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「爆発」という言葉が持つ意味はなんでしょうか。辞書を紐解くと 2つの説明があります。

一つ目は、圧力の急激な発生または解放の結果、熱・光・音などと共に破壊作用を伴う現象、

二つ目は、抑圧されていた感情が急激に外に現れること、です。「爆発安全」というキーワ

ードは、一つ目の意味である破壊作用を伴う「爆発」の安全を考える研究分野であります。 

はたして、人は爆発による破壊作用から安全でいられるのでしょうか。不慮の爆発による

被害は、人が爆源近傍にいる場合には避けることは極めて困難です。爆発の影響は爆源近傍

では音よりも速く伝わるので、爆発発生を視覚からの情報で察知し、超人的な反射神経で行

動を起こし、秒速 1000 ｍといった高速で爆源から離れれば被害を避けることができます。

残念ながら、人は超人ではありません。不慮の爆発を回避できないのであれば、爆発の発生

を予測し現象を把握することで被害回避の道を探ることは妥当な考えです。爆発安全とは、

爆発現象に対して本来は無力である人が考え出した極めて合理的な対処方法であり、学術的

な取り組みです。人は誰しも恐ろしいことは考えたくないし、考えると悪いことが起きてし

まうような気がします。しかし、恐ろしい事象の発生原因を考え、発生後の状況を想定・予

測し、最悪の事態を回避することは、科学者として正しい取り組みです。爆発安全について

言うと、フィジカルハザードとして爆発被害を捉え、爆発する危険性がある物質について化

学的に解明し、その物質が何故・如何に爆発するのかを考え、そして爆発後に生じる被害に

ついて把握し、被害の軽減と回避策を検討することが、爆発安全研究に必要とされているの

です。 

爆発現象を引き起こすような物質は、高エネルギー物質であり、そのエネルギーは爆発被

害だけではなく、花火のような美しさも生み出し、また、エネルギー源として私たちの生活

の中で積極的に利用されています。人は、原子力エネルギーに代表されるような高エネルギ

ーを巧みに操る技術を獲得し、今日の生活には欠かせないものとして利用しています。そこ

には不慮の事故に対する恐ろしさは常に存在しますが、私たちは正面から向かい合い共存し

ています。 

産総研の安全科学研究部門は、「爆発」の安全を取り扱う日本で唯一の公的研究機関とし

て存在しており、国内の関連研究機関の中で先導的な立場にいます。社会的な要請に答える

ための大規模実験を通した実験技術の蓄積から爆発科学に関する学術的な取り組みまで、今

後も日本を代表する顔として活躍してもらいたいと願っています。 
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特集1：部門内科研費 

設立の趣旨 

RISSの発足と同時にはじめた試みの一つに「部門内科研

費」がある。部門内で割合自由に使える交付金を原資にして、

挑戦的な萌芽的研究提案に研究費を出すシステムである。 

このシステムを作ったのは、私がずっと思ってきたこと、つ

まり、研究の価値を決める一番大きな要素は研究テーマの設

定であるという考えからである。だからと言って、個人個人

が自分の思いだけで研究テーマを設定しても成果は上がらな

いし、社会に結果を還元することもできない。どうしても集

団で一つのテーマを実行しなければならない場合が多い。そ

ういう状況では、中心的な人は研究テーマについて必死で考え、

その必要性を訴え、研究費を獲得してくるが、そのプロジェ

クトに参加する多くの研究員は与えられたテーマをこなす役割

だけになりがちである。勿論、様々な工夫もするし、理論も

考えるだろう、発見もあるだろう、しかし、最初の段階、何も

書いていない地面から、ある土を取り出して、これは宝にな

ると宣言し、そのことに自分を賭ける、そのプロセスはない。 

安全科学研究部門は社会性の強い研究課題を実施している

三つの研究センターを中心にして作られた。いずれも、行政

や企業の要求で研究テーマが決まり、それを上手に実行する

という要素も強かった。研究部門としてその研究はしなけれ

ばならない。でも、そのテーマは誰が考えたのか？企業であり、

行政機関ではないか。そこを何とかしたかった。一人一人が

研究テーマを作り出す、そのことをencourageしたかった。 

一年目はプロジェクト研究から切り出されたテーマが多かっ

た。二年目に、若手が新しいテーマを出してきた。それを育てて、

翌年5人の若手が本物の科研費を獲得した。三年目、選考会が

熱気を帯び、年齢の高い層も興味を示し始めた。多分、四年目

の来年、部門全体をゆるがす動きになるような気がする。 

1． はじめに 
フィジカルハザード評価項目の十分性確保は非常に困難で

あり、ゆえに産業保安研究においては、常に既往の事故・不

具合から原因を探り、知識化し、対策ならびに危険性評価手

法を確立することが求められます。社会において顕在化する

事故・不具合のうち、一定の割合の事例は、評価項目に含ま

れない未知の、あるいは既知ではあるものの評価手法確立が

不十分なフィジカルハザードに起因していると考えられます。 

2008年末から2010年初頭にかけて北米を中心に報告

された、自動車エアバッグ用インフレータ（運転席用）の不

良作動（ガス発生剤の不良燃焼）に関する累計95万台の市

場措置は、今世紀初頭に市場投入されたエアバッグ用ガス発

生剤新規物質の吸湿性、圧縮成型物の経時変化特性、振動

耐性に関する危険性評価不足に由来すると考えられます。また、

2010年6月には、助手席用インフレータに関して、同様の

市場措置が国内のおよそ11万台について報告されています。 

部門長　中西 準子 

採択課題：硝酸アンモニウム系ガス発生剤の安全化に関する研究 

爆発利用・産業保安グループ　特別研究員　和田 祐典 

平成22年度部門内科研費採択課題（提案者） 

¡NaK合金およびその過酸化物の危険性評価（松永 猛裕・船越 愛） 

¡AIST新興技術リスクガバナンスプロジェクトの試み（岸本 充生） 

¡ナノ結晶化によるガス発生剤の発火・燃焼特性変化の評価（本田 一匡） 

¡太陽電池のグローバルサプライチェーンの最適化に関する研究（河尻 耕太郎） 

¡リスクベース化学物質管理社会の実現に資する階層的生態リスク評価ツールの作成（加茂 将史・林 彬勒・内藤 航） 

¡イノベーションの実現による生活シーンの描画と環境影響評価（井原 智彦・玄地 裕） 

¡液体メタン/液体酸素系の着火機構に関する研究（金 東俊） 

¡亜鉛同位体比を用いた河川中亜鉛の発生源解析（内藤 航） 

¡環境政策の産業別影響評価手法の開発－温暖化対策における「国境措置」の定量評価を事例に－（山崎 雅人） 

¡室内暴露評価ツールの開発－室内カビのリスク評価のためのカビの定量化手法の検討－（篠原 直秀・篠崎 裕哉） 

¡硝酸アンモニウム系ガス発生剤の安全化に関する研究（和田 祐典） 
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図　ガス発生剤ストランド試料の燃焼の様子 

2． 硝酸アンモニウム系ガス発生剤 
硝酸アンモニウム（AN）はガス化率が高く、かつ安価で

あることから、1990年代初頭から、エアバッグ用ガス発

生剤酸化剤としての応用を目指した研究が行われ、今世紀初

めごろから市場投入されています。しかしながらANは従来

の硝酸ストロンチウムや塩基性硝酸銅に比べ、高い吸湿性を

有するため、ガス発生剤成型時の微量の水分の混入が、吸湿

固化の原因となり、ガス発生剤の経時変化による成型物の変

形、破損、燃焼時の不良燃焼を引き起こす可能性が指摘され

ています。また、吸湿性ゆえに水を成型剤として用いる押し

出し法によるガス発生剤成型が困難です。押し出し法の他に、

打錠成型法がありますが、打錠時の打撃に起因する爆発危険

性から、近年、忌避される傾向にあります。2002年には

山口県のガス発生剤製造プラントにおいて、打錠工室におけ

る爆発事故も報告されています。しかしながら、AN系ガス

発生剤では、上記の理由からやむを得ず打錠成型に依存して

います。 

 

3． エアバッグ用ガス発生剤の経年変化評価試験法 
エアバッグ用ガス発生剤の経年変化評価手法の代表的なも

のとして、USCAR（United States Council for 

Automotive Research）が定める加速劣化試験があります。

この試験は、23℃環境下で15年間の性能維持を達成する

ことを目的とし、ガス発生剤を107±3℃の過酷条件下で

400時間貯蔵し、貯蔵前後のガス発生剤の燃焼速度、重量

変化が5%以内であることを条件として挙げています。し

かしながら、この試験法ではANのような吸湿性材料を用い

たガス発生剤への水分の吸脱着の繰り返しによって引き起こ

される吸湿固化の影響を評価する事が出来ません。 

4． ガス発生剤燃焼における吸湿固化の影響の評価 
以上の様な背景から、本研究では、今後使用がさらに拡大

すると考えられるAN系ガス発生剤について、そのフィジカ

ルハザード評価が不十分である、吸湿固化による燃焼特性へ

の影響を評価する事を目的として、＜1＞温度湿度サイク

ル試験によるガス発生剤成型試料の吸湿固化実験、＜2＞

吸湿固化試料の粒度分布解析、＜3＞吸湿固化試料の線燃

焼速度解析（ストランド燃焼試験）を実施します。これらの

検討から、吸湿性材料を用いたガス発生剤の吸湿固化による

不良燃焼発生を防止する安全実証試験法の確立が期待され

ます。 

 

現在、日本のH-ⅡA、H-ⅡＢロケットやアメリカのスペー

スシャトルには液体水素／液体酸素を推進薬としたエンジン

が使用されていますが、宇宙航空研究開発機構（JAXA）で

は液化天然ガス／液体酸素を推進薬とした新型エンジンの開

発を行っています。液体メタンを主成分とする液化天然ガス

は液体水素と比較し、推進薬密度が高いので機体の小型化が

でき低コスト化が図れる、着火エネルギーが大きく、また蒸

発ガスが空気と混合したときの爆発範囲が狭いので安全性が

高い、沸点が高い（液体メタン：109K、水素：20K）ので宇

宙空間での貯蔵性がよく、軌道間輸送機や惑星探査機に利用

できるなどの特長を持っています。将来は、外惑星やその衛

星からメタンを調達して飛行することも考えられるでしょう。 

主任研究員　角舘 洋三 

液化天然ガス／液体酸素ロケット推進薬の爆発威力に関する研究 

特集2：爆発安全に関する最近の研究紹介 



爆発衝撃研究グループ　若林 邦彦 

爆薬をハンマーで叩くなどして衝撃を加えると爆発すると

いうことは一般的に良く知られた現象と思います。この現象

に対していくつかの理論モデル（図）が提案されていますが、

モデルを検証する実験データがほぼ皆無であるため、「爆薬

がなぜ衝撃のみによって爆発するのか？」といった初歩的な

疑問は未だ明らかとなっていません。衝撃起爆現象がピコ～

マイクロ秒レベルの高速な化学反応であることや単発破壊的

な不可逆過程であることが実験データを得ることを難しくし

ている大きな理由です。 

レーザーアブレーションの反作用力を利用して物質に衝撃

を加える方法をレーザーショック法と呼びます。レーザー光

はレンズで容易に微小領域に集光できるため、レーザーショ

ック法を用いると微小領域に数万気圧以上の衝撃を与えるこ

とが出来ます。この方法を用いることによって、これまで大

型の爆発実験施設等を用いなければ不可能であった衝撃実験

が小さな光学実験台の上で安全に実施できるようになりまし

た。レーザーショック法は高速な計測器と同期性が高く、繰

返し実験が容易である等の優れた特質を有しているため、う

まく利用すれば衝撃起爆現象の詳細を実験的に明らかにでき

る可能性があります。 

部門内科研費や文科省科研費の支援を受けながら、レーザ

ーショック法を利用した衝撃起爆現象の解明に関する研究を実

施しています。起爆に関連する因子を特定し、将来的には意

図的に起爆感度を制御する技術開発への展開を考えています。 

「爆発が起こった際に周囲への被害を如何にして極小化す

るか？」といった考え方とは異なりますが、起爆感度の制御

手法の開発などによって、そもそも爆発させない（または、

意のままに爆発させる）積極的な爆発安全研究といった取り

組みも将来的には役立つものと信じています。 

本研究は、液化天然ガス／液体酸素推進系を使用したロケ

ットが射場で万が一爆発事故を起こした場合でも、爆風圧な

どから関係者以外の安全を確保する保安距離を決めるために

必要なデータを取得することを目的としています。10 トン

オーダーの推進薬の爆発威力を実験で直接評価するのは困難

ですので、数値シミュレ－ションが欠かせません。そのため

シミュレーションの信頼性の向上に必要な基礎データの取得

も目的に含まれています。射場での事故モードとして、ロケット

の機体がその場で転倒した場合（転倒モード）と、打ち上げ後

海上に出る前に時速 100 km で地表に墜落した場合（墜落

モード）を想定しています。転倒モードでは、破損したタンクか

らの推進薬の流出、その後の混合、蒸発、空気中への拡散の

挙動を、衝突モードでは、衝突時の推進薬の飛散等の挙動を

調べ、さらに着火挙動や爆発時の爆風計測を行ってきました。 

液体水素を使用した推進系での爆発威力のデータは既に蓄

積されているので、液体メタンの場合にも類推して適用でき

そうに思いますが、これらの系は互いに異なった挙動を示し

ます。つまり、液体水素／液体酸素系では、液体酸素（融点：

54K）は液体水素に触れると凝固しますので、蒸発した水

素と周りの空気との混合気が、爆発に大きな寄与をすると考

えられます。一方、液体メタン (融点：89 K)と液体酸素 (沸

点：90K)は狭い温度範囲で液相で共存することができます。

混合液は、燃料と酸化剤が均一に混合しており、爆薬と同じ

ようなものです。実際、爆轟を起こさせることもできます。

また、気相の爆発から混合液相への誘爆が起こり得るなど、

着火のタイミングによっては爆発時の収率が異なる可能性が

あることも分かってきました。現在までにキログラムオーダ

ーまでの実験を行ってきましたが、規模が大きくなると気相

の火炎伝播が加速される効果も見いだされています。今後さ

らに 1 ～ 2 桁大きい規模の実験を行い、規模効果の定量的

な確認を含め、爆発威力の評価を行いたいと考えています。 

図　理論モデルの一例 

図（左）落下実験装置（高度50m） 

　（右）時速約100kmで地表に衝突し 
　　　  た液体メタン／液体酸素の爆発 

レーザーショックを用いた爆発安全研究 
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高エネルギー物質研究グループ　秋吉 美也子・薄葉 州 

新規な化学物質が火薬類に該当するか否かを判定するため、

国連が勧告する爆発性評価試験が利用されています。まず微

量な試料を用いて発熱分解エネルギーを測定し、その値が

800J/g以上であれば、キログラム級の試料による爆発試

験によって爆発性の判定が行われます。しかし爆発試験は容

易に実施できるものではないため、発熱分解エネルギーによ

るスクリーニング結果が重要になります。現在、発熱分解エ

ネルギーの測定法として示差走査熱量計（DSC）と断熱熱

量計の2種類が推奨されていますが、測定方法の違いによ

ってスクリーニング結果が左右される可能性があります。 

我々は経産省基準認証研究開発事業「発熱分解エネルギー

測定に関する標準化」の中でこの問題を検討しました。約

50種類のモデル化学物質を選択し比較評価を行った結果、

断熱熱量計で得られる発熱分解エネルギー（Qadia）は、

DSC装置で得られる値（QDSC）と多くの場合一致せず、

より低めの値を示す傾向があることが明らかになりました

（図参照）。この結果から、DSCと断熱熱量計の両方の使用

を認めるのは適切ではなく、発熱分解エネルギーを過小評価

する危険性のある断熱熱量計は測定方法から除外すべきと考

えられました。またDSCも測定容器の種類や材質が測定結

果に大きく影響するため、国連勧告の中でより詳しい測定条

件を指定する必要があることが明らかとなりました。 

断熱熱量計の除外に関しては他国の専門家からも賛同を得

ており、2010年12月に開催される国連危険物輸送小委

員会において、国連勧告の改正案が日本から提出される予定

です。またDSC測定条件の国際的標準化についても、国連

勧告の改正をめざして各国の専門家と協議が進められると同

時に、国内におけるJIS化（「化学物質の爆発危険性評価手

法としての発熱分解エネルギーの測定方法」）に向けた準備

が進められています。 

平成18年に施行された改正労働安全衛生法は、事業所は

危険性・有害性等の調査（リスク評価）を行い、必要な対策

を実施する努力義務があると定めています。この研究の目的

は、リスク評価における労働災害発生確率の評価精度向上に

貢献するため、経済学における最重要概念である「インセン

ティブ（誘因）」の考え方を理論的基礎としてヒューマンエラ

ー発生確率の定量化手法を開発することにあります。 

事業者が労働災害のリスクを定量化するには機械類の故障

発生確率およびヒューマンエラー発生確率の双方の推定が必

須ですが、機械類に関する評価手法の開発に比べてヒューマ

ンエラー発生確率の評価方法の開発は十分ではありません。

ヒューマンエラー発生確率の低減対策を具体的に立案するた

めには、エラー発生メカニズムの解明に踏み込んだヒューマ

ンエラー研究が求められます。 

そこで本研究では、ヒューマンエラー発生確率が「従業員

や経営者といったステークホルダーの『駆け引き』の結果に

依存して変化する」と理解しモデル化を行います。これが、

エラー発生メカニズムを経済学的に理解する方法です。 

例えば、就業形態の多様化から非正規雇用者の割合が増加

していますが、正規と非正規の雇用者では労働に関するイン

センティブ（誘因）が異なります。労働経済学的には「非正

規雇用者は、来期の再雇用確率を高めるために生産性を優先

し、安全性に注意を払わない傾向がある」と予想されます。

従業員や経営者等がもつインセンティブとヒューマンエラーと

の関係を経済学の手法でモデル化する試みは既存の労働災害

研究にはない視点であり、この研究を通じて従来とは異なる

安全対策のアイデアを生みだしたいと考えています。 

研究のスタートとしては化学プラントなどにおける爆発事故

を分析対象とし、爆発利用・産業保安研究グループが運営し

ている「リレーショナル化学災害データベース（RISCAD）」

収録の事故から人的・組織的要因を抽出するという作業を行

っています。私自身の専門は経済学ですが、爆発安全・産業保

安を専門とする和田主任研究員、熊崎横浜国立大学准教授と

連携して、分野融合的に研究を進めていきたいと思っています。 

持続可能性ガバナンスグループ　牧野 良次 

爆発安全に関する標準化研究と国際化対応 

労働災害削減のための、ゲーム理論に基づくヒューマンエラー発生確率 
の定量化手法の開発 

図　異なる方法で測定された発熱分解エネルギー値 
　　（Qadia）と（QDSC）の比較 



研究グループ紹介シリーズ⑧ 

環境暴露モデリンググループ 研究グループ長　東野 晴行 

環境暴露モデリンググループでは、化学物質のヒトや生態

系へのリスク評価において、最も基礎となる暴露評価技術の

開発を行っております。大気環境、室内環境、河川及び海洋

における暴露評価モデルの開発を中心課題として研究を進め

ております。また、開発したモデルを用いた暴露・リスク評

価を他のグループと連携して行い、得られた結果を化学物質

管理等の政策に生かしていくような仕事もしております。 

当グループでは、以下でご紹介するように、環境中の媒体

や用途に応じた様々なモデルを開発しています。これらは誰

もが使えるソフトウェアとして、言うならば「環境の読み書

きそろばん」となることを目指しております。 

 
【ADMER】化学物質の大気中の濃度を、排出量と気象条件から

計算するモデルです。日本全国の任意の地域において、5km x 
5kmグリッド以下の高い空間解像度で、濃度の分布や暴露される

人口の分布を推定することができます。国、自治体、教育機関、企

業などすでに様々なところで大気系化学物質のリスク評価に活

用されています。 
【ADMER-PRO】ADMERの後継となる次世代型の大気モデル

です。このモデルの最も大きな特徴は、光化学反応モデルを内蔵

したことにより、従来のモデルでは評価できなかったオゾンやア

ルデヒド類のように大気中で二次生成する汚染物質の評価がで

きるようになったことです。現在開発中で間もなく公開予定です。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【SHANEL】河川水中の化学物質の濃度分布を推定するモデル

です。今週公開する次期バージョンでは全国109の１級水系に

対応し、日本全国で化学物質が河川水中の水生生物に与える影

響を評価できるようになる予定です。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

【RAM】日本の主要な内湾における化学物質の濃度解析と生物

に対するリスクを評価するモデルです。現在、東京湾、伊勢湾、及

び瀬戸内海での解析が可能です。さらに、海域に生息する魚類へ

の化学物質蓄積量や濃度を推定するモデルを開発しています。

化学物質生物蓄積モデルのWindows版のプロトタイプ(RAM-
CBAM Ver.1.0)を2010年9月に公開予定です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【室内暴露評価ツール】現在開発中の、室内で使用される製品か

らの暴露を評価できるツールです。製品のデータベースを内蔵し、

エクセル上で動作する誰でも簡単に使えるツールになる予定です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

我々がこれまで開発してきたモデルは、原則的に全て無償

で公開しています。RISS の WEB サイトから誰でもダウン

ロードや CD-ROM で入手することができるので、皆様も是

非使ってみてください。ADMER-PROなどの開発中の最新

モデルを、今年10月に開催される産総研オープンラボに出

展します。ぜひご参加ください。 

 

本項で紹介したモデルは、新エネルギー・産業技術総合開発機構

(NEDO)のプロジェクトで開発しています。 

東京湾　化学物質生物蓄積モデル（RAM-CBAM） 

室内暴露評価ツール 

ADMER-PRO（光化学反応を導入した大気モデル） 

水系暴露解析モデル（SHANEL） 



SETAC（The Society of Environmental Toxicology 

and Chemistry）Europe 第20回年会は2010年5月23

日から27日の5日間、スペイン南部のセビリアで開催され

ました。SETACは環境の「毒性」と「化学」にまつわる幅

広い環境問題を専門とする国際学会で、当部門の研究領域で

ある「リスク評価」「ライフサイクル評価」「持続可能性評価」

はこの学会の主テーマです。報告者は10年前からこの学会

の北米か欧州、アジア・パシフィックの年会に参加しており

ます。今回は8年ぶりの欧州年会参加で、以下に示した2題

のポスター発表と情報収集を行いました。 

・Lin et al., Predicting ecotoxicity of chemicals on 

aquatic species by artificial neural network.  

・Lin and Meng, Extrapolation of available acute and 

chronic toxicity test data to population-level effects 

for ecological risk management of chemicals.  

今回は大盛会で、2300件超の発表を4日間で実施するた

め、口頭発表は毎日8つの会場での同時進行、ポスター発表

は毎日入れ替りのピンポイント発表というスケジュールでし

た。聞きたいセッションや発表を漏らさずに把握するため、

会議プログラムをキーワードで検索し、自分の会議参加スケ

ジュールを作りました。因みに、今回は自分のポスター発表

以外、「土地利用＆生態系サービス評価」と「個体群レベル

生態リスク評価」を中心に研究情報を収集しました。「土地

利用＆生態系サービス評価」の関連発表から、この分野の研

究現状と課題を確認することができたほか、バイオマスプラ

ンテーション推進に伴う環境リスク評価研究の進め方等、多

くのヒントが得られました。 

「個体群レベル生態リスク評価」について、欧州の関連研

究者の総力を集結して立ち上げた CREAM プロジェクトか

らの研究発表に圧倒されました。このプロジェクトでは、個

体群評価・管理を普及させるため、総計23名のフェローを

雇って個体群評価モデルに関する研究開発を行っています。

プロジェクトリーダーであるドイツ UFZ 研究所の Volker 

Grimm博士に話を伺ったところ、Yes we canという自信

満々の答えでした。個体群評価における欧州の活発な動向を

受けて、いささかの無力感や焦燥感を覚えました。 

SETAC Europe 20th Annual Meeting 参加報告 
広域物質動態モデリンググループ　林 彬勒 

2010年7月11日から16日まで、米国ニューハンプシャー

州のニューロンドン市で開催されたIndustrial Ecology 

2010 Gordon Research Conferenceに参加しました。

Gordon Research Conferenceは、物理、化学、生物学

での特定研究分野を対象に、79年の歴史をもつ世界的にも

権威のある会議の一つです。そのような中で、Industrial 

Ecology は、自然環境を対象とする生態学の考え方を人間

社会にまで適用した新しい研究分野です。1998 年から隔

年で開催され今年で7回目を迎える若い会議といえます。 

今回は「From Analysis to Design」というテーマを掲

げ、22件の招待講演、74件のポスター発表が行われました。

招待講演では、ライフサイクルアセスメント（LCA）、物質

フロー解析といった環境評価手法を、どのように社会に役立

てるかという視点で、発表が行われました。GE、Appleに

おけるエコデザインのためのLCAの活用事例、中国が推進

するEco Industrial ParkのUrban Metabolism視点から

の評価、廃電気電子機器のリサイクルシステムの設計、など

が注目を集めていました。ポスター発表では、バイオ燃料の

LCAに関する研究が多く、続いて中国、韓国、欧州などで

のUrban Metabolismに関わる研究が目立っていました。 

この会議に参加して一番驚いたことは、他の参加者との議

論や交流をする機会が充実している点です。参加者は大学

内で寝食を共にし、会議は一つの教室で行われ、朝 9 時か

ら夜 10 時まで懇親会を含めますと深夜まで及びます。

Industrial Ecology は経済・経営学から化学、生態学まで

の幅広い分野にまたがるため、このような「交流」を大切す

る姿勢が、分野の発展に貢献している印象を強く受けました。 

 

Industrial Ecology 2010 Gordon Research Conference 
参加報告 

物質循環・排出解析グループ　布施 正暁 
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中西準子部門長は2011年3月末をもって安全科学研究部門長を退任いたします。つきましては下記の通り退任記念

講演会を開催いたします。多数のご参加をお待ちしております。 

日時：2011年2月25日（金）15：00（予定） 

場所：東京都北区王子　北とぴあ　つつじホール 

演題：リスク評価なくしてイノベーションなし －産総研の今後と10年－（仮） 

終了後、懇親会（会費制）を予定しております。 

詳細および参加申し込みにつきましては、当部門ホームページにて随時ご案内いたします。 

中西部門長退任記念講演会のお知らせ 

新研究員紹介 

主幹研究員　本田 一匡  

 

今年 1 月から安全科学部門が主務とな

り、5 月に爆発安全研究コアの代表を拝

命しました。化学物質のフィジカルハザ

ード評価や産業保安に関する研究の益々

のパフォーマンス向上をお手伝いしています。同時に、ナノ

材料のリスク評価に関する新たな研究構想を練るという重要

な役目を頂戴しました。リスクがまだ充分に判っていない多

種多様なナノ材料が世に出てくる時、社会としてどう管理すれ

ば安心して便益を得ていくことができるのでしょうか。そのた

めに役立つ評価方法を先手で考えておこうという、いわゆる

プロアクティブなリスク評価研究を、中西部門長の下で行われ

ている「ナノ粒子特性評価手法の研究開発」プロジェクトの

成果を踏まえ、更に実践的に押し進めるのが目標です。大変

難しい課題ですが、皆様からのご支援とご協力を得ながら、

是非、形にしていきたいと思っています。よろしくお願いします。 

主任研究員　五十嵐 卓也  

 

1 9 8 1 年に通商産業省に入省し、

1993年以降は、もっぱら、化学兵器禁

止条約、生物多様性条約、POPs 条約、

PIC 条約、OECD 環境健康安全プログ

ラムなど、化学物質管理政策やバイオテクノロジー産業政策

における国際条約・国際機関対応の業務に従事しました。 

2008年 5 月からは、独立行政法人 新エネルギー・産業

技術総合開発機構（NEDO）の主任研究員として、化学物

質リスク評価管理のための研究開発プロジェクトのマネジメン

トを担当しました。このとき、OECD 工業ナノ材料作業部会

のスポンサーシッププログラムなどの活動に参画し、また、

ISO/TC229 ナノテクノロジー標準化国内審議委員会の議論

全般をモニターしました。 

2010 年 5 月からは、当安全科学研究部門の主任研究員

として、工業ナノ材料のリスク評価・管理手法の研究開発プ

ロジェクトにおいて ISOやOECDとのリエゾンや国際情報収集・

発信の役割を担っています。科学的発見と政治的判断の連関

に着目しながら取り組みたいと思っています。 

リスク評価戦略グループ 
藤田 克英 

 

 

 

2009 年 10 月に中途採用となり、リ

スク評価戦略グループに配属されました。

大学や民間企業では、土壌や廃水処理中

の微生物、また各種の細菌や出芽酵母など、対象の生物に違

いはあるものの、「生体ストレス応答」に興味を持ち研究を

行ってきました。2006 年より、産総研・健康工学研究セン

ターのテクニカルスタッフとしてNEDOプロジェクト「ナノ粒

子特性評価手法の研究開発」に参加し、現在に至っております。

これまで工業ナノ材料に対するヒトへの健康リスク評価を目的

に、ヒトの培養細胞やラット組織の網羅的遺伝子発現や種々

のバイオマーカーを解析し、新たな知見を得ることができま

した。今年度は、本プロジェクトの最終年度でもあり、またカ

ーボンナノチューブ（CNTs）の有害性評価を課題とした新

しいプロジェクトの初年度でもあります。チームワークを大切

に、社会に還元できる成果を多く残したいと思います。よろ

しくお願い申し上げます。 




