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新研究員紹介

編集後記
　今号は、エネルギー・温暖化対策と、
LCAのシンポ記事をお届けしました。昨
年10月に2050年温室効果ガス排出実質
ゼロ目標、今年4月に2030年度温室効果

ガス排出量を2013年比46%削減する目標があいついで発表され、
注目されています。この目標達成を確実にするため、円滑に進め
るための研究成果を今後も発信してまいります。　　  （歌川　学）

　本年度4月より環境暴露モデリン
ググループに配属されました秦寛夫
と申します。私は2010年に修士課
程を修了後、民間IT企業と東京都庁
での技術職を経験し、2015年度よ
り前職の東京都環境科学研究所にて
研究業務に携わってきました。同時
に2019年に博士の学位を取得して

おります。前職では、自動車排気に由来する大気汚染物質の
計測や、大気中の光化学反応で生成する有害物質である対流
圏オゾン・粒子状物質の数値モデリングに関わる研究テーマ
に取り組んできました。この原稿を執筆している2021年5月時
点では、国内の脱炭素社会実現に向けて2030年に2013年
度比で46%の二酸化炭素排出量の削減目標が菅内閣により発
表されました。再生可能エネルギーや電気自動車の普及促進

により、二酸化炭素だけでなく、化石燃料の燃焼等に由来す
る大気汚染物質の削減効果も期待されます。脱炭素技術導入
で大気汚染物質濃度がどのように変化するか、場合によって
は汚染物質の濃度が上昇することはありえないか、その際の人
や農作物等への環境リスクはどの位か、といったことを数値モ
デルと光化学実験により解明していくことを当面の研究課題に
設定しています。
話は変わりますが、私は生まれてから7歳までつくば市に住ん
でいました。つくばエクスプレスが開通したことで駅前の様相
は変化しましたが、エキスポセンターや中央公園付近は当時の
ままで、たまに以前居住していた地域を散歩するのですが、そ
の都度当時の思い出が蘇えります。故郷にて研究ができること
に喜びを感じております。日々の努力を惜しまずに研究活動に
邁進していく所存ですので、皆様どうぞ宜しくお願い申し上げ
ます。

　本年度4月よりリスク評価戦略グ
ループに配属されました森山章弘
と申します。昨年度は日本学術振
興会特別研究員として在籍してお
りましたが、本年度より研究員と
して採用されました。産総研とは
修士課程の時代から実験等でご縁
があり、研究員として働けること

をとても嬉しく思います。
　一昨年度末に、岐阜大学連合農学研究科生物資源科学専
攻にて博士(農学)を取得いたしました。在学中はナノ粒子や
炭素繊維などの産業利用材料の生体影響評価に従事してお
り、ナノ粒子では微生物に対する抗菌性、炭素繊維では培
養細胞や実験動物への有害性といったように幅広い生物種
を対象とした解析を実施してきました。

　生体影響のメカニズムを探るため、生体分子RNA(リボ核
酸)に着目した解析も取り入れ、生体内に存在する数万種類
のRNA量の増減から遺伝子レベルでの作用機序や類似する
ストレスの推定を試みてきました。
　入所後は主にヒト健康に係る研究に従事し、セルロース
ナノファイバーの安全性評価研究に参画しております。細
胞培養技術や遺伝子レベルでの生体情報の解析技術を積極
的に生かした評価に挑戦していきたいと思います。
　また, 安全科学研究部門の研究者に必要なリスク評価・管
理の考え方の理解と発展のために, 評価書の作成にも関わっ
ていきたいと考えております。
新規化学物質や材料の社会実装を、安全性・リスク評価を
通して支えていけるよう注力して参ります。まだまだ若輩
者ではございますが、どうぞよろしくお願いいたします。

新部門長就任のご挨拶
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リスク評価戦略グループ　森山 章弘
　

産総研安全科学研究部門　研究部門長
玄地 裕

日頃より安全科学研究部門の活動にご理解、ご支援を賜り、心より御礼申し上げます。この度、
2021年4月1日に安全科学研究部門の研究部門長を拝命いたしました。これまでも皆様には、部
門講演会などを通じて安全科学研究部門へのご要望やご期待など、多くのご意見を賜り、安全
科学研究部門のポリシーステートメントや重点課題に反映させるように努めてまいりました。
ニュースレターを通じてこのようなご挨拶をお送りしているところですが、引き続き、多様な機会
を設けますので、建設的なご意見、ご鞭撻などをお寄せいただければ幸いです。

さて、先日、外部の方に部門長になりました、とご挨拶したところ、LCAからは初ですね、と
のコメントをいただきました。爆発安全研究センター、化学物質リスク研究センター、LCA研究セ
ンターが統合され、安全科学研究部門が設立されてすでに14年経ちますが、その起源は3つのセ
ンターと意識されているのだな、と改めて認識いたしました。融合、総合力の発揮をミッションの
中に記している産総研ですので、安全科学でも3研究分野の融合による総合力が課題などとのご
指摘も部門講演会などの際に何度かいただきました。

融合や総合力が必要なのは、SDGsや2050年カーボンニュートラルなど今日の解決すべき課
題が多方面に渡り、かつ極めてハードルが高いためであり、その困難な課題に立ち向かうために
は、多くの分野の研究者がそれぞれの専門を研鑽して能力を高めておくことが重要になります。
その点で、かつての3センターを研究者集団として外部から認識いただいていることは高い専門性
という点では良いことであると考えております。14年間、我々はただ別々に研究を行ってきたわ
けではなく、困難な研究課題には部門内で協力して取り組んでまいりました。その14年の間に
我々の間に培われたことは、言葉や認識の共通性、異なる分野の研究者への説明意識でありま
す。議論で共通の言葉が使われると異分野の研究者とのスムーズな議論が可能となります。

このような経験を経て、安全科学研究部門は出口志向で重点課題研究を設置することを決め、
2020年度より、自主管理や法令改正、政策支援をターゲットにした「安全な社会を支えるリスク
評価研究」と、イノベーションを支える将来技術の科学的根拠の提供する「技術の社会実装を支
援する評価研究」という2つの重点課題研究を設置して研究開発を推進しています。

今日の私どもの課題は、サプライチェーンや社会全体が対象のものもあり、安全科学、産総研
の枠を超えて企業、行政、アカデミアも含めた幅広い皆様の協力が不可欠です。我々は異分野
の統合の経験を活かして、評価研究を中心に、多くの連携のハブとなり言葉や認識をすり合わせ
ながら課題解決に向けた貢献をしていきたいと考えています。今後とも引き続き、安全科学研究
部門をどうぞよろしくお願いいたします。

環境暴露モデリンググループ　秦 寛夫
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特集１：玄地裕研究部門長に聞く
　　　　本年4月に就任した玄地部門長にインタビューしました。

ニュースレター編集部：歌川 学、杉山 勇太、林 彬勒

編集部：部門長の仕事について?

部門長：部門長は部門の最終責任者で、発言については気を
遣います。それこそ芯を通す、一貫性ではないですが、前の
発言と不整合がないようにしないといけません。現場の代表と
して意見も言うけれども、意見を言うには自分がわかっていな
いと言えません。

編集部：座右の銘は何ですか?

部門長：急がば回れ。楽をしようとすると結局失敗し、かえっ
て時間がかかると実感しています。

編集部：失敗談はありますか?

部門長：急がば回れとは違いますが、今でも覚えているのは、
卒論の時、実験操作ミスでダイヤモンドCVDチャンバ内の水
素に火が付き、髪の毛がチリチリになったことがありました。
幸いけがはなかったので今、こうして話ができますが、本当に
運が良かったのだと思います。当たり前ですが実験は注意して
やらないといけません。

編集部：部門の目指すところは?

部門長：カーボンニュートラルなど持続可能な社会の実現への
貢献を目指しています。そのために、技術の社会実装や政策
の要望に応え、多面的に検討し、科学的エビデンスの提供に
こたえる研究開発を行っています。この部門には幾つかの研究
分野がありますが、この部分は共通です。

編集部：ゼロエミッション研究センターとの連携は?

部門長：安全科学研究部門から人を出しているので、連携は
当然のこととして一緒にやっていきます。

編集部：内外の連携について考えを聞かせて下さい。

部門長：社会実装を目指した研究を行うのが産総研です。こ

の部門の研究者は皆、外部と連携して研究をしています。それ
をどう成果に繋げていくかです。我々は評価研究を行う場合が
多いのですが、評価研究が進化していくと、考える項目も増え、
色々な人と組まなければならなくなり、やりとりに時間もかかる
ようになります。しかしそれが進化の必然なのでそれにチャレ
ンジしてほしいと思います。その結果行き詰まったり、困ったり
したときには、部門幹部を始め、部門内で相談、議論をして進
めたいと思います。

