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学会参加報告

編集後記
　本号は『太陽光発電導入の課題』と
して特集記事を纏め、部門内科研費な
ど常設記事と併せて編集を行いまし

た。今号は、編集主担当者が途中で交代致しましたため、執
筆者また編集担当の方々に、多大な御助力を頂きましたこと

に深く感謝致します。
　また巻頭言では当部門へのご希望・ご期待が寄せられてお
ります。今後の研究活動の新たな切り口としてご参考頂けれ
ば幸いに存じます。（近藤記）

　LCA学会の研究発表会が、2019年3月5日～ 7日に九州大
学伊都キャンパスで開催されました。LCAの評価研究や実施
事例の発表が約200件おこなわれ、328名の参加がありました。
　基調講演では、九州大学副学長の佐々木一成氏から水素エ
ネルギーの現状と将来展望が語られ、技術開発に先んじてあ
るべき技術や社会をLCAが示すことへの期待が寄せられまし
た。また、36の口頭発表セッションの中では、「シェアリングエ
コノミー」「環境価値と消費行動」「消費行動調査」といった、

消費者と関連が深いトピックを扱うセッションが多くの聴講者を
集めました。当部門の研究員は、素材産業とSDGsの関係性、
水素エネルギー技術のLCA、将来エネルギー需給などについ
ての研究発表をおこなったほか、研究発表会の実行委員として
運営に貢献しました。
　次回は2020年3月10日～12日に武蔵野大学有明キャンパ
スで開催予定となっています。ご興味ある方は、ぜひ参加をご
検討ください。

　2019年6月3日（月）から7日（金）にかけて幕張メッセで
開かれた国際会議（2019 International Conference on 
Nanotechnology for Renewable Materials）に参加しました。
　この会議は「パルプ製紙業界技術協会」が主催する、ナノ
セルロース材料の物化特性、製法、機能、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す。安全科学研究部
門からは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」の成果について2件の口頭

発表と3件のポスター発表が行われました。私は「セルロース
ナノ材料の安全性：理論から実践への橋渡し」ワークショップ
で発表し、ドイツ、米国、カナダ、韓国、豪州等の参加者と
活発な議論を交わしました。今回は日本開催であることもあ
り、国内のCNF関連企業のブースが多く出展され、日本での
CNFの研究や製品開発のアクティビティの高さが印象に残る会
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 of Environmental Toxicology and Chemistry
（SETAC）主催のSETAC Europe 29th Annual Meeting
（開催期間：2019年5月26日（月）～30日（木））がヘルシンキ
（フィンランド）にて開催されました。化学物質の生態毒性、環境
動態、混合物リスク評価、ライフサイクルアセスメントとフットプ
リントなどのテーマに関する発表・議論が行われました。
　生態毒性関連では、種の感受性分布、in silicoによる生態
毒性予測、ニッケルの生態毒性、鉱山での野外影響に関する

研究成果を発表しました。環境動態も含め、特にマイクロプラ
スチックに関する発表がかなり多く、当該課題の関心の高さを
肌で感じられました。
　ライフサイクルアセスメントと持続可能性に関するセッション
では、ある程度成熟したと思われていた環境問題への注目の
再燃や、食の持続可能性・マイクロプラスチックなど社会でも
注目される新たなトピックにLCAがどう対応していくかという点
にも関心が集まっていました。

産総研にお願いしたいことを３点述べたい。
第１は再エネルギー政策について。先ずは、過去の総括をしてほしい。日本はサンシャイン計画

からＦＩＴに至るまで長く政策を実施してきた。結果、ＰＶの大量導入は実現した。しかし、買取費
用総額は年間3.6兆円を超えている。また日本メーカーは世界市場を獲れなかった。どこを間違え
たのか。今後に向けての教訓は何か。次いで、再エネルギー政策の今後についての戦略を立ててほ
しい。いまＦＩＴの抜本的な見直しが進められている。これまでは再エネルギーは優遇されてきた
が、これからは実力で戦わねばならない。天気次第の太陽・風力は、せいぜい化石燃料を焚き減ら
すぐらいの価値しかない。これを直視した上で、どのような技術開発戦略・普及戦略があるのか。
政治家やメディアに受ける、希望的観測のポンチ画餅ではなく、現実的な戦略を提示してほしい。

第２はテクノロジーが地球環境問題を解決する道筋を示してほしい。テクノロジーは、人類に、
健康、長寿、経済的繁栄をもたらした。またテクノロジーは公害も引き起こしたが、その解決策
にもなった。温暖化問題もテクノロジーがもたらしたが、やはり解決もテクノロジーによるほかな
い。このリスク管理戦略、開発戦略を構築してほしい。

テクノロジーは既往のテクノロジーの組み合わせで生まれ複雑系をなして成長する。いまＡＩ、
ＩＯＴなどのデジタル技術が急速に進歩し、自動車革命で大幅なＣＯ２の削減が期待されている。
同様の変化は経済全体で起きる。経済的繁栄と低いＣＯ２排出を両立するにはどうすればよいか。

ここで重要なのは規制の在り方だ。イノベーションを最大限可能ならしめる一方で、個人情報
保護等に加え、 ＣＯ２削減の要請にも答えねばならない。 日本の電車網は、経済と低ＣＯ２を両立し
たよい前例だ。あらゆる経済部門で、今後、同様な優れた発展が出来るはずだ。

材料技術、バイオテクノロジーも、急速に進歩しており、大いに温暖化対策に寄与しうる。こ
こでも適切な規制がカギとなる。温室効果ガス排出量の３割から５割は食料供給に関係するが、
バイオテクノロジーがフル活用されればこれは大幅に減らせる。バイオテクノロジーが否定される
ならば、この機会は失われる。

第３に、温暖化問題のリスクを総合評価してほしい。温暖化対策の費用は今や巨額になったの
で、経済成長や安全保障に与える悪影響がむしろ心配である。それから、温暖化によるリスクの
評価も再検証が必要だ。温暖化は、かつて言われていたよりも、ゆっくりとしか起きていない。
顕著な被害は出ていないし、今後もそれほどひどい被害になりそうにない。シミュレーションによ
る不吉な予測は多々あるけれども、一定の条件と限られた知見の下での結果に過ぎないことも多
い。それらを冷静にメタ分析して、本当に何がどの程度危ないのか理解する必要がある。政治目
標が２度とか８０％のＣＯ２削減と決まっているからそれを出発点にするというのでは、リスク科学に
なっていない。政治目標の妥当性も検証が必要だ。

温暖化問題に関して安全科学研究部門への期待
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シリーズ部門内科研費
BLEVE現象解明のための1次元モデルの構築 デジタル画像相関法を用いた動的破壊挙動の可視化

爆発利用・産業保安研究グループ　久保田 士郎　松木 亮 爆発利用・産業保安研究グループ　佐分利 禎

　日本は天然資源に乏しいと言われていますが、国内では現

在も500の鉱山が稼行中です。これには石油・天然ガス鉱山

も含まれますが、多くの鉱山で火薬類の爆発を利用した発破に

より鉱物資源の採掘が行われています。経済産業省は産業保

安に関連する法令に基づき、高圧ガスや火薬類の安全の他、

鉱山における安全確保と周辺環境の保全のための監督・検査

なども行なっています。近年は効率向上を目指した大規模発破

や、開発により一般住宅と接近する機会が増えたことで、特に

露天掘り鉱山では発破で岩盤の一部が遠方まで飛んでしまう

飛石や、地盤振動、発破音の発生など環境影響が顕在化して

おり、安全操業の強化が求められています。

　一方、1960年代の高度経済成長期に建設・整備されたイ

ンフラの老朽化に伴う建替え・改修の問題が懸念されていま

す。解体費用の削減や工期短縮の観点から構造物の取壊しや

一部解体に発破技術を適用する試みが注目されています。海

外ではビルの爆破解体を見る機会も増えましたが、日本では法

規制や安全確保などの点で普及は進んでいません。しかし、

飛石・振動・騒音を伴わない高度に制御された発破技術の開

発により都市発破技術としての適用が期待されています。

　安全、新規技術開発の双方の観点から岩石の破壊現象の把

握が重要であり、現象解明にむけた研究が続けられています。

一般に材料の破壊には様々な形態がありその分類方法も様々

ですが、発破に伴う岩石の破壊は衝撃荷重下での材料の動的

な応答と破壊強度を評価することになります。

　本研究では、デジタル画像相関（Digital Image Correlation: 

DIC）法といわれる物体表面の変形やゆがみを光学的に全視野

（視野的な全範囲）で評価する手法を岩石材料の動的破壊挙

動の解析に適用し、衝撃荷重下での材料の変形挙動をひずみ

分布として可視化する研究を行いました。岩石の爆発衝撃荷

重下での高速な動的破壊過程を捉えるため、爆薬による岩石

試料の破壊過程（図１）を、毎秒100万～1000万コマという

超高速度撮影が可能なカメラを利用して撮影してDIC法解析に

より試料表面の三次元的な変位解析を試みました。これによ

り、従来のひずみセンサ式の計測方法では困難だった任意の

点でのひずみ情報を取得することが可能になり、破壊の発生と

進展において試料表面のひずみ分布状態や分布変化の様子を

解析できるようになりました（図２）。動的破壊メカニズムの解

明にむけ研究が大きく前進しました。

　本研究で重要な知見が得られるようになりましたが、動的な

応力ひずみ関係や破壊挙動は未だ解明すべき課題が多く、外

部研究資金（ （一社）日本工業振興会2019年度試験研究助成

金）を獲得するなどして継続して研究を推進しています。
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　東日本大震災の際に発生した石油コンビナートの火災・爆

発事故や化学プラントで起こった反応容器爆発事故、また近年

の大規模な地震災害の報道等から、低頻度大規模災害の影響

度について一般市民からも大きな関心が寄せられています。事

故に対する適切な防護策、避難誘導策を作成するためにも、

信頼性の高い実規模の事故被害予測が必要になります。しか

し、事故を実規模で実験的に再現することは困難です。そこで

実際に起こった大規模爆発事故を実スケールの情報として利用

し、室内外での実験結果と組み合わせて実規模の影響評価を

可能とする手法を確立できれば、現存の石油コンビナート等に

おける爆発事故等の影響度評価への応用が期待されます。例

えば爆風に着目すると、日本でガス爆発事故の影響評価に多

く用いられてきたTNT換算量による影響評価では、ガス爆発

の距離依存が適切に評価できないとも言われています。以上

の背景の基礎研究として、BLEVE（Boiling Liquid Expanding 

Vapor Explosion）現象解明のための1次元モデルの構築に

取り組みました。

　液体は沸点を超えると、通常は蒸発して気体に相変化します

が、沸点を超えても液相を保ってしまうことがあり過熱と呼び

ます。過熱状態の液体が急激な外乱などを受けると突発的に

激しい沸騰を起こします。BLEVEの典型例は、プラント内で液

化石油ガスタンクなどが火炎にさらされたときの大事故に見ら

れます。タンクが熱せられ内部の温度・圧力が上昇し、タンク

が破損すると過熱状態の引火性液体が突沸して爆発的な蒸発

を起こしてタンクは破裂します。現象解明のためのモデルの構

築のために、単純なモデル実験装置と数値シミュレーション技

術の開発に取り組みました。実験では小型管状模擬容器を試

作しました。管内に導入した空気と水に対して管全体をヒー

ターで均一に加熱（最大300℃）することで、容器内の温度・

圧力上昇を模擬し、管上部の蓋をピストン駆動により高速開放

することで、急速減圧による膨張波・蒸発波を観測する装置

です。圧力伝播挙動は装置側面から管内に導入された圧電素

子により計測します。数値シミュレーション技術の開発では、

衝撃波を正確に表現できる圧縮性流体力学を基礎原理とした

CFD（Computational Fluid Dynamics）コードを整備し

て空気（気相）と水（液体）の異種材料が存在する混合系に

適用できるように整備しました。本コードの結果は、上述の装

置で得られた水蒸気0.6MPaG, 170℃における圧力挙動を再

現しました。さらに、熱力学的な気液-共存状態を表現できる

状態方程式（EOS）の構築をシミュレーションの課題とし、文

献にある水蒸気の実験データを再現できるEOSを整備しまし

た。さらなる高温状態での実験との比較、引火性液体の適用

などの残された課題解決のために、本研究成果を利用して科

研費などの獲得に挑戦しています。

図1　BLEVE現象解明に向けたモデル実験系

図1　室内発破試験の高速度撮影画像例（起爆後2.0 ms）

急速開口

計測管圧電
素子 図２　DIC法によるひずみ分布解析例

(a) ひずみ分布図(eyy) (b) 左図A-B線上のひずみ履歴
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　東日本大震災の際に発生した石油コンビナートの火災・爆

発事故や化学プラントで起こった反応容器爆発事故、また近年

の大規模な地震災害の報道等から、低頻度大規模災害の影響

度について一般市民からも大きな関心が寄せられています。事

故に対する適切な防護策、避難誘導策を作成するためにも、

信頼性の高い実規模の事故被害予測が必要になります。しか

し、事故を実規模で実験的に再現することは困難です。そこで

実際に起こった大規模爆発事故を実スケールの情報として利用

し、室内外での実験結果と組み合わせて実規模の影響評価を

可能とする手法を確立できれば、現存の石油コンビナート等に

おける爆発事故等の影響度評価への応用が期待されます。例

えば爆風に着目すると、日本でガス爆発事故の影響評価に多

く用いられてきたTNT換算量による影響評価では、ガス爆発

の距離依存が適切に評価できないとも言われています。以上

の背景の基礎研究として、BLEVE（Boiling Liquid Expanding 

Vapor Explosion）現象解明のための1次元モデルの構築に

取り組みました。

　液体は沸点を超えると、通常は蒸発して気体に相変化します

が、沸点を超えても液相を保ってしまうことがあり過熱と呼び

ます。過熱状態の液体が急激な外乱などを受けると突発的に

激しい沸騰を起こします。BLEVEの典型例は、プラント内で液

化石油ガスタンクなどが火炎にさらされたときの大事故に見ら

れます。タンクが熱せられ内部の温度・圧力が上昇し、タンク

が破損すると過熱状態の引火性液体が突沸して爆発的な蒸発

を起こしてタンクは破裂します。現象解明のためのモデルの構

築のために、単純なモデル実験装置と数値シミュレーション技

術の開発に取り組みました。実験では小型管状模擬容器を試

作しました。管内に導入した空気と水に対して管全体をヒー

ターで均一に加熱（最大300℃）することで、容器内の温度・

圧力上昇を模擬し、管上部の蓋をピストン駆動により高速開放

することで、急速減圧による膨張波・蒸発波を観測する装置

です。圧力伝播挙動は装置側面から管内に導入された圧電素

子により計測します。数値シミュレーション技術の開発では、

衝撃波を正確に表現できる圧縮性流体力学を基礎原理とした

CFD（Computational Fluid Dynamics）コードを整備し

て空気（気相）と水（液体）の異種材料が存在する混合系に

適用できるように整備しました。本コードの結果は、上述の装

置で得られた水蒸気0.6MPaG, 170℃における圧力挙動を再

現しました。さらに、熱力学的な気液-共存状態を表現できる

状態方程式（EOS）の構築をシミュレーションの課題とし、文

献にある水蒸気の実験データを再現できるEOSを整備しまし

た。さらなる高温状態での実験との比較、引火性液体の適用

などの残された課題解決のために、本研究成果を利用して科

研費などの獲得に挑戦しています。

図1　BLEVE現象解明に向けたモデル実験系

図1　室内発破試験の高速度撮影画像例（起爆後2.0 ms）

急速開口

計測管圧電
素子 図２　DIC法によるひずみ分布解析例

(a) ひずみ分布図(eyy) (b) 左図A-B線上のひずみ履歴
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2016年11月、パリ協定発効に伴い日本は約束草案に示
した2030年度26%（2013年度比）の温室効果ガス排出削
減義務を負うこととなりました。これに先立ち2016年5月
に閣議決定された「地球温暖化対策計画」では、部門毎の
削減目標として、産業部門では6.5%削減であるのに対して、
業務、家庭の2部門は2030年度までに40%の排出削減を行
うことを掲げています。産業・運輸部門などが温室効果ガ
ス排出量を下げつつある中、家庭部門だけが、1990年以降
25年以上に渡り一貫して排出量が増大傾向にあり、近年に
なってやっと横ばいに達した状態に留まっています。こう
した状況から、家庭部門におけるエネルギー消費量削減は
国内温室効果ガス排出削減における喫緊の課題となってい
ます。

家庭部門におけるエネルギー消費削減の難しさは、各家
庭、個人によるライフスタイルの多様性にあると考えてい
ます。ライフタイルの違いを把握しないまま、経済的イン
センティブのみを押しだして「省エネ型ライフスタイル」
を提案しても、それはなかなか受け入れてもらうことがで
きません。そのため、生活者のライフスタイルの把握、ま
た、ライフスタイルを把握した上での行動変容を促すアプ
ローチが必要となります。私たちの研究チームでは、生活
者のライフスタイルの把握やエネルギー消費パターンの推
定などに、近年急速に普及するスマートメーターやHEMS

（Home Energy Management System）のデータを活用
して研究を進めています。

スマートメーターやHEMSは、住宅内のエネルギー消費
量を時間毎に記録し、それを数年単位で蓄積することが可
能です。現在、私たちは、住宅メーカーやHEMS装置開発
メーカー等と協力し約4万世帯の住宅の1時間毎エネルギー
消費量の分析をすすめています。こうした実データを分析
することで、従来考えていた常識とは異なった結果が多く
見つかっています。

例えば、図は、ソーラーパネルが設置された住宅を「全
量売電」を行っている住宅と、自家消費を差し引いて残り
を売電している「余剰売電」の住宅に分けて、24時間の1
時間毎平均エネルギー消費量の違いを比較したグラフです。
一般に、余剰売電方式では、居住者が節電することで売電
量を増加できるため、節電効果があるとされており、全量
売電方式よりも売電単価を高く設定する根拠の一つとなっ
てきました。しかし、実住宅のデータを分析した結果、世
帯人数や住宅面積等を統計的に併せた上で両者を比較した
ところ、余剰売電方式を選択している住宅では、全量売電
を選択した住宅よりも日中に消費電力量が増大するという
結果となりました。これは従来の想定とは全く逆の結果で
した。このような結果となった理由について調査したとこ
ろ、余剰電力を選択した家では「自分の家で作った電力を
使っている」という意識が強く、それ故に、自分が作った
ものを自分で使っているという意識になり、結果的に自家
消費を減らして節電するよりも自家消費を増やす方が効用
を高くしていると推定されました。このように家庭部門の
エネルギー消費パターンは経済的には合理的ではない選択
が採られることもあり、実データに基づいた分析が不可欠
です。

この他にも、近年急速に発展してきたディープラーニン
グの手法なども活用しつつ、詳細な電力消費実態に基づい
たライフスタイルの分析を実施することで、HEMSデータ
等を活用した新たなライフスタイルのあり方につて研究を
行っています。（本研究はJSPS科研費18H04155「HEMS
データに基づく共創的社会システム形成のための消費者イ
ンセンティブの解明」の成果の一部です。）

過去、私達は世界に先駆けて世界全体の太陽光発電のポテ
ンシャルマップを公開しました [1]。当時は再生可能エネル
ギー（再エネ）に対する社会の見方は、かなりポジティブな
ものであったと個 人 的 には 記 憶しております。論 文も
Environmental Science and Technology誌のヘッドライ
ンを飾るとともに、Discovery News[2]などの海外メディア
にも積極的に取り上げて頂きました。

一方現在では、再生可能エネルギー（再エネ）、特に太陽
光 発 電 や 風 力 発 電 等 の 変 動 型 再 生 可 能 エ ネル ギ ー

（Variable Renewable Energy: VRE）に対する見方は、少
しずつ厳しいものになりつつあります。電力システムでは、各
時刻における電力の需要と供給を一致させる必要があるため、
VREのように気象条件次第で出力が大きく変動してしまうと、
既存の発電所をコントロールして需給をバランスさせる必要が
あります。電力システム全体におけるVREの割合が小さいう
ちは問題ではなかったのですが、固定価格買取制度によって、
特に日本では太陽光発電の容量が急速に増加し、既存の発
電所で需給をバランスすることが徐々に難しくなってきまし
た。2018年に、九州電力株式会社（九州電力）が出力制御
を実施したことからも、電力網全体に対するVREの出力変動
によるリスクが、現在すでに顕在化しつつあることが分かりま
す。しかしながら、持続可能性（Sustainability）という観
点で考えると、日本全体で温室効果ガス（GHG）排出量を

削減するためには、その約40％を占める電力部門の低炭素化
は避けては通れず、そのための最も効率的な解決手段の一つ
は、VREを含む再エネの導入です。つまり、電力システムの
安全（Safety）と、持続可能性がトレードオフの関係にあり、
それを克服するための研究が今求められています。

上記のような文脈の中で、電力網の柔軟性（Flexibility）
が、現在の電力システム研究のキーワードの一つになりつつあ
ります。電力システムのリスクを考える際には、VREによる出
力変動と、電力網の柔軟性をペアで考える必要があります。
例え出力変動が大きくても、柔軟性がより大きければ、受容
可能だからです。この出力変動と柔軟性のつり合いから、マ
クロな視点におけるVREのおおよその受容可能量を算出する
ことも可能です。我々は、非常にラフな前提条件をおいた試
算ではありますが、10電力会社の柔軟性を推計し、どの程度
までVREを導入可能か、またそれによってどの程度までCO2
排出量を削減できるかを推計しました[3]。当時の結果でも、
九州電力の逼迫度合いが高いことは示されています。

以上の議論から、これからのポストFITの時代に向けた研究
として、大きく分けて2つの方向性が見いだせます。第1に、
VREの出力変動を小さくするための研究、第2に、電力網の
柔軟性を増加させるための研究です。今後も、電力システム
におけるリスクと持続可能性のトレードオフを解決するような
研究を行っていきたいと考えています。

HEMSデータに基づく共創的社会システム形成を目指して

世界の太陽光発電のグローバルポテンシャルマップ
（Reprinted with permission from K. Kawajiri et al., Environ. Sci. Technol.2011, 
Vol. 45, No. 20, pp. 9030-9035. Copyright 2011 American Chemical Society.）

[1] K. Kawajiri et al., Environ. Sci. Technol., 2011, Vol. 45, No. 20, pp. 9030-9035.
[2] Discovery News, “Mountains May Be Best Solar Hot Spots”, 10/18/2011.
[3] K. Kawajiri et al., Energy, 2019, Vol. 167, pages 26-34.
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[1] K. Kawajiri et al., Environ. Sci. Technol., 2011, Vol. 45, No. 20, pp. 9030-9035.
[2] Discovery News, “Mountains May Be Best Solar Hot Spots”, 10/18/2011.
[3] K. Kawajiri et al., Energy, 2019, Vol. 167, pages 26-34.



Newsletter Safety & Sustainability

6 7

　本年度4月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横井崚佑と申します。生まれてから
ずっと神奈川に住んでおりましたが、この度就職にあたり
茨城に引っ越してまいりました。生活も場所も新しいこと
で溢れており、新鮮で楽しい毎日を送っています。
　産総研入所前は東京大学の工学系研究科都市工学専攻に
て、金属資源の適切な利用・管理に向けて、都市鉱山の分
析や資源消費の影響評価手法に関する研究などに取り組ん
できました。資源消費や廃棄物は私達の普段の生活とも密
接に関わる身近な問題ですが、環境面だけでなく経済面や
社会面など様々な観点から捉える必要のある非常に複雑な
問題でもあります。その問題の身近さと複雑さから、研究

対象として取り組むべき必要性と面白さを感じています。
産総研では引き続き資源消費を研究対象として、産業の持
続的な発展に向けた長期的な資源リスクの評価や資源消費
の影響評価手法の開発などに取り組みたいと考えておりま
す。皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

研究グループ紹介 新研究員紹介

新刊紹介

In Vivo Inhalation Toxicity Screening Methods for Manufactured Nanomaterials
（工業ナノ材料の吸入毒性in Vivoスクリーニング試験方法）
武林 亨（慶應大学）、Robert Landsiedel（BASF SE）、蒲生 昌志＝編集、Springer社
https://www.springer.com/us/book/9789811384325

社会とLCA研究グループ　工藤 祐揮

　新しい技術を社会に導入したとき、環境や社会経済にどれ
だけの効果や影響があり得るのかを把握することは、将来に
向けた技術の普及戦略やそれを促進するための制度を検討す
る上で重要な役割を果たします。ある製品やサービスに関係
する活動の連鎖を「ゆりかごから墓場まで」と考えて環境へ
の影響を評価する手法を、ライフサイクルアセスメント

（LCA）と呼びます。
　社会とLCA研究グループでは、LCA手法やLCA的思考を研
究の中心に据え、資源リスク分析やエネルギーシステム分析
などと組み合わせることによって、環境だけでなく社会経済
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を実現するための社
会制度設計に関する研究を、2017年4月に安全科学研究部
門内に設立されたIDEAラボ（詳細は2017年8月に発行され
たニュースレター 29号をご参照下さい）と連携しながら進
めています。2019年7月現在、常勤職員8名、契約職員16
名を中心に、大学院からの技術研修生2名、技術研究組合の
パートナー研究員6名にも協力してもらいながら研究を進め

ています。主な研究テーマを以下に紹介します。
●エネルギー技術評価
　エネルギーシステムモデルやLCA手法、AI（人工知能）技
術等を用いて、様々なエネルギー技術を対象とした技術評価
を行っています。
●ウォーターフットプリント
　サプライチェーンに隠れた水消費量を算定し、それに伴う
環境リスクや事業リスクを分析するための手法を開発してい
ます。
●持続的な金属資源利用に向けた評価
　資源リスクを定量化するクリティカリティ評価や、廃製品
から回収可能なリサイクルポテンシャルを評価するマテリア
ルフロー分析を進めています。
●バイオマス利活用技術の評価
　木質バイオマス利活用技術が環境・社会経済面に与える影
響と、社会実装による変化が産業に波及的に与える影響を評
価しています。

エネルギーシステム戦略グループ　近藤 康彦

　当グループは現在、常勤職員４名（兼務を含む）、契約職
員５名、大学からの研究来所者３名から構成されています。
常勤職員は内閣府、経済産業省また資源エネルギー庁での長
期の勤務を通して、我が国における将来の技術開発、またエ
ネルギー・環境政策に精通し、またこれら政策課題に取り組
んだ経験を有しています。さらに、地方自治体のエネルギー
環境政策、また中小企業への省エネルギー対策への提言を行
うなど、小規模なグループですが、実際の行政に従事した経
験を多く有する特異な研究グループです。
　グループの中心となる研究課題は、エネルギーや経済また
環境排出量などを指標とした評価研究です。評価は地球規模
から１件の建築物まで、広域から個別事例を対象として、足
元の現在から数年から数十年後の長期間について、複数のシ
ミュレーションソフトを用いた分析によって行っています。
また、大規模な気象データによる再生可能エネルギーの出力
の推定、またこのデータを農業生産分野に応用させた研究に
も従事しています。
　地球規模の分析と評価では、現在から50～100年後の未来

に掛けて、地球上にある鉱物資源、エネルギー、また食料の
生産など、人類の活動に必須な物資の需要を満たしながら、
温室効果ガス排出量の目標値など、社会的要求をも同時に叶
える将来像の解明を、他の研究機関と共同で進めています。
　また１つの建築物から国内規模の広さを対象とした分析と
評価では、我が国を対象として、国民の生産活動および社会
活動、また家庭内生活などによるエネルギー需要を満足す
る、エネルギー供給の在り方を、現在から50年程度の未来
を対象とした解析を行っています。そして省エネルギー技術
の導入や、太陽光発電設備の普及によるエネルギー需給への
影響や効果を考慮しながら、温室効果ガス排出量の抑制効果
や将来有望視される省エネルギー技術などのエネルギー利用
技術の有効性や経済性などの検討を行っています。
　さらに日々の天候に左右される太陽光発電や風力発電によ
る発電電力量の予測に用いる気象データを活用して、農作物
の収穫量の推定や、収穫時期をコントロールすることで農作
物の一時的な過剰生産を回避する技術開発などを、生産者と
ともに進めています。

社会とLCA研究グループ　横井 崚佑

　本書は、ナノ材料の吸入毒性（粉塵を吸い込むことによる健康影響）を評価するためのin vivo試験（動物試験）のうち、
代表的な二つのスクリーニング試験、すなわち気管内投与試験（ナノ材料の分散液を動物の気管に投与する試験）と短期吸入
暴露試験（試験期間を短縮するとともに被験動物数を節約した試験）について、試験の方法、結果の解釈、適用事例、その他
の関連技術をまとめたものです。
　これらのスクリーニング試験方法は、費用や施設・設備の制約が少ないのが特徴で
あり、同一組成であってもサイズや形状に多数のバリエーションが存在するナノ材料
について、それらの安全性を効率的に確認するために極めて有効です。しかし、これ
まで適当な解説書がありませんでした。
　気管内投与試験のパートは、安全科学研究部門がリードして実施した経産省プロジェ
クト「ナノ材料の安全・安心確保のための国際先導的安全性評価技術の開発」（2011
～15年度）の成果を中心に構成されています。一方、短期吸入暴露試験のパートは、
ドイツのBASF SE社の研究を始め、国際的な試験研究の成果で構成されています。
　安全科学研究部門からは、蒲生が、企画立案の旗振りとして編者に名を連ねている
のに加え、導入章を執筆（共著）しています。また、リスク評価戦略グループの篠原
直秀主任研究員が「気管内投与後のナノ材料の体内動態」の章を執筆しています。

総括研究主幹　蒲生 昌志



Newsletter Safety & Sustainability

6 7

　本年度4月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横井崚佑と申します。生まれてから
ずっと神奈川に住んでおりましたが、この度就職にあたり
茨城に引っ越してまいりました。生活も場所も新しいこと
で溢れており、新鮮で楽しい毎日を送っています。
　産総研入所前は東京大学の工学系研究科都市工学専攻に
て、金属資源の適切な利用・管理に向けて、都市鉱山の分
析や資源消費の影響評価手法に関する研究などに取り組ん
できました。資源消費や廃棄物は私達の普段の生活とも密
接に関わる身近な問題ですが、環境面だけでなく経済面や
社会面など様々な観点から捉える必要のある非常に複雑な
問題でもあります。その問題の身近さと複雑さから、研究

対象として取り組むべき必要性と面白さを感じています。
産総研では引き続き資源消費を研究対象として、産業の持
続的な発展に向けた長期的な資源リスクの評価や資源消費
の影響評価手法の開発などに取り組みたいと考えておりま
す。皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

研究グループ紹介 新研究員紹介

新刊紹介

In Vivo Inhalation Toxicity Screening Methods for Manufactured Nanomaterials
（工業ナノ材料の吸入毒性in Vivoスクリーニング試験方法）
武林 亨（慶應大学）、Robert Landsiedel（BASF SE）、蒲生 昌志＝編集、Springer社
https://www.springer.com/us/book/9789811384325

社会とLCA研究グループ　工藤 祐揮

　新しい技術を社会に導入したとき、環境や社会経済にどれ
だけの効果や影響があり得るのかを把握することは、将来に
向けた技術の普及戦略やそれを促進するための制度を検討す
る上で重要な役割を果たします。ある製品やサービスに関係
する活動の連鎖を「ゆりかごから墓場まで」と考えて環境へ
の影響を評価する手法を、ライフサイクルアセスメント

（LCA）と呼びます。
　社会とLCA研究グループでは、LCA手法やLCA的思考を研
究の中心に据え、資源リスク分析やエネルギーシステム分析
などと組み合わせることによって、環境だけでなく社会経済
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を実現するための社
会制度設計に関する研究を、2017年4月に安全科学研究部
門内に設立されたIDEAラボ（詳細は2017年8月に発行され
たニュースレター 29号をご参照下さい）と連携しながら進
めています。2019年7月現在、常勤職員8名、契約職員16
名を中心に、大学院からの技術研修生2名、技術研究組合の
パートナー研究員6名にも協力してもらいながら研究を進め

ています。主な研究テーマを以下に紹介します。
●エネルギー技術評価
　エネルギーシステムモデルやLCA手法、AI（人工知能）技
術等を用いて、様々なエネルギー技術を対象とした技術評価
を行っています。
●ウォーターフットプリント
　サプライチェーンに隠れた水消費量を算定し、それに伴う
環境リスクや事業リスクを分析するための手法を開発してい
ます。
●持続的な金属資源利用に向けた評価
　資源リスクを定量化するクリティカリティ評価や、廃製品
から回収可能なリサイクルポテンシャルを評価するマテリア
ルフロー分析を進めています。
●バイオマス利活用技術の評価
　木質バイオマス利活用技術が環境・社会経済面に与える影
響と、社会実装による変化が産業に波及的に与える影響を評
価しています。

エネルギーシステム戦略グループ　近藤 康彦

　当グループは現在、常勤職員４名（兼務を含む）、契約職
員５名、大学からの研究来所者３名から構成されています。
常勤職員は内閣府、経済産業省また資源エネルギー庁での長
期の勤務を通して、我が国における将来の技術開発、またエ
ネルギー・環境政策に精通し、またこれら政策課題に取り組
んだ経験を有しています。さらに、地方自治体のエネルギー
環境政策、また中小企業への省エネルギー対策への提言を行
うなど、小規模なグループですが、実際の行政に従事した経
験を多く有する特異な研究グループです。
　グループの中心となる研究課題は、エネルギーや経済また
環境排出量などを指標とした評価研究です。評価は地球規模
から１件の建築物まで、広域から個別事例を対象として、足
元の現在から数年から数十年後の長期間について、複数のシ
ミュレーションソフトを用いた分析によって行っています。
また、大規模な気象データによる再生可能エネルギーの出力
の推定、またこのデータを農業生産分野に応用させた研究に
も従事しています。
　地球規模の分析と評価では、現在から50～100年後の未来

に掛けて、地球上にある鉱物資源、エネルギー、また食料の
生産など、人類の活動に必須な物資の需要を満たしながら、
温室効果ガス排出量の目標値など、社会的要求をも同時に叶
える将来像の解明を、他の研究機関と共同で進めています。
　また１つの建築物から国内規模の広さを対象とした分析と
評価では、我が国を対象として、国民の生産活動および社会
活動、また家庭内生活などによるエネルギー需要を満足す
る、エネルギー供給の在り方を、現在から50年程度の未来
を対象とした解析を行っています。そして省エネルギー技術
の導入や、太陽光発電設備の普及によるエネルギー需給への
影響や効果を考慮しながら、温室効果ガス排出量の抑制効果
や将来有望視される省エネルギー技術などのエネルギー利用
技術の有効性や経済性などの検討を行っています。
　さらに日々の天候に左右される太陽光発電や風力発電によ
る発電電力量の予測に用いる気象データを活用して、農作物
の収穫量の推定や、収穫時期をコントロールすることで農作
物の一時的な過剰生産を回避する技術開発などを、生産者と
ともに進めています。

社会とLCA研究グループ　横井 崚佑

　本書は、ナノ材料の吸入毒性（粉塵を吸い込むことによる健康影響）を評価するためのin vivo試験（動物試験）のうち、
代表的な二つのスクリーニング試験、すなわち気管内投与試験（ナノ材料の分散液を動物の気管に投与する試験）と短期吸入
暴露試験（試験期間を短縮するとともに被験動物数を節約した試験）について、試験の方法、結果の解釈、適用事例、その他
の関連技術をまとめたものです。
　これらのスクリーニング試験方法は、費用や施設・設備の制約が少ないのが特徴で
あり、同一組成であってもサイズや形状に多数のバリエーションが存在するナノ材料
について、それらの安全性を効率的に確認するために極めて有効です。しかし、これ
まで適当な解説書がありませんでした。
　気管内投与試験のパートは、安全科学研究部門がリードして実施した経産省プロジェ
クト「ナノ材料の安全・安心確保のための国際先導的安全性評価技術の開発」（2011
～15年度）の成果を中心に構成されています。一方、短期吸入暴露試験のパートは、
ドイツのBASF SE社の研究を始め、国際的な試験研究の成果で構成されています。
　安全科学研究部門からは、蒲生が、企画立案の旗振りとして編者に名を連ねている
のに加え、導入章を執筆（共著）しています。また、リスク評価戦略グループの篠原
直秀主任研究員が「気管内投与後のナノ材料の体内動態」の章を執筆しています。

総括研究主幹　蒲生 昌志
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学会参加報告

編集後記
　本号は『太陽光発電導入の課題』と
して特集記事を纏め、部門内科研費な
ど常設記事と併せて編集を行いまし

た。今号は、編集主担当者が途中で交代致しましたため、執
筆者また編集担当の方々に、多大な御助力を頂きましたこと

に深く感謝致します。
　また巻頭言では当部門へのご希望・ご期待が寄せられてお
ります。今後の研究活動の新たな切り口としてご参考頂けれ
ば幸いに存じます。（近藤記）

　LCA学会の研究発表会が、2019年3月5日～ 7日に九州大
学伊都キャンパスで開催されました。LCAの評価研究や実施
事例の発表が約200件おこなわれ、328名の参加がありました。
　基調講演では、九州大学副学長の佐々木一成氏から水素エ
ネルギーの現状と将来展望が語られ、技術開発に先んじてあ
るべき技術や社会をLCAが示すことへの期待が寄せられまし
た。また、36の口頭発表セッションの中では、「シェアリングエ
コノミー」「環境価値と消費行動」「消費行動調査」といった、

消費者と関連が深いトピックを扱うセッションが多くの聴講者を
集めました。当部門の研究員は、素材産業とSDGsの関係性、
水素エネルギー技術のLCA、将来エネルギー需給などについ
ての研究発表をおこなったほか、研究発表会の実行委員として
運営に貢献しました。
　次回は2020年3月10日～12日に武蔵野大学有明キャンパ
スで開催予定となっています。ご興味ある方は、ぜひ参加をご
検討ください。

　2019年6月3日（月）から7日（金）にかけて幕張メッセで
開かれた国際会議（2019 International Conference on 
Nanotechnology for Renewable Materials）に参加しました。
　この会議は「パルプ製紙業界技術協会」が主催する、ナノ
セルロース材料の物化特性、製法、機能、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す。安全科学研究部
門からは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」の成果について2件の口頭

発表と3件のポスター発表が行われました。私は「セルロース
ナノ材料の安全性：理論から実践への橋渡し」ワークショップ
で発表し、ドイツ、米国、カナダ、韓国、豪州等の参加者と
活発な議論を交わしました。今回は日本開催であることもあ
り、国内のCNF関連企業のブースが多く出展され、日本での
CNFの研究や製品開発のアクティビティの高さが印象に残る会
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 of Environmental Toxicology and Chemistry
（SETAC）主催のSETAC Europe 29th Annual Meeting
（開催期間：2019年5月26日（月）～30日（木））がヘルシンキ
（フィンランド）にて開催されました。化学物質の生態毒性、環境
動態、混合物リスク評価、ライフサイクルアセスメントとフットプ
リントなどのテーマに関する発表・議論が行われました。
　生態毒性関連では、種の感受性分布、in silicoによる生態
毒性予測、ニッケルの生態毒性、鉱山での野外影響に関する

研究成果を発表しました。環境動態も含め、特にマイクロプラ
スチックに関する発表がかなり多く、当該課題の関心の高さを
肌で感じられました。
　ライフサイクルアセスメントと持続可能性に関するセッション
では、ある程度成熟したと思われていた環境問題への注目の
再燃や、食の持続可能性・マイクロプラスチックなど社会でも
注目される新たなトピックにLCAがどう対応していくかという点
にも関心が集まっていました。

産総研にお願いしたいことを３点述べたい。
第１は再エネルギー政策について。先ずは、過去の総括をしてほしい。日本はサンシャイン計画

からＦＩＴに至るまで長く政策を実施してきた。結果、ＰＶの大量導入は実現した。しかし、買取費
用総額は年間3.6兆円を超えている。また日本メーカーは世界市場を獲れなかった。どこを間違え
たのか。今後に向けての教訓は何か。次いで、再エネルギー政策の今後についての戦略を立ててほ
しい。いまＦＩＴの抜本的な見直しが進められている。これまでは再エネルギーは優遇されてきた
が、これからは実力で戦わねばならない。天気次第の太陽・風力は、せいぜい化石燃料を焚き減ら
すぐらいの価値しかない。これを直視した上で、どのような技術開発戦略・普及戦略があるのか。
政治家やメディアに受ける、希望的観測のポンチ画餅ではなく、現実的な戦略を提示してほしい。

第２はテクノロジーが地球環境問題を解決する道筋を示してほしい。テクノロジーは、人類に、
健康、長寿、経済的繁栄をもたらした。またテクノロジーは公害も引き起こしたが、その解決策
にもなった。温暖化問題もテクノロジーがもたらしたが、やはり解決もテクノロジーによるほかな
い。このリスク管理戦略、開発戦略を構築してほしい。

テクノロジーは既往のテクノロジーの組み合わせで生まれ複雑系をなして成長する。いまＡＩ、
ＩＯＴなどのデジタル技術が急速に進歩し、自動車革命で大幅なＣＯ２の削減が期待されている。
同様の変化は経済全体で起きる。経済的繁栄と低いＣＯ２排出を両立するにはどうすればよいか。

ここで重要なのは規制の在り方だ。イノベーションを最大限可能ならしめる一方で、個人情報
保護等に加え、 ＣＯ２削減の要請にも答えねばならない。 日本の電車網は、経済と低ＣＯ２を両立し
たよい前例だ。あらゆる経済部門で、今後、同様な優れた発展が出来るはずだ。

材料技術、バイオテクノロジーも、急速に進歩しており、大いに温暖化対策に寄与しうる。こ
こでも適切な規制がカギとなる。温室効果ガス排出量の３割から５割は食料供給に関係するが、
バイオテクノロジーがフル活用されればこれは大幅に減らせる。バイオテクノロジーが否定される
ならば、この機会は失われる。

第３に、温暖化問題のリスクを総合評価してほしい。温暖化対策の費用は今や巨額になったの
で、経済成長や安全保障に与える悪影響がむしろ心配である。それから、温暖化によるリスクの
評価も再検証が必要だ。温暖化は、かつて言われていたよりも、ゆっくりとしか起きていない。
顕著な被害は出ていないし、今後もそれほどひどい被害になりそうにない。シミュレーションによ
る不吉な予測は多々あるけれども、一定の条件と限られた知見の下での結果に過ぎないことも多
い。それらを冷静にメタ分析して、本当に何がどの程度危ないのか理解する必要がある。政治目
標が２度とか８０％のＣＯ２削減と決まっているからそれを出発点にするというのでは、リスク科学に
なっていない。政治目標の妥当性も検証が必要だ。
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