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SDGs時代の環境経営
－LCA活用推進コンソーシアム設立に向けて－ 開催報告

編集後記
　本年4月より産総研は5年間の新しい第5
期中長期目標期間に入りました。そこで、
第4期中に当部門が属するエネルギー・環
境領域の領域長であった小林フェローに領

域の目線から第4期の振り返りと第5期の展望を巻頭言として述べて
頂き、緒方研究部門長・玄地副研究部門長より当部門の今後の方向

性を紹介しました。また、今号は2020年度の第1号ですので、新し
いもののご紹介シリーズとして、新設のゼロエミッション国際共同
研究センターにおける関連研究、当部門の新グループ及び新研究員の
紹介記事も掲載いたしました。今号より当部門の今後の方向性を読み
取って頂き、みなさまから忌憚のないご意見、ご指摘を頂ければ幸い
です。第5期も当部門をどうぞよろしくお願いいたします。   (竹下潤一)

　温暖化ガス（GHG）排出量削減のため、これまで各国政府
や企業は気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）など、
多くの取り組みを進めてきました。さらに脱炭素イノベーション
を加速していくためには、より活発な投資が不可欠なのは言う
までもありません。そして投資を呼び込むために重要なのは、
一貫性・信頼性のある適切な情報開示と評価基準です。その
ため、産業界ではライフサイクル/バリューチェーンを考慮する

「ライフサイクルアセスメント（LCA）」を活用したGHG排出量
の見える化の取り組みが活発に行われるようになってきました
が、その動きはまだ一部にとどまっているのが実状です。我々
は、LCAを活用したGHG排出量の見える化について理解を促
し、この分野のイノベーションを推進していくための「LCA活
用推進コンソーシアム」の設立に向けて、日本経済新聞社の
後援を得てシンポジウムを開催しました。講演会は、令和2年
3月16日(月)JPタワーホール＆カンファレンスにて開催しました
が、新型コロナウイルスの影響で、発表者および関係者のみ

会場に集まり無観客で実施しました。初めての試みで戸惑いは
ありましたが、定員以上の申し込みに対し、動画配信が出来
たことで予定より多くの方に視聴して頂けたと思います。講演
は、エネルギー・環境領域長（当時）、小林氏の挨拶の後、
経済産業省の梶川氏、環境省の相澤氏から来賓講演を頂き、
工学院大学の稲葉氏、日本政策投資銀行の竹ケ原氏に基調講
演を、トヨタ自動車の山戸氏、旭化成の徳永氏、東京海上ア
セットマネジメントの菊池氏に講演を頂きました。コンソーシア
ムへの期待や多くの激励を頂けました。最後にIDEAラボ田原
よりLCA活用推進コンソーシアムの紹介をさせていただき、
部門長緒方の閉会挨拶で終了しました。講演会の模様は動
画配信（https://channel.nikkei.co.jp/e/lca202003）を
ご覧ください。
　令和2年7月13日にコンソーシアムが設立できました。
詳しいご案内は部門 HP（https://www.aist-riss.jp/idea/
lcaconso/）をご覧ください。

　環境毒性化学会欧州第30回年会は5月3日～7日にかけて
ダブリン（アイルランド）で開催される予定でしたが、新
型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて、急遽SETAC 
SciConと称するオンラインでのバーチャル会議開催となり
ました。今回のバーチャル会議では、化学物質やマイクロ
プラスチック（MP）等の生態毒性、環境動態とリスク評価
やLCA、環境政策、科学コミュニケーションなど多岐に渡
るテーマについて、約1500の発表があり、1600人を超え
る参加がありました。バーチャル会議では、参加者は、プ
ラットフォーム画面にログインして、事前にアップロード
された発表録画やポスターを閲覧することができ、チャッ
トウインドウを使って発表者とやりとりをすることができ
ました。基調講演や各セッションの議論はライブ配信で行
われました。初めて参加した大規模なバーチャル会議でし
たが、時間を気にせず発表を制限なく閲覧できたり、チャッ
ト機能のおかげで質疑応答が理解しやすかったり等、バー

チャル会議ならではの良さを大いに体感することができま
した。
　本年会では、筆者はMPの環境リスク評価に関連する研究
発表を中心に情報収集を行いました。MPをキーワードに含
む発表は100程度ありました。MPの生態毒性試験の報告に
はどんなクライテリアが必要か、MP自体あるいはMPに含
有する化学物質のどちらが生態影響に寄与しているのか、
MPの存在の有無は化学物質の生物蓄積にどのように影響す
るのか等、興味深い研究発表が数多くありました。また、
MPの環境動態モデルの開発やタイヤ由来のMP排出量の推
定など、現実的なMPの環境リスク評価・管理のあり方の検
討に役立ちそうな発表も複数ありました。安全科学研究部
門ではMPの環境リスク評価研究に着手したばかりですが、
今後の研究の展開や可能性を考える上で有用な情報や視点
を得ることができました。来年の環境毒性化学会欧州第31
回年会はセビリア（スペイン）で開催される予定です。

ポスト・コロナの新常態に向って
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リスク評価戦略グループ長　内藤 航

国際学会参加報告
環境毒性化学会欧州第30回年会（SETAC Europe 30th Annual Meeting）

産総研フェロー
小林 哲彦

日頃より安全科学研究部門の活動にご理解、ご支援を賜り、心より御礼申し上げます。産総
研第4期（2015-2019年度）、エネルギー・環境領域の領域長を務めておりました小林です。産
総研では本年度より新たな中長期計画（第5期）がスタート致しましたが、まず第4期のことを少
し振り返ってみます。

産総研第4期は、研究成果の社会・産業界へのトランスファー（橋渡し）を最大化しようとチャ
レンジした時期でした。エネルギー、環境、安全といった私どもの研究分野は、公共性の高い研
究スタイルが中心ですが、それでも「個別企業の技術ニーズにどれだけお応えできるか」に挑戦
してまいりました。産総研の新たな試みとして、企業名を明示した連携研究室（冠ラボ）の設置や、

「共同研究」に至るまでの “お試し連携” にもお使い頂ける「技術コンサルティング制度」の設定
などを行ってまいりました。また、当研究部門の例年の講演会でも、一方向の成果発表だけでは
なく、ご来場いただいた方々とのコミュニケーションを重視する形とし、ニーズ・シーズのマッチ
ングの効率を上げる工夫等も致しました。

私どもの研究分野として追い風となったのは、ちょうどこの時期にSDGsやTCFD、ESG投資な
ど、外部不経済とも関連する社会課題に対し、産業の個別対応が強く求められるようになって来
たことです。お陰様で第4期は、公的な研究プロジェクトや研究論文の質・量の低下・減少を見
ることなく、産業界や個別企業との連携を深めることができました。ご協力いただいた方々に厚く
御礼申し上げます。

さて産総研第5期では、「橋渡し」の継続に加えて、「社会課題の解決」を大きな目標に掲げる
ことと致しました。エネルギー、環境、安全等の研究分野は、本来「社会課題の解決」がミッショ
ンですが、よりこの視点を強化するために「ゼロエミッション国際共同研究センター」を新たに立
ち上げました（2020年1月、吉野 彰 センター長）。当研究部門も深く協力する形で、温暖化を
中心とする地球環境問題解決に国際的な視点で取り組んでまいります。

予期せぬ最大級の社会課題として勃発したのが「コロナ禍」です。疫学的リスクはもちろんの
こと、二次的、三次的影響も含めて、社会や生活、産業が大きく変わらざるを得ない状況です。

「ポストコロナのニューノーマル（新常態）」に関する議論が非常に活発になっていますが、エビデ
ンスや科学に基づく確度の高い将来像を描かねばなりません。予期せぬ事態に対する柔軟性も必
要です。さらに、経済状況の悪化が進む中、置き去りにされがちな地球温暖化などの外部不経
済にも常に目を光らせる必要があります。「安全で持続性の高い社会」を構築するためには、これ
まで以上に社会との連携を深める必要があると考えています。多くの皆様方より忌憚のないご意
見やご要望を、産総研、そして当研究部門にお寄せ頂きますよう、心よりお願い申し上げます。
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　専門性の深化、高度化、拡張に必要な新たな研究課題に
チャレンジするためにも、各自が一定量のエフォートを新規課
題検討に振り分ける。
３）研究グループ長中心の運営体制
　研究グループ長を研究主導、人材育成、マネージメントの
キーパーソンとする部門運営を引き続き推進する。
４）オープンイノベーション
　技術やシステムのリスクや安全性評価は、個別のフィジカル
リスク、環境リスク、環境性能を超えた幅広い分野横断的な検
討が必須である。評価基盤的な部分の研究を担いつつ、企業
等との多様な連携において産総研内外のアイデアを有機的に
結合させ、評価等による価値の創造を目指す。

第5期の重点研究課題
　これらの方針に基づいてどのような研究を行うか、が肝要で
す。第５期に重点的に実施する研究についても、研究グループ
長と中堅研究者を集めて部門内部で集中的に議論を行いまし
た。産総研では第5期には「社会課題解決に向けたイノベー
ションを主導」することや政策的要請への対応が重要な目標に
位置づけられています。そこで、対応する社会課題や研究の
政策的意義を明確にしながら議論を行い、以下の2つを重点研
究課題に定めました。

重点研究課題1．安全な社会を支えるリスク評価研究
　政策対応のプロジェクト（いわゆる国プロ）への貢献や産業
界、企業等の自主的な環境への取り組みを支援する研究を重
点研究課題1としました。本研究では、世界のバリューチェー
ンを考慮して、製品や化学物質のライフサイクルを通した様々
な環境負荷を、科学的知見に基づき迅速に評価できる各種手
法や爆発安全性に関するデータ計測手法の開発と、数値シミュ
レーションによる実規模爆発影響評価技術等の開発、さらに
は、多種多様な化学物質の未知の有害性評価や曝露評価を効
率的かつ迅速に推定する手法の開発等を行います。

重点研究課題2．技術の社会実装を支援する評価研究
　社会課題解決には、技術のイノベーションとその社会実装が
不可欠です。この社会実装を支援する評価研究を重点研究課
題2としました。本研究では、技術のイノベーションによる新し

い材料や技術の社会実装に不可欠な、それらの利用による影
響を多面的に俯瞰する科学的根拠や、効率的な研究開発を支
援する，研究構想・開発初期段階からの科学的根拠に基づく
的確な評価研究のフィードバック等を行います。マイクロ/ナノ
プラスチックやプラスチック代替材料開発などの社会的課題解
決に向けた新規材料・技術の実装や、複雑で不確実な状況下
で必要となる多様な選択肢による複線シナリオによる検討や、
各シナリオの加速・阻害要因を科学的根拠やレビュープロセス
に基づいて定量的に示すことによる可能性のある未来検討等
を行います。

安全科学研究部門の第5期の体制
　温暖化を中心とする地球環境問題解決に国際的な視点で取
り組む「ゼロエミッション国際共同研究センター」が設立され、
エネルギー、カーボンリサイクル等に関係していた「社会と
LCA研究グループ」の一部メンバーが新しいセンターに移り、
安全科学研究部門にも兼務として在籍することになりました。
そこで、従来の「エネルギ-システム戦略グループ」と「社会
とLCA研究グループ」の一部メンバーを入れ替え、新しく「持
続可能システム評価グループ」と「社会とLCA研究グループ」
を立ち上げました。第5期は、7つの研究グループと1つの兼
務研究チーム、１つのラボで研究開発を実施していきます。

おわりに
　上記で検討した方針や重点研究課題を実行しつつ、Before 
コロナの非日常をWith/Afterコロナの日常にするために、私
たちができる社会貢献は何か、についても模索していきます。
安全科学研究部門内での議論は十分ではありませんが、一つ
はヒト健康リスクの観点からの取り組みなどではないかと考え
ています。
　私たちのできる社会貢献を現実的に議論するためには、少
なくとも自分たちの研究上の強みと研究分野についての俯瞰図
が必要です。社会貢献に必要な研究分野とともに、自分たち
の研究を俯瞰することで、例えば私たちに足りない分野を知り、
その部分に強みを持つ機関との連携による相補関係の検討が
可能になります。皆様と連携させていただきながら、コロナ対
策も含めて多様な社会課題の解決に貢献できるように努力し
ていきたいと考えています。
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特集
第5期中長期計画目標期間における安全科学研究部門の方向性

はじめに
　2020年度が始まってまだ数ヶ月ですが、今年は控えめに見
積もっても世界的に大きな変化が起こった年として歴史に残る
ことは間違いないでしょう。パンデミックという多くの人には想
像でしかなかった現象が現実となり、日常が大きく変化し、強
制的に非日常が日常になる生活が現実となっています。国内
ではWithコロナ、Afterコロナという言葉が生まれ、この非日
常生活は長期戦になると予想され、今後も対応が必要になり
そうな状況です。
　そのような状況の中、産総研では第5期中長期計画

（2020-2024年度）が開始されました。この計画の大きな目
標の一つは社会課題の解決です。非日常が日常になるにあた
り、我々の周りには社会課題があふれていますが、それらにつ
いては別の機会に触れることとし、本稿では、Beforeコロナの
時に策定した第5期中長期計画目標期間における安全科学研
究部門の研究の方向性と重点研究課題についてご紹介します。

方向性と方針
　安全科学研究部門では環境面からの社会貢献と社会ニーズ
を考慮しつつ、2018年度から第5期の研究の方向性と方針に
ついて検討してきました。2018年度には外部有識者を招いて
のパネルディスカッション（2018年度部門講演会）を開き、

2019年度には部門内全員で集中討議を行いました。それらの
議論を元にして若手研究グループ長と中堅研究者によるタスク
フォースを立ち上げ、安全科学研究部門として第5期に実施す
べき重点研究課題についての検討を行ってきました。
　パネルディスカッションの結果については、2018年度の
ニュースレター（部門講演会特集号）で報告させていただきまし
たが、上記の検討から、私たちは第5期の大きな方向と方針を
①専門性の深化、高度化と拡張、②オープンイノベーション、
③評価基盤としてのデータベース、評価手法、④2050年な
ど長期のソリューションへの対応、⑤新しいこと、新しい分野
にチャレンジできるエフォート管理、という5つにまとめました。
　第5期最初の2020年度の安全科学研究部門のポリシース
テートメントには、これらをさらに集約し、マネジメント実行の
主体を加えて、以下の４つを安全科学研究部門のマネジメント
方針として明記しました。
１）専門性の深化、高度化と拡張
　ナショナルセンターとして認識されていることを自覚して研究
開発を行う。特に専門性の深化、高度化、拡張を常に意識し
ながら、先進性、独立性を維持する。LCA、化学物質リスク
評価、フィジカルリスク評価に資する研究については、評価基
盤と位置づけ、継続的に研究開発を行う。
２）新しいこと、新しい分野にチャレンジできるエフォート管理

安全科学研究部門長　緒方 雄二
安全科学副研究部門長　玄地 裕
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　専門性の深化、高度化、拡張に必要な新たな研究課題に
チャレンジするためにも、各自が一定量のエフォートを新規課
題検討に振り分ける。
３）研究グループ長中心の運営体制
　研究グループ長を研究主導、人材育成、マネージメントの
キーパーソンとする部門運営を引き続き推進する。
４）オープンイノベーション
　技術やシステムのリスクや安全性評価は、個別のフィジカル
リスク、環境リスク、環境性能を超えた幅広い分野横断的な検
討が必須である。評価基盤的な部分の研究を担いつつ、企業
等との多様な連携において産総研内外のアイデアを有機的に
結合させ、評価等による価値の創造を目指す。

第5期の重点研究課題
　これらの方針に基づいてどのような研究を行うか、が肝要で
す。第５期に重点的に実施する研究についても、研究グループ
長と中堅研究者を集めて部門内部で集中的に議論を行いまし
た。産総研では第5期には「社会課題解決に向けたイノベー
ションを主導」することや政策的要請への対応が重要な目標に
位置づけられています。そこで、対応する社会課題や研究の
政策的意義を明確にしながら議論を行い、以下の2つを重点研
究課題に定めました。

重点研究課題1．安全な社会を支えるリスク評価研究
　政策対応のプロジェクト（いわゆる国プロ）への貢献や産業
界、企業等の自主的な環境への取り組みを支援する研究を重
点研究課題1としました。本研究では、世界のバリューチェー
ンを考慮して、製品や化学物質のライフサイクルを通した様々
な環境負荷を、科学的知見に基づき迅速に評価できる各種手
法や爆発安全性に関するデータ計測手法の開発と、数値シミュ
レーションによる実規模爆発影響評価技術等の開発、さらに
は、多種多様な化学物質の未知の有害性評価や曝露評価を効
率的かつ迅速に推定する手法の開発等を行います。

重点研究課題2．技術の社会実装を支援する評価研究
　社会課題解決には、技術のイノベーションとその社会実装が
不可欠です。この社会実装を支援する評価研究を重点研究課
題2としました。本研究では、技術のイノベーションによる新し

い材料や技術の社会実装に不可欠な、それらの利用による影
響を多面的に俯瞰する科学的根拠や、効率的な研究開発を支
援する，研究構想・開発初期段階からの科学的根拠に基づく
的確な評価研究のフィードバック等を行います。マイクロ/ナノ
プラスチックやプラスチック代替材料開発などの社会的課題解
決に向けた新規材料・技術の実装や、複雑で不確実な状況下
で必要となる多様な選択肢による複線シナリオによる検討や、
各シナリオの加速・阻害要因を科学的根拠やレビュープロセス
に基づいて定量的に示すことによる可能性のある未来検討等
を行います。

安全科学研究部門の第5期の体制
　温暖化を中心とする地球環境問題解決に国際的な視点で取
り組む「ゼロエミッション国際共同研究センター」が設立され、
エネルギー、カーボンリサイクル等に関係していた「社会と
LCA研究グループ」の一部メンバーが新しいセンターに移り、
安全科学研究部門にも兼務として在籍することになりました。
そこで、従来の「エネルギ-システム戦略グループ」と「社会
とLCA研究グループ」の一部メンバーを入れ替え、新しく「持
続可能システム評価グループ」と「社会とLCA研究グループ」
を立ち上げました。第5期は、7つの研究グループと1つの兼
務研究チーム、１つのラボで研究開発を実施していきます。

おわりに
　上記で検討した方針や重点研究課題を実行しつつ、Before 
コロナの非日常をWith/Afterコロナの日常にするために、私
たちができる社会貢献は何か、についても模索していきます。
安全科学研究部門内での議論は十分ではありませんが、一つ
はヒト健康リスクの観点からの取り組みなどではないかと考え
ています。
　私たちのできる社会貢献を現実的に議論するためには、少
なくとも自分たちの研究上の強みと研究分野についての俯瞰図
が必要です。社会貢献に必要な研究分野とともに、自分たち
の研究を俯瞰することで、例えば私たちに足りない分野を知り、
その部分に強みを持つ機関との連携による相補関係の検討が
可能になります。皆様と連携させていただきながら、コロナ対
策も含めて多様な社会課題の解決に貢献できるように努力し
ていきたいと考えています。
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特集
第5期中長期計画目標期間における安全科学研究部門の方向性

はじめに
　2020年度が始まってまだ数ヶ月ですが、今年は控えめに見
積もっても世界的に大きな変化が起こった年として歴史に残る
ことは間違いないでしょう。パンデミックという多くの人には想
像でしかなかった現象が現実となり、日常が大きく変化し、強
制的に非日常が日常になる生活が現実となっています。国内
ではWithコロナ、Afterコロナという言葉が生まれ、この非日
常生活は長期戦になると予想され、今後も対応が必要になり
そうな状況です。
　そのような状況の中、産総研では第5期中長期計画

（2020-2024年度）が開始されました。この計画の大きな目
標の一つは社会課題の解決です。非日常が日常になるにあた
り、我々の周りには社会課題があふれていますが、それらにつ
いては別の機会に触れることとし、本稿では、Beforeコロナの
時に策定した第5期中長期計画目標期間における安全科学研
究部門の研究の方向性と重点研究課題についてご紹介します。

方向性と方針
　安全科学研究部門では環境面からの社会貢献と社会ニーズ
を考慮しつつ、2018年度から第5期の研究の方向性と方針に
ついて検討してきました。2018年度には外部有識者を招いて
のパネルディスカッション（2018年度部門講演会）を開き、

2019年度には部門内全員で集中討議を行いました。それらの
議論を元にして若手研究グループ長と中堅研究者によるタスク
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　パネルディスカッションの結果については、2018年度の
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主体を加えて、以下の４つを安全科学研究部門のマネジメント
方針として明記しました。
１）専門性の深化、高度化と拡張
　ナショナルセンターとして認識されていることを自覚して研究
開発を行う。特に専門性の深化、高度化、拡張を常に意識し
ながら、先進性、独立性を維持する。LCA、化学物質リスク
評価、フィジカルリスク評価に資する研究については、評価基
盤と位置づけ、継続的に研究開発を行う。
２）新しいこと、新しい分野にチャレンジできるエフォート管理

安全科学研究部門長　緒方 雄二
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社会とLCA研究グループ長　塚原 建一郎

新研究グループ紹介
社会とLCA研究グループ

ゼロエミッション国際共同研究センター 環境・社会評価研究チーム長　森本 慎一郎

　ゼロエミッション国際共同研究センターは我が国政府が
発表した革新的環境イノベーション戦略（令和元年6月閣議
決定）に基づき、CO2削減対策を強化するために必要な環
境イノベーション基盤研究を実施することを目的として令
和2年1月に設立しました。
　同センターの環境・社会評価研究チームでは安全科学研
究部門　持続可能システム評価研究グループと連携し、新
規エネルギー技術の普及による影響評価手法・ツールの開
発を行っています。また、開発した手法・ツールによって
新規エネルギー技術の普及によるエネルギー需給・資源循
環への影響を評価し、ゼロエミッション化を実現可能な長
期シナリオを検討しています。更に、社会に蓄積された多
様なビッグデータとAI ／ LCAの知見を融合させた新たな学
際的学問領域の開拓を行い、さらに得られた学術知見をビ
ジネスと融合させ、ゼロエミッション社会への社会実装を
目指しています。
　具体的には、以下の通り4つのテーマに取り組んでいま
す。安全科学研究部門と連携したこれらの研究活動を通じ、
当チームは最終的にゼロエミッション社会のシナリオ策定、
及び2050年に向けた次世代エネルギーシステムのあり方を
提言することを目指しています。

１．LCAによるカーボンリサイクルシステムの導入可能性
評価：プロセスシミュレーションを基に様々な条件でカー
ボンリサイクルのLCAを行う評価ツールの開発をしていま
す。また、カーボンリサイクルシステムの最適化と革新技
術の開発効果を評価するための手法を開発しています。

２．エネルギー技術を支える鉱物資源の循環利用可能性評
価：CO2大幅削減技術の導入によって生じる鉱物資源制
約を評価しています。また、鉱物資源の低環境負荷精錬
や循環利用によるCO2削減量を推計できるツール開発を
しています。

３．エネルギーモデルを用いた長期シナリオの検討：ゼロ
エミッション社会の実現に向けて、CO2大幅削減可能な
革新的技術の導入シナリオを策定します。さらに、雇用創
出や資源需要など、技術導入に伴う環境や社会経済への
波及効果を評価し、持続可能なゼロエミッション社会の将
来像を提示します。

４．AI・IoTを利用した大規模データ解析手法の開発：社会
に蓄積されたIoTデータを近年急速に普及するAIで解析す
ることで、電力融通などを用いた効率的なエネルギー利用
の社会制度設計を行います。IoTデータの中でも特に
HEMS等のから得られる生活空間の大規模時系列データ
を解析し、家庭部門の高度な省エネを実現するライフスタ
イル構造を解明します。

［部門からのお知らせ］部門パンフレット

　安全科学研究部門パンフレットの2020年度4月版
（和文及び英文）が完成しました。部門ウェブサイト
（和 文：https://www.aist-riss.jp、英 文：https:// 
en.aist-riss.jp）よりPDFがダウンロードできます。
冊子をご希望の場合は、webmaster_riss-ml@aist. 
go.jpまでEメールにてお問い合わせください。

　製品やサービスの原材料採取から最終処分までで使用さ
れる物質やエネルギーを調査・集計し、環境に与える影響
を評価する手法をライフサイクルアセスメント（LCA）と
いいます。社会とLCA研究グループでは、LCA手法やLCA
的思考を用いて、環境に加えて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の実現に向けた社会制度設計に関
する研究を実施しています。例えば、材料や新規技術を研
究開発する際には、開発する材料や技術の環境適合性を
LCAによって評価することが必要とされるようになってき
ています。そのため、基礎研究段階からプロジェクトに加
わり、インベントリデータ作成や技術評価手法開発を伴う
環境負荷分析を技術開発現場と共同で実施し、新技術開発
へのLCAのフィードバックを行っています。また、LCAの
実施にはインベントリデータベースが重要な役割を果たす
ため、2017年4月に安全科学研究部門内に設立されたIDEA
ラボと連携して、網羅性を有する物量連関表及び経済連関
表の開発や、新規技術による他産業サプライチェーンへの
影響評価などを実施しています。2020年4月現在、常勤職
員5名（兼務を含む）、契約職員14名を中心に、技術研究組
合のパートナー研究員や産学官制度来所者の方々の協力を
得ながら、研究を展開しています。主な研究テーマを以下
に紹介します。
■持続可能な経済成長のための消費者行動の解析
　自動車依存度の上昇は大気汚染、温室効果ガス（GHG）
の排出、交通渋滞、事故、公衆衛生問題などの環境社会問
題にもつながります。自動車への依存度を下げながら、効
率的かつ持続可能な輸送手段を提供することは、特に都市
人口及び経済発展が急速に増加している途上国にとって大
きな課題です。共有経済モデルの代表例であるカーシェア
リングはユーザーが時間単位または日単位で自動車を借り
ることができるモデルで、効率的かつ持続可能な代替交通
手段の一つとして注目されています。最近急増している交
通需要の解決策として、カーシェアリングを導入しようと
している東南アジアを主な分析対象として、消費者のカー
シェアリングの事前受容度に影響を及ぼす主要因子と影響
の程度を分析するモデルを開発し、分析しています。

■再生可能エネルギー発電のLCA
　IDEAを用いて将来の電源構成の変化による再生可能エネル
ギー発電（太陽光、風力、潮力、波力、海洋温度差発電）の
発電電力量当たりのCO2排出量の削減予測を実施しています。
■バイオマス利活用技術の評価
　バイオマスは、大気中のCO2の吸収・固定化による温室
効果ガス排出削減効果だけでなく、再生可能資源として注
目されています。バイオベース製品を開発・導入する際に
は、LCAの視点による影響評価を行いながら進めることが
求められています。木質バイオマスを利用したバイオベー
ス製品製造について、環境面、社会経済面における影響を
持続可能性の面から把握するとともに、社会へ導入された
場合に産業へ波及的に生じる影響について評価しています。
■将来技術のコスト・環境影響評価手法の開発
　近年、研究開発に関する意思決定を支援するため、研究
開発段階の将来技術（Emerging technology）の環境影響
評価が必要とされています。研究開発段階のプロセスデー
タから、将来技術が大規模実用化された際のコストや環境
影響を推計する手法を開発することで、すでに大規模実用
化されている既存技術との比較や、将来的な技術課題の「見
える化」が可能になります。これまで、カーボンナノチュー
ブスーパーグロース法、革新的炭素繊維合成法、革新的ア
ルミニウムリサイクル技術など、20件を超える多様な分野
の研究開発段階にある将来技術のコストや環境影響を評価
しており、将来技術の実用化を支援しています。
■エネルギー技術普及加速方策の検討
　気候変動の影響が世界的に顕在化する中、排出コストの
増大や災害のリスクを十分に抑制するためには、低排出な
エネルギー技術の普及加速が急務となっています。一方で
再生可能エネルギーや蓄電池等の技術のコストは急速に低
減し、技術の開発を進めるだけでなく、新たに開発された
技術を速やかに社会に組み込んでいくための知見の重要性
が増しています。低炭素化を進めて持続的な社会に変えて
行くには、技術そのものの開発のみならず、それらをなる
べくスムーズに、かつ速やかに普及させる方策も大切です。
科学的な裏付けのある情報の共有、人材育成、融資の確保、
地域の産業構成や風土との適合等に配慮しながら普及を進
め、便益を最大化するための研究を進めています。

ゼロエミッション国際共同研究センターにおける安全科学研究部門
との関連研究紹介

環境・社会評価チームの研究開発イメージ
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社会とLCA研究グループ長　塚原 建一郎

新研究グループ紹介
社会とLCA研究グループ

ゼロエミッション国際共同研究センター 環境・社会評価研究チーム長　森本 慎一郎

　ゼロエミッション国際共同研究センターは我が国政府が
発表した革新的環境イノベーション戦略（令和元年6月閣議
決定）に基づき、CO2削減対策を強化するために必要な環
境イノベーション基盤研究を実施することを目的として令
和2年1月に設立しました。
　同センターの環境・社会評価研究チームでは安全科学研
究部門　持続可能システム評価研究グループと連携し、新
規エネルギー技術の普及による影響評価手法・ツールの開
発を行っています。また、開発した手法・ツールによって
新規エネルギー技術の普及によるエネルギー需給・資源循
環への影響を評価し、ゼロエミッション化を実現可能な長
期シナリオを検討しています。更に、社会に蓄積された多
様なビッグデータとAI ／ LCAの知見を融合させた新たな学
際的学問領域の開拓を行い、さらに得られた学術知見をビ
ジネスと融合させ、ゼロエミッション社会への社会実装を
目指しています。
　具体的には、以下の通り4つのテーマに取り組んでいま
す。安全科学研究部門と連携したこれらの研究活動を通じ、
当チームは最終的にゼロエミッション社会のシナリオ策定、
及び2050年に向けた次世代エネルギーシステムのあり方を
提言することを目指しています。

１．LCAによるカーボンリサイクルシステムの導入可能性
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ボンリサイクルのLCAを行う評価ツールの開発をしていま
す。また、カーボンリサイクルシステムの最適化と革新技
術の開発効果を評価するための手法を開発しています。

２．エネルギー技術を支える鉱物資源の循環利用可能性評
価：CO2大幅削減技術の導入によって生じる鉱物資源制
約を評価しています。また、鉱物資源の低環境負荷精錬
や循環利用によるCO2削減量を推計できるツール開発を
しています。

３．エネルギーモデルを用いた長期シナリオの検討：ゼロ
エミッション社会の実現に向けて、CO2大幅削減可能な
革新的技術の導入シナリオを策定します。さらに、雇用創
出や資源需要など、技術導入に伴う環境や社会経済への
波及効果を評価し、持続可能なゼロエミッション社会の将
来像を提示します。

４．AI・IoTを利用した大規模データ解析手法の開発：社会
に蓄積されたIoTデータを近年急速に普及するAIで解析す
ることで、電力融通などを用いた効率的なエネルギー利用
の社会制度設計を行います。IoTデータの中でも特に
HEMS等のから得られる生活空間の大規模時系列データ
を解析し、家庭部門の高度な省エネを実現するライフスタ
イル構造を解明します。

［部門からのお知らせ］部門パンフレット

　安全科学研究部門パンフレットの2020年度4月版
（和文及び英文）が完成しました。部門ウェブサイト
（和 文：https://www.aist-riss.jp、英 文：https:// 
en.aist-riss.jp）よりPDFがダウンロードできます。
冊子をご希望の場合は、webmaster_riss-ml@aist. 
go.jpまでEメールにてお問い合わせください。

　製品やサービスの原材料採取から最終処分までで使用さ
れる物質やエネルギーを調査・集計し、環境に与える影響
を評価する手法をライフサイクルアセスメント（LCA）と
いいます。社会とLCA研究グループでは、LCA手法やLCA
的思考を用いて、環境に加えて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の実現に向けた社会制度設計に関
する研究を実施しています。例えば、材料や新規技術を研
究開発する際には、開発する材料や技術の環境適合性を
LCAによって評価することが必要とされるようになってき
ています。そのため、基礎研究段階からプロジェクトに加
わり、インベントリデータ作成や技術評価手法開発を伴う
環境負荷分析を技術開発現場と共同で実施し、新技術開発
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増大や災害のリスクを十分に抑制するためには、低排出な
エネルギー技術の普及加速が急務となっています。一方で
再生可能エネルギーや蓄電池等の技術のコストは急速に低
減し、技術の開発を進めるだけでなく、新たに開発された
技術を速やかに社会に組み込んでいくための知見の重要性
が増しています。低炭素化を進めて持続的な社会に変えて
行くには、技術そのものの開発のみならず、それらをなる
べくスムーズに、かつ速やかに普及させる方策も大切です。
科学的な裏付けのある情報の共有、人材育成、融資の確保、
地域の産業構成や風土との適合等に配慮しながら普及を進
め、便益を最大化するための研究を進めています。

ゼロエミッション国際共同研究センターにおける安全科学研究部門
との関連研究紹介

環境・社会評価チームの研究開発イメージ
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本年度4月より爆発利用・産業保安研
究グループに配属されました高橋良尭と
申します。昨年度はポスドクとして在籍
しておりましたが、本年度より研究員と
して採用されました。産総研には修士課
程の時代から実験等でお世話になってお

り、研究員として働く立場になり少し不思議な気持ちでい
ます。

元々は福岡県生まれで、一昨年度末、九州大学工学府地
球資源システム工学専攻にて博士（工学）を取得しました。
これまで、資源開発、なかでも露天掘り鉱山における火薬
を利用した発破技術に関する研究に取り組んでいました。
資源がないとよく言われる日本でも、石灰石などごく一部

の資源は国内でも生産されています。岩盤など硬いものは、
機械による掘削のみでは低効率です。そこで、火薬を利用
した発破技術を使用して岩盤を破壊することで、鉱山採掘
を効率よく進めていきます。一方で火薬の使用を伴うこと
から、破壊した岩石が想定以上に飛翔する飛石問題や、地
盤振動の発生など、安全性の問題があります。この安全性
と生産性を両立した発破を行うためにはどうすれば良いの
か、非常に難しいですが、取り組む価値のある重要な課題
です。入所後も学生時代の研究を継続しつつ、都市部での
建物の発破解体技術普及への貢献など、火薬類の有効利用
技術に関して研究を深めていきたいと考えています。

まだまだ若輩者ではございますが、どうぞよろしくお願
いいたします。

爆発利用・産業保安研究グループ　高橋 良尭

本年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となりました
櫻井啓一郎と申します。2001年に産総
研に就職してから20年近く、主に太陽光
発電の技術開発や標準試験規格作りに携
わり、また普及政策への助言もして参り

ました。その間に再生可能エネルギーや蓄電池、建造物断
熱等の排出量削減技術が飛躍的に発達いたしましたが、そ
れらの技術を適切なサジ加減で普及させて上手に活用する
面では、未だ多くの課題が残っております。技術の普及政
策は費用対効果を考えながら常に調整し続け、かつ地域社
会に溶け込み受け入れられていくようにして初めて、国全

体での便益を最大化できるものと考えています。
そのためには、技術の長所・短所やポテンシャル・活用

法に対する科学的かつ定量的な理解を深め、「どの技術を、
どれだけの量を、どこに、いつまでに、どれだけの費用を
かけて普及させ、どれだけの便益を得るか」という見通し
を立て直すことが必要と考えられます。また同時に、地域
社会も普及に主体的に関わり、自らリスクを負いつつ便益
も得るようにする必要があると考えられます。

本部門においては個々の技術そのものの開発から離れ、
様々な技術を組み合わせて「上手に使い倒す」手助けとな
る研究に注力し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。

社会とLCA研究グループ　櫻井 啓一郎

This is Yoonyoung Chun from the 
Advanced LCA group. I’m originally 
from Korea. Since 2017 June when I 
first came here as a post-doctoral 
researcher, I've fallen in love with 
Tsukuba. This city is full of nice 

people and a peaceful atmosphere, giving me 
inspiration and a sense of energy as a researcher. 

My area of specialization is life cycle assessment 
(LCA) and ecodesign. I’ve mainly quantified the 
environmental impacts of a product and service, 
especial ly targeting electronic products, rai l  
transportation systems, and service business 

paradigms to identify key problems and ultimately to 
improve them. Currently, my research interest is in 
understanding consumer use behavior. Because the 
extent of consumers’ behavioral/choice influence on 
the environment is much greater than would be 
expected at a time when we are witnessing some 
progress in developing eco-innovative manufacturing 
technologies. Besides required tasks, thus I will plan 
to focus on the research exploring the shape the 
way we consume related to environmental impacts. 

Last but not the least, I’m very thrilled to become a 
member of RISS. I hope to have a chance to talk with 
all the readers in person soon.  

社会とLCA研究グループ　Yoonyoung CHUN (ユンヨン チョン)

持続可能システム評価研究グループ 新研究員紹介
持続可能システム評価研究グループ長　本下 晶晴

　持続可能システム評価研究グループでは、様々な製品・
サービスや社会システムの持続可能性を判断するための評
価技術や、持続可能なシステムを設計するためのシステム
分析技術の開発を通じて、大きな社会課題の１つである持
続可能な社会の実現に貢献することを目指して研究を行っ
ています。
　我々の取り組む研究課題として、（1）社会システムの持
続可能性分析の基盤となる評価技術の開発、（2）持続可能
なシステムの実現に向けた分析・評価技術の開発、の2つを
軸として設定しています。これらの課題に取り組む上での
基盤としては、ライフサイクルアセスメント（LCA）、マテ
リアルフロー分析（MFA）、エネルギーシステム分析など
のマクロな視点と、環境影響評価、環境・社会・ガバナン
ス（ESG）リスク評価やエネルギー技術評価などミクロな
視点での分析・評価技術を中心に研究開発を進めています。
　我々のグループは2020年4月に新たに発足した研究グ
ループであり、メンバー構成としては常勤職員10名（兼務
6名を含む）、契約職員5名で研究活動を行っています。持
続可能性に関わる議論においては国際的な共同研究の推進
が重要な役割を果たすため、2020年1月に設立されたゼロ
エミッション国際共同研究センターの環境・社会評価チー
ムとも連携するとともに、海外の様々な大学や研究機関な
どとも共同研究を進めながら世界をリードする研究を通じ
て日本の産業界の活動支援や世界における持続可能な社会
の実現を目指して活動しています。

　現在の主な研究としては、持続可能性評価の基盤となる
環境影響評価モデルの開発とその世界標準化や、資源利用
に関わる環境、社会、ガバナンス（ESG）リスク評価技術
や日本の産業への資源の安定供給を実現するために必要な
システムと戦略の検討、サプライチェーンにおける資源リ
スク分析、パリ協定・SDGsなど社会的目標実現に向けたエ
ネルギー技術の評価やエネルギーシステムの在るべき姿の
分析などに取り組んでいます。それぞれの研究に関する詳
しい情報などは随時当部門ウェブサイトなどで公開してま
いりますので、ご参照ください。
　我々のグループでは基礎技術開発だけでなく、その適用
を通じた産業界への橋渡しも重要なミッションとして考え
ています。環境経営やESG対応など持続可能性に関連した
事業リスクの評価・管理などでお悩みがあれば、遠慮なく
ご相談ください。

［部門からのお知らせ］2019年度研究成果紹介
　安全科学研究部門の各研究員が執筆しました2019
年度の研究成果紹介記事を部門ウェブサイトに掲載し
ました。年報のページ（https://www.aist-riss.jp/ 
research/report/）から閲覧可能です。この記事は
2019年度の各研究員の研究成果をなるべく平易な言
葉でご紹介しているものです。ぜひご一読頂き、当部
門との連携の検討等にご参考いただければ幸いです。

グループメンバー（オンライングループ会議にて撮影）
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建物の発破解体技術普及への貢献など、火薬類の有効利用
技術に関して研究を深めていきたいと考えています。

まだまだ若輩者ではございますが、どうぞよろしくお願
いいたします。

爆発利用・産業保安研究グループ　高橋 良尭

本年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となりました
櫻井啓一郎と申します。2001年に産総
研に就職してから20年近く、主に太陽光
発電の技術開発や標準試験規格作りに携
わり、また普及政策への助言もして参り

ました。その間に再生可能エネルギーや蓄電池、建造物断
熱等の排出量削減技術が飛躍的に発達いたしましたが、そ
れらの技術を適切なサジ加減で普及させて上手に活用する
面では、未だ多くの課題が残っております。技術の普及政
策は費用対効果を考えながら常に調整し続け、かつ地域社
会に溶け込み受け入れられていくようにして初めて、国全

体での便益を最大化できるものと考えています。
そのためには、技術の長所・短所やポテンシャル・活用

法に対する科学的かつ定量的な理解を深め、「どの技術を、
どれだけの量を、どこに、いつまでに、どれだけの費用を
かけて普及させ、どれだけの便益を得るか」という見通し
を立て直すことが必要と考えられます。また同時に、地域
社会も普及に主体的に関わり、自らリスクを負いつつ便益
も得るようにする必要があると考えられます。

本部門においては個々の技術そのものの開発から離れ、
様々な技術を組み合わせて「上手に使い倒す」手助けとな
る研究に注力し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。

社会とLCA研究グループ　櫻井 啓一郎

This is Yoonyoung Chun from the 
Advanced LCA group. I’m originally 
from Korea. Since 2017 June when I 
first came here as a post-doctoral 
researcher, I've fallen in love with 
Tsukuba. This city is full of nice 

people and a peaceful atmosphere, giving me 
inspiration and a sense of energy as a researcher. 

My area of specialization is life cycle assessment 
(LCA) and ecodesign. I’ve mainly quantified the 
environmental impacts of a product and service, 
especial ly targeting electronic products, rai l  
transportation systems, and service business 

paradigms to identify key problems and ultimately to 
improve them. Currently, my research interest is in 
understanding consumer use behavior. Because the 
extent of consumers’ behavioral/choice influence on 
the environment is much greater than would be 
expected at a time when we are witnessing some 
progress in developing eco-innovative manufacturing 
technologies. Besides required tasks, thus I will plan 
to focus on the research exploring the shape the 
way we consume related to environmental impacts. 

Last but not the least, I’m very thrilled to become a 
member of RISS. I hope to have a chance to talk with 
all the readers in person soon.  

社会とLCA研究グループ　Yoonyoung CHUN (ユンヨン チョン)

持続可能システム評価研究グループ 新研究員紹介
持続可能システム評価研究グループ長　本下 晶晴

　持続可能システム評価研究グループでは、様々な製品・
サービスや社会システムの持続可能性を判断するための評
価技術や、持続可能なシステムを設計するためのシステム
分析技術の開発を通じて、大きな社会課題の１つである持
続可能な社会の実現に貢献することを目指して研究を行っ
ています。
　我々の取り組む研究課題として、（1）社会システムの持
続可能性分析の基盤となる評価技術の開発、（2）持続可能
なシステムの実現に向けた分析・評価技術の開発、の2つを
軸として設定しています。これらの課題に取り組む上での
基盤としては、ライフサイクルアセスメント（LCA）、マテ
リアルフロー分析（MFA）、エネルギーシステム分析など
のマクロな視点と、環境影響評価、環境・社会・ガバナン
ス（ESG）リスク評価やエネルギー技術評価などミクロな
視点での分析・評価技術を中心に研究開発を進めています。
　我々のグループは2020年4月に新たに発足した研究グ
ループであり、メンバー構成としては常勤職員10名（兼務
6名を含む）、契約職員5名で研究活動を行っています。持
続可能性に関わる議論においては国際的な共同研究の推進
が重要な役割を果たすため、2020年1月に設立されたゼロ
エミッション国際共同研究センターの環境・社会評価チー
ムとも連携するとともに、海外の様々な大学や研究機関な
どとも共同研究を進めながら世界をリードする研究を通じ
て日本の産業界の活動支援や世界における持続可能な社会
の実現を目指して活動しています。

　現在の主な研究としては、持続可能性評価の基盤となる
環境影響評価モデルの開発とその世界標準化や、資源利用
に関わる環境、社会、ガバナンス（ESG）リスク評価技術
や日本の産業への資源の安定供給を実現するために必要な
システムと戦略の検討、サプライチェーンにおける資源リ
スク分析、パリ協定・SDGsなど社会的目標実現に向けたエ
ネルギー技術の評価やエネルギーシステムの在るべき姿の
分析などに取り組んでいます。それぞれの研究に関する詳
しい情報などは随時当部門ウェブサイトなどで公開してま
いりますので、ご参照ください。
　我々のグループでは基礎技術開発だけでなく、その適用
を通じた産業界への橋渡しも重要なミッションとして考え
ています。環境経営やESG対応など持続可能性に関連した
事業リスクの評価・管理などでお悩みがあれば、遠慮なく
ご相談ください。

［部門からのお知らせ］2019年度研究成果紹介
　安全科学研究部門の各研究員が執筆しました2019
年度の研究成果紹介記事を部門ウェブサイトに掲載し
ました。年報のページ（https://www.aist-riss.jp/ 
research/report/）から閲覧可能です。この記事は
2019年度の各研究員の研究成果をなるべく平易な言
葉でご紹介しているものです。ぜひご一読頂き、当部
門との連携の検討等にご参考いただければ幸いです。

グループメンバー（オンライングループ会議にて撮影）
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SDGs時代の環境経営
－LCA活用推進コンソーシアム設立に向けて－ 開催報告

編集後記
　本年4月より産総研は5年間の新しい第5
期中長期目標期間に入りました。そこで、
第4期中に当部門が属するエネルギー・環
境領域の領域長であった小林フェローに領

域の目線から第4期の振り返りと第5期の展望を巻頭言として述べて
頂き、緒方研究部門長・玄地副研究部門長より当部門の今後の方向

性を紹介しました。また、今号は2020年度の第1号ですので、新し
いもののご紹介シリーズとして、新設のゼロエミッション国際共同
研究センターにおける関連研究、当部門の新グループ及び新研究員の
紹介記事も掲載いたしました。今号より当部門の今後の方向性を読み
取って頂き、みなさまから忌憚のないご意見、ご指摘を頂ければ幸い
です。第5期も当部門をどうぞよろしくお願いいたします。   (竹下潤一)

　温暖化ガス（GHG）排出量削減のため、これまで各国政府
や企業は気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）など、
多くの取り組みを進めてきました。さらに脱炭素イノベーション
を加速していくためには、より活発な投資が不可欠なのは言う
までもありません。そして投資を呼び込むために重要なのは、
一貫性・信頼性のある適切な情報開示と評価基準です。その
ため、産業界ではライフサイクル/バリューチェーンを考慮する

「ライフサイクルアセスメント（LCA）」を活用したGHG排出量
の見える化の取り組みが活発に行われるようになってきました
が、その動きはまだ一部にとどまっているのが実状です。我々
は、LCAを活用したGHG排出量の見える化について理解を促
し、この分野のイノベーションを推進していくための「LCA活
用推進コンソーシアム」の設立に向けて、日本経済新聞社の
後援を得てシンポジウムを開催しました。講演会は、令和2年
3月16日(月)JPタワーホール＆カンファレンスにて開催しました
が、新型コロナウイルスの影響で、発表者および関係者のみ

会場に集まり無観客で実施しました。初めての試みで戸惑いは
ありましたが、定員以上の申し込みに対し、動画配信が出来
たことで予定より多くの方に視聴して頂けたと思います。講演
は、エネルギー・環境領域長（当時）、小林氏の挨拶の後、
経済産業省の梶川氏、環境省の相澤氏から来賓講演を頂き、
工学院大学の稲葉氏、日本政策投資銀行の竹ケ原氏に基調講
演を、トヨタ自動車の山戸氏、旭化成の徳永氏、東京海上ア
セットマネジメントの菊池氏に講演を頂きました。コンソーシア
ムへの期待や多くの激励を頂けました。最後にIDEAラボ田原
よりLCA活用推進コンソーシアムの紹介をさせていただき、
部門長緒方の閉会挨拶で終了しました。講演会の模様は動
画配信（https://channel.nikkei.co.jp/e/lca202003）を
ご覧ください。
　令和2年7月13日にコンソーシアムが設立できました。
詳しいご案内は部門 HP（https://www.aist-riss.jp/idea/
lcaconso/）をご覧ください。

　環境毒性化学会欧州第30回年会は5月3日～7日にかけて
ダブリン（アイルランド）で開催される予定でしたが、新
型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて、急遽SETAC 
SciConと称するオンラインでのバーチャル会議開催となり
ました。今回のバーチャル会議では、化学物質やマイクロ
プラスチック（MP）等の生態毒性、環境動態とリスク評価
やLCA、環境政策、科学コミュニケーションなど多岐に渡
るテーマについて、約1500の発表があり、1600人を超え
る参加がありました。バーチャル会議では、参加者は、プ
ラットフォーム画面にログインして、事前にアップロード
された発表録画やポスターを閲覧することができ、チャッ
トウインドウを使って発表者とやりとりをすることができ
ました。基調講演や各セッションの議論はライブ配信で行
われました。初めて参加した大規模なバーチャル会議でし
たが、時間を気にせず発表を制限なく閲覧できたり、チャッ
ト機能のおかげで質疑応答が理解しやすかったり等、バー

チャル会議ならではの良さを大いに体感することができま
した。
　本年会では、筆者はMPの環境リスク評価に関連する研究
発表を中心に情報収集を行いました。MPをキーワードに含
む発表は100程度ありました。MPの生態毒性試験の報告に
はどんなクライテリアが必要か、MP自体あるいはMPに含
有する化学物質のどちらが生態影響に寄与しているのか、
MPの存在の有無は化学物質の生物蓄積にどのように影響す
るのか等、興味深い研究発表が数多くありました。また、
MPの環境動態モデルの開発やタイヤ由来のMP排出量の推
定など、現実的なMPの環境リスク評価・管理のあり方の検
討に役立ちそうな発表も複数ありました。安全科学研究部
門ではMPの環境リスク評価研究に着手したばかりですが、
今後の研究の展開や可能性を考える上で有用な情報や視点
を得ることができました。来年の環境毒性化学会欧州第31
回年会はセビリア（スペイン）で開催される予定です。

ポスト・コロナの新常態に向って

1

CONTENTS

No.38
2020年8月7日発行

●巻頭言：
　ポスト・コロナの新常態に
向って
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

●特集
　第5期中長期計画目標期間
における安全科学研究部門
の方向性
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

　ゼロエミッション国際共同
研究センターにおける安全
科学研究部門との関連研究
紹介
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

●新研究グループ紹介
　社会とLCA研究グループ
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

　持続可能システム評価研究
グループ
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6

●新研究員紹介
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7

●シンポジウム開催報告

●国際学会参加報告
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8

NewsletterIDEAラボ長　田原 聖隆

リスク評価戦略グループ長　内藤 航

国際学会参加報告
環境毒性化学会欧州第30回年会（SETAC Europe 30th Annual Meeting）

産総研フェロー
小林 哲彦

日頃より安全科学研究部門の活動にご理解、ご支援を賜り、心より御礼申し上げます。産総
研第4期（2015-2019年度）、エネルギー・環境領域の領域長を務めておりました小林です。産
総研では本年度より新たな中長期計画（第5期）がスタート致しましたが、まず第4期のことを少
し振り返ってみます。

産総研第4期は、研究成果の社会・産業界へのトランスファー（橋渡し）を最大化しようとチャ
レンジした時期でした。エネルギー、環境、安全といった私どもの研究分野は、公共性の高い研
究スタイルが中心ですが、それでも「個別企業の技術ニーズにどれだけお応えできるか」に挑戦
してまいりました。産総研の新たな試みとして、企業名を明示した連携研究室（冠ラボ）の設置や、

「共同研究」に至るまでの “お試し連携” にもお使い頂ける「技術コンサルティング制度」の設定
などを行ってまいりました。また、当研究部門の例年の講演会でも、一方向の成果発表だけでは
なく、ご来場いただいた方々とのコミュニケーションを重視する形とし、ニーズ・シーズのマッチ
ングの効率を上げる工夫等も致しました。

私どもの研究分野として追い風となったのは、ちょうどこの時期にSDGsやTCFD、ESG投資な
ど、外部不経済とも関連する社会課題に対し、産業の個別対応が強く求められるようになって来
たことです。お陰様で第4期は、公的な研究プロジェクトや研究論文の質・量の低下・減少を見
ることなく、産業界や個別企業との連携を深めることができました。ご協力いただいた方々に厚く
御礼申し上げます。

さて産総研第5期では、「橋渡し」の継続に加えて、「社会課題の解決」を大きな目標に掲げる
ことと致しました。エネルギー、環境、安全等の研究分野は、本来「社会課題の解決」がミッショ
ンですが、よりこの視点を強化するために「ゼロエミッション国際共同研究センター」を新たに立
ち上げました（2020年1月、吉野 彰 センター長）。当研究部門も深く協力する形で、温暖化を
中心とする地球環境問題解決に国際的な視点で取り組んでまいります。

予期せぬ最大級の社会課題として勃発したのが「コロナ禍」です。疫学的リスクはもちろんの
こと、二次的、三次的影響も含めて、社会や生活、産業が大きく変わらざるを得ない状況です。

「ポストコロナのニューノーマル（新常態）」に関する議論が非常に活発になっていますが、エビデ
ンスや科学に基づく確度の高い将来像を描かねばなりません。予期せぬ事態に対する柔軟性も必
要です。さらに、経済状況の悪化が進む中、置き去りにされがちな地球温暖化などの外部不経
済にも常に目を光らせる必要があります。「安全で持続性の高い社会」を構築するためには、これ
まで以上に社会との連携を深める必要があると考えています。多くの皆様方より忌憚のないご意
見やご要望を、産総研、そして当研究部門にお寄せ頂きますよう、心よりお願い申し上げます。