編集部：研究員に期待することは何ですか？

部門長：自信をもって、存分に研究してほしいということです。
研究員の「ナンバーワン」と「オンリーワン」について機会を作っ
て聞きたいと考えています。学位を取得したということは何ら
かの「オンリーワン」であるということです。分野が何か、何
が得意で、何が「オンリーワン」か、どんな考えをもっているか、
是非聞かせてほしいと思います。自分が何が出来るのか聞か
れたらさっと答えられるようにしておくことは大事です。「エレ
ベータートーク」などと言う通り、例えば理事長に聞かれたら
どう自分を売り込むかです。これは部門内だけのことではない
と思います。
　あとは体力が大事です。どうか皆さん健康に。私は休日に
子供と遊ぶのが運動になっています。
　特定国立研究開発法人の産総研は、基礎研究をし、論文を
書き、社会実装もすることを期待されています。これはなかな
か厳しいことです。トップクラスの業績・成果を出すには時間
を使うか能力があるかですが、最近は時間を制限されるので、
工夫して成果を出していかないといけません。

編集部：読者へのメッセージを聞かせて下さい。

部門長：安全科学研究部門発足から14年がたちました。私で
５代目の部門長となり、巻頭言でも少し触れましたがLCA分野
からは初めてとなります。安全科学研究部門では、科学的エビ
デンスの提供や課題解決に向けた貢献を行ってまいります。多
様な分野が関係する部門でありますので、多くの人との繋がり
をぜひ大事にしていきたいと考えています。引き続き、安全科
学研究部門をどうぞよろしくお願いいたします。

　玄地・新部門長に、ニュースレター編集部が今後の研究・
運営方針などについてインタビューを行いました。

ニュースレター編集部（以下、編集部）：玄地部門長のこれま
での経歴を聞かせて下さい。

玄地安全科学研究部門長（以下、部門長）：東京都出身で、
東京大学大学院化学工学専攻です。卒業論文はCVDのダイ
ヤモンド合成で、今の産総研エレクトロニクス・製造領域の安
田領域長が指導者でした。修士は固体電解質のプロセス解析
をしました。半導体工場で4年勤め、シリコン基板作成、ビデ
オのビューファインダー作成に関わりました。その後大学に戻
り、都市のエネルギーとヒートアイランドで博士号をとりました。
博士課程の時から助手を１年半勤め、論文博士になります。そ
の後工業技術院資源環境技術総合研究所に1999年に就職し
ました。

編集部：いったん企業に就職してから大学に戻ったのはなぜで
すか。

部門長：元々なんとなく戻るのかなと思っていました。当時は
ちょうど地球温暖化が話題になり始めた頃で、誰もが便利さを
享受すると皆が困るというヒートアイランドの研究をしようと思
いました。

編集部：大学で博士課程までずっと行くのと、一度就職するの
とどう違いますか？一度就職してから大学院に行くメリットはあ
りますか？

部門長：一度就職した方が、目的意識がはっきりすると思
います。

編集部：就職先になぜ工業技術院を選んだのですか？

部門長：当時のエネルギー資源部エネルギー評価室の稲葉室
長に声をかけてもらいました。博士課程の頃から仕事を手伝っ
ていた縁もありました。ちょうどLCA研究センターを立ち上げ
る前の頃のことです。ただ、当時は自分ではLCAではなく、都

市のエネルギーの研究をすると思っていました。

編集部：部門長就任挨拶で「研究で建設的な議論をしよう」
とよびかけていますが。 

部門長：建設的議論を大事にしています。学部４年の時に研
究室での議論がまるで喧嘩をしているようでカルチャーショック
を受けました。しかし話を聞いてみると人格否定ではなく、研
究内容を議論しているのです。データや内容については喧々
諤々と議論をしても良いことを初めて知りました。議論の中か
ら真実を見つけることが大事です。
　産総研は研究所なので、評価、実験結果、データについて、
まず様々な視点から議論をすべきだと考えています。私たちは
プロジェクトの評価などできつい評価をいわれることがありま
す。そういう時に、日頃から多様な視点からの議論をしている
ことが役立ちます。また、国の研究所として最初から政策の枠
の中だけで議論するのでなく、技術的に多様な視点からきちん
と議論することは大切だと考えています。

　また、「巨人の肩に立つべき」とも言いました。これは、研
究は知識の積み重なりがないといけないということです。イノ
ベーションのためには、その分野で過去に何がされてきたかを
調べ、それらの成果の上に立って自分は何をするか、次のス
テップを考えることが必須となります。
　国立研究機関に期待されることとして、一貫性、過去の経
緯を知り、ぶれないこと、芯が通っていることなどがあり、そ
こが私たちの強みでもあります。多様な視点を獲得して柔軟性
のある研究を行うことは幅を広げるという点で良いことだと思
いますが、自分の芯を意識し、一貫した研究を継続することも
必要なことであると思います。評価の研究は手法が発展すると
色々な観点が出て来て発散しがちです。そういう時に、研究
の目的は何かを思い出さないと色々なことに影響されてしまい
ます。
　安全科学研究部門の研究テーマは政策の影響も大きく、動
向への対応や、成果の出し方も工夫しないといけない場合も
あります。他者とぶつかることがあっても、研究の議論を建設
的に良い方向にうまくリードできるとよいと考えています。
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編集部：ゼロエミッション研究センターとの連携は?

部門長：安全科学研究部門から人を出しているので、連携は
当然のこととして一緒にやっていきます。

編集部：内外の連携について考えを聞かせて下さい。

部門長：社会実装を目指した研究を行うのが産総研です。こ

の部門の研究者は皆、外部と連携して研究をしています。それ
をどう成果に繋げていくかです。我々は評価研究を行う場合が
多いのですが、評価研究が進化していくと、考える項目も増え、
色々な人と組まなければならなくなり、やりとりに時間もかかる
ようになります。しかしそれが進化の必然なのでそれにチャレ
ンジしてほしいと思います。その結果行き詰まったり、困ったり
したときには、部門幹部を始め、部門内で相談、議論をして進
めたいと思います。

編集部：研究員に期待することは何ですか？

部門長：自信をもって、存分に研究してほしいということです。
研究員の「ナンバーワン」と「オンリーワン」について機会を作っ
て聞きたいと考えています。学位を取得したということは何ら
かの「オンリーワン」であるということです。分野が何か、何
が得意で、何が「オンリーワン」か、どんな考えをもっているか、
是非聞かせてほしいと思います。自分が何が出来るのか聞か
れたらさっと答えられるようにしておくことは大事です。「エレ
ベータートーク」などと言う通り、例えば理事長に聞かれたら
どう自分を売り込むかです。これは部門内だけのことではない
と思います。
　あとは体力が大事です。どうか皆さん健康に。私は休日に
子供と遊ぶのが運動になっています。
　特定国立研究開発法人の産総研は、基礎研究をし、論文を
書き、社会実装もすることを期待されています。これはなかな
か厳しいことです。トップクラスの業績・成果を出すには時間
を使うか能力があるかですが、最近は時間を制限されるので、
工夫して成果を出していかないといけません。

編集部：読者へのメッセージを聞かせて下さい。

部門長：安全科学研究部門発足から14年がたちました。私で
５代目の部門長となり、巻頭言でも少し触れましたがLCA分野
からは初めてとなります。安全科学研究部門では、科学的エビ
デンスの提供や課題解決に向けた貢献を行ってまいります。多
様な分野が関係する部門でありますので、多くの人との繋がり
をぜひ大事にしていきたいと考えています。引き続き、安全科
学研究部門をどうぞよろしくお願いいたします。

　玄地・新部門長に、ニュースレター編集部が今後の研究・
運営方針などについてインタビューを行いました。

ニュースレター編集部（以下、編集部）：玄地部門長のこれま
での経歴を聞かせて下さい。

玄地安全科学研究部門長（以下、部門長）：東京都出身で、
東京大学大学院化学工学専攻です。卒業論文はCVDのダイ
ヤモンド合成で、今の産総研エレクトロニクス・製造領域の安
田領域長が指導者でした。修士は固体電解質のプロセス解析
をしました。半導体工場で4年勤め、シリコン基板作成、ビデ
オのビューファインダー作成に関わりました。その後大学に戻
り、都市のエネルギーとヒートアイランドで博士号をとりました。
博士課程の時から助手を１年半勤め、論文博士になります。そ
の後工業技術院資源環境技術総合研究所に1999年に就職し
ました。

編集部：いったん企業に就職してから大学に戻ったのはなぜで
すか。

部門長：元々なんとなく戻るのかなと思っていました。当時は
ちょうど地球温暖化が話題になり始めた頃で、誰もが便利さを
享受すると皆が困るというヒートアイランドの研究をしようと思
いました。

編集部：大学で博士課程までずっと行くのと、一度就職するの
とどう違いますか？一度就職してから大学院に行くメリットはあ
りますか？

部門長：一度就職した方が、目的意識がはっきりすると思
います。

編集部：就職先になぜ工業技術院を選んだのですか？

部門長：当時のエネルギー資源部エネルギー評価室の稲葉室
長に声をかけてもらいました。博士課程の頃から仕事を手伝っ
ていた縁もありました。ちょうどLCA研究センターを立ち上げ
る前の頃のことです。ただ、当時は自分ではLCAではなく、都

