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編集後記
　本号では爆発安全の研究をテーマと
して特集させて頂き、巻頭言は高圧ガ
ス保安協会総合研究所長の前田秀様に

記事をご執筆頂いた他、２件の特集記事を掲載させて頂きま
した。また、シリーズ部門科研費ではエネルギー関連で２件、

研究グループ紹介を２件、更に爆発研究施設見学会、部門講
演会、及び学会参加報告の記事を掲載させて頂きました。
　記事の執筆にご協力頂いた皆様に心より御礼申し上げます。
ニュースレターを通して、皆様が更に情報交換や交流を活発化
して頂くことを願っております。（森本慎一郎）

　2019年6月9日 か ら15日 に か け て 開 催 さ れ たICML
（International Conference on Machine Learning）が米
国ロサンゼルスロングビーチにある国際会議場で開催され、
安全科学研究部門から本田と小澤の2名が参加をしました。
ICMLは参加者3千人以上、発表件数774件という機械学習や
深層学習分野において最も大きな国際会議の一つです。今年
度の発表内容は深層学習に関する発表が半数程度、残る半
数程度が機械学習に関するアルゴリズムの発表となっていまし
た。今年度の発表では日本国内でも注目されている敵対的生
成 学 習GAN（Generative Adversarial Networks）に 関
する発表が多く見られました。特に従来のGANでは局所的な

特徴を捉えてしまいがちだったものをSelfAttentionを用い
ることで、より巨視的な特徴も考慮に入れた画像生成を可
能にするアルゴリズムの提案などが行われていました。ま
た、私たちも研究上活用しているResNetの安定性を向上さ
せるアルゴリズムに関する発表が複数行われており、私た
ちがResNet活用において課題としていた挙動の不安定性の
解決に重要な示唆を得ることができました。会場には企業
ブースも設けられており、GoogleやFacebook、NVIDIA
といった国際的にAI研究を進める企業のAIアルゴリズムな
どの詳細についてプレゼンテーションが行われていました。

　2019年7月7日（日）から11日（木）にかけて北京（中国）
の 清 華 大 学 に て 開 催 さ れ たThe 10th International 
Conference of the International Society for Industrial 
Ecology（ISIE2019） に参加しました。“Industrial Ecology 
for Eco-civilization” をカンファレンステーマに掲げ開催
された本会議では、サーキュラーエコノミーやライフサイ
クルアセスメント、産業連関分析、環境フットプリント、
社会経済的メタボリズムといったトピックに関して、手法
開発からケーススタディ、意思決定への活用など様々な内
容の発表が行われました。特に環境フットプリントに関す
る発表が多く、サプライチェーンの国際化に伴う（地球温

暖化に限らない）多様な環境影響への関心の高まりを感じ
ました。
　当部門からは、国内における銅の回収ポテンシャル評価
に関してポスター発表を行いました。今回は北京での開催
ということで周辺の大学の学生からも多数の参加があり、
沢山の方がポスターにも来てくださり、有益な議論を交わ
すことができました。また、ポスターセッションは野外で
の開催という少し珍しい形式でしたが、随所にて時間が足
りなくなるほどに非常に活発な議論がなされていた光景が
印象的でした。

高圧ガス保安協会（KHK）は、高圧ガスに関する民間自主保安の中核団体ですが、産業技術
総合研究所とは、前身の工業技術院の時代から産業保安技術の向上のため協力を続けてきた経
緯があります。最近では、あまり意識されないようになったと感じますが、その一端を紙面をお借
りしてご紹介したいと思います。
1963年12月にKHKが発足して間もなく1965年（昭和40年）から、当時の資源技術研究所

と上富良野において可燃性ガス屋外実験（ＬＰガス容器火災試験）を実施しています。この当時
KHK理事の田中栄氏より実験の必要性を得々と説かれ、実験に至ったという話を当時の資源技
術試験所採鉱保安部の担当官から伺ったことがあります。実験実施までに用地の確保等で2年費
やしたことを考えると、KHKの安全に関する実験の一番最初から産総研と深い関わりがあったこと
になります。
この実験は、ＬＰガスの容器や貯槽の周囲の火災（火炎）が容器等を破裂させることがあるかを
実証した試験で、他の容器からの噴射火炎に直接曝された場合には容器が破裂する可能性があ
ることを示しています。この実験結果に基づき、ＬＰガス容器の設置方法等が基準化されている他、
火災時のLPガス容器の挙動解析に現在でも役だっています。この当時から、実証実験は産総研、
省令や省令補完基準（現在の例示基準に相当しますが、例示基準とは異なり守らなければならな
いものでした）策定のお手伝いなど社会実装はKHKという構図ができていました。
この他、ジメチルエーテル（ＤＭＥ）を燃料として使用する場合の安全性確保に関する調査研
究においては、産業技術総合研究所、東京大学などと共同研究体制を構築し、ＤＭＥの安全利用
に係る各種データの収集、安全性評価等も実施させて頂いております。当該調査研究の一環とし
て、陸上自衛隊関山演習場をお借りし、大規模野外実験（プール火災、消火、爆発威力等に係
る実験）を10日間にわたり実施し、貴重なデータを収集しております。
KHKに液化石油ガス消費者保安センター附属研究所が設置された折には加藤真蔵氏、その後
高橋忠雄氏、河野信氏、大内丈夫氏が所長として就任し主に公害資源研究所（資源環境技術総
合研究所）と強い繋がりがありました。
また、KHKの多くの委員会には橋口幸雄氏、大屋正明氏、堀口貞茲氏、和田有司氏を初め多

くの方々にご助言をいただいております他、保安講習会向けの教育ビデオの作成にご協力してい
ただいていています。最近では、KHKから、高圧ガスの取り扱いや法令、事故事例等についての
出張講習も行わせていただいています。
研究関係では、水素燃料電池自動車用容器や水素スタンドで使用できる金属材料の選定に関

して2003年から研究組合を作り共同で研究を続けてきております。これらの成果は、高圧ガス保
安法の容器保安規則・例示基準や一般高圧ガス保安規則・例示基準等に採り入れられています。
最近では、KHKの総合研究所では多くの試験装置、特に水素スタンドに設置するFRP製の蓄圧
器や空気呼吸器や車両搭載用の複合容器の破裂試験や圧力サイクル試験を実施する試験装置や
疲労試験、ストレスラプチャー試験、構造解析を充実させ自らも基準作成や改正に必要な根拠
データを収集しております。これを機に産総研とKHKの協力体制がさらに強固なものとなることを
望みます。（本稿の執筆に当たりましては、KHKの元総合研究所長である竹花立美氏のご協力を
得ました。この場を借りて感謝申し上げます。）

高圧ガス保安協会総合研究所と産業技術総合研究所との関わり
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シリーズ部門内科研費
水素ガス貯蔵設備における安全技術および高度利用技術の開発 Will ammonia be one potential solution to energy and 

environmental issues?爆発利用・産業保安研究グループ　朝原 誠
Emission and Exposure Analysis Group 　 Mianqiang Xue

　      Ammonia (NH3) plays an important role in our 
daily life during the past two centuries. In 1850s, 
ammonia was actively used as refrigerant. In 1910s, 
chemists Fritz Haber and Carl Bosch developed an 
artificial nitrogen fixation technology, known as 
Haber-Bosch process, to produce ammonia. They 
were awarded the Nobel Prize in 1918 and 1931, 
respectively. Afterwards, ammonia was widely used 
as fert i l izer, which detonated the population 
explosion from 1.6 to 8 billion. In 1940s, ammonia 
was used as feedstock for synthetic resin that can be 
applied in cloths, home appliances, medical supplies, 
automobiles, etc. In the beginning of the 21st century, 
ammonia was proposed as an energy carrier to cope 
with the energy and environmental issues in the 
context of hydrogen economy, as shown in Figure 1.

   
      Regarding new applications as an energy carrier, 
ammonia shows great potential in versatility. It can 
be  decomposed  i n to  hyd rogen  fo r  f u r the r  
application, or employed as feedstock for fuel cells, 
or combusted directly. Currently, ammonia is the 
second most  produced indust r ia l  chemica l  
worldwide. However, even till now it is still mainly 
manufactured by the Haber-Bosch method. It is an 
energy intensive process under high temperatures 
and pressures. Moreover, the hydrogen sources are 

natural gas, oil, and coal. That is not a sustainable 
way.   
      One potential strategy towards sustainability is 
to produce ammonia based on renewable energies 
including wind, solar, hydro, and geothermal energy. 
Water electrolysis and electrochemical processes 
are involved. Although fossil fuels are replaced with 
renewable energies, the supply chain is complicated. 
Another potential strategy is to produce ammonia 
from waste with innovative catalysts under the 
principle of circular economy. AIST researchers from 
Fukushima Renewable Energy Institute, AIST (FREA) 
and Nanomaterials Research Institute (NMRI) are 
working on nitrogen oxides recycling and ammonia 
purification. Useless nitrogen oxides were treated, 
and at the same time ammonia was obtained. 
      Environmental  assessment of the above 
st rateg ies was conducted to compare the i r  
environmental performance with traditional methods. 
For the renewable energy-based strategy, four 
scenarios (Japan to Japan, JP-JP; Australia to Japan, 
AU-JP; Chile to Japan, CL-JP; Saudi Arabia to Japan, 
SA-JP) were modeled based on international 
relations and energy distribution between these 
countries. Compared with Japan electricity mix, it is 
a win-win situation under the scenario JP-JP from the 
perspective of carbon and nitrogen footprints while 
trade-offs were identified under scenarios AU-JP and 
CL-JP. For the circular economy-based strategy, the 
assessment is still ongoing. Ammonia is placed with 
high expectation in the future energy portfolio. 
Together with new technology development, 
corresponding environmental assessment is essential 
to elucidate the trade-offs and identify opportunities 
for improvement towards sustainability.

Figure 1. History of ammonia application and strategies for 
                promoting its new application
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可燃性ガスや火薬類をはじめとする高いエネルギーを有する
物質が持つ優れた特性を産業界で利用するには、その利用技
術だけでなく、エネルギーを適切に制御して事故の発生を未然
に防ぎ、また万が一事故が発生した際には影響低減化技術に
よって被害を抑える安全対策技術も同時に必要になります。

高圧ガスなどの安全利用に関する研究として、水素ガス貯
蔵設備における安全技術および高度利用技術の開発研究を紹
介します。

水素は燃料電池車の燃料として用いられますが、燃料電池
車の本格的な普及を目指し、燃料電池車の一度の燃料補給で
の充填時間の短縮と航続距離の延長に対応するため、一般的
な産業界での従来の使われ方よりはるかに高圧となる常用圧
力82 MPaの圧縮水素スタンドの技術基準の整備が進められ
ています。

水素スタンドをはじめとする高圧水素ガス設備では、ガス
を貯蔵する機器が想定以上の高圧状態になった場合でも損
害から防ぐために設けられた、高圧水素の放出を可能にする
バーストディスク（Burst disk）あるいはラプチャーディスク

（Rupture disk）といわれる過圧防止安全装置（Pressure 
Relief Devices: PRDs）が備え付けられています。しかし、
これまでの研究で高圧の水素ガスが配管を通して放出される
と、放出配管の出口で火炎が形成されることが報告されていま
す。これは非常に高圧な水素が放出配管内に一気に吹き出す
ことにより、配管内に衝撃波が形成され、それによる断熱圧縮
で配管内の急激な温度上昇が起こり、また配管内壁の境界層

における水素と配管内空気の混合が促進されることで自発的
に着火が起こる自着火現象によるものであることが示唆されて
います。

高圧で吹き出す水素ジェットに着火した場合、遠方にまで及
ぶジェット火炎は人体や建築物に多大な影響を与えるため、本
研究では自着火メカニズムの解明とともに、自着火の予防・
抑制技術の開発を目指した技術開発研究を進めています。

図1に示すような任意の圧力でバーストディスク（破裂板）
を破り、高圧側に貯めた水素を内径10 mmのアクリル円管内
に噴出させることのできる実験装置を用いて、噴出する水素圧
力と、配管の長さを変数に取り、自着火が起こる条件を高速
度カメラによる映像観測などにより実験的に調査しています。
図2には放出配管外に形成された水素火炎の高速度カメラで撮
影した例を示します。このように自着火が起こると非常に長い
火炎が形成され遠方まで影響することがわかります。図3に示
すように、放出配管外部での自着火火炎の形成は、噴出時の
水素圧力と放出配管の長さに依存していることが明らかになっ
ています。配管長が1 m以下だと水素圧力が高いほど、また
配管長が1 mを超えると、5 MPaの圧力で管外火炎が形成さ
れることがわかります。また管外に火炎が形成されると、配管
の長さによらず高圧水素側のガスの漏洩量に応じて火炎長が
長くなる傾向があることが明らかになりました。

本研究で水素自着火に関する重要な知見が得られるように
なりましたが、水素が着火する条件の定量的評価はまだ実現し
ておらず、今後も継続して研究を推進していく予定です。

2

図３：(a)配管長と破膜圧力による自着火の有無と(b)管外火炎長

(a)

図２：高速度カメラで撮影した水素火炎

図１：水素燃焼試験装置

(b)
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2

図３：(a)配管長と破膜圧力による自着火の有無と(b)管外火炎長

(a)

図２：高速度カメラで撮影した水素火炎

図１：水素燃焼試験装置

(b)
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DSC評価に影響を及ぼす容器材質の影響特集
地中式火薬庫の野外爆発実験について

爆発安全研究グループ　若林 邦彦

はじめに
安全科学研究部門では火薬類等の爆発安全に関する研究

を実施しており、火薬類取締法（以下、火取法）の改正に
必要な科学的な根拠を提供する等の行政ニーズ研究にも積
極的に対応しています。経済産業省が主催する野外爆発実
験には継続して参画しており、実験計画の策定や実験デー
タ（爆風圧、地盤振動、飛散物、騒音など）の収集・解析
などを主に担当しています。得られた成果は報告書として
まとめ経済産業省に提供することで火薬類の保安行政なら
びに安心・安全な社会の実現に貢献しています。ここでは
一例として、平成28年度から30年度にかけて実施した地中
式火薬庫に関する野外実験について紹介します。

地中式火薬庫に関する実験
地中式火薬庫は、十分な地盤厚さとトンネル様の前室及

び薬室から構成されており、爆発の際に直接の爆風が突出
しないように火薬庫の出口（庫口）の前方には土堤が設置
されています。火薬庫はその貯蔵量に応じて火薬庫の外壁
から保安距離を設けなければならないことが火取法で規定
されていますが、地中式火薬庫の場合、庫口を基点として
爆風に指向性があることが知られています。そこで、地中
式火薬庫周囲の爆風圧分布の詳細を明らかにするために野
外爆発実験を実施しました。地中式火薬庫の縮小模型（図
1）を作製し、その内部で最大5kgの爆薬を爆発させました。
爆発状況を横方向から高速度カメラで撮影した結果の一例
を図2に示します。爆発直後、庫口から前方に火炎が噴出
し、爆発生成ガスが土堤の斜面に沿った方向に膨張してい
く様子が観測されました。また、衝撃波が大気中を伝搬し
ていく様子からは、庫口前方に伝播する衝撃波が後方に比
べて速いことなどが示されました。火薬庫全長と薬室直径
の比などをパラメータとした数種類の試験体を用い一連の
実験を実施した結果、地中式火薬庫周囲の爆風圧分布につ
いては以下のような知見が得られました。
・爆風圧は、火薬庫庫口前方が強くなり、角度依存性がある。
・火薬庫全長が長くなる（火薬庫全長／薬室径が大きくなる）

と爆風圧は小さくなる。
・前室の径が薬室の径に比べ小さくなると、爆風圧は小さ

くなる。

おわりに
ここ数年の野外実験では、保安距離の短縮が期待できる

新しい構造の火薬庫（地下式火薬庫）、敷地の専有面積がコ
ンパクトになる新しい構造の土堤（片側垂直土堤）、火薬類
の爆発威力定量化などの研究テーマが実施されています。
これまでに実施した野外実験の内容と結果の詳細について
は年度ごとの報告書にまとめられており、経済産業省のホー
ムページに掲載されていますので、ご興味がございました
らご覧ください。

図１　地中式火薬庫模型の外観
薬室は土嚢で覆われている。庫口前方

（右側）には土堤が設置されている。

 

 

 

 

図2　地中式火薬庫模型の爆発状況一例
（平成29年度 実験No. 1-1）

参考文献
１）平成29年度火薬類爆発影響低減化技術基準検討報告書

（平成30年2月）
２）平成30年度火薬類爆発影響低減化技術基準検討報告書

（平成31年2月）

示 差 走 査 熱 量 測 定（DSC: Differential Scanning 
Calorimetry）で得られる発熱量（発熱分解エネルギー）と
化学物質の火災・爆発性とには相関性が認められおり、DSC
は従来危険性評価試験として使用されてきました。DSCは、
極めて少量の試料で簡便かつ安全に化学物質の危険性評価を
行うのに有効な手段ではありますが、一方で、測定条件の影
響をうけることが知られています。国内では、消防法におけ
る危険物第5類（自己反応性物質）に該当するか否かを判断
する際の判定試験1）として使用されており、JIS「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」（JIS K 4834）2）があります。ここでは、容器としてステ
ンレス製耐圧容器を使用することが決められていますが、ステ
ンレスなどの金属と反応する物質の危険性評価の判断は未だ
に課題として残されています。

図１には、例として硝酸アンモニウムについて、ステンレス
容器（SS）、 金メッキステンレス容器（GSS）、ガラスキャピラ
リー容器（GC）を使用して得られたDSC曲線をまとめてみま
した。ステンレス容器で得られる発熱分解エネルギーはガラス
容器での結果に比べて高い値を示していることがわかります。
この物質の評価にステンレス容器を使用すると、過大評価と
なることは明らかです。我々は約50種類の化学物質について
比較評価を行い、構造中にハロゲン、硫黄を有する物質はス
テンレスと反応する事を確認しました3）。しかし、これらの物
質以外にもステンレスの影響を受ける物質が確認されており、
構造などの規則性を見出せていません。さらに種々の物質に
ついて評価を行い、検証を進めているところです。

図で注意したい点は、金メッキステンレス容器を使用して得
られる熱挙動です。金メッキ容器は、そもそも表面に金メッ
キ処理を施すことで純金容器相当となることを想定して開発
されたものですが、熱挙動は明らかに正側の触媒作用を受け
ています。我々の検証では、金メッキ容器を使用すると、50
種類中約40%の試料が明らかな正触媒の影響を受け、5%は
負触媒の影響を受けることがわかっています3）。通常、金メッ
キ工程では、金をメッキする前に一次メッキ（ニッケルもしく
は銅）が施されます。メッキ業界では、メッキを薄くすること
で、メッキ被膜にピンホールといわれる微小な孔が発生し、
一次メッキ層などの影響により腐食が進む事が懸念されてい
ます。ピンホールは3～5μm以下のメッキで確実に存在し、
メッキ層が薄くなればなるほど指数関数的に増加するとされて

います。金メッキ容器では、下地のステンレス層だけではなく、
一次メッキ層も反応に関与し、より複雑な影響を及ぼすことが
懸念されます。国内のDSC装置メーカーが販売する数種類の
金メッキ容器に対し、容器の表面状態をSEMにて観察しました
が、いずれもメッキ形態は様々で、試料容器へのメッキ技術は
統一されていない事が判っています。現状では反応に不活性
な材質の容器としてガラス容器が有効といえますが、 ガラス容
器が万能というわけでもありません。一般的にはアルカリ耐性
が低いとされ、 高温ではより影響を受ける可能性があります。
耐圧性の問題もあります。耐圧性があり、且つ、反応に不活
性な材質の容器開発をすすめているところです。

参考文献
1) 危険物技術研究会編、危険物確認試験実施マニュアル、

新日本法規出版（1990）
2) JIS K 4834:2013：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
3) 例えば、Miyako Akiyoshi*、 Ken Okada、 Shu Usuba、 

Take-hiro Matsunaga、 “Comparison between Glass 
and Stain-less-Steel Vessels in Differential Scanning 
Calorimetry Esti-mation、 American Journal of 
Analytical Chemistry、 8、 19-34（2017） 
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図1 各種容器で得られた硝酸アンモニウムの DSC曲線
　　(加熱速度: 5℃/min, 試料量: 1mg) 
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and Stain-less-Steel Vessels in Differential Scanning 
Calorimetry Esti-mation、 American Journal of 
Analytical Chemistry、 8、 19-34（2017） 
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　令和元年6月27日（木）に、産総研 つくば中央第5事業
所ならびにつくば西事業所にて「令和元年度安全科学研究
部門爆発研究施設見学会」を開催しました。例年6月ごろ
に、爆発施設や実験を見学することで火薬類等の研究や現
象そのものを学生さんや教員の皆様に知っていただくため
に実施しており、10年以上続いています。私どもとこれま
でに共同研究などを実施した大学の先生方に案内を出し、
横浜国立大学、慶應義塾大学, 岐阜大学, 諏訪東京理科大学, 
日本大学, 愛知工業大学, 北海道大学から学生さん47名（学
部生37名、大学院生10名）、引率の先生5名が参加されま
した。プログラムは以下のようです。
13：00　 サイエンススクエア及び地質標本館の見学　
13：45 　第５研究施設見学（55分）
14：45　 つくば西事業所へ移動
15：00　 つくば西TIA新棟　TIA-nanoホールで産総研紹介
・緒方部門長あいさつ（10分）
・各グループ研究紹介（若林、久保田、各20分）
・質疑応答（10分）
16：00　つくば西事業所研究施設見学 爆発実験(水素、火

薬類) （60分）
17：00  懇親会（つくば西事業所　厚生棟テラス）
　爆発安全研究グループ（GL若林 第５事業所）と爆発利用・
産業保安研究グループ（GL久保田 西事業所）が本見学会の

案内役を務め、両グループの職員等が対応します。第5事業
所では水中爆発実験を実施し、小型のプールの中に小薬量
を沈めて爆発させ、音や振動を通してその迫力を肌で感じ
ていただきました。その後、第5から直線距離で1.5km程度
離れたつくば西事業所に移動し、部門長の緒方からご挨拶
と各グループ紹介を行いました。現状の研究紹介にとどま
らず、持ち時間後半10分は「衝撃波と高圧力と爆轟波」と
いうタイトルで海外での研究の歴史も交えて紹介しました。
西事業所では、最新の高速計測方法や新しい考え方を含ん
だ爆発実験を実施しました。火薬類は瞬間的に数千度・数
十万気圧の極限状態が達成され、そのために様々な用途に
利用されます。参加の皆様には、緻密な制御は未だ困難で
あることや安全管理の重要性などが伝わり、さらには爆発
に係る研究に興味を抱く方が少数でも現れることを期待し
ております。今年度は、次世代のエネルギーとして注目さ
れている水素の安全性評価研究として、水素-空気の予混合
爆発実験も実施しました。国内では火薬類やエネルギー物
質の爆発実験が出来る研究機関は少なく、燃焼・爆発の安
全利用や安全管理に関する研究を維持し、啓蒙活動を実施
することは我々の務めと認識しております。物理化学の領
域では網羅できない学際領域の高エネルギー物質の研究の
入り口はここにあります。

研究グループ紹介 活動紹介
リスク評価戦略グループ　内藤 航

　化学物質、ナノ材料および放射性物質のリスクに関連する
具体的な課題について、適切なリスク評価・管理手法の開発
とその適用に関する研究に取り組んでいます。リスク評価の
あり方（戦略）はリスク評価の目的に応じて異なってきます。
リスク評価の目的には、例えば、優先順位を決めるようなス
クリーニングのための評価や合理的なリスク対策の検討に必
要な費用効果分析等のための詳細な評価があります。当グ
ループでは、そのようなリスク評価の目的に応じて、評価に
必要なデータを実験や調査によって取得あるいは数理科学的
に推論するための研究を行っています。さらに、実環境にお
けるリスク問題の現実的な対策の検討に資する実践的な評価
やそのような評価を可能にするガイダンスの作成にも取り組
んでいます。当グループは、2019年10月１日現在、常勤職
員7名（内兼務２名）、ポスドク１名、テクニカルスタッフ7
名、派遣職員１名で研究活動を行っています。主な研究テー
マは次の通りです。
■ナノ材料のリスク評価技術：ナノ炭素、金属ナノ粒子、セ

ルロースナノファイバー等のナノ材料に対する簡便な有害

性試験法の開発と適用、さらには試験手順書の作成等を
行っています。事業者による自主安全性評価の取り組みを
支援するためのナノ炭素材料の有害性評価にも取り組んで
います。

■化学物質のリスク評価：化審法等のリスク評価の迅速化・
効率化のための数理科学的手法を用いた有害性推論手法の
開発を行っています。現実的な生態リスク評価・管理の確
立に資する休廃止鉱山等の実環境における生態リスクを野
外調査や室内実験の結果に基づき評価・予測するための研
究やガイダンスの作成をしています。室内環境曝露評価の
高度化に向けて、SVOC類の放散・吸着試験や実態調査を
行っています。

■放射性物質のリスク管理のための線量の計測と評価：福島
原発事故に由来する放射性物質による被ばくリスクに対す
る正しい理解と効果的な線量低減策の検討のために、避難
解除地域等において小型個人線量計を用いた被ばく線量の
実態調査・評価や住宅内のハウスダストやエアロゾル中の
放射能計測・評価を行っています。

排出暴露解析グループ　恒見 清孝

　当グループは、環境リスク低減などを目標として、化学物
質のヒト健康や生物へのリスク評価を進めています。中で
も、新規物質や代替物質、新規技術やリサイクル技術に付随
する物質、暴露・有害性の情報が少ない物質やそれらの特定
が難しい混合物などを対象に、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、産業保安の確保などを目標として、自然災害や事故
に伴う化学物質漏洩によるリスク評価にも取り組んでいま
す。多様なリスクの総合評価や社会受容性調査も含めたテク
ノロジー・アセスメントを視野に入れた研究を進めています。
　2019年10月現在、常勤職員6名、契約職員4名を中心に、
招へい研究員、技術研修生、派遣、企業からの産学官来所者
の方々の協力を得て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。
■複雑混合物の暴露解析
　高分離能と再現性を有する二次元ガスクロマトグラフ装置
を用いて、石油留分などの複雑混合物の物性解析手法や暴露
評価手法を新たに開発しています。

■生態リスク評価ツールの開発
　自主管理や規制対応のための企業や行政関係者によるリス
ク評価の実施を支援するため、人工知能を用いた有害性推定
の補完手法などを導入して、産総研の生態リスク評価管理
ツール（AIST-MeRAM）の高度化を進めています。
■ナノ材料の排出・暴露評価
　再生可能資源として注目されているナノセルロースや、エ
ネルギー生成副産物としての固体ナノカーボンなどを対象
に、ナノ材料のリスク評価に資する排出暴露解析手法の開発
を行っています。
■災害・事故のリスク評価
　化学プラントや水素ステーションなどで自然災害・事故時
の物質漏洩に伴う労働・一般環境での暴露解析手法、爆発・
火炎などの事象発生確率も考慮した確率論的リスク評価手法
の開発や、一般市民への社会受容性調査を進めています。
■物質循環に伴う多様なリスクの総合評価
　新たな高度リサイクル技術の社会実装を支援するために、
廃棄物の回収・リサイクルに伴う多面的な環境影響を評価
し、多様なリスクを比較・統合化する手法の開発を進めてい
ます。

爆発利用・産業保安研究グループ　久保田 士郎
令和元年度安全科学研究部門爆発研究施設見学会

　企業活動にとっては、持続可能な開発目標（SDGs）への
貢献や気候関連財務情報開示タスクフォース等への対応をア
ピールできることが強みになりつつあります。安全科学研究部
門では、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進めており、企業に
とって懸念材料である環境リスクを強みに変えていく定量的エ
ビデンスやシナリオ作成等に寄与することを目指しています。
そこで今年度の部門講演会は、「環境リスクを強みに変える」
をテーマに実施します。

安全科学研究部門講演会 ～環境リスクを強みに変える～
●日時：令和2年1月29日（水）13:30～17:00 （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）
●プログラム
基調講演　「環境リスクを強みに変える」
　岸本 道弘 氏（日本政策投資銀行 常務執行役員）

「ものづくりが向き合う資源リスクとSDGs」
　畑山 博樹（主任研究員　安全科学研究部門 社会とLCA研

究グループ）
「産総研の安全科学研究のこれから（仮）」
　玄地 裕（安全科学研究部門 副研究部門長）

「産総研連携制度の紹介」
　内藤 茂樹（エネルギー・環境領域研究戦略部 イノベー

ションコーディネータ）

ポスターセッション他
●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/symposium2020/　

申込締切　令和２年1月15日（水）
※定員200名に達し次第、締め切らせていただきます。
●連絡先：産総研安全科学研究部門　講演会事務局
E-mail: riss-info-ml@aist.go.jp 

安全科学研究部門　講演会事務局
安全科学研究部門講演会のお知らせ
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だ爆発実験を実施しました。火薬類は瞬間的に数千度・数
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以下に紹介します。
■複雑混合物の暴露解析
　高分離能と再現性を有する二次元ガスクロマトグラフ装置
を用いて、石油留分などの複雑混合物の物性解析手法や暴露
評価手法を新たに開発しています。

■生態リスク評価ツールの開発
　自主管理や規制対応のための企業や行政関係者によるリス
ク評価の実施を支援するため、人工知能を用いた有害性推定
の補完手法などを導入して、産総研の生態リスク評価管理
ツール（AIST-MeRAM）の高度化を進めています。
■ナノ材料の排出・暴露評価
　再生可能資源として注目されているナノセルロースや、エ
ネルギー生成副産物としての固体ナノカーボンなどを対象
に、ナノ材料のリスク評価に資する排出暴露解析手法の開発
を行っています。
■災害・事故のリスク評価
　化学プラントや水素ステーションなどで自然災害・事故時
の物質漏洩に伴う労働・一般環境での暴露解析手法、爆発・
火炎などの事象発生確率も考慮した確率論的リスク評価手法
の開発や、一般市民への社会受容性調査を進めています。
■物質循環に伴う多様なリスクの総合評価
　新たな高度リサイクル技術の社会実装を支援するために、
廃棄物の回収・リサイクルに伴う多面的な環境影響を評価
し、多様なリスクを比較・統合化する手法の開発を進めてい
ます。

爆発利用・産業保安研究グループ　久保田 士郎
令和元年度安全科学研究部門爆発研究施設見学会

　企業活動にとっては、持続可能な開発目標（SDGs）への
貢献や気候関連財務情報開示タスクフォース等への対応をア
ピールできることが強みになりつつあります。安全科学研究部
門では、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進めており、企業に
とって懸念材料である環境リスクを強みに変えていく定量的エ
ビデンスやシナリオ作成等に寄与することを目指しています。
そこで今年度の部門講演会は、「環境リスクを強みに変える」
をテーマに実施します。

安全科学研究部門講演会 ～環境リスクを強みに変える～
●日時：令和2年1月29日（水）13:30～17:00 （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）
●プログラム
基調講演　「環境リスクを強みに変える」
　岸本 道弘 氏（日本政策投資銀行 常務執行役員）

「ものづくりが向き合う資源リスクとSDGs」
　畑山 博樹（主任研究員　安全科学研究部門 社会とLCA研

究グループ）
「産総研の安全科学研究のこれから（仮）」
　玄地 裕（安全科学研究部門 副研究部門長）

「産総研連携制度の紹介」
　内藤 茂樹（エネルギー・環境領域研究戦略部 イノベー

ションコーディネータ）

ポスターセッション他
●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/symposium2020/　

申込締切　令和２年1月15日（水）
※定員200名に達し次第、締め切らせていただきます。
●連絡先：産総研安全科学研究部門　講演会事務局
E-mail: riss-info-ml@aist.go.jp 

安全科学研究部門　講演会事務局
安全科学研究部門講演会のお知らせ
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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
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学会参加報告

編集後記
　本号では爆発安全の研究をテーマと
して特集させて頂き、巻頭言は高圧ガ
ス保安協会総合研究所長の前田秀様に

記事をご執筆頂いた他、２件の特集記事を掲載させて頂きま
した。また、シリーズ部門科研費ではエネルギー関連で２件、

研究グループ紹介を２件、更に爆発研究施設見学会、部門講
演会、及び学会参加報告の記事を掲載させて頂きました。
　記事の執筆にご協力頂いた皆様に心より御礼申し上げます。
ニュースレターを通して、皆様が更に情報交換や交流を活発化
して頂くことを願っております。（森本慎一郎）

　2019年6月9日 か ら15日 に か け て 開 催 さ れ たICML
（International Conference on Machine Learning）が米
国ロサンゼルスロングビーチにある国際会議場で開催され、
安全科学研究部門から本田と小澤の2名が参加をしました。
ICMLは参加者3千人以上、発表件数774件という機械学習や
深層学習分野において最も大きな国際会議の一つです。今年
度の発表内容は深層学習に関する発表が半数程度、残る半
数程度が機械学習に関するアルゴリズムの発表となっていまし
た。今年度の発表では日本国内でも注目されている敵対的生
成 学 習GAN（Generative Adversarial Networks）に 関
する発表が多く見られました。特に従来のGANでは局所的な

特徴を捉えてしまいがちだったものをSelfAttentionを用い
ることで、より巨視的な特徴も考慮に入れた画像生成を可
能にするアルゴリズムの提案などが行われていました。ま
た、私たちも研究上活用しているResNetの安定性を向上さ
せるアルゴリズムに関する発表が複数行われており、私た
ちがResNet活用において課題としていた挙動の不安定性の
解決に重要な示唆を得ることができました。会場には企業
ブースも設けられており、GoogleやFacebook、NVIDIA
といった国際的にAI研究を進める企業のAIアルゴリズムな
どの詳細についてプレゼンテーションが行われていました。

　2019年7月7日（日）から11日（木）にかけて北京（中国）
の 清 華 大 学 に て 開 催 さ れ たThe 10th International 
Conference of the International Society for Industrial 
Ecology（ISIE2019） に参加しました。“Industrial Ecology 
for Eco-civilization” をカンファレンステーマに掲げ開催
された本会議では、サーキュラーエコノミーやライフサイ
クルアセスメント、産業連関分析、環境フットプリント、
社会経済的メタボリズムといったトピックに関して、手法
開発からケーススタディ、意思決定への活用など様々な内
容の発表が行われました。特に環境フットプリントに関す
る発表が多く、サプライチェーンの国際化に伴う（地球温

暖化に限らない）多様な環境影響への関心の高まりを感じ
ました。
　当部門からは、国内における銅の回収ポテンシャル評価
に関してポスター発表を行いました。今回は北京での開催
ということで周辺の大学の学生からも多数の参加があり、
沢山の方がポスターにも来てくださり、有益な議論を交わ
すことができました。また、ポスターセッションは野外で
の開催という少し珍しい形式でしたが、随所にて時間が足
りなくなるほどに非常に活発な議論がなされていた光景が
印象的でした。

高圧ガス保安協会（KHK）は、高圧ガスに関する民間自主保安の中核団体ですが、産業技術
総合研究所とは、前身の工業技術院の時代から産業保安技術の向上のため協力を続けてきた経
緯があります。最近では、あまり意識されないようになったと感じますが、その一端を紙面をお借
りしてご紹介したいと思います。
1963年12月にKHKが発足して間もなく1965年（昭和40年）から、当時の資源技術研究所

と上富良野において可燃性ガス屋外実験（ＬＰガス容器火災試験）を実施しています。この当時
KHK理事の田中栄氏より実験の必要性を得々と説かれ、実験に至ったという話を当時の資源技
術試験所採鉱保安部の担当官から伺ったことがあります。実験実施までに用地の確保等で2年費
やしたことを考えると、KHKの安全に関する実験の一番最初から産総研と深い関わりがあったこと
になります。
この実験は、ＬＰガスの容器や貯槽の周囲の火災（火炎）が容器等を破裂させることがあるかを
実証した試験で、他の容器からの噴射火炎に直接曝された場合には容器が破裂する可能性があ
ることを示しています。この実験結果に基づき、ＬＰガス容器の設置方法等が基準化されている他、
火災時のLPガス容器の挙動解析に現在でも役だっています。この当時から、実証実験は産総研、
省令や省令補完基準（現在の例示基準に相当しますが、例示基準とは異なり守らなければならな
いものでした）策定のお手伝いなど社会実装はKHKという構図ができていました。
この他、ジメチルエーテル（ＤＭＥ）を燃料として使用する場合の安全性確保に関する調査研
究においては、産業技術総合研究所、東京大学などと共同研究体制を構築し、ＤＭＥの安全利用
に係る各種データの収集、安全性評価等も実施させて頂いております。当該調査研究の一環とし
て、陸上自衛隊関山演習場をお借りし、大規模野外実験（プール火災、消火、爆発威力等に係
る実験）を10日間にわたり実施し、貴重なデータを収集しております。
KHKに液化石油ガス消費者保安センター附属研究所が設置された折には加藤真蔵氏、その後
高橋忠雄氏、河野信氏、大内丈夫氏が所長として就任し主に公害資源研究所（資源環境技術総
合研究所）と強い繋がりがありました。
また、KHKの多くの委員会には橋口幸雄氏、大屋正明氏、堀口貞茲氏、和田有司氏を初め多

くの方々にご助言をいただいております他、保安講習会向けの教育ビデオの作成にご協力してい
ただいていています。最近では、KHKから、高圧ガスの取り扱いや法令、事故事例等についての
出張講習も行わせていただいています。
研究関係では、水素燃料電池自動車用容器や水素スタンドで使用できる金属材料の選定に関

して2003年から研究組合を作り共同で研究を続けてきております。これらの成果は、高圧ガス保
安法の容器保安規則・例示基準や一般高圧ガス保安規則・例示基準等に採り入れられています。
最近では、KHKの総合研究所では多くの試験装置、特に水素スタンドに設置するFRP製の蓄圧
器や空気呼吸器や車両搭載用の複合容器の破裂試験や圧力サイクル試験を実施する試験装置や
疲労試験、ストレスラプチャー試験、構造解析を充実させ自らも基準作成や改正に必要な根拠
データを収集しております。これを機に産総研とKHKの協力体制がさらに強固なものとなることを
望みます。（本稿の執筆に当たりましては、KHKの元総合研究所長である竹花立美氏のご協力を
得ました。この場を借りて感謝申し上げます。）

高圧ガス保安協会総合研究所と産業技術総合研究所との関わり
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