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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。生態リス

ク評価の初心者から、実務担当者や研究者など幅広いユーザを対象としており、非常に多くの機能を

有します。 
本書は、生態リスク評価の基礎知識はお持ちの方で、化学物質の生態リスク評価・管理の実務を行

う方を対象に、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と、AIST-MeRAM の基本的な操作方法およびよく使われる評価手法の評価

条件の設定方法を説明します。 
 

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. 本書の使い方 
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は「概要」をご覧ください。 
具体的な操作方法について知りたい方で、AIST-MeRAM を初めて使用する方や、操作に不慣れな方、

操作の流れを知りたい方は、「基本的な操作方法」をご覧ください。 
評価を行う際に、評価条件の詳しい設定方法について知りたい方は、「有害性評価の条件設定」や「暴

露評価の条件設定」をご覧ください。 
なお、これらの章中の各節・項のタイトルは、AIST-MeRAM の画面タイトルとなっています。した

がって現在操作中の画面について知りたいときは、画面タイトルと同じ節・項をご覧ください。 
評価結果がどのように示されるかについて知りたい方は、「リスク評価結果シート」をご覧ください。 
評価結果をうけてリスク管理を行いたい方は、「リスクを管理する」をご覧ください。 
 

3. 概要 
本章では、AIST-MeRAM に搭載されている機能（リスク評価および管理の手法）について説明しま

す。具体的な操作方法について知りたい方は「基本的な操作方法」をご覧ください。 
 
AIST-MeRAM は、図 3.1 に示す評価を実施できます。 

 

図 3.1 AIST-MeRAM の評価機能 
 
以下に、それぞれの評価手法について説明します。 
 

有害性評価 

暴露評価 

 
 
 

リスク評価 

 
 
 

リスク管理 
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3.1. 有害性評価手法 
 有害性評価は、化学物質の有害性情報から“有害性クラス”またはリスク判定用の“予測無影響濃度

（PNEC1）”を導出するための評価です。AIST-MeRAM では、図 3.1.2 に示すように、有害性評価の目

的と精度に応じた 5 つの有害性評価手法に対応しています。次節以降で、各評価手法について説明しま

す。 

 

図 3.1.2 AIST-MeRAM の有害性評価手法 
 

化審法とは、“化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律”の略称で、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

汚染を防止することを目的とする日本の法律です。 
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/about/about_index.ht

ml 
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/english/cscl/ 

 

                                                   
1 Predicted No-Effect Concentration (PNEC)。 

スクリーニング的・ 
初期的評価 

ハザード比 

化審法スクリーニング 

量的・確率論的 
評価 

種の感受性分布 

個体群存続影響 

AIST-MeRAM の有害性評価手法 

底生生物の初期的評価 

化審法一次Ⅱ 

簡易           評価の精度           精緻 

少         必要とされる毒性データの数         多 

【補足】 

http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/about/about_index.html
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/about/about_index.html
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/english/cscl/
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3.1.1. 化審法スクリーニング評価 
 『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 Ver1.0（平成 26 年 6 月版）』

に準拠した手法で、リスクがないとはいえない化学物質を絞り込んで優先評価化学物質を指定するため

の評価手法です。 
 事業者からの届出情報（製造・輸入量、用途）等から推定した排出量と収集された有害性情報に基づ

き、暴露（排出量）と有害性（PNEC）をクラス分けして、そのマトリックス（以下「優先度マトリッ

クス」と言う。）において有害性も強く暴露の指標も大きい優先度“高”のものを優先評価化学物質相

当と判定します。 
 ※AIST-MeRAM には、複数物質を化審法スクリーニング評価手法で定型的・一度に評価するときに

便利な一括評価機能があります。一方、本書では単一物質の評価手順のみを説明します。したがって、

一括評価の操作方法を知りたいときは、別紙『操作マニュアル 化審法スクリーニング評価 一括評価

編』をご覧ください。 
 
3.1.2. 化審法一次Ⅱ（底生）評価 
 『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 Ver1.0（平成 26 年 6 月

版）』に準拠した手法で、化審法の優先評価化学物質の一次リスク評価において、logKow が 3 以上の

化学物質による底生生物への影響を評価する手法です。具体的には、底生生物に対する信頼性のある有

害性データ（優先的慢性毒性値を使用）が得られた場合、得られたデータに基づいて PNECsed1 を導

出します。一方、底生生物の有害性情報が得られない場合、代替的な方法として位置づけられている“平

衡分配法”を適用し、水生生物に対する PNECwater2から底生生物に対する PNECsed を推計します。

なお、化審法の優先評価化学物質の一次リスク評価では、評価Ⅰは水生生物のみを対象とし、評価Ⅱ以

降は、化学物質の logKow が 3 以上の場合に“底質に分布し残留しやすい”物質として、底生生物も評

価対象に追加します 
 

3.1.3. ハザード比評価 
スクリーニング的または初期的なリスク評価に広く用いられている手法です。 
AIST-MeRAM では、評価用に収集した毒性データから最小の毒性値をリスク算出用の毒性値に選び、

これを PEC で除した値（MOE3）と、UF との比較によってリスクを評価します。一方、評価用に収集

した毒性データから得られた最小の毒性値に UF4を加味した値を PNEC とします。PNEC を PEC で除

した値は、ハザード比（HQ）といい、HQ が１より大きいかどうかによってリスクを評価します。 

                                                   
1 PNECsed の sed は sediment (底質) の略 
2 PNECwater 
3 Margin of Exposure (MOE)。暴露マージン。 
4 Uncertainty Factor。不確実性係数 
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3.1.4. 種の感受性分布評価 
生物種ごとの感受性の違いを、統計学的分布として表現する解析手法です。種の感受性分布（SSD）

の濃度反応関係と HC5（環境中の 5％生物種への影響濃度）を用いて、量的・確率論的なリスク評価が

可能です。 
AIST-MeRAM では、「種の感受性分布作成に用いる毒性データ抽出ルール」に示すルールで毒性デー

タを抽出し SSD を求めます。またリスク判定（PNEC）の統計値として、HC5 の 5％、50％、95％タ

イル値を求めます。評価結果は、HC５と予測環境暴露濃度（PEC）との比較による点的なリスク判定

のほか、SSD または HC5 累積分布と、環境暴露濃度分布との重なり面積をリスクと見なした、期待影

響割合（EPAF1）による確率論的なリスク判定ができます。 
 

種の感受性分布作成に用いる毒性データの抽出ルール 
① 信頼性ありとランク付けされた毒性データはすべて評価に使用します 

同じ試験条件（影響内容、毒性種別、生物種、栄養段階、暴露時間）で異なる結果（毒性値）を

示すものもありますが、信頼性ありとランク付けされたものはすべて使用します。 
② 信頼性ありとランク付けされなかった毒性データは、試験条件毎に毒性値が最小となるデータを選

び評価に使用します。つまり、試験条件（影響内容、毒性種別、生物種、栄養段階、暴露時間）が

同じもの同士でグループ分けをし、各グループから最小値を１つづつ抽出します。 
③ なお、同一の毒性試験結果が複数ある場合は、１データのみ2を評価に使用します 

AIST-MeRAM は、日本の環境省や米国環境保護庁など多くの機関が公開する毒性データを内蔵

しているため、同じデータが複数収録されている場合があります。このように、試験条件（影響内

容、毒性種別、生物種、栄養段階、暴露時間）と毒性値が同じものは同一データと言えます。 
以上をまとめると図 3.1.4.1 のようになります。 

                                                   
1 Expected potentially affected fraction (EPAF)。種の期待影響割合。最大値は 1。 
2 １データは、次の優先度で選択します。 
信頼性ランクが、A＞１＞B＞２＞ないもの＞S＞３＞D＞４ 



操作マニュアル（2017 年 2 月 14 日版） 

9 
 

 

図 3.1.4.1 種の感受性分布作成に用いる毒性データの抽出ルール 模式図 

「日本環境省」 「米国環境保護庁」 「欧州産業界」 
☆ ☆ 

☆ ★ 
★ 

● 

● 
● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 
● 

● ● 

● 

● 
● 

● 

● 

種の感受性分布作成に用いる毒性データ 

☆ ★ ● 
● ● 

● ● ● 
● ● 

● 

試験条件 1 

● 試験条件 2 

● 試験条件・・・ 

● 試験条件… 
（例：コイ、LC50、死亡、4 日） 

● 
● 

● 
● 

● 

試験条件が同じもので

グループ分けし、グル

ープ内で毒性値の最小

データを選ぶ（●） 

● 

● 
● 

● 

● 

● ● 

● 
● 

同一の毒性試験データ 
（☆★）は一つを使用 

信頼性ありとランク付け

されたものは全て使用 

各グループ 
最小値を使用 

【凡例】 
「XXXX」＝毒性試験データの公開機関が XXXX であることを示します  
☆または★＝同一の毒性試験データ 
●＝毒性試験データ 
※色付きは、信頼性ありとランク付けされた毒性試験データを示す 
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3.1.5. 個体群存続影響評価 
個体レベルの毒性データから、個体群存続への影響を評価する手法です。個体群存続影響の濃度反応

関係と個体群存続影響閾値濃度（ある生物種の個体群増殖率が 1 の時の濃度）を用いて、量的・確率論

的なリスク評価が可能です。 
AIST-MeRAM では、リスク判定（PNEC）の統計値として、中央値、2.5％、97.5％タイル値を求め

ます。評価結果は、個体群影響閾値濃度分布と、環境暴露濃度分布との重なり具合をリスクと見なし、

EPAF として数値化します。EPAF については「リスク評価手法」をご覧ください。 
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3.2. 暴露評価手法 
 暴露評価では、化学物質の環境中での“暴露クラス”または“予測環境暴露濃度（PEC1）”を導出す

るための評価です。AIST-MeRAM では、図 3.2.1 に示す 3 つの暴露評価手法に対応しています。次節

以降で、各評価手法について説明します。 

 

図 3.2.1 AIST-MeRAM の暴露評価手法 
 
3.2.1. 化審法スクリーニング評価法 
 『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 Ver1.0（平成 26 年 6 月版）』

に準拠した手法で、化学物質が優先評価化学物質に相当するかどうかを判定するための評価手法です。 
 化学物質の製造量などの化審法届出情報から、水域への排出量および暴露クラスを推計します。また、

独自の排出係数を定義することによって、自分の国や地域での化学物質の製造量や出荷量から水域への

排出量等を推計します。 
 
※AIST-MeRAM には、複数物質を化審法スクリーニング評価手法で定型的・一度に評価するときに便

利な一括評価機能があります。一方、本書は単一物質の評価手順のみを説明します。したがって、一括

評価の操作方法を知りたいときは、別紙『操作マニュアル 化審法スクリーニング評価 一括評価編』

をご覧ください。 
 

                                                   
1 Predicted environmental concentration (PEC)。 

化審法 

スクリーニング

評価 

少       必要とされる環境・物性データの数       多 

簡易           評価の精度           精緻 

化審法 

一次リスク評価 

暴露濃度分布 

による評価 

AIST-MeRAM の暴露評価手法 
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3.2.2. 一次リスク評価法 
 『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 Ver1.0（平成 26 年 6 月版）』

に準拠した手法で、優先評価化学物質に対し、詳細評価の優先順位付けを判定するための評価手法です。 
化学物質の製造量などの化審法届出情報から、河川水中濃度・溶存態濃度・底質中濃度を推計します。

また、独自の排出係数を定義することによって、自分の国や地域での化学物質の製造量や出荷量から、

河川水中濃度（PEC）・溶存態濃度（PEC）・底質中濃度を（PEC）推計します。溶存態濃度の予測には、

化学物質の Koc（有機炭素補正土壌吸着係数）が必要です。 
 

3.2.3. 暴露濃度分布 
 化審法の一次リスク評価の「リスク評価Ⅱ」と「リスク評価Ⅲ」に対応する評価手法です。 
環境暴露濃度データ（モニタリングデータや他のモデルの予測データ）が入手できる場合、そのデータ

から暴露濃度分布（PEC）を作成します。 
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3.3. リスク評価手法 
 リスク評価は、化学物質のリスクの有無と大小を特定するため、有害性評価（PNEC）と暴露評価

（PEC）の結果を用いて行います。AIST-MeRAM のリスク評価では、リスクの大小を図 3.3.1 に示す

４つの指標で示します。各指標値は、次の場合にリスク懸念なしと判定できます。 
 
リスク懸念なしとなる判定条件 
 MOE＞UF 
 EPAF＜0.01 
 優先度=低 
 ハザード比＜1 

 

図 3.3.1 AIST-MeRAM のリスク評価の指標 

スクリーニング的・ 
初期的評価 

ハザード比（HQ） 

暴露マージン（MOE） 

量的・確率論的 
 

種の期待影響割合

（EPAF） 

少         必要とされるデータの数         多 

簡易            評価の精度            精緻 

リスク評価の優先度 

AIST-MeRAM のリスク評価の指標 

底生生物の初期的評価 

化審法一次Ⅱ 
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【補足】 

 リスク評価の結果がどの指標値で示されるかは、表 3.3.1 に示すように、有害性評価および暴露評価

の評価手法の組み合わせに依存します。 

表 3.3.1 有害性評価手法および暴露評価手法とリスク評価の指標値との関係 
 
有害性評価 

手法 ハ ザ ー

ド比 
種の感受性分布

／ 
個体群存続影響 

化審法 
スクリーニング 

化審法一次

Ⅱ（底生） 

導出値 
PNEC 

PNEC／ 
濃度反応関係 

有害性クラス／ 
PNEC 

PNEC 

暴露評価 

×※a ×※a 
リスク評価の 

優先度 ×※a 

手法 導出値 
化審法 
スクリーニング 

暴露クラス／

排出量 
化審法 
一次リスク 

PEC 
MOE※b MOE※c／EPAF MOE※b HQ 

暴露濃度分布 暴露濃度分布 MOE※b MOE※c／EPAF MOE※b HQ 
 
※a：化審法スクリーニングによる暴露評価では、導出される値は化学物質の排出量であり、PEC は導

出されないため、“リスク評価の優先度“以外の指標値（例 MOE や HQ）を得ることができません。 
※b：有害性評価手法にハザード比評価法および化審法スクリーニングを用いた場合の MOE は、次式

によって求めます。 
MOE=有害性の最小値/PEC 

※c：有害性評価手法に種の感受性分布（SSD）またな個体群存続影響評価手法を用いた場合の MOE
は、次式によって求めます。 

MOE=有害性の 50%タイル値/PEC 
 

HQ（ハザード比）と MOE（暴露マージン）の手法の違いについて補足します。 
（１） HQ では、その値が UF を含んでいるため、1 より大きいかどうかがリスクの

判断基準となるのに対し、MOE は、UF を含んでいないため、UF より大き

いかどうかがリスクの判断基準となります。 
 

（２） HQ による評価の利点は、単純に HQ が 1 より大きいか小さいかということにより、リスク

の有無が明確化できる点です。一方、MOE による評価は、UF を MOE に含めていないため、

UF を比較値として用いることにより、そのリスク評価の不確実さが数値化されます。そのた

め、MOE は、もし有害性の可能性ありと判断された場合でも、情報が少ないため UF が大き

くなったことによるのか、ある程度信頼できる情報のある中で判断された結果なのか、その

信頼性の違いが明確になるという利点があります。
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3.4. リスク管理手法 
 AIST-MeRAM のリスク管理手法では、図 3.4.1 に示すようなリスク管理を支援する機能を提供しま

す。つまり、リスク評価の結果に応じてリスクのランキング付けを行ったり、リスク管理し得るオプシ

ョン（選択肢）を提示します。 

 

図 3.4.1 AIST-MeRAM のリスク管理機能 
 

リスク管理オプション 

リスク懸念有無の判定 

AIST-MeRAM のリスク管理機能 

リスクランキング 

複数物質の相対評価 

管理のオプション提示 
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4. 基本的な操作方法 
本章では、AIST-MeRAM の基本的な操作方法を説明します。AIST-MeRAM を初めて使用する方は、

「AIST-MeRAM を起動する」から「終了する」までを一通りお読みになることをお勧めします。 
 

4.1. AIST-MeRAM を起動する 
スタートメニュー内の［すべてのプログラム］－［AIST-MeRAM］－［AIST-MeRAM］をクリッ

クします。 

 
 

 AIST-MeRAM のバージョンアップ後、初回の起動時に以下のデータベース更新確認

画面が表示される事があります。AIST-MeRAM のバージョンアップに伴ってデータベ

ースもバージョンアップが必要となりますので、必ず「Yes」をクリックしてください。 
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【補足】 

4.2. 評価モードを選ぶ 
 起動に成功すると、図 4.2.1 の「評価モード選択」画面が表示されるので、通常は「詳細評価」ボタ

ンをクリックします。 

 

図 4.2.1 評価モード選択画面 
 

AIST-MeRAM では、化学物質評価・管理の目的やリスク評価のシナリオ・評価精度、

ユーザーのリスク評価の知識レベルに応じて、表 4.2.1 に示す評価モードがあります。

初期評価に関しては、別紙『操作マニュアル補足編』を、一括評価モードについては別

紙『操作マニュアル 化審法スクリーニング評価 一括評価編』をご覧ください。 

表 4.2.1 評価モード一覧 
ボタン 用途 
初期評価 スクリーニング的・初期的評価を行うときに、便利なモードです。主に、生態リス

ク評価の初心者にお勧めします。詳細は、別紙『操作マニュアル補足編』をご覧く

ださい。一方、利用できる機能が限られるため、次の場合には、詳細評価を選択し

てください。 
・新規物質や手持ちの毒性データを使いたい 
・評価に使用する毒性データの内容を確認したい 
・種の感受性分布評価手法、個体群存続影響評価手法、化審法一次Ⅱ（底生）評価

手法を用いたい 
詳細評価 AIST-MeRAM の全機能が利用できます 
一括評価 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

利なモードです。主に定型的に評価を行う実務者にお勧めします。詳細は、別紙『操

作マニュアル化審法スクリーニング評価 一括評価編』をご覧ください。 

 モードを途中で変更したり、一度閉じた「評価モード選択」画面を再度開きたいときは、「評

価モード」ツールボタンまたは「評価―評価モード」メニューをクリックします。 

  
「評価モード」ツールボタン           「評価モード」メニュー 
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4.3. 評価ステップを選ぶ 
 評価モードを選択すると、図 4.3.1 の「評価ステップ」画面が表示されます。表 4.3.1 を参考に、ボ

タンを一つ選びクリックしてください。 

 

図 4.3.1 評価ステップ画面 
 

表 4.3.1 評価ステップのボタン一覧 
ボタン 説明 
有害性評価 有害性評価を開始します。 
暴露評価 暴露評価を開始します。 
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。 
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。 

 
 「評価ステップ」画面は閉じることができます 
 一度閉じた「評価ステップ」画面を再度開きたいときには、ツールボタンまたは「評価―評価ス

テップ」メニューをクリックします。 

 

「評価ステップ」ツールボタン    「評価ステップ」メニュー 
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4.4. 評価ファイルを選ぶ 
 「評価ステップ」画面で、「有害性評価」、「暴露評価」または「リスク評価」を選択すると、図 4.4.1
に示す「評価ファイル選択」画面が表示されます。表 4.4.1 を参考に、ボタンを選んでください。 

 

図 4.4.1 評価ファイル選択画面 
 

表 4.4.1 評価ファイル選択のボタン一覧 
ボタン 説明 
新規作成 新規に評価を開始する場合に選択します。「OK」をクリックすると、「有

害性評価」または「暴露評価」または「リスク評価」の設定画面が表示さ

れます 
既存ファイル読み込み 過去に実施した評価結果を保存したファイルを読み込み結果を見たいと

きや、一部の評価条件を変更し再評価したい場合に選択します。「OK」を

クリックすると、「有害性結果シート」または「暴露評価の結果シート」

または「リスク評価結果シート」が表示されます。 
 
4.5. 評価する物質を選ぶ 
 有害性評価または暴露評価を行う場合、「評価ファイル」選択画面で、「新規作成」を選択すると、図

4.5.1 の「物質選択」画面が表示されます。表 4.5.1 を参考に、物質を一つ選択してください。 

 

図 4.5.1 評価物質の選択画面 
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表 4.5.1 物質選択のボタン一覧 
ボタン 説明 
最近使用した物質 過去に評価を行ったことのある物質の履歴がリストに表示されるので、 

リストから物質を選択します。 

 
ツールに搭載され

ている物質 
AIST-MeRAM に毒性データが搭載されている物質が「搭載物質リスト」に一覧

表示されます。リストから物質を選択します。または、次の手順で CAS や物質

名称で検索します。 
「CAS 番号で検索」を選択し、検索文字欄に CAS や CAS の一部を入力するか、 
「名前で検索」を選択し、検索文字欄に物質名や物質名の一部を入力して、検

索ボタンをクリックすることで、検索物質を絞り込んで一覧表示します。 
検索文字欄を空欄状態で検索ボタンをクリックすると、すべての物質を表示し

ます。 

 

その他の物質 新規物質のように AIST-MeRAM に搭載されていない物質を評価するときに選

びます。 
CAS の入力は必須ではありませんが、入力された CAS の物質データが搭載され

ている場合には、搭載データを利用できるので CAS がある物質の場合は、入力

することをお勧めします。 
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4.6. 評価条件を設定する 
4.6.1. 有害性評価／暴露評価の条件を設定する 
「評価ステップ」画面で有害性評価を選択すると有害性評価の設定画面が、暴露評価を選択すると暴

露評価の設定画面が表示されます。設定画面は複数あり、図 4.6.1.1 のような画面構成になっています。

なお、評価条件の詳しい設定方法を知りたいときは、「有害性評価の条件設定」または「暴露評価の条

件設定」をご覧ください。 

 

図 4.6.1.1 評価設定画面の構成 
 

設定画面のタイトル（略称）を、設定順に

示します。 
クリックするとその画面が表示されます。 

評価物質の CAS と名称です 

設定条件の入力欄です。詳細は、「有

害性評価の条件設定」または「暴露評

価の条件設定」をご覧ください 

次の画面に進みます 前の画面に戻ります 

評価を中止します 

画面のタイトルです 
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4.6.2. リスク評価の条件を設定する 
 「評価ステップ」画面でリスク評価を選択すると、「リスク評価」設定画面が表示されます。 
① 図 4.6.2.1 を参考に、有害性評価の結果と、暴露評価の結果を選択し、リスク評価を行う組み合わ

せを設定します。 

 

図 4.6.2.1 リスク評価の設定画面：組み合わせの設定 
 

画面に開いている結果シートの

ファイル名のリストです。 
ファイル名をクリックすると、

その結果が他の結果よりも上に

表示されます。 

①評価に使いたいファイルが画面

に表示されていないときに使いま

す。上の「参照」ボタンは有害性

の、下は暴露評価の結果シートを

選びます。 

②評価に使いたい有害性と暴露評

価の結果シートを開いたらクリッ

クします。有害性と暴露評価の組

み合わせが「出力リスト」に追加

されます。 
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② 図 4.6.2.2 を参考に、評価結果をどのように出力するかを設定します 

 

 図 4.6.2.2 リスク評価の設定画面：出力設定 

表 4.6.2.1 出力設定 
設定項目 説明 
結果シートに毒性データを出力する 結果シートに毒性データを出力します 
結果シートに暴露データを出力する 結果シートに暴露データを出力します 
評価結果を一括画面表示する 評価結果を画面に表示します。 
出力フォルダに一括 PDF 出力する 評価結果の PDF ファイルをまとめて出力します。 
出力フォルダ PDF 出力するフォルダを選択します。 

 
③ 最後に「評価」ボタンをクリックすると、評価を実施し、リスク評価結果シートを表示します。 

リスク評価を行う事ができる有害性評価と暴露評価の組み合わせについては、「リスク評価手法」を

ご覧ください。 

評価結果のファイル名を示しま

す。ファイル名を変更したいとき

には、ここを編集します。 

リスク評価を行わない行があるとき、「出力

リスト」からその１行を選び「削除」をクリ

ックします 

リスク評価結果シートの出力設定です。詳細は表 4.6.2.1 をご覧ください 

リスク評価を行わない行があるときに、

ここをオフにします。複数行指定できま

す。 

すべての行を削除するときクリック

します 
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4.7. 評価を実施する 
4.7.1. 有害性評価 
全ての評価条件を設定すると、図 4.7.1.1 の「確認」画面が表示されます。「評価」をクリックすると

評価を実施し、その結果を有害性結果シートに表示します。 

 

図 4.7.1.1 有害性評価設定の確認画面の構成 
「種の感受性分布評価」または「個体群存続影響評価」の場合、「確認」画面に「オプシ

ョン」ボタンが表示されます。本書では説明を割愛しますが、両者の評価手法に非常に

詳しい方で、設定方法をご覧になりたい方は、別紙『操作マニュアル補足編』をご覧く

ださい。 

設定画面のタイトル（略称）を設定順に示します。各画面へのリ

ンクとなっており、クリックするとその設定画面に戻ります。 
評価条件の確認欄です 

毒性データの確認・編集を行います。 

入力した評価条件を 
ファイルに保存します。 

評価を中止し、入力した評価条件や毒性データを「評価設定」画面に表示します。設定内容を

印刷や PDF 出力したい場合に使用します。ただし、評価を実施すると表示される評価結果シ

ートからも印刷・PDF 出力が可能のため、通常このボタンは使用しません。 

評価を実施し結果シートを表示します 

評価を中止します 
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 評価を実施すると、図 4.7.1.2 に示すような「有害性結果シート」が表示されます。結果シートの書

式は評価手法によって異なります。詳細は、「有害性結果シート」をご覧ください。 

 

図 4.7.1.2 有害性結果シート 
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4.7.2. 暴露評価 
全ての評価条件を設定すると、図 4.7.2.1 の「確認」画面が表示されます。「評価」をクリックすると

評価を実施し、その結果を暴露評価の結果シートに表示します。 

 

図 4.7.2.1 暴露評価条件設定の確認画面 
 

設定画面のタイトルを設定順に示します。各画面へのリンク

となっており、クリックするとその設定画面に戻ります。 
評価条件の確認欄です 

ここへ入力した文字は評価結果シートに転

記されます。届出データの届出日や排出量入

力時の実測または推計、実測日時、場所、実

測機関などを入力すると、評価結果を後から

見たときに、どの時期の排出量に基づく結果

かが分かるため便利です。入力は必須ではあ

りません。 

評価を中止し、入力した評価条件や毒性データを「評価設定」画面に表示します。設定内

容を印刷や PDF 出力したい場合に使用します。ただし、評価を実施すると表示される評

価結果シートからも印刷・PDF 出力が可能のため、通常このボタンは使用しません。 
 

評価を 
中止します 

入力した評価条件を 
ファイルに保存します。 

評価を実施し 
結果シートを 
表示します 
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 評価を実施すると、図 4.7.2.2 に示すような「暴露評価の結果シート」が表示されます。結果シート

の書式は評価手法によって異なります。詳細は、「暴露評価の結果シート」をご覧ください。 

 

図 4.7.2.2 暴露評価の結果シート 
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4.7.3. リスク評価 
「リスク評価」の設定画面で、「評価」をクリックすると、有害性評価と暴露評価の組み合わせ毎に

結果シートを出力します。つまり、図 4.7.3.1 に示すように、設定画面で指定した組み合わせ数分の結

果シートが表示されます。 
 結果シートの書式は、評価手法によって異なります。 
詳細は、「リスク評価結果シート」をご覧ください。 

 

 

図 4.7.3.1 リスク評価の結果シート 
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4.8. 結果を保存する 
 結果シートの「上書き保存」または「名前を付けて保存」をクリックすると、評価結果を保存します。

なお、新規に評価を行ったときは「上書き保存」は選べないので「名前を付けて保存」をクリックして

ください。 
 ここで保存したファイルは、「評価ファイル」選択画面の「既存ファイル読み込み」ボタンをクリッ

クすると、読み込むことができます。詳細は「評価ファイルを選ぶ」をご覧ください。 

 
 

4.9. 結果を印刷・PDF 出力する 
 結果シートの「印刷」・「PDF」をクリックすると、評価結果を印刷または PDF ファイルに出力しま

す。 
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4.10. リスクを管理する 
4.10.1. リスクランキング  

 複数物質のリスク評価を実施した場合には、次の手順でリスク管理の優先順位をつけるためのランキ

ング付けを行うことができます。 
① 「評価ステップ」画面で「リスク管理」をクリックします 
② 「リスク管理オプション」画面が表示されるので、「リスクランキング」をクリックします。 

 
③ 同じ有害性評価手法を用いたリスク評価の結果シートを２つ以上選択します。 
注意）ランキング付けできるのは、同じ有害性評価手法を用いた場合に限ります。 

 

①クリックすると、リスク評価

結果シートの選択画面が表示

されるので、ランキング付けし

たい物質の結果ファイルを選

択します。 

②選択した結果シートがリスト

に表示されます。 

③ランキング付けしたいファイルをチェックします。このとき、同じ有害性評価手法

によるリスク評価結果を選びます。 
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④ 生成するランキングの種別を選びます。 

 
 

⑤ ランキング結果の種類に「MOEs ランキング（暴露濃度分布）」または「ハザード比ランキング

（暴露濃度分布）」を選んだ場合は、ランキング結果の種類を次の２つから選択します。 

 
⑥ ランキング結果の種類に「EPAFs（種の感受性分布）ランキング」または「EPAFs（個体群存

続評価）ランキング」を選んだ場合は、ランキング結果の種類を次の２つから選択します。 
注意）推定方法とは、種の感受性分布を作成する際の分布のあてはめに用いた推定方法（対数正規

分布推定法など）や、個体群存続評価で使用した統計モデル（Weibull モデルなど）を示します。 

 

次の表を参考に、種別を選びます。 
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⑦ 「リスクランキング結果生成」ボタンをクリックして、リスクランキング結果生成を実施しま

す。 

 
 

⑧ リスクランキングの結果を画面に表示します。 

 
 

注意）「MOEs ランキング（暴露濃度分布）」のリスクランキング生成では、PC のメモリを大幅に

消費する為、メモリ不足のエラーメッセージが表示される場合があります。対処方法については、

別紙『トラブルシューティング』の『結果画面表示時のメモリ不足』をご覧ください。 
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4.10.2. リスク懸念を判定する 
 リスク評価の結果からリスク懸念の有無を判定したうえ、「リスク懸念あり」となった場合、そのリ

スク懸念をなくすための行動（管理オプション）を提示します。リスク管理オプション機能の一連の流

れは、図 4.10.3.1 の通りです。 
 まず、リスク懸念の有無を判定するにおいては、次の手順を行ってください。 

① 「評価ステップ」画面で「リスク管理」をクリックします 
② 「リスク管理オプション」画面が表示されるので、「リスク管理オプション」をクリックします。 

 
③ 判定を行うリスク評価の結果ファイルを選択します 
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④ 「化審法スクリーニング」手法により有害性評価および暴露評価を行い、その有害性クラスと

暴露クラスから優先評価物質に相当すると判定された場合、次の画面が表示されます。詳細は、

「優先度マトリックス」をご覧ください。 

 

 
⑤ 「化審法スクリーニング」以外の手法による評価結果を判断する場合、リスク懸念の有無が表

示されます。リスク懸念の判定基準について知りたい場合は、「リスク評価手法」をご覧くださ

い。 
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4.10.3. リスク管理のオプションを知る 
前項にて「リスク懸念あり」と判定された場合、次の手順でリスク管理のオプションを知ることがで

きます。 
① 物質に関する追加情報を入手できる場合や、追加試験を実施する場合は、「リスク懸念あり」の

画面で、「Yes」をクリックします。 

 
② 管理のオプション（３つ）が示されます。 

 

③ リスク管理オプションを終了します。表 4.9.1.1 を参考に、再度リスク評価を行ってください。

再評価の手順は「再評価を行う」をご覧ください。 
 

 

表 4.9.1.1 オプションの説明 
オプション 説明 
環境暴露濃度のモニタリ

ング調査 
モニタリングデータを新たに入手し、「暴露濃度分布」手法で暴露

評価を再実施し、その結果に基づきリスク評価を行う。 
排出、環境動態などのパ

ラメータ情報調査、実測 
排出、環境動態などのパラメータ情報または実測値を新たに入手

し、「化審法一次リスク」手法で再実施し、その結果に基づきリス

ク評価を行う。 
生物濃縮または慢性毒性

の試験実施 
生物濃縮または慢性毒性の試験結果を新たに入手し、得られた毒性

データを用いて有害性評価を実施し、その結果に基づきリスク評価

を行う。 
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図 4.10.3.1 リスク管理オプションの流れ 
 

リスク評価ファイル読み込み 

リスク懸念 

リスク評価種類 

優先評価物質 

追加情報または 
追加試験 

パラメータ情報 
調査、実測 

モニタリング 
調査 

生物濃縮または 
慢性毒性試験 

AIST-MeRAM にて再度リスク評価 

リスク管理オプション終了 

リスク許容 

削除 撤退・ 
終了 

移転 探究 

使用量 
削減 

排出量 
削減 

除去技術 
導入 

リスク懸念なし 

リスク懸念あり 

化審法スクリーニング 
＋化審法スクリーニング 

化審法スクリーニング 
＋化審法スクリーニング以外 

優先評価物質でない 

優先評価物質 

実施する 

実施しない 
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4.11. 再評価を行う 
 過去のリスク評価結果から、有害性評価や暴露評価の評価設定を変えたり、評価用データ（毒性デー

タや環境暴露濃度のモニタリングデータなど）を追加したり変更したりして再評価を行うことも出来ま

す。手順は次の通りです。 
① 評価ステップ画面で「リスク管理」をクリックします。 
② 「評価ファイル選択」画面が表示されるので、「既存ファイル読み込み」をクリックし、リス

ク評価結果のファイルを選択します。 
③ リスク評価結果シートが表示されるので、有害性評価の評価手法や評価条件を変更したい場合

や、毒性データを追加し評価を行いたいときは「有害性再評価」をクリックします。暴露評価の評

価手法や評価条件を変更したい場合は「暴露再評価」をクリックします。有害性評価と暴露評価の

両方を再評価したい場合は、まずは片方を選びます。後続の手順で、もう片方の再評価も行えます。 

 
 

④ 有害性評価（または暴露評価）の設定画面が表示されるので、各種設定を行った後に、評価ボ

タンをクリックします。設定方法については、「有害性評価の条件設定」または「暴露評価の条件設

定」をご覧ください。 

 
 
⑤ 前項で有害性評価を行った場合には、次の画面が表示されるので、続けて暴露評価を行う場合
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は「OK」をクリックします。暴露評価の条件や評価用データを変更しない場合は「キャンセル」

をクリックします。なお、前節で暴露評価を行った場合には、「有害性評価を再評価しますか？」

と聞かれるので、続けて有害性評価を行う場合には「OK」を、有害性評価の条件や毒性データを

変更しない場合は「キャンセル」をクリックします。 

 

 
⑥ 暴露評価（または有害性評価）の設定画面が表示されるので、各種設定を行った後に、評価ボ

タンをクリックします。設定方法については、「有害性評価の条件設定」または「暴露評価の条件

設定」をご覧ください。 

 
 

⑦ 確認のメッセージが表示されるので、「OK」をクリックしてください。 
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⑧ 再評価が実行され、結果シートが表示されます。 
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【補足】 

4.12. 終了する 
① メニューまたはツールボタンから「AIST-MeRAM 終了」をクリックします。 

 

「AIST-MeRAM 終了」ツールボタン      「AIST-MeRAM 終了」メニュー 
 
② 次の確認メッセージが表示されるので、「OK」をクリックしてください。 

 
終了時に、起動中に登録したユーザーデータ（例．独自の排出係数）の保存を行います。

この処理中には、次のメッセージが表示されます。処理には時間がかかる場合がありま

すが、異常ではありませんのでそのままお待ちください。 
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4.13. 画面の構成 
4.13.1. メイン画面 
 評価モード選択画面で評価モードを選択すると、図 4.13.1.1 のメイン画面を表示します。 
 

 

図 4.13.1.1 AIST-MeRAM メイン画面 
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4.13.2. メニューとツールボタン  
 メイン画面内のメニューとツールボタンの内容は表 4.13.2.1 および表 4.13.2.2 の通りです。 

表 4.13.2.1 メニュー一覧 
メニュー 説明 
ファイル 開く… 評価ファイルを選択（複数の選択可）して、読み込みます。 

AIST-MeRAM 終了 AIST-MeRAM を終了します。 
評価 評価モード変更 評価モードの変更を行う為の選択画面を表示します。 

評価モード変更は、表示中の他画面は全て閉じた状態で行って

ください。 
評価ステップ 評価ステップ画面を表示します。 

出力 PDF 評価結果を PDF 出力します。 
印刷 評価結果を印刷します。 

レポート 評価結果選択… レポートを生成する為の評価結果選択画面を表示します。 
データ更新 有害性データ… 有害性評価で使用する毒性データ情報を更新する為のデータ更

新選択画面を表示します。 
暴露データ… 暴露評価で使用する各種排出係数情報等を更新する為のデータ

更新選択画面を表示します。 
データベースの初期

化… 
データベースの変更内容を初期化し、インストール時の状態に

戻します。 
ウィンドウ 全ての画面を閉じる

… 
メイン画面内に表示中の子画面を全て閉じます。 

 メイン画面内に子画面として表示される評価結果画面を選択

し、最前面に表示します。 
ヘルプ バージョン情報… AIST-MeRAM のバージョン情報を表示します。 

技術ガイダンス表示 （未対応） 
ユーザーマニュアル

の入手 
本マニュアルが掲載されている Web ページを表示します。 

MERAM のデモ AIST-MeRAMのチュートリアルが掲載されている Webページ

を表示します。 

 



操作マニュアル（2017 年 2 月 14 日版） 

43 
 

表 4.13.2.2 ツールボタン一覧 
ツールボタン 説明 

 

評価ファイルを選択して読み込みます。 

 

評価モード選択画面を表示します。 

 
評価ステップ画面を表示します。 

 
メイン画面内のアクティブウィンドウ（最前面に表示）に表示されている評価結果

を PDF 出力します。 

 
メイン画面内のアクティブウィンドウ（最前面に表示）に表示されている評価結果

を印刷します。 

 
レポートを生成する為の評価結果選択画面を表示します。 

 
毒性データ情報を更新する為のデータ更新選択画面を表示します。 

 
各種排出係数情報等を更新する為のデータ更新選択画面を表示します。 

 
AIST-MeRAM のバージョン情報を表示します。 

 
AIST-MeRAM を終了します。 

 
 
5. 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。AIST-MeRAM を初めて使用する方や、AIST-MeRAM の操作に不慣れな方

は、本章の前に「基本的な操作方法」をご覧になることをお勧めします。 
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 はじめに、有害性評価の流れは図 5.1 の通りです。本書では実線部分の設定について説明します。破

線部分については別紙『操作マニュアル補足編』をご覧ください。 

 

図 5.1 有害性評価の流れ 

評価する物質を選ぶ 

 

評価ステップを選ぶ 

平均分配法による 

推計パラメータの入力 

不確実性係数の選択 

 

評価に使用する 
有害性データの信頼性の選択 

 

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 

 

オプション設定 

毒性データのデータソースの確認 

 

評価方法の選択 

 

評価の実施と結果の表示 

化審法一次Ⅱ（底生） 
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5.1. 毒性データのデータソースの選択 
 本画面では、評価に用いる毒性データのデータソースを選択します。データソースとは毒性データの

収録元を示し、「搭載データソース」、「自社毒性データ」またはその両方を評価に利用できます。自社

毒性データを評価に使用する場合、データフォーマットなどの詳細は、別紙『操作マニュアル データ

編』をご覧ください。 

 

図 5.1.1 データソース選択画面 
 
 AIST-MeRAM は、以降に示すデータソースから、約 3900 物質 16 万件の毒性データを搭載していま

す。 
 
5.1.1. 日本環境省の生態影響試験データベース 
 日本の環境省が提供しているデータベースです。単細胞緑藻類の一種（Pseudokirchneriella 
subcapitata）、オオミジンコ（Daphnia magna）、ヒメダカ（Oryzias latipes）に対する生態毒性試験

の結果データ（約 619 物質 3,551 件）を収録しています。OECD の定めたテストガイドラインに準拠

した方法により、環境省の優良試験所基準（GLP）に適合している試験施設において実施した試験デー

タです。詳細な情報は下記のリンク先をご覧ください。 
http://www.env.go.jp/chemi/sesaku/seitai.html 
 

評価に使用する毒性データが手元にある場

合にチェックします。 

搭載データソースをすべて使用する場合に

チェックします 

各データソースの公開機関・国、

信頼性などを表示します。 

http://www.env.go.jp/chemi/sesaku/seitai.html
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5.1.2. 日本環境省の環境リスク初期評価書 
 日本環境省が 1997 年から継続して実施してきた環境リスク評価結果をとりまとめ、公表してきた化

学物質の環境リスク評価書シリーズに収録された毒性試験データです。AIST-MeRAM には、1997 年か

ら 2015 年４月までの公表済みの 316 物質の初期リスク評価書に収録された毒性試験データを収集して

搭載しています。詳細な情報は下記のリンク先をご覧ください。 
（http://www.env.go.jp/chemi/risk/index.html） 
 
5.1.3. 日本環境省の農薬登録保留基準値（農薬取締法） 
 日本環境省が生態系保全の観点から水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準を設定した際に

採用された毒性試験データ（環境大臣が定める基準値を含む）です。AIST-MeRAM には、2015 年４月

までの公表済みの 261 農薬の登録保留基準値設定に採用された毒性試験データを収集して搭載してい

ます。詳細な情報は下記のリンク先をご覧ください。  
(http://www.env.go.jp/water/sui-kaitei/kijun-index.html) 
 
5.1.4. 日本経済産業省製品評価基準基盤機構の初期リスク評価書 
 (独)製品評価技術基盤機構（NITE）が提供しているデータベースです。平成 13 年度から平成 18 年

度に実施した『化学物質のリスク評価およびリスク評価手法の開発プロジェクト』（NEDO 事業）にお

いて作成した、150 物質の初期リスク評価書に収録された毒性データです。 
 
5.1.5. 欧州化学物質生態毒性および毒性センターの生態毒性データベース（ECETOC）1 
 欧州産業界（ECETOC）が技術レポート No.56(1993)の中で公表している約 600 物質の水生生物の生

態毒性データベース（ECETOC Aquatic Toxicity：EAT）です。このデータベースに収録されているデ

ータは、レビュー済みの信頼性の高いデータで、化審法において信頼性あり（制限付き）とされるデー

タベースです。 
 
5.1.6. 米国環境省の農薬生態毒性データ 
 米国環境省の専門家がレビューした農薬登録用生態毒性データを収録したデータベースです。中には

800 以上の登録農薬に関する急性または慢性毒性データを収録しています。詳細な情報は下記のリンク

先をご覧ください。 
(http://www.ipmcenters.org/Ecotox/index.cfm)http://www.ipmcenters.org/Ecotox/index.cfm 
※2017 年に搭載する予定です。 
 

5.1.7. 米国環境省の生態毒性データベース（ECOTOX） 2 
 米国環境保護庁が提供しているデータベースです。淡水・海水域に生息する水生生物と、陸生の植物

および野生動物に対する毒性データ（約 3652 物質 126,756 件）を収録しています。データは、主に論

文審査のある学術専門誌から収集されたものです。詳細な情報は下記のリンク先をご覧ください。 

                                                   
1 The ECETOC Aquatic Toxicity database 
2 The ECOTOXicology database  

http://www.env.go.jp/chemi/risk/index.html
http://www.env.go.jp/water/sui-kaitei/kijun-index.html
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http://cfpub.epa.gov/ecotox/ 

http://cfpub.epa.gov/ecotox/
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5.1.8. 米国環境省の魚類急性毒性データベース（EPAFHM） 
 米国環境保護庁が提供しているデータベースです。ファットヘッドミノー（Pimephales promelas）
に対する毒性データ（約 580 物質 715 件）を収録しています。このデータは、国内外の QSAR システ

ム（化学物質の構造活性相関から毒性データを予測で得るためのシステム）において、QSAR 式開発の

参照データに用いられている。KATE（日本環境省が委託開発した生体毒性 QSAR システム）にも搭

載されています。詳細な情報は下記のリンク先をご覧ください。 
http://www.epa.gov/med/Prods_Pubs/fathead_minnow.htm 
 
5.1.9. デモ用サンプルデータ 
 本ツールのサンプルデータとして環境省などから収集したデータ(2 物質)を収録しています。 
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=18804&hou_id=14572 
 
5.2. 評価方法の選択 
 データソースを選択すると、評価方法の選択画面が表示されるので、評価手法を選択します。どの評

価手法を選べばよいか分からない方は、「有害性評価手法」をご覧ください。 

 

 

http://www.epa.gov/med/Prods_Pubs/fathead_minnow.htm
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=18804&hou_id=14572
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5.3. 評価に使用する毒性データの信頼性の選択 
 評価手法を選択すると、「評価に使用する有害性データの信頼性の選択」画面が表示されるので、表

5.3.1 を参考に「信頼性ランク」を選びます。 

 

表 5.3.1 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。詳細は表

5.3.2 をご覧ください。 
 

AIST-MeRAM に内蔵の毒性データには、データソースの公開元がデータの信頼性につ

いて評価済みのデータが含まれており、それらデータには、信頼性のランクに応じた標

識がついています。各データソースがどのような標識が用いられているかは、表 5.3.2
をご覧ください。 
 

【補足】 
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表 5.3.2 毒性データの信頼性標識 
信頼性評価の種類 or 

データソース名 

信頼性

標識 
説明 

化審法評価における

信頼性ランク 

1 信頼性あり（制限なし） 

2 信頼性あり(制限付き) 

3 信頼性なし 

4 信頼性評価不能 

環境省生態リスク初

期評価書での信頼性

ランク 

A,a,1 試験は信頼できる；毒性値は信頼できる 

B,b, 2 試験は条件付きで信頼できる；ある程度信頼できる値 

C,c 試験の信頼性は低い；毒性値の信頼性は低いか不明 

D 信頼性の判定不可 

E 
信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認した

ものではない 

クリミシュコード 

1 reliable without restrictions 

2 reliable with restriction, 

3 not reliable 

4 not assignable. 

製品評価技術基盤機

構の化学物質初期リ

スク評価書に採用さ

れたデータ 

２ 信頼性あり(制限付き)1 

欧州産業界の水生生

物毒性データベース

（ECETOC Aquatic 

Toxicity：EAT） に採

用されたデータ 

２ 信頼性あり(制限付き)1 

環境省の農薬取締法

での農薬登録基準値

設定における信頼性

評価 

１ 

信頼性あり（制限なし）1 （水産動植物登録保留基準設定

に用いられた有害性データのうち、界面活性作用のある分散

剤を化審法試験法に規定する濃度以上に用いておらず、か

つ、水溶解限度以下の有害性データ） 

米国農薬基準値設定

における信頼性評価 

C,1 

信頼性あり（制限なし）1 （カテゴリーが「C（Core）」に

該当する有害性データのうち、化審法試験法と同等の試験に

より得られた有害性データ） 

S,2 

信頼性あり(制限付き)1 （カテゴリーが「S(Supplemental) 

に該当する有害性データ」 

 

 
5.4. 不確実性係数の選択 
 毒性データの信頼性を選択すると、「不確実係数の選択」画面が表示されます。以下に評価手法別に

説明します。 
                                                   
1 「化審法における生態影響に関する有害性データの信頼性評価等について」の中で示された信頼性の確認の考え

方に基づく標識 
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5.4.1.  化審法スクリーニング評価 
 表 5.4.2.1 を参考に、不確実性係数を自動設定するか、手動で設定するかを選びます。 

 

表 5.4.2.1 不確実係数の選択ボタン一覧 
ボタン 説明 
自動設定 「日本（化審法）」のルールに従い算出した UF 値が使用されます。「自

動設定」を選ぶ場合は、評価物質がアミン類／非アミン類のどちらに該

当するかを「アミン類」リストから選択してください。選択しない場合

も評価は実施できますが、不確実性係数が大きくなる場合があります。 
手動設定 
 

リスト（1/10/100/1000）から選択します。リストにない値は、直接入力

することができます。設定にあたって評価に使用する毒性データを確認

したいときは、「データの確認・編集」ボタンをクリックします。 
 
5.4.2. ハザード比評価 
 前述の表 5.4.2.1 を参考に、不確実性係数を自動設定するか、手動で設定するかを選びます。 
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5.4.3. 種の感受性分布評価 
 不確実係数を 5~1 の中から選択します。どの値を選んでよいか分からない場合は、5 を選択します。 

 
 

5.4.4. 個体群存続影響評価 
 不確実係数を 10~1の中から選択します。どの値を選んでよいか分からない場合は、10を選択します。 
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6. 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。AIST-MeRAM を初めて使用する方や、AIST-MeRAM の操作に不慣れな方は、本

章の前に「基本的な操作方法」をご覧になることをお勧めします。 
 はじめに、暴露評価の流れは図 6.1 の通りです。破線部分については、別紙『操作マニュアル補足編』

をご覧ください。 

 

図 6.1 暴露評価の流れ 

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 

評価ステップを選ぶ 

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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6.1. 評価方法の選択 
 評価方法の選択画面が表示されるので、評価手法を選択します。どの評価手法を選べばよいか分から

ない方は、「暴露評価手法」をご覧ください。 

 
6.2. 排出量推計方法の選択  
 評価方法選択画面で、「一次リスク評価のリスク評価Ⅰ」を選択すると、本画面が表示されます。表

6.1.1 を参考に、排出量の推計方法を選択してください。 

 

表 6.1.1 排出量推計方法の選択ボタン一覧 
設定項目 説明 
排出量を推計する 排出量が不明の場合に製造量や国内出荷量等から排出係数を掛けて推計しま

す。「進む」を押すと「排出係数の選択」画面に進みます。 
排出量を入力する 排出量を既に実測または推計済みの場合や PRTR 排出量データが得られる場

合に「公共用水域への排出量」を直接入力し、「暴露シナリオ」を選択します。 
「進む」を押すと「物性データの入力」画面に進みます。 
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6.2.1. 排出係数の選択 
 評価方法選択画面で、「化審法スクリーニング」を選択または、「一次リスク評価のリスク評価Ⅰ」を

選びかつ「排出量の推計」を選択した場合は、本画面が表示されます。表 6.2.1.1 を参考に、評価に使

用する排出係数を選択してください。 

 
 

表 6.2.1.1 排出係数の選択ボタン一覧 
設定項目 説明 
化審法に定められ

た排出係数 
AIST-MeRAM に搭載した、化審法一次リスク評価用またはスクリーニング評価

用の排出係数を用います。 
独自の排出係数 ユーザーが定義した排出係数のリストから選択します。 

登録が完了していない場合はリストには何も表示されません。登録を行いたいと

きは「追加」をクリックします。変更を行いたいときは「変更」をクリックしま

す。詳細は「排出係数の新規登録または変更」をご覧ください 
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6.2.2. 排出係数の新規登録または変更 
 「排出係数の選択」画面で、「独自の排出係数を用いる」－「追加」または「変更」をクリックする

と、「排出係数の新規登録（更新）」画面が表示されるので、名称と説明を入力し「進む」をクリックし

ます。 
 なお、ここで入力した値は、図に示すように、「排出係数の選択画面」で排出係数を選択するときに

用いるので、分かりやすい名称にすることをお勧めします。 

 
 
 以後の手順は、評価手法別に説明します。 
 

排出係数群の総称（タイトル）

と説明を入力します。 

排出係数の選択時、入力した名

前がリストに表示されます 
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 化審法一次リスク 
① 「排出係数の新規登録（更新）」画面で名称を入力すると、「用途番号、用途分類の登録（更新）」画

面が表示されます。はじめに、排出係数を定義する用途リストを作成します。具体的には、用途の

名称と番号を定義します。 

 

② ①で定義した各用途の詳細用途を定義します。具体的には、詳細用途分類の名称とその番号を定義

し「進む」をクリックします。 

 

 
選択中の用途（この場合“中間物”）の

詳細用途リストです 

選択中の詳細用途（この場合

“合成原料…”）を削除すると

きクリックします 

リストにない詳細用途を追加

するときクリックします 

リストにない用途を追加す

るときクリックします 

リストにない用途を追加す

るときクリックします 

選択中の用途（この場合“中間物”）を

削除するときクリックします 
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③ 「排出源ごとの暴露シナリオ：製造段階の排出係数の登録」画面が表示されます。排出係数を入力

し、「進む」をクリックします。製造段階の排出係数は、5 段階の水溶解度別に定義することが可能

です。 

 

 
④ 「排出源ごとの暴露シナリオ：調合段階の排出係数登録」画面が表示されます。図に従って、排出

係数を入力し、「進む」をクリックします。 

 

①排出係数を入力する用途を選びます 

②排出係数をこの欄へ入力します。 
以後同様に、全ての用途の排出係数を入力します 
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⑤ 「排出源ごとの暴露シナリオ：工業使用段階の排出係数登録（更新）」画面が表示されます。排出

係数を入力し、「進む」をクリックします。 

 

⑥ 「非点源シナリオ：家庭用・業務用での使用段階の排出係数登録（更新）」画面で排出係数および

下水道処理場等での除去率を入力します。「係数の確定とエクスポート」をクリックすると、排出

係数がデータベースに登録されます。 

 

①排出係数を入力する用途を選びます 

②排出係数をこの欄へ入力します。 
以後同様に、全ての用途の排出係数を入力します 

①排出係数を入力する用途を選びます 
②排出係数をこの

欄へ入力します。 
以後同様に、全て

の用途の排出係数

を入力します 

③評価を行う地域での、下水処理場等での除去率を

入力します。 

④クリックします 
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 化審法スクリーニング 
 「排出係数の新規登録」画面で名称を入力すると、「排出係数の登録（更新）」画面が表示されま

す。図表に従って、用途情報、排出係数情報、その他の情報の編集を行った後、「係数の確定とエ

クスポート」をクリックすると、排出係数がデータベースに登録されます。 

 
設定項目 説明 
用途・排出係数リス

ト「一般」および「高

分子」欄 

各行の示す用途に対する排出係数を入力します。排出係数は、高分子化合物

用と一般化学物質の場合に分けて定義します。排出係数を定義しない場合は

「－」を入力します。 
用途・排出係数リス

ト「家庭用・業務用

の用途（非点減シナ

リオ）」 

各行の示す用途では、下水処理場等を経由して排出されるものはこの欄をチ

ェックします。 

製造段階の排出係数 製造段階時の一般および高分子化合物の排出係数の入力、家庭用・業務用の

用途（非点源シナリオ）の該当有無を選択します。 
汚水処理の普及率 評価を行う地域の汚水処理の普及率を入力します。 
下水道処理場等での

除去率 
評価を行う地域の下水道処理場場度での除去率を入力します。 

 

選択中の用途（この場合

“合成原料…”）を削除す

るときクリックします 

リストにない用途を追加する

ときクリックします 
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6.3. 化審法届出情報の入力 
 「排出係数の選択」画面で排出係数を入力すると、「排出量推計に関わる製造・出荷量および用途の

入力」画面が表示されます。 
 
6.3.1. 排出量推計に関わる製造・出荷量および用途の入力（化審法一次リスク） 
 表 6.3.1 を参考に、化審法の届出情報を入力してください。 

 

表 6.3.1  排出量推計に関わる製造・出荷量および用途項目 
操作項目 説明 
出荷届出情報入力 「製造量」は任意で入力します。用途毎に、「国内出荷量」、「用途」、「詳細用

途」を入力し、追加ボタンをクリックすると、画面下部のリストに入力デー

タが追加されますので、評価対象となる用途分のデータ入力が完了後、進む

ボタンをクリックします。 
用途の入力は、用途番号、記号を直接入力する、もしくは、用途一覧リスト

から選択します。詳細用途を指定しない場合は、「詳細用途の指定」のチェッ

クを外してください。 
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6.3.2. 排出量推計に関わる製造・出荷量および用途の入力（化審法スクリーニング） 
 表 6.3.2 を参考に、化審法の届出情報を入力してください。 
 

 
 

表 6.3.2  排出量推計に関わる製造・出荷量および用途項目 
操作項目 説明 
物性データ 評価物質が「高分子化合物」、「良分解性物質」に該当するかを選択します。 
出荷届出情報入力 製造量は任意で入力します。用途毎に、「国内出荷量」、「用途」を入力し、追

加ボタンをクリックすると、画面下部のリストに入力データが追加されます

ので、評価対象となる用途分のデータ入力が完了後、進むボタンをクリック

します。 
用途の入力は、用途番号を直接入力する、もしくは、用途一覧リストから選

択します。 
 
6.3.3. 届出情報リストファイルからの読み込み 

化審法届出情報リストファイルはユーザーが自由に作成でき、本画面の「読み込む」ボタンで読み込

むことができます。化審法届出情報リストファイルの作成方法などは、別紙「操作マニュアル データ

編」をご覧ください。 
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6.4. 物性データの入力 
 化審法一次リスク評価を選択した場合、本画面が表示されるので、表 6.4.1 を参考に物性データを入

力します。なお、AIST-MeRAM にすでに物性データが搭載されている物質の場合には、その値が自動

的に表示されます。具体的には次のような物質です。 
 PRTR 対象物質 
 過去にユーザーが本画面で物性データを入力した物質 

 
 

表 6.4.1 物性データの入力項目 
設定項目 説明 
水溶解度 化学物質の水溶解度を入力します。 
logKow Koc が不明な場合、logKow を入力します。入力された値から、Koc を自動計

算し「Koc」に表示します。Koc が分かっている場合には、本欄は空欄にしま

す。 
Koc Koc が分かっている場合に、その値を入力します。入力値で logKow を自動計

算し「logKow」に表示します。 
物質の分類 水溶解度と logKow、Koc が不明の場合は、「環境分配モデル適用外物質」が

自動的に選択されます。 
その他の場合は、「環境分配モデル適用物質1」または「環境分配モデル適用物

質（構造不定）2」または「分からない」から該当する分類を選択してくださ

い。 

                                                   
1 環境媒体間の分配の予測に必要な物理化学的性状が測定もしくは推計可能な化学物質 
（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より抜粋） 
2 環境媒体間の分配の予測に必要な物理化学的性状が測定不可かつ推計不可な化学物質 
（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より抜粋） 
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物質の分類リストから「環境分配モデル適用物質（構造不定）」、または「分からない」

を選択した場合で、水溶解度と logKow または Koc を入力した場合は、次の確認画面が

表示されます。 

 

理由は、「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」に従うと、「環境分

配モデル適用物質（構造不定）」の場合は、暴露量がワーストとなる物性値を用いることとなっている

ため、ユーザーが入力した値と、ワーストとなる物性値のどちらを評価に用いるかを確認するためです。

ガイダンスに従う＝ワーストとなる物性値を使用する場合は、「No」を、入力した物性値を使う場合は、

「Yes」を選択します。 
 
 

暴露評価の導出値（PEC）にどんな濃度を用いるかは、表 6.4.2 に示すように物質の分

類によって異なります。 
 
 
 

表 6.4.2 物質の分類と PEC の関係 
物質の分類 評価対象濃度 

環境分配モデル適用物質 溶存態濃度、底質中濃度 
※底質中濃度は logKow>=3 の場合 

環境分配モデル適用物質 
（構造不定） 

溶存態濃度 

環境分配モデル適用外物質 
または分からない 

河川水中濃度 

【補足】 
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6.5. 環境データの入力 
6.5.1. 排出源ごとの暴露シナリオに関する環境データの選択 
 化審法一次リスク評価を選択した場合、本画面が表示されるので、環境データの有無を選択します。 

 

「環境データあり」を選択した場合、次の画面が表示されるので、詳細情報を入力します。 

 
設定項目 説明 
対象河川の推定流量 「推定流量を入力」、「全国一級河川を参考」から選択します。 
日本全国一級河川の 
詳細設定 

日本全国の一級河川の統計値から水量のパーセンタイルと選択地点での水

量を以下より選択します。 
・長期平水流量（50 パーセンタイル） 
・長期低水流量（25 パーセンタイル） 
・長期渇水流量（3 パーセンタイル） 
・長期平水流量（10 パーセンタイル） 

排出先河川が不明な場合に選択し

ます。河川流量に、全国一級河川

354 地点の統計値から得られた平

均的な流量を用います。 

排出先河川の流量が分かっており、

その値を指定する場合に選択しま

す 
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6.5.2. 非点源シナリオに関する環境データの入力 
 化審法一次リスク評価を選択した場合、本画面が表示されるので、表を参考に「排出先河川の希釈率」

と「排出先河川への移行率」を入力します。 

 
 
設定項目 説明 
排出先河川の希釈率 デフォルト（7）選択、もしくは直接入力します。 
排出先河川への移行率 生分解性からのデフォルト値を選択、もしくは移行率を入力します。 
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7. 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。 
 

7.1. 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

作マニュアル補足編』をご覧ください。 
 

7.1.1. 種の感受性分布 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

有害性評価の結果 

有害性評価の条件 
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※評価に使える慢性データが、生物種数 8 以上、またはデータ数が 10 以上という条件を満たしてい

ない場合、下のメッセージが表示され、急性データを使用した評価が行われます。 

 
 
 

上記の場合、評価結果は参考値として扱われます。 

 

毒性データの一覧 
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7.1.2. 化審法スクリーニング 

 

 
 

有害性評価の結果 

有害性評価の条件 
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7.2. 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

マニュアル補足編』をご覧ください。 
 

7.2.1. 化審法一次リスク 

 

 

備考、届出情報、各種データ条件 

暴露評価の条件 

排出源ごとの暴露シナリオに

よる推計条件 
※「化審法届出情報の入力」

画面で、排出源ごとの暴露シ

ナリオに該当する用途に関す

る情報を入力した場合に表示

されます 
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排出源ごとの暴露シナリオ

による暴露評価の結果 
※「化審法届出情報の入力」

画面で、排出源ごとの暴露シ

ナリオに該当する用途に関

する情報を入力した場合に

表示されます 

非点源シナリオによる推計条件 
※「化審法届出情報の入力」画面で、

非点減シナリオに該当する用途に関す

る情報を入力した場合に表示されます 
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非点源シナリオによる暴露評

価の結果 
※「化審法届出情報の入力」画

面で、非点減シナリオに該当す

る用途に関する情報を入力し

た場合に表示されます 
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7.2.2. 化審法スクリーニング評価 

 

 
 
7.3. 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

作マニュアル補足編』をご覧ください。 

備考、届出情報、各種データ条件 

推計条件 

暴露評価の結果 

暴露評価の条件 
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7.3.1. 種の感受性分布 ＋ 化審法一次リスク 
 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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7.3.2. 化審法スクリーニング ＋ 化審法一次リスク 
 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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7.3.3. 化審法スクリーニング ＋ 化審法スクリーニング 
 化審法スクリーニングによるリスク評価では、有害性評価と暴露評価で得られるクラス値のマトリッ

クスによって優先度を求め、リスク判定を行います。 

 
 AIST-MeRAM では、『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 Ver1.0
（平成 26 年 6 月版）』に準拠し、図 7.3.3.1 に示す優先度マトリックス1にもとづいてリスク判定を行い

ます。 

 

図 7.3.3.1 優先度マトリックス 

                                                   
1 http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/information/ra_index.html 
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7.4. 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。なお、本書に記載のない評価手法に関しては、別

紙『操作マニュアル補足編』をご覧ください。 
 
7.4.1.  MOEs ランキング（化審法リスク評価Ⅰ） 
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7.4.2.   リスク評価優先度ランキング 
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8. 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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