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部門講演会開催案内

編集後記
　第33号では経済産業省が進めてい
る「火薬類取締法の性能規定化・標準
化事業」の概要と、これに関連する当

部門での研究例をご紹介しました。火薬類取締法には、火薬
類の製造・運搬・貯蔵・消費・廃棄に係る様々な規定や技術
基準が存在します。それら個別具体的な規定・技術基準の性

能規定化等を検討するために複数の委員会が設置され、当部
門の研究者も委員として参加し、火薬類の爆発安全に関する
専門家の立場で発言しています。当部門はこれからも、関係
省庁、産業界や学協会と協力しながら、安心・安全で持続可
能な社会を実現するべく貢献してまいります。引き続き、皆
様のご理解・ご支援を賜りますよう、お願いいたします。

●日時：平成31年1月22日（火）13:30～17:20 （受付開始 13:00）
 　　　  ※参加費無料

●場所：産総研 臨海副都心センター 別館11階会議室（東京都江東区青海2-4-7）

●概要・目的
安全科学研究部門では、爆発安全・産業保安、化学物質リスク、ライフサイクルアセスメント、エネルギーシ
ステムに関する研究を実施しています。講演会では、私たちの研究を紹介し、安全で持続的発展可能な社会に
向けて、研究成果を事業者・行政で広く活用して頂くために、来場者とコミュニケーションを図りたいと考え
ています。今年度はテーマを「社会ニーズに応える安全科学研究」とし、講演・パネルディスカッション・ポ
スター発表を行います。

●参加申込：下記ホームページの参加フォームよりお申し込みください
　https://www.aist-riss.jp/symposium2019_program/　

　申込締切　平成31年1月15日(火)

　※定員200名に達し次第、締め切らせていただきます。
　※当日はお名刺をもって名札とさせていただきます。お名刺をご持参ください。

【アンケートにご協力ください】
パネルディスカッションでは、今後5年～10年程度を想定したときの安全科学研究部門の研究の方向性につい
て議論する予定です。以下のサイトでパネルディスカッションに向けたアンケートを実施しておりますので、
是非ご協力ください。
https://riss.wufoo.eu/forms/zdrghk511dkb2i/

平成30年度 産総研 エネルギー・環境シンポジウムシリーズ  安全科学研究部門講演会
テーマ：社会ニーズに応える安全科学研究

ご挨拶に先立ち、この度の西日本豪雨及び北海道胆振東部地震で亡くなられた方々へ心より
お悔やみ申し上げるとともに被災された皆様にお見舞い申し上げます。被災地の一日も早い復
旧・復興をお祈り申し上げます。

昨年5月に、日本火薬工業会の小林前会長から会長職を引き継ぎました、カヤク・ジャパン株
式会社の中野と申します。産業技術総合研究所（以下、産総研と称させていただきます）の皆
様には、日頃からご支援を賜りまして、厚く御礼申し上げます。

さて、当工業会は昭和15年6月、当時の火薬製造会社13社が共同出資して日本火薬工業組
合、次いで昭和16年6月に日本火薬共販株式会社を設立したのに始まります。その後、種々の
変遷を経て、日本産業火薬会が任意団体として昭和23年5月に設立され、平成2年5月にその名
称を日本火薬工業会に変更し、現在に至っております。現在、正会員会社11社、準会員17社で
構成されています。会の目的である「火薬業界共通の利益を増進し、その健全な発展を図るため
にお互いに協力しよう」という考えのもと、「保安の確保」、「技術の向上」、「人材育成」、「規制
緩和」、「業界の諸諸問題」を重点課題として掲げ活動しています。また、これらの活動を続ける
中、昭和38年から39年にかけて官民合同での海外火薬事情調査が行われました。戦後欧州先
進国における火薬産業の発展は著しく、特に製造技術の刷新、新用途の開発に見るべきものが
ありました。そこで、本産業を通じて我が国の産業全般の発展に寄与するためには、火薬学並び
に火薬工業技術の理論とその応用の研鑽を深め、火薬エネルギーの新しい利用開発を推進する
必要があり、火薬の基礎的・応用的研究に対する助成機関を設立することとなりました。当時の
日本産業火薬会の会員11社による寄付金を基本財産とした「財団法人火薬工業技術奨励会」（平
成25年4月に公益財団法人）を昭和45年5月に設立しました。昭和46年から現在まで総計280
件の研究に対する助成を行っております。産総研に当工業会がご支援いただいた直近のもので
は、平成28年度　経済産業省「標準化委託事業」安全・安心な社会形成等に資するJIS開発「火
薬類の安定度試験に関するJIS開発」、経済産業省 産業保安グループ 鉱山・火薬類監理官付が
進めている「火薬類爆発影響低減化実験」により、火薬庫の土堤構造や保安距離の見直し等、
法改正の根拠となるデータの取得にご尽力いただいております。また、火薬工業技術奨励会の関
係では、評議員・理事・審査員として、会の運営に多大なるご支援とご協力を頂いております。
この場を借りまして、改めて御礼申し上げます。

産業火薬類は戦後の日本経済復興の原動力として石炭採掘、水資源・鉱物資源の開発、また
高速道路、新幹線、空港等の建設といった産業開発の重要な基礎資材として、日本経済の発展
に大きな役割を果たしてきました。しかしながら、これからの産業爆薬類の需要環境を考えると、
従来型の公共投資（大型土木工事など）は財政問題や自然環境問題から、その実施は制約を受
けざるを得ず、産業火薬類の需要増を期待することは今のままでは厳しい状況にあります。

こうした厳しい環境の中、前述の日本火薬工業会の目的を再確認し、従来とは異なる分野への
用途技術開発へも目を向けて、業界として共通の利益増進のため、また社会のために如何に役
立つことができるかが業界共通の課題と認識しています。この課題解決に向けては、業界だけで
は難しく、今後とも、皆様のご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

産総研の爆発安全研究への期待
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特集：火薬類取締法の性能規定化・標準化
　　　火薬類取締法の大規模改正（性能規定化）

火薬類安定度の評価試験法の開発
（JIS K 4810、JIS K 4822および火薬類取締法の改正）

爆発利用・産業保安研究グループ　飯田 光明

爆発安全研究グループ　岡田 賢

1. はじめに
　安全科学研究部門では、火薬類の安全に関する幅広い研
究を実施しており、野外実験を始めとした爆発リスクの低
減化に関する研究のみならず、新たな評価試験法の開発も
行っています。2015年8月12日、死者165人の犠牲者を出
した中国天津浜海新区倉庫爆発事故は、記憶にあるのでは
ないでしょうか。この事故は、ニトロセルロースの自然発
火が事故原因とされています。日本では、2018年7月5日
群馬県の花火製造会社の火薬庫から出火し、火薬1tが燃え
る火災が発生しました。この事故についてもニトロセル
ロースの自然発火が原因ではないかと推測されています。
　ニトロセルロースをはじめとする硝酸エステルを主成分
とする火薬類は、時間経過とともに内部分解が進み、場合
によっては自然発火が生じる危険性が知られています。火
薬類取締法　第36条では火薬等の輸入や、製造後一定期間
を経過したものは、経年劣化の状況を確認するための所定
の安定度試験（遊離酸試験、耐熱性試験、加熱試験）を実

施し、その安全性を評価しなければならないことになって
います。しかしながら、耐熱試験（アーベル試験）に関し
ては、試薬である火薬用よう化カリウムデンプン紙が一般
に販売されなくなっており、火薬メーカーが定期的に試薬
メーカーに特注で生産してもらい試験を実施している状況
です。また、アーベル試験は試験火薬を65℃に加熱し、発
生するNOガスによって試験紙の色の変化（赤変）を目視で
確認するため、判定には熟練を要し、客観性に問題があると
されています。（写真１）そこで、発生するNOガスを安価で
簡便に定量的に評価する方法を検討することにしました。1）

2. 火薬類安定度の評価試験法の開発
　安定度試験は、10年以上前から見直しが必要とされてお
り、平成14年度安定度試験検討委員会（中村委員長）での
検討では、既存のアーベル試験の試験管に検知菅を直結し、
NO濃度を測る方法が提案されました。（図１）委員会も７
回開催され、代替とすることが良いとの結論に至りましたが,
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•火薬庫の自動警報装置：火薬庫には盗難防止のため自動警
報装置を設置することが義務付けられています。しかし、装置
の仕様が規定されたのは1977(昭和52)年であり、電池駆動
のサイレン式など旧態依然としたものでした。そこで、交流が
使用可能、無線人感センサ等の最新センサが使用可能、携帯
電話やメールでの管理者への通報が可能となるように火薬庫
の警報装置のJISを制定し、このJISを例示基準で引用する形に
改正することとしました。安全科学研究部門は、JIS制定の予
備委員会、原案作成委員会で中心的な役割を果たして貢献し
ています。
•火薬類の安定度試験：一部の火薬類には、分解が進行し自
然発火する性質をもつものがあります。そのため、自然発火の
危険性を確認する安定度試験を定期的に実施することが規定
されています。しかし、ほぼすべての火薬や爆薬に一律に試験
が義務付けられていたため、自然発火の可能性のある火薬や
爆薬だけに限定した規定に改正されます。さらに、その試験方
法も日本工業規格JISを直接引用する形式に改正されます。こ
のJISに、安全科学研究部門が実験で実証した新規の安定度
試験が加えられています。これについては、本ニュースレター
に紹介記事がありますので、そちらをご覧ください。　

3. おわりに
　火薬類取締法の技術基準(施行規則=省令)を性能規定化し、
告示で例示基準を規定する形式に改正することは、別の大き
なメリットがあります。それは、技術基準を改正しようとしたと
き、これまでは省令を改正しなければならなかったのが、告示
を改正するだけで済むことが多くなり、比較的容易にかつ素早
く改正が行えるようになることです。規則改正後は、安全科学
研究部門が実験で実証した新技術基準の火薬類取締法への反
映も、年単位の時を待たずに、数か月で行われるようになるか
もしれません。これから数年にかけて、次々と大幅な規則改正
が公表されることになります。ぜひ、注視しておいてほしいと
思います。

参考文献
1）「平成28年度火薬類取締法技術基準見直しに係る調査事
業報告書」、全国火薬類保安協会、2017年3月

2）「平成29年度火薬類取締法技術基準見直しに係る調査事
業報告書」、全国火薬類保安協会、2018年3月

1. 火薬類取締法技術基準のスマート化
　火薬類取締法施行規則（経済省令、火薬類取締法の技術
基準）の広範囲に及ぶ大規模な改正が進行中です。2018（平
成30）年11月時点で、まだ規則改正には至っていませんが、
すでに2015（平成27）年から改正作業が始まっています。
火薬類取締法及び同施行規則は1950（昭和25）年に制定さ
れ、昭和30年代に相次ぐ事故を受けて大幅な改正がありまし
たが、その後は産業実態や新技術対応のため逐次小規模な改
正を重ねてきました。今回、高圧ガス保安法などの保安に係る
法体系すべてについて、技術基準の仕様規定を性能規定化す
る方針（経済省は「スマート化」と称しています）で省令等の
見直しが進行しています。
　仕様規定とは、例えば「火薬庫の壁は厚さ15cmの鉄筋コ
ンクリート造りとすること」等のように、構造物であればその
材料、寸法等の仕様を具体的に規定したものです。一方、性
能規定とは、規定の目的を明確にしてそれを満足する性能のみ
を規定するもので、火薬庫の例では「火薬庫の壁は衝撃、振
動、火炎等に対して安全であり、盗難を防ぎ得る構造とするこ
と」のような規定になります。当然、どのような仕様が性能規
定化された基準に合致するかを別途定める必要があります。こ
れらは、例示基準として、経済省告示で定められる予定です。
火薬庫の壁の例だと、厚さ15cmの鉄筋コンクリート造り、厚
さ20cmのコンクリートブロック造り等の種々の仕様が例示基
準として告示されることになります。
　では、具体的にどのように改正作業が進められているかとい
うと、まず、施行規則（技術基準）が大きく4つの分野に分類
されました。火薬類の製造、貯蔵、消費、その他の4つです。
で、それぞれの分野において、3か年計画で改正作業が進め
られています。1年目は分野全体の見直しと性能規定化の検
討、2年目は性能規定化した規定の例示基準の検討、3年目
に産業構造審議会保安分科会火薬小委員会という審議会で性
能規定化・例示基準案を審査し、パブリックコメントを経て規
則改正するという計画です。製造は2015（平成27）年から、
貯蔵は2016（平成28）年から、消費は2017（平成29）年
から、残りのその他の分野は2018（平成30）年から3か年
計画で改正作業が進行しています。おや？と思われたかもしれ
ません。計画どおりであれば、製造分野は昨年の2017（平
成29）年に施行規則が改正され、例示基準が告示されている
はずなのですが、審議会の審査が予定どおりに通ったあと、
パブリックコメントを出す前の段階でつまずいています。経済
省内の法令の審査部署との交渉が長引いていて、1年半以上
計画が遅れている状態ですが、おそらく、本年度内にはまず

製造分野の規則改正が行われると思います。一度改正が行わ
れたら、その後は次々と1年を経ない間隔で貯蔵、消費等の改
正が順次行われるものと思われます。

2. 規則改正における安全科学研究部門の貢献
　安全科学研究部門では、これまでにも野外実験等で法令改
正に必要なデータの取得、提供、法令改正の条文案の提示、
あるいは経済省火薬班の技術的支援を行って火薬類取締法令
改正に多くの貢献をなしてきました。主な例を挙げれば、庫外
貯蔵庫の貯蔵方法追加、爆轟（ごう）転移しやすい無煙火薬
の規制強化、不発弾処理基準追加、煙火の遠隔点火移行、
地下式火薬庫の構造基準追加等の改正があり、いずれも安全
科学研究部門の実験、データ解析、技術基準案策定等がなけ
れば実施できなかった法令改正です。
　今回の技術基準性能規定化（スマート化）においても、まず、
性能規定や例示基準の検討委員会のメンバや事務局として、
改正原案の作成作業に大きな貢献をしています。のみならず、
安全科学研究部門が実施してきた野外実験や室内実験等の結
果が、規則改正案や例示基準案に数多く反映されています。
その主なものを、以下、簡単な説明をつけて紹介します。
•火薬類の威力に応じた保安距離：火薬庫や火薬類製造施設
は、万が一爆発したときに周囲の施設等に甚大な被害を及ぼ
さないように、それらの施設等との間に保安距離とよばれる安
全確保のための距離を保たなくてはなりません。これまでは、
火薬類の質量で一律に保安距離が規定されていましたが、火
薬類の爆発威力に応じた保安距離に改正されます。この火薬
類の爆発威力の定量化には、安全科学研部門が数年にわたっ
て野外実験で測定してきた爆風圧や放射熱の値が反映されて
います。
•製造工室の静電気対策：安全科学研究部門が厚生労働省
の旧産業安全研究所の協力を得て実施した火薬類製造工程で
の人、器具等への静電気の帯電量測定と帯電防止対策検討結
果が、例示基準案に反映されています。
•片側が垂直な土堤：火薬庫や火薬類製造施設等は爆発被
害の拡大を防ぐため土堤で囲む必要があります。これまでは土
が崩れ出さないように45度の傾斜で土堤を構築しなければな
りませんでした。しかし、土木技術の進歩でソイルセメントのよ
うに垂直な土の壁も構築できるようになったため、これを認め
る改正案になっています。垂直土堤であっても、従来の45度
土堤と同様に、火薬庫等が万が一爆発しても危険な重量飛散
物の飛散を阻止できる等の安全性に遜色ないことを安全科学
研究部門が野外実験で確認しています。
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特集：火薬類取締法の性能規定化・標準化
　　　火薬類取締法の大規模改正（性能規定化）

火薬類安定度の評価試験法の開発
（JIS K 4810、JIS K 4822および火薬類取締法の改正）

爆発利用・産業保安研究グループ　飯田 光明

爆発安全研究グループ　岡田 賢

1. はじめに
　安全科学研究部門では、火薬類の安全に関する幅広い研
究を実施しており、野外実験を始めとした爆発リスクの低
減化に関する研究のみならず、新たな評価試験法の開発も
行っています。2015年8月12日、死者165人の犠牲者を出
した中国天津浜海新区倉庫爆発事故は、記憶にあるのでは
ないでしょうか。この事故は、ニトロセルロースの自然発
火が事故原因とされています。日本では、2018年7月5日
群馬県の花火製造会社の火薬庫から出火し、火薬1tが燃え
る火災が発生しました。この事故についてもニトロセル
ロースの自然発火が原因ではないかと推測されています。
　ニトロセルロースをはじめとする硝酸エステルを主成分
とする火薬類は、時間経過とともに内部分解が進み、場合
によっては自然発火が生じる危険性が知られています。火
薬類取締法　第36条では火薬等の輸入や、製造後一定期間
を経過したものは、経年劣化の状況を確認するための所定
の安定度試験（遊離酸試験、耐熱性試験、加熱試験）を実

施し、その安全性を評価しなければならないことになって
います。しかしながら、耐熱試験（アーベル試験）に関し
ては、試薬である火薬用よう化カリウムデンプン紙が一般
に販売されなくなっており、火薬メーカーが定期的に試薬
メーカーに特注で生産してもらい試験を実施している状況
です。また、アーベル試験は試験火薬を65℃に加熱し、発
生するNOガスによって試験紙の色の変化（赤変）を目視で
確認するため、判定には熟練を要し、客観性に問題があると
されています。（写真１）そこで、発生するNOガスを安価で
簡便に定量的に評価する方法を検討することにしました。1）

2. 火薬類安定度の評価試験法の開発
　安定度試験は、10年以上前から見直しが必要とされてお
り、平成14年度安定度試験検討委員会（中村委員長）での
検討では、既存のアーベル試験の試験管に検知菅を直結し、
NO濃度を測る方法が提案されました。（図１）委員会も７
回開催され、代替とすることが良いとの結論に至りましたが,
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•火薬庫の自動警報装置：火薬庫には盗難防止のため自動警
報装置を設置することが義務付けられています。しかし、装置
の仕様が規定されたのは1977(昭和52)年であり、電池駆動
のサイレン式など旧態依然としたものでした。そこで、交流が
使用可能、無線人感センサ等の最新センサが使用可能、携帯
電話やメールでの管理者への通報が可能となるように火薬庫
の警報装置のJISを制定し、このJISを例示基準で引用する形に
改正することとしました。安全科学研究部門は、JIS制定の予
備委員会、原案作成委員会で中心的な役割を果たして貢献し
ています。
•火薬類の安定度試験：一部の火薬類には、分解が進行し自
然発火する性質をもつものがあります。そのため、自然発火の
危険性を確認する安定度試験を定期的に実施することが規定
されています。しかし、ほぼすべての火薬や爆薬に一律に試験
が義務付けられていたため、自然発火の可能性のある火薬や
爆薬だけに限定した規定に改正されます。さらに、その試験方
法も日本工業規格JISを直接引用する形式に改正されます。こ
のJISに、安全科学研究部門が実験で実証した新規の安定度
試験が加えられています。これについては、本ニュースレター
に紹介記事がありますので、そちらをご覧ください。　

3. おわりに
　火薬類取締法の技術基準(施行規則=省令)を性能規定化し、
告示で例示基準を規定する形式に改正することは、別の大き
なメリットがあります。それは、技術基準を改正しようとしたと
き、これまでは省令を改正しなければならなかったのが、告示
を改正するだけで済むことが多くなり、比較的容易にかつ素早
く改正が行えるようになることです。規則改正後は、安全科学
研究部門が実験で実証した新技術基準の火薬類取締法への反
映も、年単位の時を待たずに、数か月で行われるようになるか
もしれません。これから数年にかけて、次々と大幅な規則改正
が公表されることになります。ぜひ、注視しておいてほしいと
思います。

参考文献
1）「平成28年度火薬類取締法技術基準見直しに係る調査事
業報告書」、全国火薬類保安協会、2017年3月

2）「平成29年度火薬類取締法技術基準見直しに係る調査事
業報告書」、全国火薬類保安協会、2018年3月

1. 火薬類取締法技術基準のスマート化
　火薬類取締法施行規則（経済省令、火薬類取締法の技術
基準）の広範囲に及ぶ大規模な改正が進行中です。2018（平
成30）年11月時点で、まだ規則改正には至っていませんが、
すでに2015（平成27）年から改正作業が始まっています。
火薬類取締法及び同施行規則は1950（昭和25）年に制定さ
れ、昭和30年代に相次ぐ事故を受けて大幅な改正がありまし
たが、その後は産業実態や新技術対応のため逐次小規模な改
正を重ねてきました。今回、高圧ガス保安法などの保安に係る
法体系すべてについて、技術基準の仕様規定を性能規定化す
る方針（経済省は「スマート化」と称しています）で省令等の
見直しが進行しています。
　仕様規定とは、例えば「火薬庫の壁は厚さ15cmの鉄筋コ
ンクリート造りとすること」等のように、構造物であればその
材料、寸法等の仕様を具体的に規定したものです。一方、性
能規定とは、規定の目的を明確にしてそれを満足する性能のみ
を規定するもので、火薬庫の例では「火薬庫の壁は衝撃、振
動、火炎等に対して安全であり、盗難を防ぎ得る構造とするこ
と」のような規定になります。当然、どのような仕様が性能規
定化された基準に合致するかを別途定める必要があります。こ
れらは、例示基準として、経済省告示で定められる予定です。
火薬庫の壁の例だと、厚さ15cmの鉄筋コンクリート造り、厚
さ20cmのコンクリートブロック造り等の種々の仕様が例示基
準として告示されることになります。
　では、具体的にどのように改正作業が進められているかとい
うと、まず、施行規則（技術基準）が大きく4つの分野に分類
されました。火薬類の製造、貯蔵、消費、その他の4つです。
で、それぞれの分野において、3か年計画で改正作業が進め
られています。1年目は分野全体の見直しと性能規定化の検
討、2年目は性能規定化した規定の例示基準の検討、3年目
に産業構造審議会保安分科会火薬小委員会という審議会で性
能規定化・例示基準案を審査し、パブリックコメントを経て規
則改正するという計画です。製造は2015（平成27）年から、
貯蔵は2016（平成28）年から、消費は2017（平成29）年
から、残りのその他の分野は2018（平成30）年から3か年
計画で改正作業が進行しています。おや？と思われたかもしれ
ません。計画どおりであれば、製造分野は昨年の2017（平
成29）年に施行規則が改正され、例示基準が告示されている
はずなのですが、審議会の審査が予定どおりに通ったあと、
パブリックコメントを出す前の段階でつまずいています。経済
省内の法令の審査部署との交渉が長引いていて、1年半以上
計画が遅れている状態ですが、おそらく、本年度内にはまず

製造分野の規則改正が行われると思います。一度改正が行わ
れたら、その後は次々と1年を経ない間隔で貯蔵、消費等の改
正が順次行われるものと思われます。

2. 規則改正における安全科学研究部門の貢献
　安全科学研究部門では、これまでにも野外実験等で法令改
正に必要なデータの取得、提供、法令改正の条文案の提示、
あるいは経済省火薬班の技術的支援を行って火薬類取締法令
改正に多くの貢献をなしてきました。主な例を挙げれば、庫外
貯蔵庫の貯蔵方法追加、爆轟（ごう）転移しやすい無煙火薬
の規制強化、不発弾処理基準追加、煙火の遠隔点火移行、
地下式火薬庫の構造基準追加等の改正があり、いずれも安全
科学研究部門の実験、データ解析、技術基準案策定等がなけ
れば実施できなかった法令改正です。
　今回の技術基準性能規定化（スマート化）においても、まず、
性能規定や例示基準の検討委員会のメンバや事務局として、
改正原案の作成作業に大きな貢献をしています。のみならず、
安全科学研究部門が実施してきた野外実験や室内実験等の結
果が、規則改正案や例示基準案に数多く反映されています。
その主なものを、以下、簡単な説明をつけて紹介します。
•火薬類の威力に応じた保安距離：火薬庫や火薬類製造施設
は、万が一爆発したときに周囲の施設等に甚大な被害を及ぼ
さないように、それらの施設等との間に保安距離とよばれる安
全確保のための距離を保たなくてはなりません。これまでは、
火薬類の質量で一律に保安距離が規定されていましたが、火
薬類の爆発威力に応じた保安距離に改正されます。この火薬
類の爆発威力の定量化には、安全科学研部門が数年にわたっ
て野外実験で測定してきた爆風圧や放射熱の値が反映されて
います。
•製造工室の静電気対策：安全科学研究部門が厚生労働省
の旧産業安全研究所の協力を得て実施した火薬類製造工程で
の人、器具等への静電気の帯電量測定と帯電防止対策検討結
果が、例示基準案に反映されています。
•片側が垂直な土堤：火薬庫や火薬類製造施設等は爆発被
害の拡大を防ぐため土堤で囲む必要があります。これまでは土
が崩れ出さないように45度の傾斜で土堤を構築しなければな
りませんでした。しかし、土木技術の進歩でソイルセメントのよ
うに垂直な土の壁も構築できるようになったため、これを認め
る改正案になっています。垂直土堤であっても、従来の45度
土堤と同様に、火薬庫等が万が一爆発しても危険な重量飛散
物の飛散を阻止できる等の安全性に遜色ないことを安全科学
研究部門が野外実験で確認しています。
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　平成30年9月14日(金)  14:45 ～ 17:50、会場を産業技術

総合研究所 つくば西の会議室として、高エネルギー物質の

爆発・衝撃物理化学に関する講演会を開催しました。今回は

University of Dayton Research Instituteの 堀 江 康 之 先

生と九州大学名誉教授の永山邦仁先生にご講演を頂きまし

た。お二人とも凝縮相衝撃波研究の分野で世界的権威です。

米国物理学会の凝縮相衝撃波分野では顕著な業績のある研究

者に与えられるGeorge E. Duvall Shock Science Award

なる賞があります。パイオニアであるDuvall教授の名前が

付いたものです。堀江先生はDuvall教授の第1期卒業生

（1966年Washington State University）です。その後、

North Carolina State University（教授）、ロスアラモス、

米空軍関係研究機関を経て現在に至ります。先生が指導した

研究者の多くが世界中で衝撃波研究の大物研究者になってい

るばかりでなく、ご自身は現在でも現役で研究活動を展開さ

れております。永山先生は九州大学において衝撃関係で学位

取得後は、熊本大学付属衝撃エネルギー実験所にて火薬類の

爆発現象解明・応用に関する研究を指導し1970年代の後半

からは凝縮系の衝撃現象に関する著名な国際誌に多くの論文

を発表されました。その後，九州大学応用物理へ移り、超高

速度流しホログラム撮影システムなど高速現象の解明で重要

となる測定技術を開発されました。統計力学をご専門とし、

衝撃波分野きっての理論派で知られており、私も九大助手の

頃（2000年頃）より現在に至るまで火薬類の衝撃起爆に関

する研究で指導を受けています。堀江先生、永山先生ともに

日本衝撃波研究会で最も権威のある賞Glass Memorial 

Lecture Awardを受賞されております。当日のメインテー

マは火薬類の起爆現象に関するカレントな研究とし、研究の

歴史についても紹介いただくようお願いしました。狙いは、

凝縮相の衝撃波あるいは爆薬の起爆過程の研究で世界トップ

レベルの研究者の研究内容や研究歴に触れることで、特に爆

発に関する研究分野の研究者に凝縮相衝撃波を含み、起爆

現象の研究に興味をもって頂くことでした。所内の研究者

ならびに火薬学会の爆発安全や爆発衝撃加工などの専門部

会委員の皆様にお知らせしました。その結果、所外からは、

爆発研究所、東北大学流体研究所、岐阜大学、横浜国立大学

関係者からの参加を頂きました。ありがとうございました。

当日は以下のプログラムで実施され、活発な質疑応答があり

ました。

14:45 ～ 14:50 開会のあいさつ 
 緒方雄二 産総研 安全科学研究部門長

14:50 ～ 15:30 Numerical modeling of SDT 
 講演者 久保田士郎（AIST）

15:30 ～ 17:50 高エネルギー物質の爆発・衝撃物理化学
 に関する講演（2件）

題 目　「A selection rule for flyer plates, shock sensitiv-
ity, and margin of performance」

講 師　Yasuyuki Horie（University of Dayton Research 
Institute）

題 目　「Studies of EOS for Condensed Systems at 
High Pressures and Temperatures」

講 師　 Kunihito Nagayama（Kyushu University）

追加データの検証が十分でなく、火薬類取締法への適応は見
送られました。
　平成27年度より、我々研究グループは直結式ではガス濃
度が正しく評価できない理由を明らかにし、これを改良する
ことにより図２のような試験管にサンプリングバッグと注射
筒を直結させ、ガスを撹拌してからサンプリングバッグにガ
スを導入し、検知管で測定する方法を開発しました。この試
験法では、火薬から発生するNOガスを正しく評価できるこ
とを確認しました（JIS K 4810）。ニトロセルロースに金属
酸化物を混合し、模擬劣化火薬を調整したり、標準NOガス
を使用して確認実験を行い、8分での濃度閾値110ppmを決
定しました。これは、火薬類取締法に反映される予定です。
定めた試験法は、主要火薬メーカーにテストを依頼し、作業
手法の確認を行うとともに、実際の火薬を使用して、同様の
結果が得られるか確認しました。（簡易的なラウンドロビン
試験）市販の検知菅を使用しても、火薬類の安定度が評価で
きるようになりました。
　また、プロジェクト期間中の2016年にダイナマイトが製
造停止となり、火薬用よう化カリウムでんぷん紙の品質保証
用に使用されていたので、試験法の見直しが必要になりまし
た。そこで、標準NOガスを使用して、試験紙の品質保証の
確認が行える手法を開発しました（JIS K 4822）。

3. 安定度試験の今後
　2017年11月、国 連 危 険 物 輸 送 専 門 家 小 委 員 会

（UNSCETDG）において、ニトロセルロースの 安 定 性は
132℃でベルクマンユンク試験（BJ試験）を実施することで、
NCを2時間加熱して2.5ml（NC 1g）以下のNOガス発生量
であれば、最高温度40℃で2年間の貯蔵安定性があることが
示されました。また、メチルバイオレッド紙を用いた134.5℃
での試験（MV試験）で30分以上の変色時間であれば安定で
あることも示されており、これらBJ試験およびMV試験を国連
のモデル規則に規定を組み込むべきとの提案がドイツ政府より
ありました。2）日本でも採用されているアーベル試験は感度が
高すぎるため、安定度試験に向かず、不適当であるとの見解
も出てきています。WONIPA（世界ニトロセルロース製造者
組合）においてもアーベル試験を廃止し、BJ試験を採用する
との報告がありました。イギリス政府においてもアーベル試験
を終了するとの報告もあり、世界の潮流としては、アーベル試
験からBJ試験もしくはMV試験への転換が進んでおり、日本
においてもさらなる見直しを進める必要があると思われます。

参考文献
1） 「平成27年度火薬類経年劣化評価方法に関する調査研究

事業報告書」経済産業省鉱山・火薬類監理官付、2016
年3月

2）Stability tests for nitrocellulose, Transmitted by 
t h e  e x p e r t  f r o m  G e r m a n y ,  S T / S G / A C .  
10/C.3/2017/35, United Nations.
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　平成30年9月14日(金)  14:45 ～ 17:50、会場を産業技術

総合研究所 つくば西の会議室として、高エネルギー物質の

爆発・衝撃物理化学に関する講演会を開催しました。今回は

University of Dayton Research Instituteの 堀 江 康 之 先

生と九州大学名誉教授の永山邦仁先生にご講演を頂きまし

た。お二人とも凝縮相衝撃波研究の分野で世界的権威です。

米国物理学会の凝縮相衝撃波分野では顕著な業績のある研究

者に与えられるGeorge E. Duvall Shock Science Award

なる賞があります。パイオニアであるDuvall教授の名前が

付いたものです。堀江先生はDuvall教授の第1期卒業生

（1966年Washington State University）です。その後、

North Carolina State University（教授）、ロスアラモス、

米空軍関係研究機関を経て現在に至ります。先生が指導した

研究者の多くが世界中で衝撃波研究の大物研究者になってい

るばかりでなく、ご自身は現在でも現役で研究活動を展開さ

れております。永山先生は九州大学において衝撃関係で学位

取得後は、熊本大学付属衝撃エネルギー実験所にて火薬類の

爆発現象解明・応用に関する研究を指導し1970年代の後半

からは凝縮系の衝撃現象に関する著名な国際誌に多くの論文

を発表されました。その後，九州大学応用物理へ移り、超高

速度流しホログラム撮影システムなど高速現象の解明で重要

となる測定技術を開発されました。統計力学をご専門とし、

衝撃波分野きっての理論派で知られており、私も九大助手の

頃（2000年頃）より現在に至るまで火薬類の衝撃起爆に関

する研究で指導を受けています。堀江先生、永山先生ともに

日本衝撃波研究会で最も権威のある賞Glass Memorial 

Lecture Awardを受賞されております。当日のメインテー

マは火薬類の起爆現象に関するカレントな研究とし、研究の

歴史についても紹介いただくようお願いしました。狙いは、

凝縮相の衝撃波あるいは爆薬の起爆過程の研究で世界トップ

レベルの研究者の研究内容や研究歴に触れることで、特に爆
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会委員の皆様にお知らせしました。その結果、所外からは、
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関係者からの参加を頂きました。ありがとうございました。

当日は以下のプログラムで実施され、活発な質疑応答があり

ました。
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題 目　「Studies of EOS for Condensed Systems at 
High Pressures and Temperatures」

講 師　 Kunihito Nagayama（Kyushu University）

追加データの検証が十分でなく、火薬類取締法への適応は見
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定しました。これは、火薬類取締法に反映される予定です。
定めた試験法は、主要火薬メーカーにテストを依頼し、作業
手法の確認を行うとともに、実際の火薬を使用して、同様の
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高すぎるため、安定度試験に向かず、不適当であるとの見解
も出てきています。WONIPA（世界ニトロセルロース製造者
組合）においてもアーベル試験を廃止し、BJ試験を採用する
との報告がありました。イギリス政府においてもアーベル試験
を終了するとの報告もあり、世界の潮流としては、アーベル試
験からBJ試験もしくはMV試験への転換が進んでおり、日本
においてもさらなる見直しを進める必要があると思われます。

参考文献
1） 「平成27年度火薬類経年劣化評価方法に関する調査研究

事業報告書」経済産業省鉱山・火薬類監理官付、2016
年3月

2）Stability tests for nitrocellulose, Transmitted by 
t h e  e x p e r t  f r o m  G e r m a n y ,  S T / S G / A C .  
10/C.3/2017/35, United Nations.
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■賞タイトル：日本環境毒性学会CERI学会賞
■受　賞　者　名：岩崎雄一
■受　賞　日：2018年9月12日
　私の主要な研究テーマである「野外調査および数理・統
計モデルをベースとした金属の生態リスク評価」の研究成
果について、日本環境毒性学会よりCERI 学会賞を頂きまし
た。この場を借りて、化学物質評価研究機構（CERI）及び
学会関係者の皆様に感謝申し上げます。単純化された室内
試験と複雑な野外における影響評価を “繋ぐ” ために進めて
きた研究成果とともに、知見の普及を目的として意識的に
日本語で書いてきた総説・解説論文にも言及された受賞理
由を拝聴し、非常に感慨深いものがありました。これまで
の研究成果は（間違いなくこれからも）、「魅力的な人との
出会い」に支えられています。愛すべき師匠である横国大
の松田裕之先生、指導教官以上の指導をして頂いた東大の
加賀谷隆先生、遠隔の論文執筆指導ながら圧倒的な英作文
力となんともいえない安心感を提供して下さったカーディ
フ大学のSteve Ormerod先生、家族の一員ように私がのび

のびと研究生活を送れる場を作って下さったコロラド州立
大学のWill Clements先生に出会えたからこそ、なし得た
成果であることは間違いありません（注：実際はSteve，
Willとファーストネームで呼んでいます）。また、今は同じ
グループに所属している加茂さんに、博士時代から「論文
を書くこと（イントロ書いたから、あとよろしく！）」や「数
理モデルのイロハ」を教えてもらったことも大きいように
思います。一緒に研究して下さった皆様に感謝申し上げま
す。「結局は人対人やきね（土佐弁）」という祖母の言葉が
身にしみます。

■賞タイトル：第24回日本環境毒性学会研究発表会　ポス
ター賞

■受　賞　者　名：眞野浩行、篠原直秀
■受　賞　日：2018年9月12日
　このたび、2018年9月11－12日に開催された第24回日
本毒性学会研究発表会でポスター賞を受賞しました。受賞
したポスターは、「Daphnia属のミジンコ種に対するニッケ
ルの慢性毒性」で、日本に生息するミジンコ2種に対する
ニッケルの慢性毒性を調査した結果を報告しています。現
在、環境省は水生生物の保全に係るニッケルの水質目標値
を検討しています。現在の検討段階で導出された淡水域の
水質目標値は、Daphnia属のミジンコへの慢性毒性値に
よって決定されていますが、この値は、化学物質の審査等
で試験生物種として広く利用されている外来種のミジンコ

（オオミジンコ）1種に対する慢性毒性値から求められてい
ます。これまでに、国内に生息するDaphnia属のミジンコ

種への慢性毒性値の報告はなく、国内に生息するDaphnia
属のミジンコ種への慢性毒性の情報は、水質目標値の導出
に使われるDaphnia属のミジンコへの慢性毒性値に反映さ
れていませんでした。そこで、本研究では、国内に生息す
るDaphnia属のミジンコ2種（D. pulexとD. galeata）を
使ったニッケルの繁殖試験を行い、これらの種への慢性毒
性値を求めました。本研究で得られた毒性値は、ニッケル
の淡水域における水質目標値の導出のための重要なデータ
として活用されることが期待されます。

第16回国際デトネーションシンポジウム参加報告

国際会議参加報告 受賞報告

爆発利用・産業保安研究グループ　久保田 士郎

世界水素エネルギー会議（WHEC 2018）参加報告
社会とLCA研究グループ　小澤 暁人

　パリ協定の発効やIPCC 『1.5℃特別報告書』の発表を受け
てエネルギーの脱炭素化に対する要請が日増しに高まる中、
水素エネルギーは脱炭素化を実現するキーテクノロジーとし
て、その利活用に向けた取り組みが世界各国で進められてい
ます。そのような中、「世界水素エネルギー会議（WHEC 
2018）」が、2018年6月17～22日にブラジル・リオデジャ
ネイロにて開催されました。世界50数カ国から約600人が
参加した本会議は “情熱の国” ブラジルに相応しい活況ぶり
でした。産総研安全科学研究部門からは、国際水素サプライ
チェーンによるライフサイクル環境負荷に関する分析事例に
ついて報告しました。報告後の活発な意見交換を通じて、日
本の水素社会実現に向けた取り組みが世界的に注目されてい
ることを改めて実感しました。
　来年6月2～7日には「世界水素技術会議（WHTC 2019）」
が東京国際フォーラムで開催されます。わが国を舞台とする

この会議が、水素エネルギーに関する技術・知見を世界に発
信し、地球温暖化対策に貢献する場となることを期待しま
す。皆様のご参加を心よりお待ちしています。

　今回で16回を数える爆轟関係で世界最大の国際会議は、
4年あるいは5年の周期で開催されてきました。1951年、米
国ワシントン州で爆轟の物理化学に関する戦後初の会議とし
て第1回が開催され、第3回までは参加者の殆どは米国で、
第4回から国際会議となりました。高エネルギー物質は気相
と凝縮相（液体・固体）に分けることができ、爆轟挙動は
両者で大きく異なります。第3回以降は凝縮相に限るように
明記されました。会議の歴史は凝縮相高エネルギー物質の
爆轟研究の歴史で、会議の内容を把握できれば凝縮相デト
ネーションの最新の研究動向と歴史を把握したと言えます。
私は第13回（2006年）から第16回まで何とか発表を継
続 し て い ま す。7月15日（日）～7月20日（金）の 期 間 で、
Hyatt Regency Chesapeake Bay, Cambridge, MDで 実
施されました。セッション開始の前日（15日夜）に会場入
りする予定が、悪天候でflightがキャンセルになり翌日の昼
過ぎに到着したため、講演をいくつか聞き漏らしました。
16日（月）午前のセッションはシングル、同日午後から20
日会議終了まではすべて2会場でのパラレルセッションでし

た。発表時間は質疑応答込みですべて20分、時間厳守で質
疑応答中でも躊躇なく打ち切られます。終了後、質問者と
回答者に記入用紙が配られ、プロシーディングスに質疑応
答が掲載されるのが伝統です。例年、米国の国立研究所で
あるロスアラモス、ローレンス・リバモア、サンディアから
の発表が多く、今回は3機関のみで110件の発表件数にも及
びこれは全体の半分程度を占めます。米国以外からの発表は
例年より少ないように感じました。発表件数を増加させ、
存在感があったのは中国で、口頭発表は1件と少ないものの、
ポスターと合わせて中国全体で9件の発表が行われました。
こ れ は 国 別 で は、3番 目 に 多 い 発 表 件 数 で す。私 は

「Investigation of Simple and New Experimental 
Method on Shock to Detonation Transition Process」
なるタイトルで衝撃波からの爆轟転移過程の新しい評価手
法を提案しました。日本からの参加は私だけでした。大変興
味深い研究が多い国際会議であるので、同研究分野の啓蒙活
動を展開していきたいと考えています。

展示ブースに足を運ぶ参加者たち
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の松田裕之先生、指導教官以上の指導をして頂いた東大の
加賀谷隆先生、遠隔の論文執筆指導ながら圧倒的な英作文
力となんともいえない安心感を提供して下さったカーディ
フ大学のSteve Ormerod先生、家族の一員ように私がのび

のびと研究生活を送れる場を作って下さったコロラド州立
大学のWill Clements先生に出会えたからこそ、なし得た
成果であることは間違いありません（注：実際はSteve，
Willとファーストネームで呼んでいます）。また、今は同じ
グループに所属している加茂さんに、博士時代から「論文
を書くこと（イントロ書いたから、あとよろしく！）」や「数
理モデルのイロハ」を教えてもらったことも大きいように
思います。一緒に研究して下さった皆様に感謝申し上げま
す。「結局は人対人やきね（土佐弁）」という祖母の言葉が
身にしみます。

■賞タイトル：第24回日本環境毒性学会研究発表会　ポス
ター賞

■受　賞　者　名：眞野浩行、篠原直秀
■受　賞　日：2018年9月12日
　このたび、2018年9月11－12日に開催された第24回日
本毒性学会研究発表会でポスター賞を受賞しました。受賞
したポスターは、「Daphnia属のミジンコ種に対するニッケ
ルの慢性毒性」で、日本に生息するミジンコ2種に対する
ニッケルの慢性毒性を調査した結果を報告しています。現
在、環境省は水生生物の保全に係るニッケルの水質目標値
を検討しています。現在の検討段階で導出された淡水域の
水質目標値は、Daphnia属のミジンコへの慢性毒性値に
よって決定されていますが、この値は、化学物質の審査等
で試験生物種として広く利用されている外来種のミジンコ

（オオミジンコ）1種に対する慢性毒性値から求められてい
ます。これまでに、国内に生息するDaphnia属のミジンコ

種への慢性毒性値の報告はなく、国内に生息するDaphnia
属のミジンコ種への慢性毒性の情報は、水質目標値の導出
に使われるDaphnia属のミジンコへの慢性毒性値に反映さ
れていませんでした。そこで、本研究では、国内に生息す
るDaphnia属のミジンコ2種（D. pulexとD. galeata）を
使ったニッケルの繁殖試験を行い、これらの種への慢性毒
性値を求めました。本研究で得られた毒性値は、ニッケル
の淡水域における水質目標値の導出のための重要なデータ
として活用されることが期待されます。

第16回国際デトネーションシンポジウム参加報告

国際会議参加報告 受賞報告

爆発利用・産業保安研究グループ　久保田 士郎

世界水素エネルギー会議（WHEC 2018）参加報告
社会とLCA研究グループ　小澤 暁人

　パリ協定の発効やIPCC 『1.5℃特別報告書』の発表を受け
てエネルギーの脱炭素化に対する要請が日増しに高まる中、
水素エネルギーは脱炭素化を実現するキーテクノロジーとし
て、その利活用に向けた取り組みが世界各国で進められてい
ます。そのような中、「世界水素エネルギー会議（WHEC 
2018）」が、2018年6月17～22日にブラジル・リオデジャ
ネイロにて開催されました。世界50数カ国から約600人が
参加した本会議は “情熱の国” ブラジルに相応しい活況ぶり
でした。産総研安全科学研究部門からは、国際水素サプライ
チェーンによるライフサイクル環境負荷に関する分析事例に
ついて報告しました。報告後の活発な意見交換を通じて、日
本の水素社会実現に向けた取り組みが世界的に注目されてい
ることを改めて実感しました。
　来年6月2～7日には「世界水素技術会議（WHTC 2019）」
が東京国際フォーラムで開催されます。わが国を舞台とする

この会議が、水素エネルギーに関する技術・知見を世界に発
信し、地球温暖化対策に貢献する場となることを期待しま
す。皆様のご参加を心よりお待ちしています。

　今回で16回を数える爆轟関係で世界最大の国際会議は、
4年あるいは5年の周期で開催されてきました。1951年、米
国ワシントン州で爆轟の物理化学に関する戦後初の会議とし
て第1回が開催され、第3回までは参加者の殆どは米国で、
第4回から国際会議となりました。高エネルギー物質は気相
と凝縮相（液体・固体）に分けることができ、爆轟挙動は
両者で大きく異なります。第3回以降は凝縮相に限るように
明記されました。会議の歴史は凝縮相高エネルギー物質の
爆轟研究の歴史で、会議の内容を把握できれば凝縮相デト
ネーションの最新の研究動向と歴史を把握したと言えます。
私は第13回（2006年）から第16回まで何とか発表を継
続 し て い ま す。7月15日（日）～7月20日（金）の 期 間 で、
Hyatt Regency Chesapeake Bay, Cambridge, MDで 実
施されました。セッション開始の前日（15日夜）に会場入
りする予定が、悪天候でflightがキャンセルになり翌日の昼
過ぎに到着したため、講演をいくつか聞き漏らしました。
16日（月）午前のセッションはシングル、同日午後から20
日会議終了まではすべて2会場でのパラレルセッションでし

た。発表時間は質疑応答込みですべて20分、時間厳守で質
疑応答中でも躊躇なく打ち切られます。終了後、質問者と
回答者に記入用紙が配られ、プロシーディングスに質疑応
答が掲載されるのが伝統です。例年、米国の国立研究所で
あるロスアラモス、ローレンス・リバモア、サンディアから
の発表が多く、今回は3機関のみで110件の発表件数にも及
びこれは全体の半分程度を占めます。米国以外からの発表は
例年より少ないように感じました。発表件数を増加させ、
存在感があったのは中国で、口頭発表は1件と少ないものの、
ポスターと合わせて中国全体で9件の発表が行われました。
こ れ は 国 別 で は、3番 目 に 多 い 発 表 件 数 で す。私 は

「Investigation of Simple and New Experimental 
Method on Shock to Detonation Transition Process」
なるタイトルで衝撃波からの爆轟転移過程の新しい評価手
法を提案しました。日本からの参加は私だけでした。大変興
味深い研究が多い国際会議であるので、同研究分野の啓蒙活
動を展開していきたいと考えています。

展示ブースに足を運ぶ参加者たち
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部門講演会開催案内

編集後記
　第33号では経済産業省が進めてい
る「火薬類取締法の性能規定化・標準
化事業」の概要と、これに関連する当

部門での研究例をご紹介しました。火薬類取締法には、火薬
類の製造・運搬・貯蔵・消費・廃棄に係る様々な規定や技術
基準が存在します。それら個別具体的な規定・技術基準の性

能規定化等を検討するために複数の委員会が設置され、当部
門の研究者も委員として参加し、火薬類の爆発安全に関する
専門家の立場で発言しています。当部門はこれからも、関係
省庁、産業界や学協会と協力しながら、安心・安全で持続可
能な社会を実現するべく貢献してまいります。引き続き、皆
様のご理解・ご支援を賜りますよう、お願いいたします。

●日時：平成31年1月22日（火）13:30～17:20 （受付開始 13:00）
 　　　  ※参加費無料

●場所：産総研 臨海副都心センター 別館11階会議室（東京都江東区青海2-4-7）

●概要・目的
安全科学研究部門では、爆発安全・産業保安、化学物質リスク、ライフサイクルアセスメント、エネルギーシ
ステムに関する研究を実施しています。講演会では、私たちの研究を紹介し、安全で持続的発展可能な社会に
向けて、研究成果を事業者・行政で広く活用して頂くために、来場者とコミュニケーションを図りたいと考え
ています。今年度はテーマを「社会ニーズに応える安全科学研究」とし、講演・パネルディスカッション・ポ
スター発表を行います。

●参加申込：下記ホームページの参加フォームよりお申し込みください
　https://www.aist-riss.jp/symposium2019_program/　

　申込締切　平成31年1月15日(火)

　※定員200名に達し次第、締め切らせていただきます。
　※当日はお名刺をもって名札とさせていただきます。お名刺をご持参ください。

【アンケートにご協力ください】
パネルディスカッションでは、今後5年～10年程度を想定したときの安全科学研究部門の研究の方向性につい
て議論する予定です。以下のサイトでパネルディスカッションに向けたアンケートを実施しておりますので、
是非ご協力ください。
https://riss.wufoo.eu/forms/zdrghk511dkb2i/

平成30年度 産総研 エネルギー・環境シンポジウムシリーズ  安全科学研究部門講演会
テーマ：社会ニーズに応える安全科学研究

ご挨拶に先立ち、この度の西日本豪雨及び北海道胆振東部地震で亡くなられた方々へ心より
お悔やみ申し上げるとともに被災された皆様にお見舞い申し上げます。被災地の一日も早い復
旧・復興をお祈り申し上げます。

昨年5月に、日本火薬工業会の小林前会長から会長職を引き継ぎました、カヤク・ジャパン株
式会社の中野と申します。産業技術総合研究所（以下、産総研と称させていただきます）の皆
様には、日頃からご支援を賜りまして、厚く御礼申し上げます。

さて、当工業会は昭和15年6月、当時の火薬製造会社13社が共同出資して日本火薬工業組
合、次いで昭和16年6月に日本火薬共販株式会社を設立したのに始まります。その後、種々の
変遷を経て、日本産業火薬会が任意団体として昭和23年5月に設立され、平成2年5月にその名
称を日本火薬工業会に変更し、現在に至っております。現在、正会員会社11社、準会員17社で
構成されています。会の目的である「火薬業界共通の利益を増進し、その健全な発展を図るため
にお互いに協力しよう」という考えのもと、「保安の確保」、「技術の向上」、「人材育成」、「規制
緩和」、「業界の諸諸問題」を重点課題として掲げ活動しています。また、これらの活動を続ける
中、昭和38年から39年にかけて官民合同での海外火薬事情調査が行われました。戦後欧州先
進国における火薬産業の発展は著しく、特に製造技術の刷新、新用途の開発に見るべきものが
ありました。そこで、本産業を通じて我が国の産業全般の発展に寄与するためには、火薬学並び
に火薬工業技術の理論とその応用の研鑽を深め、火薬エネルギーの新しい利用開発を推進する
必要があり、火薬の基礎的・応用的研究に対する助成機関を設立することとなりました。当時の
日本産業火薬会の会員11社による寄付金を基本財産とした「財団法人火薬工業技術奨励会」（平
成25年4月に公益財団法人）を昭和45年5月に設立しました。昭和46年から現在まで総計280
件の研究に対する助成を行っております。産総研に当工業会がご支援いただいた直近のもので
は、平成28年度　経済産業省「標準化委託事業」安全・安心な社会形成等に資するJIS開発「火
薬類の安定度試験に関するJIS開発」、経済産業省 産業保安グループ 鉱山・火薬類監理官付が
進めている「火薬類爆発影響低減化実験」により、火薬庫の土堤構造や保安距離の見直し等、
法改正の根拠となるデータの取得にご尽力いただいております。また、火薬工業技術奨励会の関
係では、評議員・理事・審査員として、会の運営に多大なるご支援とご協力を頂いております。
この場を借りまして、改めて御礼申し上げます。

産業火薬類は戦後の日本経済復興の原動力として石炭採掘、水資源・鉱物資源の開発、また
高速道路、新幹線、空港等の建設といった産業開発の重要な基礎資材として、日本経済の発展
に大きな役割を果たしてきました。しかしながら、これからの産業爆薬類の需要環境を考えると、
従来型の公共投資（大型土木工事など）は財政問題や自然環境問題から、その実施は制約を受
けざるを得ず、産業火薬類の需要増を期待することは今のままでは厳しい状況にあります。

こうした厳しい環境の中、前述の日本火薬工業会の目的を再確認し、従来とは異なる分野への
用途技術開発へも目を向けて、業界として共通の利益増進のため、また社会のために如何に役
立つことができるかが業界共通の課題と認識しています。この課題解決に向けては、業界だけで
は難しく、今後とも、皆様のご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

産総研の爆発安全研究への期待
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