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私たちの暮しは、ものやサービスを購入し、使うことで成り立っています。そしてこれら
の商品は、地球からのめぐみと国内外の多くの人々の労働によって生み出されています。�
食べ物や道具のほとんどを、地域の中で生み出し消費していたひと昔前までは、比較的た
やすく見えていた資源調達、製造工程等も、工業化やグローバル化の進展により非常に見え
にくくなってしまいました。�
ものやサービスを消費者が選択できるということは、選択をするという行為で、社会や地
球に対し大きな役割をはたすことができるのです。消費者に選択されるためのものづくり、
選択されるための商品提供を事業者は進めるはずですから。�
環境破壊や経済格差の拡大に加担したいと思っている消費者はいないと思いますが、何事
も知らなければ、想像することもできないのです。�
身近な商品がどのように世界とつながっているのかを私たちに知らせて欲しいし、商品を選

ぶことが、地球環境とどのように関係するのかをわかりやすく説明してほしいと考えています。�
消費者には人と環境によい商品を選ぶ責任があります。そして、企業には人と環境によい
商品を提供する責任とそれを消費者に説明する責任があります。企業がもっと商品の一生に
関する説明をしていくことで持続可能なくらしが近づいて来るはずです。�
しかし、環境情報として商品の一生をわかりやすく説明をするのは、事業者として簡単な
ことではないだろうなと思っていた矢先、カーボンフットプリント制度が動き出しているこ
とを知りました。いまだ試行事業といわれ、まだまだ検討の余地もたくさん残っていますが、
この機会に、消費者にも商品の一生に関心を持ってもらえることに大いに期待をしています。�
欧州では、カーボンフットプリントはCO2だけに偏った情報で、環境情報としては不十分

であり、もっと検討が必要等といわれていると聞きます。私もできるなら、生物多様性指標
等も含まれるマルチ環境情報開示が望ましいと思いますが、消費者が使いこなせる環境情報
という視点も忘れてはならないのです。�
現状の制度説明会等は産業界の人々が中心であり、聞く側も説明する側も、どうしても計
算の仕方に話しが偏りがちです。消費者とは、細かい計算方法よりもカーボンフットプリン
トの意味や価値、数値の信頼性等違ったコミュニケーションがあるはずです。商品の一生を
辿ってデータを集めていること、計算のルール通りきちんと計算し、それが検証されている
ということ、数値が見える化したために事業者は削減の努力をせざるを得ないのだというこ
となどを知ることこそ消費者には価値のある情報ではないかと思っています。�
商品の一生をこの数値で言い表わすのは難しいですが、商品の一生に気付くよい機会にな
る点に着目し、カーボンフットプリントという数値を使って消費者とどのようにコミュニケ
ーションをしていくのがよいかを真剣に考えたいと思っています。�

消費者にも価値あるカーボンフットプリントとなるために�
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特集1：安全科学でのLCA研究について�

1年前のNewsletter No.5で、ライフサイクルアセスメン

ト（LCA）の特集をおこない、カーボンフットプリント（図）

を中心に研究紹介をさせていただきました。LCAに関する本

特集では、その際に紹介できなかった安全科学研究部門で実

施しているLCA研究の背景や、国際的な事業及び貢献につ

いて紹介させていただきます。�

安全科学研究部門では、その前身の一つであるライフサイ

クルアセスメント研究センター時代から、インベントリデータ

ベース開発、インパクト手法開発、および、それらインベント

リとインパクト手法開発成果を取り込んだLCAソフトウェア開

発を実施して、国内外におけるLCAの基盤整備を行ってきま

した。また、環境効率などのアプリケーション、および、環

境面からの事業化サポートや各種の環境影響に関するトレード

オフを考慮したケーススタディなど、幅広くLCAの応用や事

業化に必要な研究を行ってきました。�

LCAは、「環境の見える化」の普及とともに、見える化の

基本的な手法として、特に環境に関わりの深い企業、行政、

消費者の間に幅広く浸透しつつあります。環境報告書、サス

テナビリティーレポートなどを発行している多くの企業におい

ては、LCAの原則・枠組み（ISO14040）、ISO14044

に記された実施方法を用いて定量化した環境影響を、企業の

環境に関する報告書やホームページに掲載することは、もは

や当たり前になっています。�

このような「環境の見える化」という時代の要請と、我々

が実施してきた日本国内におけるLCA実施の基盤整備が進

んだこと、LCAという考え方の浸透などの背景から、環境に

関心の高い企業だけでなく、一般の消費者を対象として見え

る化を実際の環境影響低減に活用しようとする動きや、具体

的な低炭素化に向けた政策にLCAを活用しようとする動きが

国内外で活発化しています。�

その代表的なものが、本特集で紹介する ISO化に向けた

カーボンフットプリント（CFP）であり、バイオマス利活用に

関する国際的な枠組みの中での検討です。前回と今回の

LCA特集で触れていないバイオマス利活用に関する研究につ

いて少しだけ紹介します。�

バイオ燃料を使用するにあたり、欧米各国で、各種バイオ

燃料の温室効果ガス（GHG）排出量の基準（デフォルト値）

作成が定められており、我が国でも導入が期待される各種バ

イオ燃料に関するGHG排出量の基準を提供することが必要

となっています。安全科学研究部門では、重点課題「バイオ

マス利活用リスク評価に関する研究」の中で、日本のGHG

排出削減デフォルト値の検討を行い、基礎データを提供しまし

た。しかし、デフォルト値検討に際し、バイオマス利活用の際

の土地利用変化や化学物質等の排出など、多面的な環境影響

については不確実性が大きい、あるいは定量化されていない

という課題が残されています。土地利用に関しては、アジア

でのバイオマス生産が検討されており、生産国となるアジア

各国でのデータ収集が欠かせません。この後に紹介している

「アジアにおけるバイオマス利活用の持続性評価研究」とと

もに、これまで行ってきたアジア各国とのLCA研究の連携を、

土地利用変化やバイオマス生産の間接的な影響などまで枠を

広げ、今後検討を行っていく予定です。�

社会とLCA研究グループ　グループ長　玄地 裕�

特集2：カーボンフットプリントの国際標準規格に関する活動�

2007年1月にイギリスで世界最初のカーボンフットプリン

ト付きポテトチップスが販売されて以来、フランス、日本、韓

国、タイなどでカーボンフットプリントに関する活動が行われ

るようになっています。各国で生産される商品は、その生産

国だけで消費されるわけではありません。そこで、事業者に

よるカーボンフットプリントの計算方法と、その結果を消費者

に伝える運用方法を、世界で共通にすることが必要と考えら

れるようになり、新しい国際標準規格を作る作業が2009年

1月からISO/TC207（207技術委員会）で始まりました。

2012年頃に新たな国際標準規格が発行される見通しです。�

工学院大学工学部　教授　稲葉 敦�

図　カーボンフットプリント付き商品の例�
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図1�
タイプⅠのエコラベルの例�
（日本のエコマーク）�

図2�
タイプⅢのエコラベルの例�
（日本のエコリーフ）�

TC207は、企業の環境活動に関する方法を共通化するた

めに1993年に設置されました。日本で多くの企業が取得し

ている環境マネジメント規格はSC1（Sub-Committee１:

第1分科会）で発行され、カーボンフットプリントの計算の基

礎となるライフサイクルアセスメント（LCA）の国際規格は

SC5で発行されています。また、環境ラベルに関する規格

はSC3で発行されています。カーボンフットプリントの新し

い国際標準規格は、2007年に設立された地球温暖化ガスの

算定方法を議論するSC7（GHGマネジメント）で議論され

ています。�

日本ではこの国際標準規格化の作業に対応するために、

2008年7月に約30の工業会と約10名の有識者からなる

国内委員会が設置されました。この国内委員会の議論を踏ま

え、日本の意見が国際標準規格の作業に反映されています。�

現在提案されているカーボンフットプリントの国際標準規格

は、地球温暖化ガスの計算方法（Part1:Quantification）

とラベルの運用方法（Part2:Comunication）の二つの部

分からできています。�

計算方法については、現在までの議論で、カーボンフット

プリントでは商品のライフサイクル全体での地球温暖化ガスの

排出量を計算すること、カーボンオフセットは計算に含めない

ことなどが、各国の合意になっています。また、それぞれの

地球温暖化ガスの排出量をCO2の排出量に換算する時に用

いる「地球温暖化係数（GWP）」には、2007年に発行さ

れた IPCCの第４次報告書で公表されている100年係数を使

用することがほぼ合意されています。日本の経済産業省の試

行事業では、「京都議定書」に使われているIPCCの第2次

報告書の地球温暖化係数を使用していますが、これに賛同す

る国は少ない状況です。�

また、日本では話題になることが少ないのですが、森林伐

採による農地の開墾など土地利用の変化によるCO2排出量

の算定方法も大きな議論になっています。�

国際標準規格ISO-1420（2000）では、商品の環境情報を

消費者に伝えるための「環境ラベル」を3種に分類していま

す。タイプⅠはある基準に適合していることを示すラベル（図1）

で、日本ではエコマークとして実施されています。タイプⅡは、

各社が自分の判断で環境に良い商品に付けるラベルです。タ

イプⅢはLCAの結果を開示していることを示すラベル（図2）

で、日本ではエコリーフとして実施されています。�

カーボンフットプリントは、LCAの結果を示すタイプⅢラベ

ルの一つです。エコリーフのような今までのタイプⅢラベル

では、商品にはマークだけ表示し、実際の数値情報はインタ

ーネットで開示することが行われてきました。しかし、カーボ

ンフットプリントは商品に数値情報を直接表示することから始

まりました（図3、図4）。この違いが多くの人の関心を呼

んでいると考えることができます。新しい国際標準規格では、

タイプⅢエコラベルとしての運用だけではなく、エコマークの

ようなタイプⅠのマークにカーボンフットプリントを導入する

方法も議論されています。�

カーボンフットプリントの国際標準規格に関する議論は、欧

州諸国と北米、豪州・ニュージーランド、日本などが中心に

なって行われて来ました。食品や日用品は、その原材料も含

めて発展途上国に多くを依存しています。また、国内を見て

も中小企業が大きな役割を果たしています。先進国の大企業

だけが実施可能である国際標準規格はほとんど意味がありま

せん。国際標準規格の今後の作業への発展途上国からの参

加が期待されています。�

図3　2010年10月から販売されている生協連合会のカー
ボンフットプリント付き商品の例（洗剤）。秤をイメージ
したマークが経済産業省の試行事業で使用されている
カーボンフットプリントの公式マーク。上皿にCO2排出
量が表示されている。�

図4　イギリスの大手スーパー「テスコ」での�
　　  カーボンフットプリント付き商品の販売例�
　　  （ジュース）。足跡マークの中にCO2排出�
　     量が表示されている。�
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カーボンニュートラル（炭素中立）による地球温暖化抑制

効果の観点から、バイオ燃料を導入する政策が矢継ぎ早に決

まり、現在、世界中でバイオ燃料製造が検討されています。

一方で、本当に環境負荷が少ないのか、社会や経済への影響

はどう考えるのかなど、バイオマスエネルギーの持続可能性

について評価する手法の議論が高まっています。今回は、弊

グループが2007年から東アジア諸国の研究者と共に、東ア

ジアサミットでの決定の枠組みのもと取り組んでいる持続可

能なバイオマス利活用の持続性評価研究について紹介します。�

�

1．研究の背景と枠組み�
2007年1月にフィリピンのセブ島で開かれた第2回東

アジアサミットで採択された“東アジアのエネルギー安全保

障に関するセブ宣言”に基づき、東アジア諸国（ASEAN10

カ国、日中韓、オーストラリア、ニュージーランド、インド

の計16カ国）で、バイオマスエネルギー推進のエネルギー

協力イニシアチブが採択され、特にアジアに特有の再生可能

エネルギーであるバイオマスに特化した事業支援を行うこと

が決まりました。これを受け、東アジア諸国の研究活動の支

援機関として、2008年に東アジア・アセアン経済研究セン

ター（Economic Research Institute for ASEAN and 

East Asia：以下ERIA）が設立されました。�

同時に、東アジアサミット・エネルギー大臣会合の下に位

置づけられる“エネルギー協力タスクフォース”会議におい

て、“バイオ燃料のワークストリーム：①バイオ燃料のデー

タベース構築、②バイオディーゼル燃料の標準化、③バイオ

マス利活用の持続性評価、④アジアバイオマス研究者イニシ

アチブ”、が始まりました。特に、弊研究グループは、③に関

してERIAの枠組みのもと結成された、“東アジアにおける

バイオマス利活用の持続性評価研究のERIAワーキンググル

ープ”（以下、持続性評価WG）を先導する役割を担い、イ

ンド、インドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、マ

レーシアの環境科学、経済学、社会学の各分野の専門家と共

に研究を始動しました。�

�

2．研究内容�
持続性評価WGは、2007年から環境、経済、社会の三

側面から持続可能性を考えるトリプルボトムラインの考えを

基本として、持続可能なバイオマス利活用について検討して

きました（図１）。そして、2008年には、「東アジア諸国

における持続可能なバイオマス利活用のビジョン」1）を報告

し、2008年8月にタイ・バンコクで開かれた東アジアサ

ミット・エネルギー大臣会合で提唱された“アジアバイオマ

スエネルギー原則（1．品質確保、2．各国の多様性の尊重、

3．農業分野における食料供給との共生、4．環境との調和、

5．バイオマスエネルギーの安定供給、6．経済性）”の策定

において、科学的な政策支援を行いました。�

この原則はアジアの開発途上国に特有であり、日本人には

少しなじみがないかもしれません。日本では、バイオマス利

活用、特にバイオ燃料においては、温室効果ガス削減など地

球温暖化防止への期待から、その導入が議論されます。しか

し、アジアにおいては、バイオ燃料政策導入促進の目的が地

域によりさまざまです。例えば、インドネシアやタイ政府は、

エネルギーの供給ラインから離れている貧しい農村地域に対

する多様なエネルギー源の供給を目的として、自前でのバイ

オ燃料の製造により燃料の自給及び、副次的なメタンガスや

有機肥料の利活用を支援しています。同時に、貧困層が多い

農村における、貧困対策としての地域経済効果を期待して取

り組むことも特徴的です。�

一方で、原料生産地域での子どもの労働など負の社会影響

を懸念する国際機関の意見もあり、負の側面から世論が動き、

バイオ燃料製造を抑えるようなシステム作りがなされるかも�

素材エネルギー研究グループ　特別研究員　小西 友子�

特集3：アジアにおけるバイオマス利活用の持続性評価研究�

図1　持続可能な発展のトリプルボトムラインと指標�



5

Safety & Sustainability

しれない、アジア地域の発展を阻害しかねない、と東アジア

諸国の政策決定者が懸念しているのも事実です。そこで、持

続性評価WGは、2009年に、東アジアサミットのエネル

ギー大臣会合での声明を受け、「東アジアにおける持続可能

なバイオマス利活用のガイドライン」2）を作成し、指標を提

案しました。図1で示すように、環境面ではバイオ燃料の

ライフサイクルにおける温室効果ガス排出量、経済面では利

益（Total Net Profit）と総付加価値（Total Value Added）
注）、そして社会面では、国連開発計画が提唱した人間開発

指数（Human Development Index）、ジェンダー開発指

数（Gender-related Development Index）を中心持続性

評価指標として提案しました。特に、社会性の評価について

は、定量化が難しく手法の開発が期待されていますが、まだ

まだ進んでいないのが現状であり、今回の試みは第一歩とし

ての挑戦でした。�

そして本年度は、4つの地域（図2）においてそれらの指

標の有効性を試すため事例研究を行いました。原料となるバ

イオマス資源は、夏のデザートでお馴染のタピオカの原料と

なるイモのキャッサバ（インドネシアでは生産量が豊富であ

り商品化できないキャッサバも多くある）や、タイでは20

年以上も生産の歴史があり、搾りかすなどほとんどすべてを

利用するシステムが展開されているサトウキビを対象としま

した。また、バイオディーゼルとしては、フィリピンで大産

業となっているココナッツ、インドの荒れ地でも育つ食料と

競合しないヤトロファやポンガミア、ネームに注目し、定量

的な評価を試みました。成果は、現在のバイオ燃料プロジェ

クトをいかに温室効果ガス低減に導き、経済性を高め、地域

社会の生活向上に貢献できるかという、プロジェクトの持続

性の評価として報告書3）にまとめました。環境面については、

温室効果ガス削減の効果の度合いがわかるとともに、それ以

外の環境影響の調査の必要性を指摘しました。経済面では、

税金投入や市場価格の影響の度合いなど、社会面では、多く

の隠れた社会影響の指標（例えば、農村地域で、ヤトロファ

の実の収穫は女性の追加的な収入源になることや、メタンガ

スを利用する以前に木を使って台所で料理していた時の健康

被害など）を考慮する必要性が見えてきたのが現状です。さ

らに、この研究活動を通したアジアの専門家との連携やデー

タの蓄積は、今後のアジアの持続可能な発展を考えていく上

でも有益なものとなるでしょう。�

�
3.  技術を社会へ�
持続性評価WGの研究の成果は、東アジアサミットのエ

ネルギー大臣会合へ届けられます。研究と政策を結ぶインタ

ープリターの役割を担っているのが、我々であり、東アジア

諸国の16カ国の政府代表の前で、研究成果や提言を直接政

策決定者へ示すことが求められています。また、国際的にバ

イオエネルギーの評価指標を検討しているグローバル・バイ

オエネルギー・パートナーシップ（GBEP）へ、アジアから

の情報発信の要として、このWGの研究成果を届け、第一

線の指標作りに貢献しています。最後に、今回紹介した研究

についてご興味のある方は、以下の文献をご参照頂きますと

幸いです。�

�
注）ここでの定義は“Total value added = Net profit + 

Personnel remuneration + Tax revenue + Foreign 
exchange earnings”であり、産業連関表に用いる総付加価
値とは異なる。�

【文献】�
1）ERIAレポート2007 No.6-3 “Sustainable Biomass 
Utilisation Vision in East Asia”�

　 （http://www.eria.org/research/no6-3.html）�
2）ERIAレポート2008 No.8-2 “Guidelines to Assess 
Sustainability of Biomass Utilisation in East Asia”�

　 （http://www.eria.org/research/y2008-no8-2.html）�
3）ERIAレポート2009 No.12 “Sustainability Assess-
ment of Biomass Energy Utilisation in Selected East 
Asian Countries”�

　 （近日公開予定http://www.eria.org/research）�

図2　持続性評価指標の有効性検証に用いられた4つの事例研究�
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オープンラボ報告�

さる10月14、15日、産業技術総合研究所のオープン

ラボが開催されました。安全科学研究部門からは、化学物質

からの暴露とリスクを知るための各種ソフトウェア、リレー

ショナル化学災害データベース（RISCAD）、『CO2の見え

る化』を実現するためのカーボンフットプリント（CFP）

を出展しました。また、つくばイノベーションアリーナ（TIA）

ナノテク拠点の実現において、当部門の岸本充生がナノ材料

安全評価について講演しました。�

展示ブース、講演会とも多くの方々にご来場いただき、会

場は熱気に包まれていました。オープンラボの特徴として、

通常の学会や部門独自の催しとは異なり、興味もバックグラ

ウンドも様々なお客さんがみえることが挙げられます。各ブ

ースでは、CFPラベル付きの商品を展示し、データベース

やソフトウエアを実際に動かしてみるといった体験ができま

した。その結果、当部門の活動をあまりご存じでない方も足

を止めてディスカッションする姿が見られました。9月にリ

リースされたばかりの有害化学物質生物蓄積モデルAIST-

CBAM（Ver.1.0）、近日中に公開予定の産総研－水系暴露

解析モデルAIST-SHANEL（Ver. 2.0）のCDが無料で配

布され、受け取られる方もそれぞれ数名おられました。 �

CFPのブースでは、商品を持ってみて、その重さとCO2

排出量を比較してCO2排出量を感覚として掴んだ方もおら

れる様子でした。曝露濃度計算ソフトウェアの展示ブースで

は、バージョンアップに励ましの声をかけていただいたほか、

入力インターフェースなどの改良点を提案してくださる方も

おられ、研究員もユーザーの生の声に触れることができまし

た。�

なお、本発表により玄地裕、田原聖隆、本下晶晴が産総研

オ－プンラボ2010優秀ポスター発表賞を受賞しました。�

客足の絶えないカーボンフットプリントブース�

RISCADの説明を行う和田特別研究員� ソフトウエアの講習会さながらの光景も�

つくばイノベーションアリーナで発表する岸本グループ長�

広域物質動態モデリンググループ　小野 恭子�
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2010年10月21日から22日まで、韓国プサンで The 

1st International Conference on Accident Prevention

が開催されました。この会議は2008年に提示された「労働安

全衛生ソウル宣言」の実施をテーマにしています。主催者は

KOSOS（韓国安全工学会）とKOSYA（韓国産業安全衛

生公団）であり、国際的な諮問機関は ICOH-SCAP（国際

職業衛生コミッション－事故防止科学委員会）です。�

第１回目の会議でしたが、16ヶ国から315名の参加が

ありました。発表の内訳はキーノートスピーチ5件、特別

講演5件、口頭発表74件、および、ポスター発表47件で

す。私は安全工学会の代表として特別講演に招待され、「日

本の産業安全研究機関の紹介と国際交流Hubとしての安全

工学会の役割」と題して発表しました。韓国ではKOSOS

とKOSYAが産業・労働者安全関係のほとんどの領域の研

究を行っています。これに対して、日本では各省庁が管轄す

る様々な公的研究所が各自のミッションに従った研究をして

います。また、安全工学会以外の学協会でもそれぞれの研究

領域で安全というテーマを取り扱っています。その違いを説

明した上で、種々の産業安全研究の国際的な窓口として安全

工学会がその役目を果たすことができるという抱負を述べま

した。また、研究機関紹介の中で、私共の爆発安全研究の話

題を盛り込みました。特に安全研究の必要性を主張するため

に、ある化学物質の知られていなかった爆発危険性の研究例

を挙げ、「事故を防止するためには、真相解明こそが大事！」

という明確な主張をしました。�

次回は IIRSM（リスクと安全管理の国際研究所）の主催

でロンドン開催が予定されています。労働者を守るための様々

な研究的な取り組みが事故防止につながることを期待します。�

The 1st International Conference on Accident Prevention�
参加報告� 高エネルギー物質研究グループ グループ長　松永 猛裕�

2010年11月3日から5日まで、タイのバンコクにて開催さ

れた、11th Global Conference on Environmental 

Taxation（GCET）において口頭発表を行ってきました。

GCETは環境税制に関わる多様な論点を議論し合う国際会議で、

2000年から毎年1回開催されています。参加者は研究者の

みならず、国際機関や各国の政策担当者、NGOまで多岐に渡り

ます。今回は、29カ国から69の口頭発表がありました。私は、

日本において排出量取引制度を実施した場合の、国内各種産

業への経済的影響やその負担緩和措置に関するシミュレーショ

ン分析の結果を報告しました。私のように報告者の国の環境

税制に関わる論点を分析したものや、他国の研究者による中

国の環境政策の分析が目立ちました。�

会場では各国独特の英語が入り乱れ、参加者同士が必死に

議論をしており、そこで問われた事は、英語能力以上に、自分の

理論・主張を持っているのか、議論に入っていく積極性がある

のかという事でした。�

また、今回の国際会議では、国連アジア太平洋経済社会委員

会（United Nations Economic and Social 

Commission for Asia and the Pacific: UNESCAP）の

方々と深く交流できる機会に恵まれました。彼らは“Low 

Carbon Green Growth for East Asia Roadmap”という

プロジェクトを立ち上げており、それに関して、私が用いている

分析手法に強く関心をよせて下さいました。今後同プロジェク

トの、アジアにおける環境政策の定量評価の分野で協力関係を

築けないか、現在調整中です。�

今回の参加で、国際会議もしくは国際学会は、単なる報告の

場ではなく、むしろ交流の場であることを実感しました。�

11th Global Conference on Environmental Taxation�
参加報告� 持続可能性ガバナンスグループ 特別研究員　山崎 雅人�

ICOH-SCAP代表のKeith Scott氏から記念品を授与される�
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受賞報告�

私は平成22年度文化功労者に選ばれました。環境リスク

評価・管理という研究分野でこのような権威あるものに選ば

れたことに、ただただ、驚いています。�

私の行ってきた研究は、在来の伝統ある学問とはひどくか

け離れています。一つのことを突き詰めて、新しい発見に至

るというのではなく、多くの知識を集めてそれらを体系化し、我々

が進むべき道の指針にしようとする研究です。�

在来の科学がかっちりした枠組の中で作られ、正しさが証

明されるのとは異なり、枠組自体が研究対象であり、しかも

それは相当のやわらかさを持っています。それにも拘わらず

この研究結果を認めて頂いた、そのことに驚き、感激します。

同時に、科学はもっと現実の複雑な問題、人類が苦しんでい

る現実問題に真正面から向き合い、その解決に貢献せよとい

う強いメッセージを感じます。�

先日、産総研の野間口有（のまくち たもつ）理事長に報

告に行きました。その際、理事長は「数年のうちに、ノーベ

ル賞もこういう分野を選考対象にするだろう。時代は確実に

その方向に進んでいる」と言いました。そうか、そういうこ

とか、時代が必要としている研究として選ばれたのだとひと

つ納得がいきました。�

特に私の研究を推薦する大きな団体があるわけでもありま

せん。それにも拘わらず選ばれました。未だに、どなたが私

を選ぶことに賛成してくれたのか全く見当もつきません。時

代の舵を切るという強い意思で、選考委員の皆さんが選んで

下さったと思います。そのことに敬意を表し、今後とも精進

を続けたいと思います。�

この栄誉は、家族と友人、同僚、さらには積極的に研究支

援をして下さった文科省、経産省、JST、NEDO､ 産総研の

関係者の皆さんと分かち合うべきものと思っています。皆様、

本当にありがとうございました。�

文化功労者の顕彰を受ける中西部門長�
（2010年11月4日、東京のホテルオークラにて）�

中西準子部門長が平成22年度文化功労者に選ばれました�

環境リスク管理学の分野において、「人の損失余命」と「生
物種の絶滅確率」という人の健康と自然環境に対するリスク評価
軸を提案・確立するなど、定量的な環境リスク評価と環境リスク
マネジメントの研究において優れた業績を挙げ、斯学の発展に多
大な貢献をした。�
氏は、永年にわたって環境問題の解決を目指した実際的な研
究を行い、その成果を社会に対して提言し、かつ、実践してきた。
氏の幅広い見識に基づいた新しい提案は、次第に各方面から注
目を集めることとなり、政府等の多くの審議会等を通じて政策立
案に貢献している。�
さらに、独立行政法人産業技術総合研究所化学物質リスク管
理研究センター長として、化学物質完全管理技術の開発、特にリ
スク評価手法の開発および管理対策のリスク削減効果分析の技
術開発に努め、化学物質の広域大気濃度推定モデルの開発およ
び化学物質のリスク評価書の作成、さらにリスク評価の概念普及
を陣頭に立って指導してきた。�
環境汚染物質などに対して、より適切な環境施策を選ぶには環

境への悪影響（リスク）の大きさを定量的に比較する必要がある。
氏は、このような環境リスク評価において、人の健康リスク評価
に関しては人の損失余命に換算することで、また、自然環境に対
するリスク評価では生物種の絶滅確率の大きさに換算して統一的
に評価する方法を独自に考案し、具体例を積み重ねてきた。�
これらの成功は、世界的にも新しい提案として注目を浴び、環
境リスク評価と環境リスクマネジメントに関する研究の推進に大
きな貢献をした。�
氏のこれらの研究と実践の成果は、化学物質環境リスク研究の
国家拠点の形成および様々な環境問題での政策立案に生かされ
てきた。同時に、これら実践的な研究や経験に基づいて、新し
い環境リスクマネジメントの考え方ができる人材の育成にも熱心
に取り組み、多くの人材を社会に送り出してきた。�
これらの業績に対して、平成15年春紫綬褒章、同16年毎日
出版文化賞などが授与されている。以上のように、氏は、環境
リスク管理学の研究・教育に優れた業績を挙げ、その功績は誠
に顕著である。�

受賞のことば� 中西 準子�

文化功労者　選考理由�


