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比較可能な形でリスクを定量評価し、その優劣をもって政策選択をする。政策選択だけでは
なく、政府の行為によらない、個人としての選択もあれば、個人の集合体である社会の意志の
形成もあるだろう。社会選択とでも言い表せるのかもしれない。リスク論的なアプローチでは、
こうした選択のために複数の異なる選択候補に対して定量的なリスク評価の結果を提供する。
選択に際して人々の採る行動の性向に対しても、心理学的、さらには脳科学的な観点から研究
対象とされ、人々の選択行動がその遡上に載せられている。�
むろん、これらの学術分野は未だ大いに発展途上にある。提供される評価結果には多くの不
確実性が内在する。実際の選択に適用する手法に関しても、手法を支える理論に関しても、十
分とはいい難い。不確実性を減らすために、また人々の行動に対する理解を深めるために、
日夜多くの研究がなされている。こうした研究の背景には、合理的な選択を実現させたいとの
意志が存在する。それも、個人、組織、国、社会といった様々なレベル各層においてのことだ。�
筆者のこれまでの職業経験においては、こうした学術の成果の利用者としての立場が大部分

であった。選択に際しては、多くの場合にそれは政策選択であったのだが、選択候補ごとに存
在する利害得失を踏まえた合理的な選択を行いたい、強くそう願ってきた。そのために上記学
術分野の発展を願い、また相応の関心の下に自分自身でも研究的な取り組みを実施しようと試
みてきた。この姿勢は今も全く変わっていない。自身による取り組みも続けていきたい。�
他方同時に、「合理的」な選択とは何なのだろうかとの疑問を抱かずにはいられない。人々の
選択行動は特定の指標により規定される優劣だけに基づきなされるわけではない。種々の状況
に応じてバイアスが存在し、それが選択行動に少なからず影響を与える。心理学的、脳科学的な
研究の成果としてこうしたバイアスの存在が指摘され、そのメカニズムの解明が進む。ただ私の
疑問は、こうした研究の取り組みの存在を超えて、人の思考そのものの不確実性に思いを馳せる。�
個々の人間の思考に不確実性が存在しても、個人の集合体である社会のレベルでは大数の
法則から、ある特定の方向性が見いだせる。その限りにおいて、人の選択行動に対する定式
化が可能との見方もある。確かにそうだ。逆にそうでなければ、特に自然科学系の学術の対
象とすることは難しい。従って、人の選択行動を解析可能な対象と仮定する。それは十分に
理解できる。その上でなお、人の思考の不確実性に絡む漠然とした疑問は存在し続ける。�
疑問に対する答えは分析的、解析的なアプローチを主軸とする従来の考え方の延長に存在す

るのか。それとも、新たなパラダイムシフトが求められるのか。メタ学術としての挑戦はこれ
からも続くはずだ。解があるかないかがわからない世界で解を求めて。そのための手法論と
て定かではない。ただ、異分野との徹底的な融合は採るべきアプローチの一つといえる。産
業技術総合研究所はその「総合」たる所以をもって、パラダイムシフトを求める先頭を走って
欲しい。�
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温度の影響を考慮した太陽電池のグローバルポテンシャル�
マップの作成：太陽光発電工学研究センターとの連携�

社会とLCA研究グループ　河尻 耕太郎�

研究の概要�
現在、地球温暖化、エネルギー資源の枯渇、福島原発の問題

などにより、世界的に再生可能エネルギーに注目が集まりつつ

あります。太陽光は、地球上に最も豊富に存在する再生可能エ

ネルギーです。太陽電池は、太陽光を電力に変換する技術で、

持続可能な社会を構築するための有望な選択肢として期待され

ています。しかしながら、発電電力量が、設置場所の気象条件

等によって大きく変動するため、今後、太陽電池を有効活用す

るためには、発電電力量のポテンシャルが、世界のどこに、ど

れだけ存在するのかを把握することが必要不可欠です。�

本研究では、日本の規格であるJIS C 8907と、NASAの気

象データを用いて、温度の影響を考慮した、世界全体の太陽電

池の発電電力量のポテンシャルマップを作成しました（図1参照）。

太陽電池は、温度が高くなると性能が低下します。そのため、日

射量自体はアフリカや中東等の砂漠地帯が大きいものの、温度の

影響を考慮すると、標高の高いチベットやチリ、南極等のポテン

シャルが最も大きくなる可能性が、本研究で示されました。�

本研究は、2011年にEnvironmental Science and 

Technology（ES&T）誌に掲載後[1]、American Chemical 

Societyのプレスリリースをはじめ、多くの海外メディアに取

り上げられました。また、本研究をベースにして、太陽電池の

グローバルサプライチェーンの LCAに関する研究が、同じく

ES&Tに採択されました[2]。�
�

体制やユニット間の役割分担�
本研究では、共著者である太陽光発電工学研究センターの大

関崇氏に協力頂きました。体制としては、研究遂行時は、私が

データ分析を行い、大関氏には分析手法の解説や、結果のチェ

ックをお願いしました。また、論文執筆時には、私が論文を執

筆し、大関氏には専門用語の用法や、研究動向のレビュー、式

展開についてチェックして頂きました。そして、論文査読時には、

質問者への回答をチェックして頂きました。�

連携によるシナジー効果�
今回の研究がうまくいった要因の一つは、専門家の知見と素

人の発想という二律背反的なシナジーではないかと考えています。�

大関氏の知見がなければ、計算ミスや、査読のQ&Aで誤っ

た回答をしていた可能性があり、氏の専門的な知見が研究を進

める上で必要不可欠であったことは、言うまでもありません。�

一方で、私が太陽電池について（正直に言うと当時はLCAに

関してすら）素人であったことも幸いでした。多くの専門家の

方が、アフリカなどの砂漠地帯が有望と考えており、国際的な

PVGISの研究グループが、精緻なモデルで、ヨーロッパとアフ

リカのポテンシャルマップを作成しています。もし私が専門家

であったなら、あえて業界の常識を疑り、先駆的なグループを

後追いすることはなかったと思います。また、LCAの研究では、

システム全体を浅く広く分析する傾向があります。実際、他の

太陽電池のLCAの研究の多くが、より簡易な手法で発電電力量

を推計しています。もしその作法を踏襲していたら、わざわざ

専門外の領域に踏み込み、温度の影響などを考慮することはな

かったでしょう。�
�

連携で難しい点�
上記シナジーの裏表ですが、専門領域が異なると、知識、言葉、

手法等が共有化されていないため、情報伝達が難しくなります。

当時私は、太陽電池の推計モデルや気象データに関する知識は

なく、大関氏に多大な負担をおかけしました。評価の研究者は、

必ずしも評価対象の技術や製品について専門家ではないため、

前記の困難は、往々にして起こりえる事象だと思います。�

一方で、素人ゆえに、業界の常識に大胆にチャレンジするこ

とは、常識を覆す発見をする上でポジティブに働く可能性もあ

ると感じました。知識の不足を正当化するつもりはないのですが、

常識に染まっていないことにはそれなりの価値があるとポジテ

ィブに解釈して、今後もこういった視点を大事にしていきたい

と考えています。�
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図1　結晶シリコン系太陽電池の年間発電量
ポテンシャルマップ*�
(*Reprinted with permission from Environ.

Sci. Technol., 2011, 45 (20), pp 9030-9035

DOI: 10.1021/es200635x. Copyright 2011

American Chemical Society.)

[1] K. Kawajiri, T. Oozeki, and Y. Genchi, Effect of 
Temperature on PV Potential in the World, ES&T, 45, 
2011, pp. 9030-9035.�

[2] K. Kawajiri and Y. Genchi, The 
Right Place for the Right Job in 
the Photovoltaic Life Cycle, ES&T, 
in press, http://pubs.acs.org /doi/ 
abs/10.1021/es204704y.
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バイオマス利活用の環境調和性評価：バイオマスリファイナ�
リー研究センター、新燃料自動車技術研究センターとの連携�

主幹研究員　匂坂 正幸�

はじめに�
安全科学研究部門では、素材エネルギー研究グループを中心に、

ライフサイクルアセスメント（LCA）をバイオマス利活用に適用し、

利活用技術の環境調和性、その技術開発の方向を探ることを目

指し、研究を推進しています。�

産総研には独自のバイオマス利活用の技術の研究開発を推進し、

成果を上げて来ている組織としてバイオマスリファイナリー研究セ

ンター（BRRC）があります。また、新燃料自動車技術研究セ

ンター（NFV）では、新たに開発されるバイオ燃料が、世界の

市場に流通している自動車類に支障なく利用できるように、国際

標準化戦略にかかわる研究開発、国際連携促進を推進しています。

安全科学研究部門ではこれらBRRC（その前身であるバイオマ

ス研究センター（BTRC）の頃から）、及びNFVとの連携を進

めてきています。�

�

連携の概要�
BRRCでは木質系を中心とした未利用のセルロース系原料の

燃料化の技術開発、実用化を目指して研究開発を進めてきました。

BRRC内には、プロセスシミュレータを用い、環境性・経済性評

価の研究を進めるグループがあり、独自の技術評価を先駆的に推

進しています。その環境調和性評価にはLCA的な視点が不可欠

であり、安全科学研究部門ではそのグループとの連携を進め、

LCAの高度な適用を目指して、安全科学研究部門が蓄積してき

たバックグラウンドの負荷データ、システムの連鎖を解析してき

た経験と、BRRCの実施する先端の試験データに基づくプロセ

ス解析、企業や地域との意見交換で蓄積した、システム連鎖に関

する知見を融合させてきました。�

また、NFVでは、各種燃料の輸送機械での利用に関する知見

をもとに、内外の燃料規格への関与を深め、世界的な規格の制

定をけん引してきています。バイオマス起源の燃料に関しては、

地球温暖化への影響、ヒト健康への影響も考慮して規格化が進む

ことが想定され、それらの懸念物質の環境への排出、人体への

暴露、健康影響、を評価し、必要な研究開発への提言、新たに

生み出される機能とのトレードオフ解析などを実施しています。�

�

安全科学研究部門におけるバイオマス燃料の評価�
安全科学研究部門では、LCA実施に欠かせない積み上げ方式

のバックグラウンドデータを網羅的に有しており、それを産業界、

社会に提供するとともに、産業界、諸学会などからの新たなデー

タ提供を受け、整理、体系化する活動を推進しています。�

また、LCAを推進する世界の機関では、評価対象とする製品

やサービスに直接関係する影響の評価（Attributional LCA）

に加え、間接的に連鎖して影響を受ける事象を評価に加える

（Consequential LCA）の必要性、その評価手法の提案が各方

面からなされています。�

バイオマス利活用のシステムでは、特に第1世代といわれる、

食料を原料とするバイオマス利用の場合、食料供給を他地域、他

作物に求めることから、玉突き的に影響範囲が拡大するシステム

全般を考慮する必要があり、Consequential LCA実施が必要

になる場合が多いことが指摘されています。�

その実施には、シナリオを作成、分析する方法や、国、地域の

産業連関表を構成、分析する手法、分析対象となるシステムを拡

張して評価に取り込み対処するなど、様々な手段が試行されてい

ます。�

廃棄物系のバイオマス資源を原料にする場合、環境影響は少な

い例が多いですが、副産物生産の評価など、注意も必要です。

評価が複雑になるため、容易かつ普遍的なツール、データの整

備が求められています。�

また、バイオ燃料独自の排出物質であるホルボールエステル、

アセトアルデヒドなどのヒト健康被害、バイオ燃料貯蔵や輸送時

の爆発燃焼など、新たなリスク要素の評価を含んだツールの開発

を推進してきています。�

�

連携によるシナジー効果と課題�
技術開発を担う研究部門や研究センターと、評価法の進展をフ

ォロー、先導する安全科学研究部門の連携は、必要なデータの取

得、適切な影響の視点を提供してくれています。�

評価手法を研究する組織と、特定の課題の技術開発を推進す

る組織の連携は当然、求められる協力といえます。産総研内にも、

特定の技術開発に対し、それを評価するグループを技術開発組織

内に置き、的確かつ適時な評価を組織内で併行させる例も多く見

受けられ、機能を果たしています。安全科学研究部門のような、

評価の専門家集団としては、常に最新の評価手法を開発するとと

もに、技術開発グループとの連携を密にして推進し、所内から産

業界を通じ、社会への成果の還元を推進していくことが効率化お

よび適正な評価実施の面からも求められているといえます。�

今後とも、関係組織との連携を密にして、相互の研究の進展、

社会への貢献が進むことが必要と理解しています。�

評価対象例�
（インドネシアでのジャトロファの液体、気体、固体燃料化）�



【産総研内】安全科学（B, C, D）、計測標準（A）�
【産総研外】技術研究組合単層CNT融合新材料研究開発機構（A, B, C）、東京大（B）、産業医大（A, B）、岡山大（B）、大阪大（B）�

【産総研内】安全科学 （D）、計測フロンティア （A）、計測標準 （A）、ナノシステム （A）�
【産総研外】慶應大（D）、産業医大（B）、広島大（A）、東京大（B）、信州大（A）、化学物質評価研究機構（B）、日本バイオアッセイ研�
　　　　　  究センター（B）�

【産総研内】安全科学（C, D）、計測標準（A）、先進製造プロセス（A）、計測フロンティア（A）、環境管理（A）、健康工学（B）�
【産総研外部】産業医大（B）、広島大（A）、鳥取大（B）、金沢大（C）�

4

Newsletter

表1　ナノ材料のリスク評価研究の体制�

※ 組織名称は一部省略してある。主要な連携機関を記載。括弧内はプロジェクトでの主たる役割（A：試料調製・キャラクタリゼーション、�
　 B：有害性評価、C：暴露評価、D：リスク評価・とりまとめ）�

Aプロ：ナノ粒子特性評価手法の研究開発（2006 - 2010年度）�

Bプロ：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 - 2015年度）�

Cプロ：ナノ材料簡易自主安全管理技術の構築（2010 - 2014年度）�

ナノ材料のリスク評価：産総研内外との連携�

リスク評価戦略グループ　蒲生 昌志�

研究の概要�
ニュースレター No.11 にも報告しましたように、安全科学

研究部門でのナノ材料のリスク評価研究は、「ナノ粒子特性評価

手法の研究開発（2006 - 2010年度）」（以後Aプロ）から、

現在、二つのプロジェクト、「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 - 2015年度）」（以

後Bプロ）と「ナノ材料簡易自主安全管理技術の構築（2010 

- 2014年度）」（以後Cプロ）に展開しています。Aプロでは、

世界的に見ても初めてとなる本格的なナノ材料のリスク評価を

実施しました。その成果を基礎とし、Bプロでは、行政的な観

点から効率的な有害性評価の枠組みを、Cプロでは、事業者に

よる自主安全管理技術を構築しています。�
�

産総研内外との連携�
安全科学研究部門では、その前身の一つである化学物質リス

ク管理研究センターの頃から、化学物質のリスク評価を実施し

てきました。化学物質のリスク評価への主たるアプローチは、

有害性や暴露に関する情報の解析とシミュレーションモデルの

構築でした。これは、化学物質については、ある程度、解析や

シミュレーションの基礎となる情報が入手可能であり、「評価」

こそが課題だったからです。�

ところが、ナノ材料のリスク評価では、とくに我々が研究を

開始した当初、きちんとした試験データを生み出すところから

始める必要がありました。表1に、安全科学研究部門の他との

連携についてまとめました。産総研の多数のユニット、大学や

試験機関と連携しています。安全科学研究部門は、主に全体的

なとりまとめとリスク評価を担い、ナノ材料の試料調製とキャ

ラクタリゼーション（特性の計測や観察）については主に産総

研内の他ユニットが、有害性評価については外部の大学や試験

機関が、その役割を担っています。�
�

連携で難しい点�
異なるバックグラウンドを持つ組織が集まると、ある種の文

化の違いに必ず直面することになります。用語の使い方の違い、

精度に対する要求の違い、研究の進め方の違いなど、切りがあ

りません。どうしても都度、試行錯誤となってしまいます。�

連携して研究を行うにあたり、構造的な問題として難しいな

と感じるのは、各グループの研究の課題設定です。平行して走

る複数の研究班から成るプロジェクトなら問題は大きくないで

しょう。しかし、ナノ材料のリスク評価は、試料調製から評価

まで、段階を追って進められます。各課題の担当が、プロジェ

クト全体としての目的に貢献する比較的ルーチンワークの部分と、

やはり研究としての尖った部分とを併せ持つことが大切だと思

います。�
�

連携による優位性の発揮�
リスク評価の研究者が、課題ごとに必要となる全ての要素技

術の立ち上げから行うのでは、ナノ材料リスクのような新しい

課題に適時的に取り組むことはできません。むしろ、必要とな

る専門性を有した研究組織といかに連携を構築できるかが鍵と

なります。�

Aプロ開始当時、ナノ材料の有害性評価・リスク評価の大き

な課題は、有害性試験において、適切に調製とキャラクタリゼ

ーションされた被験試料を用いることでした。ナノ材料は、同

じ組成でも、粒子や繊維のサイズや凝集の状態がまちまちで、

単に動物に投与しただけでは何を試験したことになっているか

分からないからです。Aプロが世界をリードしてナノ材料のリ

スク評価に取り組むことができたのは、産総研のいくつかのユ

ニットが持つ試料調製やキャラクタリゼーションの技術が、有

害性試験、リスク評価と一体となる体制があってこそだったと

言えます。その思想は、現在のBプロ、Cプロでも引き継がれ

ています。�

臨機応変に体制を組むことを強みとして、安全科学研究部門

では、今後も、他のユニットとの連携のもとに進めるリスク評

価研究を立案し、推進していきます。�
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図1 本プロジェクトの全体像�

放射性物質の除染対策の優先順位付けに資するリスク・ベネ�
フィット解析：地圏資源環境研究部門との連携�

リスク評価戦略グループ　内藤 航�

研究の背景と目的�

福島第一原発事故により放出された放射性物質は降雨に伴い広

範なエリアに沈着しました。�

特に汚染レベルが高い地域では、モデル実証試験が実施され、

本格除染の計画が進められています。しかしながら、その範囲は

膨大であり、実施には財政的に莫大な予算や時間が必要となりま

す。また、除染の方法は、森林、田畑、牧草地、そして市街地、

道路など、その土地利用により異なり、除染効率も差があること

がパイロット事業等で明らかになってきました。�

このような多数の因子が絡むリスク評価・管理の問題に対して、

限られたリソースの中で適切かつ迅速に管理方針を立案・実施す

るためには、複数のリスク管理オプションを比較し、優先順位を

合理的に決定するためのリスク・ベネフィット（以下R/B）解析

が有効です。一方、チェルノブイリ事故の報告書（IAEA 1991）

では、事故による最大の被害は放射性物質による健康影響ではな

く、長期にわたる避難ストレス等による健康影響との指摘があり

ます。これまでのR/B解析ではほとんど考慮されていない、こ

のような側面を考慮し、除染対策オプションごとの費用と便益の

関係が明らかにできれば、それらは透明性の高い優先順位付けの

指標となり、除染対策の方針策定のための基盤情報となります。（も

ちろん、実際の意思決定は，様々な要素も含んだ上でなされるた

め、R/B解析の結果は一つの指標でしかありません） �

このような背景から、本プロジェクト（以下本PJ）では、放

射性物質によるヒトの健康リスクだけでなく、避難ストレス等によ

る健康影響、さらに除染の効果と費用を包括的に考慮したR/B

解析を行い、福島県を中心とした地域の除染の優先順位決定に

資する基盤情報の整備並びに枠組み・考え方を提案することを目

的としました。�

�

連携の必要性と連携に対する考え方�

放射性物質のリスク管理の問題では、全体像の把握は容易では

ありません。どんな視点から何に着目するか（問題のフレーミン

グ）を明確にする必要があります。放射性物質の被ばく量を的確

に推定するためには、空間線量のモニタリングデータだけでなく、

放射性物質の測定技術の理解、除染技術、環境挙動に関する知

識や空間線量と被ばく量の定量的関係などについての知見が必要

です。このような特徴を持つ問題解決指向の研究を推進させる

ためには、研究者（リスク評価者）がリスク評価の全体像を把握

し、自ら学際化を目指すことが大事ですが、合理的な遂行には関

係する学問領域の専門家との強力な連携も不可欠です。そこで

本PJでは、土壌汚染の基礎データの解析に強い地圏資源環境研

究部門（地圏環境リスク研究グループ 保高徹生研究員ら）と実

践的リスク評価研究で実績のある安全科学研究部門が中核となり、

所外の研究者とも有機的に連携し、それぞれの専門性を有効に活

用し研究を推進する体制を構築しました。さらに、産総研の中西

準子フェローやノルウェー（Norwegian Radiation 

Protection Authorityなど）の研究者をアドバイザリーボード

として迎え、適宜助言をいただく体制を築きました。また、不確

実性を伴うリスク評価研究の性質上、リスク評価の手法や仮定に

対する考え方がメンバーにより異なるため、最終的な成果の集約

が困難になることも考えられます。本PJでは、評価の基礎とな

る情報・データについては、参画メンバーで共有化を図りますが、

評価の方法や結果については、事前確認を徹底し、責任の所在

を明確にして成果を発信することとしました。料理に例えると、

野菜や肉などの素材は共有するが、調理法や料理そのものの責

任は料理人が担うといった関係です。�

�

研究の構成�

本PJは緊急性の高い重要課題と筆者らは考えており、今年中

に一定の成果を上げるべく鋭意研究に従事しています。本PJの

全体像を図１に示します。研究成果は、学術誌への投稿に留まら

ず、ホームページへの掲載やワークショップの開催等を通じて積

極的に社会に発信していく予定です。また、本PJが、複雑な環

境問題に対して、どのようにフレーミングをし、不確実性に如何

に対応するかを示し、科学的・客観的データに基づくリスク評価

が政策決定につながるモデルケースになることを期待しています。�
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地震・津波および原発事故等の低頻度大規模災害へ最適対応�
するための、次世代リスク評価シミュレーション技術の構築：�
活断層・地震研究センターとの連携�

物質循環・排出解析グループ　恒見 清孝�

研究の概要�

首都直下・東海・東南海地震など、首都圏や太平洋ベルト地

帯を直撃する災害の発生が予測される中、災害に強い社会・産

業システムの構築が急務です。しかし従来の防災計画や被害想

定では地震や津波などの直接的な一次災害の被害推定にとどま

っており、産業界のとるべき対策が不明でした。本研究では一

次災害に加え原発・プラント事故やサプライチェーン寸断など

の二次被害も考慮に加えた、産業の防災対策立案に寄与する総

合的なリスク評価シミュレーション技術の構築を目指しています。�

図1に示すような3つのサブシステムから構成される次世代

リスク評価シミュレーション技術について、2011年から開発

を進めています。�

（1）一次災害予想シミュレーションサブシステム�

大規模な地震による地表面の揺れや、津波の浸水（一次災害）

を予測します。また、揺れによる産業施設の被害曲線（フラジ

リティカーブ）を作成します。�

（2）二次災害ハザード定量化サブシステム�

サプライチェーン分析による生産・物流への被害を予測します。

また、原発事故や化学物質漏洩に起因する施設周辺のヒト健康

被害を予測し、避難領域の設定を行います。�

（3）リスク評価サブシステム�

地表面の揺れによる建物倒壊や人的被害を予測します。また、

建物倒壊、生産・物流被害、ヒト健康被害などの様々なリスクを、

共通指標を用いて総合的に示します。�

�

ユニット間の連携�

（1）を、地震の災害予測にポテンシャルを有する活断層・地

震研究センターが担当し、（2）と（3）を、リスク評価・管理

にポテンシャルを持つ安全科学研究部門が担当します。そして、

二つのユニットが連携することで、地震による揺れ、浸水の評

価（三次メッシュ） → 民生、産業別被害曲線の作成 → 二次被

害算定サブシステム (建物被害、生産・物流被害、化学物質漏

洩によるヒト健康被害) → 各リスクの定量化と総合化までのリ

スク評価シミュレーションモデルを構築することができます。�

�

連携による効果�

研究開始当初はお互いのユニットのメンバー間で共有できる

研究知識が少なく、使用している用語や略語の定義も分野間で

異なることから戸惑いもありましたが、近年の海外の地震リス

クモデルの勉強会を数度にわたって行うことで、お互いの考え

方を次第に共有することができ、研究目標の方向性を定めるこ

とができました。これまで約一年間のフィジビリティスタディ

を行い、図2のインターフェースをイメージした総合的なリス

ク評価シミュレーション技術の開発をユニット間で連携して進

めています。従来、漫然と断片的に推定されていた二次被害の

規模について、本研究成果を活用することにより、事象発生と

その後の状況の変化に対応して、定量的かつ網羅的なシミュレ

ーションが可能となるため、国、自治体、産業界の災害対策に

定量的なリスク評価・管理の考えを導入することが期待されます。�

図1　リスク評価シミュレーションシステムの枠組み� 図2　システムの入力画面（イメージ）�



7

Safety & Sustainability

図1　ツールの開発目標とロードマップ� 図2　ツールが提供できるリスク評価管理機能�

シリーズ：部門内研究費�

リスク評価戦略グループ　加茂 将史・内藤 航�

汎用生態リスク評価管理ツール（2010年度）�
リスク評価戦略グループ　林 彬勒・加茂 将史・内藤 航�

我々の生活を豊かにしてくれる化学物質は適切に取り扱わない

と厄介な環境汚染物質になってしまいます。近年、化審法や生物

多様性保全等の多様なニーズに対応可能な化学物質リスク評価管

理ツールが求められていますが、国内外ともそのようなニーズに

答えられるものは存在しません。一方、リスク評価を行うには、

煩雑な評価手続きに多大な時間と高度な専門知識を必要とされ、「素

人には無理、玄人には戸惑い」と言われています。本研究では、

事業者の自主的リスク評価管理を支援する「簡易リスク評価管理

ツール」の作成を目指して、日化協LRI研究助成を受けながら、

多様なニーズに答えられるようにハザード比から種の感受性分布、

個体群影響等複数の指標によるリスク評価管理技術および膨大な

評価用データを搭載したユーザーフレンドリーなツールを開発し

ています（図1＆図2）。部門内科研費はLRI研究助成と同時に

採択されましたが、その「燃える火に薪を添う」というような役

割がなければ、2年目以降のLRI研究助成が採択されなかったと

言っても過言ではありません。これまでに開発できたバージョン

のツールは業界に好評をいただいています。このツールは近い

うちに公開されます。どうぞご期待ください。�

金属は水質や土性に応じて毒性が大きく変わることから、リス

ク評価は困難であると考えられていました。その後、生物利用可

能量を考慮すれば毒性の予測が可能という知見が出て、世界中の

研究者が毒性予測モデルBiotic Ligand Model（BLM）の開

発をしていました。亜鉛の生態リスク評価を行なっていたのはち

ょうどこの時期です。�

リスク評価は物質単位で行うので、BLMも亜鉛なら亜鉛、銅な

ら銅と個別に開発が行われ、複合毒性を予測するモデルは手つか

ずでした。ところが、亜鉛のモニタリングデータを眺めていると、

亜鉛濃度が高いところではカドミウムや銅も高濃度であることが

多く、現実的な評価・管理の枠組みを作るには、単一物質の毒性予

測だけでは不十分です。なんとかしたいなあと思っていたとき、金

属毒性の比較をしている論文（1）を見つけ、彼らの結果とBLM

を組み合わせれば複合毒性が予測できる、とひらめいた訳です。�

BLMは単純なモデルなので、複合毒性予測の理論的根拠はすぐ

にできました。理論は検証しなければなりません。データを集め

メタ解析を行うと、どうも正しそう。けれども、実証となると話

はまた別。ただし、困ったことに、産総研にはミジンコがいない。�

そこで、試験費用を調達すべく第一回目の部門内科研費に応

募しました。幸い採用された訳ですが、本研究では毒性試験を

行ってくれる共同研究者が必要。外に協力者を求めて共同研究を

行うのですから、これは小さいながらも一種のプロジェクトフォー

メーション。金属の生態リスク評価手法の開発は、科研費の挑戦

的萌芽研究、基盤研究（Ａ）とより大きな共同研究へと発展して

いきましたが、この部門内科研費での共同研究構築の経験が大き

な役割を果たしていると思います。�

(1) Niyogi S and Wood CM (2004) Environ. Sci. 

Technol. 38(20):6177- 

金属複合毒性予測モデルの開発（2008, 2009年度）�



　2007年度～2011年度まで新エネルギー・産業技術総合開

発機構および経済産業省から受託した研究プロジェクト「化学

物質の最適管理をめざすリスクトレードオフ解析手法の開発」

の成果報告と今後の研究展開について、以下の日時・場所で講

演会を開催します。�

日時：2012年11月6日（火）午後�

場所：きゅりあん（品川区立総合区民会館、JR大井町駅から徒

歩1分）� �

　プログラム詳細と参加申込みは、部門ホームページをご覧く

ださい。�

日本LCA学会主催の第10回エコバランス国際会議が以下の日時・

場所で開催されます。登録申し込み、および詳細はホームペー

ジをご参照ください。�

日時：2012年11月20日（火）～23日（金）�

場所：慶應義塾大学　日吉キャンパス�

詳細：http://ilcaj.sntt.or.jp/EcoBalance2012/

■お問い合わせ�

*禁無断転載複写：　ニュースレター掲載記事の複写、転訳載、磁気媒体等の入力は、発行者の承諾なしには出来ません�
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〒305‐8569　　茨城県つくば市小野川16‐1�
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URL:http://www.aist-riss.jp/  
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国際会議参加報告�

イベント開催のお知らせ�

第10回エコバランス国際会議 Challenges and Solutions for Sustainable Society

爆発利用・産業保安研究グループ　和田 有司�

　安全科学研究部門で公開している「リレーショナル化学災害

データベース（RISCAD）」に関する情報収集のために、筆者は

2008年からOECD（経済協力開発機構）のWorking Group 

on Chemical Accidents（WGCA：化学品事故WG）に参加

しています。�

　OECD/WGCAでは、危険物質を取り扱う施設での事故を防

止し、また、被害の拡大を防止するための一般的なガイダンス

として、"The OECD Guiding Principles for Chemical 

Accident Prevention, Preparedness and Response"を発

行しています。その中で、「Guiding Principlesは、自然災害

によるインパクトの結果発生した化学事故にも適用される」、と

しています。しかしながら、Guiding Principlesは自然災害に

よって引き起こされる化学事故に対処するために強化すべき課

題については明示されていませんでした。�

　そこでOECD/WGCAでは、以下を目的とする "Natech" 

(Natural-Hazard Triggered Technological Accidents)プ

ロジェクトを立ち上げました。�

（1）自然災害によるインパクトから化学物質の放出を防止し、

また、化学物質の放出に対する準備と対応策に関する原則

の分析調査�

（2）Natechの防止、準備、対応策のBest Practiceの提言�

　今回筆者が出席しました "The Workshop on Natech Risk 

Management" は、上記目的に関する情報を交換し、Best 

Practiceの提言について議論するために開催されました。�

�

　開催概要は以下の通りです。�

・会議名称：OECD Workshop on Natech Risk Management�

・開催日時：2012年5月22日（火）-25日（金）�

・開催場所：The International Congress Center of 

Dresden, Dresden, Germany�

・参加者：事務局の発表では18の国と機関から約60名が参加

ワークショップでは以下のセッションが行われました。�

・オープニングセッション�

　Natechリスク低減に関するOECDメンバ国アンケート調査結

果報告�

・セッション I　Natural Hazards: Risk Mapping and 

Warning Systems�

・セッション II　Natech risk management (including 

emergency planning) - Best practices of industry and 

authorities�

・セッション III　Consideration of Climate Change in 

Natech Risk Management�

・セッション IV　Application of the Polluter-Pays-Principle 

(PPP) to Natechs�

・セッションV　International Co-operation on Natech 

Risk Management�

・Conclusions and Recommendations�

　Discussion Documentについての読み合わせ討議��

　プログラムなどの詳細は、インターネットで "OECD Natech"

で検索してご覧下さい。�

OECD/WGCA Natechワークショップ�

シンポジウム「化学物質の最適管理をめざすリスクトレードオフ解析手法の開発」�


