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❏安全科学研究部門の体制

化学物質

リスク評価

ライフ

サイクル評価

フィジカル

リスク評価

意思決定

リスクトレードオフ

安全科学研究部門

副研究部門長
蒲生 昌志

ヒト健康・
生態影響

地球温暖化・
資源循環

爆発事故・
産業保安

産業・
イノベーション

環境・社会評価研究チーム
ゼロエミッション

国際共同研究センター

常勤職員・PD等 48名
契約職員等 52名
産学官制度来所者 35名

（2021年4月現在）

7つの研究グループと1つの
ラボから構成され、常勤職
員・ PD等48名を含む約
140名で研究に取り組んで
います。

ゼロエミッション国際共同
研究センターの環境・社会
評価研究チームとは密に連
携しています。
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産業技術総合研究所の第5期中長期目標期間（2020〜24年度）においては、社会課題の解決に向けて全
所的に取り組む研究開発課題の一つとして、エネルギー・環境制約への対応が掲げられています。
ゼロエミッション社会を目指した技術革新を図るための研究開発を実施するエネルギー・環境領域の一員

として、安全科学研究部門は、評価技術の開発を中心として、経済成長と環境保全、産業保安の両立を図り、
安全で持続的発展可能な社会の実現に貢献することをミッションにしています。

これまで培ってきた化学物質リスク評価、フィジカルリスク評価、ライフサイクル評価の手法を3つの柱と
して、新しい技術が社会に出る際に生じる複層的なリスクトレードオフ問題を定量化し、意思決定を支援し
ます。リスク評価の対象は、現存する化学物質にとどまらず、今後の産業にとって重要なナノ材料などの新
規物質や新規技術も含まれます。

総括研究主幹
田原 聖隆



安全科学研究部門の重点課題

概要と目標

社会へのインパクト

• 化審法、火取法、高圧ガス法等の運用・改正へ貢献
• 標準試験法の改良
• 企業の環境パフォーマンスの向上
• 企業の化学物質自主管理を促進
• より安全な社会の実現への貢献

TNT爆薬の爆発状況

出典：不発弾処理技術基準検討委員会報告書（平成19年3月）

経済成長と環境保全、産業保安の両立する社会の実現に
向けて、化学物質や材料、エネルギーを適切に利用する
ことで環境リスクやフィジカルリスクを低減するための
評価研究を実施しています。
具体的には、産業保安規制や、化学物質管理規制への対
応を行い、工場・事業所における規制基準値の策定に貢
献します。また、製品・企業の環境パフォーマンス評価
の実践支援の実施、企業のウォーターセキュリティ管理
支援ツールの構築を目指します。加えて、海洋プラスチ
ックやマイクロプラスチック問題にも取り組みます。

化学物質のリスク評価ツール

SDGsなど社会の持続可能性への関心から、世界のバリ
ューチェーンに関わるリスクの管理ニーズが急速に高ま
っています。また、従来とは用途が異なる物質、新たな
化学物質の爆発的増加など産業実態や社会環境の変化等
への対応も求められています。

研究の背景

概要と目標

社会へのインパクト

研究の背景

社会的課題解決には技術のイノベーションによる新規材
料・技術等の社会実装が急務です。「経済成長と環境保
全、産業保安が両立する社会」への社会実装に際して、
それらの利用による影響を多面的に俯瞰する科学的根拠
が必須となります。

具体的な新技術・製品のライフサイクル全体での環境負
荷（LCA）やリスクを評価することを通じて、産業の
イノベーションやＳＤＧｓ・ＥＳＧ対応に貢献します。
そのため、様々な新規技術の安全性評価に関する研究を
推進します。
具体的には、ナノ材料リスク評価としてセルロースナノ
ファイバーのリスク評価書を作成します。低炭素技術に
ついては、評価モデルを作成し、低炭素技術の導入シナ
リオを構築します。また、引き続きインベントリデータ
ベースIDEAの構築を進めます。

IDEAの海外への展開
（主要な12カ国を構築）

• 水素社会、ナノ材料などの新技術の社会実装
• 高エネルギー物質、高圧ガスの有効利用の拡大
• 企業による環境対応アピール、企業価値の向上
• イノベーションによる豊かな社会の実現への貢献

重点課題① 安全な社会を支えるリスク評価研究

重点課題② 技術の社会実装を支援する評価研究

中国

イギリス

フランス

トルコ

インドネシア

台湾

韓国

マレーシア

ベトナム
タイ

ブラジル

米国日本

20 m 10 m 20 m 10 m

障壁

着火源

障壁なし 障壁3m

水素ステーションのリスク評価結果
（蓄圧器接続配管部からの水素漏洩、単位：/年）
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化学物質(マイクロプラスチックを含む)、ナノ材料および新型コロナウイルス感染症等のリスク評価研究を実施していま
す。具体的には、ナノ材料等のイノベーションの推進に必要なリスク評価のための手法の開発と適用、リスク評価に必要
な欠如データを得るための計測や手法の開発、実際の環境のリスク評価とその例示、社会課題の解決を志向するリスク評
価の実践などの研究を推進することで、産業と環境が共生する持続可能な社会の実現と社会課題の解決に貢献することを
目指しています。

リスク評価戦略グループ

❏研究グループの概要

研究グループ員
常勤職員：8名
岩﨑 雄一、加茂 将史、篠原 直秀、
竹下 潤一、藤田 克英、眞野 浩行、森山 章弘

契約職員等：10名

研究グループ長：内藤 航
つくば西

❏研究グループの研究内容

工業ナノ材料（セルロースナノファイバー、ナノ炭素、
金属ナノ粒子等）のリスク評価技術

簡便な試験手法の標準化と普及活動

• 事業者による新規技術の自主管理を
支援する簡便な有害性評価手法（細
胞試験や気管内投与試験等）の標準
化および手順書の公開

試験手法に関する手順書

化学物質のリスク評価・管理技術

新型コロナ感染症対策に資する公共交通機関および
大規模集客施設等における換気等の計測と評価

新型コロナウイルス感染症リスクや対策効果の評価に資
するエビデンスの取得と効果的な感染リスク対策の実現
に貢献するための調査研究を実施
• 公共交通機関の実際の車両等における換気や粒子挙動
の計測と評価

• スタジアム等での密集・密閉の状況把握のための
CO2濃度計測と評価

• 呼気・咳シミュレーターを用いた飛沫・飛沫核の可視
化・定量化試験

リスク評価の迅速化・効率化に資する
有害性推論手法の開発

• 数理科学的手法によるヒ
ト健康および生態のリス
ク評価のための有害性推
論手法の開発

• 定量的な生態リスク評価
に資する種の感受性分布
（ＳＳＤ）の予測手法の
開発

数理モデルを活用した複合曝露影響や個体群レベル評価
に関する手法開発および毒性試験による検証

• 化学物質の複合曝露影響
の評価のためのモデル・
統計的検定理論・組み合
わせ最適化手法の開発

• 個体群レベルの生態リス
ク評価のための評価手法
の開発

休廃止鉱山や海域等における金属類の実践的リスク評価

生物応答試験を活用したリスク管理手法

セルロースナノファイバー（CNF）の
有害性評価手法の開発と安全性評価

• 多様な製品用途に対する安全性評価
の実施

• 事業者が自ら実施可能な簡便な有害
性評価手法（細胞試験、気管内投与
試験、生態毒性試験等）の開発

• 手順書の公開

• 実環境における生態影響レベルを野
外調査の結果に基づき予測・評価

• 実測とモデリング技術を活用し、地
域性を考慮した実践的な環境リスク
評価の実施

河川での野外調査の様子

• 実環境に即した有害性評価手法
の検討や現実的な事業場排水の
リスク管理のために、実環境で
の生態影響レベルを環境水に対
する生物の応答により評価

• 室内における化学物質等の挙動の
解明や曝露・リスク評価の高度化
に向けて、実験室及び実環境での
SVOC類の放散速度・吸着速度の
測定、経皮曝露量の測定。室内の
カビ・ダニ・エンドトキシンに関
する実態調査

• 室内の換気、粒子の挙動について
の実態調査

化学物質の曝露による個体群レベルの
影響（集団存続時間の減少）のイメージ

試験に用いる装置と
生物（ミジンコ）

試験手法に関する手順書

室内環境曝露評価

室内環境計測の様子
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マイクロプラスチック(MP)の環境リスク評価

• MPの環境リスク評価に必要な研究課題の抽出とリス
ク評価における留意点の明確化

• MPの環境リスク評価の手順を具体的に明示した概念
モデルの提示と試行的リスク評価の例示

(環境暴露モデリンググループおよび排出暴露解析グルー
プと連携して推進)



環境暴露モデリンググループ

❏研究グループの概要

研究グループ員
常勤職員：５名
石川 百合子、井上 和也、小栗 朋子、秦 寛夫

契約職員等：４名

研究グループ長：梶原 秀夫
つくば西

❏研究グループの研究内容

人や生態系への化学物質のリスクを評価するうえで重要な、環境暴露モデリング技術の開発を行っています。環境暴露
モデリングとは、環境からの人や生態系への暴露について構成要素とその相互関係を数式化することで実態解明を行っ
たり、実測しないでも濃度や暴露量の推定を可能にする技術のことです。環境暴露モデリングにより、効果的なリスク
削減の提案を行うことができます。化審法・化管法対応など行政での活用だけでなく、技術相談、コンサルティング、
共同研究等を通じて民間企業のSDGsやレスポンシブルケアでの対応などに活用されることを目標としています。

環境暴露モデリングのスコープ

• 様々な環境媒体（大気、水、室内、製品、食品）から
人や生態系に対する暴露モデリング技術の開発

• 暴露評価のためのソフトウェアや測定技術の開発

大気、水、室内、製品、食品など幅広い環境暴露を対象

河川・海域モデリング

SHANEL（河川水系暴露解析モデル）

• 全国河川の化学物質の濃
度分布や時間変化の推定

• 日常的に排出または漏洩
事故で流出した化学物質
の暴露評価が可能

• 河川流域データを内蔵
• 海洋生分解性プラスチッ
クに適用するため改良中

• 沿岸域での化学物質の環境水
中濃度の時空間的解析が可能

• 対象海域の物理量と生態系デ
ータを内蔵し、排出量と簡単
な物性の入力で計算可能

• 大気、河川、線源、点源負荷
による生態リスク評価が可能

• 海洋生分解性プラスチックに
適用するため改良中

RAM-TB（東京湾リスク評価モデル）

東京湾内濃度分布の表示例

河川水濃度分布の表示例

河川水濃度 mg/m3

0

～10-3

10-3～10-2

10-2～10-1

10-1～100

100～101

101～102

102～
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新たな大気化学反応メカニズムの組み込みとリスク評価

大気質モデリング

• 化学物質の大気中濃度や
沈着量等を空間的、時間
的に詳細な解像度で推定

• 一般のPCで動作し、平
易な操作性を実現

• 計算に必要な気象等の基
礎データを内蔵し、容易
に濃度分布や削減効果を
推定可能 ADMER-PROにおける

オゾン濃度分布の表示例

• 化学物質の大気中での
PM2.5の生成メカニズムを
実験で解明

• 解明した化学反応メカニズ
ムを大気質モデルに組み込
み、モデルの再現性を向上

• 新たなモデルを用いて、低
炭素技術等を導入した場合
の大気質の変化と人へのリ
スクを評価

新たな化学反応を組み込む
ことによるPM2.5濃度の変化

人に近い環境における暴露モデリング

ICET（室内製品暴露評価ツール）

暴露逆推計モデル構築システムの開発

暴露シナリオの例

• バイオモニタリング
による生体内濃度と
環境モニタリングに
よる暴露量とを結び
つける暴露逆推計モ
デルを構築

• 暴露評価と化学物質
管理の高度化に貢献

• 防虫剤、可塑剤、溶剤、難燃剤
などの、様々な用途の化学物質
への適用が可能

• 飛沫に対応するスプレーモデル
• 企業や行政機関での使用も可能

ADMER/ADMER-PRO（リスク評価のための大気
拡散モデリングシステム）の開発

暴露逆推計モデルの概念図



排出暴露解析グループ

❏研究グループの概要

生態リスク評価ツール（AIST-MeRAM）の開発

研究グループ員
常勤職員：６名
林 彬勒、小倉 勇、小野 恭子、
頭士 泰之、薛 面強

契約職員等：７名

研究グループ長：恒見 清孝
つくば西

❏研究グループの研究内容

新規物質や代替物質、混合物などについて、ヒト健康や生態へのリスクの評価を進めています。それらの物質のライフ
サイクル全体を考慮した排出・暴露解析を実施し、物性解析手法、環境中への排出量推定手法、ヒト・生物の暴露量・
リスク推定手法等の開発に主に取り組んでいます。また、自然災害リスクや新規技術による事故リスク評価にも取り組
み、水素エネルギーキャリア物質のリスク評価手法の開発や、窒素循環技術、海洋生分解プラスチックの導入や放射線
対策のリスクトレードオフ解析に取り組んでいます。さらに、社会受容性調査や総合リスク評価、評価手法のアジア展
開など、当グループはリスク評価研究を幅広く展開して実施しています。

ナノ材料の排出・暴露評価

混合物や化審法実務の評価支援ツールの公知化・高度化

現場調査、模擬排出試験

現場の環境調査

粉体の移し
替え模擬

複合材の切削試験

高度な生態リスク評価技術と膨大な評価用データを搭載
したAIST-MeRAMの機能＆DBの拡充、公知化のための
ウェブ版ツールを開発します。また、AIST-MeRAMの
DBをもとに機械学習等の手法による有害性補完手法開
発や関連ツールとの連携を行います。

災害・事故のリスク評価

工学プラントの定量的リスク評価

災害・事故に対する化学物質ﾘｽｸ評価・管理手法の開発

災害や事故による事業所等から
の非定常の化学物質排出につい
て、迅速な影響予測のための手
法を開発し、化学物質管理の枠
組みへの実装をめざします。
大気・水域での拡散による汚染
状況の予測手法を確立し、予測
結果を早見表にまとめた事例集
等、事前の対策検討が可能にな
る情報を提供します。

一般的なリスク許容基準と
水素ステーションのリスク

水素ステーション等、様々なプ
ラントを対象に、災害・事故の
リスクを定量しリスク許容基準
と比較することで、リスクベー
スでの合理的な安全管理の社会
実装をめざします。

漏
洩
規
模

気象条件

非定常排出時における重ガス
モデルを用いた拡散シミュレー
ション（アンモニアの例）

早見表イメージ
（トルエン漏洩事故を想定）

リスク／リスクトレードオフの統合評価

統合評価の枠組み

リスク／リスクトレ
ードオフとその統合
評価に化する手法開
発を行い、エネルギ
ー・環境に関する新
たな技術への適用を
めざします。

窒素循環技術の環境影響評価／リスク評価と統合評価

材料

製品
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フ
サ

イ
ク

ル
段

階
a
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サ

イ
ク

ル
段

階
b

ラ
イ

フ
サ

イ
ク

ル
段

階
c 多基準決定分析

リスク評価

ライフサイクル評価

窒素循環技術

複雑混合物の暴露解析・リスク評価

混合物の網羅的計測手法

先端計測データを活かす評価用プラットフォーム開発

Mixture Touch: 混合物計測データを
解析・評価するwebプラットフォーム

2次元GCによる
試料中多数成分の検出

網羅分析用装置
2次元GC

環境中や製品中に含まれる
様々な化学物質(混合物)に
ついて、先端計測装置を用
いて、網羅的かつ簡便に一
斉計測する手法の開発を行
っています。

混合物の網羅的計測デー
タに対し、直接的にリス
ク評価を行える技術及び
プラットフォーム開発を
行っています。
混合物に含まれる沢山の
物質を取りこぼしなく評
価対象に加え、簡便・迅
速に評価可能とする事を
めざします。

排出・暴露評価手法の開発

排出・暴露評価事例集

カーボンナノチューブやセルロースナノファ
イバー等のナノ材料について、飛散時の計測
手法を開発しています。手引きや事例集を作
成し、事業者の自主安全管理を支援します。

ナノ材料及び応用製品を取り扱う現場の環境調査、飛散の
程度や可能性を評価する模擬排出試験を実施しています。
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爆発安全研究グループ

❏研究グループの概要

高エネルギー物質の爆発安全性評価技術

研究グループ員
常勤職員：６名
松村 知治、秋吉 美也子、岡田 賢、
杉山 勇太、丹波 高裕

契約職員等：７名

研究グループ長：若林 邦彦
つくば中央第５

❏研究グループの研究内容

爆薬に代表される高エネルギー物質等の発火・爆発現象の解明を進め、安全性評価手法や安全化技術、爆発影響を低減
化する技術、高エネルギー物質を有効に利用する技術など、爆発安全に関連した基礎から応用に至る幅広い研究を実施
しています。
また、火薬類の行政ニーズにも積極的に対応しており、大規模な野外爆発実験も実施しています。得られた成果は、安
全な火薬類取扱技術の基準作成等に反映されると共に、国連試験法の提案などを通じて国際的な危険物質の取扱基準の
策定に役立てられるなど、安全・安心な社会の実現に貢献しています。

爆発安全に関わる国際貢献

爆発影響の評価と低減化技術の開発

火薬類等の有効利用技術の開発

野外爆発実験

化学物質規制の国際協調
国連試験法の提案などを通じて、
国際的な危険物質の取扱基準の
策定に貢献。

数値計算技術

数値計算によって爆発影響を予測する技術を開発。
高精度・高速計算手法の開発

火薬庫のモデル化 爆発生成気体の
シミュレーション結果 爆轟ナノダイヤモンドの高効率製造技術

独創的な爆発デバイスの開発
→安価かつ効率的に製造するための技術を特許化

ナノ構造を有する高エネルギー物質の合成

ナノ構造を有するニトロセルロースの開発
→燃焼性の向上、燃焼ガスの極小化を有効利用し
たデバイス開発への展開

発熱分解エネルギーによる爆発性評価

「化学物質の爆発危険
性評価手法としての発
熱分解エネルギーの測
定方法」を開発、JIS
化 K4834。
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 含水爆薬
 ダイナマイト
 無煙火薬
 起爆薬
 混合爆薬
 煙火組成物
 ANFO爆薬
 黒色小粒
 火工品
 化成爆薬
 非火薬

50サンプル以上の火薬類（エネルギー物質）について、
JIS K4834に基づき統一的に発熱分解エネルギーを測定

国連勧告が定める火薬類分類法 衝撃処理による機能性材料の開発

発光材料、炭素系材料など

火薬類の安定度試験に関するJIS開発

火薬からの発生ガスがNOであることを
見出した。校正用ガス（NO）を用いた
火薬類安定度試験用よう化カリウムでん
ぷん紙の性能試験方法を開発。

→JIS K 4822(2017)の改正、
平成七年通商産業省告示の改正に貢献 火薬類の安定度試験

アンホ爆薬の爆発状況
出典：平成27年度火薬類爆発影響低減化技術基準検討

報告書（平成28年２月）

→発熱開始温度と発熱分解エネルギーとの関係を解明

• 爆発時に発生する爆発影響
（爆風、飛散物、地盤振動、
放射熱、騒音）を評価。

• 爆発影響を低減化する技術
を開発。

• 保安距離の短縮、スペース
の有効活用等に反映。

• 火薬類取締法等の法令改正
のための科学的な根拠、基
礎データを取得。

→火薬類の取扱技術基準の策定に貢献
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エネルギー供給リスク＆地球温暖化問題への対応
→水素導管供給システム
導入のための評価研究

・導管からの漏えい着火
時の爆発影響評価

・導管損傷時の大気
混入・逆火影響評価

爆発利用・産業保安研究グループ

❏研究グループの概要

火薬類の安全利用

❏研究グループの研究内容

水素などの可燃性ガスや新規冷媒、火薬類などのエネルギーを有する物質の優れた特性を利用するためには、エネル
ギーを適切に制御する技術によって事故の発生を防止し、また、万が一の事故の際に被害を低減させる技術によって安
全性を確保しながら活用する必要があります。さらに事故から学び、得られた教訓を生かして安全管理を向上させるこ
とも重要です。このため、当グループでは、１）高圧ガスなどの安全利用、２）火薬類の安全利用、３）産業保安に関
する研究を中心に、燃焼・爆発安全に係る行政・社会の要請に応える研究を行います。

高圧ガスなどの安全利用

産業保安に関する研究

水素関連評価研究

水素や新規冷媒などの高圧ガス・可燃性ガスを利用し
た新技術を支える安全性評価技術を発展させて、自主
的に管理された産業保安技術による安全・安心な社会
の実現を目指す。

冷媒関連評価研究

・実規模実験による調査
対策を行わない場合の着
火事故影響を評価し、最
大許容充てん量の抑制や
機器類の送風機能による
撹拌等の安全対策で、万
が一の事故影響の低減化
を目指す

化学反応モデルに
よる燃焼評価研究

模擬室内自然冷媒漏洩着火実験
（出典：NEDO事業「実使用条件を考慮した
自然冷媒使用冷凍空調機器の燃焼に係る実規
模フィジカルハザード評価」中間年報）

研究グループ員
常勤職員：８名
椎名 拡海、佐分利 禎、牧野 良次、
松木 亮、高橋 明文、高橋 良尭、朝原 誠*

契約職員等：８ 名

研究グループ長：久保田 士郎
つくば西

（* クロスアポイントメント制度）

坑内漏えい着火における火炎撮影 (出典: H29
年度経済産業省「水素導管供給システムの安全性評
価事業(水素導管の大規模損傷リスク評価)」報告書)

左：三フッ化窒素・可燃性ガス混合気
の火炎伝播速度(実験とシミュレーショ
ン)（H2３～２４年度経済産業省「高圧ガス
危険性評価」事業）

右：高温反応実験のための化学衝撃波
管装置

産業・工業ガスの多様化
→化学反応モデルにより
多様なガス種・条件に
ついての燃焼性予測

・フッ化炭化水素冷媒
・支燃性ガス

→高温反応実験と反応モデル
による数値シミュレーション
を用いた燃焼特性の評価
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地球温暖化係数が低く次世代の冷媒として期待される
自然冷媒のプロパンを家庭用エアコンや業務用ショー
ケース等に用いた場合の事故影響評価

現場保安チェックポイント集及び検索ソフトの開発

一般化学、石油精製、石油化学、製鉄等における現場の保安を応援

設備設計、変更管理、開発起業、非定常作業、
定常作業等について

現場経験・技術・知識の豊富な
技術者が過去事故から隠れた
教訓を抽出

国内外の化学災害30件をシニア技術者が分析し、安全上の注意事項を
「チェックポイント」として3,000件抽出し、専用検索ソフトを開発

防爆ドローンの要件に関するガイドライン

プラント内におけるドローンの利用ニ
ーズが高まっているが、法により危険
区域で活用することができない

防爆ドローンの開発・実装に繋げるた
め、取り組むべき課題や性能仕様の考
え方を記載したガイドラインを整理
（令和２年度経済産業省委託事業 防爆ドローンの
要件に関するガイドラインや仕様設計等の調査)

設備周辺：爆発性雰囲気が存在する
可能性があるため通常のドローンは
進入できない

貯蔵タンク

防爆ドローンであれば、接近して
鮮明な画像が撮れる

→AI画像診断等を用いた
産業保安の高度化

蒸留塔

各種制御発破技術の開発

制御発破：
火薬類等を利用して目的とする箇
所だけを迅速に破壊する技術

ミニブラスティング：
都市部でも適用可能な従来の発破
よりも小量の火薬類を用いた小規
模発破技術

ミニブラスティング応用例
大規模災害時の倒壊した建物から
要救助者救出用口を作成
要救助者側には飛散物が発生しな
いように壁を破壊し安全かつ迅速
な救助を実現

・都市部の老朽化した建築構造物の部分修復技術の開発
・大規模災害時の倒壊した建物からの人命救助への応用
（ブリーチング技術）

応用例

新規クリーンブリーチング技術

迅速かつ低環境負荷（振動・騒音・飛散物）の発破技術
実現に向けた基礎研究
→DIC（画像相関法）等の光学的観測やCFD等の数値シ
ミュレーション技術に基づいた火薬類の爆発や破壊現象
の解明



製品やサービスの原材料採取から最終処分までで使用される物質やエネルギーを調査・集計し、環境に与える影響を評価
する手法をライフサイクルアセスメント（LCA）といいます。社会とLCA研究グループでは、LCA手法やLCA的思考を
用いて、環境に加えて社会経済への影響や波及効果を分析するための評価手法の開発と、それらを用いた技術評価や持続
可能な社会の実現に向けた社会制度設計に関する研究を行っています。また、LCAの実施にはインベントリデータベース
が重要な役割を果たすため、IDEAラボと連携して研究を実施しています。

社会とLCA研究グループ

❏研究グループの概要

研究グループ員
常勤職員：５名
櫻井 啓一郎（兼務）、河尻 耕太郎、
Chun Yoon-Young、田原 聖隆（兼務）

契約職員等：１３名

研究グループ長：塚原 建一郎
つくば西

❏研究グループの研究内容

バイオマス利活用技術の評価

木質バイオマスを利
用したバイオベース
製品製造について、
環境面、社会経済面
における影響を持続
可能性の面から把握
するとともに、社会
へ導入された場合に
産業へ波及的に生じ
る影響について評価
しています。

バイオマス利活用技術のライフサイクル評価

エネルギー技術普及加速方策の検討

低炭素化を進めて持続的な
社会に変えていくには、建
造物の断熱、再生可能エネ
ルギー、電気自動車等の技
術そのものの開発のみなら
ず、それらをなるべくスム
ーズに、かつ速やかに普及
させる方策も大切です。科
学的な裏付けのある情報の
共有、人材育成、融資の確
保、地域の産業構成や風土
との適合等に配慮しながら
普及を進め、便益を最大化
するための研究を進めてい
ます。

世界のエネルギー需要と電力需
要の見通し、太陽光発電が貢献
可能な割合の目安。熱や運輸な
どの電化で活用の余地が広がり、
排出量削減もより容易になる。

IDEAを用いて将来の電源構成の変化による再生可能エ
ネルギー発電（太陽光、風力、潮力、波力、海洋温度差
発電)の発電電力量当たりのCO2排出量の削減予測を実
施しています。 電力由来のCO2の削減率

は2013年の発電原単位か
ら、 2030 年で 50% 、
2050年で最大94%であ
り、太陽光発電のシリコ
ン関係、海洋温度差発電
ではチタンの電力割合が
大きく、削減効果が高い
結果が得られました。

再生可能エネルギー発電のLCA
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複数AIを組合せた革新的実験計画法

従来の実験計画法の枠
組みにAIの手法を組合
せた革新的実験計画法
により、必要最小限の
実験データから、簡易
に多入力多目的システ
ムを最適化することが
可能になります。本手
法により、製品設計、
製造プロセスなど、広
い分野の研究開発の効
率化とDXを支援しま
す。

革新的実験計画法による人工心臓（動圧浮上
遠心血液ポンプ）のデザイン最適化

（日本品質管理学会第122回研究発表会要旨
集98ページ図２、99ページ図３を改変）

将来技術のコスト・環境影響評価手法の開発

薄膜型SOFCのGHG排出量
（K. Kawajiri, T. Inoue, J. Cleaner 

Production, 2016, pp. 4065-4070.）

本手法により、研究開発段
階のプロセスデータをもと
に、将来技術が大規模実用
化された際のコストや環境
影響を推計し、すでに大規
模実用化されている既存技
術との比較や、将来的な技
術課題を「見える化」する
ことが可能になります。

循環経済(Circular Economy)モデルの代表例であるリ
ファビッシュスマートフォンについて、日本とシンガポ
ールとインドネシアの消費者のリファビッシュスマート
フォンの事前受容度に影響を及ぼす主要因子と影響の程
度を分析するモデルを開発し、分析しています。

アジアのリファビッシュスマートフォンの購入意向分析モデル

リファビッシュは、クリーニング、不良コンポーネント
の交換、および 外観 のアップグレードのいずれかまた
はすべてのプロセスを通じて、残存価値が残っている中
古製品の長期使用を可能にする循環ソリューションです。

アジアの消費者の循環型消費行動の分析

研究開発段階の将来技術が大規模実用化された際のコ
スト・環境影響を評価する手法を開発しています。



自然災害 事故 ストライキ 環境汚染 輸送障害

治安悪化 資源枯渇 外交対立 鉱業規制 資源価格下落

経営悪化 市況低迷 ビジネストラブル メンテナンス 需要増加

電力不足 主金属減産 生産コスト その他

ストライキ

事故

自然災害

操業規制・輸出規制

資源価格下落

持続可能システム評価研究グループ

❏研究グループの概要

持続可能な社会の実現に向けたシステム分析

研究グループ員
常勤職員：10名
近藤 康彦、歌川 学、畑山 博樹、
横井 崚佑、森本 慎一郎（兼務）、
本田 智則（兼務） 、小澤 暁人（兼務）、
西尾 匡弘（兼務）、工藤 祐揮（兼務）

契約職員等：７名

研究グループ長：本下 晶晴
つくば西

❏研究グループの研究内容

持続可能性を判断する評価技術やシステム分析技術の開発を通じて、持続可能な社会の実現に貢献することを目指して
います。
環境影響・環境容量評価、環境・社会・ガバナンス（ESG）リスク評価やエネルギー技術評価などの基盤となる評価技
術の開発と、それらを活用したライフサイクルアセスメント（LCA）、マテリアルフロー分析（MFA）、エネルギー
システム分析などシステム分析の手法開発とその適用を通じて、技術・システムの社会実装を支援する研究を行ってい
ます。

持続可能性評価技術の開発

環境影響評価モデル、環境容量評価指標の開発

ESGリスク評価技術

エネルギー技術評価

エネルギーシステム分析

資源利用システム分析・資源戦略

サプライチェーンにおける資源リスク分析

持続可能性評価の基盤となる環境影響評価モデルや環境
容量評価指標の開発とその世界標準化を進めています。

鉱物資源の供給障害の要因分析

UNEPガイダンス文書での
標準モデル化

流域別の水資源消費による影響評価

クリティカリティ評価とMFAに基づいた資源戦略の概念

省エネ技術の費用対効果分析

様々なエネルギー技術を費用対効果分析やLCAなどに
よる評価を行っています。

パリ協定やSDGsなど社会的目標実現のため、エネル
ギーシステムの在るべき姿を、エネルギー・経済モデル
等を活用して分析を行っています。

持続的な資源利用の実現に向けて、資源利用に関わる
ESGリスクを評価するための技術開発を行っています。

日本の産業への資源の安定供給を実現するために必要な
システムと戦略を、資源リスクや国内のリサイクルポテ
ンシャルの評価結果に基づいて検討しています。

サプライチェーンでの水や金属資源利用に関わるリスク
分析のためのデータベース・手法開発とその適用研究を
行っています。

事業の持続性へのリスクの定量化
とホットスポットの分析

・ 自然災害リスク
・ 将来変化（需給変化）
・ 供給源の多様性
・ 環境容量超過 など

リスク管理による事業価値向上へ
エネルギー技術の比較評価
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2017年4月に安全科学研究部門にIDEAラボを設立しました。ラボは呼称であり、研究プロジェクトメンバーを中心
に組織横断的に研究を実施しています。安全科学研究部門以外も含む研究員14名、契約・派遣職員14名です。
IDEAラボのミッションは、IDEA(Inventory Database for Environmental Analysis)の開発および維持、国内外
の連携、技術評価の実施と方法論の確立です。ラボは上記ミッションを達成すべく、IDEAの維持管理と国内外の連
携を担う維持管理チーム、新たなデータベース開発や技術評価手法開発を担う手法開発チームの2チームで運営して
おります。IDEAラボから公開しているインベントリデータベース（IDEAv3.0）は、日本国内の全ての事業における
経済活動を網羅的にカバーした4,700以上の製品やサービスのプロセスからなり国内最大を誇っております。この
データベースを持続的に産業界・研究開発現場へ提供するために、「LCA活用推進コンソーシアム」を設立し、持続
可能な社会実現に向けて、LCAを活用し環境負荷削減に貢献できるシステムの構築を目指して行きます。

IDEAラボ

❏ラボの概要

海外インベントリデータベースの整備

ラボ員（全員兼務）
常勤職員等：14名
玄地 裕、塚原 建一郎、森本 慎一郎、畑山 博樹、本田 智則、
Yoonyoung Chun、羽鳥 浩章、柳下 立夫、増井 慶次郎、
松本 光崇、佐藤 賀一、小林 謙介（客員）、醍醐 市朗（客員）

契約・派遣職員：14名

❏IDEAラボの研究内容

インベントリデータベースIDEAの開発 材料代替効果の定量的評価

IDEAは網羅性、代表性、完全性、透明性を担保できる
ように開発を進められております。特に網羅性に関して
は、⽇本国内の全ての事業における経済活動をカバーし

作成しています。また、データは統計をベースに作られ
ているため、日本の平均的な製造方法やサービスのデー
タとなっており、代表性を確保しています。

新構造材料技術研究組合(ISMA)において、IDEAを活用
し、将来社会を見据えた材料代替効果を定量的に求める
評価手法の開発を行っています。材料のライフサイクル
全体を評価でき、材料の物質フローやリサイクル性など
も加味したConsequential LCA手法の確立を目指して
います。

アジア地域を中心に、製品製造時に使用される燃料種と
エネルギー消費量に対して各国の状況を反映させ、その
国の状況に応じIDEAデータをカスタマイズしたデータ
ベースを開発しています。

IDEAの海外への展開

LCA活用推進コンソーシアムの設立

・適切な評価実施のためのサービス、並びに見える化を
支える最新の「IDEA」の維持・管理を行います。
・これまでに有してきた経験・知見を活かした、データ
ベースを用いた評価ツールの開発・推進を行います。
・持続可能な社会実現に向けて、様々な企業がLCAを
活用しGHG排出量等の環境負荷削減に貢献できるシス
テムの構築を実施していきます。
・会員向け講習会、講演会などを実施してLCAのスキ
ルの向上を目指して行きます。

IDEAのデータセット数(ecoinventとの比較)

■ 国立研究開発法人産業技術総合研究所
安全科学研究部門 LCA活用推進コンソーシアム
事務局 担当：田原、佐藤

Email：lca-consortium-ml@aist.go.jp
https://riss.aist.go.jp/lca-consortium/

ラボ長：田原 聖隆
つくば西
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