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　産総研「安全科学研究部門」が、「安全」と「持続可能性」を同時に求める新しい学問領

域を作るためのホームグラウンドとして、2008年4月に設立されて、一年半。11月に開

催された部門講演会で、短期間ではやくも目標に向かって着実に前進していることを実感し

ました。�

　講演会タイトル「安全を基軸とした価値観の創造」が、まさしくそれを端的に表している

といえます。複数の研究で、「安全」と「持続可能性」という矛盾する側面を持つが二つを

つなぐキーワードが「リスク評価」と、明瞭に示されていました。�

　複数の相異なるリスク評価を統合して最適解を得ようとしている研究のひとつが、バイオ

マスエネルギー開発・利用でしょう。地球温暖化、健康、爆発性というそれぞれの視点から

導きだされたリスク評価結果を融合する段階も間近です。リスクトレードオフ解析技術を一

層発展させ、異なるリスクの差し引きを可能とする新手法を、専門家集団とだけでなく社会

との対話を経て提案されることを期待します。リスクの概念への理解向上、そして、リスク

ベネフィットバランスの感覚を社会で共有するきっかけが生まれ、さらには、自分たちで新

しい技術や材料を能動的に選択する意思決定の仕組みが創出されてくることが望まれます。�

　一方で、事業者は、4月から施行される改正化学物質審査規制法やカーボンフットプリン

トといった案件に直面しています。水系暴露解析モデルAIST-SHANELやLCAデータベー

ス IDEA等、充分に検証された即戦力ツールがあってこそ、実務を進めることができます。

ツールの普及は他の組織への技術移転・基盤強化であり、産総研が従前の御神輿から、次な

る融合研究領域という御神輿を担ぐリソース確保に繋がります。�

　従前の評価技術のさらなる深化と普及、そして、融合研究領域の創出と推進－産総研がも

たらす変革から、まずます目が離せないと感じさせる講演会でした。�
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パネル討論　─安全を基軸にした価値観の創造─�

中西部門長：それではパネル討論を始めさせていただきます。

最初に5分ずつ、今回私どもの研究結果とか発

表についての意見や苦情をお話しいただいて、2

回目に、今後こういうことをしたらいいのではな

いか、注意しろというようなお話を伺います。�

�

谷口先生：電力中央研究所社会経済研究所の所長をしており

ます谷口です。先程の発表を聞き、中西先生が目

指していたリスクの考え方を社会に根付かせてい

く様々な活動が化学物質からもう少し広い分野へ、

その一歩が安全科学研究部門の活動かというのが

第一印象です。私も最初、三つの研究センターが

一緒になってどうなるのだろうと思っていたとこ

ろ、やはり最後の紹介にあった部門融合研究への

展開を目指すなかでさまざま悩んで議論している

なと。ただ、その中に共通して、リスクという概

念で物事をかんがえていこうということについて

は私も同じ思いです。また、最後の方に持続可能

性の定義がありましたけれども、私は、持続可能

な発展とは要すれば許容可能なリスクの限界を将

来にわたって全体的に低く抑えるという意味で理

解していけばいいのではないか、安全性と持続可

能性を同時に追求すると言うけれど、リスクとい

う考え方でいけば一つの考え方におちつくのでは

ないかと考えています。さらに、リスクトレード

オフ分析はとても大切なことだと思っています。

社会と産業という部門も含めて考えると、リスク

トレードオフ関係は時間軸、空間軸できちんと整

理するのは当然ですが、それ以上に多様なエンド

ポイントがある、換言すれば多様なステークホル

ダーを意識して議論することが重要です。岸本さ

んのグループが進めているガバナンス研究、おそ

らくリスクガバナンスという考え方を目指した統

合的、包括的な議論ではまさにどういうステーク

ホルダーを描いているということが極めて重要に

なってくると思います。�

�

小堀先生：朝日新聞の東京の科学部の記者をしております小

堀と申します。ふだんは人に話を聞くことが仕事

で、このようにたくさんの方の目の前でしゃべる

ことはほとんどありません。今日の研究のご発表

の内容ですけれども、皆さん大変真剣にやってい

らっしゃるのをすごく感じました。「安全でない」

というのはよく新聞の記事になるのですけれども、

「安全である」ということをうまく伝えていくと

いうのは、すごく難しいことです。今日の研究発

表の中で感じたのは、ナノ物質のリスクを伝える

ためにアンケートをなさっていたり、カーボンフッ�

モデレーター：中西部門長�

�
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トプリントの消費者の意識のアンケートで、「嗜

好性の低いものであれば、カーボンフットプリン

トが参考になるのではないか」ということだった

のですけれども、嗜好性の高いお酒とかの食品で

も、ビール会社さんでカーボンフットプリントを計

算されていらっしゃるところもありますので、そ

ういうものをどうやって消費者の方に伝えていけ

ばいいのかということも、また研究の中で取り組

んでいっていただければと思います。�

�

原田先生：私はライオン株式会社の研究開発本部の環境・安

全性評価センターで働いています。今日お話があ

った中で関心があったのは、ヒト健康と生体毒性

といった点、あとＬＣＡ（Life Cycle Assessment）

観点で地球環境全体の環境影響をどうやって評価

するかといった点です。三つの部門の統合の効果

が既に出ていると思いました。具体的には、バイ

オマスエネルギーの開発といったテーマで井上様

がお話しした中で、それぞれの部門がばらばらに

していたことを、スケジュール的にも一気通貫的

にすることの効果の大きさを感じたのですが、こ

れはやり方としてはいいと。将来に向けて総合的

なリスクの指標づくり、また安全科学の定義をや

っていく上で、頭の中でやるというのも非常に大

切なのですが、このような事例研究を通じて、実

際に何の指標が足りたのか、何を今後やっていか

ないといけないのかという点で、このバイオマス

エネルギーは社会性評価もされています。リスク

というのは、いかに、どの方がそのリスクをテー

クするか、そのオーディエンス対象によって価値

観が変わってくると思います。そういったものを

統合的な指標にするときは、サイエンスと同時に、

人文科学の研究も必要かと。そういった点で、産

総研の今後に期待することとしては、サイエンス

以外の分野との融合を加速することが、日本全体

また社会全体を通じての社会貢献の早道ではない

かという感想を持ちました。�

�

平尾先生：私は東京大学の工学系研究科の平尾と申します。

私自身はライフサイクルアセスメントの研究を中

心に行っています。これまで手法についての議論

は進んでいたと思いますが、評価研究というのは、

何かでき上がったものに対して、いいとか悪いと

かを評価するためのツールをつくってきました。

しかし、最初の部門長のお話にもありましたよう

に、わからないうちから先に評価して進んでいか

ないといけないという時代になってきて、そこに

どのように挑戦するのかということに、一つの答

えを示してくれたと思います。ナノについては、

世界じゅうでいろいろな研究が進んでいる中で、

実際に具体的な形として早くも見せてくれている

ということは、産業界に対して、あるいは材料研

究者に対しても、大きな力を示せたのではないか。�

　　　　　　一方で、既に産業界では、「Environment, 

Health, and Safety; EHS」というのは一緒の

ところでマネージしないといけないというのはわ

かっていたことで、研究分野が別々にあっていい

ということではなかったと思います。その意味で�

小堀先生�

原田先生� 平尾先生�
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は、今回、今回、過去の三つの部門が一緒になっ

たということは、言ってみれば、当然の流れだっ

たのかと思います。�

　　　　　　その中でバイオマスエネルギーの研究は、その

効果が大変よく出てきた研究だと思いました。バ

イオマスに対してのＬＣＡの研究はたくさんやら

れていますけれども使ったときのリスクの問題と

か、貯蔵のセーフティーの問題は、とてもではな

いけど1人が手を出せる話ではなくて難しいと

思っていたところ、多様な側面から解析してくれ

た結果を示していただいたのは大変ありがたかっ

たです。最後のお話で、例えばバイオマスという

問題に挑戦するときに、どういうところが必要な

のかをもう一回整理していただいて、本来必要な

分野を、産業技術という言葉にとらわれずに、社

会科学とか農業まで含めて、きっと取り込んでい

ただけるのではないかと大いに期待しています。

また、工業製品において単純なハザードによる物

質規制が進む中で、日本ではしっかりと家電品を

回収しているというような行政の取り組みも考慮

して、総合的な判断ができるような仕組みをもっ

と先に提言していただきたい。私自身も研究者で、

ゆっくりとしたスピードでしか実行できていない

ところで、産総研だけにお願いするのもいけない

かもしれませんけれども、私も協力しますし、い

ろいろな人の力を合わせて、世界に先駆けて、も

っと正しい方向に進めるような指針、指標あるい

はツールをつくっていただきたいと思います。�

�

松尾先生：私は慶應義塾大学理工学部の機械工学科で、圧縮

性の流体と燃焼を専門としています。今回ご発表

があった中で私に関係ありますのは、爆発影響評

価のためのフィジカルハザードで、爆発安全研究

コアの内容が一番近い分野であるかと思います。

今回のご発表の中にも、幾つかの爆発物の処理の

施設とか、地下の火薬庫、もしくは構造物へのハ

ザード評価がありましたように、こういった問題

を日本の中で取り扱って評価して、それを社会に

返せる、または政府に返せるような立場のところ

が、ここ一つしかないということ。特に最後のほ

うに話がありましたが、三つのものをすべて融合

されて新しいフレームワークをつくっていかれる

というお話を聞きまして、持続的発展可能な社会

をつくるということ。それと、「安全なくして持

続的な成長なし」という言葉もありますように、

成熟した社会を迎えるに当たって、いろんな面で

の安全性を考えた上で、企業から見れば、今回こ

こで行われているようなことは、直接利益に結び

つくものではないかと思うのですけれども、産総

研という立場から、この部門での成果は、国の中

の唯一の公的な立場になるような大きなものにな

ってもらいたい。また、非常に重要な成果をたく

さん上げられていらっしゃいますが、その中で理

工学的なデータだけではなく、どちらかというと、

社会的な意味での政策への提言のような形で、も

っと強気で迫っていけるような内容を出していけ

ると、よりいいのではないかと思いました。�

�

米田先生：京都大学工学研究科の都市環境工学専攻で、環境

リスク工学分野という研究室で教授をしています

米田です。私自身がいつも悩んでいて、まだ答え

が見つけられていないところでもあるのですが、

今回のリスク評価の中でも、空間的な広がりとか

時間的な広がりを非常に考えておられて、ただ、

その中にばらつきをどう評価するかという概念が

あまり入ってこないですね。�

　　　　　　例えばリスク評価の空間スケールは国ぐらいの

オーダーにあったわけですけど、もちろん評価対

象とする面積の大きさによってリスクのレベルが

全然変わってくるものもたくさんあるわけで、一�

松尾先生� 米田先生�
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体どのレベルで評価するのか。あるいはステーク

ホルダーという問題もありましたが、空間的ある

いは時間的なばらつきの大きさを、リスク評価の

中でどう評価したらいいのか。その辺についての

見解も、できればその中に含めていただきたいと

いう気がしました。�

　　　　　　特に最後の統合的評価は私も非常に期待すると

ころで、その壮大な計画には非常に関心を持って

いるところですが、そこで同時に、平均的な評価

になってしまって、弱者切り捨てというか、例え

ば95％に対して評価してしまったために、残り

5％については、もうしようがないみたいな形に

ならないかというのが少し心配なところでもあり

ます。�

�

中西部門長：それでは、2回目に先生方のご意見を。�

�

谷口先生：科学技術立国日本とかものづくり日本とか言われ

ますが、開発研究だけでなく評価研究が極めて重

要だということを今後も言い続けていただきたい。

それはなぜかと言うと、科学技術ガバナンスを考

えたとき、大きな要素であると思うからです。�

　技術評価（テクノロジーアセスメント、TA）

は過去、極めて狭く捉えられ、日本では定着して

こなかったのですが、今日、科学技術ガバナンス

という文脈のなかで、安全科学研究部門にはテク

ノロジーアセスメントを担える組織になっていた

だきたい。TAは欧米では根付いてきています。

でも日本ではなかなか根付いてきていない。TA

機関に成り得る重要な条件の一つはアカウンタビ

リティで、社会的信頼性です。これには組織的自

律性や政治的中立性といったこと、学際性や科学

的信頼性やプロセスの公平性・透明性や議論の質

といった品質に係ること、そしてコミュニケーシ

ョン能力から成りますが、この部門はできるので

はないかと思います。最後に、将来の社会と産業

というキーワードがありましたが、是非、ユニー

クな方々がおられるこの研究部門と当研究所の研

究員とで、10年後、20年後の社会像について

のシナリオプランニングをやってみたいと思った

次第です。�

小堀先生：最後に一言だけですけれども、一般の人に我々新

聞記者が記事を書くときも、どういうふうに説明

しようかいつも迷うのですが、リスクの考え方で、

最後に「安全というのは、許容できないリスクが

ないこと」という考えがありましたが、許容でき

る、できないというところを決めるというのはと

ても難しいことです。特に病気とか死亡のリスク

がかかわってくると、これがまた難しくなってし

まいます。例えば飛行機事故は自動車事故に比べ

て全然少ないけれども、それでもし落ちたら亡く

なってしまうと、リスクがどれだけ低いと言われ

ても、病気になったり、亡くなってしまった人に

とっては全く何の慰めにもならないので、許容で

きないリスクの基準を決められる場合に、そうい

うことも考えてやっていただければと思います。�

�

原田先生：少しぜいたくな悩みですけれど、網羅性と精度と

いう問題はいつも出てくる問題で、案件によって

精度を高めなくてはいけないということと、あと、

これからの化審法改正への対応を考えますと、精

度よりは全体の網羅性といったような強弱があり

ます。�

　　　　　　短期間な研究をするのか、少し長期間になるの

かというゴールの設定、マイルストーンの設定は、

使う者のニーズをとらえながら進めていただくと、

皆さんで共有できるものが早く手に入るかと思い

ます。具体的にはミニマムなデータセットで、大

きな結果を出せるようなものが望みですが、それ

はすごくないものねだりで申しわけないです。�

　　　　　　あともう一つ。こういった官的なところができ

るところは、やはりバリデートがしっかりできる

というところです。また、ポテンシャリティーが

非常に高いところですので、バリデートの正確性

も引き続きやっていただければと思います。�

�

平尾先生：ＬＣＡをどういうふうに使っていくかについて

は、カーボンフットプリントは一つの例として発

表していただいて、きっと役に立つだろうと思っ

ています。しかしながら、先ほどているんですけ

れども、先ほど部門長にご紹介いただいた図の中

で、超長期あるいは長期で役に立つツールとして

の力が、もう一つ発揮できていないと感じていま

す。�

　　　　　　例えば IDEAの紹介をいただいたのですけども、

データベースを充実してほしいという社会のニー

ズはとても大きく、そこにもこたえて社会のニー

ズとしては一番あって、そこにもこたえていただ

いている。あまり評価されにくいところですけれ

ども、あえてここで言わせていただくと、検証さ

れたデータベースをつくっていただくことは、非

非常に地道で、なかなか成果として見えないので

研究者としてつらいところですけれども、それは

産総研の役割と思って頑張っていただきたいと

思います。�
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松尾先生：特に大きな要望はないのですが、現在取り扱って

いらっしゃるのは化学系が非常に多いと思います

が、安全科学という名前の研究部門で考えますと、

ヒューマンエラー、ヒューマンファクターといっ

た意味とか、社会の問題を取り扱うところまで含

めてやることで、この安全科学が、これまでのケ

ミカルにとらわれないところになるのではないか。

それと、非常によいデータがたくさんとれていま

すので、ぜひ世界標準となるデータベースを目指

してやられるといいのではないかと思います。�

�

米田先生：リスク萎縮現象が起こっているという問題で、産

総研のいろいろな研究成果をどんどん積み上げて

こられて、産官学においてはリスク概念が広まっ

てきていると思うのですが、まだ市民に対してリ

スク概念が十分に行き渡っていないところがある。

先ほどから人文科学をふやせという話もありまし

たが、どうやれば、市民がリスクを受容すること

ができるのだろうか。原子力発電の問題も、同じ

問題をいっぱい抱えておられると思いますが、産

官学だけでなしに市民にももっと向いていただき

たい。�

�

中西部門長：どうも大変ありがとうございました。先生方の

ご意見は非常にたくさんあって、必ずしも全部頭

の中で整理できませんが、一つどうしてもやりた

いと思うのは、ＬＣＡを上手に使って国の政策や

意思決定に反映させることで、これを具体的な例

でやるべきだと思っています。�
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　リスク評価戦略グループでは、化学物質、重金属、工業ナ

ノ材料のリスク評価に関する研究を行っています。これらの

課題について具体的に評価を実施しながら、考え方や方法論

を構築し、リスク管理のための評価のあり方（戦略）に迫っ

ていきたいと考えています。現在、研究員5名、テクニカ

ルスタッフ3名、派遣職員1名で研究を進めています。�

�

1．化学物質、重金属のリスク評価�

　化学物質や重金属のヒト健康リスクと生態リスクについて、

リスクトレードオフ解析という枠組みの中で、物質間のリス

ク比較を可能する手法の開発を行っています。リスクトレー

ドオフとは、あるリスクを削減するための方策によって新た

なリスクが生じてしまう状況のことを言います。従来からの

評価方法では、個々の物質についてリスクの懸念を判定する

ことはできても、リスクの大きさを物質間で比較することが

できませんでした。また、化学物質のリスクトレードオフ解

析では、しばしば情報の限られた物質のリスクを評価する必

要があります。そこで、ヒト健康影響については、「QALY（質

調整生存年数）」をリスクの共通尺度として、それを限られ

た動物試験の結果から推定する方法を開発しています。一方、

生態影響については、「影響を受ける種の割合」をリスクの

共通尺度として、その推定に用いる「種の感受性分布」を物

質の構造から推定する方法を開発しています。いずれも手法

のプロトタイプによる試算が可能となっており、今後、さら

に手法の改善に努めていきます。�

　また、重金属によるリスク生態リスク評価については、

Biotic Ligand Modelを発展させ、亜鉛、銅、カドミウム

といった重金属の複合影響を推定するモデルの開発を行って

います。現在、理論的な予測に対して、実験的な検証を加え

ているところです。�

�

2．工業ナノ材料のリスク評価�

　工業ナノ材料は様々な分野での応用が期待されています。

社会がその便益を享受するためには、技術開発や普及に合わ

せて適切なリスク評価を行うことが必要です。しかしながら、

ナノ材料は、有害性や暴露に関して未だ十分な知見がなく、

リスク評価の事例もほとんどありません。リスク評価戦略グ

ループでは、部門重点プロジェクトである「工業ナノ材料の

リスク評価」の一環として、ナノ材料の気管内注入試験（ナ

ノ材料の懸濁液を気管に注入して行う動物試験であり、吸入

暴露試験の代替試験として位置づけられる）、　　　　試験、

Omics解析などを実施すると共に、それらの結果や文献情

報の解析に基づいてカーボンナノチューブと二酸化チタンの

リスク評価書を作成しています。これらの評価書は、フラー

レンの評価書や評価書策定の考え方とともに、中間報告版を

2009年10月16日に安全科学研究部門のホームページに

て公開しました。また、そのエグゼクティブサマリーの英訳

版を12月22日に公開しました。2010年度末の最終報告

版の完成にむけて、さらに解析を進めています。�

研究グループ紹介シリーズ⑥�

リスク評価戦略グループ� 研究グループ長　蒲生昌志�

in vitro
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食のリスク学 －氾濫する「安全・安心」をよみとく視点－�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
目次�
�
第1章　食の安全－その費用と便益－�
安全を犠牲にすることもある／さまざまな安全がある／安全とリス
ク／riskとRISK／ピーナッツのリスク／水道水のリスク／BSE（狂
牛病）のリスク／お金とは何か？／ハーバード大学のリスク研究／
食の安全問題―ほんとうは何が問題だったのか？／リスク評価の方
法にも問題がある／食品の安全が特別だと考えるのは間違い／質疑
応答�
�
第2章　食べ物情報 vs. リスク　　 （高橋久仁子さんとの対談）�
フードファディズムに出会った／砂糖は有害か？／カルシウムが壊
れる？／企業の味方？／アミノ酸ブーム／バランス栄養食品－ポテ
トチップス？／キャッチコピーで行間を読ませる／健康のためなら
死んでもいい／リノール酸神話のつぎはオレイン酸神話／食育基本
法のおかしさ／「新聞記事」から教材を見つける中学・高校の先生
／テレビで言ってたから正しい？／「健康食品」で健康は買えない！？
／国が認めていない「健康食品」／健康食品で治療効果を過信しな

い／害のない（？）健康食品／安全と安心が混乱して使われている
／からだに良い情報とからだに悪い情報／水道水にフッ素を添加し
てもよいか？／食生活は欧米化していない／牛乳有害論のおかしさ
／ポリフェノールは環境ホルモン／男性が食事にかかわることでフ
ードファディズムがかわる�
�
第3章　食をめぐる論争点－わたしはこう考える�

　（ききて　松永和紀さん）�
中国製の食品は危険ですか／国産の方が安全で、安心ですか？／食
糧自給率40％でいけないのでしょうか？／バイオ燃料は環境にい
いですか？／バイオ燃料と食料が競合して、食料価格が高騰してい
るのですか？／有機農業は、環境にプラスですか？／遺伝子組換え
作物は安全ですか？／植物工場は地球にやさしい？／安全を求める
市民運動をどう評価しますか？／その後、ダイオキシン問題に取り
組まれたのですね／安全の研究では、企業との関係は相当難しいよ
うに思うのですが／鉛も、食料が原因ですか／安全と持続可能性と
は矛盾するのですか？／食品安全委員会とは何か－科学者のあり方
を問う！／専門家の意見が中立でないように思うのですが�
�
第4章　さまざまな食の問題�
キンメダイはスケープゴートだと考える理由－メチル水銀のリスク
について／自然と循環は危険－だから、つきあい方には科学が必要
／理科嫌いは誰がつくったか？／アカネ色素禁止問題／自然は大き
なホスピタル？－自然物と毒物／水銀に関する厚労省注意（平成
17年度）－平成15年度に出された水銀に関する「注意事項」で
のごまかしは修正されたか？／アガリクス茸の発がん性の強さ／食
品安全に関する国際問題とリスク評価／メラミン汚染－回収の意味
／信じられない認識と対応－トルエン／こんどはヒ素ですか？�
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■ 開催場所：米国アイダホ州Coeur d'Alene Resort�
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�
その他詳細につきましては、ホームページ�
（http://www.intdetsymp.org/detsymp2010/default.aspx）
をご参照ください。�
�

�
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お知らせ�
■新刊図書のご紹介�

　2009年12月6日～9日、米国SRAの2009年年会

がメリーランド州ボルチモアで開催されました。RISSから

は牧野が“Policy-induced risk transfer of lead in Asia”

と題してポスターセッションにて発表してきました。経済・

環境政策の実施がアジア諸国間での鉛貿易やリサイクルに及

ぼす影響を経済モデル（応用一般均衡モデル）によって分析

した研究ですが、質問者の中には「是非このような分析をし

たい」と言われた方が数名おり、当研究の方向性について一

定の手ごたえを得ることができました。9 日の plenary 

s ess i o n では 1972 年ノーベル経済学賞受賞者の

Kenneth Arrowスタンフォード大学教授の講演を聞くこと

ができました（経済学は私の専門分野）。かなりのご高齢に

なっておられましたがその議論は鋭く、私はスピーチをなか

ば伝説上の人物を見るような気持ちで聞いていました。�

米国SRA（Society for Risk Analysis）2009年年会参加報告�
持続可能性ガバナンスグループ　牧野良次�


