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受賞報告

編集後記
　第34号ではSDGsに関連のある当部
門での研究例をご紹介しました。現
在、様々な分野の行政機関や民間企業

等において、SDGsへの対応が求められつつあります。安全
科学研究部門でも、それら各分野・機関の支援に向けた研究
が求められつつあります。評価・解析を専門とする部門とし
て、SDGsに貢献するには二つのアプローチがあると思いま

す。一つは、SDGsへの影響を評価・解析するための手法を
開発することで、もう一つは、ケーススタディを通じて関係
する分野・機関の活動を支援することで間接的にSDGs達成
に貢献することです。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。　（河尻 記）

■賞タイトル：7th International Conference on Sus- 
tainable Energy and Environment (SEE 2018) Best 
Paper Award
■受　賞　者　名：小澤暁人、工藤祐揮
■受　賞　日：2018年11月30日
　2018年11月28 ～ 30日にタイ・バンコクで開催された
The 7th International Conference on Sustainable 
Energy and Environment（SEE 2018）にてBest Paper 
Awardを受賞しました。本受賞では、わが国の家庭部門を
対象とした住宅用創エネ機器や省エネ家電製品の導入効果
について報告しました。技術の複合利用や使用条件の違い
など、従来手法では見過ごされていた影響を考慮して家庭
用エネルギー技術の導入効果を評価し、効果的な技術導入
に向けた方策を提案しました。エネルギー・環境問題の解
決に貢献できるよう取り組んだ研究が、国際会議で表彰さ
れたことを大変嬉しく思います。
　振り返ると、人生初の海外での学会参加が2年前の前回
会議（SEE 2016）でした。当時は私の英語スキルも稚拙
で質問に上手く回答することができず、座長や聴講者に大
変な迷惑をかけたことを覚えています。前回と同じタイ・
バンコクで、成長した姿を披露することができたことを誇

らしく思っています。今後も研究を発展させて、少しでも
多くの成果を報告できるよう精進していきます。
　最後に、本研究はJSPS科研費 研究活動スタート支援

（JP16H07468）の助成を受けたものです。ここに記して
謝意を表します。

このところ、様々な組織から講演依頼が舞い込んで、いささか忙しい思いをしています。その
理由は、ＳＤＧｓ、パリ協定、そして、金融関係からの企業への持続可能性に関わるプレッシャーの
３点に集約できるのではないか、と考えているところです。これらの枠組みが決まった2015年は、
人類が地球との付き合い方を変える、という意味でのターニングポイントだったとして、大袈裟に
言えば、人類史に残るような年であったと思うのです。

どのような言葉で2015年を表現したら適切なのでしょうか。恐らく、地球限界というものを認
識して設定された人類史上初めて行動規範が、国際合意された年ということで良いと思っていま
す。これまでも、国連は、持続可能性という言葉を武器にして、活動をしてきたと思っていますが、
それが変質するとともに、とうとう究極の段階になったのだと理解すべきことだと思います。

それでは、どのような対応をすれば良いのでしょうか。ＳＤＧｓが示していることは、環境面での
もっとも基本的な条件は、気候変動があるところで止まり、その結果として、陸上生態系と海洋
生態系が維持されることです。そのために、人類は何をなさなければならないのか。それは、非
常に簡単に言ってしまえば、産業革命以降に始まり、これまで一貫して恩恵を受けてきた化石燃
料の存在に対して、全く違った理解をすることが最小の条件です。そして、最終的には、化石燃
料離脱がゴールです。

これまでに日本が経験した公害などの環境問題は、対策を講ずることによって、20年程度の時
間内で解決が可能でした。ところが、二酸化炭素の最大の問題は、その大気中の寿命が万年オー
ダーなのではないか、と考えられることなのです。したがって、一度上昇した気温は、現在の人
類文明の歴史の範囲内では、もはや下がることは無いのです。

さて、このような状況と解決法に関する理解が日本全体で進んでいるのか。これが次の問題で
す。個人的な見解としては、日本人の内向きの視線が最大の原因ではあるものの、「地球の限界」
といった理解が難しい概念を、研究者がもっと明確に示すことが必要だと考えています。特に、
2040年以降、今世紀末までが本当の勝負の時期になると思っています。その対象は、「リスクと
環 境 負 荷 の 定 量 化」、「『安 心』できるかどうかで、ものごとを決 めない」、「Net Zero 
Emission技術開発とその普及」の３点が国民に理解されること、これが最重要課題かと思います。

加えて、日本人のもう一つの限界は、国際性の欠如、特に、英文の文書を読む習慣が無いこ
とです。どうも、メディアも本当に原文を読んでいるのかどうか、疑っています。すなわち、何が
正しいのか、それを国民に伝達することも、最重要課題の一つだと思っています。

産総研安全科学研究部門は、このような対応をする責任を背負っている組織だろうと、やや勝
手ながら信じています。今後、今世紀の終わりまで、最大限の活躍を実現し、かつ、継続すべく、
あらゆる努力をしていただきたいと思います。

パリ協定とSDGs推進における産総研安全科学研究部門への期待
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特集：SDGs
持続可能な開発目標に向けた鉄鋼業の取り組みの分析 スマート農業支援

社会とLCA研究グループ　畑山 博樹 エネルギーシステム戦略グループ　河尻 耕太郎

農業は、近年の持続可能な開発目標（SDGs）の様々な目

標に密接に関わっているテーマです。例えば、目標2（飢餓を

ゼロに）、目標13（気候変動に具体的な対策を）、目標15（陸

の豊かさも守ろう）などは、農業分野とまさに直接結びついて

います。それ以外にも、例えば昨今のエネルギーバイオマスの

利活用という点では目標7（エネルギーをみんなに　そしてク

リーンに）に関連していますし、フードロスや循環社会という

観点では目標12（つくる責任　つかう責任）に関わるなど、

ほかにも様々な項目に直接的・間接的にかかわっています。し

たがって、農業分野の生産性を向上させることができれば、直

接的・間接的にSDGs達成に貢献できます。

近年、農業分野の動向として、人工知能（AI）やモノのイ

ンターネット（IoT）など、従来は工学的な分野で研究されて

きた技術を活用した農耕連携、スマート農業がホットトピックに

なりつつあります。産総研では、これまで情報技術、計測技術

等の様々な工学的な技術を開発しており、それらの技術の農

業分野への活用が求められつつあります。安全科学研究部門

においては、以前より気象データやAI等を用いた研究や、ライ

フサイクルアセスメント（LCA）のケーススタディ等、農業分

野を対象とした様々な研究を行ってきました。近年では、これ

まで培ってきた様々な解析技術を用いた農耕連携に、新たな

期待が寄せられつつあります。本稿では、現在私が手掛けて

いるAIを活用したスマート農業支援のテーマ、特に農作物の収

穫量予測の研究について報告したいと思います。

現在、AIを用いて気象予報データを解析し、農作物の収穫

量を予測するための研究を行っています。農業分野の課題の

一つは、農作物の生産量が天候によって大きく変動すること

で、かつ生産物の保存が難しいという点にあります。需給のミ

スマッチ、特に余剰が生じてしまうと、最悪の場合には廃棄し

なければならず、生産性向上のボトルネックになっています。

もし仮に将来の農作物の収穫量を事前に予測できれば、過不

足に対して予め対応を検討できますし、フードロスの削減にも

つながります。また、収穫量を予測できると、需給のミスマッ

チによる価格変動の抑制や、計画的な農作業の実施による作

業負担の平準化など、現在の農業における様々な課題を解決

することができます。本研究は、すでにいくつかの企業や自治

体とともに研究が進められており、その成果はマスコミにも取

り上げられています 1）。

現在、いくつかの作物種に対してAIと農作物成長シミュレー

ションの両方を用いて解析を実施し、収穫量の推計精度の検

証を行っています。図は、長崎県農業センターで取得された

データをもとに、ニューラルネットワークモデルで分析を行い、

気象条件を入力として、各年度の栽培期間（約60日）の馬鈴

薯の重量を推計した結果です。気象データに基づいた農作物

の収穫量の推計は、これまでは積算温度を用いた推計手法な

どが用いられてきましたが、近年のAI技術を用いることで、よ

り高い精度で将来の収穫量を推計できる可能性が示されてい

ます。今後、作物種の種類を増やすとともに、推計精度をより

向上させ、農業分野における生産性向上に向けた研究開発を

行っていきたいと考えています。

1）日本経済新聞，ポスト平成の未来学　第6部　共創エコ・

エコノミー：天気先読み、食品ロス防ぐ　AIが変える農業， 

2018/4/5，

h t t p s : / / w w w . n i k k e i . c o m / a r t i c l e / D G X -

MZO28993300U8A400C1000000/

2）データ出典：坂本悠 ほか, 日本作物学会九州支部会報，

第81号，37-38，平成27年5月
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持 続 可 能 な 開 発 目 標（SDGs: Sustainable Develop- 
ment Goals）に対しては、国や企業をはじめとしたあらゆる
組織や個人が主体となって取り組むことがもとめられています。
特に企業にとっては、SDGsへの貢献がESG投資の判断材料
となりつつある中で、事業活動が各目標の達成にどのように
結びついているかを社会に説明する必要性が高まっています。
一方でKPMGの調査によれば、環境報告書等を通じて企業活
動を通した各目標への貢献を説明できているのは大企業に限っ
ても半分以下となっています。1）「それぞれの目標に事業活動を
どのように結び付けていけばよいか？」という点に対する企業
の関心は高く、国連も企業のSDGsへの取り組みを推進するた
めの手引き（SDG CompassやSDG Industry Matrixなど）
を公開しています。

KPMGの調査では、石油・ガス産業や素材産業といった
BtoB事業で特にその割合が低いことも指摘されています。こ
れらの産業は、SDGsへの貢献をどのように示すことができる
のでしょうか？本稿では、鉄鋼業が各目標との関連性を現状ど
のように認識しているかについて、主要な業界団体や鉄鋼メー
カー計61組織のウェブサイトや環境報告書の記述を分析した
結果を紹介します。例えば世界鉄鋼協会は、持続可能性に向
けた協会加盟団体の行動規範が直接的、間接的にどの目標に
結びついているかを図のように示しており、目標8（経済成長
と雇用）と、目標12（持続可能な生産消費）が多くの規範と
関連付けられています。2）また、目標 7（持続可能なエネルギー

利用）、目標9（産業と技術革新）といった先進国内での事業
活動と結び付けやすい目標については、従来の企業理念の延
長として鉄鋼メーカーから言及されているケースが多くなってい
ます。しかし、目標1 ～目標6に示されている貧困、教育、衛
生などの主に途上国における課題の解決については、自らの
活動との関連を強く示せていません。また、地球環境問題の
中でも気候変動に関する目標13は多く言及されている一方で、
陸水域の生態系保全についての目標14、15への関連性を示
すのには苦慮しています。一方で、目標14に向けて「鉄鋼ス
ラグを活用した海域環境改善の推進」が示されるなど、鉄鋼
業独自の貢献の在り方も抽出されました。

今回分析対象とした61組織のうち、2018年末時点で事業
活動と個別の目標の関連を示せていたのは2割に留まっていま
した。本稿で示したような業界ごとの特徴の整理に加えて、産
業界が認識していない間接的、潜在的なSDGsへの貢献を
LCAの視点から明らかにすることで、今後SDGsに向き合う企
業の支援につながればと考えています。

本研究は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開
発機構（NEDO）の支援により実施しています。

参考文献
1) KPMG (2018), “How to report on the SDGs” .
2) World Steel Association (2016), “Sustainable steel 
- Policy and indicators 2016” .

