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昨年10月に部門長を拝命しました。皆様のご指導ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。�

今冬は年内から爆弾低気圧が何度も襲来し、多くの地域が大雪や暴風の被害を受けていま

す。事故や被害に遭われた方に心よりお見舞い申し上げます。�

さて、大荒れの気象状況をつぶさに知ることができるのは、地域ごとの積雪量や風速、気

圧といった定量的な情報を正確に知ることができるからです。計測技術が世の中にとって大

変重要であるという一例でしょう。安全科学研究部門が実施する評価研究は、対象を科学的

に評価するという点で計測技術の研究と同じ括りで考えることができます。また、産総研と

いう、もの作りを主体とする研究所における立ち位置に難しいものがあるという点も似てい

ます。評価技術の重要性は誰しも認めるところですが、所全体の方向性や評価軸はどうして

も物作りの部署を中心に設計されます。その環境の中で自分たちの存在感を示すためは、も

の作り部署や産業界と連携し、彼らの開発研究に貢献するケーススタディが欠かせません。

しかし、相手の要望に応えることに追われていると、次第に主体性を失っていきます。本来

のミッションは新しい評価技術や評価の考え方を生み出していくことのはずです。そうかと

いって新規性や独自性を追求することばかりに囚われるといつの間にか独りよがりになり、

評価のための評価を指向することになってしまいます。かつて計測関係の部署に所属してい

た時、如何に両者のバランスをとるべきか悩み考え成功と失敗を積み重ねてきました。当部

門をお預かりすることになった今、幸いにも自分の経験が役に立てられるのでないかと考え

ています。�

冒頭に戻りますと、気象データの価値は、急速に進歩した情報・通信技術に載ることによ

って、より高まりました。重要なデータを社会に提供できると、もっと知りたいというニー

ズが生まれ、次の技術開発ニーズに繋がります。一昨年から運用が始まった特別警戒警報は、

発表されたら「直ちに命を守る行動をとって下さい」と、気象庁HPに書かれています。行

動を即す点で、従来の注意報、警報の「警戒を呼びかける」という表現から一歩踏み込んだ

ような印象を持っています。危機管理意識が高まってきた社会の要請でしょうか。毎日TV

やネットで眺めている構図の中にも、これからの我々にとって多くのヒントが埋蔵されてい

るのではないかと考えています。�
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特集：化学物質・産業ガスのハザード評価�
化学物質の爆発安全情報データベース�

　化学物質に関わる爆発事故は世界中いたるところで繰り返

し起こっています。「化学物質の爆発安全情報データベース」

は、事故が多発している化学物質の爆発安全にかかわる情報

（物性、評価法、過去の事例、予測法など）を網羅的に調べ

ることができるような、百科事典的データベースの作成を目

的とし、様々な産業や研究活動における安全性向上に寄与す

ることを目指しています。2007年2月から産総研研究情報

公開データベース（RIO-DB）の１つとして公開をはじめまし

た。URLは、http://explosion-safety.db.aist.go.jp/で

す。現在までのところ、アクセス総数は126,500件であり、

近年のアクセス数は約22,000件／年です。�

　現時点で、情報を3つのカテゴリー（物性ファクト、予測、

情報）に分けて集約しています。�

　物性ファクトデータでは、当部門で実測した信頼性の高い

ファクトデータを公開するという方針で集積を進めています。

図１に当部門で合成したNTOの IRスペクトルを示します。

この他、アジ化水素、雷銀、雷酸銀、三塩化窒素など産総研

でなければ取得できない貴重な計測例を公開していく予定

です。�
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　情報DBの文献検索機能に「登録学会誌横断目次検索」と

いう機能を作りました。また、当該研究グループが保有する

装置データベースの公開も開始しました。さらに25年以上

前に作られて今は絶版になっている危険物確認試験マニュア

ルとその動画を製作元の許可を得て公開しています。これら

の情報は爆発防止の専門家には貴重な情報となっています。�

　予測というカテゴリーには現在、爆風被害予測プログラム

を掲載しています。こういう数値計算をWeb上で行う例は

あまりありませんが、知識のある筆者らが一度プログラムを

作れば誰にでも利用頂けると考えています。�

　このデータベースに含まれるいくつかの小データベースに

は爆発する組成に関する情報が含まれています。このため、

セキュリティの観点から、閲覧に制限を設けさせて頂いてお

ります。ご利用頂く場合には、メールにて氏名、所属、メー

ルアドレス、利用目的等の情報をお教え頂いた上で、IDと

パスワードをお知らせしています。現在、登録ユーザーは

200名を超えています。下の表は登録頂いたユーザーの利

用目的の例です。とても有効に活用頂いているようで、今後、

さらなるデータベースを充実させるための励みになってい

ます。�
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　現在、トップページには高速度ビデオで撮影した水中爆発

時のガス球の脈動映像を載せています。毎秒10,000コマ

で撮影した鮮明なものです。水中で爆薬を爆発させると超圧

力が発生するため、ほぼ真球のガス球ができます。その後、

過膨張と収縮を繰り返す脈動という珍しい現象が見られます。

とても神秘的な映像なのでぜひ、ご覧下さい。面白い爆発映

像はこの他にもあり、定期的に映像を更新していきますので、

時々、訪れて頂けるようお願い致します。�

�

図１　産総研で合成したNTO（3-ニトロ-1,2,4�
　トリアゾール-5-オン）のIRスペクトル�

高エネルギー物質研究グループ　松永 猛裕、杉本まき子、岡田 賢、秋吉 美也子、薄葉 州�

表１　登録ユーザーの利用目的の例�

2015/2/6 有機合成実験の安全情報取得のため。�

2015/2/6 業務上必要な化学物質のハザードデー
タ、特に爆発性に関するデータ入手の
ため。�

2014/10/30 安全教育の資料として活用したい�

2014/10/3 GHS分類の判断として�

2014/7/3 大学における実験等での事故防止のた
め�

2014/3/24 担当業務で使用。国内においては事例
が少ない為、信用のおけるデータとし
て参考にさせて頂きたい。�
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高エネルギー物質研究グループ　松永 猛裕�

1. はじめに�

火薬および火薬の原料物質になり得る化学物質の輸出に関

しては厳しく規制されなければいけません。しかし、どうい

う物質がそういう規制対象になり得るかは専門知識が必要で

あり、国内ではそういう専門家が極めて少ないのが現状です。

筆者は長きに渡って経済産業省貿易経済協力局および一般財

団法人貿易安全保障情報センター（CISTEC）に協力してき

ました。ここでは2つの例を紹介します。�

�

2. ミサイル／ロケットの燃料原料になり得るヒドラ

ジン誘導体の判定�

ヒドラジンは種々の化学産業で用いられていますが、ミサ

イルやロケットの液体燃料としても使うことができます。数

多くのヒドラジン誘導体の中で、どの化合物を規制するかが

問題です。あまり包括的に制限するとマイナス面が増えて、

現実的ではありません。液体燃料として使う価値のあるヒド

ラジン誘導体は限られています。そして、その性能は「比推

力」という値で評価することができます。�

種々のヒドラジン誘導体について、利用可能な誘導体のし

きい値、ヒドロシキルアミン（NH2(OH)）や他のジェット

推進燃料との違いが問題となりました。NASA（米国航空

宇宙局）が開発したCEAというプログラムを使うと典型的

な条件で比推力を予測することができます。その結果から、

現実に利用可能なものはヒドラジン、メチルヒドラジン、

UDMH（非対称ジメチルヒドラジン）という分子量が小さ

いヒドラジンだけが有効であり、その他は性能が落ちるので

現実的な利用価値はないことを科学的に説明しました。�

�

3. 対象物質の同定とCAS番号調査�

対象物質は国際的にかなり広範囲に調査／集積されており、

その中には火薬と認知されていない物質も数多くあります。

また、略称が多いので、適正に規制するためには対象物質を

同定する必要があります。例えば、TNTはよく知られてい

ますが、DDFP、DAAOFという物質がリストにあっても、

どういう化合物かがわかりません。筆者は IUPAC名といわ

れる同定のための正式名称と、物質に付けられるCAS番号

というコードの調査依頼を受けました。時には元論文までた

どる必要があり、大変な作業です。前述のDDFPは以下の

ような物質であることがわかりました。�
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 �

DDFP(CAS：132029-05-1) 　　　　　　　　　　　�

 (1,4-dinitrodifurazanopiperazine)�

�

元論文が正しくないと間違った情報が載せられてしまいま

す。DHTNという例がありました。�

�

�

�

�

�

�

 �

この物質は当初、1,4-dihydrazinotetrazine nitrateと

されていましたが、正しくは3,6-dihydrazinyl-1,2,4,5-

tetrazine nitrateのはずです。DHTNという略称から元論

文を探しだして、更に間違いまで指摘するというのは、とて

も難しいことです。この指摘は国際的にも認められて改正さ

れました。�

�

4. CISTECの見学研修会�

平成26年11月28日、上述のCISTECとその会員の方々

47名が筆者の研究室を訪れました。会員は大手会社のコン

プライアンスや輸出管理の担当者でした。折角の機会なので、

筆者の講演は早めに終えて、見学の時間を多めに取りました。

大半の方が火薬を見たことがない方だったのでいろいろな火

薬に触って頂きました。また、火薬が爆発する様を安全に見

ることができる水中爆発を体験頂きました。�

火薬の悪用という事態は未然に防ぐ必要があります。今後

共、希少な専門機関として治安維持のために協力していきた

いと考えております。�

化学物質の輸出規制に関する技術支援�
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微燃性冷媒の燃焼危険性評価�

1. はじめに�

　地球環境保護の観点から、オゾン層破壊係数（ODP）が

ゼロでかつ地球温暖化係数（GWP）が小さい冷媒の開発と

実用化が求められています。現行冷媒の一つであるR410A

の場合、ODPはゼロですがGWPは1700を超えており、

つまり基準となる炭酸ガスの1700倍もの温暖化効果を持っ

ています。そのため GWP がより小さい冷媒として

R1234yfやR32、R1234ze(E)などが開発され、有力な

代替候補冷媒として期待されています。その反面、これらの

冷媒はわずかながらも燃焼性をもつため微燃性冷媒と呼ばれ

ています。地球環境問題としてのGWPとフィジカルハザー

ドとしての燃焼性の関係は、図１に示すようなトレードオフ

の関係にあるといえます。これらの冷媒が定置用空調機器に

搭載された際のリスク管理のためには、これらの冷媒の燃焼

性や爆発性などのフィジカルハザードを明確にする必要があ

ります。そこで本研究では、微燃性冷媒の燃焼性・爆発性を

実験的に評価するとともに、実際の居住空間において発生し

うる事故シナリオとして、暖房機器や、サービス・据え付け

時のバーナー等による火災危険性を明らかにすることを目的

としています�

�

2. 燃焼爆発影響評価�

　作業不良や、経年劣化等による配管破損箇所等から、室内

等に漏洩した微燃性冷媒が、漏洩空間内の着火源により着火

した場合の燃焼影響・爆発影響を検討・評価しています。微

燃性冷媒は燃焼速度が10cm/s以下の低い燃焼速度を持つ

ため、万が一着火して燃焼が伝播する時には火炎面が浮力の

影響で浮き上がっていく現象が顕著に現れます。微燃性冷媒

の基礎的な燃焼・爆発特性を明らかにするため、燃焼実験で

は浮力の影響を観察できる大容量の密閉型の球形燃焼容器を

用いてR32やR1234yfといった微燃性冷媒の燃焼挙動や

圧力変動を高速度カメラや圧力センサなどの計測装置を用い

て観察する実験を行っています。また、一部の微燃性冷媒に

は、湿度・温度の影響により燃焼特性が大きく変化するもの

もあり、特に夏期には高温多湿となる日本においては非常に

重要な評価項目となります。湿度と温度を制御した環境での

燃焼実験を行い、湿度と温度が燃焼挙動にあたえる影響を明

らかにする研究も実施しています。�

　燃焼実験で得られる燃焼時の最高到達圧力であるピーク圧

や、燃焼時の圧力上昇の最高速度から、爆発の激しさを示す

指標（爆発強度指数　 ）を評価して他の可燃性ガスとの間

で燃焼特性を比較することで微燃性冷媒の燃焼・爆発による

リスク評価を行っています。これまでの評価では、R32や

R1234yf, R1234ze(E)に関しては、　 値に注目する限り

では、例えばNFPA68(2007)に示されているアンモニア

の　 値と同等かそれ以下と評価されています。今後は　 値

を指標として爆発威力の低減効果を検討可能にすることを目

標にしています。また冷媒の基礎的燃焼特性の評価結果を、

より現実的な条件での安全性評価に反映して実規模における

影響評価を可能にする必要性があり、微燃性冷媒の燃焼シミ

ュレーションの実現により実験的評価が困難な実規模評価が

行えるよう研究を進めています。�

�

3. 今後の展開�

　具体的な事故事例を想定した安全性評価として、たとえば

空調機器とヒーター式の暖房機器などを同時使用中に冷媒が

漏えいした場合に暖房機器が着火源となる危険性評価や、空

調機器のサービスや据え付け作業時に冷媒が漏えいしてライ

ターなどの着火源がある場合の危険性評価など、事故シナリ

オに基づいた安全性評価を目指した研究が別途実施されてい

ます。これらの研究結果を整理・統合し、より現実的な規模

や漏えい条件での安全性評価を行えるよう連携して研究を進

めていきます。これらの研究成果は微燃性冷媒を空調機器に

適用するにあたってのガイドラインの策定等に寄与するもの

と期待されています。�

�

謝辞�

　本研究はNEDO委託事業「高効率ノンフロン型空調機器

技術の開発」の一環として平成23年度から実施されており、

関係者各位に深く感謝いたします。�
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爆発利用・産業保安研究グループ　佐分利 禎�

�

100 ms            200 ms           300 ms          400 ms

図１　トレードオフ関係�

  図2　微燃性冷媒の火炎面伝播挙動　(R32 f1.2).
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支燃性ガスの燃焼・発火危険性評価�
爆発利用・産業保安研究グループ　松木 亮�

1. はじめに�

　石油精製、石油化学工業や半導体製造等に代表される化学

産業では、技術の高度化によりこれまでになく様々な種類の

ガスの利用が必要となってきています。また原料のみではな

く、取扱いに係るコストや大気汚染リスク等の要因を考慮し、

従来用いられてきたガスの代替、あるいは化学プロセス効率

化のために新規ガスの導入が進められており、その動きは今

後さらに加速すると考えられます。高圧ガス設備の事故件数

は増加傾向にあり、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です。�

　特に近年、支燃性ガスが要因となる大きな事故が報告され

ています。支燃性ガスとは、最も馴染みのある酸素ガスの様

に、可燃性ガスや可燃物と化学反応し燃焼を起こす物質です。

支燃性ガスに起因する事故の防止のためには、漏えいや可燃

性ガスとの混合の他、配管や設備内の物質との反応に十分な

注意を払うことが重要です。しかし、支燃性ガスが可燃性ガ

スや可燃物との反応により燃焼・爆発する条件や、その燃焼

性（支燃性ガスの視点から、「支燃性」と呼ぶこともありま

す）を評価する手法が確立しておらず、これまでの事故等の

経験に基づく管理がなされているのが現状です。当グループ

では、支燃性ガスの燃焼性や発火性を評価するための方法を

開発し、様々な支燃性ガスについて危険性評価研究を行って

います。�

�

2. 燃焼・発火危険性評価�

　支燃性ガスの燃焼性を評価するにあたり、その評価基準が

問題となります。可燃性ガスの分類の場合は、空気との混合

を想定し、空気中の酸素と反応し燃焼を起こす上限から下限

までの濃度範囲を一つの指標としています。また、可燃性ガ

スの燃焼危険性の評価では、可燃性ガスと空気の混合気体の

火炎が伝播する速度も重要とされています。一方で「支燃性」

は、反応相手である可燃性ガス・可燃物の種類や濃度などに

依存するため、明確な評価基準が存在しません。そこで私た

ちは、燃焼の化学反応機構を明らかにすることで、特定の条

件に限定しない支燃性評価の実現を目指しています。具体的

には、どのような化学反応が起きて燃焼に至るのか、その過

程を解明することで、多様な条件下における燃焼の特性を予

測できる化学反応モデルの構築を行っています。そのモデル

を構築するために、様々な支燃性ガス／可燃性ガスの混合気

体について火炎伝播速度の計測実験を実施しました。以下に

その概要を記します。�

　ガスの火炎伝播速度の測定には様々な方法があります。今

回は、毒性が高く取扱いが難しいものも含む多様な支燃性ガ

スに対応するために、密閉式の球形爆発容器（図１）を用い

た試験を行いました。この試験では、試料気体を容器内に封

入し、中心に設置した電極に高電圧を印加し放電させること

で火炎を発生させ、その火炎が球形に伝播する様子を圧力測

定と高速撮影により観察することで、火炎の伝播速度を求め

ます。これまで、フッ素、三フッ化窒素、塩素、窒素酸化物

などの支燃性ガスと、水素、メタン、プロパンなどの可燃性

ガスの組み合わせについて試験を実施しています。試料の組

成や試験条件は必ずしも網羅的ではありませんが、それらの

結果を再現できる化学反応モデルを構築することで、未知の

組成・条件であっても燃焼性を予想できるようになります。

さらに、燃焼に至る化学反応の道筋を辿ることによって、ガ

スの化学構造がどのように支燃性に影響を与えるか、という

ことが解析できます。�

　また、支燃性ガスが固形可燃物（シール材として用いられ

る樹脂材料等）と接触した際の発火性に関する試験も行って

おり、空気中での発火性と異なる挙動を示す支燃性ガスが存

在することが分かってきました。この現象も化学反応の観点

から説明できると考えられ、解析を進めているところです。

このような研究によって、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。�

�

謝辞�

　本研究は、平成24年度および25年度経済産業省委託石油

精製業保安対策事業（高圧ガスの危険性評価に関する調査研

究）の一部として行いました。�

�

図1　火炎伝播速度計測用球形爆発容器�
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ガス爆発事故の爆発影響評価研究�
爆発利用・産業保安研究グループ　椎名 拡海�

1. はじめに�
　乗用車やトラック等の車両に用いる環境負荷の小さい新た

な燃料として、水素やジメチルエーテル（DME）といった

高圧ガスの利用が検討・実施されています。また近年、高圧

ガス設備の爆発事故は増加傾向にあり、4年前の東日本大震

災のコンビナート火災では、これまで日本では起こっていな

かった規模の容器爆発事故がありました。これらの新規燃料

を含む可燃性高圧ガスの取り扱いにおける安全性評価や、万

が一の事故の際の影響評価を適切に行い必要な安全化策をと

ることは、経済と環境を両立するグリーンイノベーションを

推進する上でとても重要です。�

　可燃性ガスの着火事故としては、配管等の内部で酸素等の

支燃性ガスと混合する比較的特殊な状況を除くと、配管等か

ら可燃性ガスが漏洩し空気と混合して着火する事故と、容器

や配管が外部の火災等で加熱して破裂し、大量の可燃ガスと

空気が混合しながら爆発・燃焼する事故があります。また前

者の漏洩着火事故では、漏洩開始後に十分な時間が経過して

可燃性ガスが高濃度で滞留してから着火した場合には爆発事

故となり、継続的な漏洩箇所に着火が起こった場合は継続的

な燃焼火災事故となります。�

　当グループでは石油精製業保安対策事業（高圧ガスの危険

性評価のための調査研究）の一部として、これらの爆発事故

のうち漏洩後の爆発事故を想定した予混合爆発現象について、

実験と数値シミュレーションによる研究を行いました。�
�

2. 予混合爆発における火炎の加速�
　可燃性ガスが空気とあらかじめ混合してから着火が起こる

予混合爆発の影響のうち、爆風圧の影響はあらゆる方向に比

較的遠くまで届くため、その威力を適切に評価することは重

要です。爆風の威力は予混合気中を火炎が伝播する火炎伝播

速度に大きく影響を受けるため、ガス種やその濃度、規模等

の火炎伝播速度に影響を与える条件を変えながら、爆発実験

を行いました。実験は、一辺50cm、1m、2m、3mの立

方体の金属枠の床面に鋼板、残りの5面にビニルシートを

張った開放型反応容器を用いて行い、水素・プロパン等の燃

料の導入量を変えながら空気と混合して濃度の異なる予混合

気を調製しました。点火は容器の中心に設置した電極での放

電により行い、火炎伝播速度を測定するため高速度カメラで

火炎伝播の様子を観測するとともに、容器外に伝播する爆風

圧の計測を行いました。球形の予混合火炎は球径が大きくな

るにつれ火炎伝播速度が加速することが知られていますが、

この実験ではガス種やガス濃度によって火炎伝播の加速の度

合いに違いが見られることが観測されました。これらの加速

度合いの違いは、火炎面積を増大させ加速の要因となる火炎

の不安定性の違いに起因しているため、既燃ガスの体積膨張

に起因する流体力学的不安定性や、分子拡散による不安定化

が熱伝導による安定化効果より強い場合に生じる拡散・熱的

不安定性を考慮した数値シミュレーションにより、この加速

の度合いの再現を行いました。�
�

3. 壁面や障害物の効果�
　漏洩爆発事故が起きる際、爆風をさえぎる壁面や漏洩箇所

周辺にある構造物も周囲に伝わる爆風圧に影響を与えます。

そこで壁面や障害物を設置して爆発実験を行い、それらが火

炎伝播現象や爆風圧に与える影響を観測しました。壁面の効

果を調べる実験では、一辺2mの金属枠を持つ立方体の開

放型反応容器の壁面や天井面に、ビニルシートの代わりに鋼

板を設置して壁面の数を換えながら爆発実験を行いました。

爆風が壁面近傍を通過した後に壁面背後に回り込むことは知

られていますが、この実験では回り込みの程度や爆風の伝播

方向以外に設置された壁面の効果が観測されました。障害物

の効果を調べる実験では、一辺1mの金属枠を持つ立方体

の開放型反応容器の内部に箱形や円筒形の障害物を設置して

実験を行いました。火炎面が障害物に近づく際に伝播速度が

減少する様子と障害物近傍を通過する際に加速する様子が観

測されました（図１）。�
�

謝辞�
　本研究は、石油精製業保安対策事業（高圧ガスの危険性評

価のための調査研究）の一部として、東京大学大学院工学系

研究科工学系等安全衛生管理室　茂木俊夫准教授、爆発研究

所　吉田正典博士、山形大学工学部物質化学工学部　桑名一

徳准教授、アドバンスソフト株式会社　富塚孝之博士（研究

時期順）と共同して行いました。�
�

図１　水素・空気予混合火炎が柱状障害物を�
　　  通過する様子（6ミリ秒間隔）�
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社会とLCA研究グループ　本下 晶晴�

　日本LCA学会主催のThe 11th International Conference 

on EcoBalance(EcoBalance 2014)（開催期間：2014年

10月27日－30日）がつくば国際会議場にて開催されました。

本国際会議は1994年以降隔年で開催され、LCAに関わる研

究成果を国内外の参加者が報告・議論する学術会議であり今

回で11回目を迎えました。世界26カ国から319名が参加し、

特別セッションおよびポスターセッションを含め全21のセッシ

ョン（口頭発表件数133件、ポスター発表件数125件）が3日

間で行われました。トピックとしては、LCAのベースとなる手法

論やツール開発から、関心が高まっているサプライチェーンの

リスク管理、行動分析や政策立案、ならびに見える化技術など、

基盤となる手法論からその社会での実装に向けた応用展開と

そのためのツールの開発など幅広い分野での活動や成果が報

告されました。特に、今回の会議では産業界などでのビジネス

における実務の中での持続可能性に向けて何ができるかを主

眼においた特別セッションが構成され、化学、農業・食品、ICT、

素材、資源など分野に特化した持続可能性や、実務における製品・

組織の評価からビジネスチャンスへライフサイクル思考を活用

するための方向性や課題についても活発に議論されました。

基盤技術となるLCAの手法論開発だけでなく、実務における

ビジネスチャンスを生み出すために評価技術がどのように活用

していけるかというチャレンジに対する期待が高いことが感じ

られ、今後も我々の開発する評価技術が製品・組織・サービス

の持続可能性評価の実務に役立てるように、実務に携わる方々

と連携して世界をリードする持続可能性評価のための研究を

より一層推進していきたいと考えております。�

国際会議参加報告�

リスク評価戦略グループ　竹下 潤一�

　2014年の11月9日－14日に、Vancouver（カナダ）にて

第35回SETAC北米大会が開催されました。SETACは環境

毒性及び環境化学の国際学会であり、今回はウォーターフロン

トの見晴らしの良いコンベンションセンターが会場でした。私

は複数の化学物質等に暴露した際の影響（複合影響）を予測す

るモデルのひとつである用量加算法に関する統計的検定につ

いてポスター発表を行いました（加茂主任研究員、（一財）化学

物質評価研究機構との共著）。本大会においても、金属の複合

影響に関するビジネスミーティングやセッションが企画され、複

合影響について国際的な関心の高まりが感じられました。複合

影響評価に関して、欧米では民間の参入も多く、国を挙げてケ

ーススタディを実施しています。そのため本大会においても、

主に生態毒性に関する試験を壮大な規模で行い、得られた膨

大なデータを基に活発な議論が行なわれました。一方で日本

では、昔からやや関心はあるものの、あまり研究が進んでおら

ず欧米に比べかなり遅れているのではないかと危機感を持ち

ました。国内外において複合影響評価はチャレンジングな課題

と言われることも多く、いろいろなバックグランドをもつ研究者

が一体となってとり組むべき大きな研究課題だと思います。そ

こで今回筆者らが発表した研究成果を発展させることで、複合

影響評価のための統計的解析手法の構築という観点から、国

内外の議論に貢献できればと考えております。�

SETAC North America 参加報告�

リスク評価戦略グループ　蒲生 昌志�

　2014年12月7日－11日に米国デンバーで開催されたリ

スク解析学会に参加しました。少しジョギングすると息が切れ

てしまい、1600mを超えるこの街の標高を実感しました。�

　リスク解析学会はユニークな学会です。私の主な関心事で

ある化学物質やナノ材料はもちろん、地球環境、自然災害、病

原微生物、セキュリティ、リスク認知やコミュニケーション、意思

決定など、多様な「リスク」のトピックが一堂に会していて、いま

何がホットなのかを知ることができます。�

　化学物質リスク評価では、手法の高度化・精緻化もさること

ながら、「fit-for-purpose（評価方法を評価目的に合わせる）」

「課題設定から評価に至る公衆・関係者の関与」という新しい

潮流が印象的でした。これらは、この分野を長く牽引してきた

米国EPA（環境保護庁）が「意思決定に資する人健康リスク評

価のフレームワーク（2014）」の中で重要なキーワードとし

て位置付けたものです。�

　我々もリスク比較や費用効果分析を行うにあたっては評価

方法の「fit-for-purpose」を主張してきました。一方、「公

衆・関係者の関与」にどう取り組むかは今後の課題だろうと

思います。�

リスク解析学会SRA (Society for Risk Analysis) �
2014 Annual Meeting 参加報告�

The 11th International Conference on EcoBalance�
（EcoBalance 2014）参加報告�
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第5回エネルギー物質とその利用に関する国際シンポジウム�
(ISEM2014)参加報告� 爆発利用・産業保安研究グループ　久保田 士郎�

　2014年11月12日－14日まで、福岡県福岡市東区西戸崎

のザ・ルイガンズにて開催されたISEM2014 (The 5th 

International Symposium on Energetic materials and 

their Applications) に参加しました。本会議は3年毎に火

薬学会が主催しており、火薬類や高圧ガスを含む高エネルギ

ー物質に関連する基礎研究と産業応用に関する幅広いテーマ

の最新研究動向について、世界各国の科学者と技術者が情報・

意見交換をする機会を提供することが目的としています。当

部門のフィジカルハザード評価に関係する研究グループの主

要学会でもあります。セッションはPlenary（4件）、爆風、

プロペラント、着火、グリーン・プロペラント、合成、爆轟、

ハイブリットロケット、熱分析、安全で構成され、一般口頭

60件、ポスター47件の発表がありました。3室でパラレ

ルに進行し、3日間で22セッション、ポスターセッション2

セッションが実施されました。�

�

　爆発利用・産業保安研究グループの久保田士郎主任研究員、

佐分利禎主任研究員、および山下晃史リサーチアシスタントが、

2014年11月12日－14日に福岡市で開催されたISEM 2014

（The 5th International Symposium on Energetic materials 

and their Applications）にて“The Excellent Oral Presentation 

Award”を受賞しました。受賞対象となった発表はそれぞれ、

“Numerical simulation of shock wave propagation for 

system consisting of explosive pellets and inert disks”、

“Experimental studies on debris hazards from 

explosions in subsurface magazines (II)”、“Study on 

auto-ignition mechanism of high pressure hydrogen jet 

into a tube using a plunger system”です。�

　リスク評価戦略グループの内藤航主任研究員が、2014年

12月7日－10日に米国コロラド州・デンバーで開催された

2014年 SRA (Society for Risk Analysis)年会にてベスト

ポスター賞を受賞しました。この賞は、会参加者の投票により

選ばれ、約200のポスター発表のうち3名が受賞しました。

発表題目は「Assessing doses from external radiation 

using a personal dosimeter in areas affected by the 

Fukushima Daiichi nuclear plant accident（福島第一原発

事故により影響を受けた地域における

個人線量計を用いた外部被ばく線量の

評価）」で、個人線量計 (D-シャトル )

とGPS/GIS技術を用いて個人線量と

空間線量（航空機モニタリング）、個

人の行動パターンとの関係を評価した

研究です。�

�

受賞報告�
　リスク評価戦略グループの加茂将史主任研究員が、2014年

度の日本環境毒性学会CERI学会賞を受賞しました。CERI学会

賞とは、化学物質評価研究機構 (CERI)の事業に関連した研究分

野において優秀な研究成果を挙げた研究者に、環境毒性学会を

通して授与する賞で、今回が記念すべき第1回目となります。

賞状は2014年9月11日に富山で開催された第20回日本環

境毒性学会研究発表会総会で授与されました。受賞テーマは「金

属の生態毒性予測モデルと生態リスク評価に関する研究」で、

加茂がこれまでに従事した一連の化学

物質の生態リスク評価、特に金属の生

態リスク評価手法の開発が高く評価され、

受賞となりました。�


