
Newsletter Safety & Sustainability

8

■お問い合わせ
*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

国立研究開発法人
産業技術総合研究所　安全科学研究部門
〒305‐8569　　茨城県つくば市小野川16‐1
Phone  029-861-8452　  FAX  029-861-8422
E-mail: webmaster_riss-ml@aist.go.jp
URL:https://www.aist-riss.jp/

2016年3月18日発行　
RISS Newsletter： Safety & Sustainability　第25号

発　行　者 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 安全科学研究部門
企画・編集 安全科学研究部門広報グループ

AIST08-E000021-25

編集後記 　第25号は前回に引き続き、安全科
学研究部門で行っている水素関連の研

究を特集しました。2020年オリンピック・パラリンピック
東京大会を水素社会の見本市とする動きや、2015年11月の
COP21（気候変動枠組条約第21回締約国会議）首脳会議で
安倍総理が策定を表明した「エネルギー・環境イノベーショ
ン戦略」で水素が例示されたことからもわかるように、水素
社会実現に対する機運が高まっています。それを実現するた

めにはどのような課題があるか？それを解決していくために
はどうしたらいいか？これこそまさに、安全と持続可能性を
科学的に評価する手法を開発している安全科学研究部門が得
意とする分野です。今回ご紹介した研究内容は、これまでの
研究で得られた成果のごくごく一部です。これからの進捗に
ついてもこのニュースレターなどで情報発信していきますの
で、ご期待ください。

（工藤 記）

　インベントリデータベースIDEA Ver.2の販売を開始しました。詳しくは部門のウェブサイトをご覧ください。

お知らせ

将来の需給ひっ迫リスクと気候変動問題への対応という大きな制約要因を抱える化石エネ
ルギー。15基の原発が40年を超えて稼働しても、新設または更新が行われない限り2050年
には設備能力が現在の約半分に低下する原子力。

こうした将来のエネルギー供給リスクに備えるための準備として、私たちがやるべきこと
は見えている。一次エネルギーは化石エネルギー、原子力、そして再生可能エネルギー（以
下、「再エネ」）で構成されるから、再エネの大量導入を図ることだ。国内の再エネ資源の利
用拡大を図ることは重要なことだが、国内に賦存する資源は量的にも質的にも限りがある。
国内の再エネ資源のみでは、経済に大きな負担を強いることなく必要量を確保することはで
きない。こうしたことから、海外に豊富に存在する再エネを日本に運んでくる手段として水
素エネルギーが重要になる。

水素エネルギーとは言っても、しかし、水素自体はエネルギー密度があまりにも小さい等
の理由でエネルギー運搬手段としては適していない。そこで、水素を他の物質あるいは形態
に変えて水素エネルギーを運ぶ、「エネルギーキャリア」の開発、利用が内閣府の戦略的イ
ノベーション創造プログラム（SIP）の1テーマとして進められている。

SIP「エネルギーキャリア」では液化水素、メチルシクロヘキサン、アンモニアが候補とし
て取り上げられているが、こういった物質を利用して水素エネルギーを導入するためには、
エネルギー供給チェーンを変革することが必要だ。なぜなら化石燃料消費量やCO2排出量の
削減に資する規模で水素エネルギーを導入するためには、これまでのエネファームや燃料電
池自動車への水素エネルギー供給に比べて格段に大きな規模のインフラの整備を必要とする
からだ。（ちなみに60万kWの発電所の燃料を全て水素に換えると、発電所一基だけで燃料
電池自動車約250万台分の水素量が必要となる。）

こうしたエネルギーシステムの変革に取り組む際には、新しいシステムの構築と並行して、
早い段階からその安全確保対策と社会からの受容を得るための取り組みを進める必要があ
る。このためSIP「エネルギーキャリア」では、その初めから「エネルギーキャリアの安全性
評価」を重要テーマとして取り上げ、産総研の安全科学研究部門に大きな役割を担っていた
だいている。

これまで安全科学研究部門は、世界に先駆けてナノマテリアルのリスク評価研究を行い、
世界から注目されるなど、リスク／管理研究分野で多くの実績を積み重ねて来られている。
エネルギー・環境制約の克服を可能とするエネルギーシステムのイノベーション実現のため
に、その蓄積と力を大いに発揮していただけることを期待している。

SIP「エネルギーキャリア」と安全科学研究部門への期待

内閣府戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）
「エネルギーキャリア」

サブ・プログラムディレクター
住友化学（株）主幹

塩沢文朗
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Newsletter
エネルギーシステム戦略グループ　安芸裕久

国際会議参加報告
IEEE VPPC 2015参加報告
　2015年10月19日̶22日にモントリオールで開催された
IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference 

（VPPC 2015）に参加しました。本会議はIEEEのVehicular 
Technology Society （VTS）の主催により毎年開催されま
す。IEEEの会議としては規模が小さく、発表件数は171件

（内、ポスター 58件）で、参加者も200̶300名程度とのこ
とでした。交通への電気・電子技術の応用をテーマとしてお
り、電気自動車（パワエレ、電動機駆動、充電インフラ、電
気貯蔵）や高度道路交通システム（ITS）および鉄道などに
関する研究発表が行われました。

　私はVehicle-to-grid（V2G）に関する研究を行うための
基礎データ取得を目的として行った自家用自動車の使用実態
調査について報告しました。本会議では主流ではありません
でしたが、調査手法や得られたデータの分析結果等について
関心を持たれました。
　本会議に出席したのは初めての経験でしたが、規模が小さ
い分、参加者らはお互いに顔なじみも多いようで、VTSの一
体感を感じました。エネルギーシステムの研究においても電
気自動車による電力系統との協調に関心が持たれており、引
き続き調査・研究を行っていきたいと思います。

社会とLCA研究グループ　本田智則ICRERA 2015参加報告
　2015年11月22日̶25日に、ICRERA (International 
Conference on Renewable Energy Research and 
Application) 2015がイタリアのシチリア島パレルモにて開
催され、53カ国435人の研究者等が参加しました。安全科
学研究部門からは本田智則が参加し、現在研究を進めている
分散型エネルギー取引市場制度設計に関する理論構築に関す
る研究等について情報収集及び専門家間のディスカッション
を行ってきました。ICRERAでは主に再生可能エネルギーの
大量導入に向けた技術的な研究を主たるテーマとして議論が
行われており、特に分散電源を如何にして社会の中で運用す
るかについて技術的な観点からの議論が多く行われていまし

た。Keynoteにおいても Aalborg UniversityのFrede 
B l l a b j e r g 氏 が “Renewab le  Ene rgy  Sys tem 
Integration”（既存系統電源と再生可能エネルギーの統合）
のための技術動向を詳細に解説しており、その後のディス
カッションにおいても技術基盤は整いつつあり、今後は社会
への実運用に向けた社会学的見地にたった研究が必要である
と述べられていたことが印象的でした。我々の研究グループ
では、市場制度設計など、社会学的・経済学的見地からの研
究を主としており、技術的なバックグラウンドを持つ研究者
と共同し、技術的・社会学的適用可能なシステムの提案の必
要性を強く感じさせられるものでした。
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特集：水素社会実現に向けた評価研究

排出暴露解析グループ　恒見清孝
エネルギーキャリアの安全性評価

１． はじめに
　産総研では、水素社会構築に向けた新技術開発とともに水
素の安全利用のための基盤技術の開発と評価に取り組んでい
ます。水素ステーション（以下、水素ST）は、すでに現行規
制で運用可能ですが、現場でのヒューマンエラー、管理要因に
起因するトラブルなどの新たなリスク要因の安全対策や社会受
容性の向上が課題として残されています。
　周辺住民の水素STへの受容性を高めるためには、従来の化
石燃料のリスクとの定量的な比較とともに、メリット（大気汚染
物質や二酸化炭素排出低減）とデメリット（爆発の危険性など）
を考慮し、定量的なリスク情報を提供した上でのアンケート調
査が必要です（図1）。
　また、様々な水素の貯蔵、輸送媒体（水素キャリア）の中で、
水素含有量が多く、貯蔵が容易なアンモニアが注目されていま
す。アンモニアは、水素に比較して、火災、爆発リスクは小さ
いと考えられますが、漏洩した際の有害性が懸念されます。
　以上の現状を踏まえ、水素やアンモニアに対する先進的なリ
スク評価を行い、水素の社会受容性を向上させることが本研究
の目的です。本研究には、安全科学研究部門の爆発利用・産
業保安研究グループ、排出暴露解析グループ、爆発安全研究
グループが参加しています。
　
2．水素ステーションのリスク評価
　これまでの水素STでは、水素の漏洩シナリオを仮定し、水素
の拡散範囲や火炎長、輻射熱の影響範囲を実験と数値計算で
求め、保安距離の基準としてきました。しかし、周辺住民に対
する説明は、これでは不十分です。
　また、圧縮天然ガス（CNG）スタンドにおいて、過去のトラ
ブルの3割以上がヒューマンエラーや管理不良が原因とされて
います。水素STにおいても、安全文化にまで踏み込んだ原因
分析を行い、安全対策を検討する必要があります。
　そこで、水素STにおける大規模な漏洩の被害を数値計算に
よって予測し（図2，図3）、安全対策によって低減されるリス
クを定量的に示す先進的なリスク評価手法の開発を行っていま
す。また、水素STでの安全文化に起因する事故防止のために、
CNGスタンドなどで安全文化評価を行い、リスク低減対策を検
討し、水素STの保安管理ガイドラインとしてまとめています。
　
3．水素キャリア導入のリスク評価
　水素キャリアに関しては、アンモニアの有害性評価とともに、
漏洩時の周辺住民への急性影響を評価するツールを開発してい
ます（図4）。今後、水素STの周辺地域を含む実際の地図上に
リスクマップとして表示できるようにし、周辺住民とのリスクコ
ミュニケーションの資料として活用したいと考えています。
　また、従来の化石燃料との定量的な比較のため、ガソリン成
分の有害性評価とガソリンスタンド周辺での慢性健康リスクを
評価しました。

4．社会受容性評価
　水素ST設置に関して、図1に示したような水素に関するリス
クとベネフィットの比較を視野に入れた統合化に取り組み、これ
らの定量的評価結果を提供した社会受容性調査を実施して、
水素STの安全と安心に関するリスクコミュニケーションのあり方
を検討します。その成果は、リスクコミュニケーション手法ガイ
ドラインとしてまとめます。

爆発利用・産業保安研究グループ　和田有司
水素等の輸送貯蔵における安全ガイドラインの提案

図1　リスクとベネフィットの定量的比較

図2　水素の漏えい拡散シミュレーションと爆発影響シミュレーション

図3　爆風に吹き飛ばされることによる死亡率の被害分布（試算例）

図4　アンモニア漏洩時の急性影響による被害分布
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１． はじめに
2014年度～ 2018年度の研究プロジェクトである戦略的
イノベーション創造プログラム（SIP）エネルギーキャリア
は、国民的・社会的な必要性や産業競争力上の重要性から、
エネルギーキャリア技術を経済性、環境性、効率性など多
面的に評価し、社会に導入される条件の明確化、および導
入シナリオを策定するために進められています。具体的に
は、水素エネルギーキャリアの製造技術、貯蔵・輸送技術、
利用技術などを開発するプロジェクト群から形成されてお
り、産総研からも多数のユニットが参加しています。
その中で、我々はエネルギーキャリアの安全性評価を、横
浜国立大学、広島大学との共同研究で進めており、産総研
は水素ステーションでの定量的リスク評価を担当していま
す。対象物質は、水素エネルギーキャリアとして使用され
る予定のメチルシクロヘキサン（MCH）です。水素ステー
ションで「メチルシクロヘキサン⇒トルエン＋水素」の反
応により水素を取り出し、燃料電池車に水素を供給します
（図１参照）。水素ステーションにおけるMCHあるいは副産
物のトルエンの漏洩事故によるヒト健康リスク評価と、こ
れらの物質と水素の燃焼・爆発によるフィジカルリスク評価
を詳細に実施して、水素ステーションに関わる高圧ガス保安
法、消防法の規制緩和などを目的としています。

２．リスク評価の枠組み
事故シナリオ、暴露シナリオ、被害・リスク推定からなる
一気通貫したリスク評価を実施する予定です。爆発と化学
物質漏洩による周辺への影響を、地理情報システムを用い
た空間分布で推定すること、爆
風圧や有害化学物質漏洩による
ヒトへの影響を推定し、被害関
数を確立すること、そして、爆
発によるリスクと化学物質漏洩
によるリスクの統合評価を実施
し、定量的リスクデータにもと
づくエネルギーキャリアの社会
受容性の調査を行うところに本
研究の特徴があります。
　現在、図２のようなリスク評
価の手順を作成して各項目の手
法の確立を図っています。そし
て、ある仮定したシナリオのも
とで、化学物質漏洩に伴うヒト
への急性毒性によるリスクと、

爆風による鼓膜損傷・死亡や、熱放射による火傷のリスク
の試算を行っている段階です。

３．今後の展開
　2016年度にスクリーニング評価を実施し、2018年度に
リスク評価を完了し、エネルギーキャリアリスク評価書や
シミュレーション・ツールなどを世に出す予定にしていま
す。そして、設備の保安距離基準見直し（高圧ガス保安法・
消防法）、スタンドの設置許可基準見直し（建築基準法・都
市計画法）、使用物質・排出量届出・リスク評価（化学物質
審査規制法（化審法）・化学物質排出把握管理促進法（化管
法））などのアウトカムに貢献することを期待しています。

謝辞
本研究は、JST委託事業「戦略的イノベーション創造プロ
グラム（SIP）」の一環として2014年度から実施しています。
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１．発生確率：漏洩確率のベイズ推定、発生事象のイベントツリー解析
２．ハザード：爆風圧シミュレーション、大気拡散シミュレーション
３．脆弱性：爆風による脆弱性評価、急性・慢性毒性評価
４．暴露：水素ステーション周辺の建物・人口解析
５．リスク：爆発と物質漏洩の定量的リスク評価、生活の質（quality of life）を
　　　　　用いた統合評価
６．リスク認知：定量的リスクデータを用いた社会受容性調査

図２　エネルギーキャリアのリスク評価の枠組み

図１　エネルギーキャリアのフローとSIPでの解析対象範囲（黄色の部分）
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エネルギーキャリアの安全性評価

１． はじめに
　産総研では、水素社会構築に向けた新技術開発とともに水
素の安全利用のための基盤技術の開発と評価に取り組んでい
ます。水素ステーション（以下、水素ST）は、すでに現行規
制で運用可能ですが、現場でのヒューマンエラー、管理要因に
起因するトラブルなどの新たなリスク要因の安全対策や社会受
容性の向上が課題として残されています。
　周辺住民の水素STへの受容性を高めるためには、従来の化
石燃料のリスクとの定量的な比較とともに、メリット（大気汚染
物質や二酸化炭素排出低減）とデメリット（爆発の危険性など）
を考慮し、定量的なリスク情報を提供した上でのアンケート調
査が必要です（図1）。
　また、様々な水素の貯蔵、輸送媒体（水素キャリア）の中で、
水素含有量が多く、貯蔵が容易なアンモニアが注目されていま
す。アンモニアは、水素に比較して、火災、爆発リスクは小さ
いと考えられますが、漏洩した際の有害性が懸念されます。
　以上の現状を踏まえ、水素やアンモニアに対する先進的なリ
スク評価を行い、水素の社会受容性を向上させることが本研究
の目的です。本研究には、安全科学研究部門の爆発利用・産
業保安研究グループ、排出暴露解析グループ、爆発安全研究
グループが参加しています。
　
2．水素ステーションのリスク評価
　これまでの水素STでは、水素の漏洩シナリオを仮定し、水素
の拡散範囲や火炎長、輻射熱の影響範囲を実験と数値計算で
求め、保安距離の基準としてきました。しかし、周辺住民に対
する説明は、これでは不十分です。
　また、圧縮天然ガス（CNG）スタンドにおいて、過去のトラ
ブルの3割以上がヒューマンエラーや管理不良が原因とされて
います。水素STにおいても、安全文化にまで踏み込んだ原因
分析を行い、安全対策を検討する必要があります。
　そこで、水素STにおける大規模な漏洩の被害を数値計算に
よって予測し（図2，図3）、安全対策によって低減されるリス
クを定量的に示す先進的なリスク評価手法の開発を行っていま
す。また、水素STでの安全文化に起因する事故防止のために、
CNGスタンドなどで安全文化評価を行い、リスク低減対策を検
討し、水素STの保安管理ガイドラインとしてまとめています。
　
3．水素キャリア導入のリスク評価
　水素キャリアに関しては、アンモニアの有害性評価とともに、
漏洩時の周辺住民への急性影響を評価するツールを開発してい
ます（図4）。今後、水素STの周辺地域を含む実際の地図上に
リスクマップとして表示できるようにし、周辺住民とのリスクコ
ミュニケーションの資料として活用したいと考えています。
　また、従来の化石燃料との定量的な比較のため、ガソリン成
分の有害性評価とガソリンスタンド周辺での慢性健康リスクを
評価しました。

4．社会受容性評価
　水素ST設置に関して、図1に示したような水素に関するリス
クとベネフィットの比較を視野に入れた統合化に取り組み、これ
らの定量的評価結果を提供した社会受容性調査を実施して、
水素STの安全と安心に関するリスクコミュニケーションのあり方
を検討します。その成果は、リスクコミュニケーション手法ガイ
ドラインとしてまとめます。

爆発利用・産業保安研究グループ　和田有司
水素等の輸送貯蔵における安全ガイドラインの提案

図1　リスクとベネフィットの定量的比較

図2　水素の漏えい拡散シミュレーションと爆発影響シミュレーション

図3　爆風に吹き飛ばされることによる死亡率の被害分布（試算例）

図4　アンモニア漏洩時の急性影響による被害分布
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１． はじめに
2014年度～ 2018年度の研究プロジェクトである戦略的
イノベーション創造プログラム（SIP）エネルギーキャリア
は、国民的・社会的な必要性や産業競争力上の重要性から、
エネルギーキャリア技術を経済性、環境性、効率性など多
面的に評価し、社会に導入される条件の明確化、および導
入シナリオを策定するために進められています。具体的に
は、水素エネルギーキャリアの製造技術、貯蔵・輸送技術、
利用技術などを開発するプロジェクト群から形成されてお
り、産総研からも多数のユニットが参加しています。
その中で、我々はエネルギーキャリアの安全性評価を、横
浜国立大学、広島大学との共同研究で進めており、産総研
は水素ステーションでの定量的リスク評価を担当していま
す。対象物質は、水素エネルギーキャリアとして使用され
る予定のメチルシクロヘキサン（MCH）です。水素ステー
ションで「メチルシクロヘキサン⇒トルエン＋水素」の反
応により水素を取り出し、燃料電池車に水素を供給します
（図１参照）。水素ステーションにおけるMCHあるいは副産
物のトルエンの漏洩事故によるヒト健康リスク評価と、こ
れらの物質と水素の燃焼・爆発によるフィジカルリスク評価
を詳細に実施して、水素ステーションに関わる高圧ガス保安
法、消防法の規制緩和などを目的としています。

２．リスク評価の枠組み
事故シナリオ、暴露シナリオ、被害・リスク推定からなる
一気通貫したリスク評価を実施する予定です。爆発と化学
物質漏洩による周辺への影響を、地理情報システムを用い
た空間分布で推定すること、爆
風圧や有害化学物質漏洩による
ヒトへの影響を推定し、被害関
数を確立すること、そして、爆
発によるリスクと化学物質漏洩
によるリスクの統合評価を実施
し、定量的リスクデータにもと
づくエネルギーキャリアの社会
受容性の調査を行うところに本
研究の特徴があります。
　現在、図２のようなリスク評
価の手順を作成して各項目の手
法の確立を図っています。そし
て、ある仮定したシナリオのも
とで、化学物質漏洩に伴うヒト
への急性毒性によるリスクと、

爆風による鼓膜損傷・死亡や、熱放射による火傷のリスク
の試算を行っている段階です。

３．今後の展開
　2016年度にスクリーニング評価を実施し、2018年度に
リスク評価を完了し、エネルギーキャリアリスク評価書や
シミュレーション・ツールなどを世に出す予定にしていま
す。そして、設備の保安距離基準見直し（高圧ガス保安法・
消防法）、スタンドの設置許可基準見直し（建築基準法・都
市計画法）、使用物質・排出量届出・リスク評価（化学物質
審査規制法（化審法）・化学物質排出把握管理促進法（化管
法））などのアウトカムに貢献することを期待しています。

謝辞
本研究は、JST委託事業「戦略的イノベーション創造プロ
グラム（SIP）」の一環として2014年度から実施しています。
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（事故の予測）
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リスク認知
（社会受容性調査）
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１．発生確率：漏洩確率のベイズ推定、発生事象のイベントツリー解析
２．ハザード：爆風圧シミュレーション、大気拡散シミュレーション
３．脆弱性：爆風による脆弱性評価、急性・慢性毒性評価
４．暴露：水素ステーション周辺の建物・人口解析
５．リスク：爆発と物質漏洩の定量的リスク評価、生活の質（quality of life）を
　　　　　用いた統合評価
６．リスク認知：定量的リスクデータを用いた社会受容性調査

図２　エネルギーキャリアのリスク評価の枠組み

図１　エネルギーキャリアのフローとSIPでの解析対象範囲（黄色の部分）
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水素の環境負荷？
　化石燃料や再生可能エネルギー（再エネ）などさまざまな資
源から作ることができる水素は、エネルギー源の多様化に貢献
できるだけでなく、エネルギーを取り出すときに温室効果ガス

（GHG）である二酸化炭素（CO2）を排出しないため、環境
負荷の低減にも寄与するエネルギーとしても期待されています。
水素の中でも、化石燃料から作るときに発生するCO2を分離・
回収して貯蔵するCO2隔離貯留（CCS）技術と組み合わせた
もの、あるいは再エネ電力で水を電気分解して製造したものは、
製造するときのCO2排出量がないため「CO2フリー水素」など
と呼ばれています。
　しかし、CO2フリー水素の貯蔵に電力が必要な場合もありま
すし、輸送にトラックを使う場合には軽油が必要です。また
CCSでCO2を回収・貯留するためや、風力発電の風車や太陽
光パネルを作るためにも、さまざまな資材やエネルギーが必要
となります。つまり、水素製造だけを見るとCO2フリー水素で
あっても、そのサプライチェーン全体を見渡すと、投入されて
いる資材やエネルギーによってCO2が排出されています。その
ため、CO2フリー社会の実現に向けた水素の役割を考えていく
上で、水素サプライチェーン全体での排出量を把握することが
重要となります。

水素サプライチェーンからの温室効果ガス排出量
　水素の製造方法や輸送方法などの組み合わせによってさまざ
まな水素サプライチェーンが考えられますが、私たちは海外で
再エネ電力を使って水を電気分解して作った水素を、液化水素

（LH）、メチルシクロヘキサン（MCH）、アンモニア（NH3）の
3種類の水素エネルギーキャリアで日本まで輸送し、水素を取り
出すまでの範囲を対象としたライフサイクル評価を行っています

（図1）。環境負荷は、文献調査やヒアリングによって収集した、
サプライチェーンに含まれるプロセスに投入される資材やエネル
ギーと、安全科学研究部門で開発している LCAデータベース
IDEA（Inventory Database for Environmental  
Analysis）を用いて算出しています。その結果の一例として、
オーストラリアとノルウェーで水素を製造し、日本で取り出した
水素の（低位）発熱量あたりのGHG排出量を図2に示します。
再エネ発電としては、出力40MWの風力発電（陸上、着床式

洋上、浮体式洋上）と出力10MWの太陽光発電を想定しまし
た。また、水素サプライチェーンに含まれるプロセスで使用さ
れる機器には様々なものがあるため、図2ではそれらの仕様に
よるGHG排出量の違いを幅で示しています。図2には明示して
いませんが、LHでは水素液化プロセス、またMCHとNH3では
脱水素・精製プロセスからの排出量の寄与が高い傾向が見え
ており、GHG排出量を下げるためにはこれらのプロセスで排出
量を低減させることが重要であるといえます。
　図2を計算するために使った資材・エネルギー投入量には化
学量論式から求めたものも含まれますし、また公開されている
データがないため、現段階ではGHG排出量算出に含めること
ができていないプロセスもあります。これらを解決してより精緻
な分析が行うことがこの研究の今後の課題ですが、図2に示し
た結果は今後の進捗によっては大小関係も含めて変わる可能性
があることにご留意ください。
　なお、本研究はNEDO「水素利用等先導技術開発事業／ト
ータルシステム導入シナリオ調査研究」の支援により実施して
います。
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トータルシナリオでのエネルギーシステムモデルを用いた分析

　新エネルギー・産業技術総合開発機構「水素利用等先導
研究開発事業／トータルシステム導入シナリオ調査研究」
に参画して、長期的視点から水素等のエネルギーキャリア
の導入が我が国のエネルギー需給に及ぼす影響を、エネル
ギーシステムモデルを用いて分析しています。エネルギー
システムモデルは、エネルギーの輸入から転換、利用に至
るフローと技術ストックの変化を数学的に表現して、コス
トや環境負荷を組み合わせた目的関数を最小化することに
より、最適な需給構造と技術選択を分析する数理ツールで
す。本研究では今世紀半ばを目指して、①国全体のエネル
ギー需給、②キャリア等の輸送システム、③離島等における
水素利用、という3つの観点から評価を行っています。
　国全体のエネルギー需給評価では、液体水素、有機ハイ
ドライド、アンモニアをキャリアとして輸入した水素を、
発電、自動車、産業、民生の各分野で利用する供給チェー
ンを組み込んだMARKAL（Market Allocation）モデルを
用いています。有機ハイドライドやアンモニアの水素転換、
水素発電、水素ステーションと燃料電池自動車、水素サテ
ライトと燃料電池コージェネ、など水素導入の鍵となる技
術について、導入が進むほど経済性が改善される習熟効果
を考慮した評価を行う点が特徴です。
　海外から輸入したキャリアは、ローリー、鉄道、内航船
などの手段で輸入地点から需要地まで輸送する必要があり
ます。キャリアの国内輸送システムの評価のために、47都
道府県からなる多地域MARKALモデルを開発しました。液
体水素、有機ハイドライド、アンモニアの輸送に加え、水
素と競合するLNG（液化天然ガス）の輸送、さらには水素
発電と競合するＣＣＳ発電（二酸化炭素隔離貯留技術のあ
る発電）から回収される二酸化炭素の輸送を組み込み、キ
ャリアの国内輸送システムの包括的な評価を行うことを目
指しています。
　離島では電力を高コストのディーゼル発電に頼っている
ため、再生可能エネルギー発電に期待が寄せられています
が、風力発電などの不安定性への対策が大きな課題となり
ます。その手段として、電池とともに水素の利用が提案さ
れています。我々は、図1に示すような離島のエネルギーシ
ステムモデルを構築し、離島における水素利用の評価を行
っています。風力発電等の出力を安定化する目的で、電池
の外に電気分解により水素を製造するフローを設定し、水
素の一部はディーゼル発電の燃料として、残りは燃料電池
自動車や燃料電池コージェネの燃料、さらに二酸化炭素と

水素からメタンを合成する原料として利用することを検討
しています。系統規模と同程度の風力発電を導入した場合
について、供給安定化を電池だけで行うケースと電池・水
素のハイブリッドシステムで行うケースを比較し、ハイブ
リッド化により年間コストが低減するという結果（表１）
を得ています。

エネルギーシステム戦略グループ　村田晃伸社会とLCA研究グループ　工藤祐揮
水素エネルギーキャリアのライフサイクル分析

図2　水素サプライチェーンからの温室効果ガス排出量

図1　想定した水素サプライチェーン

図１　離島のエネルギーシステムモデル

表１　離島における水素の導入効果

水電気分解の想定コスト
　現状技術=140万円/（N㎥/h）
　将来技術（高）=60万円/（N㎥/h）
　将来技術（低）=40万円/（N㎥/h）
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となります。つまり、水素製造だけを見るとCO2フリー水素で
あっても、そのサプライチェーン全体を見渡すと、投入されて
いる資材やエネルギーによってCO2が排出されています。その
ため、CO2フリー社会の実現に向けた水素の役割を考えていく
上で、水素サプライチェーン全体での排出量を把握することが
重要となります。

水素サプライチェーンからの温室効果ガス排出量
　水素の製造方法や輸送方法などの組み合わせによってさまざ
まな水素サプライチェーンが考えられますが、私たちは海外で
再エネ電力を使って水を電気分解して作った水素を、液化水素

（LH）、メチルシクロヘキサン（MCH）、アンモニア（NH3）の
3種類の水素エネルギーキャリアで日本まで輸送し、水素を取り
出すまでの範囲を対象としたライフサイクル評価を行っています

（図1）。環境負荷は、文献調査やヒアリングによって収集した、
サプライチェーンに含まれるプロセスに投入される資材やエネル
ギーと、安全科学研究部門で開発している LCAデータベース
IDEA（Inventory Database for Environmental  
Analysis）を用いて算出しています。その結果の一例として、
オーストラリアとノルウェーで水素を製造し、日本で取り出した
水素の（低位）発熱量あたりのGHG排出量を図2に示します。
再エネ発電としては、出力40MWの風力発電（陸上、着床式

洋上、浮体式洋上）と出力10MWの太陽光発電を想定しまし
た。また、水素サプライチェーンに含まれるプロセスで使用さ
れる機器には様々なものがあるため、図2ではそれらの仕様に
よるGHG排出量の違いを幅で示しています。図2には明示して
いませんが、LHでは水素液化プロセス、またMCHとNH3では
脱水素・精製プロセスからの排出量の寄与が高い傾向が見え
ており、GHG排出量を下げるためにはこれらのプロセスで排出
量を低減させることが重要であるといえます。
　図2を計算するために使った資材・エネルギー投入量には化
学量論式から求めたものも含まれますし、また公開されている
データがないため、現段階ではGHG排出量算出に含めること
ができていないプロセスもあります。これらを解決してより精緻
な分析が行うことがこの研究の今後の課題ですが、図2に示し
た結果は今後の進捗によっては大小関係も含めて変わる可能性
があることにご留意ください。
　なお、本研究はNEDO「水素利用等先導技術開発事業／ト
ータルシステム導入シナリオ調査研究」の支援により実施して
います。
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トータルシナリオでのエネルギーシステムモデルを用いた分析

　新エネルギー・産業技術総合開発機構「水素利用等先導
研究開発事業／トータルシステム導入シナリオ調査研究」
に参画して、長期的視点から水素等のエネルギーキャリア
の導入が我が国のエネルギー需給に及ぼす影響を、エネル
ギーシステムモデルを用いて分析しています。エネルギー
システムモデルは、エネルギーの輸入から転換、利用に至
るフローと技術ストックの変化を数学的に表現して、コス
トや環境負荷を組み合わせた目的関数を最小化することに
より、最適な需給構造と技術選択を分析する数理ツールで
す。本研究では今世紀半ばを目指して、①国全体のエネル
ギー需給、②キャリア等の輸送システム、③離島等における
水素利用、という3つの観点から評価を行っています。
　国全体のエネルギー需給評価では、液体水素、有機ハイ
ドライド、アンモニアをキャリアとして輸入した水素を、
発電、自動車、産業、民生の各分野で利用する供給チェー
ンを組み込んだMARKAL（Market Allocation）モデルを
用いています。有機ハイドライドやアンモニアの水素転換、
水素発電、水素ステーションと燃料電池自動車、水素サテ
ライトと燃料電池コージェネ、など水素導入の鍵となる技
術について、導入が進むほど経済性が改善される習熟効果
を考慮した評価を行う点が特徴です。
　海外から輸入したキャリアは、ローリー、鉄道、内航船
などの手段で輸入地点から需要地まで輸送する必要があり
ます。キャリアの国内輸送システムの評価のために、47都
道府県からなる多地域MARKALモデルを開発しました。液
体水素、有機ハイドライド、アンモニアの輸送に加え、水
素と競合するLNG（液化天然ガス）の輸送、さらには水素
発電と競合するＣＣＳ発電（二酸化炭素隔離貯留技術のあ
る発電）から回収される二酸化炭素の輸送を組み込み、キ
ャリアの国内輸送システムの包括的な評価を行うことを目
指しています。
　離島では電力を高コストのディーゼル発電に頼っている
ため、再生可能エネルギー発電に期待が寄せられています
が、風力発電などの不安定性への対策が大きな課題となり
ます。その手段として、電池とともに水素の利用が提案さ
れています。我々は、図1に示すような離島のエネルギーシ
ステムモデルを構築し、離島における水素利用の評価を行
っています。風力発電等の出力を安定化する目的で、電池
の外に電気分解により水素を製造するフローを設定し、水
素の一部はディーゼル発電の燃料として、残りは燃料電池
自動車や燃料電池コージェネの燃料、さらに二酸化炭素と

水素からメタンを合成する原料として利用することを検討
しています。系統規模と同程度の風力発電を導入した場合
について、供給安定化を電池だけで行うケースと電池・水
素のハイブリッドシステムで行うケースを比較し、ハイブ
リッド化により年間コストが低減するという結果（表１）
を得ています。

エネルギーシステム戦略グループ　村田晃伸社会とLCA研究グループ　工藤祐揮
水素エネルギーキャリアのライフサイクル分析

図2　水素サプライチェーンからの温室効果ガス排出量

図1　想定した水素サプライチェーン

図１　離島のエネルギーシステムモデル

表１　離島における水素の導入効果

水電気分解の想定コスト
　現状技術=140万円/（N㎥/h）
　将来技術（高）=60万円/（N㎥/h）
　将来技術（低）=40万円/（N㎥/h）
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　近年、化学物質の漏洩事故による環境への影響が社会的な

注目を集めています。東日本大震災のような自然災害や産業

事故によって化学物質が流出するようなケースもあり、企業

や地方自治体では、事故が発生した場合の人や生態系へのリ

スクを低減するための取り組みが求められていますが、これ

まではそのようなニーズに応えられるツールがありませんで

した。今回、当研究部門で開発している環境暴露評価モデル

の大気モデルADMERと河川モデルSHANELについて、化学

物質の日常的な排出だけでなく、事故等が原因で汚染物質が

突発的に放出されるような場面での解析機能を追加し、

ADMER Ver.3.0およびSHANEL Ver.3.0として2015年10

月19日に公開しました。

　大気モデルADMER Ver.3.0では、従来は4時間平均の気

象データを使って集計処理を行い、月平均濃度を推定してい

ましたが、集計処理を行わずに4時間毎の気象データを直接

使用して拡散計算を行うようにしました。また、シミュレー

ション期間中に最高濃度となる日時を特定する機能を搭載

し、例えば、過去10年間に発生源から半径5km離れた地点

で最高濃度となったときの日時及び濃度分布のような情報を

簡単な操作で求められるようになりました。さらに、予め設

定した地点でソースリセプターマトリックスを作成すること

により、高濃度となった地点の要因がどの発生源によるもの

なのかを推定できるようにしました（図1）。その他にも、

64bitオペレーションシステムを前提としたメモリー不足問

題の解消や処理系の見直しによる計算速度の向上などの改良

も行いました。

　河川モデルSHANEL Ver.3.0については、空間解像度を従

来の約1km格子から250m格子へと向上させ、任意の水系

で日単位の河川水濃度を推定できるようにしました。これに

より、漏洩事故の想定地点からの影響範囲や期間を予測

できるようになりました（図2）。また、晴天時の河川流量

を用いたワーストケースに近い濃度分布を短時間で推定する

機能も追加しました。さらに、化学物質の河川水濃度や河

川流量の分布図を無償の地図ソフトGoogle Earth™やGIS

ビューアのArcGIS Explorer Desktopを用いて、より簡便

かつ詳細な地図データを背景として表示できるようにしまし

た。下水道普及率や下水処理場のデータは、収集可能な最近

の年度（2011年）のデータに更新しました。

　当研究部門では、ADMER Ver.3.0やSHANEL Ver.3.0を

はじめとする環境暴露評価モデルを活用したシミュレー

ションやリスク評価に関する共同研究、コンサルティン

グ、技術相談、技術研修を随時承っております。Webサイ

ト（https://www.aist-riss.jp/）からお気軽にお問い合わ

せください。
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シリーズ：橋渡し
ADMERとSHANELの機能を強化しました

環境暴露モデリンググループ　石川百合子・東野晴行
社会とLCA研究グループ　畑山博樹

部門講演会開催報告
ISIE Conference 2015 参加報告
はじめに
　平成28年2月29日に、産総研臨海副都心センターにて部
門講演会「平成27年度 産総研 エネルギー・環境シンポジウ
ムシリーズ　安全科学研究部門講演会『産業ニーズに応える
データベース・評価ツール群 ～安全で持続可能な社会に向
けて～』」を開催いたしました。このイベントでは、安全科
学研究部門でこれまで開発してきた各種データベースや評価
ツール（ソフトウェア）をさらに活用いただくため、来場さ
れる事業者や行政の方々とのコミュニケーションをはかるこ
とに重きを置きました。安全科学研究部門で実施している

「爆発・産業保安」「化学物質リスク」「ナノ材料リスク」
「LCA・エネルギー」の4つのテーマに対して講演と展示会
を企画し、116名の方にご来場いただきました。
 　
講演会
　小林哲彦理事（エネルギー・環境領域長）による開会挨拶
の後、山内輝暢氏（経済産業省 産業製造局 化学物質管理課 
課長）と庄野文章氏（一般社団法人 日本化学工業協会 常務
理事）から来賓ご挨拶をいただきました。それぞれの視点か
ら、安全科学研究部門で開発してきたデータベース・評価
ツール群に関する期待が述べられました。これらを受け、本
田一匡研究部門長からの主催者挨拶として、我々の研究成果
のユーザーの皆様から是非ご要望を聞かせて欲しいという開
催意図が述べられました（図１）。
　それに続いて、設定したテーマに応じて安全科学研究部門
から4件の講演を行いました。それぞれのテーマの全体像や
背景を説明する演題もあれば、特出しのトピックを解説する
演題もあり、活発な質疑応答がなされました。
 
展示会
　4つのコーナーで、パネル展示や動画による説明、データ
ベースやソフトウェアのデモンストレーションを行いまし
た。展示と平行して、産総研エネルギー・環境領域の内藤茂
樹イノベーションコーディネータによる共同研究や技術コン
サルティング制度の説明を行いました。また、それぞれの
コーナーの持ち回りで展示内容を担当研究員が解説する「展
示コーナー・スポットライト」の時間を設けました（図2）。
それぞれが趣向を凝らした展示を準備した甲斐もあり、展示
会の最後まで多数の来場者が会場に残っていただき、活発な
意見交換を行うことができました。

交流会
　展示会終了後、来場者と安全科学研究部門の研究員とのコ
ミュニケーションをはかるため、会費制の交流会を開催しま
した。臨海副都心センター 11階のリフレッシュコーナーに
て、お台場の夜景を見ながらの懇談となりました。
 
おわりに
　今回のような趣旨の講演会を開催することは部門として初
めての試みでしたが、今後もこのような企画なども行いなが
ら事業者や行政の方々と連携し、研究成果の普及に努めてい
きたいと考えています。
　なお、当日の講演スライドは安全科学研究部門ホームペー
ジからダウンロードすることができますので、是非ご覧くだ
さい。

図2 　SHANEL Ver.3.0による事故を想定したときの濃度分布の表示例

図1　ADMER Ver.3.0で推定した化学物質の発生源寄与率の例
図1　本田部門長による挨拶

図2　展示会の様子：「爆発・産業保安」コーナー

リスク評価戦略グループ　蒲生昌志
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来の約1km格子から250m格子へと向上させ、任意の水系
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機能も追加しました。さらに、化学物質の河川水濃度や河
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　当研究部門では、ADMER Ver.3.0やSHANEL Ver.3.0を
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シリーズ：橋渡し
ADMERとSHANELの機能を強化しました

環境暴露モデリンググループ　石川百合子・東野晴行
社会とLCA研究グループ　畑山博樹

部門講演会開催報告
ISIE Conference 2015 参加報告
はじめに
　平成28年2月29日に、産総研臨海副都心センターにて部
門講演会「平成27年度 産総研 エネルギー・環境シンポジウ
ムシリーズ　安全科学研究部門講演会『産業ニーズに応える
データベース・評価ツール群 ～安全で持続可能な社会に向
けて～』」を開催いたしました。このイベントでは、安全科
学研究部門でこれまで開発してきた各種データベースや評価
ツール（ソフトウェア）をさらに活用いただくため、来場さ
れる事業者や行政の方々とのコミュニケーションをはかるこ
とに重きを置きました。安全科学研究部門で実施している

「爆発・産業保安」「化学物質リスク」「ナノ材料リスク」
「LCA・エネルギー」の4つのテーマに対して講演と展示会
を企画し、116名の方にご来場いただきました。
 　
講演会
　小林哲彦理事（エネルギー・環境領域長）による開会挨拶
の後、山内輝暢氏（経済産業省 産業製造局 化学物質管理課 
課長）と庄野文章氏（一般社団法人 日本化学工業協会 常務
理事）から来賓ご挨拶をいただきました。それぞれの視点か
ら、安全科学研究部門で開発してきたデータベース・評価
ツール群に関する期待が述べられました。これらを受け、本
田一匡研究部門長からの主催者挨拶として、我々の研究成果
のユーザーの皆様から是非ご要望を聞かせて欲しいという開
催意図が述べられました（図１）。
　それに続いて、設定したテーマに応じて安全科学研究部門
から4件の講演を行いました。それぞれのテーマの全体像や
背景を説明する演題もあれば、特出しのトピックを解説する
演題もあり、活発な質疑応答がなされました。
 
展示会
　4つのコーナーで、パネル展示や動画による説明、データ
ベースやソフトウェアのデモンストレーションを行いまし
た。展示と平行して、産総研エネルギー・環境領域の内藤茂
樹イノベーションコーディネータによる共同研究や技術コン
サルティング制度の説明を行いました。また、それぞれの
コーナーの持ち回りで展示内容を担当研究員が解説する「展
示コーナー・スポットライト」の時間を設けました（図2）。
それぞれが趣向を凝らした展示を準備した甲斐もあり、展示
会の最後まで多数の来場者が会場に残っていただき、活発な
意見交換を行うことができました。

交流会
　展示会終了後、来場者と安全科学研究部門の研究員とのコ
ミュニケーションをはかるため、会費制の交流会を開催しま
した。臨海副都心センター 11階のリフレッシュコーナーに
て、お台場の夜景を見ながらの懇談となりました。
 
おわりに
　今回のような趣旨の講演会を開催することは部門として初
めての試みでしたが、今後もこのような企画なども行いなが
ら事業者や行政の方々と連携し、研究成果の普及に努めてい
きたいと考えています。
　なお、当日の講演スライドは安全科学研究部門ホームペー
ジからダウンロードすることができますので、是非ご覧くだ
さい。

図2 　SHANEL Ver.3.0による事故を想定したときの濃度分布の表示例

図1　ADMER Ver.3.0で推定した化学物質の発生源寄与率の例
図1　本田部門長による挨拶

図2　展示会の様子：「爆発・産業保安」コーナー

リスク評価戦略グループ　蒲生昌志
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編集後記 　第25号は前回に引き続き、安全科
学研究部門で行っている水素関連の研

究を特集しました。2020年オリンピック・パラリンピック
東京大会を水素社会の見本市とする動きや、2015年11月の
COP21（気候変動枠組条約第21回締約国会議）首脳会議で
安倍総理が策定を表明した「エネルギー・環境イノベーショ
ン戦略」で水素が例示されたことからもわかるように、水素
社会実現に対する機運が高まっています。それを実現するた

めにはどのような課題があるか？それを解決していくために
はどうしたらいいか？これこそまさに、安全と持続可能性を
科学的に評価する手法を開発している安全科学研究部門が得
意とする分野です。今回ご紹介した研究内容は、これまでの
研究で得られた成果のごくごく一部です。これからの進捗に
ついてもこのニュースレターなどで情報発信していきますの
で、ご期待ください。

（工藤 記）

　インベントリデータベースIDEA Ver.2の販売を開始しました。詳しくは部門のウェブサイトをご覧ください。

お知らせ

将来の需給ひっ迫リスクと気候変動問題への対応という大きな制約要因を抱える化石エネ
ルギー。15基の原発が40年を超えて稼働しても、新設または更新が行われない限り2050年
には設備能力が現在の約半分に低下する原子力。

こうした将来のエネルギー供給リスクに備えるための準備として、私たちがやるべきこと
は見えている。一次エネルギーは化石エネルギー、原子力、そして再生可能エネルギー（以
下、「再エネ」）で構成されるから、再エネの大量導入を図ることだ。国内の再エネ資源の利
用拡大を図ることは重要なことだが、国内に賦存する資源は量的にも質的にも限りがある。
国内の再エネ資源のみでは、経済に大きな負担を強いることなく必要量を確保することはで
きない。こうしたことから、海外に豊富に存在する再エネを日本に運んでくる手段として水
素エネルギーが重要になる。

水素エネルギーとは言っても、しかし、水素自体はエネルギー密度があまりにも小さい等
の理由でエネルギー運搬手段としては適していない。そこで、水素を他の物質あるいは形態
に変えて水素エネルギーを運ぶ、「エネルギーキャリア」の開発、利用が内閣府の戦略的イ
ノベーション創造プログラム（SIP）の1テーマとして進められている。

SIP「エネルギーキャリア」では液化水素、メチルシクロヘキサン、アンモニアが候補とし
て取り上げられているが、こういった物質を利用して水素エネルギーを導入するためには、
エネルギー供給チェーンを変革することが必要だ。なぜなら化石燃料消費量やCO2排出量の
削減に資する規模で水素エネルギーを導入するためには、これまでのエネファームや燃料電
池自動車への水素エネルギー供給に比べて格段に大きな規模のインフラの整備を必要とする
からだ。（ちなみに60万kWの発電所の燃料を全て水素に換えると、発電所一基だけで燃料
電池自動車約250万台分の水素量が必要となる。）

こうしたエネルギーシステムの変革に取り組む際には、新しいシステムの構築と並行して、
早い段階からその安全確保対策と社会からの受容を得るための取り組みを進める必要があ
る。このためSIP「エネルギーキャリア」では、その初めから「エネルギーキャリアの安全性
評価」を重要テーマとして取り上げ、産総研の安全科学研究部門に大きな役割を担っていた
だいている。

これまで安全科学研究部門は、世界に先駆けてナノマテリアルのリスク評価研究を行い、
世界から注目されるなど、リスク／管理研究分野で多くの実績を積み重ねて来られている。
エネルギー・環境制約の克服を可能とするエネルギーシステムのイノベーション実現のため
に、その蓄積と力を大いに発揮していただけることを期待している。

SIP「エネルギーキャリア」と安全科学研究部門への期待

内閣府戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）
「エネルギーキャリア」

サブ・プログラムディレクター
住友化学（株）主幹

塩沢文朗
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エネルギーシステム戦略グループ　安芸裕久

国際会議参加報告
IEEE VPPC 2015参加報告
　2015年10月19日̶22日にモントリオールで開催された
IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference 

（VPPC 2015）に参加しました。本会議はIEEEのVehicular 
Technology Society （VTS）の主催により毎年開催されま
す。IEEEの会議としては規模が小さく、発表件数は171件

（内、ポスター 58件）で、参加者も200̶300名程度とのこ
とでした。交通への電気・電子技術の応用をテーマとしてお
り、電気自動車（パワエレ、電動機駆動、充電インフラ、電
気貯蔵）や高度道路交通システム（ITS）および鉄道などに
関する研究発表が行われました。

　私はVehicle-to-grid（V2G）に関する研究を行うための
基礎データ取得を目的として行った自家用自動車の使用実態
調査について報告しました。本会議では主流ではありません
でしたが、調査手法や得られたデータの分析結果等について
関心を持たれました。
　本会議に出席したのは初めての経験でしたが、規模が小さ
い分、参加者らはお互いに顔なじみも多いようで、VTSの一
体感を感じました。エネルギーシステムの研究においても電
気自動車による電力系統との協調に関心が持たれており、引
き続き調査・研究を行っていきたいと思います。

社会とLCA研究グループ　本田智則ICRERA 2015参加報告
　2015年11月22日̶25日に、ICRERA (International 
Conference on Renewable Energy Research and 
Application) 2015がイタリアのシチリア島パレルモにて開
催され、53カ国435人の研究者等が参加しました。安全科
学研究部門からは本田智則が参加し、現在研究を進めている
分散型エネルギー取引市場制度設計に関する理論構築に関す
る研究等について情報収集及び専門家間のディスカッション
を行ってきました。ICRERAでは主に再生可能エネルギーの
大量導入に向けた技術的な研究を主たるテーマとして議論が
行われており、特に分散電源を如何にして社会の中で運用す
るかについて技術的な観点からの議論が多く行われていまし

た。Keynoteにおいても Aalborg UniversityのFrede 
B l l a b j e r g 氏 が “Renewab le  Ene rgy  Sys tem 
Integration”（既存系統電源と再生可能エネルギーの統合）
のための技術動向を詳細に解説しており、その後のディス
カッションにおいても技術基盤は整いつつあり、今後は社会
への実運用に向けた社会学的見地にたった研究が必要である
と述べられていたことが印象的でした。我々の研究グループ
では、市場制度設計など、社会学的・経済学的見地からの研
究を主としており、技術的なバックグラウンドを持つ研究者
と共同し、技術的・社会学的適用可能なシステムの提案の必
要性を強く感じさせられるものでした。