図１　世界鉄鋼協会の行動規範とSDGsの関係

図　AIによるジャガイモの生長予測2）
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持 続 可 能 な 開 発 目 標（SDGs: Sustainable Develop- 
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一方でKPMGの調査によれば、環境報告書等を通じて企業活
動を通した各目標への貢献を説明できているのは大企業に限っ
ても半分以下となっています。1）「それぞれの目標に事業活動を
どのように結び付けていけばよいか？」という点に対する企業
の関心は高く、国連も企業のSDGsへの取り組みを推進するた
めの手引き（SDG CompassやSDG Industry Matrixなど）
を公開しています。

KPMGの調査では、石油・ガス産業や素材産業といった
BtoB事業で特にその割合が低いことも指摘されています。こ
れらの産業は、SDGsへの貢献をどのように示すことができる
のでしょうか？本稿では、鉄鋼業が各目標との関連性を現状ど
のように認識しているかについて、主要な業界団体や鉄鋼メー
カー計61組織のウェブサイトや環境報告書の記述を分析した
結果を紹介します。例えば世界鉄鋼協会は、持続可能性に向
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発機構（NEDO）の支援により実施しています。

参考文献
1) KPMG (2018), “How to report on the SDGs” .
2) World Steel Association (2016), “Sustainable steel 
- Policy and indicators 2016” .

図１　世界鉄鋼協会の行動規範とSDGsの関係

図　AIによるジャガイモの生長予測2）
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平成30年度安全科学研究部門講演会開催報告研究グループ紹介
環境暴露モデリンググループ　梶原 秀夫

環境暴露モデリンググループは常勤研究職員4名、契約職
員3名、産学官制度来所者1名で研究活動を行っています。
化学物質のヒトや生態系へのリスク評価において、最も基
礎となる暴露評価技術の開発を行っています。具体的には、
環境（大気、河川、海域、室内）からの暴露評価手法や、
食品や製品などから人への直接暴露評価の手法について、
モデル開発および暴露係数などのデータ整備を行っていま
す。ADMER（曝露・リスク評価大気拡散モデル）は化学
物質の大気中濃度と暴露人口を空間的、時間的に詳細な解
像度で推定するモデルであり、来年度は国際版の公開を予
定しています。ADMER-PRO（化学反応生成対応大気拡散
モデル）はオゾン等の大気中反応で生成する物質の濃度分
布を推定するモデルであり、効率的な光化学オキシダント
低減対策策定に適用されています。

SHANEL(河川水系暴露解析モデル）は全国河川における
化学物質の濃度分布や時間変化の推定を行うモデルであり、
東南アジア地域への適用研究も行っています。RAM-TB（東
京湾リスク評価モデル）は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であり、中国への展開を行って
います。ICETは消費者製品に含有する化学物質の人への暴
露評価を行うツールであり、本手法をセルロースナノファ
イバー（CNF)を含有する応用製品への適応することを検討
しています。また、今年度からは爪、髪、尿など生体試料
中化学物質濃度をバイオマーカーとして用いて、人の化学
物質の暴露量を推定する研究を始めたところです。これら
のモデル・ツール・手法を用いた暴露・リスク評価手法の
普及を促進するとともに、社会ニーズに合致した暴露・リ
スク評価を実施することを目指しています。

はじめに
平成31年1月22日（火）に、産総研臨海副都心センターに

て部門講演会「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『社会ニーズに応
える安全科学研究』」を開催しました。2部構成の前半は開会
挨拶等の後に、弊部門の研究員による講演及び連携制度の
紹介がなされ、コーヒーブレークをはさみ、後半は1時間の
パネルディスカッションとポスター展示等で皆様に当部門の
研究成果を紹介するとともに意見交換をさせて頂きました。

講演会
オープニングは小林哲彦理事（エネルギー・環境領域長）

による開会挨拶で、皆様へのお礼とともに、エネルギーと環
境・安全研究が共存する領域の特徴、安全科学の役割を説
明申し上げました。安全科学研究部門長の緒方は、当部門の
歴史と現在の構成ならびにこれまでの部門講演会について紹
介しました。原田房枝様（ライオン株式会社CSV推進部環境
戦略室長）によるご来賓挨拶では、当部門のリスクトレード
オフなどの研究経緯、さらにはリスク評価結果の社会実装研
究等への今後期待などが述べられました。原田様、ありがと
うございました。

講演は、若林邦彦（爆発安全研究グループ）による「野外
爆発実験と法令改正への貢献」、本田智則（社会とLCA 研究
グループ）による「全上場企業温室効果ガス排出データベー
スの開発 ～パリ協定批准に伴う企業の潜在的環境リスクの定
量化に向けて～」、梶原 秀夫（環境暴露モデリンググループ）
による「セルロースナノファイバーの応用開発を支援する安全

性評価手法開発」、田原 聖隆（IDEA ラボ）による「IDEA 
で新技術、新材料を環境評価 - 全製品を網羅したインベント
リデータベースで環境評価-」で構成され、活発な質疑が行わ
れました。続いて、内藤茂樹（エネルギー・環境領域研究戦
略部）からは産総研連携制度の内容と現状を紹介させて頂き
ました。

パネルディスカッション＆展示会
20分のコーヒーブレークを挟んでパネルディスカッション＆

展示会を行いました。これは当部門講演会では初の試みで、
パネラーとして原田房枝様、谷口武俊様（東京大学政策ビジョ
ン研究センター 教授）、徳増伸二様（経済産業省　製造産業
局化学物質管理課 課長）をお招きし、弊所理事の小林も参
加して、当部門副研究部門長 玄地裕がモデレータを務めて進
行しました。我々の研究に価値を与えるものは何か？について
時間軸を定め( ～ 2025年まで、2030年、2050年～）議論
して頂き、当部門の今後の活動方針の参考になる情報が得ら
れました。予定時間を少し超過したため、ポスター展示の時
間が短縮されたことは反省点であり、来場いただいた参加者
の皆様にお詫びいたします。

おわりに
今回で4回目を数える部門講演会に120名の方にご来場い

ただきました。大変寒く、かつ年度末の多忙な時期にも関わ
らず、足をお運び頂きました皆様に感謝いたします。今後も
講演会を開催し、皆様からのご意見を頂きますとともに、連
携のスタートの場になればと考えています。

安全科学研究部門 爆発利用・産業保安研究グループ　久保田 士郎

爆発利用・産業保安研究グループは、常勤職員7名（内ク
ロスアポイントメント制度1名）、テクニカルスタッフ7名、
派遣職員2名にて拠点を産総研つくば西事業所として活動し
ています。また、技術研修生、大学や民間企業との共同研
究などで産学官制度来所者を受けれて幅広く研究を展開し
ています。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。所内には燃焼・爆発実験施設を所有しており、数
十グラムの高性能爆薬の爆発現象を数メートルの距離で高
速度撮影できる爆発ドーム（薬量100g程度）、飛散物が発
生する爆発実験も可能な爆発ピット（薬量1kg程度）、国内
唯一の大型可燃性ガス風洞などでエネルギー物質の燃焼・
爆発・拡散挙動を計測しています。また、火薬類、可燃性
ガスの両者とも実規模野外保安実験も毎年実施してます。

高圧ガスに関係する研究では、水素社会の実現に貢献す

べく、将来的に水素を都市ガスのように導管で供給するこ
とを想定して、水素導管の大規模損傷リスク評価（経産省
委託事業）を実施しています。また、地球温暖化係数が比
較的小さく、冷媒としての能力が高い物質（プロパン 
R290）を実際に空調機に導入した場合の安全性評価研究

（NEDO事業）も研究の柱にしています。
火薬類に関しては、ミニブラスティング（従来の発破よ

りも小量の火薬類を用いた発破技術)を応用した制御発破開
発に関する研究、あるいは周辺に対して発破振動などが小
さい環境負荷低減型発破システムの開発に関する研究など
を実施しています。さらに、産業保安に関する研究では、
過去の重大事故情報から現場に潜む危険性と安全上の注意
事項を顕著化させチェックポイント（CP）集として整理し、
現在ではCP検索システムの開発も進めており、モニター企
業へのシステム提供も実施しています。

 

緒方部門長による挨拶
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緒方部門長による挨拶
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　エネルギー・環境問題を巡る直近の動向を振り返ると、
パリ協定における温室効果ガス排出削減の詳細ルールが
COP24（2018年12月）で採択された一方、国連環境計画

（UNEP）の報告によると2℃目標達成にはパリ協定で掲げ
る削減量の3倍、1.5℃目標達成には5倍が必要であると分
析されています。このような中、The 7th International 
Conference on Sustainable Energy and Environment

（SEE 2018）が2018年11月28 ～ 30日にタイ・バンコク
で開催されました。第7回目を迎えた今回は “Technology 
& Innovation for Global Energy Revolution” を テ ー マ
に、100件を超える研究事例が報告されました。本会議は
京都大学とJGSEE-CEE（タイの大学院大学）が共同運営し
ており、参加者は先進国・新興国で半々程度なのが特色で
す。世界各国の大学・研究機関、民間企業や行政機関から
の参加者との議論を通じて、エネルギー・環境問題の解決

に向けた全世界的な取り組みの重要性を再確認しました。
産総研安全科学研究部門からは、わが国の家庭部門を対象
とした住宅用創エネ機器や省エネ家電製品の導入効果につ
いて報告し、Best Paper Awardを受賞しました。報告の
詳細と受賞の感想については受賞報告（8ページ）に記しま
すので、ご一読いただければ幸いです。

Arsenic Contamination in Asia, Biological Effects and Preventive Measures」
（アジアのヒ素汚染：健康影響と予防対策）
山内博、Guifan Sun=編著、Springers社
https://www.springer.com/us/book/9789811325649

ヒ素といえば、皆さんはどんなイメージをお持ちでしょうか。1955年の森永ヒ素ミルク事件や1998年の和歌山カレー事件を思い
出す人もいるかもしれません。猛毒というイメージがありますが、ヒ素には多様な化学形態があ
り、それぞれ毒性も異なります。

またヒ素は自然界に広く存在しています。もともと地殻には無機ヒ素が分布しており、それが
地表に放出されて、土壌や岩石に含まれるようになっています。海水にもヒ素は含まれており、
海藻や魚介類にもヒ素は蓄積されています。

本書はアジアのヒ素汚染の話題を中心に、ヒ素の生体影響および予防対策についてまとめた
ものです。前半はヒ素の化学形態の違いによる毒性、代謝、新たな健康影響の探索、飲料水
汚染からの慢性ヒ素中毒についてバングラデシュや中国の事例を紹介しています。

後半は、ヒ素曝露のリスクとして、新たに着目されている海藻や魚介類からの有機ヒ素化合
物（アルセノシュガー類、ヒ素脂質）の存在、またコーデックス委員会は米からの無機ヒ素摂取
について問題としており、これらの食品を介したヒ素摂取と健康リスクについて紹介しています。

8章のアジアにおける無機ヒ素摂取量と健康リスクに関しては、小栗が執筆させていただきま
した。ぜひぜひお手にとっていただければと思います。

安全科学研究部門講演会パネルディスカッション
「社会ニーズに応える安全科学研究」報告

国際会議参加報告
The 7th International Conference on Sustainable Energy and 
Environment（SEE 2018）参加報告

新刊紹介

副研究部門長　玄地 裕
　今回の部門講演会では、講演会後半に「社会ニーズに応え
る安全科学研究」と題して「安全科学の研究に価値を与える
ものは何か？」を議題に、今後の安全科学研究部門の研究の
方向性を探る1時間のパネルディスカッションを行いまし
た。
　パネリストとして、ライオン株式会社CSV推進部環境戦略
室の原田房枝室長、経済産業省製造産業局化学物質管理課か
ら徳増伸二課長、当部門の研究顧問もお願いしている東京大
学政策ビジョン研究センターの谷口武俊教授、産総研エネル
ギー・環境領域長である小林哲彦理事にご参加いただき、僭
越ながら報告者がモデレータをつとめました。
　今回のパネルディスカッション開催にあたって、事前に安
全科学研究部門の研究の方向性について講演会参加者の皆様
にアンケートを実施し、外部の方からみた安全科学研究部門
についてのご意見をいただきました。
　まずモデレータから、アンケート結果から得られた安全科
学研究部門に関係する5~10年先をターゲットとした研究ト
ピックについて、IoT、AI、バーチャルシステム、自動化と
いった人が介さないシステム導入により生じるリスクや倫理
的視点への指摘が特徴的だったこと、意思決定コミュニケー
ションが引き続き重要との指摘、扱うべき対象が爆発的に増
大するのではとの指摘があったこと、を紹介しました。ま
た、安全科学研究部門への期待として、評価ツール、システ
ム提供、ケーススタディによる革新的技術の導入サポートが
あげられました。さらに、部門の価値としては、先進性、独
立性、オンリーワン、ナンバーワン、教育といったナショナ
ルセンターとしての特徴が多数指摘されていました。
　次に、パネリストの皆様からからご意見、ご指摘をいただ
きました。紙面の都合で、まとめて記載させていただきます
が、モデレータの視点で要約すると以下のような内容でし
た。
•新しいこと、新しい分野にチャレンジしてほしい（ナショ

ナルセンターとしての期待、アカデミアとの交流の強化、
もっと知的好奇心を！等）

•特に、デジタル化への対応（フィジカルは対応している、
バーチャルをどうするか？等）

•複雑化、広がる領域、システムの視点、システム全体の安
全性（品質基準の異なる製品の接続が当たり前、保証のあ
り方、エネ環領域を超えて産総研全体で取り組むべき課題
の一つである等）

•変わる研究運営（公的運営資金確保が困難、持続可能なナ
ショナルセンター維持の形態は？等）

•2050年など長期のソリューションへの対応を期待（脱炭
素、国際性と産業振興等）

　記載できませんでしたが、ほかにも多くの貴重な論点、方
向性やキーワードをいただきました。また、フロアの皆様か
らも、圧倒的な数の化学物質への対処が必要、法律改正、わ
かりやすい表現での発表が必須、等のご意見をいただきまし
た。多くの貴重なご意見をいただいたところで、パネルディ
スカッションを終了いたしました。
　いただいたご意見の内容は、我々の部門だけで対応する範
囲を遙かに超えておりますし、そのような広範囲の話題から
我々が今後やるべきことを1時間という短時間で抽出するこ
とは敢えて行いませんでした。今回、多くの良いキーワード
をいただきましたので、このパネルディスカッションでの議
論も参考にして、安全科学研究部門内部で今後の研究の方向
性の検討を行っていく所存です。この議論はまだ端緒につい
たばかりですので、今後とも皆様から幅広くご意見などお寄
せいただければ幸いです。
　末筆ながら、パネリストの皆様だけではなく、アンケート
にご協力いただいた皆様、当日パネルディスカッションにご
参加いただいた皆様にも厚く御礼申し上げます。

パネルディスカッションの様子

社会とLCA研究グループ　小澤 暁人

環境暴露モデリンググループ　小栗 朋子
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編集後記
　第34号ではSDGsに関連のある当部
門での研究例をご紹介しました。現
在、様々な分野の行政機関や民間企業

等において、SDGsへの対応が求められつつあります。安全
科学研究部門でも、それら各分野・機関の支援に向けた研究
が求められつつあります。評価・解析を専門とする部門とし
て、SDGsに貢献するには二つのアプローチがあると思いま

す。一つは、SDGsへの影響を評価・解析するための手法を
開発することで、もう一つは、ケーススタディを通じて関係
する分野・機関の活動を支援することで間接的にSDGs達成
に貢献することです。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。　（河尻 記）

■賞タイトル：7th International Conference on Sus- 
tainable Energy and Environment (SEE 2018) Best 
Paper Award
■受　賞　者　名：小澤暁人、工藤祐揮
■受　賞　日：2018年11月30日
　2018年11月28 ～ 30日にタイ・バンコクで開催された
The 7th International Conference on Sustainable 
Energy and Environment（SEE 2018）にてBest Paper 
Awardを受賞しました。本受賞では、わが国の家庭部門を
対象とした住宅用創エネ機器や省エネ家電製品の導入効果
について報告しました。技術の複合利用や使用条件の違い
など、従来手法では見過ごされていた影響を考慮して家庭
用エネルギー技術の導入効果を評価し、効果的な技術導入
に向けた方策を提案しました。エネルギー・環境問題の解
決に貢献できるよう取り組んだ研究が、国際会議で表彰さ
れたことを大変嬉しく思います。
　振り返ると、人生初の海外での学会参加が2年前の前回
会議（SEE 2016）でした。当時は私の英語スキルも稚拙
で質問に上手く回答することができず、座長や聴講者に大
変な迷惑をかけたことを覚えています。前回と同じタイ・
バンコクで、成長した姿を披露することができたことを誇

らしく思っています。今後も研究を発展させて、少しでも
多くの成果を報告できるよう精進していきます。
　最後に、本研究はJSPS科研費 研究活動スタート支援

（JP16H07468）の助成を受けたものです。ここに記して
謝意を表します。

このところ、様々な組織から講演依頼が舞い込んで、いささか忙しい思いをしています。その
理由は、ＳＤＧｓ、パリ協定、そして、金融関係からの企業への持続可能性に関わるプレッシャーの
３点に集約できるのではないか、と考えているところです。これらの枠組みが決まった2015年は、
人類が地球との付き合い方を変える、という意味でのターニングポイントだったとして、大袈裟に
言えば、人類史に残るような年であったと思うのです。

どのような言葉で2015年を表現したら適切なのでしょうか。恐らく、地球限界というものを認
識して設定された人類史上初めて行動規範が、国際合意された年ということで良いと思っていま
す。これまでも、国連は、持続可能性という言葉を武器にして、活動をしてきたと思っていますが、
それが変質するとともに、とうとう究極の段階になったのだと理解すべきことだと思います。

それでは、どのような対応をすれば良いのでしょうか。ＳＤＧｓが示していることは、環境面での
もっとも基本的な条件は、気候変動があるところで止まり、その結果として、陸上生態系と海洋
生態系が維持されることです。そのために、人類は何をなさなければならないのか。それは、非
常に簡単に言ってしまえば、産業革命以降に始まり、これまで一貫して恩恵を受けてきた化石燃
料の存在に対して、全く違った理解をすることが最小の条件です。そして、最終的には、化石燃
料離脱がゴールです。

これまでに日本が経験した公害などの環境問題は、対策を講ずることによって、20年程度の時
間内で解決が可能でした。ところが、二酸化炭素の最大の問題は、その大気中の寿命が万年オー
ダーなのではないか、と考えられることなのです。したがって、一度上昇した気温は、現在の人
類文明の歴史の範囲内では、もはや下がることは無いのです。

さて、このような状況と解決法に関する理解が日本全体で進んでいるのか。これが次の問題で
す。個人的な見解としては、日本人の内向きの視線が最大の原因ではあるものの、「地球の限界」
といった理解が難しい概念を、研究者がもっと明確に示すことが必要だと考えています。特に、
2040年以降、今世紀末までが本当の勝負の時期になると思っています。その対象は、「リスクと
環 境 負 荷 の 定 量 化」、「『安 心』できるかどうかで、ものごとを決 めない」、「Net Zero 
Emission技術開発とその普及」の３点が国民に理解されること、これが最重要課題かと思います。

加えて、日本人のもう一つの限界は、国際性の欠如、特に、英文の文書を読む習慣が無いこ
とです。どうも、メディアも本当に原文を読んでいるのかどうか、疑っています。すなわち、何が
正しいのか、それを国民に伝達することも、最重要課題の一つだと思っています。

産総研安全科学研究部門は、このような対応をする責任を背負っている組織だろうと、やや勝
手ながら信じています。今後、今世紀の終わりまで、最大限の活躍を実現し、かつ、継続すべく、
あらゆる努力をしていただきたいと思います。
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