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安全・安心な社会を求める声が高まっています。安全を確保することにより人々に安心を

もたらす、というのは安全研究の目標でもあると思います。しかしながら、「安全であるが

安心でない」状況や「安全でないのに安心な」状況が存在することもまた事実です。実際、

多くの人が安全であることを認めている、飛行機という乗り物に乗ることを不安に思う、即

ち安心できないと思う人がいること、結果的には安全とは言えなかった原子力発電所を3年

前までは安心して使っていた我々がいることがそれを裏付けていると言えます。�

改めて、安全と安心の関係を確認してみましょう。国語辞典（スーパー大辞林）では、「安

全」は、「危害または損傷・損害を受けるおそれのないこと。危険がなく安心なさま。⇔危険」、

また、「安心」は、「心が安らかに落ち着いていること。不安や心配がないこと。また、その

さま。」とあります。安全の第1文「危害または損傷・損害を受けるおそれのないこと」は、

安心の第2文「不安や心配がないこと」とほぼ一致していますし、安全の第2文「危険がな

く安心なさま」は、安心の第3文「また、そのさま」とほぼ一致していて、安全と安心は同

じ意味にみてとれます。しかしながら、安全と安心が同じ意味というのは、違和感がありま

す。安全と安心は同じものではなく、安全は安心をもたらす要素の一つであり必要条件であ

るべきだと思われます。�

それでは、安全が安心をもたらすための必要条件であるにもかかわらず、「安全であるが

安心でない」状況や「安全でないのに安心な」状況が存在するのは何故でしょうか？　この

理由として考えられるのは、安全（あるいは危険）を正しく評価できていないこと、即ち、

安全であるものを安全と、あるいは、安全でないもの（危険なもの）を安全でない（危険）

と評価できていないことによると思われます。ご存知のように、安全は絶対的な価値観では

なく、国際規格（ISO/IEC Guide 51）では、「受け入れられないリスクからの開放」と定

義されていますが、この定義およびリスク評価の考え方は、一般には十分に普及していると

は言えません。リスク論に基づく安全の考え方を浸透させるのは学の努めではありますが、

一方、産業技術総合研究所の安全科学研究部門は、安全の研究を通じてあらゆる分野におけ

るリスクを顕在化させてゆく使命を有しています。安全研究における、今後の更なる活躍が

期待されます。�
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高エネルギー物質研究グループ　秋吉美也子�

火薬類威力評価に資する発熱分解エネルギーデータ集積�

特集：火薬類の公共保安�

化学物質の爆発性と発熱分解エネルギー�

　示差走査熱量測定（DSC）で得られる発熱分解エネルギ

ーと化学物質の火災・爆発性とには相関性が認められていま

す。国際的には、「国連危険物輸送に関する勧告」で、火薬

類のスクリーニング試験として発熱分解エネルギーの測定が

採用されています。化学物質が火薬類であるか否かは、爆発

評価試験を実施して判断しますが、これは数キログラムオー

ダーの大規模な試験であるため、この試験を実施する必要が

あるかを、まず発熱分解エネルギーを用いて判断することに

なっています。我々は、この国連勧告を基に、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」を作成し、このJISはH24年1月に制定されました

（JIS K 4834）。我が国においても、過去、火薬類を含め

た数種類の化学物質についてDSCと爆発性評価試験を実施

し、DSCで得られる発熱分解エネルギーと発熱分解開始温

度から、化学物質の伝爆性の有無を判断する境界線を見出し

ています。これは、現在、消防法において、化学物質が危険

物第5類（自己反応性物質）に該当するか否かを判断する

分類試験として採用されています。�

火薬類の発熱分解エネルギー�

　我々は、50サンプル以上の火薬類（エネルギー物質）に

ついて、JIS K 4834に基づき、統一的に発熱分解エネルギー

を測定し、上述の境界線を基に整理しました。�

その結果を図１にまとめています。プロットは、殆どが境界

線上部にあります。この境界線は、伝爆性の有無をよく分類

できています。例えば、非火薬である硝酸アンモニウム（AN)

は境界線の下に、これを主成分とする含水爆薬やANFO爆

薬のプロットは上側にあります。しかし、例外もあり、起爆

薬であるアジ化鉛は危険な物質ですが、そのプロットは境界

線の下側にあります。発熱分解エネルギーだけの判断では問

題となるケースがあることを意味しています。輸送に関する

国連勧告では、用途にかかわらず、その性質を有する物質は

火薬類として分類されます。非火薬品では、そういう物質を

主に評価しました。我々は、この分類法の精度をあげ、火薬

類規制の判断材料としたいと考えています。�

　この研究は、経産省の委託事業「平成24年度火薬類の安

定的な貯蔵・運搬に係る調査研究事業」の一環として行われ

ました。�

図1　種々のエネルギー物質の発熱開始温度と発熱分解エネルギーとの関係�
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低毒性推進薬の安全性評価�
爆発衝撃研究グループ　松村 知治�

低毒性推進薬とは�

ロケットや人工衛星には、無重力環境下での3軸制御のた

めに、姿勢制御装置（RCS: Reaction Control System）

が搭載されています。従来、RCS用の燃料には主にヒドラジ

ンが使用されてきました。ヒドラジンは触媒と接触させるだけ

でガス化し、酸化剤等を必要としないためです。その一方で、

ヒドラジンは発ガン性などの毒性を有しており、運用面に制限

があります。こうした状況を踏まえて、ヒドラジンに代わるよ

り低毒性の一液推進薬（グリーンプロペラント）の開発・実

用化が求められており、例えば、欧州ではADN（Ammonium 

Dinitramide）系推進薬の研究が、日本ではJAXAが中心

となって、HAN（Hydroxyl Ammonium Nitrate）系推進

薬の研究が進められています。このHAN系推進薬は、毒性

が低いことに加えて、ヒドラジンよりも低凝固点、高密度で高

比推力が得られるなどの特性を有しています。しかしながら、

HAN系推進薬は爆発性を有することから、実用化にあたって

は、安全性を充分に確認する必要があります。�

当グループでは、HAN系推進薬の安全性を評価するために、

JAXAと共同研究契約を締結し、いくつかの試験を実施しま

した。以下にその具体例を示します。�

�

限界薬径試験�

HAN系推進薬（SHP163、SHP265）※1の配管内にお

ける爆発の伝わりやすさを調査するために、内径の異なるス

テンレス管を試料容器に用いた限界薬径試験と呼ばれる試験

を実施しました（図１）。 その結果、SHP163 は内径

6.7mm以下で不爆、10mmで半爆、22mmで完爆と判定

されました。一方、SHP265は内径10mm以下で不爆、

22mmで半爆と判定されました。今回実施した試験条件から、

SHP163の爆轟限界薬径は内径10～22mmの間に存在し、

SHP265の爆轟限界薬径は内径22mmより大きくなること

が明らかとなりました。また、SHP163の爆／不爆の境界

は6.7～10mmに存在することがわかりました。�

本試験結果から、姿勢制御装置のシステム的な観点からは、

SHP163については、安全を期して6.7～10mmに存在

する爆／不爆の境界領域以下の配管径で使用することが望ま

しいとわかりました。�

※1それぞれの組成の各成分重量比（Methanol重量%）は、以下の通り。�

SHP163: HAN/AN/Water/Methanol＝95/5/8/21（Methanol16.3%）�

SHP265: HAN/AN/Water/Methanol＝95/5/8/39（Methanol26.5%）�

�

ギャップ試験�

HAN系推進薬（SHP163）の衝撃に対する感度を調べ

るために、ギャップ試験と呼ばれるMIL-STD-1751A 

Method 1041（Large scale card gap test）に準拠し

た試験を実施しました（図2）。本試験法では、試料物質の

衝撃に対する感度が、ギャップ材に用いる厚さ1/100インチ

（0.254mm）のPMMA（Polymethylmethacrylate）

板の枚数で評価されます。一連のギャップ試験を行った結果、

開発中のHAN系推進薬（SHP163）は21枚以上では爆

発しないこと、また、爆／不爆の閾値である50%爆点は9

枚程度であることがわかりました（参考までに、ADN系推進

薬の50%爆点は46枚程度）。�

本試験結果から、開発中のHAN系推進薬（SHP163）は、

衝撃に対する安全性の高いことが分かりました。�
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 �
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SHP163

3 6.7 10 22�

× × △ ○�

× × × △�

試料�
内径(mm)

SHP265

※記号の説明�
○：爆�
△：半爆�
×：不爆�

図1　限界薬径試験状況写真(内径6.7 mmの例)と試験結果�

図2　ギャップ試験状況写真�
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硝酸アンモニウム系爆薬原料の安全性評価�
高エネルギー物質研究グループ 岡田 賢�

バルクエマルションとは�

国内の発破現場では、硝安油剤爆薬が多く使われてきまし

た。しかしながら硝安油剤爆薬は、耐水性に欠け、後ガスも

良くないことから、バルクエマルションを用いた発破システ

ムが、海外で多く使われています。現場で爆薬中間体と発泡

剤を装填器で混合し発破孔に機械装填するシステムです。機

械装填のため装填時間の短縮化、安全化が実現可能でコスト

削減に最適な手法です。硝酸アンモニウムエマルション（ANE）

は、この発破システムに使用される爆薬の前駆体で、使用の

直前に鋭敏化し爆薬になります。ANEは、硝酸アンモニウム、

水、油、乳化剤が混ぜられ、エマルションが形成されていま

す。ANEの熱的危険性評価は、貯蔵や移動の際に火災にな

った場合に重要です。国連では、大量のＡＮＥを輸送するた

めの評価方法としてＵＮ8（ｄ）試験が定められています。

しかしながら、大規模かつ破壊式の試験法であるため、代替

法の開発が急務となっています。�
�

1.5L圧力容器試験（1.5L-PVT）の概要�

我々研究グループは、ANEの熱的危険性評価を実施する

ために、1.5L の圧力容器試験（1.5L-PVT）を独自に開発

し、さらにDSCによる評価を同時に行いました [1]。不安定

物質に関する国際専門家会議でも発表を行い、火薬類に関す

る国際安全組織 [2]でも取り上げられ国際的な同意が得られ

てきています。1.5L-PVT の容器は、内径φ100mm、高

さ190mm、肉厚15mmのステンレス製で、熱電対、圧

力センサー、オリフィス板、破裂板を有しています。（図１）

100g のANEを充填し、ガスバーナーで加熱し、温度と圧

力の同時測定を行いました。穴径の異なるオリフィスを使用

し、実験を行いました。破裂板（破裂圧2MPa）が破裂し

た場合を「爆」、破裂しなかった場合を「不爆」としました。

現行のケーネンテストに比べ、1.5L-PVT はオリフィス閉

塞が少ない利点があります。水分量の異なるANE#1（水分

量 -6%）、ANE#2（水分量 -4%）、ANE#3（通常水分量）

の三種類の試料を用意しました。また、撹拌速度を -L（低

撹拌速度）および -Ｈ（高撹拌速度）に変化させ、エマルシ

ョンの粒径を変更しました。�
�

安全性評価の結果�

DSCによる実験の結果、ANE#3-L の発熱量が小さく、

発熱開始温度が低いため最も熱的に安定な傾向が示されまし

た。図2に1.5L-PVTの結果、オリフィス径とＡＮＥ水分

量の関係と爆・不爆を示しました。水分量が通常水分量の場

合は、爆・不爆のオリフィス径の閾値が3mmでしたが、-4%、�

-6%水分が通常より少ない場合は、オリフィス径の閾値が

4mmとなり、危険性が高いことが判りました。オリフィス

径の閾値、分解温度、分解時間の解析により、通常水分のエ

マルション粒径が小さい試料（ANE#3-H）が最も安定でし

た。これは、粒径が小さいと粘性が高く、対流が起こりにく

くなるためです。その結果、水の蒸発が困難となるためと考

えられます。DSC を実施することで1.5L-PVT のスクリ

ーニングテストとなることも判りました。ANE の水分含有

量、粘度（エマルション粒径）が熱的危険性評価の１つのポ

イントとなることが判りました。DSCおよび1.5L-PVTの

実施により、少量の試料でANEの熱的危険性評価が可能と

なりました。�
�

[1] K. Okada, A. Funakoshi, M. Akiyoshi, S. Usuba, T. 
Matsunaga, Thermal hazard evaluation of ammonium 
nitrate emulsions by DSC and 1.5 L pressure vessel 
test, Sci. Technol. Energ. Mater. 75 (2014) 1-7.�

[2] P. Lightfoot, UN TDG Test Series 8 for ANEs, SAFEX 
Newsl. 34 (2010) 8-14. �

 �

�

�

図1　1.5L圧力容器試験（1.5L-PVT）�

図2　オリフィス径とANE水分量の関係と爆・不爆�
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国連閃光組成物試験法の開発�
高エネルギー物質研究グループ　薄葉 州�

閃光組成物試験�

筆者が派遣委員を務める国連の危険物輸送小委員会は、火

薬類の輸送時の危険性を分類する方法を国連勧告として策定

しています。分類は原則的に試験によって行われますが、種

類の多い煙火製品に対しては無試験で危険性分類を行うため

の表が用意されています。この表は煙火製品の構造やサイズ

等の因子によって危険性を分類するものですが、煙火製品に

含まれる「閃光組成物」の重量割合も重要な因子となります。

ここで閃光組成物（Flash Composition: FC）とは、爆発

威力が大きく煙火製品の大量爆発を誘起すると考えられる火

薬類を指します。煙火に用いられている火薬類がFCに該当

するかどうかを判定する手段としては、小型圧力容器の中で

0.5グラムの火薬試料を燃焼させ、その圧力上昇時間Δtの

長短から判定するHSL試験が指定されています（図１左）。

しかし用いる火薬が微量なためΔtのばらつきが大きく、判

定結果の信頼性に乏しいことが指摘されてきました。�

�

代替試験への日本の取り組み�

そこで近年米国から、一端が解放された鉄製円筒容器の中

で25グラムの試料を燃焼させ、解放端に接触した金属板（証

拠板）に亀裂もしくは穴が生じるか否かで判定を行う新たな

試験法が提案されました（図1右）。日本はこの試験法が

FC判定の信頼性向上に有利であると判断し、独自の試験デ

ータを国連に提供してこの試験法の確立を推進してきました。

特に、証拠板を用いた判定方法の精度を上げるため、証拠板

の窪み量を定量化する案が日本から提案され、各国の賛同を

得ました。このような経緯を経て、国連危険物輸送小委員会

はこの試験を「US試験」と命名し、関係各国に今後2年間

でHSL試験とUS試験の比較試験を実施するよう呼びかけ、

この結果を基に両者が共存できる適切な判定基準等を確立し

ていくことを決定しました。�

�

着々と進むデータ蓄積�

上記の国連の決定を受け、日本、米国、英国、ドイツ及び

オランダがデータ収集に名乗りを上げました。US試験につ

いては方法論の詳細が厳密に決定されていないため、極力同

一の試験手順で実施するよう事前の打合せが行われました。

産総研は日本側の研究実施機関として、日本煙火協会と協調

してUS試験とHSL試験の比較試験を実施しており、現在

までに100種類以上の比較データが蓄積されました（図2）。

当初予想した通り、Δtが減少するに従い窪み量が増加する

相関が現れています。本データは国連文書の形で国連危険物

輸送小委員会に提出され、本年6月の同委員会火薬作業部

会において、他国のデータと供にUS試験の正式な試験方法

の決定に用いられることになります。�

この研究は経産省の委託事業「平成24年度火薬類の安定

的な貯蔵・運搬に係る調査研究事業」の一環として行われま

した。�

�

�

 �

�

図2　集積されたHSL試験とUS試験の比較データの一部�

図1　HSL試験とUS試験の各装置�
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シリーズ：部門におけるレギュラトリーな科学�
除染のあり方を考える研究プロジェクトの現状と今後�

リスク評価戦略グループ　内藤 航�

はじめに�
どこからどこまで、どのような順番で、どのようなレベルまで

除染すればよいのか。東京電力福島第一原子力発電所の事故

により汚染された地域の除染のあり方については、誰もが納得

する解は存在しません。除染の効果は、森林・農地・住宅地・道

路等の土地利用やその方法により異なり、さらに除染前の沈着

量等による場の状況に応じても差が生じることが、除染実証事

業等で明らかにされました。政府が設定した除染対象範囲は、

福島県内の除染特別地域（国が除染を実施する地域、以下、国

直轄除染地域）と除染実施区域（市町村が除染を実施する区域、

以下、市町村除染地域）を合わせると9,000km2に達します。

この広い地域の除染には、膨大な予算と人的資源が必要です。

このような状況の中、昨年度、地圏資源環境研究部門（保高徹

生主任研究員）と安全科学の研究者有志（小野恭子主任研究

員と筆者ら）が除染のあり方を考える研究チームを立ち上げ、

後に中西準子フェローが加わり、所内外の研究者の協力のもと、

福島県における今後の除染方針に関する議論の土台となる情

報基盤の提供や放射性物質の適正なリスク管理・対策に資する

政策的な提案を行うことを目的とした問題解決指向の研究プ

ロジェクトをスタートさせました。本プロジェクトでは大きく分

けて、1）除染の費用と効果の評価、2）現実的な個人被ばく線

量の把握と推定、3）帰還意思を決定する因子の把握と定量化、

という3つの課題に取り組んでいます。ここでは1）と2）のこ

れまでの成果の概要と今後について報告します。�
�

福島県の除染費用は約3～5兆円と試算�
研究チームがまず取り組んだのは福島県の国直轄除染地域

の除染費用と効果の計算です。土地利用ごとに除染方法・除染

効率・除去費用を収集・整理し、除去土壌・廃棄物の発生量と必

要保管容器数、さらに仮置き場および中間貯蔵施設に必要な

費用を推算。それらと空間線量率、土地利用、人口密度等を地

理情報システム（GIS）上で統合し、解析を行いました（図1）。

その結果、除染費用は、仮置き場での保管や中間貯蔵施設、輸

送コストなども入れると、国直轄除染地域で約1.8兆円、市町

村除染地域も合わせると福島県全体で最大で約5兆円に達す

ると推定されました。全除染費用に対する工程ごとの寄与割合

をみると、国直轄除染地域では仮置き場・輸送・中間貯蔵の費

用の占める割合が高いのに対し、市町村除染地域では除去費

用が約60％を占め、両者の費用構成の違いを明らかにしました。

これらの知見の他に、除染の方法（特に農地や森林）により除

染費用が大きく変わること、被ばく線量の推定手法が除染範囲

ひいては除染費用に大きく影響すること、除染をしても空間線

量率が政府の目標とする値に達しない地域があることなどが

本解析により示されました。�

本解析の結果は、産総研の主な研究成果[1]、安全科学研究

部門ホームページ[2]、学術論文[3, 4]として公表しており、国

内外の多くのメディアに取り上げられました。今後は、除染対象

地域の大半を占める森林や農地の除染のあり方の検討に資す

る知見を提示していきたいと考えています。�
�

個人積算線量計を活用した外部被ばく線量の把握と
その推定�
ガラスバッジ等による外部被ばく線量の測定結果が国の推

計方式（特措法推定式）による値を下回ることが、伊達市等の

実測調査で確認されています。外部被ばく線量の正確な把握は、

住民の帰還の判断に貴重な情報を提供するだけでなく、放射

線の健康影響を心配している住民の不安軽減にもつながります。

ガラスバッジ等の個人線量計を用いた調査は多く行われてい

ますが、個人線量計の値と個人の行動や空間線量率との定量

的な関係や予測手法の構築に資する調査研究は見当たりません。 

産総研が開発し千代田テクノルらに技術移転し製品化された

個人積算線量計（D-シャトル）（図2）を使うことにより、時間毎

の線量の把握が可能になりました。筆者らは、D-シャトルと

GPS（全地球測位システム）/GIS（地理情報システム）を活用

し、個人線量と個人の行動パターン・空間線量率との関係を解

析し、実態に合う被ばく線量の推定を可能にする手法の開発に

取り組んでいます。農業者を中心としたこれまでの調査より、

個人の被ばく線量の影響要因や空間線量率と滞在場所の定量

的な関係がわかってきました。今後は、データの

蓄積と解析を進めると同時に、産総研計測標準

部門の研究者と協力し推定手法に必要なパラメ

ータの取得や妥当性の検証をしていく予定です。

本調査研究の一部は福島県のメディアでも取り

上げられました[5]。本研究のアプローチは化学

物質の個人暴露評価研究と通ずるものがあり、

得られた知見や経験は今後の化学物質の暴露評

価研究の敷衍と発展に繋がると考えています。�図１　除染後の推定空間線量率と人口の関係�
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ISO/TC264（花火分野）の動向�
高エネルギー物質研究グループ　薄葉 州�

ISO/TCとは�

ISOはスイスを本拠地とする国際標準化機構（International 

Organization for Standardization）のことで、164カ国

（2013年時点）の加盟国間で利用される製品やサービスの

国際的規格・標準類（以後ISO規格と呼ぶ）を定めています。

ISO規格は科学技術や経済活動の国際協力を推進する上で有

用と期待され、日本も1952年に加盟して以来、ISOの重

要メンバーになっています。 ISOには規格の策定を実際に行

う専門委員会（Technical Committee : TC）があり、加

盟国は関心のある分野のTCに参加することができます。�
�

花火文化とISO規格�

表題のISO/TC264（花火分野）は2011年に中国の提案

によって設立されました。設立に際して中国は、世界の花火の

90%を製造する“花火大国”として、花火の製品仕様や試験方

法等のISO規格化を主導し、花火の安全性向上や国際取引の

自由化に寄与することを表明しました。花火は火薬類を用いる

危険物であり、世界中で花火の事故が絶えない現状を考えれば、

花火分野のISO規格は安全性向上に大きな役割が期待されます。

しかし、花火製品やそれらの消費方法（楽しみ方）は各国の

伝統文化を色濃く反映したものであり、また法令による花火

の規制もこれを反映したものになっています。そのため、

ISO/TC264に対する日本の対応が検討された際、日本の花

火文化や火薬類取締法（火取法）による花火規制の考え方に

ISO規格が馴染むかどうか議論が起きました。�
�

ISO規格とWTO/TBT�

しかしISO/TC264が設立された以上、これに積極的に対

応すべき事情があります。日本が批准している「貿易の技術的

障害に関する協定」（World Trade Organization / Technical 

Barriers to Trade：WTO/TBT）によって、日本の国家規格

（JIS規格）をISO規格に整合させることが原則として求められ

るからです。更に現行の花火規制のあり方も影響を受ける可

能性があります。従って日本が ISO/TC264に参加しない場

合、日本の花火文化とかけ離れた ISO規格が他国によって作

られてしまい、これに日本が従わざるを得ないことになる恐れ

があります。これらの事情を考慮して日本は積極的に

I SO / T C 2 64 に参加することになりました。 現在

ISO/TC264のメンバーは日本を含む30カ国です。 ISO

規格の対象には花火の用語、種類、安全要求基準、及び試験

方法などが含まれ、それぞれワーキンググループ（WG）に

分かれて策定作業が行われます。�
�

規格策定は始まったばかり�

筆者は2012年からISO/TC264の国内審議委員会の委員

と、全てのWGのエキスパートを勤めています。実質的なISO

規格の策定作業は昨年9月にフランスで開催されたWG会合

から開始されました。現在作業途中のため詳細は公表できま

せんが、このWG会合では、各国独自の花火の規格があるなかで、

どれをISO規格の原案に選ぶべきか議論され、大まかな方向性

が決まりました。日本としては上述の通り、日本の誇る花火文

化と共存できるISO規格を実現すべく、策定作業に積極的な関

与をしていく必要があります。そのため、規格の詳細について

日本の具体的アイデアがまとめられ、本年1月に各WGに提出

されました。次回WG会合は3月下旬に中国で開催される予定

です。この会合は、日本の花火文化をISO規格に盛り込む上で

重要な会議になると予想されます。�

�

�

 �

�

�

1．放射性物質除染の効果と費用を評価�
https://www.aist.go.jp/aist_j/new_research/nr201306
04/nr20130604.html�
2013年6月4日掲載�

2．除染の効果と費用に関する解析について�
http://www.aist-riss.jp/main/modules/research/ 
content100.html�
2013年8月7日掲載�

3．Chemosphere Vol.93 (6) : 1222-1229�
4．PLoS ONE 8 (9) : e75308�
5．テレビュー福島　特集　個人線量計を活用外部被ばくを知る取
り組み　2014年1月31日放映�図2　小型線量計とGPS

ISO/TC264第1回全体会議（2012年9月、中国・湖南省長沙）�
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LCAXIII参加報告�

国際会議参加報告�
SRA（Society for Risk Analysis）2013年会参加報告�

環境暴露モデリンググループ　梶原 秀夫�

2013年9月30日-10月3日まで、アメリカのフロリダ州オー

ランドにて、LCAXIIIが開催されました。本会議は、アメリカで

開催されるライフサイクルアセスメント(LCA)に関する国際会

議で、口頭発表、ポスター含めて、約150件の発表が行われま

した。�

本会議には、これまで何度か参加していますが、今回、欧州で

開発がすすめられているインベントリデータベースecoinvent 

ver.3のセッションが二つ設けられていたのは印象的でした。

また、Social LCAのセッションが一つ設けられており、製品や

サービスによる社会的な影響を分析するための、手法やデータ

ベースなどについて発表がありました。こちらは日本ではあま

り発表が無いテーマで、比較的新しい動向のように思われます。

インパクト評価では、IMPACT World+など、地域的な影響の

差異を考慮して、グローバルな環境影響を評価する手法が発

表されていました。グローバル化への対応というテーマは、現

在のLCAの分野において、国によらず共通するトピックなよう

に思われます。�

今回私は、消費者行動分析手法と、太陽電池産業のサプライ

チェーンに関して、2件の口頭発表を行ってきました。消費者

行動については、「LCA手法」のセッションで発表を行いました。

日本の学会では、教育や消費者行動など、人の行動に関する研

究発表が多いのですが、LCAXIIIではあまりそういった発表は

多くありません。そのため、テーマが目新しく見えたのか、多く

の質問を頂きました。太陽電池のサプライチェーンの発表につ

いては、「サプライチェーン」のセッションで発表を行い、企業

の方々と実務的な内容について議論を行いました。�

セッションの構成や発表件数をみることで、同じLCAに関す

る会議でも、国によって、共通する点と異なる点があることに

気づきます。共通するトピックは、世界的な動向や、学術分野と

して重要性などが反映されているように思います。異なるトピッ

クは、社会環境や参加者のバックグランドによる違い、もしくは

新しい研究領域の萌芽などが反映されているように思います。

今後も、共通する点、異なる点の両方にアンテナを立てながら、

研究動向をウォッチしていきたいと考えています。�

2013年12月8日から11日まで、米国ボルチモアで開かれ

たSRAの年次大会に参加してきました。今冬の大寒波の余波

で空港が雪で閉鎖になる中、私は運よく閉鎖になる直前に会場

まで辿りつきました。　　　　　　　�

�

�

�

�

�

�

 �

今年のテーマは"Risk Analysis for Better Policies"でし

た。聴講して印象的だったのは"Problem Formulation"に言

及する発表者がこれまでより増えたことです。"Problem 

Formulation"は日本語では問題設定などと訳されますが、

NRC（米国学術研究会議）が2009年に出した報告書”

Science and Decisions, Advancing Risk Assessment”

（いわゆる「シルバーブック」）において、リスクに基づく意思決

定フレームワークの中で最も重要なプロセスとして強調され

た概念です。簡単に言えば「時間がかかりすぎ、かつ意思決定

に使いにくい」という従来のリスク評価の欠点を克服するため

に、利害関係者の関与のもと解決すべき問題の「範囲」や「リ

スク対策の選択肢」について「設定」してからリスク評価を行

うというものです。ただ個人的にはそここそが難しく時間のか

かる部分に見えます。例えば、米国EPA（環境保護庁）が10年

以上前から提案しているCRA (Cumulative Risk Assessment）

は、化学物質だけでなく騒音や栄養状態など様々なストレス要

因について総合的にリスク評価を行うもので、今回も２つのセッ

ションがありましたが、「対象とする集団、リスク種類、対策は何

か」といった"Problem Formulation"の難しさに直面し迷走

しているように見えました。私個人は「低GWP冷媒のリスクト

レードオフ評価」についてポスター発表を行い、多くの観客は

よべませんでしたが少数の方からは関心を持ってもらい励み

になりました。�

社会とLCA研究グループ　河尻耕太郎�

会場に隣接していた�
オリオールズの球場�
の雪景色�


