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新研究員紹介

編集後記 　今号では、水素関連の研究に関する
特集を企画しました。産総研ではエネル

ギー媒体としての水素に関する研究が多方面から行われてお
り、安全科学研究部門では安全利用のための評価研究を実施
しています。水素の安全利用に係る課題は多岐にわたります。
今号の特集では部門における取組みの概要と、最近の研究例
を２つ取り上げました。次号では水素キャリアの評価を中心とし

た特集をお届けする予定です。今号と合わせ、我々の取組みを
知っていただく一助となれば幸いです。
　フィジカルハザード評価のための爆発実験を実施する度に、
水素は広い燃焼範囲と極めて着火しやすい性質、そして強い爆
発威力を持つ、おっかない物質であることを実感します。故に
真摯な研究を通して着実に成果を発信することが、我々の使命
であると感じています。　　　　　　　　　　　　 （松木 記）

　７月１日付でTIA推進センターよりまいりました塚原と申しま
す。私の専門はバイオマスの生物学的変換技術で、中国セン
ターに設置されていたバイオマス研究センターおよびバイオマス
リファイナリー研究センターにおいて、エタノール発酵、メタン
発酵、合成ガス発酵法の研究をしておりました。バイオマスは
再生可能資源として注目され、温室効果ガス排出削減の観点
からも、エネルギー利用およびマテリアル利用のための要素技
術の研究開発が進められていますが、その実用化には各要素
技術をシステムとして最適化することが必要となるため、LCA

が有力なツールとして利用されています。バイオマス利活用で
はその特性に応じたシステム構築が必要であり、さらなるデー
タの解析、蓄積が求められていることから、今後、各変換技術
別に、導入効果を判定するための評価指標を整備することに取
り組んでいきたいと考えています。また、導入システムが定着
するためには、市場環境整備および経済的インセンティブ策の
推進に加え、社会的受容性の向上が重要となりますので、持続
可能性評価手法の開発についても取り組んでいきたいと考えて
います。

社会とLCA研究グループ　塚原建一郎

平成27年春の叙勲　受章報告

　大気モデルADMER Ver.3.0と河川モデルSHANEL Ver.3.0を公開しました。詳しくは部門のウェブサイトをご覧ください。

　安全科学研究部門の大屋正明名誉リサーチャーおよび藤原修
三名誉リサーチャーが、平成27年春の叙勲において瑞宝小綬
章を受章しました。
　大屋名誉リサーチャーは、2001年まで工業技術院資源環境
技術総合研究所の熱エネルギー利用技術部長として、燃焼を基
礎とするエネルギーの有効利用に関する研究を先導してきまし
た。独立行政法人産業技術総合研究所発足後は、技術情報部
門総括主幹、研究コーディネーターとして、産総研全体の管理
運営に寄与しました。退職後も爆発安全研究センターの特別研
究員、安全科学研究部門の招聘研究員、特別顧問を歴任し、
後進の指導をして高圧ガス関連の法規制の整備や安全利用技
術の発展のために貢献しました。また、日本燃焼学会の理事、
監事、日本エネルギー学会の評議員も務め、外部にも貢献して

きました。
　藤原名誉リサーチャーは、2001年まで工業技術院物質工学
工業技術研究所の極限反応部長として、火薬類を主とするエネ
ルギー物質の法規制の整備、新規物質の開発や安全利用技術
に関する研究を先導してきました。独立行政法人産業技術総合
研究所発足後は初代環境安全管理部長として産総研全体の安
全管理に寄与しました。2002年からは爆発安全研究センター
長として、火薬類、高圧ガス関連の研究を統括し、退職後も安
全科学研究部門の特別顧問として、後進の指導をして火薬類、
高圧ガス類の法規制の整備や安全利用技術の発展のために貢
献しました。また、火薬学会の理事も務め、外部にも貢献して
きました。

お知らせ

水素は炭化水素系の燃料はもとより、水の電気分解やバイオマスなどからでも作り出すことが
でき、燃焼や燃料電池で利用しても二酸化炭素を排出しません。これらの性質が注目され、特に
東日本大震災以降、エネルギーのキャリアとして注目されつつあります。平成26年4月に発表さ
れたエネルギー基本計画においても、10項目の重要施策の内の1として「安定供給と地球温暖
化対策に貢献する水素等の新たな二次エネルギー構造への変革」として取り上げられており、こ
れを受けて、同年の6月には水素・燃料電池戦略協議会において「水素・燃料電池戦略ロードマッ
プ」が取りまとめられています。この水素社会に向けた最も身近な兆候としては、やはり燃料電
池自動車の発売と、水素ステーションの開業開始だと思います。トヨタ自動車が燃料電池自動車
を発売したニュースは多くの方々が耳にし、実際に公道をすでに燃料電池自動車が走っていると
いうことにより、水素が燃料となりうるということを一般の方々にも認識いただけていることと思
います。

現在、産総研ではエネルギー・環境領域を中心に多くの研究者が水素の研究に取り組んでい
ます。産総研の水素研究の取り組みの歴史は古く、オイルショックのころからの歴史があると聞い
ています。小職は産総研（正確には機械技術研究所）に入所して20年を超えますが、そのころ
にはすでにエンジン式（水素タンクは当時物質研が開発した水素吸蔵合金）と燃料電池式の水
素自動車の開発が筑波と関西で行われておりました。現在は、つくばで、水素脆化に強い高強度
材料や、水素吸蔵合金等の水素タンク材料の研究、固体高分子膜を利用した水の電気分解の研
究、液体水素も視野に入れた極低温技術の研究、固体酸化物燃料電池の研究（小型実用機の
研究は中部センターでも実施）、水素の純度を飛躍的に向上するための膜の研究を、関西センター
を中心に固体高分子形燃料電池の研究を、また、産総研が新しく設立した福島再生可能エネル
ギー研究所においては、メチルシクロヘキサンやアンモニア、液体水素等の水素キャリアに関わる
研究、再生可能エネルギーを水素にして平準化のために利用するシステム研究を行っています。

安全科学研究部門においても、これまで燃料電池自動車用の水素ステーションの普及の最重要
課題である、安全性の規制に関わる重要なデータを提供してきたとともに、現在、水素キャリア
のライフサイクル評価やその導入による日本の長期的エネルギー需要への影響評価を創エネル
ギー部門と共同で、また各キャリアの安全性に関わる研究を行ってきていると聞いています。水素
社会の実現においては、各要素技術の開発はもちろん重要ですが、これらシナリオの検討や安全
に関わる研究開発は、新しいエネルギーシステムの導入においては非常に重要で、安全を担保し
つつ技術の普及を図るためには必要不可欠と考えられます。今後、水素社会実現のために、どん
な形であれば、どこまで一般ユーザーの近くで利用できるのかも含め、その安全性と共に、経済
性や二酸化炭素排出量の削減効果の明確化、安心へのアプローチなど、安全科学研究部門への
期待は大きいと感じています。

産総研における水素研究と安全科学研究部門への期待

再生可能エネルギー研究センター
副研究センター長　古谷博秀
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特集：水素安全利用のための研究

安全科学研究部門　匂坂正幸
安全科学研究部門における水素安全利用のための研究

１． はじめに
　経済産業省の「水素ネットワーク構築導管保安技術調査」
事業（平成23-27年度）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係る安全
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、平成23年度にスタートしました。
言い換えると、都市ガスのように水素を導管から一般家庭に供
給するために必要な安全基準や安全な工法を明らかにし、法規
制に反映しようという事業です。
　全体を取りまとめる「総合調査」は、一般社団法人日本ガス
協会が委託を受け、その下で必要に応じて少しずつテーマを変
えながら毎年3-4件の調査事業が行われてきました。その中で
当部門は、「水素漏えい・拡散挙動調査」（平成23年度）、「水
素拡散挙動調査」（平成24年度）、「水素置換挙動調査」（平
成25年度）、「水素拡散挙動調査」（平成26-27年度）と担当
してきました。
　ここでは、それぞれの調査の概要をご紹介します。

２．水素漏えい・拡散挙動調査（平成23年度）
　最初に実施したのは、一般家庭に供給する前の段階である
本支管での、「中低圧の水素のパイプライン供給を想定した場
合に考え得る水素の漏えい挙動、水素の拡散挙動、水素の着
火影響および水素の静電気着火に係る調査」でした。近年、
水素社会構築に向けた水素ステーションの法規制の整備のため
に、40 MPaや80 MPaといった高圧での水素の漏えい、拡散、
着火挙動について調査され、当部門でもその一部を担い、デ
ータが整備されてきましたが、本事業では、2.5 kPa、10 
kPa、15 kPa（いずれもゲージ圧）といった低い圧力での調
査を行いました。
　水素の漏えい拡散挙動に関しては、当部門で所有する大型
可燃性ガス風洞を用いて、上述の圧力で孔径0.8 mmと2.0 
mmのピンホールから水素を漏えいさせ、水素圧力と漏えい量
との関係、シャドウグラフによる拡散挙動の可視化（図１）、水
素濃度の距離減衰挙動などを計測しました。同じ条件で漏えい
した水素に点火し、炭酸水素ナトリウムで炎に着色して、高速
度カメラを用いた火炎の挙動と火炎長の計測と輻射熱、爆風圧
の計測を行いました。また、静電気着火の抑制方法の検討の
ために水素の流量や湿度変えた着火実験を行いました。これら
のデータは、万が一の漏えい事故の際にどのような範囲が危
険になるかを事故対応に当たる事業者が推定し、どのように危

険度を下げれば良いかを検討するための資料として活用可能で
す。

  

３．水素拡散挙動調査（平成24年度）
　翌年はより高い圧力（100 kPa、300 kPaを追加）、より大き
な孔径（5 mm、10 mmを追加）での拡散挙動と着火影響の
調査を行いました。水素の拡散範囲は大きくなりますし、火炎
長も大きくなりますので、産総研の所内では実験ができず、鉱
山のたい積場を借用して、野外実験を行いました。このような
大規模な野外実験を安全に実施できるのも当部門の強みです。
　拡散挙動は、一辺3 mの立方体のやぐらを組み、24個の水
素センサーをワイヤーで吊すなどして設置して、計測を行いまし
た。その結果、上方に向かって水素が漏えいした場合、噴出
速度が大きいと水平方向の漏えい孔近傍では水素が検出され
にくく、上方に水素濃度が高い領域が存在する可能性が示され
ました。また、着火時の火炎長は、300 kPaで10 mmの孔か
ら噴出した際には、4 mを超えることが明らかになりました（図
2）。

 

爆発利用・産業保安研究グループ長　和田有司
水素ネットワーク構築導管保安技術調査

図１　圧力15kPaG、孔径2.0mm、風速3m/s（左向き）の
　　　水素漏えい挙動（下部より漏えい）

図２　火炎画像の例（炭酸水素ナトリウムで炎に着色）
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１． はじめに
世界規模でのエネルギー消費の増加、化石燃料使用による

地球温暖化ガス排出に伴う気候変動、などに対処する一つの
方策として水素エネルギー利用が多くの国々で検討されていま
す。水素を媒体としたエネルギーシステムの構築はわが国でも
WE-NETなどで長い間検討が進められてきました。現在、再
生可能エネルギーの実用性が高まり、その制約を補完する可能
性が浮上して、水素利用に関して活発な研究開発、議論に取
り組まれています。さらに水素は宇宙規模でも存在度の高い元
素で、今後の宇宙空間の開発、利用を含めて持続性に寄与す
る可能性もあり、夢や期待を膨らませることができる課題とも
言えます。

一方、国民の安全、安心を追求し、それに必要な評価研究
を主眼に据えている安全科学研究部門の使命として、水素エネ
ルギーの安全な利活用、それに伴う持続可能な社会の構築は、
部門の主体となるミッションと位置づけられ、国家的なプロジェ
クトに参画するなど、取り組みを進めているところです。

それらプロジェクトの中での具体的な研究内容については、
担当研究者から今号、次号で概要をご紹介することにしていま
す。ここでは、部門のこれまでの研究ポテンシャルと、最近取
り組んでいる関連の課題の位置づけをご紹介します。

２．安全科学研究部門での水素安全研究
2.1　爆発安全

一般的に水素利用で大きな懸念材料となっているのが、水素
の燃焼・爆轟濃度範囲の広さ、小さな最小発火エネルギーか
らくる爆発のしやすさ、そして爆発威力です。それらは水素ス
タンドの立地をはじめ、施設、設備の制約へと通じています。
安全科学研究部門では爆発安全研究センターから引き継ぐ、
爆発評価、被害予測、安全対策に関する専門家を擁し、その
研究を進展して水素利用のフィジカルハザード評価面から貢献
を図っています。特に水素ステーションの安全確保、水素供給
配管の埋設作業の安全対策など、実験と解析を通じて具体的
な指針を確立し、行政施策に必要な技術的知見を提供している
ところです。
2.2　地球温暖化対策としての寄与
　水素自体の低炭素性は認められますが、ライフサイクルを通
じた二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出削減の効果
は、特に水素製造段階、貯蔵・輸送段階を含めて定量的な確
認が必要であり、一層の排出削減に向けて有効な技術開発、
制度整備が期待されています。産総研では、その発足時にライ
フサイクルアセスメント研究センターが設立され、その研究は安

全科学研究部門へと引き継がれ、発展させてきています。その
評価経験、データ、ノウハウを駆使して、ライフサイクルでの
地球温暖化影響評価を実施し、最適化された精製、輸送、貯
蔵、エネルギー代替や、温・冷熱の有効な活用などを通じて、
更なる温室効果ガスの排出削減に必要な方法の提言を目指し
て、国家的なプロジェクトに参画しているところです。また、環
境側面からの評価を主体に発展させてきたライフサイクルアセ
スメントから、経済、社会側面へと拡大された評価を指向し、
技術評価として受容性の高い成果の発信を目指して取り組んで
います。
2.3　エネルギー源としての可能性
　エネルギーシステム研究のなかで、水素がどのように位置づ
けられ、世界の中で展開されるか見通し、前掲の技術評価へ
の情報を明示する調査、分析を行っています。具体的にはエネ
ルギーインフラ形成、関連技術開発の時間的展開、エネルギー
全般の需給を包括的にとらえ、システム分析を通じて実態を強
く意識して評価、提言をめざした研究を推進しています。この
成果は、プロジェクトの実施に対して還元され、確かな方向を
照らす役割が期待されています。
2.4　リスク評価
　水素社会を目指す中で、リスクと便益の的確な判断が求めら
れています。社会での受容性を科学的に判断し、必要なリスク
低減の方向を提案、採用することが水素社会の一層の浸透、
安心社会の構築に必要な要素であると理解されます。
　これまで、化学物質のリスク評価で積み上げてきた実績を基
盤に、水素キャリアの候補として具体的に挙げられているアン
モニアやメチルシクロヘキサン（MCH）などのヒト健康リスク
評価、都市地域での爆発と化学物質漏洩のリスク評価など、
これまでの知見を一層進展させ、科学性、透明性の高い情報
発信を通じて社会に貢献することを目指しています。

３．おわりに
　燃料電池への安全、安心な水素供給は差し迫った課題として
顕在化しているといえます。さらには直接燃焼、工業的利用な
ど、低炭素社会への要請から、需要増大の方向が見込まれ、
安全を犠牲にすることなくそれらを実現する技術開発を進める
必要があります。安全科学研究部門では、水素利用に拡大に
伴う、ハザード、資源枯渇も含めた環境影響、社会システム全
般の影響を見通し、必要な技術開発、制度整備を提言する組
織として、社会の負託に応えることが任務と認識しています。
　今後とも課題のさらなる前進に向け、読者の皆様からのご支
援、意見交換を期待しております。
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特集：水素安全利用のための研究

安全科学研究部門　匂坂正幸
安全科学研究部門における水素安全利用のための研究

１． はじめに
　経済産業省の「水素ネットワーク構築導管保安技術調査」
事業（平成23-27年度）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係る安全
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、平成23年度にスタートしました。
言い換えると、都市ガスのように水素を導管から一般家庭に供
給するために必要な安全基準や安全な工法を明らかにし、法規
制に反映しようという事業です。
　全体を取りまとめる「総合調査」は、一般社団法人日本ガス
協会が委託を受け、その下で必要に応じて少しずつテーマを変
えながら毎年3-4件の調査事業が行われてきました。その中で
当部門は、「水素漏えい・拡散挙動調査」（平成23年度）、「水
素拡散挙動調査」（平成24年度）、「水素置換挙動調査」（平
成25年度）、「水素拡散挙動調査」（平成26-27年度）と担当
してきました。
　ここでは、それぞれの調査の概要をご紹介します。

２．水素漏えい・拡散挙動調査（平成23年度）
　最初に実施したのは、一般家庭に供給する前の段階である
本支管での、「中低圧の水素のパイプライン供給を想定した場
合に考え得る水素の漏えい挙動、水素の拡散挙動、水素の着
火影響および水素の静電気着火に係る調査」でした。近年、
水素社会構築に向けた水素ステーションの法規制の整備のため
に、40 MPaや80 MPaといった高圧での水素の漏えい、拡散、
着火挙動について調査され、当部門でもその一部を担い、デ
ータが整備されてきましたが、本事業では、2.5 kPa、10 
kPa、15 kPa（いずれもゲージ圧）といった低い圧力での調
査を行いました。
　水素の漏えい拡散挙動に関しては、当部門で所有する大型
可燃性ガス風洞を用いて、上述の圧力で孔径0.8 mmと2.0 
mmのピンホールから水素を漏えいさせ、水素圧力と漏えい量
との関係、シャドウグラフによる拡散挙動の可視化（図１）、水
素濃度の距離減衰挙動などを計測しました。同じ条件で漏えい
した水素に点火し、炭酸水素ナトリウムで炎に着色して、高速
度カメラを用いた火炎の挙動と火炎長の計測と輻射熱、爆風圧
の計測を行いました。また、静電気着火の抑制方法の検討の
ために水素の流量や湿度変えた着火実験を行いました。これら
のデータは、万が一の漏えい事故の際にどのような範囲が危
険になるかを事故対応に当たる事業者が推定し、どのように危

険度を下げれば良いかを検討するための資料として活用可能で
す。

  

３．水素拡散挙動調査（平成24年度）
　翌年はより高い圧力（100 kPa、300 kPaを追加）、より大き
な孔径（5 mm、10 mmを追加）での拡散挙動と着火影響の
調査を行いました。水素の拡散範囲は大きくなりますし、火炎
長も大きくなりますので、産総研の所内では実験ができず、鉱
山のたい積場を借用して、野外実験を行いました。このような
大規模な野外実験を安全に実施できるのも当部門の強みです。
　拡散挙動は、一辺3 mの立方体のやぐらを組み、24個の水
素センサーをワイヤーで吊すなどして設置して、計測を行いまし
た。その結果、上方に向かって水素が漏えいした場合、噴出
速度が大きいと水平方向の漏えい孔近傍では水素が検出され
にくく、上方に水素濃度が高い領域が存在する可能性が示され
ました。また、着火時の火炎長は、300 kPaで10 mmの孔か
ら噴出した際には、4 mを超えることが明らかになりました（図
2）。

 

爆発利用・産業保安研究グループ長　和田有司
水素ネットワーク構築導管保安技術調査

図１　圧力15kPaG、孔径2.0mm、風速3m/s（左向き）の
　　　水素漏えい挙動（下部より漏えい）

図２　火炎画像の例（炭酸水素ナトリウムで炎に着色）
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１． はじめに
世界規模でのエネルギー消費の増加、化石燃料使用による

地球温暖化ガス排出に伴う気候変動、などに対処する一つの
方策として水素エネルギー利用が多くの国々で検討されていま
す。水素を媒体としたエネルギーシステムの構築はわが国でも
WE-NETなどで長い間検討が進められてきました。現在、再
生可能エネルギーの実用性が高まり、その制約を補完する可能
性が浮上して、水素利用に関して活発な研究開発、議論に取
り組まれています。さらに水素は宇宙規模でも存在度の高い元
素で、今後の宇宙空間の開発、利用を含めて持続性に寄与す
る可能性もあり、夢や期待を膨らませることができる課題とも
言えます。

一方、国民の安全、安心を追求し、それに必要な評価研究
を主眼に据えている安全科学研究部門の使命として、水素エネ
ルギーの安全な利活用、それに伴う持続可能な社会の構築は、
部門の主体となるミッションと位置づけられ、国家的なプロジェ
クトに参画するなど、取り組みを進めているところです。

それらプロジェクトの中での具体的な研究内容については、
担当研究者から今号、次号で概要をご紹介することにしていま
す。ここでは、部門のこれまでの研究ポテンシャルと、最近取
り組んでいる関連の課題の位置づけをご紹介します。

２．安全科学研究部門での水素安全研究
2.1　爆発安全

一般的に水素利用で大きな懸念材料となっているのが、水素
の燃焼・爆轟濃度範囲の広さ、小さな最小発火エネルギーか
らくる爆発のしやすさ、そして爆発威力です。それらは水素ス
タンドの立地をはじめ、施設、設備の制約へと通じています。
安全科学研究部門では爆発安全研究センターから引き継ぐ、
爆発評価、被害予測、安全対策に関する専門家を擁し、その
研究を進展して水素利用のフィジカルハザード評価面から貢献
を図っています。特に水素ステーションの安全確保、水素供給
配管の埋設作業の安全対策など、実験と解析を通じて具体的
な指針を確立し、行政施策に必要な技術的知見を提供している
ところです。
2.2　地球温暖化対策としての寄与
　水素自体の低炭素性は認められますが、ライフサイクルを通
じた二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出削減の効果
は、特に水素製造段階、貯蔵・輸送段階を含めて定量的な確
認が必要であり、一層の排出削減に向けて有効な技術開発、
制度整備が期待されています。産総研では、その発足時にライ
フサイクルアセスメント研究センターが設立され、その研究は安

全科学研究部門へと引き継がれ、発展させてきています。その
評価経験、データ、ノウハウを駆使して、ライフサイクルでの
地球温暖化影響評価を実施し、最適化された精製、輸送、貯
蔵、エネルギー代替や、温・冷熱の有効な活用などを通じて、
更なる温室効果ガスの排出削減に必要な方法の提言を目指し
て、国家的なプロジェクトに参画しているところです。また、環
境側面からの評価を主体に発展させてきたライフサイクルアセ
スメントから、経済、社会側面へと拡大された評価を指向し、
技術評価として受容性の高い成果の発信を目指して取り組んで
います。
2.3　エネルギー源としての可能性
　エネルギーシステム研究のなかで、水素がどのように位置づ
けられ、世界の中で展開されるか見通し、前掲の技術評価へ
の情報を明示する調査、分析を行っています。具体的にはエネ
ルギーインフラ形成、関連技術開発の時間的展開、エネルギー
全般の需給を包括的にとらえ、システム分析を通じて実態を強
く意識して評価、提言をめざした研究を推進しています。この
成果は、プロジェクトの実施に対して還元され、確かな方向を
照らす役割が期待されています。
2.4　リスク評価
　水素社会を目指す中で、リスクと便益の的確な判断が求めら
れています。社会での受容性を科学的に判断し、必要なリスク
低減の方向を提案、採用することが水素社会の一層の浸透、
安心社会の構築に必要な要素であると理解されます。
　これまで、化学物質のリスク評価で積み上げてきた実績を基
盤に、水素キャリアの候補として具体的に挙げられているアン
モニアやメチルシクロヘキサン（MCH）などのヒト健康リスク
評価、都市地域での爆発と化学物質漏洩のリスク評価など、
これまでの知見を一層進展させ、科学性、透明性の高い情報
発信を通じて社会に貢献することを目指しています。

３．おわりに
　燃料電池への安全、安心な水素供給は差し迫った課題として
顕在化しているといえます。さらには直接燃焼、工業的利用な
ど、低炭素社会への要請から、需要増大の方向が見込まれ、
安全を犠牲にすることなくそれらを実現する技術開発を進める
必要があります。安全科学研究部門では、水素利用に拡大に
伴う、ハザード、資源枯渇も含めた環境影響、社会システム全
般の影響を見通し、必要な技術開発、制度整備を提言する組
織として、社会の負託に応えることが任務と認識しています。
　今後とも課題のさらなる前進に向け、読者の皆様からのご支
援、意見交換を期待しております。
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４．水素置換挙動調査（平成24-25年度）
　水素導管を新たに敷設した際、導管の中には空気が入ってい
ます。そこに直接水素を供給すると水素と空気の可燃性混合気
ができてしまい、静電気など何かの着火源があった場合に配管
内で燃焼する危険性があります。実験の際には配管内を窒素な
どの不活性ガスで置換してから水素を流しますが、数kmにも
及ぶ可能性がある水素導管を全て窒素で置換するのは現実的
ではありません。そこで、空気と水素の間に窒素の層を作り、
少ない窒素量で安全に導管内を空気から水素に置換できない
かを検討しました。
　平成24年度は内径25 mmと50 mm、長さ20 mと50 m
の直線上の配管を用いた予備的な検討を行い、平成25年度は
内径100 mmと150 mmの配管を追加し、配管長も80 mま
で延ばして、水素置換の野外実験を行いました。
　その結果、当初予想した配管の上部を水素だけが先行する
ような現象は起こらず、窒素の量とその後に流す水素の流速を
コントロールすることにより、150 mmの配管で80 m先でも
空気（酸素）と水素が混合すること無く、安全に配管内を水素
に置換できることがわかりました（図3）。この調査については、
平成26年度以降、他の事業者によって曲った管や枝管の影響
について引き続き調査が行われています。

 

５．水素拡散挙動調査（平成26-27年度）
　産総研として水素導管の本支管に関する調査は終了し、より
一般消費者に近い部分の検討を行っています。一般家庭まで供
給された水素は燃料電池によって電気に変換して使用すること
が想定されていますが、特に集合住宅において、パイプシャフ
トに燃料電池が設置され、万が一、そこで水素が漏えいした場
合にどのような危険性があるかの調査です。大量に漏えいした
場合は、他の安全対策で対応するとして、微量の水素が長期
間にわたって漏えいした場合に、危険な濃度（一般に爆発下限
界濃度の1/4の1%を基準としています）に達するかどうか、達
するとしたら、どの程度の大きさの換気口があれば安全か、と
いったことを実験とシミュレーションによって調査し、今後、安
全基準を定めていくための基礎的なデータを収集しています。

６．おわりに
　水素社会への期待が高まっていますが、それは「安全な」水
素社会でなければなりません。安全科学研究部門は安全な水
素社会の構築に向けて、時にはブレーキ役を務めることも厭わ
ずに、これからも貢献したいと考えています。

謝辞
　本研究は経済産業省委託事業「水素ネットワーク構築導管
保安技術調査」の内容を紹介したものです。本調査の実施に
あたりご指導、ご協力をいただいている皆様に感謝いたします。

図３　内径150mm、80m地点の管内ガス濃度の時間変化
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図１　水素ステーション受容モデルの例4), 5)。
*：因子分析により集約する因子。**：26年度以降追加する予定の因子。
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水素ステーションの社会受容性調査

　水素社会に向け燃料電池車等が普及するには、水素を充填
するステーションをはじめとした、水素キャリアに関するインフラ
が社会に導入されることが不可欠です。水素ステーションの導
入には、水素の爆発等への不安もあるため社会受容が重要で
あり、事業者や自治体と住民との情報共有ならびに相互理解
が課題となっています。このため安全科学研究部門では、水素
キャリアの定量的リスク評価および社会受容性の評価に取り組
んでいます。
　海外の主な機関では、欧州1) や米国エネルギー省2) の水素受
容プロジェクトで社会受容性の調査が行われています。また日
本で水素ステーション導入の賛否を問う調査は2009年に行わ
れています3)。これらの調査は、解析が水素ステーションに対す
る好みや導入の賛否について論じるにとどまっており、定量的
なリスク（ベネフィット）情報を与えられたうえでの調査ではあ
りません。
　水素ステーションの建設にあたり、ステークホルダー（住民
等）に対してリスク情報（たとえば、水素ステーションに関連し
た事故リスク、急性・慢性影響に伴うリスク、およびベネフィッ
ト等の情報）を定量的に示し、意見交換を行って納得の行く形
で導入されることが理想であると考えられます。安全科学研究
部門が実施する社会受容性調査の特徴は、リスクについて定
性／定量的なデータを提示し説明したのち、水素ステーション
に対する認識やリスク受容性の変化を解析することにあります。
さらに、リスクがどのように認知されるかの特徴を表すとされる

「恐ろしさ因子」「未知因子」を定量可能な調査とすることによ
り、他の新規技術などのリスクと性質がどのように異なるかの
比較も、興味深い研究課題です。
　我々はまず、定量的なリスク情報の提示がある場合と比較す
るため、定量的リスク（ベネフィット）情報の提示がない被験
者を対象に受容性調査を行いました。被験者は、WEBアンケ

ート調査会社の登録モニターより無作為抽出法により選ばれた
2000名程度としました。既存研究において社会受容性と関連
が高いと予想された因子を適切に反映するように質問を設定
し、得られた回答をもとに因子分析を行いました4), 5)。図１は、
この結果を元に構造方程式モデリングにより構築された、水素
ステーション受容モデルの例です。現在、被験者の属性やリス
ク認知に関する因子と、水素ステーション設置に対する認識等、
受容性の関連の強さについての定量的な解析を進めています。
　今後、定量的なリスク情報の提示がある場合のモデルも同
様に構築する予定です。これらの結果は、水素ステーション設
置にかかわる事業者や自治体が住民に説明する際の基礎資料
として、活用が期待されています。
 

１）AcceptH2 Website.
　http://www.accepth2.com/index. html．
２）US Department of Energy (DoE). Hydrogen and 

Fuel Cells Program http://hydrogen.energy.gov/．
３）みずほ情報総研（2009）．燃料電池、水素に関する社会

受容性調査，NEDO平成21年度成果報告書　固体高分子
形燃料電池実用化戦略的技術開発，平成21年12月

　http://www.nedo.go.jp/library/seika/
　shosai_201012/20100000002038.html．
４）小野 恭子、恒見 清孝（2014）.日本における水素ステー

ションの社会受容性とリスク認知に関する事前調査.日本リ
スク研究学会第27回年次大会講演論文集27，pp.C-2-4．

５）Ono K, Tsunemi K (2015).  Analysis of r isk 
perception on hydrogen fueling stations in Japan 
based on Preliminary survey. Proceedings of 
World Congress on Risk 2015. 
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４．水素置換挙動調査（平成24-25年度）
　水素導管を新たに敷設した際、導管の中には空気が入ってい
ます。そこに直接水素を供給すると水素と空気の可燃性混合気
ができてしまい、静電気など何かの着火源があった場合に配管
内で燃焼する危険性があります。実験の際には配管内を窒素な
どの不活性ガスで置換してから水素を流しますが、数kmにも
及ぶ可能性がある水素導管を全て窒素で置換するのは現実的
ではありません。そこで、空気と水素の間に窒素の層を作り、
少ない窒素量で安全に導管内を空気から水素に置換できない
かを検討しました。
　平成24年度は内径25 mmと50 mm、長さ20 mと50 m
の直線上の配管を用いた予備的な検討を行い、平成25年度は
内径100 mmと150 mmの配管を追加し、配管長も80 mま
で延ばして、水素置換の野外実験を行いました。
　その結果、当初予想した配管の上部を水素だけが先行する
ような現象は起こらず、窒素の量とその後に流す水素の流速を
コントロールすることにより、150 mmの配管で80 m先でも
空気（酸素）と水素が混合すること無く、安全に配管内を水素
に置換できることがわかりました（図3）。この調査については、
平成26年度以降、他の事業者によって曲った管や枝管の影響
について引き続き調査が行われています。

 

５．水素拡散挙動調査（平成26-27年度）
　産総研として水素導管の本支管に関する調査は終了し、より
一般消費者に近い部分の検討を行っています。一般家庭まで供
給された水素は燃料電池によって電気に変換して使用すること
が想定されていますが、特に集合住宅において、パイプシャフ
トに燃料電池が設置され、万が一、そこで水素が漏えいした場
合にどのような危険性があるかの調査です。大量に漏えいした
場合は、他の安全対策で対応するとして、微量の水素が長期
間にわたって漏えいした場合に、危険な濃度（一般に爆発下限
界濃度の1/4の1%を基準としています）に達するかどうか、達
するとしたら、どの程度の大きさの換気口があれば安全か、と
いったことを実験とシミュレーションによって調査し、今後、安
全基準を定めていくための基礎的なデータを収集しています。

６．おわりに
　水素社会への期待が高まっていますが、それは「安全な」水
素社会でなければなりません。安全科学研究部門は安全な水
素社会の構築に向けて、時にはブレーキ役を務めることも厭わ
ずに、これからも貢献したいと考えています。

謝辞
　本研究は経済産業省委託事業「水素ネットワーク構築導管
保安技術調査」の内容を紹介したものです。本調査の実施に
あたりご指導、ご協力をいただいている皆様に感謝いたします。

図３　内径150mm、80m地点の管内ガス濃度の時間変化
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図１　水素ステーション受容モデルの例4), 5)。
*：因子分析により集約する因子。**：26年度以降追加する予定の因子。

Newsletter Safety & Sustainability

4 5

水素ステーションの社会受容性調査

　水素社会に向け燃料電池車等が普及するには、水素を充填
するステーションをはじめとした、水素キャリアに関するインフラ
が社会に導入されることが不可欠です。水素ステーションの導
入には、水素の爆発等への不安もあるため社会受容が重要で
あり、事業者や自治体と住民との情報共有ならびに相互理解
が課題となっています。このため安全科学研究部門では、水素
キャリアの定量的リスク評価および社会受容性の評価に取り組
んでいます。
　海外の主な機関では、欧州1) や米国エネルギー省2) の水素受
容プロジェクトで社会受容性の調査が行われています。また日
本で水素ステーション導入の賛否を問う調査は2009年に行わ
れています3)。これらの調査は、解析が水素ステーションに対す
る好みや導入の賛否について論じるにとどまっており、定量的
なリスク（ベネフィット）情報を与えられたうえでの調査ではあ
りません。
　水素ステーションの建設にあたり、ステークホルダー（住民
等）に対してリスク情報（たとえば、水素ステーションに関連し
た事故リスク、急性・慢性影響に伴うリスク、およびベネフィッ
ト等の情報）を定量的に示し、意見交換を行って納得の行く形
で導入されることが理想であると考えられます。安全科学研究
部門が実施する社会受容性調査の特徴は、リスクについて定
性／定量的なデータを提示し説明したのち、水素ステーション
に対する認識やリスク受容性の変化を解析することにあります。
さらに、リスクがどのように認知されるかの特徴を表すとされる

「恐ろしさ因子」「未知因子」を定量可能な調査とすることによ
り、他の新規技術などのリスクと性質がどのように異なるかの
比較も、興味深い研究課題です。
　我々はまず、定量的なリスク情報の提示がある場合と比較す
るため、定量的リスク（ベネフィット）情報の提示がない被験
者を対象に受容性調査を行いました。被験者は、WEBアンケ

ート調査会社の登録モニターより無作為抽出法により選ばれた
2000名程度としました。既存研究において社会受容性と関連
が高いと予想された因子を適切に反映するように質問を設定
し、得られた回答をもとに因子分析を行いました4), 5)。図１は、
この結果を元に構造方程式モデリングにより構築された、水素
ステーション受容モデルの例です。現在、被験者の属性やリス
ク認知に関する因子と、水素ステーション設置に対する認識等、
受容性の関連の強さについての定量的な解析を進めています。
　今後、定量的なリスク情報の提示がある場合のモデルも同
様に構築する予定です。これらの結果は、水素ステーション設
置にかかわる事業者や自治体が住民に説明する際の基礎資料
として、活用が期待されています。
 

１）AcceptH2 Website.
　http://www.accepth2.com/index. html．
２）US Department of Energy (DoE). Hydrogen and 

Fuel Cells Program http://hydrogen.energy.gov/．
３）みずほ情報総研（2009）．燃料電池、水素に関する社会

受容性調査，NEDO平成21年度成果報告書　固体高分子
形燃料電池実用化戦略的技術開発，平成21年12月

　http://www.nedo.go.jp/library/seika/
　shosai_201012/20100000002038.html．
４）小野 恭子、恒見 清孝（2014）.日本における水素ステー

ションの社会受容性とリスク認知に関する事前調査.日本リ
スク研究学会第27回年次大会講演論文集27，pp.C-2-4．

５）Ono K, Tsunemi K (2015).  Analysis of r isk 
perception on hydrogen fueling stations in Japan 
based on Preliminary survey. Proceedings of 
World Congress on Risk 2015. 
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爆発利用・産業保安研究グループ　松木　亮10th ASPACC 参加報告
　2015年7月19日－22日 に 北 京 で 開 催 され たThe 10th 
Asia-Pacific Conference on Combustion（ASPACC） に
参 加しました。本 会 議 は、国 際 燃 焼 学 会（Combustion 
Institute）のアジア・環太平洋地域セクションが隔年で開催し
ており、燃焼に関連する幅広いテーマの研究動向について意見
交換を行い、この地域、ひいては国際的な燃焼科学・燃焼技
術の発展へ資することを目的としています。３つのPlenary 
Lectureと９つのTopical Reviewを含む、300件を超える口頭

発表が６つの講演会場で並行して行われました。私は化学反応
を中心に、層流燃焼、乱流燃焼、環境問題のセッションに主に
参加しました。燃焼の化学反応に関する最近の話題は、代替燃
料の燃焼反応、反応モデル簡略化、反応性流体などであり、
本会議でも関連する研究発表が多くありました。どのセッション
においても活発な議論が展開されており、アジア・環太平洋地
域の燃焼研究への関心の高さを改めて実感しました。

　化学プラントなどの工学システムの設計・操業においては人
間の行動や意志決定が重要な役割を演じます。そこで、工学シ
ステムの信頼性に関する確率論的リスク評価（probabilistic 
risk analysis: PRA）を実施する際に人間行動の側面が考慮さ
れるべきであると長い間議論されてきました。しかしながら、従
来のPRAは主に物理工学的な観点での分析にとどまっていま
す。人間行動を理解しモデル化することが困難であることがそ
の理由です。
　Hausken (2002)はゲーム理論とPRAを統合することによっ
てこの問題に対するひとつの解決策を提示しました。彼のモデ
ルでは、システム信頼性はそこで働く人々の意図的な努力に
よって向上すると仮定されています。さらにゲーム理論的観点
から、人々の努力の程度は人々の対立関係に影響されるとモデ
ル化されています。Hauskenは人々の対立関係と物理工学の
モデルをうまく統合することに成功しました。
　ただ、このモデルの妥当性は実証的にはまだ明らかにされて
いません。そこで 我 々は 経 済 実 験という方 法を用 いて
Hauskenのモデルが現実をよく説明できるかどうか検証しまし
た。2つの機械が並列に接続されているシステム（図１）で、
各機械にひとりの保守担当者が配置されている場面を想定しま
す。図１のボックス１と２はそれぞれシステムを構成する機械を表
します。左側の点は原料を投入する場所を、右側の点は完成品
が出てくる場所を表していると考えて下さい。並列ですので両
方の機械が同時に壊れた場合にのみシステム全体が動かなくな
ります（壊れた機械がひとつだけならシステム全体としては動き
続けます）。このとき事故が起きたと解釈します。保守担当者は
努力すればするほど自分が担当している機械の信頼性（=１－
故障確率）を向上させることができます。ただ、相手が十分努
力していればシステム全体の信頼性が高くなることから（これ
が並列の特性です）自分は努力する必要性をあまり感じないか
もしれません。以上のような状況をネットワークで接続されたコ
ンピュータ上で仮想的に再現し、被験者の方々には保守担当者
の役割を担ってもらい、並列システムの信頼性向上のためにど
のくらい努力するかを30ラウンド連続で意志決定してもらいまし
た。また、上記の設定において（１）被験者が努力と機械の信
頼性との定量的関係を知っている場合、および（２）知らない
場合のそれぞれについて実験を行いました。
　結果の一部を図２に示します。被験者は（２）の実験において、

（１）の実験の場合よりも多く保守のために努力するという結果
が得られました。これは事故を防ぐために安全側の行動をとっ
たものと解釈できます。さらに（２）の実験におけるシステム全
体のリスク（故障確率）は、投入される努力量がより多いにも
関わらず、（１）の実験におけるリスクよりも高いとの結果が得
られました（図3）。リスクに関する情報が少ないとき人々の行
動が十分に調整されず、個々人の努力が「闇雲」なものになっ
てしまい、せっかくの努力がシステム全体の信頼性向上に寄与
しないという興味深い結果が得られています。
　今後も、人々の安全行動に関するメカニズムを経済実験に
よって解明するという新しい領域の研究にチャレンジしていきた
いと考えています。

Hausken, K. (2002), “Probabilistic Risk Analysis and 
Game Theory,” Risk Analysis 22(1), 17-27.
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シリーズ部門内科研費：
いかにして人々を安全行動に誘導するか？

爆発利用・産業保安研究グループ　牧野良次
社会とLCA研究グループ　畑山博樹

国際会議参加報告

社会とLCA研究グループ　工藤祐揮LCM2015参加報告

爆発安全研究グループ　杉山勇太25th ICDERS参加報告

会場となったリーズ大学

ISIE Conference 2015 参加報告

　2015年8月2日－7日までイギリスのリーズ大学で開催されたThe 25th International Colloquium on the Dynamics of 
Explosions and Reactive Systems (ICDERS)に参加し、ポスター発表しました。化学反応と流体力学が密接に関係する爆発や
非定常燃焼に関する学会であり、1年おきに開催されます。基調講演4件、口頭発表（招待含む）220件、ポスター発表105件あり、
口頭発表は4室で進行し、72セッションが行われました。
　デトネーションに関して基礎研究から応用研究まで幅広い発表がありました。気相
ではエンジンへの応用に向けた発表が非常に多く、現在の課題について世界が一つ
になって取り組んでいる印象がありました。液・固相では、基礎的な伝播機構の解明
に関する報告が見られました。特に数値解析と理論で得られたデトネーション波面形
状の比較や感度試験であるギャップ試験を数値解析によって評価した報告は、私が発
表したポスターの研究内容と非常に近い手法であったことから今後の研究に非常に参
考となりました。

図１　並列システム

図２　被験者が並列システムの信頼性維持・向上のために投じた努力量

　2015年7月7日－10日にサリー大学（イギリス）で開催され
たInternational Society for Industrial Ecology (ISIE) 
Conference 2015に参加しました。ISIEは、生態系で観測さ
れる動植物の物質摂取・排出・循環の連鎖に産業システムを
擬えてその持続性を議論する、という思想で設立された学術コ
ミュニティです。第8回となる今回は600名以上が参加し、
LCAや各種フットプリント、産業連関分析、資源利用をはじめ
とした様々なテーマについて報告がなされました。
　私は日本の資源政策と資源リスク評価の関連性について発表
し、政策動向や評価手法について多くの方に関心を示していた
だけました。また、資源利用に関するセッションを中心に聴講し

ましたが、マテリアルフロー分析などの手法自体の発展以上に、
LCAや産業連関分析などの他手法を組み合わせた研究展開の
重要性が盛んに言及されていました。他手法との融合の重要性
は、資源利用に限らず様々なテーマのセッションで指摘されて
おり、持続可能性をより広いバウンダリーで、より多くの環境
制約を考慮して分析する意識が高まっていると言えます。しか
し、資源の消費や環境負荷物質の排出について、持続可能な
社会に向けてどのレベルを達成すべきなのかは曖昧です。科学
的知見に基づいた達成目標を導出し、それに向けた社会形成
のシナリオを示すことで、持続可能な社会へのシフトの強い推
進力たる評価研究を今後も進めていきたいと思います。

　The 7th International Conference on Life Cycle 
Management（LCM2015）が、2015年8月30日－9月2日
にフランス・ボルドーで開催されました。隔年開催のこの国際
会議は、ライフサイクルアセスメントを中心とした手法開発だけ
でなく、産業界やビジネスの中でのライフサイクル思考の実践
にも焦点が当てられています。今回は、ビジネスや公共政策の
中でのLCMの活用、ビジネスの中でLCMを促進するための方
策、セクター別のLCMの実践例、LCM実践のための手法開発
と適用事例などについての発表が行われましたが、特にライフ
サイクル思考を通じた組織内でのマネジメント方法の構築や、

情報共有やコミュニケーションを進めるためのポイントなどに関
する議論が活発でした。社会とLCA研究グループからは3名が
この会議に参加し、水素サプライチェーンのGHG排出のホット
スポット分析、ライフサイクルインベントリデータベースIDEAを
用いた様々な製品群の環境ホットスポット分析手法の開発、組
織のLCAの活用事例紹介・削減貢献量評価のガイドラインと論
点などについて発表を行い、今後研究を進める上で特に実務に
おける活用を踏まえた方向性についてのフィードバックを得るこ
とができました。

図3　並列システムの事故リスクの分布（左：被験者が努力と機会の
信頼性との定量的関係を知っている場合、右：知らない場合）

 

1

2

 

平均=0.22最小=
0.0001

平均=0.29最小=
0.0001

青：努力と信頼性の関係を知っている場合
緑：努力と信頼性の関係を知らない場合

縦軸：努力量
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参加しました。燃焼の化学反応に関する最近の話題は、代替燃
料の燃焼反応、反応モデル簡略化、反応性流体などであり、
本会議でも関連する研究発表が多くありました。どのセッション
においても活発な議論が展開されており、アジア・環太平洋地
域の燃焼研究への関心の高さを改めて実感しました。

　化学プラントなどの工学システムの設計・操業においては人
間の行動や意志決定が重要な役割を演じます。そこで、工学シ
ステムの信頼性に関する確率論的リスク評価（probabilistic 
risk analysis: PRA）を実施する際に人間行動の側面が考慮さ
れるべきであると長い間議論されてきました。しかしながら、従
来のPRAは主に物理工学的な観点での分析にとどまっていま
す。人間行動を理解しモデル化することが困難であることがそ
の理由です。
　Hausken (2002)はゲーム理論とPRAを統合することによっ
てこの問題に対するひとつの解決策を提示しました。彼のモデ
ルでは、システム信頼性はそこで働く人々の意図的な努力に
よって向上すると仮定されています。さらにゲーム理論的観点
から、人々の努力の程度は人々の対立関係に影響されるとモデ
ル化されています。Hauskenは人々の対立関係と物理工学の
モデルをうまく統合することに成功しました。
　ただ、このモデルの妥当性は実証的にはまだ明らかにされて
いません。そこで 我 々は 経 済 実 験という方 法を用 いて
Hauskenのモデルが現実をよく説明できるかどうか検証しまし
た。2つの機械が並列に接続されているシステム（図１）で、
各機械にひとりの保守担当者が配置されている場面を想定しま
す。図１のボックス１と２はそれぞれシステムを構成する機械を表
します。左側の点は原料を投入する場所を、右側の点は完成品
が出てくる場所を表していると考えて下さい。並列ですので両
方の機械が同時に壊れた場合にのみシステム全体が動かなくな
ります（壊れた機械がひとつだけならシステム全体としては動き
続けます）。このとき事故が起きたと解釈します。保守担当者は
努力すればするほど自分が担当している機械の信頼性（=１－
故障確率）を向上させることができます。ただ、相手が十分努
力していればシステム全体の信頼性が高くなることから（これ
が並列の特性です）自分は努力する必要性をあまり感じないか
もしれません。以上のような状況をネットワークで接続されたコ
ンピュータ上で仮想的に再現し、被験者の方々には保守担当者
の役割を担ってもらい、並列システムの信頼性向上のためにど
のくらい努力するかを30ラウンド連続で意志決定してもらいまし
た。また、上記の設定において（１）被験者が努力と機械の信
頼性との定量的関係を知っている場合、および（２）知らない
場合のそれぞれについて実験を行いました。
　結果の一部を図２に示します。被験者は（２）の実験において、

（１）の実験の場合よりも多く保守のために努力するという結果
が得られました。これは事故を防ぐために安全側の行動をとっ
たものと解釈できます。さらに（２）の実験におけるシステム全
体のリスク（故障確率）は、投入される努力量がより多いにも
関わらず、（１）の実験におけるリスクよりも高いとの結果が得
られました（図3）。リスクに関する情報が少ないとき人々の行
動が十分に調整されず、個々人の努力が「闇雲」なものになっ
てしまい、せっかくの努力がシステム全体の信頼性向上に寄与
しないという興味深い結果が得られています。
　今後も、人々の安全行動に関するメカニズムを経済実験に
よって解明するという新しい領域の研究にチャレンジしていきた
いと考えています。

Hausken, K. (2002), “Probabilistic Risk Analysis and 
Game Theory,” Risk Analysis 22(1), 17-27.
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シリーズ部門内科研費：
いかにして人々を安全行動に誘導するか？

爆発利用・産業保安研究グループ　牧野良次
社会とLCA研究グループ　畑山博樹

国際会議参加報告

社会とLCA研究グループ　工藤祐揮LCM2015参加報告

爆発安全研究グループ　杉山勇太25th ICDERS参加報告

会場となったリーズ大学

ISIE Conference 2015 参加報告

　2015年8月2日－7日までイギリスのリーズ大学で開催されたThe 25th International Colloquium on the Dynamics of 
Explosions and Reactive Systems (ICDERS)に参加し、ポスター発表しました。化学反応と流体力学が密接に関係する爆発や
非定常燃焼に関する学会であり、1年おきに開催されます。基調講演4件、口頭発表（招待含む）220件、ポスター発表105件あり、
口頭発表は4室で進行し、72セッションが行われました。
　デトネーションに関して基礎研究から応用研究まで幅広い発表がありました。気相
ではエンジンへの応用に向けた発表が非常に多く、現在の課題について世界が一つ
になって取り組んでいる印象がありました。液・固相では、基礎的な伝播機構の解明
に関する報告が見られました。特に数値解析と理論で得られたデトネーション波面形
状の比較や感度試験であるギャップ試験を数値解析によって評価した報告は、私が発
表したポスターの研究内容と非常に近い手法であったことから今後の研究に非常に参
考となりました。

図１　並列システム

図２　被験者が並列システムの信頼性維持・向上のために投じた努力量

　2015年7月7日－10日にサリー大学（イギリス）で開催され
たInternational Society for Industrial Ecology (ISIE) 
Conference 2015に参加しました。ISIEは、生態系で観測さ
れる動植物の物質摂取・排出・循環の連鎖に産業システムを
擬えてその持続性を議論する、という思想で設立された学術コ
ミュニティです。第8回となる今回は600名以上が参加し、
LCAや各種フットプリント、産業連関分析、資源利用をはじめ
とした様々なテーマについて報告がなされました。
　私は日本の資源政策と資源リスク評価の関連性について発表
し、政策動向や評価手法について多くの方に関心を示していた
だけました。また、資源利用に関するセッションを中心に聴講し

ましたが、マテリアルフロー分析などの手法自体の発展以上に、
LCAや産業連関分析などの他手法を組み合わせた研究展開の
重要性が盛んに言及されていました。他手法との融合の重要性
は、資源利用に限らず様々なテーマのセッションで指摘されて
おり、持続可能性をより広いバウンダリーで、より多くの環境
制約を考慮して分析する意識が高まっていると言えます。しか
し、資源の消費や環境負荷物質の排出について、持続可能な
社会に向けてどのレベルを達成すべきなのかは曖昧です。科学
的知見に基づいた達成目標を導出し、それに向けた社会形成
のシナリオを示すことで、持続可能な社会へのシフトの強い推
進力たる評価研究を今後も進めていきたいと思います。

　The 7th International Conference on Life Cycle 
Management（LCM2015）が、2015年8月30日－9月2日
にフランス・ボルドーで開催されました。隔年開催のこの国際
会議は、ライフサイクルアセスメントを中心とした手法開発だけ
でなく、産業界やビジネスの中でのライフサイクル思考の実践
にも焦点が当てられています。今回は、ビジネスや公共政策の
中でのLCMの活用、ビジネスの中でLCMを促進するための方
策、セクター別のLCMの実践例、LCM実践のための手法開発
と適用事例などについての発表が行われましたが、特にライフ
サイクル思考を通じた組織内でのマネジメント方法の構築や、

情報共有やコミュニケーションを進めるためのポイントなどに関
する議論が活発でした。社会とLCA研究グループからは3名が
この会議に参加し、水素サプライチェーンのGHG排出のホット
スポット分析、ライフサイクルインベントリデータベースIDEAを
用いた様々な製品群の環境ホットスポット分析手法の開発、組
織のLCAの活用事例紹介・削減貢献量評価のガイドラインと論
点などについて発表を行い、今後研究を進める上で特に実務に
おける活用を踏まえた方向性についてのフィードバックを得るこ
とができました。

図3　並列システムの事故リスクの分布（左：被験者が努力と機会の
信頼性との定量的関係を知っている場合、右：知らない場合）

 

1

2

 

平均=0.22最小=
0.0001

平均=0.29最小=
0.0001

青：努力と信頼性の関係を知っている場合
緑：努力と信頼性の関係を知らない場合

縦軸：努力量
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新研究員紹介

編集後記 　今号では、水素関連の研究に関する
特集を企画しました。産総研ではエネル

ギー媒体としての水素に関する研究が多方面から行われてお
り、安全科学研究部門では安全利用のための評価研究を実施
しています。水素の安全利用に係る課題は多岐にわたります。
今号の特集では部門における取組みの概要と、最近の研究例
を２つ取り上げました。次号では水素キャリアの評価を中心とし

た特集をお届けする予定です。今号と合わせ、我々の取組みを
知っていただく一助となれば幸いです。
　フィジカルハザード評価のための爆発実験を実施する度に、
水素は広い燃焼範囲と極めて着火しやすい性質、そして強い爆
発威力を持つ、おっかない物質であることを実感します。故に
真摯な研究を通して着実に成果を発信することが、我々の使命
であると感じています。　　　　　　　　　　　　 （松木 記）

　７月１日付でTIA推進センターよりまいりました塚原と申しま
す。私の専門はバイオマスの生物学的変換技術で、中国セン
ターに設置されていたバイオマス研究センターおよびバイオマス
リファイナリー研究センターにおいて、エタノール発酵、メタン
発酵、合成ガス発酵法の研究をしておりました。バイオマスは
再生可能資源として注目され、温室効果ガス排出削減の観点
からも、エネルギー利用およびマテリアル利用のための要素技
術の研究開発が進められていますが、その実用化には各要素
技術をシステムとして最適化することが必要となるため、LCA

が有力なツールとして利用されています。バイオマス利活用で
はその特性に応じたシステム構築が必要であり、さらなるデー
タの解析、蓄積が求められていることから、今後、各変換技術
別に、導入効果を判定するための評価指標を整備することに取
り組んでいきたいと考えています。また、導入システムが定着
するためには、市場環境整備および経済的インセンティブ策の
推進に加え、社会的受容性の向上が重要となりますので、持続
可能性評価手法の開発についても取り組んでいきたいと考えて
います。

社会とLCA研究グループ　塚原建一郎

平成27年春の叙勲　受章報告

　大気モデルADMER Ver.3.0と河川モデルSHANEL Ver.3.0を公開しました。詳しくは部門のウェブサイトをご覧ください。

　安全科学研究部門の大屋正明名誉リサーチャーおよび藤原修
三名誉リサーチャーが、平成27年春の叙勲において瑞宝小綬
章を受章しました。
　大屋名誉リサーチャーは、2001年まで工業技術院資源環境
技術総合研究所の熱エネルギー利用技術部長として、燃焼を基
礎とするエネルギーの有効利用に関する研究を先導してきまし
た。独立行政法人産業技術総合研究所発足後は、技術情報部
門総括主幹、研究コーディネーターとして、産総研全体の管理
運営に寄与しました。退職後も爆発安全研究センターの特別研
究員、安全科学研究部門の招聘研究員、特別顧問を歴任し、
後進の指導をして高圧ガス関連の法規制の整備や安全利用技
術の発展のために貢献しました。また、日本燃焼学会の理事、
監事、日本エネルギー学会の評議員も務め、外部にも貢献して

きました。
　藤原名誉リサーチャーは、2001年まで工業技術院物質工学
工業技術研究所の極限反応部長として、火薬類を主とするエネ
ルギー物質の法規制の整備、新規物質の開発や安全利用技術
に関する研究を先導してきました。独立行政法人産業技術総合
研究所発足後は初代環境安全管理部長として産総研全体の安
全管理に寄与しました。2002年からは爆発安全研究センター
長として、火薬類、高圧ガス関連の研究を統括し、退職後も安
全科学研究部門の特別顧問として、後進の指導をして火薬類、
高圧ガス類の法規制の整備や安全利用技術の発展のために貢
献しました。また、火薬学会の理事も務め、外部にも貢献して
きました。

お知らせ

水素は炭化水素系の燃料はもとより、水の電気分解やバイオマスなどからでも作り出すことが
でき、燃焼や燃料電池で利用しても二酸化炭素を排出しません。これらの性質が注目され、特に
東日本大震災以降、エネルギーのキャリアとして注目されつつあります。平成26年4月に発表さ
れたエネルギー基本計画においても、10項目の重要施策の内の1として「安定供給と地球温暖
化対策に貢献する水素等の新たな二次エネルギー構造への変革」として取り上げられており、こ
れを受けて、同年の6月には水素・燃料電池戦略協議会において「水素・燃料電池戦略ロードマッ
プ」が取りまとめられています。この水素社会に向けた最も身近な兆候としては、やはり燃料電
池自動車の発売と、水素ステーションの開業開始だと思います。トヨタ自動車が燃料電池自動車
を発売したニュースは多くの方々が耳にし、実際に公道をすでに燃料電池自動車が走っていると
いうことにより、水素が燃料となりうるということを一般の方々にも認識いただけていることと思
います。

現在、産総研ではエネルギー・環境領域を中心に多くの研究者が水素の研究に取り組んでい
ます。産総研の水素研究の取り組みの歴史は古く、オイルショックのころからの歴史があると聞い
ています。小職は産総研（正確には機械技術研究所）に入所して20年を超えますが、そのころ
にはすでにエンジン式（水素タンクは当時物質研が開発した水素吸蔵合金）と燃料電池式の水
素自動車の開発が筑波と関西で行われておりました。現在は、つくばで、水素脆化に強い高強度
材料や、水素吸蔵合金等の水素タンク材料の研究、固体高分子膜を利用した水の電気分解の研
究、液体水素も視野に入れた極低温技術の研究、固体酸化物燃料電池の研究（小型実用機の
研究は中部センターでも実施）、水素の純度を飛躍的に向上するための膜の研究を、関西センター
を中心に固体高分子形燃料電池の研究を、また、産総研が新しく設立した福島再生可能エネル
ギー研究所においては、メチルシクロヘキサンやアンモニア、液体水素等の水素キャリアに関わる
研究、再生可能エネルギーを水素にして平準化のために利用するシステム研究を行っています。

安全科学研究部門においても、これまで燃料電池自動車用の水素ステーションの普及の最重要
課題である、安全性の規制に関わる重要なデータを提供してきたとともに、現在、水素キャリア
のライフサイクル評価やその導入による日本の長期的エネルギー需要への影響評価を創エネル
ギー部門と共同で、また各キャリアの安全性に関わる研究を行ってきていると聞いています。水素
社会の実現においては、各要素技術の開発はもちろん重要ですが、これらシナリオの検討や安全
に関わる研究開発は、新しいエネルギーシステムの導入においては非常に重要で、安全を担保し
つつ技術の普及を図るためには必要不可欠と考えられます。今後、水素社会実現のために、どん
な形であれば、どこまで一般ユーザーの近くで利用できるのかも含め、その安全性と共に、経済
性や二酸化炭素排出量の削減効果の明確化、安心へのアプローチなど、安全科学研究部門への
期待は大きいと感じています。

産総研における水素研究と安全科学研究部門への期待

再生可能エネルギー研究センター
副研究センター長　古谷博秀
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