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安全科学のホームグラウンド
安全科学研究部門は、2008 年４月１日に設立されました。その目標については、設立記念
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講演会で述べ、その概略が本号で紹介されていますので、ここでは、少し別の面からこの部
門の特徴や、今後の課題を述べてみます。

●特集：
安全と持続可能性の実現に
向かって・・・・・・・・・・・・・・・・・2

産総研の研究組織は、全く性質の異なる 3 種の研究ユニット、研究部門（Research Institute：
RI と略す）、研究センター、研究ラボの混合体です。研究センターは一定の明確なミッショ
ンを持っている時限のユニットで、ラボはセンターの萌芽体のようなさらに短期で小さなユ
ニットですが、RI は専門領域をカバーする、やや恒久的なユニット、つまり、ある専門領域
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のホームグラウンドです。多くの場合、RI の一部の研究員が、センターやラボを作り､ 飛び
出していき、使命が終わればまた RI に戻り、吸収されるという動きをします。
ところが、今回は、独自の活動を続けていた３つの研究センターが集まって、全く新しい
研究領域の RI を作ることになりました。つまり、これまでなかった安全科学という新しい研
究領域のホームグラウンドを作ることになったのです。それぞれが独自に活動して、独自の
分野を作っていたので、いろいろ難しいことがあります。
その難しさと悪戦苦闘している過程で、私は気がついたのです。この RI を作るための努力
は、単に、ひとつの新しい研究組織を創り、うまく運営するためではなく、新しい研究領域
を作るためのものであり、それがために、難しいのだということに。そして、同時にこの困
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難を乗り越えることに、歴史的な意味を感じました。
「安全」と「持続性」の両立を目指す科学を創るという目標は、3 研究センターの統合の過
程で出てきたものですが、それが、まさに、地球環境問題を抱える今の時代の安全科学のあ
るべき姿だということに気がつきました。
「安全」は誰もが求めるものであり、生きていくために保証されるべきものではありますが、
無限の安全はありませんし、往々にして利己的なものです。その利己性を乗り越える鍵が持
続性です。多くの研究機関や大学に、安全・安心のための研究組織があります。しかし、安
全と持続性の両立を掲げた研究組織は見たことがありません。私達だけが、この目標を掲げ
ています。これこそが、今後必要とされる安全科学であり、そのホームグラウンドを今、私
達は創ろうとしているのです。
（写真提供：中日新聞社）
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特集：安全と持続可能性の実現に向かって
産 総 研 「 安 全 科 学 研 究 部 門 」 設 立 記 念講演会

平成 20 年 9 月 11 日、安全科学研究部門 (RISS) は、全日通霞ヶ関ビルにおいて設立記念講演会を開催いたしました。当日は、
雨模様の天候にもかかわらず 325 名の皆様にご参加いただき、化学物質リスク管理（CRM）研究センター、ライフサイクルア
セスメント（LCA）研究センター、爆発安全研究コアの３つの研究組織を中心とする大胆な融合によって、産総研に新たに発
足した RISS の設立の意図、今後の研究活動の方向をご紹介するとともに、RISS に寄せる様々な期待を参加者の皆様からお伺
いする大変貴重な機会となりました。また、記念講演会に引き続き開催された懇親会には、272 名の皆様がご出席され、これ
まで CRM 研究センター、LCA 研究センター、爆発安全研究コア、それぞれとの関わりのあった方々が、分野、業種、そして
関心の範囲を超えて交流する最初の機会となり、RISS 設立によって産総研の外にも融合が広がる可能性が感じられました。
申込が定員を超え、ご参加いただけなかった方も多くいらっしゃったことから、RISS ニュースレター第 1 号の特集として、
設立記念講演会についてご報告いたします。講演のスライドは、RISS ホームページで公開しておりますので、併せてご覧くだ
さい。

■産総研とリスクサイエンス
産総研、小野副理事長の開会挨拶では、安全科学研究部
門という名称に託した「安全と持続可能性」の研究の意義、
製品の価値、産業界の強みとしての「安全と持続可能性」
の重要性が強調されました。
開会挨拶に引き続き、ご挨拶をいただきましたご来賓の
おひとり、経済産業省、原子力・安全保安院院長、薦田康
久様からは、お祝いの言葉に加え、工業技術院にご在籍さ
れていた当時、産総研設立を巡り展開された国立研究機関
のあり方に対する議論をご紹介いただきました。産業の育成・
振興に役立つ研究だけではなく、むしろ国民の安全やエネ
ルギー施策の「ものさし」をつくり、「ものさし」を分かり
易い形で示す研究が、国立研究機関でしかできない研究と
して重要であるという方向へ論議が進み、CRM 研究センター、
LCA 研究センター、爆発安全研究コアといった研究組織の
設立につながっていったという経緯は、今回の RISS 設立、
そしてその研究の意義と今後の方向性にとっても大変意義
深いお話でした。
原子力・高圧ガス・火薬の安全性に関わる、原子力・安
全保安院院長の現在のお立場から、安全と持続可能性を目
指す RISS の今後の科学研究への大きな期待とご声援を頂戴
いたしました。

来賓ご挨拶（薦田康久様）
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来賓ご挨拶（照井恵光様）

同じく経済産業省、技術総括審議官、照井恵光様の
ご挨拶では、CRM 研究センター設立の経緯とその実績
についての評価、ならびに新部門への期待についてお
話を頂戴いたしました。それによれば、1999 年 7 月
PRTR 法（特定化学物質の環境への排出量の把握等及び
管理の改善の促進に関する法律）が公布され、リスク
という観点での化学物質管理が開始されるにあたり、
日本における化学物質のリスク評価・管理に関する研
究が求められていました。時を同じくして、工業技術
院において、CRM 研究センターの設立が計画され、新
たに開始される「化学物質総合評価管理プログラム」
の中核機関として CRM 研究センターの取り組みに大き
な期待が集まっていたのです。
照井審議官からは、詳細リスク評価書を代表とする
CRM 研究センターの成果に対する高い評価とともに、
センターという時限付の組織から、LCA 研究センター、
爆発安全研究コアとともに恒常的な組織である部門に
発展し、より広い分野の研究課題についてリスクの観
点から安全と持続可能性を追求する RISS への強い期待
が寄せられました。また、安全については、化学物質
および爆発といった事象だけではなく、最近多くの問
題が発覚している偽装、改ざんといった組織の問題に
も取り組んで欲しいとのご要望をいただきました。
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■安全科学研究部門の目指すもの
中西準子研究部門長はスピーチの中で、まず RISS 設立の
基礎となった CRM 研究センター、LCA 研究センターおよび
爆発安全研究コアのこれまでの業績を振り返るとともに、
新部門設立を促した社会的要請、また、組織内部に認識さ
れていた必要性を示しました。
RISS 設立を促す時代の要請として、１）事故の急増と安
全管理への要求、２）地球環境問題（持続可能性の追求）
、３）
原料資源、エネルギー資源の逼迫、そして４）評価の必要
性を挙げました。中でも４）については、あらゆる政策で
要求されるようになりつつある立案過程の透明性と説明力
のうち、説明力となる評価の重要性、複数の影響評価の必
要性とリスクトレードオフ問題、そして新規技術の開発に
おける国際競争に打ち勝つための評価の重要性を強調しま
した。
組織内部に認識されていた必要性としては、１）化学物
質リスク研究に地球的視野と LCA による解析を取り入れる
ことの必要性（CRM 研究センター）、２）爆発安全研究を一
般的状況での燃焼現象、産業保安に拡大し、より人間的な
視点を取り入れることの必要性（爆発安全研究コア）、そし
て３）LCA ツールの開発からより具体的な政策提言での独
自性を示す必要性（LCA 研究センター）、を挙げました。

プログラム
◆開会挨拶
産業技術総合研究所
◆来賓ご挨拶
経済産業省
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「安全科学研究部門への期待」
科学技術振興機構 研究開発戦略センター
上級フェロー
安井
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「安全科学研究部門で期待される LCA とは何か」
安全科学研究部門 副部門長
稲葉
敦
「爆発安全コアの役割と産業保安」
安全科学研究部門 主幹研究員
爆発安全研究コア代表

飯田

光明

中西

準子

◆参加者の皆さんからのご意見
◆閉会挨拶
安全科学研究部門

中西準子研究部門長

スピーチ

こうした社会的要請と内部に芽生えていた必要性によ
って 3 つの研究組織が融合し、設立された RISS の最大の
テーマは、複数のリスクを評価するための指標と手法の
開発、そしてリスクトレードオフへの対応です。研究部
門の英語名、Research Institute of Science for Safety and
Sustainability が示すように、RISS では「安全」を地球の
将来の安全も考慮した概念と定義しています。
また、RISS が取り組む具体的な研究課題の中から、今
後 3 年間に一定の成果を出すことが期待され、RISS の方
向性を示す４つの課題を、部門プレゼンス・プロジェク
ト（pj）として紹介しました。
Pj(1):
Pj(2):
Pj(3):
Pj(4):

研究部門長

Pj(1) と Pj(2) は、RISS 設立前の爆発安全研究コアと CRM 研
究センターそれぞれの研究の延長線上にある課題です。
Pj(3) と Pj(4) も基礎となる研究は各研究組織で実施されてき
ましたが、融合によって可能になった新たな領域への挑戦
です。各 Pj の詳細については、RISS ホームページでもご紹
介しています。
さらに、本年度から新たに開始されたもう一つの融合研
究として、「カーエアコンや屋内用定置型エアコン冷媒の安
全性評価」を紹介しました。このプロジェクトは、（独）新
エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）のプログラム、
「ノンフロン型省エネ冷凍空調システム開発」の一部として
実施されています。

フィジカルハザード研究
工業ナノ材料のリスク評価
鉛のサブスタンス・フロー・シミュレータの構築
バイオマスエネルギー開発・利用の評価
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■山積する難問解決への期待
続いて、東京大学名誉教授・国際連合大学名誉副学長、
（独）
科学技術振興機構・研究開発戦略センター上級フェロー、
安井至様から、「安全科学研究部門への期待、難問解決法と
しての新科学技術創生を」と題したご講演をいただきました。
安井上級フェローのご講演では、山積する難問と増大す
るリスクについてグローバルレベルから日本のローカルレ
ベルまで、残留農薬、ダイオキシン、飲料水、食糧、エネ
ルギー、人口などの具体的な例が示され、その解決に結び
つく可能性を秘めた RISS の研究活動への期待が寄せられま
した。
リスクにおける共通の問題として、個別科学での対応の
限界、俯瞰的視野の必要性、定量的リスク評価／科学的リ
スク評価の重要性、リスクコミュニケーションの難しさを
挙げ、人文科学的視点を備えた工学分野の専門家が難問解
決に必要な人材であり、RISS の研究者に対し専門分野の知
識だけではなく、是非俯瞰力を備えて欲しいとのご要望が
ありました。
ご講演の結論として、「リスク」というコンセプトをキー
として、個別問題の個別解の積み重ねでは解決することの
できない問題の総合的な解を導き出す可能性を示され、リ
スクを総合的に科学する RISS が将来的には産総研全体のコ
ントロールタワーの役割を担っていくことへの期待と励ま
しをいただきました。

安井

至様

ご講演

ます。また、サプライチェーンも考慮したカーボンフット
プリント、そしてエコファンドといった金融業を介しての
企業の環境活動の推進を支える公平なルール作りとデータ
の提供を行っていく方針を述べました。

稲葉敦副研究部門長

スピーチ

■爆発安全研究コアの役割と産業保安
RISS 主幹研究員と爆発安全研究コア代表を兼任する飯田
光明は、産総研における研究コアという組織の特殊性、こ
れまでの研究内容、そして今後の RISS における新たな研究
計画を紹介しました。産総研では外部からの特定の社会・
行政ニーズに応えるため、複数ユニットから構成される領
域を組織として定義、代表性を付与し研究コアと呼んでい
ます。したがって、RISS に所属する現在も、爆発安全研究
コアの外部に対する代表性は維持されています。爆発事故
の原因究明のための実験を行える国内唯一の施設として、
企業の要請に応えるとともに原子力・安全保安院からの火
薬取締法の改正に関わる研究要請等に対応し、行政施策に
直接反映される成果をこれまで残してきています。今後は、
これまでの研究の継承に加え、RISS における融合研究とし
てバイオマス由来燃料のフィジカルリスク評価、また産業
保安のための評価ガイドラインの作成、評価のための基盤
確立、そして企業の自主保安のバックアップを実施する計
画であると、抱負を述べました。

■ RISS で期待される LCA とは何か
RISS 副部門長、稲葉敦は、そのスピーチの中で、これま
での LCA 研究センターの研究活動と今後の取組みを紹介し
ました。LCA 研究センターは、環境調和性を評価する手法
として産業界で活用が進んでいる LCA の普及を推進するた
めに、最新の LCA 手法 LIME (Life-cycle Impact assessment
Method based on Endpoint modeling) を搭載したソフトウェア
AIST-LCA Ver.4 を完成しています。しかし、比較可能な同じ
機能の製品が現実には存在しないこと、また評価軸の多様
性から LCA は期待される意思決定ツールとしての役割を十
分に果たせずにいます。その解決のため今後 RISS の研究グ
ループとして総合的に判断する政策ツールの開発を目指し
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飯田光明

爆発安全研究コア代表

スピーチ
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■参加者から RISS への要望
講演終了後、参加者の RISS へのご要望をお伺いするセッ
ションでは、次のような研究や活動を期待するご発言をい
ただきました。

・化学物質の暴走反応とその副生物の健康・環境への
影響
・人の価値観の評価の科学的究明
・省庁の枠を超え、食品安全等の分野においてもリ
スクベースで政策を評価し、限りある資源を大切
に使うための安全研究

参加者とのセッション

・基礎データの積上げと評価
・フィジカルリスクと環境リスクのトレードオフ評
価手法の開発
・化学物質の事故時の労働者および周辺住民に対
するリスク評価
・人材育成

■最後に
また、当日行ったアンケート調査では 169 人からご回
答をいただき、回収率の高さからも RISS に対する強い興
味と期待が伺われました。「これから先、日本および世
界で、新たに問題になりそうな「安全」や「持続可能性」
に関わる問題は何だと思いますか？」という質問に対し
ては、「エネルギー」、「食糧」、「人口」、「水」、「コミュ
ニケーション」、「教育」、「温暖化」、「新たな疾病・感染
症」といった問題が複数の回答者から寄せられ、RISS の
研究分野との重なりが確認されました。
CRM 研究センター、LCA 研究センター、爆発安全研究
コアの 3 つの分野が融合して設立された RISS の背景を反
映して、「RISS にぜひチャレンジして欲しい研究分野が
あれば挙げてください」という質問に対する答えは非常
に多岐に亘っていました。旧研究組織のそれぞれの分野
の領域に留まる研究だけではなく、「フィジカルリスク、
ヒト健康、資源問題、地球環境等、様々なリスクを総合
して評価できる共通の尺度」、「物質リスクのみならず横
断的リスク評価のデータベースの構築」等、融合領域の
研究課題も回答に多く含まれていました。また、遺伝子
組換え食品や BSE といった食品安全の問題、リスクトレ
ードオフにおける価値観の多様性、そしてリスクコミュ
ニケーションの分野においても RISS のチャレンジが期待
されていました。
アンケート結果の一部については、RISS ホームページ
でもご紹介しております。

講演会の閉会にあたり、中西研究部門長は、ご参加く
ださいました皆様へのお礼を述べるとともに、参加者の
皆様から寄せられた化学物質やフィジカルリスクの研究
課題や人材育成における RISS としての取組みの可能性の
一端を披露しました。しかし、RISS がその研究活動とし
て直接関与できる分野には限界があります。例えば、食
品安全の分野のテーマについて、直ぐに RISS としての見
解を示すことはできません。また、価値観やリスクコミ
ュニケーションの問題は非常に難しく、少し消極的では
ありますが、データに基づく科学的評価の結果を以って
どこまで共通のことが言えるのかを示し、その時々の政
策的判断に結論を委ねるという立場を当面取ることにな
ります。
但し、現在非常に高い注目を集めているナノ材料のリ
スク評価については、研究成果を積極的に発信すること
で世の中に働きかけ、リスクに対する理解、合意形成を
達成することを目標として研究活動を行っています。そ
して、それを突破口として、他の領域へリスクサイエン
スを広めていきたいという希望と決意を以って研究部門
長の閉会の挨拶となりました。
設立記念講演会にご参加くださいました皆様に改めて
お礼申し上げるとともに、今後の RISS の研究活動に引き
続きご注目くださいますようお願い致します。
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研究グループ紹介シリーズ①

持続可能性ガバナンスグループ
研究グループ長

安全科学研究部門は産総研の 3 つのユニットが統合され
て発足しました。しかし、研究グループレベルでは大部分
が統合以前のメンバーと研究内容を維持しています。グル
ープ紹介シリーズのトップを切って持続可能性ガバナンス
グループを紹介するのは、部門発足と同時に組織された唯
一の融合グループだからです。
グループ名は、部門発足前に候補として挙げられた「持
続可能性」と「ガバナンス」というキーワードを合わせて
作った造語です。持続可能性という言葉は、産総研全体の
目標や計画にも取り上げられ、安全科学研究部門の英語名
にも sustainability として入っているように、今ではすっ
かり有名な言葉になりました。しかし、ガバナンス
（governance）という言葉は、少なくとも自然科学系の研究
者の間ではなじみが薄い言葉だと思います。私が初めてガ
バナンスという言葉を聞いたのは 10 年以上前で、政治学者
が国際関係について分析する際に使っていました。ずいぶ
ん変な言葉だなという印象があったのですが、その後、「コ
ーポレートガバナンス」、「IT ガバナンス」というように用
途が拡大し、最近では、「リスクガバナンス」、「科学技術ガ
バナンス」、「ナノテクノロジーガバナンス」といった使い
方もしています。ガバナンスの定義は分野によって異なり
ますが、共通項を探ると、不確実で複雑な問題に関する意
思決定に際して、様々な利害関係者が、社会全体に最適と
なる解を求めてそれぞれがそれぞれの役割を果たすこと、
といったような意味になります。また、「ガバメントからガ
バナンスへ」という言い方もあります。これは、政府が法
規制を決めて事業者や市民がそれらを遵守するというこれ
までの一方的な関係から、それらに加えて、事業者による
自主的な取り組み、市民による社会的受容あるいは意思決
定への参加、国や地方自治体による情報公開制度などを通
して、社会全体として問題の解決を探るというモデルが求
められているということを示しています。
近年の安全や持続可能性に関わる問題には、新規である、
あるいは、不確実性が大きいという特徴があります。こう
した場合、科学的にはっきりしたことが分かる前に、何ら
かの行動を起こす必要があります。法規制を作るにはそれ
なりの根拠が必要ですし、制定まで時間がかかります。そ
のため、事業者による自主的取り組みの役割が増大してい
ます。ただし、現在の自主的取り組みでは、どこまでやれ
ばよいのかの判断基準が自明ではありません。化学物質や
CO 2 の排出をゼロにすることを目標にしてしまうと製造業
は操業できません。過度に実施すると費用がかさみ、株主
の利益を損なう一方で、環境や安全への積極的な取り組み
を評価する投資家や消費者もいます。現実はそれらのバラ
ンスのもとで事業者は意思決定を行っているのですが、近
い将来、そのバランスについての説明責任が求められるよ
うになることが予想されます。
さらには、説明を求められてから受動的に情報提供する
のではなく、先手を打って積極的にリスクや環境に関する
情報を開示していこうという動きもあります。例えば、工
業ナノ材料を使った製品を市場に出す前にきちんとしたリ
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充生

スク評価を実施し、第三者から懸念を指摘される前に、製
品のライフサイクルを通してリスクの懸念が少ないことを
自ら示すというようなアプローチがすでに行われています。
このような意識は特に欧州に強く、その背景には、最近始
まった REACH（化学物質の登録、評価、認可及び制限に関
する規則）という法律の根底にある
no data, no market
（データなくして市場なし） という思想があり、化学物質
の安全性（リスクの懸念のないこと）の立証責任が、行政
から事業者に転換されています。
製品の開発に伴ってリスクや環境負荷を評価することは、
一見、研究開発から製品化に至る期間を長くしてしまうよ
うに思えますが、これからはきちんとリスク評価やライフ
サイクルアセスメント（LCA）を事前に行っておくことが、
逆に、経営上のリスクを小さくし、市場に出るまでの期間
を短縮できる、すなわちイノベーションを促進することに
なると考えられます。
また、国による法規制についても、説明責任が求められ
る時代になりました。2007 年 10 月には規制影響評価の実
施が義務付けられ、法規制導入によって生ずるであろう費
用と得られる効果を事前にできるだけ定量的に示すことが
求められています。また、同時に、代替案と比較して当該
規制案の優位性を示さなくてはなりません。
このように、企業活動や製品、新規技術から国の政策ま
でありとあらゆる活動についての事前の定量的「評価」が
求められています。評価の目的として、活動の中身を効率
的なものにすることとともに、その意思決定がベストであ
ることを利害関係者に説明する側面（アカウンタビリティ）
も重視されています。我々のグループでは、すべてではあ
りませんが、様々な段階の評価の仕事に関わっていくことで、
持続可能な社会に向けてますますニーズが高まる、汎用的
かつ基盤的な産業技術となり得る評価手法の開発や普及に
取り組んでいきたいと考えています。我々のグループが当
面行う予定の研究を、動学的な側面と静学的な側面に分け、
ミクロレベルからマクロレベルへの展開を図 1 に示しました。

持続可能性に向けた制度設計

静学的アプローチ
評価研究
（static）
対象

動学的アプローチ
（dynamic ）

一般均衡モデルによる政策シミュレーション

政策

環境情報公開制度を用いた環境負荷低減
インセンティブ（PRTR, 温室効果ガス）

包括的製品政策のライフサイクル評価

制度

研究開発（R&D ）やイノベーションの
インセンティブ

新興技術のテクノロジーアセスメント手法の 技術 技術のスピルオーバーの評価と促進手段
確立（ナノテクノロジーの社会受容）
リスクドレードオフの評価
（洗浄剤，プラスチック添加剤） 企業 金融商品を用いた環境負荷低減
インセンティブ
時間と空間距離に対する利他的選好調査
環境配慮型循環都市に関する研究

図1

生活

環境情報に対する消費者の反応調査

持続可能性ガバナンスグループの研究テーマ

Safety & Sustainability
新規プロジェクト紹介：

ノンフロン型冷媒の安全性評価に関する融合研究
プロジェクト・リーダー／副研究部門長

■プロジェクトの背景
HFC（ハイドロフロロカーボン）系の冷媒は、この冷媒が
使用される以前に普及し使用されていた CFC（クロロフロ
ロカーボン）系、あるいは HCFC（ハイドロクロロフロロカ
ーボン）系の冷媒で問題となった『オゾン層破壊』に寄与
しないこと、そして冷媒としての性能も高いことから、現
在では相当数の冷凍機や空調機で使用されています。しか
し HFC 系冷媒の GWP（温室効果ポテンシャル）は炭酸ガス
に比べて 3 オーダー程度も高いことが知られており、しか
も相当量の HFC 系冷媒が冷凍・空調機器から大気中に放出
されています。例えば IPCC/TEAP の報告書 [ 参考文献 ] によ
れば、CFC/HCFC/HFC 系の冷媒の大気放出量（炭酸ガス換
算量）は、化石燃料由来の炭酸ガス放出量の 1 割程度を占
めています（図１参照）。HFC 系冷媒そのものの温室効果へ
の寄与は現段階では高くありませんが、HFC 系冷媒を使用
する多数の冷凍・空調機器が寿命を迎え、その寄与が徐々
に高くなることが懸念されています。このように、今後の
HFC 系冷媒による地球温暖化の促進を食い止めるための施
策の一つとして、HFC 系冷媒の代替品の開発が早急に求め
られています。

図 1 HCFC、CFC、及び HFC の GWP 値基準での排出量の推移と、
化石燃料由来の炭酸ガス排出量との比較
（参考文献 p.29 より引用）

■プロジェクトの目的：
リスクトレードオフ問題に取り組む
現状で想定される HFC 系冷媒の主な代替品については、
CO 2 やアンモニア、空気などを利用した自然冷媒と、低
GWP 冷媒とが想定されています。このうち低 GWP 冷媒に
ついては、HFC 系冷媒と比較して大気中での温室効果が低

永翁

龍一

い反面、大気中へ放出された後の化学的な安定性も低くな
ってしまいます。この化学的な安定性の低さは、このよ
うな冷媒がある温度や圧力の条件下で燃焼しやすくなる
のではないかとの懸念につながります。現実に、ある種
の低 GWP 冷媒は燃焼性を持つことが予想されています。
これは低温室効果と燃焼性とがトレードオフの状態に陥
ることを示唆しており、温室効果を押さえると燃焼性が
高くなる、逆に温室効果は高いが燃焼性は低い、といっ
た相矛盾する問題が新しい冷媒の開発において出現する
ことを意味します。
また低 GWP 冷媒は化学的安定性の低さ故に大気中で
の光化学反応による分解を受けやすくなり、HFC 系冷媒
に比較して多くの分解生成物を発生させることも予想さ
れます。したがって、新冷媒の大気中での分解生成物が、
ヒトや生物への健康、あるいは大気環境に対して影響を
及ぼさないか、慎重に研究を実施する必要があります。
このためには、新 GWP 冷媒の排出量を推定し、大気中
での光化学反応過程を考慮して濃度分布予測を実施し、
それに基づいた暴露評価を行わなければなりません。こ
の場合には、低温室効果と分解生成物の発生量とがトレ
ードオフの状態に陥る可能性が考えられます。
さらにある種の低 GWP 冷媒については、HFC 系冷媒に
比較して冷媒としての性能が低いことが指摘されています。
つまりこのような新冷媒は HFC 系冷媒と比較した場合に
は冷媒そのものが大気へ放出された場合の温室効果への
寄与は小さいのですが、冷凍・空調機器に使用した場合
には HFC 系冷媒を使用する機器よりも多くの電力を消費
することから、機器運転時の温室効果への寄与は HFC 系
冷媒よりも大きくなってしまうことが危惧されます。よ
って GWP 値のみで冷凍・空調機器の温室効果評価を行
うことは適切ではなく、冷凍・空調機器のライフサイク
ル全体における温室効果への寄与は、LCCP（Life Cycle
Climate Performance）評価と呼ばれるライフサイクル評
価の一つの方法によって試算することが重要となります。
このように、温室効果を防ぐための新しい冷媒の開発
にも、温室効果と燃焼性、あるいは温室効果と冷媒の分
解生成物発生量といった、複数のトレードオフ問題が発
生します。また新冷媒の性質のみに着目した温室効果評
価ではなく、冷凍・空調機器のライフサイクル全体を見
据えた評価手法が重要です。したがって、このような新
しい冷媒やこれを利用する冷凍・空調機器の開発に関わ
る安全性評価研究については、安全科学研究部門が標榜
す る 『 安 全 や 社 会 の 持 続 性 を 多 面 的 に 取 り 扱 う こ と 』、
つまりリスクトレードオフの問題に取りくむことを必然
的に意識することになります。また、安全科学研究部門
が目指す『社会（あるいは時代）の要請に的確に応える
こと』、つまり社会受容性の問題に真正面からぶつかっ
ていくことも同時に要求されます。
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■プロジェクトの概要
安全科学研究部門においては、低 GWP 冷媒とこの冷媒を
利用する冷凍・空調機器の開発に関わる上記のリスクトレ
ードオフの状況を考慮し、低 GWP 冷媒に焦点を絞った安全
性評価に関する研究開発プロジェクトを、（独）新エネルギ
ー・産業技術開発機構（NEDO）の支援のもとで、環境科学
技術研究部門との共同で本年度よりスタートさせました（
「
『ノ
ンフロン型省エネ冷凍空調システム開発』の実用的な運転
モード及び評価手法ならびに安全基準の構築」）。この研究
開発事業では、（1）新規冷媒を利用する冷凍・空調機器の
LCCP 評価、（2）新規冷媒の燃焼特性評価、（3）新規冷媒の
大気放出時、あるいは室内漏洩時における暴露・健康影響
評価、の 3 点について、リスクトレードオフの視点から各
種の評価手法の開発に着手いたします。本プロジェクトに
おける研究開発ロードマップを図２に示しました。
参考文献：IPCC/TEAP Special Report, Safeguarding the Ozone Layer
and the Global Climate System: Issues Related to Hydrofluorocarbons
and Perfluorocarbons, Technical Summary

図 2 『ノンフロン型省エネ冷凍空調システム開発』の実用的な運
転モード及び評価手法ならびに安全基準の構築での研究開発
ロードマップ

お知らせ
「第8回エコバランス国際会議」
■副

題：社会と技術の革新に向けたシステム思考の挑戦
"The challenge of creating social and technological innovation through system-thinking"
■日 時：2008年12月10日（水）〜12日（金）(12月9日（火）17:00-20:00 オープニングセレモニー＆ウェルカムパーティー)
■場 所：12月10日〜11日 東京ビックサイト（東京都江東区有明3-21-1）
12月12日
東京ベイ有明ワシントンホテル（東京都江東区有明3-1-28）
■主 催 ：日本LCA学会
■登録申込：第8回エコバランス国際会議ホームページ（http://www.sntt.or.jp/ecobalance8/）にて登録申込を受付中です。
詳しくはホームページをご参照ください。

「日本LCA学会第７回LCA講演会」
■テーマ：LCAの「素朴な疑問」に答える 〜製品の買い替えやリサイクルの妥当性と、消費者向けエコ情報としてのLC〜
■日 時：2008年12月19日(金) 13:20〜17:00
■場 所：東京大学本郷キャンパス 山上会館２階 大会議室 （東京都文京区本郷7-3-1）
■主 催：日本LCA学会
■参加費（資料代込み）
：賛助会員；無料、正会員；2,000円、学生会員；1,000円、
非会員；一般6,000円、
学生2,000円
■定 員：100名（定員になり次第、締め切らせていただきます）
プログラム等詳細につきましては、日本LCA学会ホームページ（http://ilcaj.sntt.or.jp/）をご参照ください。

「第4回日本LCA学会研究発表会」
■日 時 ：2009年3月5日(木)〜7日(土)（3日間）
■場 所 ：北九州国際展示場（北九州市小倉北区浅野三丁目9番30号)
■主 催 ：日本LCA学会
■参加登録期間：早期参加登録；1月13日〜2月20日、一般参加登録；2月21日以降
*一般参加登録は、
参加費が高くなります。早期参加登録期間内のご登録をお勧めします。
■発 表 形 式：口頭発表およびポスター発表
■発表申込資格：登壇者は、発表時に本会会員（正会員、学生会員、賛助会員組織に所属する方）であることが必要です。
■発表申込期間：2008年10月1日（水）14:00から11月5日（水）14:00まで
■発表申込方法：研究発表会ホームページからリンクされるJ -S T A G E 申込ページから申し込んでください。
その他詳細につきましては、研究発表会ホームページ（http://ilcaj.sntt.or.jp/meeting/）をご参照ください。
*

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
独立行政法人

2008年11月20日発行

産業技術総合研究所
〒305‐8569

安全科学研究部門

第1号

茨城県つくば市小野川16‐1

Phone 029-861-8868
FAX 029-861-8195
E-mail: webmaster_riss@m.aist.go.jp
URL:http://www.aist-riss.jp/
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