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我が国の科学技術研究の資金配分は、5年ごとに制定される科学技術基本計画によって大き
く左右される。平成18年から22年までの第三期科学技術基本計画の基本理念の一つとして
「健康と安全を守る－安心・安全で質の高い生活のできる国の実現に向けて」が挙げられた。
平成23年度からの第四期科学技術基本計画の基本理念としては、昨年3月11日の忘れるこ
とのできない未曾有の東日本大震災からの「復興、再生を遂げ将来にわたる持続的な成長と
社会の発展を実現する」ことが挙げられているほかに、第三期に引き続いて「安全かつ豊か
で質の高い国民生活を実現する」ことが謳われている。このことにより、平成18年以降は科
学技術研究のほとんど全領域で「安心・安全」が重要なキーワードとして取り上げられ、競争
的研究資金の申請書には「安心・安全」が氾濫することとなった。 

第三期における「安心・安全」においては「老後の安心」、「食の安心・安全」、「暮らし
の安全保障」、「国土と社会の安全確保」といった標語に見られるようにむしろ社会科学的な「安
心」に重点がおかれ、「化学物質の安全性」はさほど重視されていなかったように思われる。
一方で化学プラントでの重大な事故は相変わらず起こっているし、安全性が十分に検証されて
いない物質が法的な規制がない、という理由で使用されている例もある。また、経済的な効
率を重視するあまり、爆発安全性が検証されていない混合ガスの有用性がマスコミで宣伝され
る例もある。物質の安全性や化学工場における安全性に関する諸問題は決して解決されてい
るわけではない。 

　たとえば新規化学物質の毒性、燃焼・爆発特性に関するデータを得るためには地道な基
礎研究が必要である。こうした研究は直接利益には結びつかないし、また特定の「課題解決」
にも結び付かないが、持続可能な豊かな社会を実現するために本質的に重要であることは論を
またない。 

我が国の研究予算配分はいわゆる「二段ロケット方式」と呼ばれ、「課題解決型研究」とそ
れを支える「基礎研究」とに分かれていて、課題解決型研究には大型競争的資金があてられ、
一方基礎研究は科学技術研究費（科研費）で行うことになっている。しかしながら実際には科
研費においても課題解決型研究の申請が非常に多くなっている。 

こうした状況のもとで、化学物質と化学工業における安全に関する基礎研究を行っている安
全科学研究部門の役割は極めて大きく、さらなる活躍を期待する。 
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水素ネットワーク構築導管保安技術調査 
爆発利用・産業保安研究グループ　和田 有司 

はじめに 

当グループでは、火薬類に代表される高エネルギー物質お
よび高圧ガス、可燃性ガス等の安全研究および有効利用技術
に関する基盤的な研究と産業保安の研究を実施しています。
このうち、高圧ガス、可燃性ガス等の安全研究に関して、現在、
本ニュースレターでご紹介する3件のプロジェクトを実施して
います。ここでは、そのうちの 1つである「水素ネットワー
ク構築導管保安技術調査」についてご紹介します。 

 

研究の概要 

「水素ネットワーク構築導管保安技術調査」事業は、一般
需要家向けの水素のパイプライン供給に際して、保安確保の
ために必要となる導管等のガス工作物について、そのネット
ワークとしての運用にかかる安全基準や工法等の具体的措置
を明確化するため、これに有用な基盤技術、知見を整理し、
ガス事業法の技術基準等の見直しに反映させることで、水素
ネットワーク社会構築における保安確保を図ることを目的とし
ています。わかりやすく言い換えると、将来の水素社会にお
いて、都市ガスのように水素を導管で供給するための安全基
準を作るための基礎となるデータを整理する、ということです。 

この事業は、平成23年度から平成25年度までの3カ年
の計画で進められており、経済産業省の担当は、商務情報政
策局　商務流通保安グループ　ガス安全室になります。事業
者は、毎年公募で決まりますが、現在のところ、一般社団法
人　日本ガス協会が全体の取りまとめ（「総合調査」事業）
を行い、以下の4つの関連する課題に対して、それぞれ調査
事業が進められています。 

・「施工方法及び供給設備の安全性評価調査」事業 

・「付臭剤添加による金属系材料の水素脆化影響調査」事業 

・「水素導管圧力解析調査」事業 

・「水素拡散挙動調査」事業 

各事業の詳細については、ここでは説明を省略しますが、
これらの事業について、東京工業大学の岡崎健教授を委員長
とする特別専門委員会の審議、指導を受けながら調査を進め
ています。 

このうち安全科学研究部門では、「水素拡散挙動調査」事
業を担当しています。「水素拡散挙動調査」事業は、中低圧
（2.5-300kPa）の水素パイプライン供給を想定した場合に
考え得る水素の拡散挙動、水素の着火影響調査を実施します。
また、新設パイプラインのガス開通時等に管内のガスを空気
から水素等へ置換する際の水素の挙動についても調査を実施

します。それぞれの課題の詳細を以下に紹介します。 

 

水素の拡散挙動・着火影響調査 

水素を都市ガスのように導管で供給する場合には、導管の
役割や太さなどにもよりますが、2.5-300kPaの中低圧で供
給することが想定されます。水素燃料自動車のための水素供
給ステーション等では、35MPaや 70MPaといった高圧で
水素を供給するための技術基準を作成するために、高圧での
水素の漏えい拡散や着火影響に関する調査が行われてきました。
しかし、水素導管で予定しているような中低圧での水素の漏
えい拡散や着火影響に関する情報は、あまり整備されていま
せんでした。そのためこのような中低圧の導管から水素が漏
えいした場合に，どのように拡散するか、また、その漏えいし
た水素に何かの原因で火が着いたらどうなるか、を調査して
います。 

もう少し具体的に調査内容を説明します。 

拡散挙動調査では、水素導管を想定した鋼管に2.5、10、
15、100、300kPaで水素を導入し、鋼管の腐食等で開
いた穴を想定した直径0.8、2.0、5、10mmの穴から水素
を漏えいさせます。拡散挙動調査は、漏えいした水素の濃度
を水素センサで測定し、定常状態になった際の水素の濃度分
布を明らかにします。平成 23年度には、圧力 2.5、10、
15kPaまで、漏えい孔径0.8、2.0mmまでの条件について、
産総研内に設置された国内最大規模の可燃性ガス風洞（図1）
を用いて測定を行ってきました。平成 24年度は、より高い
圧力、より大きな漏えい孔径での実験を野外実験によって行
うことにしています。実験の模式図を図2に示します。 

図1　可燃性ガス風洞（つくばセンター西事業所） 
　　  長さ：20m，幅：3.6m，高さ：1.8m，風速最大：4m/s
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図2　水素拡散挙動測定配置図 図3　管内ガス置換実験概要図 

着火影響調査では、拡散影響調査と同じ条件で水素を漏え

いさせ、意図的に着火して、着火時の爆風圧、最大の火炎サ

イズ、輻射熱や火炎温度を測定します。こちらも平成23年

度には、圧力2.5、10、15kPaまで、漏えい孔径0.8、

2.0mmまでの条件について、産総研内で実験を行ってきま

した。平成24年度は、より高い圧力、より大きな漏えい孔

径での実験を野外実験によって行います。 

 

管内ガス置換挙動調査 

水素導管を新規に設置した場合には、管内は空気で満たさ

れた状態です。これを使って水素を供給するためには、水素

導管内の空気を水素に置換しなければなりません。ところが，

水素は広い濃度範囲で、非常に小さなエネルギーで着火する

ことが知られています。水素導管内の空気に対して、いきな

り水素を導入すると、水素導管内にいつ着火してもおかしくな

いような条件を作り出してしまうことになります。さらに、水

素には、管内等で燃焼を伝播するうちにより激しい燃焼状態

である「爆ごう」に転移する、という性質があります。こう

した危険な状態になることを防ぐために、空気を一旦窒素に

置換し、それをさらに水素に置換することにより、水素と空気

が混合して危険な状態になることを避ける方法を検討してい

ます。ただし、実際の工事の際には、数百メートルから数キ

ロメートルの導管を一度に設置することがありますので、そ

の中の空気を全て窒素で置換するために必要な量の窒素を工

事現場で準備するのは容易ではありません。そこで、空気が

満たされた導管に対して、ある量の窒素を導入し、導管の一

部のみを窒素に置換した状態で水素を導入し、窒素の「壁」

によって水素と空気が混合するのを防ぐ方法を考え、どのよう

に窒素を導入すれば安全に窒素の「壁」を作り、空気を水素

に置換できるかを実験的に確かめます。 

管内ガス置換挙動調査では、内径25mmおよび内径50mm、

長さ50mの樹脂管または内径25mm、長さ25mの鋼管

を用いて、空気から窒素、水素への置換実験を野外実験によ

って行いました。実験の概要図を図3に示します。水素を導

管内に流すだけの実験なのに、なぜ野外で実験するのか、と

疑問に思われるかもしれませんが、実験ですので、万が一、

水素と空気の隔離がうまくいかず、混合状態ができてしまい、

さらにそれが着火した場合にも事故とならないように十分な

保安距離を取る必要があるためです。 

本稿の執筆時点では、野外実験から戻ったばかりで、まだ

十分にデータが整理できておりませんが、結果としては、事

前に想定していた以上に空気と窒素、窒素と水素の混合は起

こりにくく、かなりリーズナブルな窒素の量で水素と空気とを

安全に置換できる可能性が示されています。 

 

今後の展開 

先にも述べましたが、本事業は毎年事業者が公募で決まる

ため、来年度も我々が実施するとは限りませんが、水素を導

管で供給するための安全基準を作る、という目的のためには、

未だ解決しなればならない課題が多く残されています。 

水素の漏えい拡散挙動や着火挙動が明らかになっても、実

際に漏えいが発見された場合に、非常に着火しやすい水素に

対して、安全に対処するにはどうしたらよいか、また、着火し

た際の水素の「見えない火炎」にどう対処したらよいか，と

いった課題が残っています。管内のガス置換に関しては、ま

だ真っ直ぐな配管に対する実験しか行っていませんので、曲

がった管や枝管があった場合に安全に置換するにはどうしたら

よいか、もっと大きな径の配管の場合はどうか、といった課

題です。 

こうした課題を解決するために、今後も協力していきたい

と思っています。 
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高圧ガスの危険性評価に関する調査研究 

爆発利用・産業保安研究グループ　椎名 拡海 

はじめに 

近年、石油精製業、石油化学工業や半導体製造業での技術
の高度化により、これまでになく様々な種類の高圧ガスが用
いられるようになってきています。高圧ガス設備の事故件数
は増加傾向にあって、これら事故の防止には高圧ガスとして
取り扱う化学物質の危険性の把握が不可欠だと考えられます。 

 

研究の概要 

本研究では高圧ガスが貯槽や配管から漏えいし着火してし
まった場合に、どの程度の被害があるのか、実際の爆発を観
測して実験的に検証すると共に、その被害の程度を予想する
ための調査研究を行っています。研究は大きく２つの部分に
分かれていて、一方は石油精製プラントなどで規模の大きな
爆発が起きた場合の被害の程度を予想するための調査研究、
もう一方は支燃性ガスが爆発した場合の危険性評価と支燃性
ガスの適切な分類のための調査研究です。 
支燃性ガスとは、酸素分子の様に燃料と共に反応して燃焼

を起こすガスのことです。様々な燃料がそれぞれ異なる燃焼
の激しさを示す様に、支燃性ガスもその種類によって異なる
支燃性を示すため、爆発威力を予測するには支燃性ガスごと
の燃焼性の評価が必要です。 
高圧ガスの燃焼性を評価する指標としては、燃焼熱や爆発

範囲などがありますが、火炎伝播速度は爆発が起きた際の
被害の原因となる、爆風の強さに関係する重要な指標です。
この火炎伝播速度を計測して、以下のような研究を行ってい
ます。 

 

石油精製プラントなどにおける爆発影響予測に関す
る調査研究 

高圧ガス設備の事故などにより可燃性ガスが漏えいしてし
まった場合、漏えいした可燃性ガスが環境中の空気と十分に
混合された後に着火が起こると、予混合気と呼ばれる可燃性
ガスと空気の混合ガス中を火炎が高速で伝播し爆発になりま
す。この火炎が伝播する速度が大きいほど、燃焼に伴う発熱
が短時間で起こるため、より大きな爆風圧を持った爆発にな
ります。予混合ガス中の火炎伝播速度は、そのガス中に含ま
れる可燃性ガスの種類や濃度によって変わりますが、一般的
な燃料の濃度ごとの火炎伝播速度は、古くからの研究によっ
てよく知られています。しかし予混合気の量が多く、大きな
爆発が起こった場合などに火炎面が乱れると、火炎伝播速度
が加速してより激しい爆発になるため、実験室での小規模な

計測から予想した爆風威力より大きな被害が起きる可能性が
あります。 
そこで本研究では、東京大学大学院工学系研究科の土橋律

教授、茂木俊夫講師と共同で、水素、メタン、プロパンなど
の燃料と空気の予混合気中を伝播する球形火炎の火炎伝播速
度を計測して、火炎面の乱れと火炎伝播速度の加速の様子、
爆風圧の大きさの関係を調べています。これまでの研究で、
反応容器による火炎の乱れではない、自発的な乱れによる火
炎伝播速度の加速現象を観測しました。また、可燃性ガスの
種類によって、火炎面の自発的な乱れの起きる時期に違いが
あることを実験的に観測しました。 
今後は、山形大学工学部物質化学工学科の桑名一徳准教授

と共同して、可燃性ガスごとに異なる火炎伝播速度加速現象
を予測する研究を行うと共に、爆発が起こる際に可燃性予混
合気を囲む壁面による火炎面の乱れ、火炎伝播速度への影響
について、実験的に研究するための野外実験を行う予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支燃性ガスの爆発危険性評価に関する調査研究 

支燃性ガスは、最も一般的な酸素の様に、可燃性ガスと反
応して燃焼を起こす物質ですが、ここ数年で大きな爆発事故
の原因にもなっています。燃料などの可燃性ガスが主に漏え
い着火に注意する必要がある一方、支燃性ガスは漏えいだけ
でなく、可燃性ガスとの混合、配管内の可燃性混入物などに
十分な注意を払うことが、事故の防止には重要です。しかし、 

図1　水素 -空気予混合火炎の伝播速度が加速する様子 



図2　三フッ化窒素と水素の予混合火炎の伝播の様子 

微燃性冷媒の燃焼爆発影響評価 
爆発利用・産業保安研究グループ　椎名 拡海 

支燃性を評価する一般的な手法が存在しません。 
そこで本研究では、近年出荷量が増加している支燃性ガス

や古くから用いられている支燃性ガスと燃料を混合して点火
し、火炎伝播速度を計測することで、支燃性ガスの支燃性の
強さを評価しています。これまで、塩素、フッ素、三フッ化
窒素、窒素酸化物などの支燃性ガスと水素、メタンなどの可
燃性ガスとの混合ガスの火炎伝播速度を測定して、酸素を支
燃剤とした場合と比べて支燃性を評価し、さらにいくつかの
ガスについて測定を行っています。このように様々な支燃性
ガスについて火炎伝播速度を計測することで、支燃性ガスの
組成や物性による適切な管理を行うための知見が得られると
考えています。 
また、東京大学大学院工学系研究科の三好明准教授、産総

研エネルギー技術研究部門の土屋健太郎燃焼評価グループ長

と共同で、測定した火炎伝播速度を詳細な反応機構を含む化
学反応モデル用いた数値シミュレーションによる計算結果と
比較することで、支燃性ガスの詳細反応機構を構築していま
す。フッ素、塩素、窒素酸化物とそれらの燃焼ガス中に含ま
れるラジカル種が大量に存在する場合の反応機構を構築する
ことで、新たな支燃性ガスの火炎伝播速度を予想するだけで
なく、様々な反応を予測するユニバーサルな反応モデルを構
築していく足がかりの一つとしても重要だと考えています。 
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はじめに 

エアコンなどに用いられる冷媒ガスによるオゾン層破壊が
問題となり、オゾン層を破壊しない冷媒への切り替えが進ん
でいますが、現在使用されている冷媒の多くは地球温暖化係
数が高く、大気環境に漏えいすることで地球温暖化に寄与す
ることが懸念されています。そこで、地球温暖化係数が小さ
い冷媒の開発と実用化が切望され、R1234yfやR32など
の新しい冷媒候補の物質が開発されています。これらの新規
化学物質は有力な代替冷媒候補として期待されていますが、
従来冷媒と比較して反応性が高いため、微燃性を有し、米国
ASHRAE（アメリカ暖房冷凍空調学会）を中心に策定され
た ISO817の分類では、これらの冷媒はA2L（無毒性・微
燃）または2L（微燃）に分類されています。 
これまでに用いられてきたシステムに、より危険性の高い

新規のガスを導入する場合には、その新規ガスの危険性を調
査するだけでなく、新たなシステムで予想される事故につい
て発生頻度と被害程度が許容できるものであるか調査し、必
要な場合にはそれらを許容範囲内におさめるための安全対策
をとる等の安全性の確認が必要です。 

 

研究の概要 

燃焼における危険性の指標として火炎伝播速度は重要です
が、新規冷媒候補物質は燃焼性が低く燃焼速度がとても小さ
いため、燃焼熱で膨張した球形火炎が重力の影響で上昇して
しまい球形を保てないことが知られています。産総研環境化
学技術研究部門の滝澤賢二主任研究員は、微少重力下で球形
火炎を観測することで精度の高い燃焼速度を計測し、既存の
冷媒や可燃性ガスとの比較を可能にしています。 



シリーズ：部門内研究費 

持続可能な社会を実現するためには、企業活動に伴う環境
負荷の削減が不可欠です。 
環境負荷を削減するためには、企業の環境負荷削減の取り

組みに対して経済的インセンティブを与えることが必要と考
えています。そこで、私たちは経済基盤を支えている金融業、
特に投資市場に着目し、環境効率性の高い企業に対して投資
を誘導することが可能な制度の提案を行うことを目的として
研究を進めてきました。 
この研究を開始するにあたって問題となったのが、データ

価格の高さでした。一般的に企業の財務、投資関連データは
高額なものでした。そのため、理論を構築しても実データに
よる検証が行えませんでした。そこで、2008年度に「社
会的責任投資における環境負荷削減効果に関する研究」で部
門内研究費を受け、100社規模で検証することができました。
その結果、既存の社会的責任投資が環境負荷削減に寄与でき
ていない可能性が示唆されました。この知見をもとに、市場
全体を分析の対象として文科省科研費基盤Aとして提案し、

2009年度に採択され、より発展的な研究につながりました。
さらに、科研費を得て研究を進めていく過程で「株主への温
室効果ガス排出責任の配分」という新たな課題に直面し、
2009年度には「資本サプライチェーンに着目した温室効
果ガス排出責任量算定手法の開発」として部門内研究費を受
け、その結果を基に三井物産環境基金に提案し助成案件とし
て採択されました。 
部門内研究費を得ることで、資金が必要な予備的検証、実

験を行うことができ、これまでは獲得が難しかった規模の大
きな予算の獲得に繋がっています。また、予備的検討段階か
ら産学管で構成した環境金融研究会を立ち上げ、4年以上継
続しており、研究ネットワーク構築にも役立てることができ
ました。 
部門内研究費は、「環境金融」という新たな研究分野への

挑戦の機会を与えてくれ、さらに研究成果を出すための資金
獲得の最初に1滴になったと感じています。 

持続可能性ガバナンスグループ　本田 智則 

持続可能な社会実現に向けた金融市場の活用 
（2008年度、2009年度） 

本研究では、微燃性を持つ冷媒が室内で漏えいして着火し
てしまった場合の被害程度を評価するため、火炎が重力の影
響を受けて上昇する際の室内の圧力上昇を予測する研究を行
っています。重力の影響を受けて上昇する火炎を十分に観察
するため、内径１メートルの密閉型爆発反応容器を作成し、
容器内で微燃性の冷媒候補物質と空気を混合、点火して圧力
上昇を計測するとともに、高速度カメラで火炎の様子を観察
しています。今後は、上昇する火炎の様子を、数値流体計算
のシミュレーションにより再現して、室内空間での被害予想
を行っていく予定です。 
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図1　R32の予混合火炎が重力の影響で上昇し変形する様子 



シンポジウム報告：「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～プロジェクト成果報告と今後 
の方向性～」 

物質循環・排出解析グループ　布施 正暁・小野 恭子 

平成 24年 11月 6日、安全科学研究部門（RISS）は、
産業技術総合研究所の平成24年度環境・エネルギー分野シ
ンポジウムシリーズとして、きゅりあん（品川区立総合区民
会館）において、「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～プロジェクト成果報告と今後の方
向性～」を開催いたしました。本プロジェクトは、経済産業
省およびNEDOからの受託により、2007年から 2012

年にかけてRISSで実施してきたものです。 
当日は、雨模様にもかかわらず200名の皆さまにご参加

いただきました。プロジェクトの最新の成果をご報告すると
ともに、今後のリスク評価研究の方向性についての議論を行
い、参加者の皆さまからご意見をお伺いする貴重な機会にな
りました。 
シンポジウムは第 1部のプロジェクト成果報告とポスタ

ーセッション、第 2部のパネルディスカッションから構成

されました。当日のプログラムの詳細および第 1部で行わ
れた講演スライドはRISSのホームページで公開しておりま
すので、ご覧ください。ここでは、第2部で活発に行われた、
リスク評価研究の方向性に関する議論を紹介いたします。 
本プロジェクトにより、リスクが懸念される物質の代替に

よって生じるリスクを評価可能にする、新たな推定手法やツ
ール群が提供されました。このような状況を踏まえてリスク
評価の今後の方向性として、システム境界、国際対応、推定
の取り扱い、について貴重なご意見をいただきました。 
　システム境界に関する議論としては、代替による便益の変
化や、ヒト健康、生態影響以外のリスクの変化も今後の解析
では視野に入れるかを検討すべきというご指摘をいただきま
した。国際対応では、今回開発したツール群の使い道として、
たとえば欧州 RoHS指令をはじめとする国際的な化学物質
のハザード管理の動きに対して、定量的なリスクの増減を提 

2009年に「医学的視点に基づいた気温上昇に伴う人間
健康への影響の評価」を提案し、井原智彦氏（現東京大学大
学院准教授）とともに部門内研究費の補助を受けました。こ
れは、都市の気温上昇（ヒートアイランド）で経験した症状
として多くの回答が有るにもかかわらず影響が不明な睡眠障
害と疲労の健康被害の定量化手法開発を行ったものです。従
来、私たちが冷房によるエネルギー消費増加などエネルギー
問題として定量化してきた影響だけではなく、ヒートアイラ
ンドがもたらす健康被害の定量化を可能とすることでエネル
ギー消費と健康被害とのトレードオフ検討が可能になります。 
部門内研究費の研究では、疲労について臨床診断との対応

のあるChalder Fatigue Scaleという指標を用いて、疲労
状態と慢性疲労症候群を障害調整生存年（DALY）で評価し
たところ、疲労は睡眠障害の 2割弱の影響であると試算さ
れました。また、影響は、影響を受けた人数の増加割合、対

象となる地域の居住人口、障害期間、障害ウェイトの積で与
えられるため、睡眠障害および疲労の障害ウェイト・障害期
間の推定が被害定量化には重要であることが判明しました。
そこで、これらの成果を元にして疲労科学の研究拠点を持つ
大阪市立大医学部、建築分野でエネルギーとヒートアイラン
ドの関係に詳しい横浜国立大学に科研費基盤研究（B）への
参画を呼びかけ、「暑熱環境におけるエネルギーの消費によ
る人間健康の改善効果の評価に関する研究」として部門内研
究費を発展させた形での研究提案を行い、2011年より 3

年間の研究資金獲得に成功しました。2011年度は、医学
分野の専門家を集めたパネルにより、課題であった睡眠障害
および疲労の障害ウェイト・障害期間の推定を行うことがで
きました。現在、研究を東日本大震災による節電行動により
もたらされたであろう健康被害の定量化へと展開し、健康に
も配慮した節電対策についても検討を開始しています。 

素材エネルギー研究グループ　玄地 裕 

気温上昇に伴う人間健康への影響の評価（2009年度） 
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34th International Symposium on Combustion 参加報告 
爆発利用・産業保安研究グループ　松木 亮 

　2012年7月29日から8月3日まで、ポーランドのワルシ
ャワ工科大学で開催された、34th International Sympo-

sium on Combustion に参加しました。本シンポジウム
は、Combustion Institute が主催する権威ある国際学会
であり、隔年で開催されています。今回は391件の口頭発
表と567件のポスター発表が行われ、様々なトピックにつ
いて 8つの会場で各セッションを同時進行で実施していま
した。 
　私は主に化学反応のセッションに参加し、口頭発表と最近
の研究動向に関する情報収集を行いました。印象的だったの
は、計算化学系の講演が多かったことです。計算手法の発達
によって、化学反応を第一原理から予測することが可能にな
ってきており，世界中の研究者が理論化学計算を活用し始め
ています。我々も遅れをとってはならないと感じました。 
　本学会では、口頭発表はフルペーパー査読を通過した論文
のみ採択されており、今回の採択率は 38.8 % （391/1007） 

でした。日本からの採択論文数はアメリカに次ぐ 2位でし
たが、化学反応のセッションに関しては日本からの論文は一
報のみであり、今後の日本での燃焼化学研究を盛り上げてい
かなくてはという思いを新たにしました。 

示しリスクベースでの管理につなげて欲しいとのご意見があ
りました。推定手法の取り扱いは、大学、産業界、行政の様々
な立場から意見が出され、白熱した議論となりました。必要
となる手法の精度や信頼性は、リスク評価の目的や対象とな
る化学物質のデータの充実度によって異なるため、われわれ

開発者としても、ユーザーの求めるニーズを整理し、それに
応じたツールを提供していく必要性を再認識しました。以上
の議論を踏まえまして、RISSでは、行政、業界団体と協力
して研究成果を積極的に発信するとともに、今後もツール等
の開発および提供を進めて行く予定です。 

写真1　講演の様子 写真2　パネルディスカッションの様子 

写真1　ワルシャワ工科大学本館 




