審法一次リスク 化審法スクリーニング 

評価する物質を選ぶ＝CAS:104-40-5;4-Nonylphenol 

 

評価方法選択 

排出量推計 
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6.  更新履歴 
 
No. 日付 版数 内容 
1 2017/1/20 1.00 AIST-MeRAM Ver2 のリリースに伴い新規作成 
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