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　1972年のローマクラブへの報告書「成長の限界」の“資源、食糧と環境の限界によって、

成長が停止する”という結論が的中したような情勢が最近、続いている。南アフリカのヨハ

ネスブルグで2002年に開催された「持続可能な開発に関する世界首脳会議（WSSD）」以

降、「持続可能な社会」を構成する脱温暖化社会、循環型社会、自然共生型社会と共通のベ

ースとしての安心・安全で質の高い社会の実現に向けてさまざまな取組がなされてきた。取

組の有効性と同時に、ある社会には有効な取組が別の社会には負の影響を与えてしまう、い

わゆるトレードオフを事前に予測評価することが重要である。LCAは、製品・サービスのラ

イフサイクル全体を考慮して、上記の個々の社会に関連しているCO2等の温室効果ガス、消

費・廃棄される資源、環境汚染物質、有害化学物質などの環境負荷を定量化する手法であり、

持続可能な社会への取組を総合的に評価する有効なツールである。�

　これまでのLCAは、これらの異なる環境負荷の量を個別に評価し、それらを重み付けし

て製品・サービスの環境影響を統合的に評価してきた。企業（生産者）は、この環境影響全

体の小さな製品を設計、開発し、その環境負荷量を環境ラベル（当協会のエコリーフは事務

機器などを主体に500以上の製品を登録）で開示して、「環境配慮」をビジネスに活用して

きた。一方、最近大きな関心を呼んでいるカーボンフットプリント（CFP）は、製品の温室

効果ガス排出量（カーボン換算）のみを算出し、製品に直接表示する仕組みである。食品、

日用品などを購買するときに、一般の消費者が温暖化問題を意識することで、その解決への

参加を促す効果が期待されている。�

　今年の日本LCA学会の研究発表会では、持続可能な消費、社会資本のLCA、食品のLCA、

環境教育などが特別セッションになっており、LCAが産業だけでなく消費者、社会システム、

政策などに展開されていることがわかる。わが国のLCA研究をリードしてきた前LCA研究

センターを引き継ぐ安全科学研究部門の研究グループが、持続可能な社会の実現に向けた取

組の促進や新たな取組の提案などに貢献するLCAをベースにした新たな手法を開発し、適

用していくことを期待したい。�
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1．はじめに�

　世界的に、地球温暖化に対する問題意識は高まりつつある。

その対策の一環として、温室効果ガス排出量の見える化を目的

とした、カーボンフットプリントの取組が広がりつつある。カ

ーボンフットプリント（炭素の足跡、Carbon Footprint of 

Products, CFP）とは、LCAにより製造から廃棄までの商品

の一生（ライフサイクル全体）に排出された温室効果ガスを

CO2換算の重量で表したものである。�

　我が国では、平成20年7月の「低炭素社会づくり行動計画」

に基づき、省庁連携のもとでCFP事業の構築が行われており、

中でも経済産業省は先行的に平成20年度からカーボンフット

プリント試行事業を開始した。�

　本稿では、経済産業省のカーボンフットプリント制度につい

て述べるとともに、その支援として行っているデータベース（IDEA）

の開発について紹介する。�

�
2．カーボンフットプリント試行事業�

　経済産業省では、「カーボンフットプリント制度の実用化・普

及推進研究会」を2008年6月に設置し、CO2排出量の算定

方法や表示・評価に関するルールの検討を進めた。2008年度

の4回の会議を経て、経済産業省は2009年3月に、「カーボ

ンフットプリント制度の在り方（指針）」および「商品別算定基

準 (PCR)策定基準」を正式に発表し、平成21年度からカーボ

ンフットプリントの実証試行がスタートした。�

　21年度の試行事業においてCFPの表示を希望する事業者は

以下の手順で、図1に示したマークの付与を目指している。�

①製品（＝商品・サービス）ごとのカーボンフットプリントの

算定・表示に関するルールとなる「商品種別算定基準（PCR：

Product Category Rule）」を策定する計画を登録する。�

②この計画に基づいて策定したPCRの認定を受け、さらに、

カーボンフットプリントの表示を希望する事業者等は、この

PCRに基づいてCFPを算定する。�

③この算定結果の検証を受けると、CFPマークが付与され、製

品に表示・活用することが出来る。�
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　図2に示すように、CFP制度試行事業では、これら「指針」

と「PCR策定基準」に基づいた、商品・サービスの市場導入実

験や制度の更なる精緻化等を行い、商品・サービスのCO2排出

量の「見える化」し、消費者が企業の温暖化防止対策を評価す

る仕組みを整備している。また、CFP制度試行事業では、試行

事業を通じ浮きぼりになった課題を踏まえ、ルールの精緻化、

そして国際標準化の議論に反映させていく。これにより、企業

の温暖化対策の取組を促進し、低炭素型の産業構造への変革の

実現と、消費者自身の低炭素行動を促すことを目指す。�
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　我々の研究グループでは、上記の指針、PCR策定基準作成に

委員として参画し、科学的知見からの支援を行った。本年度は

カーボンフットプリント制度説明会やエコプロダクツ展の開催

等の普及啓蒙活動の推進、インベントリ分析に必要なバックグ

ラウンドデータベース（IDEA）の作成、PCRの作成などにつ

いて、経済産業省、社団法人産業環境管理協会、および関連団

体ともに、本事業の遂行をバックアップしている。�

�
3．インベントリデータベース IDEAの開発�

　CFPの計算は図3に示すように、インベントリデータ（原単

位）が不可欠である。インベントリデータは、中間製品やエネ

ルギーごとの環境負荷を集めたデータ集である。これまでも我々

はLCAを実施するソフウェアで使用可能なデータベースとして

インベントリデータを提供してきた。平成20年度の試行事業

では、我々の研究グループで収集してきたデータが使用されて

おり、2008年エコプロダクツ展で公開された30社40種類

54品目の算出に活用された。また、平成21年度の試行事業で

も、データを提供している。しかしながら、多種多様な商品へ

CFPを適用していく際に、データの網羅性や、データ数に限り

があるという問題が顕在化した。�

　上記の問題に対応するため、我々はすべての商品を網羅し、

信頼性を確保したデータベース IDEA（Inventory Database 

for Environmental Analysis）の開発を行っている。IDEAで

は、農林水産業、鉱業、建築・土木などの非製造業、飲食料品、

繊維、化学工業、窯業・建材、金属、機械などの製造業、電力・

都市ガス、上下水道、廃棄物処理などを対象として、日本標準

産業分類・工業統計調査用商品分類を基礎に、図4に示すよう�

①カーボンフットプリント試行事業とインベントリ�
　データベース（IDEA）の開発�

特集：ライフサイクルアセスメント（LCA）�

図1 カーボンフットプリント統一マーク�

図2 カーボンフットプリント試行事業の概要�

社会とLCA研究グループ　田原 聖隆�
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な階層構造を有したIDEA分類表を作成し、細分類（6桁コード）

で総数約1800項目に該当するすべての項目のデータを作成し

た。また、必要性の高いデータは従来通りプロセスデータを収

集して、細分類の下に詳細分類データ（9桁コード）として

IDEAに格納した。実際のCFP算出にあたっては、必要なデー

タの詳細度に応じて IDEAを利用することを想定している。例

えば、ハムやソーセージの場合、細分類では肉製品というレベ

ルに相当する。実施者が IDEAに無いハムのデータを必要とす

る場合には、プロセスデータ収集などによりデータ作成を行う

必要があるが、粗い精度で十分な場合には、肉製品を利用する

ことで簡便にデータを得ることができる。そうすることで、合

致するデータが無い場合でも、その製品が所属する分類のデー

タを使うことで、データを無視することなく過小評価を防ぐこ

とが出来る。�
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3.1 データ作成方法�

次に具体的なデータ作成方法を簡単に紹介する。�

(1) 統計によるインベントリデータ作成�

　我が国には、全国におけるエネルギーの消費実態を各産業、

民生などに分類した「石油等消費構造統計（平成13年以前）」

および「エネルギー消費統計（平成20年以降）」をはじめ、指

定生産品目を生産する業種のエネルギー消費量を網羅している「石

油等消費動態統計」が公表されている。さらに、特定の産業に

おける物量（およびエネルギー）統計として、「鉄鋼統計年報」「機

械統計年報」「資源・エネルギー統計年報」などの生産動態統計

が毎年発行されている。これらの物量、エネルギー消費等に関

する統計などに基づいて、素材やエネルギーさらには各種組立

工程における排出量を推算し、インベントリデータを作成する。

次に、作成されたインベントリの算出過程、結果、適用性など

について精査し、データベースとする。なお、エネルギー消費

量が公表されていない非製造業については種々の統計資料から

推算し、業務部門（商業・サービス）については一部を除いて

対象外とした。�

(2) 積上げ法によるインベントリデータの作成�

　既存データについて、産業分類をコード化した結果をもとに

既存インベントリマップの作成を行い、データの整備状況を把

握する。インベントリマップからデータ整備の必要な分野、製

品を抽出し、作成戦略を策定する。必要性の高い製品のデータ

をヒアリング、調査などで収集する。収集されたデータについ

て精査し、インベントリとして取りまとめる。�

(3) 既存インベントリデータからのデータ構築�

　対象とするデータは、AIST-LCAVer.4(JEMAI-LCAPro)標

準データ、オプションデータパック、エコリーフデータベース、

JLCAデータベース、文献データを対象とする。各インベント

リデータを分類表に従ってデータを分類し、コードを付ける。

データ品質を総合的（欠落データの調査の可能性を含めて）に

判断し、採択の可否を決定する（エキスパートジャッジ）。�

�

3.2 データ品質評価�

　これまで我が国では、データの品質についてはあまり議論さ

れてこなかった。品質の悪いデータは環境負荷も低く算出され

ていることが多く、バックグランドデータとして使用するときに、

環境負荷が低いデータを安易（あってはならないが意識的）に

選択してしまい、結果的に品質の悪いデータを選択していると

が少なくない。また、必要なバックグラウンドデータがなく、

やむを得ず無視したり、類似のデータで代用する場合もある。

今後、カーボンフットプリント事業において製品比較を実施す

る際には、このバックグラウンドデータの使用における問題が

大きな課題になるため、品質の評価が不可欠である。�

　また、これらのインベントリデータは、実施者が目的に合致

したデータを、自らの責任で選択しなければならない。しかし、

上述した例で、ハムのデータを使用したいにもかかわらず肉製

品を選択した場合、選択したデータが目的に合致しているかを

評価する必要がある。しかし、そのような手法は現在のところ

存在しない。特に、CFPでは消費者がその数値を見て意思決定

を行うため、ミスリーディングを避けるためにも、データの信

頼性を確保することが必要不可欠である。そこで、データの適

合性評価を取り入れた新しいデータの品質評価手法を現在開発

中である。�

�
4．おわりに�

　本稿において、カーボンフットプリントの概要と、日本にお

けるカーボンフットプリント事業の進捗状況、そして事業の推

進に向けたグループの取り組みについて概観した。まだ日本では、

カーボンフットプリント事業は始まったばかりであり、制度が

根付くかどうかは今後の取り組みにかかっている。今後は、企

業への制度の普及を促進するとともに、消費者のカーボンフッ

トプリントに対する受容性を向上させる努力も必要であろう。

そのためには、バックグラウンドデータの充実とともに、デー

タの信頼性を担保することが求められる。�

　今後のカーボンフットプリント事業の成功に向けて、グルー

プの活動を推進していこうと考えている。�

図3　カーボンフットプリント算出方法�

図4　データ階層構造の概念（食料品の例）�

CO2CO2

CO2排出量＝Σ（活動量 i×CO2排出原単位 i）�

CO2 CO2 CO2 CO2 CO2

原材料採取� 素材製造�部品製造�組立�使用�・・・・�廃棄物処理�
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図1　商品種別の環境配慮意識者の割合とCO2排出量の少な�
　　　い商品の優先購入者割合�

②環境情報の見える化と消費者意識・行動の変革に向けて�
　－カーボンフットプリントの事例－�社会とLCA研究グループ　本下 晶晴�

1．消費者とのコミュニケーションツールとしての期待�

カーボンフットプリント（CFP）の表示が商品に関わる温室効

果ガス排出量の「見える化」を通じた消費者とのコミュニケー

ションツールとしてその役割を果たすためには、一方的に表示

するだけでは意味がなく、消費者に認知・理解され、商品選択

において活用されることが低炭素社会の実現に向けて極めて重

要であると言えます。�

　これまでの環境情報に関わるラベル表示とCFPの表示の違い

は、定量的な情報が消費者に「見える化」されること、さらに

温室効果ガスに特化しているため情報量が絞られていることが

消費者にとって認識しやすいものとなっています。ニュース等

のメディアでも地球温暖化が取り上げられる機会も多く、地球

温暖化に対する消費者の関心が近年高まっているため消費者に

対する環境情報の「見える化」ツールとしての貢献が期待され

ます。�

�
2．CFP表示に対する消費者の意識とその変革に向けて�

　このような背景から消費者とのコミュニケーションツールと

してCFPに対する期待が高まっていますが、CFPがその役割

を適切に果たすためには消費者に認知・理解され、さらに商品

選択や商品の使用方法などの変化を通じた低炭素行動を促すこ

とが必要です。そこで、我々はCFPに対する消費者の認知度、

関心の有無や温室効果ガス排出量の少ない商品の選択意欲をア

ンケートにより調査すると共に、得られたデータを基に統計解

析を用いて購買意欲に影響を与える要因を分析することにより、

消費者の関心を高め、商品選択への活用を促す要因の探索を行

っています。�

�

2.1 商品により異なっている環境配慮意識�

　アンケート調査結果から、多くの消費者はCFPにより商品に

関わる温室効果ガスの排出量が表示されることに関心を持ち、

排出量の少ない商品を選択する意欲がある一方で、商品によっ

てその状況が異なっています。図1では横軸に各商品が環境に

与える影響を考慮する消費者の割合、縦軸にはそのうち温室効

果ガスの排出量が少ない商品を優先的に選ぶ意思のある消費者

の割合を示しています（太線はそれぞれの中央値）。図1から環

境影響を意識する消費者や排出量の少ない商品を選択する意欲

のある消費者の割合は商品によって様々であることが分かります。

この図から読み取れる特徴として、縦軸の上方向にプロットさ

れている商品、特に左上の領域にある商品（文具類など）は

CFPを表示することによって商品に関わる環境影響に対する消

費者の意識を促すことにより、多くの消費者に低炭素な商品選

択を促すことが期待できる効果的な商品であると言えます。

CFPの表示を制度として進める上では、特に優先的にこれらの

商品への表示に取り組むことで早期に消費者の意識や関心を高

めることができると期待されます。�

�

2.2 CFP表示の活用意欲を高めるためのヒント�

　CFPに対する印象（信頼性、意味の分かりやすさ、関心、意

義の評価など）や表示の活用意欲についてのアンケート調査結�
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果を基に、表示の活用意欲を形成する要因についての多変量解

析による結果から、CFPに対する消費者の受容性を高めるため�

のヒントが見えてきました。�

　まず、CFP表示商品を実際に見るかどうかが一つの重要な要

因として抽出され、その結果としてできるだけ多くの商品への

表示を進めて消費者が接する機会を増やすことが重要であると

理論的にも検証されました。また、表示商品を実際に見た消費

者では表示の分かりやすさに対する評価が優位に低下すること

が明らかになりました。これは試験販売を行ったCFP表示商品

では、ライフサイクル全体での排出量の絶対値のみが表示され

ており、多様な商品の多様な排出量を見た消費者がその数値の

意味に混乱したものと考えられます。これは今後実際に表示商

品を販売していく上で非常に重要な知見です。したがって、消

費者の受容性を高めるためのもう1つの課題として、CFPの表

示と消費者の理解とのギャップを埋めるためのコミュニケーシ

ョン（教育、広報活動、表示する情報の示し方など）について

の検討が必要不可欠といえるでしょう。�

�
3．様々な問題についての社会とのコミュニケーションへ�

　温室効果ガスの排出量は我々の社会における問題の一側面に

すぎず、その他のあらゆる環境問題、様々なリスクやハザード

を考慮することが不可欠です。我々は社会の安全・安心に関わ

る様々な問題の予測・評価手法の開発や対策についての研究を

進めるとともに、我々の研究成果としての環境影響、リスクや

ハザードの予測・評価結果をどのように社会に伝えていくべき

かをまずはCFPを事例として検討しています。こうしたコミュ

ニケーション方法に関する研究を通じて我々の研究成果がより

安全・安心な社会の実現に貢献するための手法やツールとなる

よう今後も研究に取り組んでいきたいと考えています。�
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　平成20年度に、第二次循環型形成推進基本計画（以後、循

環基本計画）が発表され、地域循環圏の構築や物質フロー指標

の目標達成などが重要な課題として挙げられています。特に、

廃棄物は循環資源として大きなポテンシャルを持っており、そ

の有効利用によって資源やエネルギーの節約、環境負荷の削減

など、大きな貢献が期待できます。廃棄物の管理は主に地域単

位で行われており、地方自治体の政策は循環基本計画の具体化

や目標達成において重要であり、ライフサイクル思考に基づい

て多様な観点からの検討を行う必要があります。本研究グルー

プでは、これらの検討を包括的に行うため、物質フローデータ

ベースの構築、評価モデルの開発、およびこれらを用いた地域

循環システムの資源循環・環境影響評価の3段階で研究を進め

ています。�

�
1．データベースの構築�

　地域と言っても、人口密集地や工業地帯、農村と様々であり、

産業構造や生活形態の違いによって、廃棄物の種類や量、廃棄

物の処理・資源化方式や処理能力が異なります。廃棄物政策の

方向性を検討するためには、産業活動や生活に伴い発生する廃

棄物の処理・資源化など、その物質フローに関わる実態把握が

必要であるため、47都道府県を対象とするデータベースを構

築しています。特に、産業廃棄物は一般廃棄物に比べて物質フ

ローの実態が明らかになっていないのが現状であり、産業廃棄

物の種類や中間処理方式別に詳細に分類し、一連の物質フロー

として把握できるようにしています。また、推計における基準

及び項目を統一させており、地域間比較や地域間連携の検討に

も有用な情報源として使われます。�

�
2．評価モデルの開発�

　廃棄物の物質フローデータベースの整備と共に、それを反映

した評価モデルの構築も行っています。地域の廃棄物政策は、

直接的に関わる廃棄物及び産業や家庭の活動への影響だけでは

なく、間接的に繋がっている地域内外での活動や廃棄物にも影

響を与えます。本研究では、活動の相互依存関係による直接及

び間接影響を考慮できる産業連関分析方法を導入し、廃棄物の

排出から処理・再資源化、最終処分まで、連続した物質フロー

の詳細な分析や評価ができるように、評価モデルを構築してい

ます。この評価モデルを用いることで、地域の廃棄物政策による、

直接的・間接的な活動の変化、及びそれらに伴う処理量、資源

化量、埋立量、CO2の排出量など、様々な波及影響を定量的に

評価することができます。�

�
3．システムの評価�

　地域の産業構造や処理能力など、地域特性を勘案すると、地

域別もしくは廃棄物別に望ましい循環圏は異なる可能性があり

ます。例えば、地域内の単純処理分を他地域での資源化にまわ

すなど、地域における比較優位な処理に特化することで、地域

内での資源循環よりも、むしろその周辺地域を結ぶ広域循環の

方がより効率的な場合も考えられます。本研究で構築した評価

モデルを用いて、拠点地域と周辺地域の連携による広域資源循

環システムの資源化、及び環境影響ポテンシャルを定量的に示

すとともに、地域特性を考慮した最適な循環圏及び資源循環シ

ステムを提案することを目指しています。�

③地域循環システムにおける資源循環・環境影響評価モデルの構築�

社会とLCA研究グループ　特別研究員　李　一石�

データベースの構築�

システムの評価�

評価モデルの開発�
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1．グループの概要�

　高エネルギー物質研究グループは、現在、常勤職員4名、招

聘研究員1名、テクニカルスタッフ6名、派遣2名の計13名

の構成です。�

　高エネルギー物質は，化学的なエネルギーを貯蔵・放出でき

る物質です。火薬類や爆発性物質が代表例です。高エネルギー

物質は反応性に富むものが多いので，単に爆発させる用途だけ

ではなく，化学産業界で様々な分野で利用されています。しか

しながら，取り扱いを間違えると大きな事故になります。�

　高エネルギー物質研究グループでは「爆発を化学する」とい

うテーマで，高エネルギー物質の物性評価や現象解明といった

基礎・基盤研究、および、危険性評価や安全利用技術といった

応用研究を行っております。また、研究分野の特殊性から，法

規制等の改正に関わる技術支援といった行政対応研究まで幅広

い研究を展開しています。私共の研究により，高エネルギー物

質による爆発災害を防止し，これらが安全に平和目的で利用さ

れることを期待しています。�

�
2．主な研究テーマ�

2.1 爆発現象の解明�

　化学物質がどのような条件や化学反応で爆発するかを探求す

ることが当グループの最大のミッションです。最近では民間の

化学会社等からの受託・共同研究が多く、産総研発足以来、そ

の件数は延べ100件を超えました。�

　例を紹介します。ある化学会社でアンモニア含有廃液に次亜

塩素酸を混合した際に爆発が起こりました。当初、その原因は

わかりませんでした。私共は写真1のような耐爆施設を持って

いますので、遠隔で安全に実験を行うことが出来ます。この耐

爆施設内に写真2（1）のような装置を組み立て、アンモニア含

有液に次亜塩素酸を遠隔で添加できるようにしました。その結果、

混合により、三塩化窒素（NCl3）という珍しい爆発性物質が生

成することがわかりました。条件を満たせば混合と同時に激し

い爆発が起こります（写真2（2））。また、濃度やpHを調整す

れば爆発を生じないことがわかりました。�

2.2 爆発危険性評価の国内・国際標準化�

　化学物質の発火・爆発危険性は国際的にはフィジカルハザー

ドという用語が用いられています。フィジカルハザードの評価

および判定は、国際的には国連が勧告する試験シリーズ（TDG

／GHS）で決定されます。この試験シリーズは項目が多く、多

くの試料量が必要です。そこで、高価な試料や大量合成ができ

ない試製品では試験の実施が困難であるという問題がありました。

また、計測技術の進歩に伴い、試験法の改良が必要です。当グ

ループは諸外国の研究機関と連携を取りながら、試験法の改良

や新規試験法の開発を行っています。また、OECDおよび国連

の専門家会議に参加し、関連技術情報を提供することで化学物

質のフィジカルハザード評価について国際貢献を行っています。

特に、平成19年から開始した経済産業省受託研究「国際標準

共同研究開発事業」では、爆発危険性に密接な関係がある化学

物質の発熱分解エネルギー量を適正に計測するための標準化研

究を行っています。�

�

2.3 利用技術の開発�

　高エネルギー物質を積極的に有効利用するための研究開発も

行っています。旧日本軍が遺棄した化学兵器を無害化処理する

ための技術を開発し、実用化に至っています。また、花火の研

究室として数多くの取材を受けました。特に直径1cmの打ち

上げ花火玉を作る技術は、ロケット推進薬のハイテクを数多く

取り入れたものです。今後、実用化に向けて取り組み中です。

爆発で発生する超高圧を用いて新材料を創る研究も行っており

ます。�

�
3．終わりに�

　数多くのご依頼を受ける中で、解明されていない爆発現象が

まだまだたくさんあることを実感しております。爆発が懸念さ

れる物質、反応等がありましたら、お気軽にご相談下さい。�

�

研究グループ紹介シリーズ⑤�

研究グループ長　松永 猛裕�

写真1　円筒型中規模耐爆施設� （1）装置図　　　　　　　　　　（2）三塩化窒素の発生による爆発�
�

写真2　混合危険の実験例�

高エネルギー物質研究グループ�
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　9月29日から10月2日までの4日間、アメリカのLCA学

会が主催するLife Cycle Assessment IXがボストンで開催

され、発表者の一人として参加してきました。本会議は、First 

Joint North American LCA Conferenceということで、ア

メリカ、カナダはもちろん、欧州からも参加があり、全体とし

て約300名程度が参加するなど、非常に盛況でした。参加者

の話では、アメリカにおける政策の転換もあり、本会議への参

加者は年々増えつつあるとのことです。以下では、発表者が参

加したセッションについて、簡単な紹介をしたいと思います。�

　セッションのトピックとしては、インベントリ分析、インパ

クト評価、Social LCA、不確実性分析、カーボンフットプリン

ト、データベースなど、非常に多岐にわたっていました。中で

も不確実性分析のトピックは、大変関心が高い印象を受けました。

インベントリデータやインパクト評価における不確実性について、

統計的な手法やモンテカルロシミュレーションなどを用いた研

究が多く発表されていました。�

　インパクト評価については、土地利用と水資源消費について

の評価手法の開発が非常に盛んでした。特に水資源のセッショ

ンは2セッションを確保されており、世界的に関心が高いと感

じられました。同グループの本下も本セッションで発表を行い、

活発な質疑応答が交わされました。�

　カーボンフットプリントについては、ISOやCarbonTrust社、

World Resource Institute/World Business Councilfor 

Sustainable Development（WRI/WBCSD）など、各団体

の規格に関する発表と共に、各国政府の動向が紹介されました。

日本からは、稲葉敦日本LCA学会会長から日本のカーボンフッ

トプリント事業の紹介がありましたが、同じカーボンフットプ

リントを進めるにあたっても、各国、各団体で対応は様々なよ

うです。�

　一方、Dynamic and temporal modeling in LCAや、

Computational Methodsなど、シミュレーションやデータマ

イニングのセッションが組まれており、注目を集めていました。

ただ、何をもって「Dynamic」とするか、またどのような目的

に対してモデルを適用するかなど、まだまだ模索の段階にあり、

今後の展開が注目されます。�

　報告者は、Case Studyのセッションで発表しました。Case 

Studyセッションの印象としては、インベントリ分析だけでな

くインパクトの評価まで行った事例が多く、インパクト評価に

対する関心が高いと感じられました。�

　LCAは、比較的新しい研究分野ですが、近年徐々に学問とし

て深化しつつあると感じます。ただ、それにともなって、単に

事例研究をやるだけではなく、学問としてのプラスアルファが

求められつつあると、本会議を通じて感じました。�

社会とLCA研究グループ　河尻 耕太郎�
Life Cycle Assessment IX 参加報告�

　2009年8月26日から29日にかけて、FinlandのHelsinki

で開催された4th International Conference on Nanotech 

nology－Occupational and Environmental Health

（NanOEH2009）に参加した。個別の発表内容自体には、新

規性のあるものはそれ程多くはなかったが、工業ナノ材料の有

害性評価あるいはリスク管理の分野での各国の主要な研究者が

数多く参加しており、講演を通じてそれぞれの立場や見解の相

違がよく理解できたことは大きな収穫であった。学会全体を通

じて、「ナノ材料の有害性にはまだ不明な点は多いが、暴露を減

らすことによってリスクを管理することができる」というメッ

セージを強く感じた。以下では、特に気になった報告を幾つか

紹介する。�

・Colvin V（Rice University, USA）“Making sage 

nanomaterials and processes by design”：「安全」なナ

ノ材料の設計について、化学者の観点から講演があった。ポ

イントは、①表面の反応性を減らすこと、"生物的反応性を

変化させること、②内部に閉じ込めて再利用すること、であ

ると論じていた。�

・Donaldson K（MRC/University of Edinburgh Centre 

for Inhalation Research, UK）“High aspect ratio 

nanoparticles; the hazard from long biopersistent 

fibres”：カーボンナノチューブ (CNT)と「繊維の毒性パラ

ダイム」との関係に関して報告があった。長く（>20µm）細
い（<3µm）、また肺内で溶解しない繊維は有害性が高いこと
が知られているが、CNT もこのパラダイムに従うと報告して

いた。現在、NiO ナノウィスカーなど他の高アスペクト比ナ

ノ粒子も同じかどうかを確認中であると述べていた。�

・Alenius H（Finnish Institute of Occupational Health, 

Finland）“Pulmonary inflammation induced by 

engineered nanoparticles－Recent advances”：主と

して in vitro（培養細胞を用いた）試験の結果についての報

告があった。これまでの試験では、サイズの違いよりも表面

コーティングの違いの方が、毒性に与える効果が大きいと主

張していた。�

・Castranova V（NIOSH, USA）“Pulmonary response 

to multi-walled carbon nanotube exposure”：三井物産

の多層CNTを用いたマウス咽頭吸引試験の結果について報告

があった。肺組織の観察によって多層CNTが胸膜に刺さって

いる像が得られたことから、「多層CNTは肺に沈着後、胸膜

を通過する可能性がある」と主張していた。発表後、会場か

ら「単層CNTとの違いはあるか？」との質問に対して、「単

層CNTと多層CNTの肺に対する反応は基本的には同じだが、

単層CNTは柔らかく曲がりやすいので胸膜を通過しない」と

答えていた。�

NanOEH2009 参加報告�

国際会議学会参加報告�

リスク評価戦略グループ　小林 憲弘�
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■ナノ材料リスク評価書 中間報告版 公開�
 （独）新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）委託の
プロジェクト「ナノ粒子特性評価手法の研究開発」の研究成果
として、10月16日に、ナノ材料3物質「二酸化チタン（TiO2）、
「カーボンナノチューブ（CNT）」、「フラーレン（C60）」につい
てのリスク評価書中間報告版をウェブ上で公開いたしました。
ここで対象とするリスクは、ヒト健康リスクであり、ナノ材料
を使った産業が未発達であることから、作業環境管理に重点を
おいています。本中間報告版では、ナノ材料のリスク評価の考
え方をケーススタディとして提示しました。そして、暫定的で
はあるのですが、作業環境における許容暴露濃度の目安を提案
しました。�
　各文書（要約と本文）は、安全科学研究部門ホームページ
（http://www.aist-riss.jp/）よりダウンロード可能です（部門
ページトップ→右側にある「評価書」→「ナノ材料リスク評価書」）。�

・ナノ材料リスク評価書　策定に際しての考え方�
　＜著者＞　中西準子�
・ナノ材料リスク評価書 －二酸化チタン（TiO2）－�
　＜著者＞　花井荘輔，小林憲弘，江馬 眞，小倉 勇，蒲生昌志，
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お知らせ�

受賞報告�

■賞タイトル　平成21年度日本エネルギー学会論文賞�
■受　賞　者　名　工藤 祐揮�
■受　賞　日　平成21年7月30日�
■題　　　目　乗用車の10・15モード燃費の向上による実燃
費の推移に関する統計解析�
■受　賞　理　由　多くの自動車ユーザが経験しているとおり、乗
用車のカタログにも掲載されている10・15モード燃費と実際
に運転するときの実燃費には違いがあります。筆者らは、携帯
電話のインターネットサービスを利用して54ヶ月間、全国約
165万件規模で収集された自動車ユーザの自己申告に基づく給
油ログデータを用いて乗用車実燃費データベースを構築し、日

本における乗用車の諸元と実燃費
の関係および、乗用車実燃費の経
年変化について統計解析を行いま
した。この論文で得られた乗用車
実燃費の実態は、自動車燃費の向
上による省エネ・温暖化対策に極
めて重要な知見を与えるなど社会
的にも非常に貢献度が高いと評価
され、平成21年度日本エネルギ
ー学会論文賞を受賞しました。�

■賞タイトル　農業施設学会賞奨励賞�
■受　賞　者　名　菱沼 竜男�
■受　賞　日　平成21年9月15日�
■題　　　目　ライフサイクル的思考による家畜ふん尿処理・利
用システムの環境影響評価に関する研究�
■受　賞　理　由　対象論文では、家畜ふん尿の農地還元までの作
業をライフサイクル的に捉えて堆肥の農地還元における輸送距
離の限界を総合的な化石エネルギー収支から評価する指標を提
案し、事例評価から同指標がより環境保全的なふん尿利用シス
テムの構築に有効であることを示しました。また、LCA手法を
用いて家畜ふん尿処理に伴う環境負荷物質および環境影響を定
量的に把握し、施設構成の違いによる環境影響の違いを定量化
しました。関連論文で、LCAを適用した家畜ふん尿処理・利用

の環境側面に関する個別技術の評価から地域のふん尿処理シス
テム検討へと研究を展開したことも考慮され，農業の技術・シ
ステム評価においてライフサイク
ル的思考の重要性を示した萌芽的
研究と認められました。�


