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部門長

桑原 保人

低頻度大規模災害研究からみた安全科学研究部門への期待
2011 年 3 月 11 日の東日本大震災は、我が国の自然災害に対するリスク管理に関する様々
な問題をあらわにしました。我が国では震災以前から地震の発生確率の算定や被害想定を行
ない、被害軽減のための対策も実行してきていました。しかし、2011 年に発生したこの地
震の規模はその想定をはるかに超えたものであったため、原発災害やその他様々な被害の拡
大を招いたものでした。この教訓から、現在、政府や自治体では今後発生が懸念されている
南海トラフの地震についても非常に大きなものを想定し、今度はその想定が大きすぎるため
に現実的な対策を取ることが困難であるという状況も出てきています。また原発の再稼働や
放射性廃棄物の地層処分については、新聞等でも連日大きな問題として取り上げられる状況
が続いています。果たして、私たちの社会は何百年、何千年に一度の低頻度の大規模災害に
どのようにして対処していけば良いのかが問われているのだと思います。
産総研の安全科学研究部門と旧活断層・地震研究センター（現：活断層・火山研究部門）は、
2011 年の地震の後、産総研の総合力を活かすべく、我が国の抱える地震のリスクを総合的
に評価するための共同研究を開始しました。将来どのような地震が発生するかは現段階の科
学では確かなことは言えない中で、個人的には、現在の私たちの知識を最大限に活用して、
今よりも安全な社会を実現するには、安全科学研究部門のアプローチが役に立つと考えての
ことでした。
安全科学研究部門の方々との共同研究を実施してきた中で、具体的に期待したことで特に
重要なことは次のようなことでした。１つは、巨大地震による被害は非常に大規模であり、
原発や社会のあり方さえも問うような複雑で大きな問題となるため、これに分析的に取り組
むことから逃げない強い意志と能力を持つ必要があることです。次に大切なこととしては、
「災
害は忘れた頃にやってくる」と言う言葉がありますが、この言葉通り、個人では数百年に一
度の低頻度の災害を常に意識しておくことには限界もあるのだろうと思います。人間の一生
の時間を遥かに超えるような低頻度の問題に取り組むには、個人ではなく、社会や企業等の
組織として継続的に取り組むという意思決定をおこなうことが重要で、これによって対策を
継続的に行うことが可能になるだろうと思います。このような意思決定を行う為には特に産
業分野でのリスク評価をリアリティを持って行い、リスクを相対化し他のリスクと比較出来
るようにすることが重要だと考えます。
奇しくも、この原稿の依頼を受けた後、9 月 27 日には長野・岐阜県境の御嶽山の噴火が
あり、火山のリスク管理が大きな問題になっているところです。さらに、火山灰が日本全土
を覆ってしまうような大規模な火山噴火のリスク管理についても昨今の新聞紙面で大きな問
題となっています。私たちの共同研究が、現実にある大規模で複雑なリスクを一つ一つリア
リティを持って紐解いて、対策を継続して促していけるような研究へと発展していけること
を願っています。
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特集1：低頻度大規模災害のリスク評価研究
物質循環・排出解析グループ
まえがき
従来の化学物質などを対象にしたリスク評価・管理手法は、
生起確率が大きい事象（例えば化学物質の慢性影響など）を

恒見 清孝

門との 2011 年からの共同研究で、図 1 のような地震災害
総合リスク評価ツールを構築してきました。

対象に研究・開発がなされていますが、自然災害のような突

安全科学研究部門では、二次被害およびリスク評価の各サ

発的な事象にそのまま適用することは困難です。一方で、揺

ブシステムを担当してきましたので、以下に具体的にお示し

れなどの一次災害の確率論的リスク評価の検討はすでにされ

します。

ており、その成果が損害保険の料率設定や企業の事業継続計
画作成等に反映されています。
東海・東南海・南海地震などの想定巨大地震に対しては、
内閣府の地震被害想定支援ツール、消防庁の地震被害想定シ
ステムの開発が行われています。しかし、東日本大震災で見
られたような津波による大被害、原発事故による放射線汚染
問題、サプライチェーン寸断による産業活動への影響など多
方面かつ複層的な二次被害の影響まで考慮できる仕組みはな
いに等しい状況でした。
そこで、将来起こり得る大規模な地震や津波などの直接的
な一次災害、およびそれに付随するプラント事故や生産・物
流への壊滅的ダメージなどの間接的な二次被害の未然防止及
び最小化を目的に、活断層・火山研究部門と安全科学研究部

図1 地震災害総合リスク評価ツールの初期画面

サプライチェーン寸断による産業活動への影響推定
素材エネルギー研究グループ 玄地 裕
社会とLCA研究グループ 田原 聖隆
東日本大震災による産業への被害は、直接的な設備や建物
への被害ばかりでなく、地震被害のない地域でもサプライチ

3 連動地震を想定し、中部地方の 9 県（新潟県、富山県、

ェーン寸断による物資の供給の断絶による被害も発生しまし

石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県）

た。これは、東日本大震災の時だけではなく、阪神大震災、

を対象としました。平成 20 年工業統計調査をもとに、3 次

新潟中越地震、中越沖地震の際にも発生しており、その影響

メッシュ（約 1km × 1km）ごとの製造品出荷額データベ

は、国内だけではなく海外までにも及んでいます。このよう

ース ( 都道府県コード、業種コード、製造品出荷額 ) を作成

な度重なる地震災害によるサプライチェーン寸断の影響が生

しました。揺れについては、産総研の旧活断層・地震研究セ

じることは、日本の産業全体の信用を落とすことにつながる

ンターによる南海トラフを震源とする 3 連動地震の揺れ推

ため、企業、産業レベルでの対応策の立案が急がれています。

定データを 3 次メッシュごとの平均揺れ強度に変換して震

そこで、本サブシステムでは地震・津波に対し、国、地方自

度データを作成しました。この震度データと産業毎のフラジ

治体、企業が、サプライチェーンまで考慮した企業の生産停

リティカーブをもとに、3 次メッシュごとの産業別生産減少

止リスクを低減させる方策の立案が検討可能にするモデルシ

率が算出されます（図 2 は、プラスチック製品産業の東海・

ステムの開発を行ってきました。以下に産業被害を推定する

東南海・南海三連動地震による中部地域被害分布の推定例）。

データベースと地域別・産業別生産減少率の推定モデルの開

地域別・産業別生産減少率の推定は、産総研が開発した国

発について示します。
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産業被害を推定するデータベースは、東海・東南海・南海

内多地域応用一般均衡モデルを応用した巨大災害の産業影響
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を推定するモデルにより行いました。モデルは、経済産業省
が公表した「平成 17 年地域間産業連関表」をベースとして、
8 地域 40 部門の影響を検討可能です。モデルには、東日本
大震災時の全国の各産業部門の実際の生産減少率を再現する
よう調整され、価格の影響を考慮した他地域への代替を表す
弾力性パラメータが組み入れられているので、被災地域の生
産途絶だけでなく被災のない地域での代替生産も考慮できま
す。このように各地域の被害状況をサブシステムに入力する
ことにより、サプライチェーン寸断および代替生産を考慮し
た全国の各産業の生産水準を推定することが可能です。

図2

東海・東南海・南海三連動地震による中部地域のプラ
スチック製品産業の被害分布の推定

化学物質漏洩被害
環境暴露モデリンググループ 梶原 秀夫
部門付

吉田 喜久雄

地震による二次被害として、化学プラントから化学物質が

質の計 12 物質としました。化学物質の貯蔵量は PRTR デ

漏洩し、人の健康に影響を与える可能性について常時から考

ータ、化審法での排出係数、生産量などのデータから事業所

慮し、その対策を講じておくことは重要なことと考えます。

ごとに値を推定して使っています。

そこで、本サブシステムでは、地震に伴うプラント施設損壊

事業所から漏洩した化学物質の大気中濃度は大気拡散式で

により化学物質が漏洩した場合に、化学物質の大気中濃度分

計算され、その濃度が物質の「急性暴露許容濃度」を上回る

布や、化学物質の有害性に応じた避難すべき範囲を推定する

範囲を「避難範囲」と定義しました。避難範囲に相当するメ

ことを目的としました。想定される揺れ強度データをもとに

ッシュ内に居住する人口を避難人口として推定しました。急

プラントの損壊割合を推定し、次に損壊プラントからの漏洩

性暴露許容濃度には米国環境保護局の AEGL（急性暴露ガ

物質の大気中濃度の分布推定を行い、最終的に漏洩物質を吸

イドラインレベル）の値を用いています。

入することによる健康被害が想定される範囲の人口を推定し
ます。対象地域は愛知県としました。

図は東海・東南海・南海三連動地震の揺れに伴うプラント
損壊によって漏洩する化学物質（スチレン）による避難人口

プラント損壊割合は、対象とする震源の地震に対して推定

の推定結果です。図 3 からわかるように、本サブシステム

された各メッシュの地表加速度と石油タンクの座屈発生確率

を用いることで被害の程度と面的な広がりを把握することが

についてのフラジリティ曲線（被害率曲線）にもとづいて推

可能となります。また、耐震対策により避難範囲が大幅に削

定しました。耐震対策前・後のフラジリティ曲線は、危険物

減される様子がわかります。このように、被害の大きさが避

タンクに対する規制への適合の有無を指標として推定しまし

難人数として推定されますので、化学物質の情報だけでなく

た。

人口密度も加味した対策立案を行うことが可能となります。

対象化学物質は推定貯蔵量の多い物質として N,N- ジメチ

また、化学物質により被害の状況は異なりますので、対策を

ルホルムアミド（DMF），クメン，キシレン，スチレン，ト

打つべき化学物質の優先度を考慮することも可能になります。

ルエン，テトラクロロエチレン、エチルベンゼン、1,2,4-

今後は、対象とする地理的範囲の拡大と、推定貯蔵量やフ

トリメチルベンゼンの 8 物質、急性毒性の強い物質として

ラジリティ曲線などに対する信頼性の向上が課題であると考

ホスゲン、アンモニア、フッ化水素、シアン化水素の 4 物

えています。
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耐震対策前（現状）

図3

耐震対策後

東海・東南海・南海三連動地震に伴うスチレン漏洩による避難人数分布（愛知県）

民生建物・人口の被害・リスク評価
物質循環・排出解析グループ 恒見 清孝
国や自治体による防災計画では、過去に繰り返し起こって
来た規模の巨大地震（L1）と考えうる最大規模の地震（L2）
のもとで被害を想定しています。内閣府の 2012 年の発表
では、太平洋沿岸の南海トラフ付近で起きうる巨大地震（L2）
を、これまでは想定外であったマグニチュード 9 以上と想
定して、32 万 3000 人が亡くなる恐れがあるとする衝撃
的な被害となっていました。しかし、このような被害想定を
もとに自治体や市民が理解して行動することは相当に難しい
と思われます。そこで、防災計画において、地域間での地震
リスクの大小によって対策の優先順位を決定するなどの「リ
スクの視点」にもとづく評価が重要と考えて、地震の発生確
率を考慮したリスク評価を民生被害で試みました。
二次被害（民生建物）のサブシステムでは、建物構造別（木
造／鉄筋コンクリート／鉄骨造の 3 種類）、建物年代別（木
造で 1950 以前から 1980 以降まで 5 区分）、地震発生時
間（夜間／昼間）に応じて、日本全国の活断層・海溝型地震
の震源に対応した被害が計算できます。震源を東海・東南海・
南海 3 連動モデルとした木造建物の被害計算例を図 4 に示
します。建物の耐震化政策によって全壊数を低減できること
を定量的に把握できます。また、地震の揺れによるリスク評
価の例として、愛知県と千葉県における非木造建物の全壊リ
スク分布の計算例を図 5 に示します。地域間のリスク比較
が可能になり、事業者にとっては、全国に立地するオフィス
の耐震対策の優先順位設定などの活用が期待されます。
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図4 東海・東南海・南海3連動地震による木造建物全壊数分布
（上：現状シナリオ、下：ゆれ対策（耐震化）シナリオ、単位：棟数）
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図5

非木造（S造）建物全壊リスク分布（左：愛知県、右：千葉県、単位：%/50年）

総合評価
爆発利用・産業保安研究グループ 牧野 良次
総合評価では各サブシステムにおける被害推定結果の統合

各被害の程度を金銭換算した例を表示したものが図 6 です。

を行います。被害推定の対象はサプライチェーン寸断、化学

このような定量化を通じて、被害推定の対象ごとに地震対策

物質漏洩による避難、民生建物・人口に分けられており、サ

による被害低減効果が比較可能になり、効果的な対策の組み

プライチェーン寸断は「円」
、避難は「人・日」
、建物は「棟」
、

合わせの検討ができるようになります。また、各被害推定と

人口は「人」というようにそれぞれ異なる単位で測られてい

同様にリスクの地理的分布も表示することが可能であり、特

ます。リスク評価サブシステムでは全てを金銭換算すること

定地区へのリスクの過度な集中を避けるための検討ができる

により被害の程度を統一の尺度で定量化する機能を搭載しま

など、総合評価結果は多面的に利用することが可能と考えて

した。

います。

金銭換算は「被害数量×被害数量 1 単位あたりの評価額」
により算出します。本サブシステムでは被害数量 1 単位あ
たりの評価額について、複数の選択肢からユーザーが選べる
ようになっています。

図6

各被害の程度を金銭換算した計算例
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特集 2：金属類の生態リスク評価
金属特異性を考慮した包括的な生態リスク評価手法の開発
リスク評価戦略グループ 加茂 将史
亜鉛や銅を初めとした金属は、硬度や有機物濃度等の水質
により毒性が変わり、場所ごとにリスク評価の結果も大きく

生物リガンドモデル（BLM）と呼ばれる毒性補正モデルが用

異なることが知られています。金属は水中では様々な形態を

いられます。水質がかなり異なる欧米で開発されたモデルが

取るのですが、そのうち毒性に寄与するのは「生物利用可能

そのまま日本で使えるとは限りません。さらに、金属に対す

量（bioavailability）」と呼ばれる遊離イオンを主体とした

る感受性は生物ごとに異なりますので、日本の生物に適切な

状態であるとの考えに基づいた評価手法へと移行しつつあり

モデル係数を新たに取得する必要があります。本プロジェク

ます。欧米では既にこの手法に基づいた評価がなされており、

トでは、メダカやミジンコ、ミミズ等の日本に生息する生物

経済開発協力機構（OECD）においてもこの手法の重要性が

を用いて毒性試験を実施し、モデル係数の推定をしています。

強調されています。ところが、我が国においては、この手法

これまでのところ、少なくとも実験室の水であれば、メダ

による生態リスク評価は未だなされておらず、その知見も十

カやミジンコについて、水質ごとに異なる毒性をかなりの精

分には浸透していない状況です。リスク評価は具体的には各

度で予測できるようになりました。しかしながら、この結果

国の状況に応じた方法が用いられるとは言え、科学的に十分

が野外の水で直接使えるかどうかはまた別問題です。実験室

に検討され国際的にも受け入れられているより精緻な評価手

では安定した結果を出すため、水質の管理を十分に行います

法を無視した、「ガラパゴス的」な評価体系を維持し続ける

が、野外の水は「中に何が入っているのか」が完全にはわか

のは賢明ではありません。このような背景の中、産総研内外

らないのです。環境水に含まれる様々な成分が毒性に大きく

の複数の研究者で構成される科研費研究プロジェクト「金属

寄与しなければ問題ないのですが、これまで調べたところ顕

特異性を考慮した包括的な生態リスク評価手法の開発」（科

著に影響する場合があるようです。実際の利用可能量よりも

研費番号：24241014）を 2012 年度よりスタートさせ

非常に低く推定される場合があるようなのです。この違いが

ました（図 1）。日本における生物や環境の実態に即した生

何に由来するのか、どうやってその違いを埋めればよいのか、

物利用可能量に基づいた金属の生態リスク評価手法を開発す

今後研究を進めていかなければなりません。

ることが本プロジェクトの目的です。

日本は世界有数の鉱山国でした。産業の近代化、経済成長

生物利用可能量に基づいた評価手法は欧米で開発されまし

を支えた各地の鉱山は現在、休廃止の状態ですが、周囲の環

たが、欧米と我が国では水質も、土壌の性質も、生き物も違

境では比較的高い濃度の金属類が検出される場所もあります。

います。日本の水は、欧米に比べてかなりの軟水です。なの

また都市域や金属製造業が密集する地域に存在する河川の中

で、欧米で開発された手法をそのまま応用することには無理

にも、金属類が高いレベルで検出される場所が存在します。

図１
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があります。性質が異なる水や土壌での毒性を予測するには、

金属生態リスク研究プロジェクトの体制

Safety & Sustainability
このような場所は、スクリーニング評価を実施すると、リス

せん。そのような中で、適切なリスク対策を検討するために

ク懸念ありと判断されます。スクリーニング評価は「生物利

は、日本の環境の特徴を考慮し地域の生態リスクを定量的に

用可能量に基づいた評価」ではありません。現在の日本の環

評価することが必要です。

境において、金属の生態リスクを完全になくすことはできま

「環境リスク評価における金属の特異性に関する日欧共同ワー
クショップ」を終えて

リスク評価戦略グループ 内藤 航

筆者らは、2014 年 9 月 2 日、東京丸の内にて「環境リ

でに取り組んできた金属の環境リスク評価研究の事例と現在

スク評価における金属の特異性に関する日欧共同ワークショ

取り組んでいる研究プロジェクト（上記記事参考）について

ップ」を欧州非鉄金属協会（以降、Eurometaux）と共同

紹介しました。日本の個々の研究は国際的にみて遜色のない

で開催しました。ワークショップの目的は欧州及びアジア（主

水準ありますが、実践に向けた基盤情報の整備や枠組み作り、

に日本）における金属の特異性を考慮した環境リスク評価及

それを支える人材の厚みに大きな違いがあることを実感しま

びそのアプローチの現状と課題について情報・意見交換を行

した。日本の法規制における金属類のリスク評価では現在、

うことでした。セミクローズドの 1 日ワークショップに、

生物利用可能量等の金属に特異的な概念は考慮されていませ

行政機関、産業界と研究機関などをあわせて、およそ 40 名

ん。欧州では、金属の特異性を考慮した環境リスク評価のガ

の参加があり、活発な議論が行われました（図 1）。ワーク

イダンスの作成を OECD レベルに展開させる取り組みが始

ショップでは、欧州と日本を中心に、金属の環境リスク評価

まりました。加茂らのプロジェクトや当部門の金属リスク評

手法の開発に携わる研究者からツール開発や実際に評価を実

価研究の成果は、日本における金属の特異性を考慮した環境

施するコンサルタントまで、バラエティ豊かなプレゼンがあ

リスク評価の礎を築くとともに、金属類の環境リスク評価・

りました。

管理のあり方を巡る国際的な議論にも貢献できると考えてい

化学物質のリスク評価や安全性の保障責任を産業界が担う

ます。

REACH 規則が存在する欧州では、リスク評価に必要な暴露・
有害性データの収集・整理や手法開発に産業界が積極的に関
わっています。その傾向は欧州の金属業界でも見られること
が、本ワークショップを通して改めて実感できました。欧州
側からは 4 人の演者による講演がありました。Violaine
図1

Verougstraete 氏（Eurometaux）は、REACH 規則や欧

ワークショップの様子

州水枠組み指令（WFD) における金属類の状況について、
Hugo Waeterschoot 氏（Eurometaux）は、2007 年に
公表された「金属環境リスク評価ガイダンス（MERAG:
Metal Environmental Risk Assessment Guidance
Document)」1)（図 2）の改訂作業の状況と OECD ガイダ
ンス文書への展開についてお話されました。ARCHE

図 2 金属環境リスク評価ガイダンス
(MERAG: Metal Environmental
Risk Assessment Guidance
Document)1）

2) の

Patrick Van Sprang 氏と Marnix Vangheluwe 氏は、生
物利用可能量を考慮した金属のリスク評価のケーススタディ
と Bio-met

3) 等の評価ツールについて丁寧に説明いただき

ました。規制当局や産業界・研究者等の利害関係者が現実的

参考情報

な金属類の環境リスク評価・管理のあり方について建設的な

1) http://www.icmm.com/document/15
(2014年11月10日アクセス)

議論をするためには、共有できるガイダンス文書や評価ツー
ル等の土台を作り上げていくことが必要であり、欧州ではそ
の土台作りを産業界が牽引しているように見えました。
日本側からは、当部門と国立環境研究所の研究者がこれま

2) ベルギーに所在する化学物質リスクのコンサルティング会社
http://www.arche-consulting.be/
(2014年11月10日アクセス)
3) http://bio-met.net/
(2014年11月10日アクセス)
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新刊紹介：「火薬のはなし」
この本は、軍事技術に一切、関わっていない人間が書いた、世界

高エネルギー物質研究グループ 松永 猛裕
れることがなかった花火の原理について、

的にも珍しい火薬の本です。筆者の研究室では火薬類取締法とい

産総研で取得したデータを使い、詳細に

う法律を所管する経済産業省の技術的な支援を行うことをミッショ

説明しました。

ンとしています。火薬はエネルギーを貯蔵できる素晴らしい化学
物質であり、いろいろな産業で平和かつ有益に使われている。この
本では、そういう平和利用と火薬のサイエンスという視点に重きを
おきました。また、産総研で行ってきた様々な安全研究、珍しい爆
発物、応用研究もふんだんに紹介しています。特にこれまで解説さ

松永猛裕＝著、講談社ブルーバックス

受賞報告
当部門リスク評価戦略グループの篠原直秀主任研究員が、

■ 研究内容：分子拡散原理を用いた

2014 年 7 月 7 − 12 日に香港で開催された The 13th Inter-

パッシブフラックスサンプラー
（PFS）

national Conference on Indoor Air Quality and Climate

を用いて、建材から放出されるフ

において Most Popular Poster Award を受賞しました。この

タル酸エステル類の経皮暴露量を

賞は約 1000 題のポスターから、参加者の投票により選定され

測定する新しい手法を開発した。

るものです。

さらに、代表的な塩ビ製品を用いて、

■受賞ポスターのタイトル：Development of novel method

気中のガスの皮膚への気中-皮膚分

to obtain the dermal exposure levels to SVOCs using

配定数や、材料への直接接触時の

PFS

材料-皮膚分配定数、皮膚透過速度

■受賞者：Naohide

Shinohara,

Mayumi

Uchiyama,

定数等について測定を行った。

Hirohumi Tanaka

生態リスク評価管理ツール（AIST-MeRAM）英語版公開の
お知らせ
リスク評価戦略グループ 林 彬勒
筆者らは2013年７月に産学官ニーズ対応型生態リスク評価
管理ツール（AIST-MeRAM 0.9.12）を公開しました。AIST-

います。本研究の一部は一般社団法人日本化学工業協会LRIの研
究助成を受けたものです。

MeRAMは化審法の法体系に即した評価等、複数のリスク評価
手法と評価に必要な有害性や物性データを搭載したユーザーフ
レンドリーなツール（図）です。このたび、法規制の未整備な
ASEAN諸国に対する日本の化審法の紹介、化審法と調和し
たASEAN諸国の法規制整備支援、リスク概念の社会普及を
目指しAIST-MeRAM の英語版を12月に当部門のWebページ
（http://en-meram.aist-riss.jp/download/）にて公開する予
定です。英語版は日本語版（英語版と同時に公開する日本語版
AIST-MeRAM 1.0.1)と基本的に同じスペックですが、暴露情
報の入力は各国の状況に応じて柔軟に対応できるようになって

新部門長就任のお知らせ
2014年10月より安全科学研究部門の部門長に本田一匡が就
任いたしました。四元前部門長は弊所の環境エネルギー分野の

副研究統括に就任いたしました。引き続きご指導ご鞭撻のほど
何卒よろしくお願い申し上げます。

*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

■お問い合わせ

2014年12月19日発行

独立行政法人

産業技術総合研究所
〒305‐8569

安全科学研究部門

第21号

茨城県つくば市小野川16‐1

Phone 029-861-8452
FAX 029-861-8422
E-mail: webmaster̲riss-ml@aist.go.jp
URL:http://www.aist-riss.jp/
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