
2013年3月15日発行 

若干言い古されたようではあるが「持続可能な社会」とは将来あるべき社会の姿であり、
それをどう実現させてゆくかが現世代にとって大きな課題でもある。産総研のように先進的
な技術開発研究に取り組んでいる研究所の理念や方向性も、大きく括ればここにあると言え
よう。しかし、考えてみるとこの理念を実現させる前提として、例えば電力供給事情は今後
も大きく変わらない、あるいは道路･鉄道施設などで代表される社会インフラは一度作り上
げればそのまま大きな問題もなく保持できるという、決して確実な根拠に基づいたものでは
ない暗黙の了解があったように思える。現在わが国での原子力エネルギーの位置づけが突然
不透明になったことや、高度成長期に急ごしらえで整備した社会インフラのつけが顕在化し
てきたことで、今後、環境・社会・経済のトリプルボトムラインの確保をどのようにして確
実にするか極めて難しくなったと考えられる。 
しかし、浮かび上がったこれらの問題は視点を変えれば大きな社会変革を促す契機となっ

ていると捉えることもできる。例えば、原発事故は甚大な負の遺産として残るものの、今後
の我々の生き方や方向性を再考するきっかけとなっているわけである。私は東日本大震災と
いう不幸な出来事で象徴される現時点は、数十年を経て振り返ったときに「20世紀型社会
から21世紀型社会（持続可能型社会）構造への大きな転換期」として位置づけられる時代
と思えてならない。このような状況の下では、これも度々言われていることであるが、将来、
例えば数十年先の社会のあるべき姿を思い浮かべ、そこを起点にして研究の方向性をみるこ
とが極めて重要と考える。志ある研究者は、自分自身の専門分野について先を見通すことに
より、つまり先見性に基づいてその研究の重要性をアピールするものであり、かつ、その研
究に従事することに責任とやりがいを感じているはずである。バックキャスティングの視点
はこの先見性の根拠にもなる。環境・安全という研究分野では、現在生じている負の影響だ
けではなく、将来起こり得る負の影響までも予測する手法や対策技術が求められている。そ
うであればこそ、この機会に再度、将来の視点に立って今後の環境・安全という研究分野に
ついての最重要課題について考え、提言し、自信をもって推進していただきたいと願って
いる。 
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はじめに 

近年、環境分野において、消費者行動に注目が集まりつつ
あります。現在、日本全体におけるセクター別のCO2排出量
において、家計由来の直接的な CO2排出量は、全体の約
20％程度となっています。しかしながら、本来、全てのセク
ターの活動は、最終消費者への製品・サービスの提供を支え
るための活動であり、それらによる環境負荷は消費者の行動
によって間接的に起因されるものと考えると、消費者の意思
決定が今後の日本全体の環境負荷に与える影響は大きいとい
えます。一方で、ライフサイクルアセスメント（LCA）の研
究において、耐久消費財などの事例では、使用段階の環境負
荷が最も大きくなる事例が多いことが知られています。従って、
今後日本の環境負荷を削減するためには、消費者行動の環境
負荷を精緻に分析・評価し、環境に良い行動を促す方策につ
いて検討することの意義は大きいと思われます。 

しかしながら、消費者行動の環境負荷を評価する上で、い
くつか課題があります。古くから、消費者行動は経済学分野
の一領域として研究されてきましたが、消費者は、しばしば
研究者や行政担当者の予想を超える行動をとることがあります。
例えば、エコカー減税の研究では、余剰金で別の製品やサー
ビスを購入し、エコカーの購入によるCO2削減効果が小さく
なると試算されました [1]。したがって、消費者の行動を評
価する際には、こういった間接的に生じる行動の連鎖をとらえ、
その連鎖全体を評価する必要があります。経済学分野におい
ては、こういった意図しない消費者の行動は、リバウンド効果
などとして議論されてきました。しかしながら、LCAの分野
において、消費者行動に焦点を当てた研究はそれほど多くは
ありません。 

 

現在の研究活動 

以上の課題を踏まえ、我々のグループでは、行動の連鎖に
よって生じる間接的な影響を考慮して、消費者行動の環境負
荷を分析する手法について検討を進めています。私自身は、
消費者が家計支出を節約したときの CO2排出量について評
価しました。前提条件にもよるのですが、結論としては、節
約した支出を将来他の何かに支出する影響（リバウンド）を
考慮すると、節約によって正味のCO2排出量はそれほど多く
削減されませんでした。また、個別の製品やサービスの節約
に注目すると、ものによっては、リバウンドによって逆に環境
負荷が増加する可能性が示唆されています。こちらの結果は
現在論文に投稿中です。 

 

学問から実践へ 

しかしながら、たとえいくら環境に良い行動を発見・提案し
ても、消費者がそれを実際に行動に移さない限り、絵に描い
た餅になってしまいます。したがって、消費者の受容性につ
いて検討を行い、得られた知見を消費者にフィードバックする
とともに、実際の行動を促すための仕組みをつくることが、
研究を実践するために必要ではないかと考えています。 

現在、上記実践活動の一環として、消費者がウェブ上で家
計簿を計上することで、家計の管理と同時に自らの支出によ
って生じる環境負荷も「見える化」できるようなソフトウェア
を開発しており、近々公開する予定です（図1参照）。家計
簿ソフトは、すでに様々なものが存在し利用されていますが、
環境負荷も「見える化」し情報提供することで、消費者自身
が無理のない形で環境問題に取り組むための、一つのツール
になるのではないかと考えています。このソフトウェアのプロ
トタイプは、すでに2008年に提案していたのですが [2]、
セキュリティ対策や、デザイン、インターフェースの開発に時
間がかかり、公開が遅れていました。研究者自身が実践まで
を手掛けるには、思った以上に様々な困難があります。すで
に同様のコンセプトのサービスは公開されていますが [3]、本
事業は幸いにもつくば市の事業の一環に取り上げられておりま
すので [4]、今後は新しい視点を加えつつ、協力者を募りな
がら、学問を実践するための貴重な場として展開していけれ
ばと考えています。 
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図1  ウェブ環境家計簿ソフト入力画面 



株式所有関係に基づいた温室効果ガス配分 
持続可能性ガバナンスグループ　本田 智則 

CO2排出責任量（千トン） 実排出量（千トン） 

図1 株式の所有関係に基づく温室効果ガス 
　　排出量 

 1. はじめに 

ある企業から温室効果ガス（以下CO2）が排出されていると
します。このとき、CO2の排出責任は誰にあるのでしょうか？こ
の問いに対して、「企業自身」との回答が一般的かと思います。
または、「消費者」との回答もあるかもしれません。「企業自身」
という回答は、排出した者が責任を持つのは当然との考えから
ですし、「消費者」との回答は「購入」によって便益を得ている
のだから、と言う考え方です。どちらの答えも正しいように思え
ます。両者の回答の根底には、利益を得る者が責任を負う（責
任と権利の一致）という考え方があります。「企業自身」との回
答では、企業が製品製造によってCO2を排出しつつ、利益を得
ていることに着目したものですし、「消費者」との回答では、消
費者が製品を購入して製品から受ける便益を利益と見なして
いると考えられます。よって、2つの回答の視点は異なりますが、
受益者負担の原則を述べています。ところで、企業自身、消費
者以外に企業活動に伴う受益者はいないのでしょうか？ 

これまで温室効果ガスの排出責任に関しては、主に上記の2

者の問題として研究が進められてきました。しかし、受益者負担
の原則に則って考えた場合、企業活動に伴う重要な受益者として
「株主」がいます。株主は企業活動によって得た利益を受け取る
権利を有しています。受益者負担の原則に基づけば、株主にも
CO2排出責任があると考えるのが妥当です。そこで、我々は、投
資家のCO2の排出責任についてその評価手法を開発しています。 

 

2. 方法 

株式を所有することは企業の利益配分を受ける権利と同時に、
環境負荷排出に伴う「負の責任」も引き継ぐとして、企業系列
における温室効果ガス排出責任量（以下、排出責任量）を算定
する手法を開発しました。 

図1に5社のみの簡易な株式所有関係の例を示します。この
図は、新日鐵、JFEスチール、住友金属とそ
の株式を所有する日本生命、三井住友銀行
に株式所有比率に応じて排出量を配分した
例です。一般に大手金融機関の温室効果ガ
ス排出量は10万トン程度ですが、株式所有
に基づく排出責任量は日本生命の場合650

万トン、三井住友銀行は200万トンとなりま
す。本研究では、この手法を市場全体（上場
企業約3700社、非上場企業27000社）に
拡張し、株式所有関係を行列で示すことで、
各社の排出責任量を固有値問題に帰着させ、

算定しました。株主
データは日本経済新
聞デジタルメディア
社より提供を受けた
全場上企業の大株主
情報に基づき評価を
行いました。 

 

3. 結果と考察 

計算結果から排出責任量の多かった国内企業のうち上位20

社を図2に示します。背景が塗られているのが一般企業、塗ら
れていないのは金融機関です。上位企業が金融機関によって
占められていることがわかります。また図2右の図は、各社の
実排出量となっています。右図は対数表示になっている点に注
意してください。 

この結果から、日本の上場市場は金融機関が株式の多くを所
有しており、金融機関に温室効果ガス排出責任の多くが遡及さ
れる結果となりました。金融機関の多くは実排出量が10万ト
ン程度であるのに対して、株式所有に基づく温室効果ガス排出
責任量は100万トン程度となり、約10倍に達することがわか
りました。よって、金融機関は省エネなどによる自社努力では
なく、株主議決権の行使による温室効果ガス排出量削減への
貢献が望まれます。本研究での算定は試行的なものです。計
算上では多くの仮定が行われており、特に株式所有者が不明で
ある場合に仮定した不明株主は計算に大きな影響を与えてい
ると推察されます。また、個人株主、不明株主、浮動株主には行
列を既約とするため、「上場市場」という仮想的株主を置いて
います。これらの結果、計算の精度については今後の検討が必
要であると考えています。 

 

図2 株式所有関係を示す行列 



環境負荷低減に対するコスト負担意識の調査 

素材エネルギー研究グループ　野村 昇 

1．はじめに 

地球温暖化問題より前の環境問題の多くは、有害物質の排出
削減等により解決を図られて来ました。一方、温室効果ガスは、
相当部分が化石燃料の燃焼により排出されており、回収処理や
代替といった手段での解決はコストの増加や技術的困難さが伴
います。従来も汚染者支払原則によるコスト転嫁により、費用
の内部化が行われて来ましたが、経済活動の基盤であるエネル
ギーの消費の削減やコスト増大は、人々に今まで以上に大きな
負担を強います。大気の紫外線透過度の増加をもたらすオゾン
層破壊が、フロン排出抑制により解決の方向が見えて来ている
に対して、赤外線透過度の減少による温暖化問題についての状
況は対照的です。しかし、環境負荷を無視した発展を追い求め
ることが許されなくなり、負荷低減のためのコストをどの程度
負担するべきかを、社会的に考える必要が出てきました。私達
は、温暖化抑制に資するとされる自然エネルギーによる電力、
高効率給湯システム、バイオマス燃料を対象に、一般のひとの
認識について、コスト負担意識を含めて調査をして来ました。
ここでは、バイオマス燃料への認識についての社会調査を紹介
します。 

 

2．調査の枠組と分析 

調査では、日本とタイにおいてバイオエタノールを含有する
ガソリンに対する認識を尋ねました。調査票は、バイオマスに
よる燃料についての意識についてコンジョイント法による分析
のための設問を中心に構成しています。コンジョイント法は、
回答者に対して複数の代替案を示して得た回答を統計処理して、
選択肢の構成因子に対する選好の強さを推定する手法です。 
表1に、日本国内での結果からロジスティックモデルの適
用により暫定的に推定された燃料種別、価格への選好の強さを
示します。この数値は、通常ガソリンとの差異を表し、値が大
きい程好まれていることを示しています。推定値の符号は低い
価格への選好を示し、原料の種別が好まれる順番は、通常のガ
ソリン、国内間伐材、輸入遺伝子非組換トウモロコシ、遺伝子
組換トウモロコシのバイオエタノールの順で、通常のガソリン
の方が好まれていました。表2に、タイでの調査結果により推
定された値を示します。AIC（赤池情報量規準）はモデルの当
てはまりの良さを表す指標で、小さい程モデルのデータへの適
合が良いことを意味します。タイでの調査では、サトウキビを
原料とするバイオエタノールを10% 含むガソリンを含むガソ
リンを基準として、バイオエタノールを20% 含有するガソリ
ンについて原料種別、価格、二酸化炭素排出削減量を提示して

得た回答により選好を推定したもので、日本とは逆にバイオエ
タノールの含有率が高い燃料が好まれていました。原料種別は、
サトウキビとキャッサバとでは有意差は検出されず、両者は稲
わらより好まれていました。 

 

3．考察と展望について 

バイオアルコール含有燃料への選好の分析では、想定される
様に日本、タイの両方で価格は低い方が好まれていました。一
方、タイではバイオエタノール含有量が高い燃料が好まれてい
たのに対し、日本では逆に避けられる傾向がありました。この
様な結果となった理由として、タイではバイオアルコールを含
有する燃料が販売され、認知されている一方で、日本では広く
は販売されていないため、必ずしも認知されていないのも一因
と考えられます。認知度が高い技術に対して選好がより強いと
いう傾向は、先行して実施している高効率給湯システムについ
ての調査でも見られています。 
日本でも、再生可能エネルギーによる電力の固定価格買取制
度が開始され、国民全体で環境負荷低減へのコスト負担を行お
うという動きが目に見える様になってきました。一方、2000

年に開始された需要家の自発的供出による再生可能エネルギー
による発電の支援制度であるグリーン電力基金が幕を閉じたこ
とは、制度設計の重要性を示唆しています。今後、コスト負担
のあり方と意識についてより深く分析を進めて行きたいと考え
ております。 

 

AIC 

原料：サトウキビ 

原料：キャッサバ 

原料：稲わら 

原料：サトウキビ又は 

キャッサバ 

価格（/バーツ)

Model A 

12,531.2  

0.83  

0.81  

0.19 

Model B 

12,529.5  

 

 

0.19  

0.82 

Model C 

12,481.6  

0.98  

0.94  

0.32  

 

 

-0.043 

Model D 

12,480.8  

 

 

0.32  

0.96 
  

-0.043 

原料：遺伝子組替無 とうもろこし 

原料：遺伝子組替有 とうもろこし 

原料: 間伐材 

価格（/円） 

-1.455  

-1.947  

-0.843  

-0.714 

表2  タイでの調査によるパラメータ 

表1  日本でのパラメータ推定例 



室内暴露評価ツール（iAIR） 
環境暴露モデリンググループ　篠崎 裕哉 

はじめに 

化学物質の吸入暴露によるヒト健康影響を評価する上で、生
涯のうち最も多くの時間を過ごす室内環境、特に住宅の空気中
化学物質濃度の評価はとても重要です。一般的な住宅の室内
環境では、普段何気なく購入している商品（消費者製品）が化
学物質の発生源となることから、モデルによる室内濃度の推定
には、消費者製品の購入・所有・使用などに関する様々な情報
を補完し、化学物質の放散量を明らかにする必要があります。 

 

室内暴露評価ツール（iAIR）の概要 

　iAIRとは、私たちの身近にある消費者製品、例えば家電や
家具などから放散する化学物質の室内濃度、あるいはその化
学物質への暴露濃度を、モンテカルロ法によって推定するソ
フトウェアです（図１）。 iAIRでは、化学物質を放散する消費
者製品の種類・個数・使用頻度、その製品からの化学物質の
放散速度、住宅の床面積、ヒトの室内滞在時間など、多くの
情報を推定するためのモデル式およびデータをあらかじめ搭
載しており、ユーザーは化学物質、評価地域、消費者製品な
どの設定を行うだけで、評価したい地域に存在する様々な条
件の住宅の室内濃度やそこに住んでいる方々の個人暴露濃度
の長期平均値や濃度範囲を推定することができます。この
iAIRは一般的なWindows-PCのMicrosoft Office Excel

（2002以上）のマクロとして機能し、動作にはExcel以外
のソフトウェアを必要としません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 iAIRのモデル式とデータベース 

iAIRに搭載しているモデル式およびデータベースについて
一部ご紹介します。 

 

【消費者製品データベース】　住宅の室内に存在する消費者
製品の種類・個数・使用頻度などのデータは、一部の製品の情
報を除きこれまで得られていませんでした。そこで私たちは（独）
製品評価技術基盤機構（NITE）と共同で、塗料、接着剤、書籍、
カーテン、家電、家具などの身近にある消費者製品を対象とし

て種類・個数・使用頻度・使用時間に関するインターネットアン
ケート調査を実施しました。これらの調査結果をNITEのWEB

サイト1)で公表するとともに、消費者製品の所有や使用に関す
るデータベースとして整備し、iAIRに搭載しました。 

【放散速度推定モデル】　化学物質の放散速度は、スモール
チャンバー試験によって測定することが可能ですが、現在使
用されていない新規化学物質を含む消費者製品の場合にはデ
ータを得ることが困難です。そこで、私たちは様々な消費者
製品からの化学物質の放散速度を測定し、その測定結果と化
学物質の物理化学的性状との関連性から放散速度の推定式を
構築し、iAIRに搭載しました。これにより測定例のない化学
物質の放散速度を推定することが可能となりました。 

【住宅・世帯・行動推定モデル】　個人あるいは個別世帯に関
する住宅・世帯・生活行動などの情報の入手は困難であることから、
国勢調査、人口動態調査、社会生活基本調査などの入手可能な
統計調査結果をベースとした推定モデルを構築し、推定に必要
なデータとともにiAIRに搭載しました。推定を行う個人あるい
は個別世帯に関するデータは、住宅情報として建物の建て方、延
べ床面積、居室面積や居室数等、世帯情報として世帯人数、家族
の類型や世帯主の年齢等、生活行動として室内滞在時間等です。 

 

おわりに 

　iAIRは暴露評価に必要なモデル式やデータベースを搭載し
ており、シミュレーションモデルの専門家だけでなく、リスク
評価に携わる研究者、さらに国や自治体などの行政担当者や
企業の担当者などの様々な方の使用が可能です。この iAIR

の最新バージョンは、産総研安全科学研究部門のWEBサイ
ト 2)で公開しており、誰でも無償でダウンロードして利用する
ことができます。 

現在、私たちはシックハウス症候群等の評価への対応のため、
短時間の暴露を評価できるモデルの開発を進めています。今
後は、これまで行ってきた室内空気の吸入に加えて皮膚と口
を経由する暴露評価ツールの開発を進めていく計画です。 

 
1）室内暴露にかかわる生活・行動パターン情報 

http://www.safe.nite.go.jp/risk/expofactor_index.html 

2）室内暴露評価ツール（iAIR） 
http://www.aist-riss.jp/software/iair/index.html 
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図１  iAIRの計算の仕組み 



化学物質の爆発危険性を評価する試験法の標準作成 

高エネルギー物質研究グループ　秋吉 美也子、松永 猛裕 

はじめに 

化学物質が爆発する性質は発熱分解反応のエネルギーと密
接な関係があります。このため、熱分析装置で発熱分解エネル
ギーや発熱開始温度を測ることは爆発危険性を評価するため
に最も大事な計測といえます。消防法では危険物第5類自己
反応性物質の分類を行う時に、示差走査熱量計（以後、DSCと
称す）が使われています。また、国連が勧告する危険物の分類
試験では、「クラス1：火薬類」の試験を行う必要がない、すなわ
ち、爆発危険性がないというスクリーニングにDSCあるいは断
熱熱量計（以下、ARCを称す）を用いた発熱分解エネルギー値
が判定基準に用いられます。しかしながら、化学物質の性質を
よく知らないと適正な計測ができないことが知られています。
もちろん、熱量計測という手法は古い歴史があり、反応容器か
ら発する熱量を測るという点では検討すべきことはありません。
しかし、反応容器内で起こっている化学反応が期待しているも
のであるとは限らないという問題がありました。私共は、平成
19～21年度に実施された経済産業省受託研究基準認証研究
開発／国際標準共同研究開発事業および平成23年度から行っ
ている標準基盤研究を行い、国内外に成果を発信しています。 

 

国連の危険物分類マニュアルの改訂 

反応暴走危険性の評価に用いられるARCは発熱分解エネル
ギーの測定には原理的に適切ではないこと、および、実際に測
定してもDSCよりも過小評価になることを国連の専門家委員
会で報告しました。この報告に対して、国際化学工業協会（ICCA）
に賛同頂き、連名で改訂提案を行いました。この提案は2012

年6月に承認され、次版のマニュアルには改訂される予定です。
日本からの提案が認められた数少ない成果となりました。 

 

DSCのJIS化 

国連の試験の内、DSCについては国内の標準を定めるべく
JIS化を検討し、平成25年1月21日にJIS K 4834「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」が公示されました。この中で、約60種類のモデル化学物
質を選択し，種々の測定条件で発熱分解エネルギー値を求め，
測定条件の影響を種々検討，比較評価を行いました。また、クラ
ス１：火薬類の国連勧告試験との整合性に関しても検討しました。 

標準の具体的な内容をいくつか紹介します。まず、熱量計測
の基本である熱量の校正方法を規定しました。また、加熱を行
う速度（昇温速度）を毎分2～20Kと変えて、広範囲の化学物
質に適用した結果、適切な昇温速度として毎分10Kとしました。

もっとも苦労したのは反応容器の材質です。これまでは図1の
ような材質の反応容器（セル）が使われてきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

金メッキセルは化学物質と反応しないという理由で多く用い
られてきたのですが、「化学物質の爆発危険性評価」という目
的では適当ではないとしました。また、純金でセルを作成した
としても過酸化水素などの物質では表面で分解が促進される
ことを確認しました。ステンレスは反応しない印象がありますが、
実際に計測すると化学物質と反応します。そこで、JISで規定
したのは十分な耐圧性があり、炭素含有量が0.15%以下のス
テンレス製のものとしました。 

 

今後の展開 

JIS化ではできるかぎりの標準化を行いました。しかしながら、
現時点で金属腐食性の高い物質に適用可能な金属容器材質に
ついては解決できていません。典型的な例を図2に示します。
これはDSCを用いて過酸化ナトリウムという物質を加熱した
時の熱挙動です。試薬で購入した時は顆粒状で、これを測ると
605℃付近で融解します。しかし、実際の融点は460℃です。
これは顆粒であるために反応容器の底とわずかな面積でしか
接触していないため、熱の伝達が遅れたためです。また、顆粒
を粉砕後に計測するとまったく異なる挙動が計測されます。こ
れは粉砕したことでステンレスとの接触面積が大きくなり、容
器と過酸化ナトリウムが反応していることを示しています。
600℃以上での発熱も見られますが、こうした挙動を考えると
物質自身の発熱であるかが疑問です。下記の2つの計測はど
ちらも適正な計測とはいえません。 

図1 DSC用反応容器（大きさは5mm径、高さ5ｍｍ程度） 

ステンレス製セル 金メッキセル 

ネジタイプのセル 純金製セル（試作品） 



高エネルギー物質の燃焼伝播速度がその物質の音速を超え
た時の激しい燃焼形態は、爆轟と呼ばれます。発破は火薬類
を用いて物体を破壊する技術なので、主に爆轟により確実に
高エネルギーを取り出して、トンネル掘削等の土木作業や鉱
山資源開発に利用されます。通常の爆轟状態からはずれた不
完全爆発反応は、燃焼速度が遅れ、破壊力が低下すること、
また反応制御が困難であるために、その発破技術への利用は
敬遠されてきました。しかし、破壊力は劣る一方で、発生す
る音や振動が小さいことは環境低負荷技術を達成しうる利点
と考えられます。たとえば、海外で実施されている老朽化し
たビルの発破解体技術が日本では実用化に至っていない一因
として、騒音・振動に対する問題が挙げられることから環境
低負荷発破技術の確立の要求が浮上します。不完全爆発反応
を制御することでエネルギーをゆっくり取出し、従来の発想
を覆す環境にやさしい新発破法が出来ればと考えたのが本研
究提案です。高エネルギー物質の反応状態は着火、拘束、大

きさなど様々な条件に依存します（図1）。目的は、不完全
爆発反応が継続する条件を明らかにすることであり液体系高
エネルギー物質について、その爆轟速度の半分以下の速度で
反応が継続可能な条件を見いだしました。発生する圧力の定
量値ならびに、使用した試験体の定性的破壊状況を把握し、
2010年には爆轟に関する国際会議で報告しました。さら
に2012年度は外部予算を獲得し、大震災時に倒壊した鉄
筋コンクリート製の構造物から、被災者を迅速に救出するた
めに壁等を局部的に破砕して救出口を開くための新しい技術
開発を実施しています。その一つの手法として、爆轟を呈し
ない高エネルギー物質の適用も目指しており、反応と破壊が
密接に関係するような本研究と同様で困難な課題を持ったテ
ーマです。2008年度に部門内研究費で研究を実施してか
ら時間が経過していますが、これからもその成果と経験を生
かし進展させるよう努力する所存です。 

 

 

 

 

　今後はこうした問題の解決を目指していきます。また、爆
発危険性の計測標準という観点では対応する機関がないこと
から、他の危険性評価手法についても標準化を進めていきた
いと考えています。 

シリーズ：部門内研究費 

爆発利用・産業保安研究グループ　久保田 士郎 

不完全爆発反応を利用した新規制御発破法に関する研究 
（2008年度） 

図2 過酸化ナトリウム（Na2O2）のDSC発熱分解曲線 

(a) 雷管＋水　　　　　　　（b） 雷管＋エネルギー物質　　 　(c)　線爆発＋エネルギー物質 

　　　　　図１　爆発試験後のアクリル製容器の破壊状況 
　　　　　　　　（容器寸法100×100×120mm 中央にΦ28mm穿孔） 
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受賞報告 

■賞タイトル　日本化学会欧文誌　BCSJ賞 

■受　賞　者　名　松本達（NEC)、山口浩靖（大阪大）、上條憲一
（NEC)、秋吉美也子、松永猛裕、原田明（大阪大）） 

■受　賞　日　平成25年2月15日 

■受　賞　論　文 

　Development and Characterization of a Mono-

clonal Antibody against Triacetone Triperoxide Vol. 

86 No. 2, Bull. Chem. Soc. Jpn. 2013 

■受賞のことば 

　過酸化アセトン（TATP）は窒素を含まないため探知が困

難な爆発物として問題となっている。まず TATPに結合す
るモノクローナル抗体を開発した。次に、TATPと化学構
造が類似する安定なスピロ環化合物を抗原決定基に用いるこ
とにより抗 TATP抗体を作製することに成功した。これら
の要素技術を基に表面プラズモン共鳴法を検出原理とするバ
イオセンサーを作成したところ、TATPをμMレベルで検
出できた。 
なお、本研究は日本電気株式会社ナノエレクトロニクス研

究所と行った共同研究の成果である。 

■賞タイトル　平成24年度日本リスク研究学会　奨励賞 

■受　賞　者　名　小野恭子 

■受　賞　日　平成24年11月10日 

■受　賞　理　由 

　化審法が改正され、届出製造・輸入数量等に基に新規・既
存化学物質のリスクが段階的な評価が実施されつつあるが、
金属やその化合物に関しては、未だ化審法でのリスク評価法
が確定していない状況である。小野恭子会員は、カドミウム
と六価クロムの詳細リスク評価を行うことをはじめとして、

金属類のヒト健康リスクの評
価と管理の方法について精力
的に研究を行ってきており、
既に当学会でもいくつかの論
文を発表している。今後のな
お一層の研究活動と、行政等
への成果波及を期待して、奨
励賞を授賞することとした。 

米国SRA（Society for Risk Analysis）2012年年会参加 
報告 

2012年12月9～12日、米国SRA (Society for 

Risk Analysis) の2012年年会がカリフォルニア州サンフ
ランシスコにて開催されました。参加者は781名、うち米
国以外から 231名で、32の国々から研究者が参加したと
のことでした。 
昨年までは分厚いアブストラクト集が冊子で配布されてい

たのですが、今回は“SRA is going green this year”と
いうことで、アブストラクトは各自事前にSRAウェブサイ
トからダウンロードするという形式が取られました。また、
スマートフォン等で利用できるSRA2012用アプリが公開
され、研究者間の交流等に一役買っていたようです。こうい
った試みにはよほどしっかりした運営体制や資金が必要だと
思いますが、SRAは純資産を2億3千万ほど保有している
とのこと。 

私は“Theoretic Analysis of Human Behavior in a 

Chemical Plant on the Basis of Probabilistic Risk 

Analysis (PRA) and Game Theory”とのタイトルでポ
スター発表しました（当研究部門の竹下研究員との共著）。
ゲーム理論というツールがこの学会では比較的珍しいことも
あったのか、多くの参加者から質問があり、意義深いディス
カッションができました。  

今回密かにベストポスター賞を狙っていたのですが、見事
に撃沈。受賞したのは、確かに私の記憶にも残っていた方々
でした。他の参加者から見ても目立っていたということでし
ょう。研究内容のみならず一人は蝶ネクタイ着用、一人は常
にお客さんの側に向かって背筋をピンと伸ばし笑顔で立って
いました。Visual的に目立つことや質問Welcomeな雰囲
気を出すことも重要ですね。来年はどんな格好で参加しまし
ょうか？ 

持続可能性ガバナンスグループ　牧野 良次 




