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受賞報告

編集後記

爆発安全研究グループ　杉山 勇太

安全科学研究部門　緒方 雄二

　第32号ではエネルギー評価、省エ
ネ技術普及を特集しました。リスク評
価同様、省エネなどのエネルギー技術

導入における研究機関の役割があります。また後半では当部
門の新人紹介、研究発表報告、学会賞受賞などを紹介しまし
た。今後も当部門の研究に注目いただければ幸いです。

■賞タイトル：2017年度火薬学会（論文）賞　
■受 賞 者 名：杉山勇太、若林邦彦、松村知治、中山良男
■受　賞　日：平成30年5月22日
　このたび、「地中式火薬庫爆発による爆風の角度指向性に
関する実験と数値解析」について火薬学会より論文賞を受賞
いたしました。評価対象となった論文は2016 ‒ 2017年に
Science and Technology of Energetic Materials 誌 で 発
表した3報です。火薬類取締法における技術基準のスマート
化を目指し、任意形状の地中式火薬庫の保安距離を評価する
ことを目的とした爆風現象の基礎的な研究を行いました。
　実験では出口方向を方位角0度とした爆風圧の角度指向性
と火薬庫長さの影響を検討しました。方位角が０度から大き
くなるに従って地中式火薬庫で発生する爆風が弱くなること
を確認しました。これを独自に開発した高エネルギー物質の
フィジカルハザード評価が可能な数値計算プログラムを用い

て解析した結果、実験で得られた爆風圧を再現し、保安距離
を決定する詳細な爆風圧分布を取得することができ、その等
値線図を非常に単純な楕円の方程式で表現できることを明ら
かにしました。また火薬庫形状を変化させた実験を行い、火
薬庫が長くなるほど爆風が弱くなることを示しました。
　これらの研究成果は火薬類取締法の技術基準について出口
方向からの角度や火薬庫形状を考慮した地中式火薬庫の保安
距離策定に向けた
重要な基礎データ
であり、火薬業界
の発展に寄与する
物 で あ る と し て 
火薬学会論文賞を
頂くこととなりま
した。

■賞タイトル：2017年度日本マリンエンジニアリング学会
賞（技術賞）

■受 賞 者 名：岡　秀行、緒方雄二、岡　泰資、太田　進
■受　賞　日：平成30年5月21日
　緒方雄二研究部門長は、2018年5月21日に公益社団法人
日本マリンエンジニアリング学会から2017年度技術賞を受
賞しました。本受賞は、国立研究開発法人海上・港湾・航空
技術研究所海洋リスク評価系岡秀行副系長、国際連携セン
ター太田進センター長、横浜国立大学岡泰資准教授と共同で
受賞しました。受賞対象の論文は、「車両積載区画を模擬し
た可燃性ガス風洞における水素の移流拡散シミュレーショ
ン」（日本マリンエンジニアリング学会誌第52巻第4号）で、
水素燃料電池自動車等の高圧可燃性ガスを燃料とする車両に
ついて自動車運搬船で海上輸送を想定して実大スケール実験
および数値シミュレーションから安全性を検証した結果を報

告した論文です。論文では、産総研つくば西事業所内に設置
された可燃性ガス風洞を利用して自動車運搬船の車両積載区
域を模擬した空間を可燃性ガス風洞内に設置して積載された
車両から水素の漏洩を想定した実大スケール実験を実施しま
した。また、その計測結果を基
に水素漏洩時の流動・拡散につ
いて数値流体力学的手法に基づ
く数値シミュレーションで評価
しました。これらの研究成果
は、国際海事機関（IMO）で水
素自動車等の海上輸送に対する
安全基準の整備に関する委員会
で審議され、2016年1月から新
たな安全基準が施行されていま
す。

産総研を離れ福島県立の研究試験機関である福島県ハイテクプラザに勤務して１年４か月が
経った。今回、省エネルギー技術普及特集の巻頭言を、との依頼を受けたので、公的研究機関
の役割について最近考えていることを省エネ再エネの普及と関連付けて述べてみたい。

産総研も公設試も同じだが、組織の存在理由の第一は産業（産総研の場合は鉱工業）の発展
を支援することである。そのためには、先導するための研究開発と同時に、様々な技術的課題に
対するソリューションを提供することが求められる。個別企業に対しても、社会全体に対しても同
じである。よく「開発した技術シーズを企業に提供して製品化、事業化してもらう」という説明を
今でも聞くが、これは甚だ一方的で、本来は「御社の（社会の）課題解決のためにこんな貢献
ができます」が正しいのではないだろうか。課題の解決には多くの場合、複数の技術の組み合わ
せが必要で、そのためには保有技術のラインナップの充実（必ず組織の限界があるが）、技術の
高度化、と同時にこれらを組み合わせて統合する力が求められる（これが難しい）。

省エネを例にとれば、様々なエネルギー消費のパターンを持つ住宅、オフィス、工場、地域な
どそれぞれに対して、最も有効な手段（技術）の組み合わせ（単一の機器導入では済まない場
合が多い）を提供する必要がある。これには全体の把握と幅広い正確な知識が必要である。い
わゆる専門家と呼ばれる人でも「コジェネにすると、発電機の効率が低いので全体効率が下がる」

（本末転倒）、「蓄電池は、普通の電力設備に比べて損失が大きいので、省エネのためには撤去す
べき」（何のために蓄電池を使うのか）などと発言するのを耳にすると、広い分野にまたがった勉
強や教育の必要性を痛感する。

省エネも、省エネだけに閉じた分野ではなく、資源制約、地球温暖化、再生可能エネルギーな
どと深く結びついている。太陽熱や地中熱の利用は、燃料や電力消費を減らす省エネ技術と言っ
てもよく、今や住宅やオフィスビルの設計に考慮すべき必須要素である。省エネも、再エネも元
はと言えば、様々なエネルギーの流れをもっと有効に便利に使おうという表裏一体の技術なので、
ゼロエミッションハウスなどは、究極の省エネルギー住宅という（である）べきである。

日本のエネルギー消費は、2010年以降一次エネルギーベースで約10%減少してきている。
GDP微増の中でこれほどの省エネを実現しているのは誇るべきことだが、これからは、個別技

術の改良や導入だけでなく、運輸分野におけるモビリティの変革や、ゼロエミッションビル、コン
パクトシティのように、社会システム全体を巻き込んだ省エネルギーを提案し、実行していかねば
ならない。そのためにはやはり、幅広い正確な知識と全体を統一して見る目、システムを統合す
る力、が必要である。公的研究機関にこれ全てを、というのは難しいかもしれないが、これに大
きく寄与することがこれからの組織の存在理由であり、期待されるところではないかと思う。

省エネルギー一層の普及へ、公的研究機関の役割
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特集：エネルギー評価、省エネルギー対策導入評価手法の開発
エネルギーシステム戦略グループ　歌川 学

究では、技術を特定した産業連関表の部門細分化による詳細
分析、バリューチェーン分析、LM3分析などの先行研究があり
ます。省エネ対策についてこれらを参考に、また地域全体の
光熱費削減も考慮し、地域経済効果の研究を行っています。
　エネルギー評価により、多くの主体が優良省エネ技術を幅
広く導入・普及できるよう、貢献していきます。　

注1 工場なら生産量・指数あたりエネルギー消費量、業務 
施設なら床面積あたりエネルギー消費量、運輸業なら輸
送量 あたりエネルギー消費量など

注2 ここでは床面積あたりCO2排出量。分布（最初の図）は
東京都の排出量 取引制度対象事業所
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　将来の脱炭素化、エネルギー安全保障、地域の光熱費減・
経済活性化などのため、効率化でエネルギー消費自体を減ら
す省エネルギー（以下省エネと略す）技術が大きく期待され
ています。日本でも、工場、オフィス、家庭、車それぞれ大
きな可能性があります。省エネ対策は一度で終わりでなく、
過去に技術を導入してもその後の技術進展あるいは設備の劣
化などで、対策可能性があります。
　対策は「お金がかかる」と思われていますが、省エネは更新
時に省エネ型設備を選択するなどすれば対策を講じることに
よって光熱費が浮き、結果として「もと」がとれる、あるいはそ
れ以上に「もうかる」ことに繋がる設備投資対策が多いのも特
徴です。

省エネ対策の典型は？
　旧型・エネルギー浪費型設備を省エネ型設備に更新するこ
と、設備を改修し省エネ型システムに転換すること、大型施
設では省エネ運用もあります。また、やや投資回収年が長い
ものの、建物の断熱性能を上げることがあります。
　空調機器では冷凍空調技術向上でより省エネ型の設備が
次々に生み出されています。LEDなどの照明技術も技術向上
が著しく、加えて設備投資費を浮いた光熱費で「もと」をと
る投資回収年が数年と大変有利です。工場などでは、高温の
排熱を低温工程に使い回しする、熱配管やバルブを断熱して
熱ロスを減らす、電気機器で出力調整しにくいものを変動改
修するなどの対策があり、投資回収年も短いものが多くなっ
ています。手段は多様で多くの選択余地があります。

省エネ進展の研究機関の役割
　対策余地が豊富、費用対効果が高いなら、支援がなくても
対策が進むかというとそうではありません。旧型設備・機器
をもつ企業・家庭が対策可能性や費用対効果を把握していな
いなど、実態把握が不十分なのが主な理由と見られます。詳
細診断・具体的工事は専門業者に任せるとして、公的機関に
は実態把握とその公表・対策紹介、義務づけや誘導などの政
策実施の役割があり、研究機関には省エネ可能性評価手法を
開発しその裏付けを高めていく役割があります。

研究項目１：実態把握と対策順位づけ
　対策にはまず実態把握をしなければなりません。エネルギー

消費総量およびCO2排出量と種別内訳、広義の効率指標（注1）、
エネルギー多消費設備・機器の効率などです。主要施設・設
備ごとに、省エネ技術導入などで「効率」が向上し、どれだ
けエネルギー消費量あるいはCO2排出量を削減できるかを調
べ、対策リストを作成・比較し、ミッションに応じ優先順位
を決めることができます。
　例えば民間オフィスビルの省エネ対策では、効率指標（注2）

の悪い順に対策優先順位を定めて計画的に対策を実施するこ
とができます。また費用対効果を主要指標に、投資回収年の
短い順に全体削減目標に至るまで対策を積み上げ、費用効果
的に対策を進めることができます。
　当研究グループでは、ミッションに応じて施設全体効率、
機器・設備更新改修、費用対効果などに応じた指標を開発・
改良し、評価を実施しています。
　当該評価手法で、大学を対象に建物毎および主要設備毎の
データを把握し、施設全体効率で20%、機器更新評価で
23%の削減評価をした例があります。

研究項目２　対策シナリオの研究
　当研究室では世界モデル、国レベルのモデル、地域レベルのエ
ネルギー需給に関するモデルの開発・評価研究も行っています。
　このうち国および地域レベルのモデルは、開発済みの優良
な技術や将来技術の導入と言った対策が、国や地域全体のエ
ネルギー消費量の削減やCO2排出量に及ぼす効果、その際に
発生する追加費用について分析が可能です。
　さらに分析期間を長くすることで、個々の技術について、中
長期に渡るエネルギー消費量やCO2排出量の削減効果を分析
し、効果が見込まれる技術の導入に向けたシナリオの策定が行
えます。

研究項目３　対策推進の技術的仕組みと地域経済効果
　対策を推進・支援する技術面の仕組みについて研究を行っ
ています。前述の通り省エネ対策を進めるためには実態把握
が必要で、専門的技術的知見の普及、公的で中立的な情報の
提供が必要です。公的機関がそうした役割を果たすには研究
所や中間支援組織の支援が必要です。これらの事例調査とそ
の評価を行っています。
　地域のメリットとして省エネ対策の地域経済効果の評価研
究も行っています。再生可能エネルギー普及の経済効果の研
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エネルギー消費実態と対策評価
エネルギー消費の実態把握、指標化の研究
•指標例：エネルギー消費割合(及びCO2割合)、施設・設備毎の生産量・床面
　積比エネルギー消費量(及びCO2排出)、エネルギー種別消費構成、施設・導
　入設備の構成と性能、など

対策可能性評価の研究
•設備更新、改修、運用など対策
　実施の対策ごとのエネルギー消
　費削減量評価
•費用対効果（概算）

対策優先順位評価、削減計画の研究
•効率指標、対策可能性、費用対効
　果
•削減計画：計画策定要素、進捗
　点検・フィードバック手法

削減対策後の将来予測
•エネルギー消費量、CO2排出量の中長期予測、光熱費予測など。

技術普及支援、地域経済効果
技術普及支援 省エネ対策の地域経済効果の評価

•専門的知見提供、相談窓口解説
•公的中立的技術・コスト情報提供
•中間支援組織

•光熱費減、省エネ対策投資額回
　収後の「利益」効果
•省エネ対策投資の地域企業への
　発注による効果

•実施例調査
•評価手法の開発 •技術ごとの調査

•評価手法の開発
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エネルギー消費実態と対策評価
エネルギー消費の実態把握、指標化の研究
•指標例：エネルギー消費割合(及びCO2割合)、施設・設備毎の生産量・床面
　積比エネルギー消費量(及びCO2排出)、エネルギー種別消費構成、施設・導
　入設備の構成と性能、など

対策可能性評価の研究
•設備更新、改修、運用など対策
　実施の対策ごとのエネルギー消
　費削減量評価
•費用対効果（概算）

対策優先順位評価、削減計画の研究
•効率指標、対策可能性、費用対効
　果
•削減計画：計画策定要素、進捗
　点検・フィードバック手法

削減対策後の将来予測
•エネルギー消費量、CO2排出量の中長期予測、光熱費予測など。

技術普及支援、地域経済効果
技術普及支援 省エネ対策の地域経済効果の評価

•専門的知見提供、相談窓口解説
•公的中立的技術・コスト情報提供
•中間支援組織

•光熱費減、省エネ対策投資額回
　収後の「利益」効果
•省エネ対策投資の地域企業への
　発注による効果

•実施例調査
•評価手法の開発 •技術ごとの調査

•評価手法の開発
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新研究員紹介
爆発安全研究グループ　丹波 高裕

　本年度６月より安全科学研究部門 爆発
安全研究グループに配属になった丹波高
裕と申します。名古屋大学に入学してか
ら９年ほど名古屋で暮らし、今年５月の
卒業後に生まれ育った茨城県にUターン就

職しました。諸事情で着任が２か月遅れてしまいましたが、
遅れを取り戻せるよう精いっぱい努力していきたいと思いま
す。
　専門は流体力学、なかでも衝撃波の関わる高速な現象を対
象としています。名古屋大学では航空宇宙工学専攻の学生と
して、超音速航空機の空力問題について取り組みました。衝

撃波が伝わっていく空気の温度や流速が衝撃波にどのような
影響を与えるか、また、そのような作用を利用して衝撃波の
生じる流れを制御できないか、といった点がテーマとなり、
各種実験を行ってきました。大学も研究テーマも、もともと
は航空機・宇宙機に憧れて選んできましたが、研究をやって
いるうちに現象の面白さに惹かれていき、産総研で関連した
研究を続けていくことになりました。産総研では、主に火薬
類の爆発に伴う爆風の被害評価や被害低減技術の開発に取り
組み、より安全で便利な社会の実現に貢献していきたいと考
えています。簡単ではありますが、どうぞよろしくお願いい
たします。

社会とLCA研究グループ　森本 慎一郎

　2018年7月1日より安全科学研究部門
社会とLCA研究グループに配属になりま
した森本慎一郎と申します。どうか、よ
ろしくお願い申し上げます。
　私は博士課程を修了してから大学助手

を経て2006年に管理運営部門にありました旧技術情報部門
に研究戦略アナリストとして採用されました。その後はイノ
ベーション推進本部での業務に携わりながら調査研究を行っ
ておりましたが、今後はより専門的に調査研究に従事したい
と考え、異動してまいりました。
　学生の頃の専門は化学工学やプロセス工学などでしたが、
産総研に入所してからは様々な領域の方々からご依頼を頂
き、広範な分野で調査研究を行ってまいりました。バイオマ

ス、磁性材料、鉱物資源、エレクトロニクス、医療など自分
の専門外の分野でも調査し、レポートや論文等で結果を公表
しておりました。私にとっては、国内外を問わず、自分の調
査分析結果を見て喜んでくれる人がいれば、それが何よりの
生きがいです。
　社会とLCA研究グループでは自動車、廃熱利用、（コーティ
ングなどの）製造に係わる様々な次世代技術の技術評価を行
うため、LCAをベースに独自の手法を確立していきたいと
思っております。そのためのデータ収集やヒアリング調査を
積極的に行っていくつもりです。皆様が研究を行う上で、何
か調査分析のニーズがありましたら、いつでもお役に立たせ
て頂きたいと存じております。
　どうか、よろしくお願い申し上げます。

　本年度４月より安全科学研究部門環境
暴露モデリンググループに配属になりま
した、小栗朋子と申します。新人研修や
研究環境整備がようやく一段落し、これ
から本格的に新しい研究がはじまるとワ
クワクしています。また生活面でも、都

会的な雰囲気と長閑さが共存するつくばはとても面白く、暮
らしやすい街だと感じます。
　産総研に入所前は、民間企業に勤務後、国立環境研究所

（国環研）の資源循環・廃棄物研究センターに2年、名古屋
市立大学大学院医学研究科に１年半、国環研の環境リスク・
健康研究センターに１年半在籍し、ヒ素や鉛といった金属類

を中心とした化学物質の暴露量とその健康影響、リスク評価
について、実際のヒト集団を対象とした研究を進めてきまし
た。暴露量の定量的な測定には環境モニタリングとバイオモ
ニタリングの手法を用い、食物や土壌、ハウスダスト、大気、
製品、廃棄物などの環境媒体や血液、尿など生体試料中に含
まれる化学物質の濃度測定、その結果の統計解析が主な研究
アプローチです。
　産総研では健康リスク評価や健康影響評価に資するため
の、化学物質の暴露係数の整備や暴露のバイオマーカーの高
度化等、暴露評価手法に関する新たな研究に日々邁進してい
きたいと考えております。皆様、今後共ご指導ご鞭撻のほ
ど、どうぞ宜しくお願い致します。

環境暴露モデリンググループ　小栗 朋子

Hello everyone! My name is Mian-
qiang Xue. I am from Shandong, east 
of China. I obtained my PhD from 
Shanghai Jiao Tong University. I 
worked in University of California, 
Davis as a research assistant from 

2013 to 2014. Afterwards, I came to Osaka Universi-
ty and worked there as a specially appointed 
researcher from 2015 to 2018. From this April, I 
joined in RISS of AIST. 

I am keen to pursue a career in sustainability with 
great passion. My interest has mainly focused on 
risk/risk trade-off in the chemical substitution and 

introduction of new energy system. My goal is to de-
crease the environmental risk during transitions of 
urban systems towards sustainability. This goal will 
be achieved by development, integration, and appli-
cation of tools including but not limited to material 
flow analysis (MFA), life cycle assessment (LCA) and 
risk assessment (RA). Currently, I am working on 
assessment of direct use of ammonia in the context 
of hydrogen economy. 

I am very happy and so excited to become a 
member of such a vibrating and friendly unit. I am 
confident that through our endeavor, collaboration 
and innovation, we will make a difference in this area.

排出暴露解析グループ　薛面 強
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リスク評価戦略グループ　岩崎 雄一
Society of Freshwater Science 2018 Annual Meeting 参加報告

　2018年5月20 ～ 24日まで、米国デトロイトで開催された
Society of Freshwater Science（SFS：淡水科学会） の年
会に参加してきました。デトロイトは「治安が悪そう」という巷
の評判にビクビクしていましたが、特に問題なく過ごせました。
　SFSは、元 々、北 米 底 生 動 物 学 会（North American 
Benthological Society）という名前の、底生動物（湖沼や
河川等の底に生息する生物全般を指す）に関する研究を中心
とした学会でした。そのため、私の主な研究材料である河川
の底生動物を利用した環境影響評価に関する発表が多くあり、
初めての参加でしたが、毎日楽しみに会場に足を運びました。
　私自身は、野外調査とメソコスム実験結果を用いて、底生
動物の金属に対する感受性ランキングを推定・比較した研究
成果について口頭発表を行いました。このような知見は、野
外における影響を理解する上で貴重な情報になると考えてい
ます。質疑では、質問者の声が聞き取れず困惑したのです
が、「I cannot hear you clearly」等と正直に回答すれば解
決した話だったなと後になって思いました（また1つ大人に
なりました）。
　研究発表のテーマは、私が拝聴した限りでも、化学物質だ
けでなく生物・物理的な影響要因、対象生物も底生動物だけ

でなく藻類や魚類、もちろん応用だけでなく基礎的な生態学
的研究など、多岐にわたっていました。フランクな学会で、
ワシントン大学のOldenさんや米国地質調査所のCarlisleさ
んなど、論文の中の “憧れ” の人とも直接お話することがで
き個人的にも大満足でした。本学会での発表に際し、ご協
力、ご支援頂いた関係者の皆様にこの場を借りて感謝申し上
げます。

環境暴露モデリンググループ　梶原 秀夫
TAPPI NANO 2018 参加報告

　2018年6月11日（月）から14日（木）にかけて米国ウィ
スコンシン州マディソンで開かれたナノ材料に関する国際会
議（2018 International Conference on Nanotechnolo-
gy for Renewable Materials）に初めて参加しました。こ
の会議は主催団体である「パルプ製紙業界技術協会」の略称
をとって” TAPPI NANO” と呼ばれており、ナノセルロー
ス材料についての物化特性、製法、機能、用途、安全性など
様々な側面についての研究発表が行われる場でした。私は
ワークショップでは「バイオ・ナノテクノロジーの商業化の
ための実践的な安全戦略」に参加し、各国のナノ材料とナノ
材料を用いた製品に対する規制、基準値、安全性試験につい
て情報収集しました。ポスターセッションでは昨年度から開
始されたNEDOプロジェクト「CNF（セルロースナノファ
イバー）の安全性評価手法の開発」の概要について説明を行
いました。CNFの安全性評価や検出・定量の手法について

は参加者から高い関心を集めました。本会議には日本からの
参加、発表も多く、また来年度は日本での開催が決まってお
り、ナノセルロース材料の研究開発において日本の存在感の
大きさが印象に残った会議でした。なお本会議への参加は
NEDO委託業務として行われました。

Society for Risk Analysis Asia Conference（東アジアリスク会議）2018
参加報告

国際会議参加報告

排出暴露解析グループ　小野 恭子

57th SOT参加報告 リスク評価戦略グループ　藤田 克英
　毒性分野における世界一の権威と水準を持つ毒性学会

（SOT: Society of Toxicology）の第57回年会が、2018年
3月11日から15日まで、米国Texas州San Antonioで開催
されました。年会には、毒性学に携わる各国の企業、大学、
研究機関、政府の関係者が多数集い、シンポジウムやポス
ター発表、展示会（ToxExpo）などが賑やかに開催されます。
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工業
ナノ材料の有害性評価（Nanotoxicology）に関する口頭発
表のセクションは、ワークショップ2課題、シンポジウム2
課題でした。昨年の第56回年会では、ワークショップ1課題
のみでしたので、発表数が増加したことになり、関心の高さ
が伺えます。ポスター発表も含め、活発な討論から、新たな
情報を得ることができました。私自身、「Cytotoxicity and 
mutagenicity of exfoliated graphene（剥離グラフェンの
細胞毒性と変異原性）」と題したポスター発表を行い、有意
義な議論をすることができました。次回、第58回年会は、

Maryland州Baltimoreで の 開 催 で す（期 間：2019年3月
10日から14日）。更なる成果を持って参加したいと思いま
す。本出張はNEDO委託業務により行われました。

　2018年3月13-14日、大阪府高槻市の関西大学高槻ミュー
ズキャンパスで開催された、Society for Risk Analysis Asia 
Conference 2018に参加しました。産総研安全科学研究部
門から水素ステーションのリスク評価関連で2件発表しました。
恒 見 清 孝グル ープ 長 は “Screening Risk Assessment of 
Energy Carrier of Hydrogen in a Hydrogen Refueling 
Station” と題した口頭発表で、定量的リスク評価手法を用い
た最新の結果を報告しました。筆者は “Public acceptance 
on hydrogen fueling stations for Japanese general 
people” と題したポスターで、リスク情報や安全対策情報を
提示すると水素ステーションの受容性は変化することを報告
しました。海外の研究者からも興味を持ってもらい、共同研
究の話がありました。また挑戦的な試みとして、筆者は「リ
スク評価と管理の枠組みを再整理する」というセッションを
企 画 し、日 本 の 学 会 で は あ ま り 議 論 さ れ な い “Risk 
Research and Regulatory Perspective” について話題提
供しました。活発な議論は大変勉強になりました。さらに、
当国際会議は日本リスク研究学会が主催（共催：関西大学）
でしたので、理事として運営も担当しました。参加者は全体

で約150名（うち海外から３分の１）、18か国からの参加が
ありました。主催側として、英語での必要十分な情報提供、
ハラル食などへの対応、大阪のアピールなどに努め、心配も
多々ありましたが、盛会に終わり安堵しております。

会場付近のSan Antonio River Walk

Gentleman TrichopterologistのDave Ruiterさんと。

マディソンの中心に位置するウィスコンシン州会議事堂セッションの合間に、SRA-Finland理事のYlonen博士（左）、
SRAの前会長MacDonell博士（右）と。
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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
〒305‐8569　　茨城県つくば市小野川16‐1
Phone  029-861-8452　  FAX  029-861-8422
E-mail: webmaster_riss-ml@aist.go.jp
URL:httpｓ://www.aist-riss.jp/

2018年9月25日発行　
RISS Newsletter： Safety & Sustainability　第32号

発　行　者 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
企画・編集 安全科学研究部門広報グループ

AIST08-E000021-32

受賞報告

編集後記

爆発安全研究グループ　杉山 勇太

安全科学研究部門　緒方 雄二

　第32号ではエネルギー評価、省エ
ネ技術普及を特集しました。リスク評
価同様、省エネなどのエネルギー技術

導入における研究機関の役割があります。また後半では当部
門の新人紹介、研究発表報告、学会賞受賞などを紹介しまし
た。今後も当部門の研究に注目いただければ幸いです。

■賞タイトル：2017年度火薬学会（論文）賞　
■受 賞 者 名：杉山勇太、若林邦彦、松村知治、中山良男
■受　賞　日：平成30年5月22日
　このたび、「地中式火薬庫爆発による爆風の角度指向性に
関する実験と数値解析」について火薬学会より論文賞を受賞
いたしました。評価対象となった論文は2016 ‒ 2017年に
Science and Technology of Energetic Materials 誌 で 発
表した3報です。火薬類取締法における技術基準のスマート
化を目指し、任意形状の地中式火薬庫の保安距離を評価する
ことを目的とした爆風現象の基礎的な研究を行いました。
　実験では出口方向を方位角0度とした爆風圧の角度指向性
と火薬庫長さの影響を検討しました。方位角が０度から大き
くなるに従って地中式火薬庫で発生する爆風が弱くなること
を確認しました。これを独自に開発した高エネルギー物質の
フィジカルハザード評価が可能な数値計算プログラムを用い

て解析した結果、実験で得られた爆風圧を再現し、保安距離
を決定する詳細な爆風圧分布を取得することができ、その等
値線図を非常に単純な楕円の方程式で表現できることを明ら
かにしました。また火薬庫形状を変化させた実験を行い、火
薬庫が長くなるほど爆風が弱くなることを示しました。
　これらの研究成果は火薬類取締法の技術基準について出口
方向からの角度や火薬庫形状を考慮した地中式火薬庫の保安
距離策定に向けた
重要な基礎データ
であり、火薬業界
の発展に寄与する
物 で あ る と し て 
火薬学会論文賞を
頂くこととなりま
した。

■賞タイトル：2017年度日本マリンエンジニアリング学会
賞（技術賞）

■受 賞 者 名：岡　秀行、緒方雄二、岡　泰資、太田　進
■受　賞　日：平成30年5月21日
　緒方雄二研究部門長は、2018年5月21日に公益社団法人
日本マリンエンジニアリング学会から2017年度技術賞を受
賞しました。本受賞は、国立研究開発法人海上・港湾・航空
技術研究所海洋リスク評価系岡秀行副系長、国際連携セン
ター太田進センター長、横浜国立大学岡泰資准教授と共同で
受賞しました。受賞対象の論文は、「車両積載区画を模擬し
た可燃性ガス風洞における水素の移流拡散シミュレーショ
ン」（日本マリンエンジニアリング学会誌第52巻第4号）で、
水素燃料電池自動車等の高圧可燃性ガスを燃料とする車両に
ついて自動車運搬船で海上輸送を想定して実大スケール実験
および数値シミュレーションから安全性を検証した結果を報

告した論文です。論文では、産総研つくば西事業所内に設置
された可燃性ガス風洞を利用して自動車運搬船の車両積載区
域を模擬した空間を可燃性ガス風洞内に設置して積載された
車両から水素の漏洩を想定した実大スケール実験を実施しま
した。また、その計測結果を基
に水素漏洩時の流動・拡散につ
いて数値流体力学的手法に基づ
く数値シミュレーションで評価
しました。これらの研究成果
は、国際海事機関（IMO）で水
素自動車等の海上輸送に対する
安全基準の整備に関する委員会
で審議され、2016年1月から新
たな安全基準が施行されていま
す。

産総研を離れ福島県立の研究試験機関である福島県ハイテクプラザに勤務して１年４か月が
経った。今回、省エネルギー技術普及特集の巻頭言を、との依頼を受けたので、公的研究機関
の役割について最近考えていることを省エネ再エネの普及と関連付けて述べてみたい。

産総研も公設試も同じだが、組織の存在理由の第一は産業（産総研の場合は鉱工業）の発展
を支援することである。そのためには、先導するための研究開発と同時に、様々な技術的課題に
対するソリューションを提供することが求められる。個別企業に対しても、社会全体に対しても同
じである。よく「開発した技術シーズを企業に提供して製品化、事業化してもらう」という説明を
今でも聞くが、これは甚だ一方的で、本来は「御社の（社会の）課題解決のためにこんな貢献
ができます」が正しいのではないだろうか。課題の解決には多くの場合、複数の技術の組み合わ
せが必要で、そのためには保有技術のラインナップの充実（必ず組織の限界があるが）、技術の
高度化、と同時にこれらを組み合わせて統合する力が求められる（これが難しい）。

省エネを例にとれば、様々なエネルギー消費のパターンを持つ住宅、オフィス、工場、地域な
どそれぞれに対して、最も有効な手段（技術）の組み合わせ（単一の機器導入では済まない場
合が多い）を提供する必要がある。これには全体の把握と幅広い正確な知識が必要である。い
わゆる専門家と呼ばれる人でも「コジェネにすると、発電機の効率が低いので全体効率が下がる」

（本末転倒）、「蓄電池は、普通の電力設備に比べて損失が大きいので、省エネのためには撤去す
べき」（何のために蓄電池を使うのか）などと発言するのを耳にすると、広い分野にまたがった勉
強や教育の必要性を痛感する。

省エネも、省エネだけに閉じた分野ではなく、資源制約、地球温暖化、再生可能エネルギーな
どと深く結びついている。太陽熱や地中熱の利用は、燃料や電力消費を減らす省エネ技術と言っ
てもよく、今や住宅やオフィスビルの設計に考慮すべき必須要素である。省エネも、再エネも元
はと言えば、様々なエネルギーの流れをもっと有効に便利に使おうという表裏一体の技術なので、
ゼロエミッションハウスなどは、究極の省エネルギー住宅という（である）べきである。

日本のエネルギー消費は、2010年以降一次エネルギーベースで約10%減少してきている。
GDP微増の中でこれほどの省エネを実現しているのは誇るべきことだが、これからは、個別技

術の改良や導入だけでなく、運輸分野におけるモビリティの変革や、ゼロエミッションビル、コン
パクトシティのように、社会システム全体を巻き込んだ省エネルギーを提案し、実行していかねば
ならない。そのためにはやはり、幅広い正確な知識と全体を統一して見る目、システムを統合す
る力、が必要である。公的研究機関にこれ全てを、というのは難しいかもしれないが、これに大
きく寄与することがこれからの組織の存在理由であり、期待されるところではないかと思う。
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