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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。 
 
2. 評価用データの準備 
評価の実施には、有害性評価に用いる毒性データや、暴露評価に用いる環境濃度データ、化学物質の

物性データなど多くのデータが必要となります。AIST-MeRAM では、これらデータの多くを内蔵して

います。評価に必要なデータと、ツールへの搭載の有無について、表 2.1 に示します。搭載していない

データについては、ユーザーが準備する必要があります。 

表 2.1 評価用データの搭載状況 
データ 説明 搭載の有無 
毒性データ 有害性評価に用いる生態毒性データ（16 万件）。 有 

（約 3900 物質） 
環境濃度データ 環境暴露濃度分布の作成に使用。環境モニタリン

グデータや暴露濃度の予測データ。 
無 
（サンプルデータ有） 

化審法届出情報 簡易暴露濃度の推計に使用。製造量・出荷量やそ

の用途などの届出情報。 
無 
（サンプルデータ有） 

河川流量などの環境

データ 
簡易暴露濃度の推計に使用。河川流量などの環境

データ。 
有 
（全国一級河川 354 地点） 

化学物質の物性デー

タ 
水溶解度や生分解性などの物性データ。 有 

（PRTR 対象の 379 物質） 
 
 ユーザが準備したデータを AISTMeRAM で使用するには、「ファイルフォーマット」に記載したテキ

スト形式のファイルに記録する必要があります。詳細は「ファイルフォーマット」をご覧ください。 
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2.1. 生態毒性データ 
AIST-MeRAM は、約 3900 物質 16 万件の毒性データを搭載していますが、それ以外の物質を評価す

る場合や、ユーザーが保有するデータを使って評価したい場合には、表 2.1.1 に示す毒性データを準備

してください。 

表 2.1.1 各種評価手法による評価での毒性データ収集条件 
評価手法 条件 
ハザード比評価 慢性または急性データ。 
種の感受性分布評価 多くのデータを要します。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 以上ある場合は、慢性データによる評価が行わ

れます。それ以外の場合は急性データで評価が行われます。 
個体群存続影響評価 魚類の生存に関する慢性と急性データと、繁殖に関する慢性と急性デ

ータ。最低で合計 4 点のデータが必要です。 
化審法スクリーニング評価 慢性または急性データ。 

 
2.2. 環境濃度データ 

AIST-MeRAM は、暴露評価に必要な環境濃度データは搭載していません。ユーザーは、モニタリン

グデータまたは、他のモデルで推計したデータなどを準備してください。なお、環境濃度データが入手

できない場合は、後述する化審法届出情報を用いた暴露評価を行うことも可能です。 
 

2.3. 化審法届出情報 
暴露評価に必要な環境濃度データが準備出来ない場合には、化審法の届出情報から暴露濃度を推計す

ることが可能です。ユーザーは、化審法の届出情報（製造量、出荷量とその用途）を準備してください。 
さらに、河川流量などの環境データ、化学物質の物性データが必要な場合があります。詳細は、次節

以降を参照してください。 
 
2.4. 河川流量などの環境データ 
化審法の届出情報から暴露濃度を推計する際に、河川流量などの環境データが必要となります。

AIST-MeRAM には全国一級河川 354 地点の年間の河川流量統計値などのデフォルト値を搭載している

ため、ユーザーがデータを準備する必要はありません1。 
 

                                                   
1ユーザーが準備した河川流量などの環境データを用いて評価した場合は、別紙『操作マニュアル』「環

境データの入力」をご覧ください。 
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2.5. 化学物質の物性データ 
化審法の届出情報から暴露濃度を推計する場合、評価物質に関する以下のデータを準備してください。 

(ア) 水溶解度 
(イ) Koc2 
(ウ) 生分解性（良分解／難分解） 

なお、PRTR 対象の 379 物質については、(ア)と(イ)のデータは搭載しています。また、ユーザーが

準備した物性データを登録し使用することも可能です。 
 

                                                   
2 有機炭素補正土壌吸着係数。通常、logKow から推計します。 
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3. ファイルフォーマット 
 AIST-MeRAM で必要となる主なデータファイルのフォーマットについて説明します。なお、各サン

プルファイルが AIST-MeRAM インストールフォルダ3内の「SAMPLE」に格納されています。ファイ

ルを新規に作成する時は、サンプルファイルを参考に作成されることをお勧めします。またどのファイ

ルも行の先頭文字が“;(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。  
 
3.1. 自社毒性データファイル 
詳細評価における有害性評価にて、自社毒性データとして読み込む際に必要となるテキスト形式のデ

ータファイルです。 
 １行に１つの毒性データを定義します（つまり毒性データの区切りは改行です）。 
 各毒性データは以下の１７項目を設定します。 
 それぞれの設定項目は、カンマまたはタブ区切りで定義します。 
 サンプルファイル名は、自社毒性データ_SAMPLE.txt 

 
No 項目 No 項目 No 項目 
1 期間種別 7 生物種 13 生息区分 
2 毒性種別 8 栄養段階 14 試験媒体 
3 影響内容 9 生物分類 15 試験データ区分 
4 毒性値[mg/L] 10 参照元 16 毒性値タイプ 
5 暴露時間[日] 11 参照元 ID 17 毒性値イオン 
6 信頼性ランク 12 コメント   

 
＜カンマ区切り＞ 

 
＜タブ区切り＞ 

 
 
  

                                                   
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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3.2. 環境濃度データファイル（モニタリングデータ） 
 暴露評価の暴露濃度分布にて、環境濃度のモニタリングデータとして読み込む際に必要となるテキス

ト形式のデータファイルです。 
 先頭の１行目に必ずタイトル行を入れます 
 １行に１観測地点のデータを定義します。（つまり観測地点データの区切りは改行です）。 
 各観測地点データは以下の２項目を設定します。 
 それぞれの設定項目は、カンマまたはタブ区切りで定義します。 
 サンプルファイル名は、環境濃度データ_モニタリング_SAMPLE.txt 

 
No 項目 
1 観測地点名称 
2 暴露濃度[μg/L] 

 
＜カンマ区切り＞          ＜タブ区切り＞ 
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3.3. 環境濃度データファイル（河川流域モデル） 
 暴露評価の暴露濃度分布にて、環境濃度の河川流域モデルデータとして読み込む際に必要となるテキ

スト形式のデータファイルです。 
 先頭の１行目に必ずタイトル行を入れます。 
 １行に地点毎の時間別のデータを定義します。 
 各行の先頭列項目は地点識別名称で、以降の列に時間毎のデータを定義します。 
 それぞれの設定項目は、カンマまたはタブ区切りで定義します。 
 サンプルファイル名は、環境濃度データ_河川モデル＿SAMPLE.txt 

 
 
＜カンマ区切り＞ 

 
＜タブ区切り＞ 
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3.4. 環境濃度データファイル（沿岸海域モデル） 
 暴露評価の暴露濃度分布にて、環境濃度の沿岸海域モデルデータとして読み込む際に必要となるテキ

スト形式のデータファイルです。 
 先頭の１行目に必ずタイトル行を入れます 
 １行に地点毎の時間別のデータを定義します。 
 各行の先頭列項目は地点識別名称で、以降の列に時間毎のデータを定義します。 
 それぞれの設定項目は、カンマまたはタブ区切りで定義します。 
 サンプルファイル名は、環境濃度データ_海域モデル_SAMPLE.txt 

 
＜カンマ区切り＞ 

 
＜タブ区切り＞ 
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3.5. 化審法届出情報リストファイル（詳細評価用） 
詳細評価における暴露評価にて、化審法届出情報リストとして読み込む際に必要となるテキスト形式

のデータファイルです。テキスト形式は化審法スクリーニング評価用、化審法一次リスク評価Ⅰ用とで

異なります。次節以降をご覧ください。 
 

 化審法届出情報リストのサンプルファイル及びファイル仕様説明ファイルは、AIST-MeRAM インス

トールフォルダ （通常 は ” C:¥Program Files ¥AIST-MeRAM” または ” C:¥Program Files 
(x86)¥AIST-MeRAM”となります）内の「SAMPLE」フォルダに格納されています。 
 化審法届出情報リストファイルサンプル：化審法届出情報リストファイル_スクリーニング

_SAMPLE.csv 
 化審法届出情報リストファイル仕様：「化審法届出情報リストファイル_スクリーニング」の仕様.txt 

 
3.5.1. 化審法スクリーニング評価用届出情報リストファイル 
 １行目に製造量、高分子化合物、良分解性物質の物質データを定義します。 

 ２行目以降に用途番号、出荷量、用途分類の届出情報を１行で定義します。 

 それぞれの設定項目は、カンマ区切りで定義します。 
 サンプルファイル名：化審法届出情報リストファイル_スクリーニング_SAMPLE.csv 
 

No 項目 説明 

1 製造量、 

高分子（省略可）、 

良分解性（省略可） 

製造量、高分子、良分解性の３データを１行に定義します。 

高分子化合物に該当するか否かを定義します。 

「0」： 設定しない／「1」：設定する 

分解度 60％以上の良分解性物質であるか否かを定義します。 

「0」：良分解性物質でない／「1」：良分解性物質である 

※高分子、良分解性は省略可能です。省略した場合には「0」とし

て評価を行います。 

2～ 用途番号、 

出荷量、 

用途分類（省略可） 

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

項目は必要数分行を追加して定義します。 

※用途分類は省略可能です。省略した場合には AIST-MeRAM搭載の

排出係数データより用途番号に対応した用途分類を使用します。 

 
＜定義例＞ 
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3.5.2. 化審法一次リスク評価Ⅰ用届出情報リストファイル 
 １行目に製造量を定義します。 

 ２行目以降に用途番号、出荷量、用途分類、詳細用途分類の届出情報を１行で定義します。 

 それぞれの設定項目は、カンマ区切りで定義します。 
 サンプルファイル名：化審法届出情報リスト_化審法一次リスク_SAMPLE.csv 

 

No 項目 説明 

1 製造量 製造量を定義します。 

2～ 用途番号、 

出荷量、 

用途分類（省略可）、 

詳細用途分類（省略

可） 

用途番号、出荷量、用途分類、詳細用途分類の４データを１行に

定義します。本項目は必要数分行を追加して定義します。 

※用途分類及び詳細用途分類は省略可能です。省略した場合には

AIST-MeRAM 搭載の排出係数データより用途番号に対応した用途分

類及び詳細用途分類を使用します。 

 
＜定義例＞ 
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3.6. 化審法届出情報リストファイル（届出支援システム出力） 
一括評価、詳細評価における暴露評価にて、物質リスト、化審法届出情報リストとして読み込む際に

必要となる届出支援システム（化審法一般化学物質等製造（輸入）実績等届出システム）より出力する

テキスト形式のデータファイルです。 
データ区分「D」の行を区切りとし、以降の行にそれぞれデータを定義します。１行目に物質情報、

製造量、輸入数量などのデータを定義し、２行目以降に用途番号、用途番号_詳細、用途別_出荷数量な

どの用途別出荷数量情報のデータを１行で定義します。用途別出荷数量情報は必要数分行を追加して定

義します。 

 

データ区分「D」 

以降の行数 
項目 説明 AIST-MeRAM 

1 

H 

データ区分 

｢H｣…ヘッダ、｢D｣…データ１行目、 

NUL…データ２行目以降 

使用 

項番 データ№ 使用 

様式区分 
｢11｣…スクリーニング評価で使用します。 

｢12｣、｢13｣…一次リスク評価で使用します。 
使用 

申請区分  未使用 

提出年月日  未使用 

担当者氏名  未使用 

所属部署名  未使用 

連絡先  未使用 

メールアドレス  未使用 

辞書区分  未使用 

物質コード  未使用 

物質連番  未使用 

物質区分  未使用 

物質名称 物質名を定義します。 使用 

物質管理番号  未使用 

MITI番号  未使用 

CAS番号 CASコードを定義します。 使用 

高分子化合物有無 
高分子化合物に該当するか否かを定義します。 

「0」：該当しない／「1」：該当する 
使用 

年度  未使用 

年度計_製造数量 

年度の合計製造数量を定義します。 

スクリーニング評価、一次リスク評価（点源）

における製造量として年度計_輸入数量と合算

使用 



操作マニュアルデータ編（2017 年 2 月 14 日版） 

12 
 

し使用します。 

年度計_輸入数量 

年度の合計輸入数量を定義します。 

スクリーニング評価、一次リスク評価（点源）

における製造量として年度計_製造数量と合算

し使用します。 

使用 

年度計_出荷数量  未使用 

合計出荷数量  未使用 

製造事業所名  未使用 

製造事業所都道府

県番号 
 未使用 

製造事業所所在地  未使用 

都道府県番号  未使用 

都道府県別 

_製造数量 
 未使用 

国・地域番号  未使用 

国・地域別 

_輸入数量 
 未使用 

都道府県 

・国・地域番号 
 未使用 

2～ 用途番号 用途番号を定義します。 使用 

用途番号_詳細 
詳細用途番号を定義します。一次リスク評価で

使用します。 
使用 

具体的用途  未使用 

用途別出荷数量 用途毎の国内出荷量を定義します。 使用 

 

 それぞれの設定項目は、カンマ区切りで定義します。 

 

 

＜定義例＞ 

 

詳細評価で使用する場合は、選択した評価物質の届出情報のみを使用します。
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4. 内蔵データの更新 
 AIST-MeRAM には前述「生態毒性データ」に記載した毒性データが搭載されていますが、これらの

データは各収録元や AIST の Web ページから新しいデータが公開される場合があります。 
 AIST-MeRAM にてデータの更新を行う事ができます。 
 
4.1. 有害性データ更新 
 データ更新メニュー ⇒ 有害性データをクリックすると、以下の有害性データ更新画面が表示されま

す。 
 データ更新を行う項目を選択し、「更新」ボタンをクリックして、更新を行います。 

 

図 4.1.1 有害性データ更新画面 
 
項目 説明 
日本環境省の生態影響試験

試験データベース 
日本環境省が提供している生態影響試験結果のデータベースを更新し

ます。 
日本環境省の環境リスク初

期評価書 
日本環境省が提供している環境リスク初期評価書データベースを更新

します。 
日本環境省の農薬登録保留

基準（農薬取締法） 
日本環境省が提供している農薬登録保留基準データベースを更新しま

す。 
欧州化学物質生態毒性およ ECETOC データベースの更新を行います。 
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び毒性センターの生態毒性

データベース（ECETOC） 
米国環境省の農薬生態毒性

データ 
現在、未対応です。 

米国環境省の生態毒性デー

タベース（ECOTOX） 
ECOTOX データベースの更新を行います。 

米国環境省の魚類急性毒性

データベース（EPAFHM） 
現在、未対応です。 

AIST 提供データ AIST から提供するデータの更新を行います。 
 
 各データ更新の適用範囲は、データ更新操作を行った現在ログイン中のユーザーのみとなります。 
 
4.1.1. 日本環境省の生態影響試験データベース 
 生態影響試験結果【環境省】のデータ更新手順は以下の通りです。 
 
注意 1） 
 毒性データの更新中に、他の操作を行わないようにしてください。評価結果の保存、評価結果画面を

全て閉じた後に更新を行ってください。毒性データの更新と他の操作を同時に行うことには推奨してい

ません。 
 
① 生態影響試験結果【環境省】の毒性データファイルは以下の Web サイトよりダウンロードします。 
  http://meram.aist-riss.jp/download/ 

 

http://meram.aist-riss.jp/download/
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② データ更新画面で「生態影響試験結果[環境省]」を選択し、「更新」ボタンをクリックします。 

  
③ 以下の画面で、手順⑤で作成した CSV ファイルを指定します。「開く」をクリックします。 

 
 

④ 以下の画面でデータソースの公示日を入力し、「OK」をクリックすると、データの更新を開始しま

す。なお、当画面入力した公示日は有害性評価の「毒性データのデータソースの確認」画面の「搭

載データソース一覧」に反映されます。 
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⑤ 更新が終了すると、以下の確認画面が表示されます。 
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4.1.2. 日本環境省の環境リスク初期評価書 
 日本環境省の環境リスク初期評価書のデータ更新手順は以下の通りです。 
 
注意 1） 
 AIST より提供するデータは XXXXX.inf.txt、XXXXX.chemical.txt、XXXXX.pnec.txt 、XXXXX.txt、
XXXXX.mw.txt、XXXXX.pro.txt、XXXXX.item.txt（XXXXX は共通の文字列）の７つの TXT ファイ

ル（または CSV ファイル）です。提供データファイルは必ず同じフォルダに保存してください。ファ

イルが足りない場合は更新に失敗します。 
 
① 日本環境省の環境リスク初期評価書データファイルは以下の Web サイトよりダウンロードします。 
  http://meram.aist-riss.jp/download/ 
 

 

 

http://meram.aist-riss.jp/download/
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② データ更新画面で「日本環境省の環境リスク初期評価書」を選択し、「更新」ボタンをクリックしま

す。 

  
③ 以下の画面で、手順①でダウンロードした TXT ファイル（または CSV ファイル）のいずれか 1 つ

を指定します。「開く」をクリックするとデータの更新を開始します。 

 

④ 更新が終了すると、以下の確認画面が表示されます。 

 



操作マニュアルデータ編（2017 年 2 月 14 日版） 

19 
 

 
4.1.3. 日本環境省の農薬登録保留基準（農薬取締法） 
 日本環境省の農薬登録保留基準のデータ更新手順は以下の通りです。 
 
注意 1） 
 AIST より提供するデータは XXXXX.inf.txt、XXXXX.chemical.txt、XXXXX.pest.txt 、XXXXX.txt、
XXXXX.mw.txt、XXXXX.pro.txt、XXXXX.item.txt（XXXXX は共通の文字列）の７つの TXT ファイ

ル（または CSV ファイル）です。提供データファイルは必ず同じフォルダに保存してください。ファ

イルが足りない場合は更新に失敗します。 
 
① 日本環境省の農薬登録保留基準データファイルは以下の Web サイトよりダウンロードします。 
  http://meram.aist-riss.jp/download/ 
 

 

 

http://meram.aist-riss.jp/download/
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② データ更新画面で「日本環境省の農薬登録保留基準（農薬取締法）」を選択し、「更新」ボタンをク

リックします。 

 
② 以下の画面で、手順①でダウンロードした TXT ファイル（または CSV ファイル）のいずれか 1 つ

を指定します。「開く」をクリックするとデータの更新を開始します。 

  

③ 更新が終了すると、以下の確認画面が表示されます。 
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4.1.4. 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） 
 ECETOC のデータ更新手順は以下の通りです。 
 
注意 1） 
 AIST より提供するデータは XXXXX.inf.txt、XXXXX.chemical.txt、XXXXX.txt（XXXXX は共通の

文字列）の３つの TXT ファイル（または CSV ファイル）です。提供データファイルは必ず同じフォル

ダに保存してください。ファイルが足りない場合は更新に失敗します。 
 
① ECETOC データファイルは以下の Web サイトよりダウンロードします。 
  http://meram.aist-riss.jp/download/ 
 

 

http://meram.aist-riss.jp/download/
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② データ更新画面で「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）」を選択し、「更新」ボタンをクリックします。 

  
③ 以下の画面で、手順①でダウンロードした TXT ファイル（または CSV ファイル）のいずれか 1 つ

を指定します。「開く」をクリックするとデータの更新を開始します。 

 
④ 更新が終了すると、以下の確認画面が表示されます。 
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4.1.5. 米国環境省の生態毒性データベース（ECOTOX） 
 米国環境省の生態毒性データベース（ECOTOX）のデータ更新手順は以下の通りです。 
 
注意 1） 
 ここに記載した手順は、平成 25 年 7 月時点に公開されている ECOTOX Database version5 に基づい

ています。ファイルのフォーマットやダウンロードページの場所は予告なく変更される場合があります。

その場合には、更新に失敗する場合もあることをご了承ください。 
注意 2） 
 毒性データの更新中に、他の操作を行わないようにしてください。毒性データの更新と他の操作を同

時に行うことには対応していません。 
 
① 米国環境保護庁の以下のホームページを開きます。 

http://cfpub.epa.gov/ecotox/data_download.cfm?sub=main 
② 以下の画面から、ファイルをダウンロードします。 

 

図 8.1.2 米国環境保護庁のダウンロードページ 

http://cfpub.epa.gov/ecotox/data_download.cfm?sub=main
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③ ダウンロードしたファイルは自己解凍形式の圧縮ファイル（図 8.1.3）となっていますので、これ

を解凍します。図の例では、フォルダ「ecotox_ascii_06_14_2013」に解凍しています。 

 

図 8.1.3 ダウンロードファイルの解凍 
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④ データ更新画面で「米国環境省の生態毒性データベース（ECOTOX）」を選択し、「更新」ボタンを

クリックします。 

  
 
⑤ 以下の画面で、手順③で解凍したフォルダを指定し、「OK」をクリックします。 

 
 

⑥ 以下の画面でデータソースの公示日を入力し、「OK」をクリックすると、データの更新を開始しま

す。処理には数 10 分ほどかかります。なお、当画面入力した公示日は有害性評価の「毒性データの

データソースの確認」画面の「搭載データソース一覧」に反映されます。 
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⑦ 更新中は以下の画面が表示されます。 

 

 
⑧ 更新が終了すると、以下の確認画面が表示されます。 
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4.1.6. AIST 提供データ 
 AIST 提供データの更新手順は以下の通りです。 
 
注意 1） 
 AIST より提供するデータは XXXXX.inf.txt、XXXXX.chemical.txt、XXXXX.txt（XXXXX は共通の

文字列）の３つの TXT ファイル（または CSV ファイル）です。提供データファイルは必ず同じフォル

ダに保存してください。ファイルが足りない場合は更新に失敗します。 
 
① AIST 提供データファイルは以下の Web サイトよりダウンロードします。 
  http://meram.aist-riss.jp/download/ 
 

 

 

http://meram.aist-riss.jp/download/
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② データ更新画面で「AIST 提供データ」を選択し、「更新」ボタンをクリックします。 

  
③ 以下の画面で、手順①でダウンロードした TXT ファイル（または CSV ファイル）のいずれか 1 つ

を指定します。「開く」をクリックするとデータの更新を開始します。 

 
④ 更新が終了すると、以下の確認画面が表示されます。 
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4.2. 暴露データ更新 
 データ更新メニュー ⇒ 暴露データをクリックすると、以下の暴露データ更新画面が表示されます。 
 データ更新を行う項目を選択し、「更新」ボタンをクリックして、更新を行います。 

 

図 8.2.1 暴露データ更新画面 
項目 説明 
日本の化審法に準拠した 
化審法スクリーニング評価 

日本の化審法に準拠したスクリーニング評価の排出係数を更新しま

す。 
日本の化審法に準拠した 
化審法一次リスク評価 

日本の化審法に準拠した一次リスク評価の排出係数を更新します。 

独自のスクリーン評価 
排出係数 

独自のスクリーニング評価の排出係数を更新します。 

独自の一次リスク評価 
排出係数 

独自の一次リスク評価の排出係数を更新します。 

 
 各データ更新の適用範囲は、データ更新操作を行った現在ログイン中のユーザーのみとなります。 
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4.2.1. 日本の化審法に準拠したスクリーニング評価排出係数 
 日本の化審法に準拠したスクリーニング評価の排出係数のデータ更新手順は以下の通りです。 
 
① データ更新画面で「化審法スクリーニング評価」を選択し、「更新」ボタンをクリックします。 

 
② 更新対象となる化審法スクリーニング評価排出係数用ファイルが格納されているフォルダを選択し

ます。 

 
③ 更新が終了すると、以下の確認画面が表示されます。 
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4.2.2. 日本の化審法に準拠した一次リスク評価排出係数 
 日本の化審法に準拠した一次リスク評価の排出係数のデータ更新手順は以下の通りです。 
 
① データ更新画面で「化審法一次リスク評価のリスク評価Ⅰ」を選択し、「更新」ボタンをクリックし

ます。 

  
② 更新対象となる化審法一次リスク評価排出係数用ファイルが格納されているフォルダを選択します。 

 
③ 更新が終了すると、以下の確認画面が表示されます。 
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4.2.3. 独自のスクリーニング評価排出係数 
 独自のスクリーニング評価の排出係数のデータ更新手順は、別紙『操作マニュアル』の「排出係数の

新規登録または変更」章をご覧ください。 
 
4.2.4. 独自の一次リスク評価排出係数 
 独自の一次リスク評価の排出係数のデータ更新手順は、別紙『操作マニュアル』の「排出係数の新規

登録または変更」章をご覧ください。 
 

4.3. データベースの初期化 
データ更新メニュー ⇒ データベースの初期化をクリックすると、以下のデータ初期化の確認メッセ

ージが表示されます。 
 

 

 
データ初期化の確認メッセージで「Yes」をクリックすると、データベースをインストール当時の搭

載データベースに戻します。この処理を行うと、インストール後にユーザーが更新した有害性の毒性デ

ータや、暴露評価のための排出係数、物性値などの登録データは削除されます。 
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5.  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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