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　安全科学研究部門の設立に際し、研究ユニット設立審査委員会の一員を仰せつかりました。部門
の誕生に関わる機会を頂いた者として、設立から１年を迎えられることについて、まずお慶び申し上
げます。僭越ですが、委員会で述べたことを振り返りながら、安全科学研究部門への思いを述べさせ
ていただきます。
　英文名称に掲げられたSafetyとSustainability、この２つを両立させていくための科学の重要性と
意義は、第1号の中西部門長の巻頭言で語り尽くされていると思います。一般にはSafetyのみと対応
すると思われる「安全」という語を和文名称に選ばれたこと、持続性が明示されていないことについ
て、設立の際、少し気になったことも事実です。しかし、あえてこの簡潔な名称とされたことで、安全と
は何か、を改めて問うておられるように思えます。
　手前味噌な話題で恐縮ですが、国立環境研究所の小職の所属研究ユニットは、８年前の発足時
にはさらに長い「循環型社会形成推進・廃棄物研究センター」を名乗っていました。独立行政法人の
第２期中期計画に移行する際、４文字を削除しましたが、それでもユニット名としてはいささか字数
が多く、「・」、いわゆる中黒も含まれています。この名称は、旧来からの廃棄物問題に着実に対処しつ
つ、循環型社会というひろがりのある分野に展開する中で、両者の関係性やバランスを考慮したもの
でした。今では、両者の間にある「・」の意味を考えることが、組織の構成員のアイデンティティにとっ
て重要な意味を持っています。
　二者の関係は異なるでしょうが、SafetyとSustainabilityの間の関係性は、安全科学研究部門のア
イデンティティにとって、同様に重要な意味をもつのではないかと拝察します。Sustainabilityという
語は極めて幅広い意味に使われていますが、その本質は地球環境の有限性にあると考えます。今日、
身近にある安全性を際限なく追求するために資源やエネルギーを浪費するならば、長期的には安全
性を脅かすような跳ね返りが懸念されます。
　ところで、安全科学研究部門の多くの職員が活動拠点としておられる産業技術総合研究所つくば
西事業所は、当研究所と敷地が隣接しており、とくに私自身の研究室は松林を隔てて西事業所と至
近距離にあります。また、ライフサイクルアセスメントなどの研究分野で、共同でのプロジェクトも多く
実施させていただいてきました。今後とも、文字通り「垣根を越えて」交流し、安全で持続可能な社会
の構築に向けた科学の進展に向け、連携、共同して力を尽くさせていただければ有難く存じます。

組織の名称とアイデンティティ
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　工業ナノ材料は、ナノメートル（nm：１ナノメートルは、1
メートルの 10 億分の１）のスケールを持つ新しい材料です。
これまで用いられてきた通常の材料や化学物質とは違う新しい
性質や機能に大きな期待が集まっており、世界中で盛んに研
究開発が行われているところです。カーボンナノチューブやフラ
ーレンを始めとして、極めて多様なナノ材料の開発と応用が、
おおよそあらゆる科学技術分野で模索されています。
　「新しい性質」ということに対しては、科学技術の大きな飛
躍をもたらすものと期待される一方で、「新しいリスク」をもも
たらすのではないかと懸念する声もあります。ナノ材料のリスク
については、非常に難しい舵取りを迫られていると言えます。
というのも、多く使われるようになってから重大な有害性が明
らかになったのでは取り返しがつきませんが、逆に、何か新し
いリスクがあるのではないかという懸念だけが先行して、そも
そものナノ材料の研究開発や応用の気運が削がれてしまうこと
も社会としては大きな損失だからです。
　安全科学研究部門（RISS）では、様々なリスク・安全問題
について、評価技術の開発、管理の考え方についての研究を
行っています。これからの科学技術の基盤となるべきナノ材料
のリスクは、まさに我々が取り組むべき課題と言えます。図１
は、RISSが中心となって実施しているNEDO プロジェクト「ナ
ノ粒子の特性評価手法の研究開発」の研究の構成です（プロ
ジェクト HP1）参照）。一般的な化学物質のリスク評価の枠組
みに準じたものですが、「試料調製＆キャラクタリゼーション」
「社会的考慮」といったところが、とくに強調されています。
　工業ナノ材料の動物試験を実施する際にまず問題となるの
は、実際に投与する試料をどのように調製するか、また、調製
された試料に含まれるナノ材料の性状や不純物といったものを
どのように把握（キャラクタリゼーション）するか、といったこ
とです。つい最近まで、このような点に著しい不備が見られる
試験報告が頻繁に見られていました。ナノ材料を試験試料中に
一様に分散することや、また、試料中のナノ材料の性状を計測
することには、高度に専門的な技術が必要とされるのです。実
際、NEDOプロジェクトでは、産総研内部の他のユニット、い
くつかの大学との共同により、幅広い分野の専門家が一体とな
って研究を進めています。動物試験結果の解釈や、作業環境
や一般環境での許容レベルを導出する考え方についても、従来
の化学物質や粉塵のリスク評価の経験を踏まえるだけではな
く、ナノ材料ならではの作用の可能性を考慮に入れた考察が求
められています。
　工業ナノ材料は、既に様々な分野の製品に応用されています
（ナノテクノロジー消費者製品一覧 2）参照）が、今のところ
限定的です。そこで、まずはナノ材料の製造現場や研究開発の
現場での暴露可能性に関心を払うべきと言えます。我々は、様々
なナノ材料の様々な現場での作業環境中濃度の計測や、様々なナノ
材 料 の 飛 散 性（dustiness）を 計 測 することで 暴 露 レ

ベルの予測を試みています。また、今後消費者製品での応用が
増えていくことを想定し、製品のライフサイクル、すなわち消費や
廃棄・リサイクルの場面での暴露可能性についても評価を行っ
ています。
　ナノ材料のリスクについては今のところ十分に解明されている
わけではありません。発表される学術論文においても、その意義
や問題点について多様な意見が存在しています（ナノリスクネッ
トパネル3）参照）。このような状況では、社会的考慮が特に重要
であると考えられます。ナノ材料のリスクが社会にどのように受
けとめられているのかを理解するとともに、市民、研究開発者、
事業者、行政といった主体がどのように関連しながらナノ材料の
リスクを管理して行くのが適当か（これをガバナンスと呼びます）
という観点から、特にナノ材料を取り扱う事業者による自主的取
り組みの可能性について検討しています。
　工業ナノ材料のリスク評価の研究は、ナノテクノロジーの健全
な発展を支援するのみならず、今後登場する新しい技術の開発
におけるリスク評価・管理のあり方の例示となるものと考えてい
ます。

1) プロジェクトHP：
　 http://www.aist-riss.jp/projects/nedo-nanorisk/index.html

2) ナノテクノロジー消費者製品一覧：
　 http://staff.aist.go.jp/kishimoto-atsuo/nano/index.htm

3) ナノリスクネットパネル：
　 http://www.aist-riss.jp/projects/nanorisknetpanel/
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プロジェクトリーダー／リスク評価戦略グループ
　研究グループ長　蒲生 昌志

②工業ナノ材料のリスク評価

図１　工業ナノ材料のリスク評価の構成

　化学物質に起因する有害危険性（リスク）を評価するには、
環境へのリスク、ヒト健康へのリスクの他に、爆発や火災など
の危険性であるフィジカルリスクも評価しなければなりませ
ん。安全科学研究部門（RISS）では、3 つの研究グループを
中心とした爆発安全研究コア（RCES）において、フィジカル
ハザード評価の研究を推進しています。ニュースレター第 1 号
でも紹介しましたが、研究コアとは、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産総研の一
組織として定義し、代表性を付与しているものです。
　フィジカルハザード評価の対象は、アルキルアルミニウムや
有機過酸化物などの危険物や、将来の有望なエネルギー源で
ある水素を含めた可燃性ガスなどですが、とりわけ瞬時に大量
のエネルギーを放出する火薬類の安全性評価が中核となってい
ます。この分野の研究は、社会・行政ニーズに基づくテーマが
多いのが特徴で、現在は、原子力安全・保安院などからの要
請により、地下式火薬庫やトンネル式火薬庫の安全性評価、
原子力施設のテロ対策、新型ロケットエンジンの爆発威力評
価、自動車用ジメチルエーテル（DME）充填施設の安全性評
価などの研究が進行中です。いずれも、数年後の火薬類取締
法の規則改正や特則承認、あるいは新技術基準や保安規準の
制定を目的とした研究で、高い中立性と信頼性をもつ評価結
果の提供が求められています。
　ここでは、地下式火薬庫の安全性評価の研究を一例として
紹介します。
　火薬類は、宇宙から医療まで幅広く活用されていますが、す
べて火薬庫に保管しなければなりません。その火薬庫の周囲に
は、住宅や鉄道・道路などに対して、保管火薬量に応じて増
減する安全距離を確保する必要があります。したがって、火薬
庫周辺の都市開発が進むと、安全距離の減少に伴って、保管
できる火薬量も少なくなってしまいます。近年、このような火
薬庫が増加し、同じ安全距離であっても、より多くの火薬類を
保管できると考えられる地下式の火薬庫に対する要望が高まっ
てきました。そこで、原子力安全・保安院保安課では、火薬
類取締法を改正して、全く新しいタイプの地下式火薬庫の技
術基準を制定することとし、国内で唯一の総合的な爆発安全
の研究組織である RISS（RCES）が、その基礎となる資料の
収集・提供を要請されています。
　火薬庫の安全距離は、万が一、保管火薬類が爆発したとき
の、空気中を伝播する衝撃波（爆風）の大きさ、周囲に飛散
する火薬庫構造物破片などの飛散距離、地中を伝播する地盤
振動の大きさによって評価されます。そこで、野外において、様々
な縮小スケールの模擬地下式火薬庫を構築して爆発実験を行
い、その際に発生する爆風圧、飛散物、地盤振動を計測しま
した。図 1は、地中に構築中の1/8スケール模擬地下式火薬
庫です。この後、手前に見える火薬保管室に爆薬をセットし、
土を埋め戻して爆発させます。図 2は爆発時の状況です。
　実験の結果、安全距離を決める支配的な要因は爆風圧であ
り、同じ安全距離であれば、地上式の従来の火薬庫に比べて、
地下式の火薬庫では約 4 倍の量の火薬類を保管でき

る可能性があることが解ってきました。今後は、火薬保管室の高
強度化や火薬量／保管室容積の小さい低密度モデルに展開
し、地下へ埋設する深さをどこまで浅くできるかを明らかにして
いく計画です。

　この他に、トンネル式火薬庫の安全性評価においては、
爆風圧の方向依存性を実証、新型ロケットエンジンの爆発
威力評価においては、液体メタン・液体酸素の混合・蒸発挙
動と混合液の爆発特性を明らかにするなど、いずれの研究
も順調に進捗しています。今後、室内での小規模爆発実験
を積み重ね、数値計算によりスケール効果を把握し、大規
模な野外爆発実験で実証するという評価を進展させ、法改
正や保安基準作成のための信頼性の高い結果を取得・提
供することを目指します。

図1　構築中の模擬地下式火薬庫

図2　模擬地下式火薬庫内の爆薬22 kgの爆発状況
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　 http://staff.aist.go.jp/kishimoto-atsuo/nano/index.htm

3) ナノリスクネットパネル：
　 http://www.aist-riss.jp/projects/nanorisknetpanel/
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プロジェクトリーダー／リスク評価戦略グループ
　研究グループ長　蒲生 昌志

②工業ナノ材料のリスク評価

図１　工業ナノ材料のリスク評価の構成

　化学物質に起因する有害危険性（リスク）を評価するには、
環境へのリスク、ヒト健康へのリスクの他に、爆発や火災など
の危険性であるフィジカルリスクも評価しなければなりませ
ん。安全科学研究部門（RISS）では、3 つの研究グループを
中心とした爆発安全研究コア（RCES）において、フィジカル
ハザード評価の研究を推進しています。ニュースレター第 1 号
でも紹介しましたが、研究コアとは、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産総研の一
組織として定義し、代表性を付与しているものです。
　フィジカルハザード評価の対象は、アルキルアルミニウムや
有機過酸化物などの危険物や、将来の有望なエネルギー源で
ある水素を含めた可燃性ガスなどですが、とりわけ瞬時に大量
のエネルギーを放出する火薬類の安全性評価が中核となってい
ます。この分野の研究は、社会・行政ニーズに基づくテーマが
多いのが特徴で、現在は、原子力安全・保安院などからの要
請により、地下式火薬庫やトンネル式火薬庫の安全性評価、
原子力施設のテロ対策、新型ロケットエンジンの爆発威力評
価、自動車用ジメチルエーテル（DME）充填施設の安全性評
価などの研究が進行中です。いずれも、数年後の火薬類取締
法の規則改正や特則承認、あるいは新技術基準や保安規準の
制定を目的とした研究で、高い中立性と信頼性をもつ評価結
果の提供が求められています。
　ここでは、地下式火薬庫の安全性評価の研究を一例として
紹介します。
　火薬類は、宇宙から医療まで幅広く活用されていますが、す
べて火薬庫に保管しなければなりません。その火薬庫の周囲に
は、住宅や鉄道・道路などに対して、保管火薬量に応じて増
減する安全距離を確保する必要があります。したがって、火薬
庫周辺の都市開発が進むと、安全距離の減少に伴って、保管
できる火薬量も少なくなってしまいます。近年、このような火
薬庫が増加し、同じ安全距離であっても、より多くの火薬類を
保管できると考えられる地下式の火薬庫に対する要望が高まっ
てきました。そこで、原子力安全・保安院保安課では、火薬
類取締法を改正して、全く新しいタイプの地下式火薬庫の技
術基準を制定することとし、国内で唯一の総合的な爆発安全
の研究組織である RISS（RCES）が、その基礎となる資料の
収集・提供を要請されています。
　火薬庫の安全距離は、万が一、保管火薬類が爆発したとき
の、空気中を伝播する衝撃波（爆風）の大きさ、周囲に飛散
する火薬庫構造物破片などの飛散距離、地中を伝播する地盤
振動の大きさによって評価されます。そこで、野外において、様々
な縮小スケールの模擬地下式火薬庫を構築して爆発実験を行
い、その際に発生する爆風圧、飛散物、地盤振動を計測しま
した。図 1は、地中に構築中の1/8スケール模擬地下式火薬
庫です。この後、手前に見える火薬保管室に爆薬をセットし、
土を埋め戻して爆発させます。図 2は爆発時の状況です。
　実験の結果、安全距離を決める支配的な要因は爆風圧であ
り、同じ安全距離であれば、地上式の従来の火薬庫に比べて、
地下式の火薬庫では約 4 倍の量の火薬類を保管でき

る可能性があることが解ってきました。今後は、火薬保管室の高
強度化や火薬量／保管室容積の小さい低密度モデルに展開
し、地下へ埋設する深さをどこまで浅くできるかを明らかにして
いく計画です。

　この他に、トンネル式火薬庫の安全性評価においては、
爆風圧の方向依存性を実証、新型ロケットエンジンの爆発
威力評価においては、液体メタン・液体酸素の混合・蒸発挙
動と混合液の爆発特性を明らかにするなど、いずれの研究
も順調に進捗しています。今後、室内での小規模爆発実験
を積み重ね、数値計算によりスケール効果を把握し、大規
模な野外爆発実験で実証するという評価を進展させ、法改
正や保安基準作成のための信頼性の高い結果を取得・提
供することを目指します。

図1　構築中の模擬地下式火薬庫

図2　模擬地下式火薬庫内の爆薬22 kgの爆発状況
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　温室効果ガス排出削減に向けた有効な対策のひとつとして、
バイオマスの利活用が進められています。しかし、バイオ燃料
の温室効果ガス (GHG) 排出削減への寄与についてはライフサ
イクルアセスメント (LCA) を使った評価が進められており、削
減効果が限定的であることが認められつつあります。一方、バ
イオマス耕作地の開墾に伴う生態系への影響、バイオ燃料自
身の安全性、燃焼排出物の健康影響など、様々な環境、社会
的な影響が懸念材料としてあげられています。
　安全科学研究部門（RISS）では、部門設立以前に各組織で築き
上げられていた、化学物質の評価管理、爆発安全、ライフサイクルで
の環境影響評価といったそれぞれの評価技術と研究手法を適用、発
展させ、バイオ燃料のリスク評価に関する課題への取り組みを発足直
後から、重点プロジェクトのひとつとして開始しました。
(1) 土地利用変化に伴う生態系への影響̶生態リスク評価
　開発途上国、とりわけ東南アジアでは、耕作系バイオマスの利
活用に向けた期待が高く、新たな耕作地開発が制約されているも
のの、潜在的な開発志向を持っています。開発に伴う生態系への
様々な影響（水や土壌生産性への影響など）は最小化される方
向が期待されていますが、その影響を適切に評価できる共通指標
や評価手法は無い状態です。RISSでは、バイオマスプランテーシ
ョン開発に伴う土地利用変化による生態系への影響評価に焦点を
あて、バイオ燃料生産過程における様々な窒素化合物の環境負荷
量とその影響を定量的に評価できる手法確立を目指し、土地利用
シナリオ別の窒素物質循環モデルの構築、改良から評価法の確立
に向けて研究を行っています。
(2) 貯蔵、運搬時のリスク評価
　バイオエタノールは、自動車燃料に直接混合するほか、ETBE（エ
チルターシャリーブチルエーテル）として混合利用されています。
自動車燃料として利用される際には、給油所での貯蔵状態に加え、
車両の燃料タンク中で、混合状態で振動、温度などのさまざまな
影響を受けます。RISS では、加速速度熱量計を使い、ETBE の
貯蔵、輸送時の発火危険性について実験的な研究を行っています。
試験条件により、発熱開始温度が低くなる傾向が見られるなどの
結果を得ていますが、今後、利用条件を考慮した実験、リスクの
把握に向けて検討を重ねていく計画です。
(3) 燃焼利用時のヒト健康リスク評価
　バイオ燃料を導入した場合、ベンゼン、硫黄酸化物などの
排出削減が見込まれ、これらの物質によるリスクの低減が見込
まれます。しかし、一方では、バイオエタノールの燃焼排ガス
中のアセトアルデヒド、バイオディーゼル燃料中のホルボール
など、バイオ燃料には健康影響が懸念される多くの種類の排出
物も混じっています。また、こうした排ガス組成の変化は大気
中で二次生成されるオゾンなどにも影響すると考えられ、それ
らの総合的なリスクの程度を正確に評価することが望まれてい
ます。
　RISS では、バイオエタノール導入によるヒト健康リスク変化の
推定を、リスク評価用次世代大気モデル ( 次世代 ADMER) を使
い、導入シナリオ毎の暴露情報と、解析対象となる物質の有害性
情報に基づいて実施しています。その結果、健康リスクへの影響が
知られているオゾンの生成により、シナリオによっては、死亡者数
が増加する可能性があることが推定され、適正なシナリオの設定、
排 出 ガ ス の 特 性、モ デ ル の 精 緻 化 な ど を 進

めています。また、ジャトロファの搾油中に存在が確認されているホ
ルボールについては、発がんプロモーターとしての作用が知られて
います。ジャトロファ油の利用に伴うリスクの評価に向け、文献調
査を徹底し、今後の排ガスの分析、燃料中の有害成分除去に向け
た検討を行っています。
(4) ライフサイクルでの地球温暖化へのリスク評価
　バイオ燃料は、その原料となるバイオマスの耕作段階で肥料など
の投入、耕作機械や輸送機械の軽油利用、燃料変換時のエネルギ
ーなどに由来するGHGの排出があるほか、土地利用変化に伴う土
壌蓄積炭素の排出、窒素肥料起源の亜酸化窒素排出などさまざま
な地球温暖化に関与するガスの排出があります。これらを正確に把
握し、バイオ燃料の地球温暖化防止への影響を評価する必要があ
ります。RISSではLCA手法を適用し、それらの排出を積み上げ、
GHG排出削減への可能性を得ようとしています。現在、バイオ燃料
を自動車燃料として利用した際の「機能」に関する情報収集を重
ね、取りまとめをしています。また、東南アジアを中心として、連鎖的
な土地利用の変化の評価、油やしの残渣、廃棄物の有効利活用に
伴うGHG排出削減の可能性評価などの調査研究を現地機関と共
同で行っています。
(5) 社会受容性評価
　リスク評価にはバイオ燃料による、リスクの低減量あるいは増加
量を定量的に評価するほか、そのバイオ燃料の普及可能性を評価
する必要があります。そのため、どの種類のバイオ燃料がどの程度、
消費者に受容され、消費拡大が起こる可能性があるか、把握する
必要があります。RISSでは、バイオ燃料の受容性について、消費者
に対するアンケート調査を実施し、消費拡大の可能性に関する推
計を行っています。
　このように、RISSではバイオ燃料について人体への影響を含め
た環境リスクについて取り組みを行っていますが、バイオマス利活
用は農業振興、地域発展の効果が期待されているほか、食料供給
への影響も指摘されています。したがって、これら社会、経済面の評
価も含め、持続可能なバイオマス利活用の確立に向けた評価への
展開も目指しています。持続可能なバイオマス利活用の評価につい
ては、東アジアサミットにより設立された東アジア経済研究センタ
ー（ERIA）の研究として、RISSが先導して実施していますが、「リス
ク」の概念で科学的に定量化を行うことは大変意義あることと思っ
ています。
　今後、これらの取り組みを融合させ、バイオマス利活用システ
ムにおけるリスクトレードオフ関係を解明し、バイオマスの最適
利用モデルを導くことのできるような成果を上げることがこのプ
ロジェクトの目標です。
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④バイオ燃料のリスク評価
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図１　プロジェクトを構成する３つの研究課題

　国際連合環境計画（UNEP）では、大気経由での有害金属類
汚染（水銀、カドミウム及び鉛）の拡散等に対する国際的対応を
行う必要性について検討が開始されており、有害金属による環
境リスクは、近年、国際的な環境問題として取り上げられていま
す。わが国でも、環境省が2006年度に有害金属対策策定基礎
調査専門検討会を設置し、国際的観点からの有害金属対策戦
略を策定するための基礎的な検討が開始されています。
　鉛は、蓄電池やはんだ等、幅広い用途を持つ物質であり、産業
や我々の生活に欠かせない金属です。一方で、古くから知られて
いるように、有害性のある金属であるため、近年では、欧州の
RoHS指令のように製品中の鉛の使用を規制する動きが見られ
ます。
　以上のように、有害金属類、特に鉛に関しては、有害性と資源
性を持つ物質として、使用に伴って生じる環境へのリスクがどの
程度であるのかということは、国際的にも非常に関心が高いテ
ーマであると言えます。
　産総研では、既に旧化学物質リスク管理研究センター
（CRM）において、鉛のリスク評価に取り組んできており、2006
年に詳細リスク評価書シリーズ「鉛」を出版しました。これは、シ
リーズ中、最も注目度の高い物質のひとつです。
　CRMが行った鉛の詳細リスク評価では、
　・PRTR調査による排出量データや独自の調査結果に基づ　
　き、日本国内における鉛のマテリアルフロー解析を実施。　　
この結果に基づき、環境中への鉛の排出量を推定。 
　・環境中鉛のモニタリングデータ及び血中鉛濃度の実測　　
値に基づき、精度の高い暴露評価及びリスク評価を実施。
といった、成果が得られています。しかしながら一方で、
　・排出量推定やマテリアルフロー解析は、日本国内のみ　　を
対象としたもののみであり、鉛含有製品の国際的な　　移動な
どは考慮していない。 
　・暴露やリスクの評価は、モニタリングデータに基づく評価であ
ったため、人や生態系への暴露に対する各発生源からの寄与に
ついては、定量的に明らかにできていない。 
　・製品への鉛使用量削減の代表的事例として、鉛フリーはん
だへの代替によるリスク削減効果を推定しているが、鉛の摂取
によるヒト健康リスクに限っている。しかし、鉛フリーはんだは、
融点が高く作業性が悪くなり、耐久性も劣ることが指摘されて
いるため、本来は、摂取によるリスクに加えて、火災などの事故に
よるリスクを考慮する必要がある。
というような点が、今後の課題としてあげられていました。
　残された課題を解決するためには、まず、国内外を含む広域で
鉛の移動量と排出量を推定すること、排出量から環境中濃度及
び暴露量を推定するモデルを開発することが必要となります。さ
らに、代替事例のリスク削減効果の推定結果を、より説得力のあ
るものにするためには、火災事故によるリスクを推定するための
基礎データについても取得する必要があると考えられます。

　このような背景から、安全科学研究部門では、新たな重点プ
ロジェクトとして、以下の３つの研究課題を実施し、日本におけ
る鉛使用によるリスクの現状と代替や削減による効果の推定を
実現できるサブスタンス・フロー・シミュレーターの構築を目指
しています。
(1) アジア地域における鉛のサブスタンスフロー・排出量推　  
定モデルの開発
　アジアにおいて、鉛に関する現状および将来のサブスタンスフ
ローを推定するとともに、各地における環境中への排出量を推
定するモデルを開発します。
　主要な鉛含有製品について、アジア内の国間交易関係に基づ
いて鉛のサブスタンスフローを解析するとともに、一般均衡モデ
ルを用いて、日本およびアジアにおける鉛の使用量と廃棄量を
推定します。そして、日本内外における作業環境、廃棄物処理状
況に基づいた排出シナリオを作成し、空間分布を勘案した環境
中への人為的な排出量を推定します。
(2) アジア地域を対象とした鉛の環境動態モデルの開発
　大気拡散や地表や水面への沈着、農畜産物への移行など、自
然現象による物質の移動を解析できる環境動態モデルを開発
します。
　アジア地域全域をカバーする環境中濃度予測及び媒体間移
行モデルを開発します。三次元オイラー型の大気拡散モデル（１
度×１度メッシュ）と、１ボックス型のマルチメディアモデルを開
発し、これらを合体させることにより、大気、土壌、及び農畜産物
中の鉛濃度を推定できるモデルを構築します。
(3) 鉛フリーはんだの火災リスク調査と解析
　鉛フリーはんだの耐久性、安定性を定量的に評価します。事
例調査による事故シナリオの抽出とあわせて、実際の使用環境
下を模擬した熱履歴を受けた鉛フリーはんだの機械的性質を
計測し、鉛フリーはんだの熱による劣化の度合いを鉛入りはん
だと定量的に比較評価することによってその耐久性、安定性を
評価します。

プロジェクトリーダー／環境暴露モデリンググループ
研究グループ長　東野 晴行

③鉛に関するサブスタンス・フロー・シミュレーターの構築



　温室効果ガス排出削減に向けた有効な対策のひとつとして、
バイオマスの利活用が進められています。しかし、バイオ燃料
の温室効果ガス (GHG) 排出削減への寄与についてはライフサ
イクルアセスメント (LCA) を使った評価が進められており、削
減効果が限定的であることが認められつつあります。一方、バ
イオマス耕作地の開墾に伴う生態系への影響、バイオ燃料自
身の安全性、燃焼排出物の健康影響など、様々な環境、社会
的な影響が懸念材料としてあげられています。
　安全科学研究部門（RISS）では、部門設立以前に各組織で築き
上げられていた、化学物質の評価管理、爆発安全、ライフサイクルで
の環境影響評価といったそれぞれの評価技術と研究手法を適用、発
展させ、バイオ燃料のリスク評価に関する課題への取り組みを発足直
後から、重点プロジェクトのひとつとして開始しました。
(1) 土地利用変化に伴う生態系への影響̶生態リスク評価
　開発途上国、とりわけ東南アジアでは、耕作系バイオマスの利
活用に向けた期待が高く、新たな耕作地開発が制約されているも
のの、潜在的な開発志向を持っています。開発に伴う生態系への
様々な影響（水や土壌生産性への影響など）は最小化される方
向が期待されていますが、その影響を適切に評価できる共通指標
や評価手法は無い状態です。RISSでは、バイオマスプランテーシ
ョン開発に伴う土地利用変化による生態系への影響評価に焦点を
あて、バイオ燃料生産過程における様々な窒素化合物の環境負荷
量とその影響を定量的に評価できる手法確立を目指し、土地利用
シナリオ別の窒素物質循環モデルの構築、改良から評価法の確立
に向けて研究を行っています。
(2) 貯蔵、運搬時のリスク評価
　バイオエタノールは、自動車燃料に直接混合するほか、ETBE（エ
チルターシャリーブチルエーテル）として混合利用されています。
自動車燃料として利用される際には、給油所での貯蔵状態に加え、
車両の燃料タンク中で、混合状態で振動、温度などのさまざまな
影響を受けます。RISS では、加速速度熱量計を使い、ETBE の
貯蔵、輸送時の発火危険性について実験的な研究を行っています。
試験条件により、発熱開始温度が低くなる傾向が見られるなどの
結果を得ていますが、今後、利用条件を考慮した実験、リスクの
把握に向けて検討を重ねていく計画です。
(3) 燃焼利用時のヒト健康リスク評価
　バイオ燃料を導入した場合、ベンゼン、硫黄酸化物などの
排出削減が見込まれ、これらの物質によるリスクの低減が見込
まれます。しかし、一方では、バイオエタノールの燃焼排ガス
中のアセトアルデヒド、バイオディーゼル燃料中のホルボール
など、バイオ燃料には健康影響が懸念される多くの種類の排出
物も混じっています。また、こうした排ガス組成の変化は大気
中で二次生成されるオゾンなどにも影響すると考えられ、それ
らの総合的なリスクの程度を正確に評価することが望まれてい
ます。
　RISS では、バイオエタノール導入によるヒト健康リスク変化の
推定を、リスク評価用次世代大気モデル ( 次世代 ADMER) を使
い、導入シナリオ毎の暴露情報と、解析対象となる物質の有害性
情報に基づいて実施しています。その結果、健康リスクへの影響が
知られているオゾンの生成により、シナリオによっては、死亡者数
が増加する可能性があることが推定され、適正なシナリオの設定、
排 出 ガ ス の 特 性、モ デ ル の 精 緻 化 な ど を 進

めています。また、ジャトロファの搾油中に存在が確認されているホ
ルボールについては、発がんプロモーターとしての作用が知られて
います。ジャトロファ油の利用に伴うリスクの評価に向け、文献調
査を徹底し、今後の排ガスの分析、燃料中の有害成分除去に向け
た検討を行っています。
(4) ライフサイクルでの地球温暖化へのリスク評価
　バイオ燃料は、その原料となるバイオマスの耕作段階で肥料など
の投入、耕作機械や輸送機械の軽油利用、燃料変換時のエネルギ
ーなどに由来するGHGの排出があるほか、土地利用変化に伴う土
壌蓄積炭素の排出、窒素肥料起源の亜酸化窒素排出などさまざま
な地球温暖化に関与するガスの排出があります。これらを正確に把
握し、バイオ燃料の地球温暖化防止への影響を評価する必要があ
ります。RISSではLCA手法を適用し、それらの排出を積み上げ、
GHG排出削減への可能性を得ようとしています。現在、バイオ燃料
を自動車燃料として利用した際の「機能」に関する情報収集を重
ね、取りまとめをしています。また、東南アジアを中心として、連鎖的
な土地利用の変化の評価、油やしの残渣、廃棄物の有効利活用に
伴うGHG排出削減の可能性評価などの調査研究を現地機関と共
同で行っています。
(5) 社会受容性評価
　リスク評価にはバイオ燃料による、リスクの低減量あるいは増加
量を定量的に評価するほか、そのバイオ燃料の普及可能性を評価
する必要があります。そのため、どの種類のバイオ燃料がどの程度、
消費者に受容され、消費拡大が起こる可能性があるか、把握する
必要があります。RISSでは、バイオ燃料の受容性について、消費者
に対するアンケート調査を実施し、消費拡大の可能性に関する推
計を行っています。
　このように、RISSではバイオ燃料について人体への影響を含め
た環境リスクについて取り組みを行っていますが、バイオマス利活
用は農業振興、地域発展の効果が期待されているほか、食料供給
への影響も指摘されています。したがって、これら社会、経済面の評
価も含め、持続可能なバイオマス利活用の確立に向けた評価への
展開も目指しています。持続可能なバイオマス利活用の評価につい
ては、東アジアサミットにより設立された東アジア経済研究センタ
ー（ERIA）の研究として、RISSが先導して実施していますが、「リス
ク」の概念で科学的に定量化を行うことは大変意義あることと思っ
ています。
　今後、これらの取り組みを融合させ、バイオマス利活用システ
ムにおけるリスクトレードオフ関係を解明し、バイオマスの最適
利用モデルを導くことのできるような成果を上げることがこのプ
ロジェクトの目標です。
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プロジェクトリーダー／素材エネルギー研究グループ
研究グループ長　匂坂 正幸

④バイオ燃料のリスク評価
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図１　プロジェクトを構成する３つの研究課題

　国際連合環境計画（UNEP）では、大気経由での有害金属類
汚染（水銀、カドミウム及び鉛）の拡散等に対する国際的対応を
行う必要性について検討が開始されており、有害金属による環
境リスクは、近年、国際的な環境問題として取り上げられていま
す。わが国でも、環境省が2006年度に有害金属対策策定基礎
調査専門検討会を設置し、国際的観点からの有害金属対策戦
略を策定するための基礎的な検討が開始されています。
　鉛は、蓄電池やはんだ等、幅広い用途を持つ物質であり、産業
や我々の生活に欠かせない金属です。一方で、古くから知られて
いるように、有害性のある金属であるため、近年では、欧州の
RoHS指令のように製品中の鉛の使用を規制する動きが見られ
ます。
　以上のように、有害金属類、特に鉛に関しては、有害性と資源
性を持つ物質として、使用に伴って生じる環境へのリスクがどの
程度であるのかということは、国際的にも非常に関心が高いテ
ーマであると言えます。
　産総研では、既に旧化学物質リスク管理研究センター
（CRM）において、鉛のリスク評価に取り組んできており、2006
年に詳細リスク評価書シリーズ「鉛」を出版しました。これは、シ
リーズ中、最も注目度の高い物質のひとつです。
　CRMが行った鉛の詳細リスク評価では、
　・PRTR調査による排出量データや独自の調査結果に基づ　
　き、日本国内における鉛のマテリアルフロー解析を実施。　　
この結果に基づき、環境中への鉛の排出量を推定。 
　・環境中鉛のモニタリングデータ及び血中鉛濃度の実測　　
値に基づき、精度の高い暴露評価及びリスク評価を実施。
といった、成果が得られています。しかしながら一方で、
　・排出量推定やマテリアルフロー解析は、日本国内のみ　　を
対象としたもののみであり、鉛含有製品の国際的な　　移動な
どは考慮していない。 
　・暴露やリスクの評価は、モニタリングデータに基づく評価であ
ったため、人や生態系への暴露に対する各発生源からの寄与に
ついては、定量的に明らかにできていない。 
　・製品への鉛使用量削減の代表的事例として、鉛フリーはん
だへの代替によるリスク削減効果を推定しているが、鉛の摂取
によるヒト健康リスクに限っている。しかし、鉛フリーはんだは、
融点が高く作業性が悪くなり、耐久性も劣ることが指摘されて
いるため、本来は、摂取によるリスクに加えて、火災などの事故に
よるリスクを考慮する必要がある。
というような点が、今後の課題としてあげられていました。
　残された課題を解決するためには、まず、国内外を含む広域で
鉛の移動量と排出量を推定すること、排出量から環境中濃度及
び暴露量を推定するモデルを開発することが必要となります。さ
らに、代替事例のリスク削減効果の推定結果を、より説得力のあ
るものにするためには、火災事故によるリスクを推定するための
基礎データについても取得する必要があると考えられます。

　このような背景から、安全科学研究部門では、新たな重点プ
ロジェクトとして、以下の３つの研究課題を実施し、日本におけ
る鉛使用によるリスクの現状と代替や削減による効果の推定を
実現できるサブスタンス・フロー・シミュレーターの構築を目指
しています。
(1) アジア地域における鉛のサブスタンスフロー・排出量推　  
定モデルの開発
　アジアにおいて、鉛に関する現状および将来のサブスタンスフ
ローを推定するとともに、各地における環境中への排出量を推
定するモデルを開発します。
　主要な鉛含有製品について、アジア内の国間交易関係に基づ
いて鉛のサブスタンスフローを解析するとともに、一般均衡モデ
ルを用いて、日本およびアジアにおける鉛の使用量と廃棄量を
推定します。そして、日本内外における作業環境、廃棄物処理状
況に基づいた排出シナリオを作成し、空間分布を勘案した環境
中への人為的な排出量を推定します。
(2) アジア地域を対象とした鉛の環境動態モデルの開発
　大気拡散や地表や水面への沈着、農畜産物への移行など、自
然現象による物質の移動を解析できる環境動態モデルを開発
します。
　アジア地域全域をカバーする環境中濃度予測及び媒体間移
行モデルを開発します。三次元オイラー型の大気拡散モデル（１
度×１度メッシュ）と、１ボックス型のマルチメディアモデルを開
発し、これらを合体させることにより、大気、土壌、及び農畜産物
中の鉛濃度を推定できるモデルを構築します。
(3) 鉛フリーはんだの火災リスク調査と解析
　鉛フリーはんだの耐久性、安定性を定量的に評価します。事
例調査による事故シナリオの抽出とあわせて、実際の使用環境
下を模擬した熱履歴を受けた鉛フリーはんだの機械的性質を
計測し、鉛フリーはんだの熱による劣化の度合いを鉛入りはん
だと定量的に比較評価することによってその耐久性、安定性を
評価します。

プロジェクトリーダー／環境暴露モデリンググループ
研究グループ長　東野 晴行

③鉛に関するサブスタンス・フロー・シミュレーターの構築



　2008 年 12 月 10～12日、日本 LCA 学会主催の第 8 回
エコバランス国際会議が東京ビッグサイトにて開催されまし
た。エコバランス国際会議はライフサイクルアセスメント
（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、1994 年以降隔年で開催され、今回で 8
回目を迎えました。世界 29 カ国から約 400 名が参加し、基
調講演では弊所理事長の吉川弘之、DOWA ホールディングス
株式会社代表取締役会長の吉川廣和氏、カーボントラスト社
の Graham SINDEN 氏の 3 氏を迎えてご講演頂き、特別セ
ッション7つ、およびポスターセッションを含め全 27のセッシ
ョン（口頭発表件数 133 件、ポスター発表件数 99 件）が 3
日間で行われました。トピックとしては、インベントリ分析、ラ
イフサイクル影響評価などの LCA 手法開発やデータベース・
ソフトウェア開発などLCAのベースとなる手法論やツール開発
から、その応用展開としての都市計画、廃棄物処理技術・シ
ステム評価や、マテリアルフロー分析や環境会計などの複合的
領域、環境教育や環境ラベル等の社会への普及活動、さらに
近年関心の高まっているバイオ燃料や農業の LCA ならびにカ
ーボンフットプリントなど、LCA の基礎から応用研究や社会へ
の 普 及 まで 幅 広 い 分 野 で の 活 動 や 成 果 が 報 告

されました。世界各国からの参加者が益々増え、また産業界から
も多数の方が参加され、非常に盛会でありました。LCAに対す
る期待や関心の高さを再確認すると共に、当部門でも世界をリ
ードする研究成果を今後も継続して発信できるようLCA研究を
より一層推進していきたいとの思いを新たにしました。
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基調講演（弊所理事長　吉川弘之）

第8回エコバランス国際会議報告／米国SRA2008年年会参加報告

国際会議・学会報告

社会とLCA研究グループ  本下 晶晴

　2008年12月7～10日、米国SRA（Society for Risk 
Analysis） の2008年年会が、“The Science and the Art”のテ
ーマでマサチューセッツ州ボストンで開催されました。主催者の
発表によると、参加者769名（38カ国）、米国以外からの参加者
は212名で、中国、オーストラリア、ナイジェリア、インドからの出
席もありました。発表アブストラクトは、450以上に上り、その内
訳は、意思決定117、リスクコミュニケーション101、用量反応、
規制・政策・法律がそれぞれ50以上とのことでした。
　RISSからは蒲生昌志、岸本充生、牧野良次、篠原直秀、梶原
秀夫の5名が参加、以下の発表を行いました：
Gamo M, Kishimoto A, Kanefuji K, Tsubaki H; Development of a 
hazard assessment framework for quantitative risk trade-off 
analysis of chemical substances.
（ポスターセッション）　
Kishimoto A; Change in public acceptance and commercialization 
of nanotechnology products in Japan
（ナノリスク評価とリスクコミュニケーションセッション）
Makino R; Aggregate human health risk from exposure to toluene 
and xylenes using “Quality Adjusted Life-Years (QALYs)”.
（ポスターセッション）
Shinohara N, Gamo M, Nakanishi J; Risk analysis for the 
nanomaterial fullerene C60.
（ナノテクノロジー：国際的視野セッション）
Kajihara H, Takai A, Yoshikado H;　Inverse analysis of emission 
source around high-concentration monitoring points by using 

METI-LIS model.
(ポスターセッション）
　米国SRAの年会ではリスクアナリシスに関連する幅広い分野
の発表があり、自分の専門分野に近いセッション（暴露、大気等）
を聞くか、専門とは違うが“おもしろそうな”セッション(リスク認知
等）を聞くか、はたまた政策・行政の動向を聞くか、いつも迷うとこ
ろです。今回は専門に近いセッションに絞って発表を聞いていま
したが、会場から人がはみ出すほどの盛況だったセッションがあ
り、リスク認知の第一人者Slovic博士の発表だったことがわか
り、後から「こっちを聞いとけば良かった」と後悔する一幕もありま
した。また、今年はオバマ政権発足がリスクに基づく規制に及ぼ
す影響について扱ったセッションが開かれたことが特徴的でし
た。
　私自身の研究発表（発生源逆解析モデル）では、解析結果を
示す図をしげしげと眺めている人が多く、「日本以外の地域へ適
用できるのか？」、「他の物質（現在はVOCのみ）へ適用可能
か？」といった質問を受け、方向性としては興味をもたれていると
感じました。
　ボストンの気温は0度前後と寒く、会場と宿泊場所を兼ねる
ホテルからほとんど出られず、ボストンの街並みもレッドソックス
の本拠地であるフェンウェイパークも見ず、朝から晩までSRAの
セッションに参加し、リスクアナリシスの議論を堪能した3日間
で し た 。（ 本 年 会 の サ イ ト は
http://www.sra.org/events_2008_meeting.phpです）。

 

物質循環・排出解析グループ  梶原 秀夫
■米国SRA（Society for Risk Analysis）2008年年会参加報告

■第8回エコバランス国際会議報告　爆発利用・産業保安研究グループは、安全科学研究部門
（RISS）の設立と同時に環境管理技術研究部門（爆発安全
研究コア）に所属していた爆発利用環境安全研究グループと
気相爆発研究グループが統合してできた研究グループです。現
在、常勤職員６名、産総研特別研究２名、テクニカルスタッフ
５名、シニアスタッフ１名、派遣職員１名が所属しています。こ
の他に大学からの研究生４名と民間企業等との共同研究として
産学官制度来所者を受け入れています。安全科学研究部門で
は、比較的大きな研究グループです。
　当研究グループの主な研究は、火薬類および水素等の新規
エネルギー物質に関するフィジカルリスクに関する研究であ
り、安全・安心な社会を実現するために産業保安技術・テロ
対策技術等に関する研究開発を実施しています。当研究グルー
プの研究内容は、3つの分野に分類することができます。

１．産業保安に関する研究
　近年の産業災害の増加や保安コンプライアンス問題の頻発
は、企業の「安全文化」の低下にひとつの原因があると考え
られています。原子力安全・保安院では「安全文化向上を目
指す産業保安行政のあり方について」(平成 18年 )をまとめ、
事故やコンプライアンス違反に対して、その背景にある根本原
因の把握や保安確保の取り組みを支える技術基盤強化の必要
性を強調しています。そこで、本研究では、安全文化の 8 つ
の要素のうち、「危険認識」と「学習伝承」に焦点を絞り、事故・
トラブル事例の活用に資するデータベース（DB）の構築とDB
システムの外部民間企業への提供方法を検討しています。ま
た、事故・トラブルの根本原因分析手法を確立し、事故・ト
ラブルの根本原因分析から企業の保安力を評価するシステムの
構築、教訓学習などを含めた安全保安技術の伝承システムを
構築することにより、企業の「安全文化」の醸成度の向上に
貢献することを目標として研究を進めており、今後、安全研究
の柱となることが期待されています。

２．火薬類の安全利用技術に関する研究
　瞬時に大量のエネルギーを発生させる火薬類を、環境低負
荷で安全にかつ有効に利用するには、制御技術の確立と環境
影響評価が重要になります。このため当研究グループでは、火
薬類の有効利用技術を推進するために、老朽化した構造物を
環境低負荷に解体する制御発破技術や破壊制御技術を適用し
て砂漠緑化および農耕発破等の環境修復技術の研究開発を実
施しています。また、安全安心な社会を構築するために、テロ
対策技術等の研究開発も実施しています。
　火薬類の実験を実規模で実施することは困難であるため、
数値シミュレーション手法の高度化の研究も実施しています。
火薬類等の高エネルギー物質の爆発現象は、一般的な流れの
問題よりも難易度が高い計算対象といえます。そこで、多種媒
体でかつ高温高圧状態の爆発問題に適した CIP 法をベ

ースに流体力学コード（MARS）を開発しました。遠方に到達す
る爆風問題を評価するため、高速計算のための最適化はもとよ
り、大容量高速演算を可能とする並列計算環境構築も行い、世
界トップレベルの計算機環境を構築しています。

３．高圧ガス保安に関する研究
　水素燃料電池自動車を中心にして、水素利用技術の開発が
盛んに行われています。特に、燃料電池自動車は実証試験段階
にあり、水素供給スタンド等のインフラの整備も行われつつあり
ます。水素利用において安全を確保することは、水素社会の実現
に向けて重要な課題のひとつです。そこで、特に高圧水素ガスの
安全な利用技術の確立を目指して、静電気などによる着火現象
や燃焼特性を明らかにし、着火防止技術等の研究を行っていま
す。また、地球温暖化対策によりスプレー缶の噴射剤にはLPG
などの可燃性ガスが使われていますが、そのようなスプレー缶の
安全性に関する研究や、ディーゼル燃料の代替燃料として期待
されているジメチルエーテル（DME）の安全性に関する研究など
も行っています。さらに、近年の化学プラント等における爆発事
故の増加を受けて、高速爆発現象の解析や被害の予測、災害抑
制技術の開発などに取り組み、高圧ガスを取り扱う産業におけ
る保安の確保に貢献することを目標としています。

　このように、爆発利用・産業保安研究グループでは、火薬類、
高圧ガスおよび産業保安に関するフィジカルリスクについて研
究を実施しており、安全・安心な社会の構築に貢献することを目
指しています。
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　2008 年 12 月 10～12日、日本 LCA 学会主催の第 8 回
エコバランス国際会議が東京ビッグサイトにて開催されまし
た。エコバランス国際会議はライフサイクルアセスメント
（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、1994 年以降隔年で開催され、今回で 8
回目を迎えました。世界 29 カ国から約 400 名が参加し、基
調講演では弊所理事長の吉川弘之、DOWA ホールディングス
株式会社代表取締役会長の吉川廣和氏、カーボントラスト社
の Graham SINDEN 氏の 3 氏を迎えてご講演頂き、特別セ
ッション7つ、およびポスターセッションを含め全 27のセッシ
ョン（口頭発表件数 133 件、ポスター発表件数 99 件）が 3
日間で行われました。トピックとしては、インベントリ分析、ラ
イフサイクル影響評価などの LCA 手法開発やデータベース・
ソフトウェア開発などLCAのベースとなる手法論やツール開発
から、その応用展開としての都市計画、廃棄物処理技術・シ
ステム評価や、マテリアルフロー分析や環境会計などの複合的
領域、環境教育や環境ラベル等の社会への普及活動、さらに
近年関心の高まっているバイオ燃料や農業の LCA ならびにカ
ーボンフットプリントなど、LCA の基礎から応用研究や社会へ
の 普 及 まで 幅 広 い 分 野 で の 活 動 や 成 果 が 報 告

されました。世界各国からの参加者が益々増え、また産業界から
も多数の方が参加され、非常に盛会でありました。LCAに対す
る期待や関心の高さを再確認すると共に、当部門でも世界をリ
ードする研究成果を今後も継続して発信できるようLCA研究を
より一層推進していきたいとの思いを新たにしました。
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Safety & Sustainability

基調講演（弊所理事長　吉川弘之）

第8回エコバランス国際会議報告／米国SRA2008年年会参加報告

国際会議・学会報告

社会とLCA研究グループ  本下 晶晴

　2008年12月7～10日、米国SRA（Society for Risk 
Analysis） の2008年年会が、“The Science and the Art”のテ
ーマでマサチューセッツ州ボストンで開催されました。主催者の
発表によると、参加者769名（38カ国）、米国以外からの参加者
は212名で、中国、オーストラリア、ナイジェリア、インドからの出
席もありました。発表アブストラクトは、450以上に上り、その内
訳は、意思決定117、リスクコミュニケーション101、用量反応、
規制・政策・法律がそれぞれ50以上とのことでした。
　RISSからは蒲生昌志、岸本充生、牧野良次、篠原直秀、梶原
秀夫の5名が参加、以下の発表を行いました：
Gamo M, Kishimoto A, Kanefuji K, Tsubaki H; Development of a 
hazard assessment framework for quantitative risk trade-off 
analysis of chemical substances.
（ポスターセッション）　
Kishimoto A; Change in public acceptance and commercialization 
of nanotechnology products in Japan
（ナノリスク評価とリスクコミュニケーションセッション）
Makino R; Aggregate human health risk from exposure to toluene 
and xylenes using “Quality Adjusted Life-Years (QALYs)”.
（ポスターセッション）
Shinohara N, Gamo M, Nakanishi J; Risk analysis for the 
nanomaterial fullerene C60.
（ナノテクノロジー：国際的視野セッション）
Kajihara H, Takai A, Yoshikado H;　Inverse analysis of emission 
source around high-concentration monitoring points by using 

METI-LIS model.
(ポスターセッション）
　米国SRAの年会ではリスクアナリシスに関連する幅広い分野
の発表があり、自分の専門分野に近いセッション（暴露、大気等）
を聞くか、専門とは違うが“おもしろそうな”セッション(リスク認知
等）を聞くか、はたまた政策・行政の動向を聞くか、いつも迷うとこ
ろです。今回は専門に近いセッションに絞って発表を聞いていま
したが、会場から人がはみ出すほどの盛況だったセッションがあ
り、リスク認知の第一人者Slovic博士の発表だったことがわか
り、後から「こっちを聞いとけば良かった」と後悔する一幕もありま
した。また、今年はオバマ政権発足がリスクに基づく規制に及ぼ
す影響について扱ったセッションが開かれたことが特徴的でし
た。
　私自身の研究発表（発生源逆解析モデル）では、解析結果を
示す図をしげしげと眺めている人が多く、「日本以外の地域へ適
用できるのか？」、「他の物質（現在はVOCのみ）へ適用可能
か？」といった質問を受け、方向性としては興味をもたれていると
感じました。
　ボストンの気温は0度前後と寒く、会場と宿泊場所を兼ねる
ホテルからほとんど出られず、ボストンの街並みもレッドソックス
の本拠地であるフェンウェイパークも見ず、朝から晩までSRAの
セッションに参加し、リスクアナリシスの議論を堪能した3日間
で し た 。（ 本 年 会 の サ イ ト は
http://www.sra.org/events_2008_meeting.phpです）。

 

物質循環・排出解析グループ  梶原 秀夫
■米国SRA（Society for Risk Analysis）2008年年会参加報告

■第8回エコバランス国際会議報告　爆発利用・産業保安研究グループは、安全科学研究部門
（RISS）の設立と同時に環境管理技術研究部門（爆発安全
研究コア）に所属していた爆発利用環境安全研究グループと
気相爆発研究グループが統合してできた研究グループです。現
在、常勤職員６名、産総研特別研究２名、テクニカルスタッフ
５名、シニアスタッフ１名、派遣職員１名が所属しています。こ
の他に大学からの研究生４名と民間企業等との共同研究として
産学官制度来所者を受け入れています。安全科学研究部門で
は、比較的大きな研究グループです。
　当研究グループの主な研究は、火薬類および水素等の新規
エネルギー物質に関するフィジカルリスクに関する研究であ
り、安全・安心な社会を実現するために産業保安技術・テロ
対策技術等に関する研究開発を実施しています。当研究グルー
プの研究内容は、3つの分野に分類することができます。

１．産業保安に関する研究
　近年の産業災害の増加や保安コンプライアンス問題の頻発
は、企業の「安全文化」の低下にひとつの原因があると考え
られています。原子力安全・保安院では「安全文化向上を目
指す産業保安行政のあり方について」(平成 18年 )をまとめ、
事故やコンプライアンス違反に対して、その背景にある根本原
因の把握や保安確保の取り組みを支える技術基盤強化の必要
性を強調しています。そこで、本研究では、安全文化の 8 つ
の要素のうち、「危険認識」と「学習伝承」に焦点を絞り、事故・
トラブル事例の活用に資するデータベース（DB）の構築とDB
システムの外部民間企業への提供方法を検討しています。ま
た、事故・トラブルの根本原因分析手法を確立し、事故・ト
ラブルの根本原因分析から企業の保安力を評価するシステムの
構築、教訓学習などを含めた安全保安技術の伝承システムを
構築することにより、企業の「安全文化」の醸成度の向上に
貢献することを目標として研究を進めており、今後、安全研究
の柱となることが期待されています。

２．火薬類の安全利用技術に関する研究
　瞬時に大量のエネルギーを発生させる火薬類を、環境低負
荷で安全にかつ有効に利用するには、制御技術の確立と環境
影響評価が重要になります。このため当研究グループでは、火
薬類の有効利用技術を推進するために、老朽化した構造物を
環境低負荷に解体する制御発破技術や破壊制御技術を適用し
て砂漠緑化および農耕発破等の環境修復技術の研究開発を実
施しています。また、安全安心な社会を構築するために、テロ
対策技術等の研究開発も実施しています。
　火薬類の実験を実規模で実施することは困難であるため、
数値シミュレーション手法の高度化の研究も実施しています。
火薬類等の高エネルギー物質の爆発現象は、一般的な流れの
問題よりも難易度が高い計算対象といえます。そこで、多種媒
体でかつ高温高圧状態の爆発問題に適した CIP 法をベ

ースに流体力学コード（MARS）を開発しました。遠方に到達す
る爆風問題を評価するため、高速計算のための最適化はもとよ
り、大容量高速演算を可能とする並列計算環境構築も行い、世
界トップレベルの計算機環境を構築しています。

３．高圧ガス保安に関する研究
　水素燃料電池自動車を中心にして、水素利用技術の開発が
盛んに行われています。特に、燃料電池自動車は実証試験段階
にあり、水素供給スタンド等のインフラの整備も行われつつあり
ます。水素利用において安全を確保することは、水素社会の実現
に向けて重要な課題のひとつです。そこで、特に高圧水素ガスの
安全な利用技術の確立を目指して、静電気などによる着火現象
や燃焼特性を明らかにし、着火防止技術等の研究を行っていま
す。また、地球温暖化対策によりスプレー缶の噴射剤にはLPG
などの可燃性ガスが使われていますが、そのようなスプレー缶の
安全性に関する研究や、ディーゼル燃料の代替燃料として期待
されているジメチルエーテル（DME）の安全性に関する研究など
も行っています。さらに、近年の化学プラント等における爆発事
故の増加を受けて、高速爆発現象の解析や被害の予測、災害抑
制技術の開発などに取り組み、高圧ガスを取り扱う産業におけ
る保安の確保に貢献することを目標としています。

　このように、爆発利用・産業保安研究グループでは、火薬類、
高圧ガスおよび産業保安に関するフィジカルリスクについて研
究を実施しており、安全・安心な社会の構築に貢献することを目
指しています。
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■平成20年度　安全科学研究部門　受賞者
　平成20年度のRISSの研究活動・成果が外部でも認められ、様々な受賞につながりました。皆様のご指導、ご鞭撻に改めてお礼申
し上げます。

お知らせ 
■新刊図書のご紹介　詳細リスク評価書シリーズ17：　ホルムアルデヒド

■お問い合わせ
独立行政法人
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　029-861-8868      FAX  029-861-8195
E-mail: webmaster_riss@m.aist.go.jp
URL:http://www.aist-riss.jp/  

2009年3月20日発行　
RISS Newsletter： Safety & Sustainability　第2号

発  行  者    独立行政法人 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

新エネルギー・産業技術総合開発機構
産総研　化学物質リスク管理研究センター[共編]

プロジェクトリーダー　中西 準子
鈴木一寿[共著]

　ホルムアルデヒドは、事業所における製造、加工、ならびに家庭等
における圧縮木材製品、壁紙、塗料の使用に伴い環境中へ直接的
に排出されます。また、自動車交通、喫煙等の有機物の不完全燃焼
に伴い間接的に排出されます。一方で、対流圏においてメタン等か
ら光化学反応により二次生成することも知られています。このよう
に多様な発生源を持つとともに、反応性の高さから有害性影響の
懸念が大きい物質であるため、既に幾つかの法規制の対象とされて
きました。本書では、環境中濃度の測定値や推計値を用いて日本に
住む人々の個人曝露濃度の分布を予測し、ヒトの鼻腔粘膜への刺
激を引き起こす最低濃度を参照値として、両者を比較することによ
りリスクを評価しました。詳しくは、本書をご覧下さい。丸善株式会社

A4版　186頁　定価2,730円
ISBN　9784621079805

■平成20年度　安全科学研究部門　受賞者一覧

受賞年月日

平成20年  5 月30日

平成20年  7 月  2 日

平成20年  7 月26日

平成20年  9 月18日

平成20年  9 月19日

平成20年11月  6 日

平成20年11月30日

平成20年11月30日

平成20年11月30日

平成20年12月12日

平成21年  2 月11日

受所属・氏名
安全科学研究部門　副部門長
　　　稲葉　敦
社会とLCA研究グループ
　　　菱沼　竜男
広域物質動態モデリンググループ
　　　林　彬勒
環境暴露モデリンググループ
　　　東野　晴行
爆発利用・産業保安研究グループ
　　　今村　友彦
安全科学研究部門　部門長
　　　中西　準子
安全科学研究部門　主幹研究員
　　　吉田　喜久雄
環境暴露モデリンググループ
　　　東野　晴行
持続可能性ガバナンスグループ
　　　岸本　充生
社会とLCA研究グループ
　田原　聖隆（グループ代表者）
リスク評価戦略グループ
　　　加茂　将史

賞タイトル
日本信頼性学会優秀賞
（豊田聖史氏との共同受賞）

ICSA2008 Poster Award

Ecotoxicology and Environmental Safety誌
Highlighted Article

大気環境学会進歩賞

平成20年度静電気学会全国大会
エクセレント・プレゼンテーション賞
横浜市　市民活力推進局
第57回横浜文化賞　文化・芸術部門

平成20年度リスク研究学会賞

平成20年度リスク研究学会奨励賞

平成20年度リスク研究学会奨励賞

日本環境省フォーラム
日本環境効率フォーラムアワード2008奨励賞（グループ受賞）
Human and Ecological Risk Assessment
Ecological Risk Assessment Paper of the Year 2008

*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