市のエネルギーの研究をすると思っていました。

編集部：部門長就任挨拶で「研究で建設的な議論をしよう」
とよびかけていますが。 

部門長：建設的議論を大事にしています。学部４年の時に研
究室での議論がまるで喧嘩をしているようでカルチャーショック
を受けました。しかし話を聞いてみると人格否定ではなく、研
究内容を議論しているのです。データや内容については喧々
諤々と議論をしても良いことを初めて知りました。議論の中か
ら真実を見つけることが大事です。
　産総研は研究所なので、評価、実験結果、データについて、
まず様々な視点から議論をすべきだと考えています。私たちは
プロジェクトの評価などできつい評価をいわれることがありま
す。そういう時に、日頃から多様な視点からの議論をしている
ことが役立ちます。また、国の研究所として最初から政策の枠
の中だけで議論するのでなく、技術的に多様な視点からきちん
と議論することは大切だと考えています。

　また、「巨人の肩に立つべき」とも言いました。これは、研
究は知識の積み重なりがないといけないということです。イノ
ベーションのためには、その分野で過去に何がされてきたかを
調べ、それらの成果の上に立って自分は何をするか、次のス
テップを考えることが必須となります。
　国立研究機関に期待されることとして、一貫性、過去の経
緯を知り、ぶれないこと、芯が通っていることなどがあり、そ
こが私たちの強みでもあります。多様な視点を獲得して柔軟性
のある研究を行うことは幅を広げるという点で良いことだと思
いますが、自分の芯を意識し、一貫した研究を継続することも
必要なことであると思います。評価の研究は手法が発展すると
色々な観点が出て来て発散しがちです。そういう時に、研究
の目的は何かを思い出さないと色々なことに影響されてしまい
ます。
　安全科学研究部門の研究テーマは政策の影響も大きく、動
向への対応や、成果の出し方も工夫しないといけない場合も
あります。他者とぶつかることがあっても、研究の議論を建設
的に良い方向にうまくリードできるとよいと考えています。
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図1. GZR環境・社会評価研究チームの研究概要

カーボンニュートラル実現に向けた産総研のシナリオ・評価研究

　世界の喫緊の課題である気候変動問題の解決に向けて、
二酸化炭素（CO2）を始めとする温室効果ガス排出の抜本
的な低減が求められています。気候変動に関する政府間パ
ネル（IPCC）「1.5℃特別報告書」のモデル分析では、地球
温暖化を1.5℃に抑えるためには、2050年頃にCO2排出量
を世界全体で正味ゼロに削減する「カーボンニュートラル」
が必要であることが示唆されています。このCO2排出削減
を実現するためには、エネルギーの消費削減や脱炭素化を
可能にする非連続なイノベーションの創出が必要です。世
界の気候変動問題の解決に向けた日本の貢献として、2019
年10月の「グリーンイノベーションサミット」において、
安倍晋三 内閣総理大臣（当時）から、世界の英知を集結す
る「ゼロエミッション国際共同研究拠点」の立ち上げが表
明されました。エネルギー・環境分野におけるイノベーショ
ンの推進は、菅義偉 内閣総理大臣が2020年10月の所信表
明で掲げた「2050年カーボンニュートラル宣言」を受けて
益々加速しています。
　このような背景の中、国立研究開発法人産業技術総合研
究所は2020年1月29日に「ゼロエミッション国際共同研
究 センター」（Global Zero Emission Research Center, 
GZR）を設立しました。GZRは世界に先駆けてCO2排出削
減を可能にする革新的技術を実現していくことを目指して、
太陽電池、水素、カーボンリサイクル、エネルギーデバイ
ス等の分野における技術開発や評価研究を実施しています。
GZR環境・社会評価研究チームでは、新規エネル
ギー技術の普及による影響評価手法・ツールの開
発に取り組んでいます。具体的には、以下の研究
テーマに取り組んでおり、安全科学研究部門 持続
可能システム評価研究グループと連携した研究推
進も実施しています。本稿では同チームの取り組
みに概要ついて紹介すると同時に、特に研究テー
マ④について詳細に説明します。
①LCAによるカーボンリサイクルシステムの導入

可能性評価 
②AI・IoTを利用した大規模データ解析手法の開発
③環境経済学を活かした低炭素技術の社会受容性

評価
④エネルギーモデルを用いた長期シナリオの検討

　研究テーマ①「LCAによるカーボンリサイクルシ

ステムの導入可能性評価」では、CO2の回収・有効利用技
術（CCU：Carbon capture and utilization）を始め、様々
な技術の評価を行い、具体的な社会実装条件を解明するツー
ルの開発をしています。具体的には、プロセスシミュレー
ションを基に様々な条件でカーボンリサイクルの物質収支
とエネルギー収支のデータ分析（ケーススタディ）を行い、
その結果を基にライフサイクルでのCO2削減量・コストを
評価することでカーボンリサイクル技術の社会実装条件と
開発効果を評価するツールを開発しています。研究テーマ
②「AI・IoTを利用した大規模データ解析手法の開発」では
社会に蓄積されたIoTデータを近年急速に普及するAIで解析
することで、電力融通などを用いた効率的なエネルギー利
用の社会制度設計を行います。IoTデータの中でも特に
HEMS等から得られる生活空間の大規模時系列データを解
析し、家庭部門の高度な省エネを実現するライフスタイル
構造を解明します。
　また研究テーマ③「環境経済学を活かした低炭素技術の社
会受容性評価」は2021年度から開始したテーマで、IoTデー
タや政府統計から構築したデータセットに環境経済学の知
見を組み込むことで、低炭素技術の社会受容性を構成する
要因を解明します。得られた知見を基に社会受容性を高め
るための制度を設計し、経済実験によって制度の因果効果
を測定することで、技術の社会実装を加速させる制度の提
言を目指します。

5

ゼロエミッション国際共同研究センター　環境・社会評価研究チーム　　  　　 
（兼務　持続可能システム評価研究グループ）小澤 暁人

　気候危機回避のため温室効果ガスの排出削減が急務であ
る。日本の温室効果ガス削減目標も2030年に2013年比
46%削減、2050年排出実質ゼロに強化、400以上の自治
体も2050年CO2排出実質ゼロを目標にした。しかし技術導
入ロードマップ、政策、地域発展との関連などに課題があ
る。
　ここでは前の研究と別のアプローチでボトムアップモデ
ルによるエネルギー消費量、CO2排出量の解析を行う。電
力は1時間モデルで点検する。
活動量想定、対策想定
　対策は既存技術と新技術に分け、まず新設・更新時に商
業化された省エネ再エネ技術導入、2050年脱炭素のため産
業用高温熱と船舶航空燃料で新技術を導入する。CCSU、
DACS、化石燃料水素、輸入再エネ水素などは使用しない。
　ケース分けで活動量（生産量や輸送量など）
は(1)対策なし、(2)活動量高ケース、2015年
長期エネルギー需給見通し想定、(3)活動量漸
減ケース、国内活動量が人口比減、素材輸出減
を想定する。対策は、(1)対策なし、(2)省エネ
再エネ対策、(3)リサイクル材活用についてケー
ス分けを行う。
エネルギー消費量とCO2排出量の結果
　最終エネルギー消費量を2030年に2013年
比で活動量高ケースで40%前後の削減、2050
年に約60%～65%削減が得られた（図1,2は活
動量低減ケース）。エネルギー起源CO2排出量
は2030年に活動量高ケース約60%削減、活動
量中位ケース約65%削減、2050年には活動量
高ケース約95%削減、活動量中位ケース約
97%削減、新技術も利用し両ケース100%削減
が可能となった。リサイクル材活用で2030年
CO2削減率は約2%～3%向上し、2050年の再
エネ水素量も大きく減少した。
対策の国・地域発展寄与、コストについて
　国内光熱費は2030年に累積約280～300兆
円、2050年に約430～500兆円削減、既存技
術分設備投資は系統費用等を含め2050年迄の
累積で約300兆円、光熱費減より小さく利益が
得られる(図3,4)。産業連関表の雇用拡大は約
260万人/年でビジネスチャンスも大きい。発
電平均単価は系統増強・蓄電費用を含め2030

年以降低下が見込まれる。
まとめ
　ボトムアップモデルでエネルギー消費量・CO2排出量を
試算した。エネルギー起源CO2は2030年目標を上回る削減
が可能、2050年脱炭素で既存技術寄与が90%以上を占め
る。対策は国・地域にメリットをもたらす。対策によるエ
ネルギーとCO2、光熱費減・設備投資額の把握は国・自治
体・企業が脱炭素を地域発展に活かすのに役立つ。
参考文献
歌川・堀尾「90% 以上の CO2 削減を 2050 年までに確実
に行うための日本のエネルギー・ミックスと消費構造移行
シナリオの設計」, 化学工学論文集，第 46 巻，第 4 号，
pp. 91‒107，2020.

持続可能システム評価研究グループ　歌川 学

特集2：2050年脱炭素社会への研究
全国・地域のエネルギー・CO2排出削減シナリオの研究

図2　エネルギー起源
CO2排出予測

図4　累積設備投資額と累積
光熱費削減額の比較

図1　最終エネルギー消費予測

図3　光熱費予測

環境・社会評価研究チーム
目的︓新規エネルギー技術の普及による影響評価手法・ツールの開発

標準化 CASE サービス設計
電力融通 売買電制度 VPP etc.

太陽光 燃料電池 資源循環 CCU/CCS
蓄電池 水素 人工光合成 etc.

データからZero-emission Societyを描く

LCAAI IoTによってもたらされるビッグデータ

社会要請︓GHGs削減 レジリエンス 系統安定化 etc.

エネルギーモデル

ゼロエミ化に向けた社会制度設計 社会ニーズに応える技術開発

カーボンリサイクルシステムの
評価ツール開発
⁻ プロセスシミュレーションとLCAで構
築したデータベースを基盤にカーボ
ンリサイクルの社会実装条件を解
明する評価ツールの開発

エネルギーモデルを用いた
長期シナリオの検討
⁻ CNを実現できる技術導入
シナリオを策定を目指して、
NETs等の革新的技術を評
価するための技術データ収
集・モデル開発に取り組む

集合知解析基盤GAMAを利
用した大規模データ解析
⁻ 電力融通などを用いた効率的な
エネルギー利用の社会制度設計

⁻ 家庭部門の高度な省エネ化を
実現するためのライフスタイル解析
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環境経済学を活かした低炭素
技術の社会受容性評価
⁻ チーム独自のデータセットを用い
各技術の社会受容性を分解

⁻ 社会実装を加速する制度の設計
と経済実験による効果測定
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図1. GZR環境・社会評価研究チームの研究概要

カーボンニュートラル実現に向けた産総研のシナリオ・評価研究

　世界の喫緊の課題である気候変動問題の解決に向けて、
二酸化炭素（CO2）を始めとする温室効果ガス排出の抜本
的な低減が求められています。気候変動に関する政府間パ
ネル（IPCC）「1.5℃特別報告書」のモデル分析では、地球
温暖化を1.5℃に抑えるためには、2050年頃にCO2排出量
を世界全体で正味ゼロに削減する「カーボンニュートラル」
が必要であることが示唆されています。このCO2排出削減
を実現するためには、エネルギーの消費削減や脱炭素化を
可能にする非連続なイノベーションの創出が必要です。世
界の気候変動問題の解決に向けた日本の貢献として、2019
年10月の「グリーンイノベーションサミット」において、
安倍晋三 内閣総理大臣（当時）から、世界の英知を集結す
る「ゼロエミッション国際共同研究拠点」の立ち上げが表
明されました。エネルギー・環境分野におけるイノベーショ
ンの推進は、菅義偉 内閣総理大臣が2020年10月の所信表
明で掲げた「2050年カーボンニュートラル宣言」を受けて
益々加速しています。
　このような背景の中、国立研究開発法人産業技術総合研
究所は2020年1月29日に「ゼロエミッション国際共同研
究 センター」（Global Zero Emission Research Center, 
GZR）を設立しました。GZRは世界に先駆けてCO2排出削
減を可能にする革新的技術を実現していくことを目指して、
太陽電池、水素、カーボンリサイクル、エネルギーデバイ
ス等の分野における技術開発や評価研究を実施しています。
GZR環境・社会評価研究チームでは、新規エネル
ギー技術の普及による影響評価手法・ツールの開
発に取り組んでいます。具体的には、以下の研究
テーマに取り組んでおり、安全科学研究部門 持続
可能システム評価研究グループと連携した研究推
進も実施しています。本稿では同チームの取り組
みに概要ついて紹介すると同時に、特に研究テー
マ④について詳細に説明します。
①LCAによるカーボンリサイクルシステムの導入

可能性評価 
②AI・IoTを利用した大規模データ解析手法の開発
③環境経済学を活かした低炭素技術の社会受容性

評価
④エネルギーモデルを用いた長期シナリオの検討

　研究テーマ①「LCAによるカーボンリサイクルシ

ステムの導入可能性評価」では、CO2の回収・有効利用技
術（CCU：Carbon capture and utilization）を始め、様々
な技術の評価を行い、具体的な社会実装条件を解明するツー
ルの開発をしています。具体的には、プロセスシミュレー
ションを基に様々な条件でカーボンリサイクルの物質収支
とエネルギー収支のデータ分析（ケーススタディ）を行い、
その結果を基にライフサイクルでのCO2削減量・コストを
評価することでカーボンリサイクル技術の社会実装条件と
開発効果を評価するツールを開発しています。研究テーマ
②「AI・IoTを利用した大規模データ解析手法の開発」では
社会に蓄積されたIoTデータを近年急速に普及するAIで解析
することで、電力融通などを用いた効率的なエネルギー利
用の社会制度設計を行います。IoTデータの中でも特に
HEMS等から得られる生活空間の大規模時系列データを解
析し、家庭部門の高度な省エネを実現するライフスタイル
構造を解明します。
　また研究テーマ③「環境経済学を活かした低炭素技術の社
会受容性評価」は2021年度から開始したテーマで、IoTデー
タや政府統計から構築したデータセットに環境経済学の知
見を組み込むことで、低炭素技術の社会受容性を構成する
要因を解明します。得られた知見を基に社会受容性を高め
るための制度を設計し、経済実験によって制度の因果効果
を測定することで、技術の社会実装を加速させる制度の提
言を目指します。
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ゼロエミッション国際共同研究センター　環境・社会評価研究チーム　　  　　 
（兼務　持続可能システム評価研究グループ）小澤 暁人

　気候危機回避のため温室効果ガスの排出削減が急務であ
る。日本の温室効果ガス削減目標も2030年に2013年比
46%削減、2050年排出実質ゼロに強化、400以上の自治
体も2050年CO2排出実質ゼロを目標にした。しかし技術導
入ロードマップ、政策、地域発展との関連などに課題があ
る。
　ここでは前の研究と別のアプローチでボトムアップモデ
ルによるエネルギー消費量、CO2排出量の解析を行う。電
力は1時間モデルで点検する。
活動量想定、対策想定
　対策は既存技術と新技術に分け、まず新設・更新時に商
業化された省エネ再エネ技術導入、2050年脱炭素のため産
業用高温熱と船舶航空燃料で新技術を導入する。CCSU、
DACS、化石燃料水素、輸入再エネ水素などは使用しない。
　ケース分けで活動量（生産量や輸送量など）
は(1)対策なし、(2)活動量高ケース、2015年
長期エネルギー需給見通し想定、(3)活動量漸
減ケース、国内活動量が人口比減、素材輸出減
を想定する。対策は、(1)対策なし、(2)省エネ
再エネ対策、(3)リサイクル材活用についてケー
ス分けを行う。
エネルギー消費量とCO2排出量の結果
　最終エネルギー消費量を2030年に2013年
比で活動量高ケースで40%前後の削減、2050
年に約60%～65%削減が得られた（図1,2は活
動量低減ケース）。エネルギー起源CO2排出量
は2030年に活動量高ケース約60%削減、活動
量中位ケース約65%削減、2050年には活動量
高ケース約95%削減、活動量中位ケース約
97%削減、新技術も利用し両ケース100%削減
が可能となった。リサイクル材活用で2030年
CO2削減率は約2%～3%向上し、2050年の再
エネ水素量も大きく減少した。
対策の国・地域発展寄与、コストについて
　国内光熱費は2030年に累積約280～300兆
円、2050年に約430～500兆円削減、既存技
術分設備投資は系統費用等を含め2050年迄の
累積で約300兆円、光熱費減より小さく利益が
得られる(図3,4)。産業連関表の雇用拡大は約
260万人/年でビジネスチャンスも大きい。発
電平均単価は系統増強・蓄電費用を含め2030

年以降低下が見込まれる。
まとめ
　ボトムアップモデルでエネルギー消費量・CO2排出量を
試算した。エネルギー起源CO2は2030年目標を上回る削減
が可能、2050年脱炭素で既存技術寄与が90%以上を占め
る。対策は国・地域にメリットをもたらす。対策によるエ
ネルギーとCO2、光熱費減・設備投資額の把握は国・自治
体・企業が脱炭素を地域発展に活かすのに役立つ。
参考文献
歌川・堀尾「90% 以上の CO2 削減を 2050 年までに確実
に行うための日本のエネルギー・ミックスと消費構造移行
シナリオの設計」, 化学工学論文集，第 46 巻，第 4 号，
pp. 91‒107，2020.

持続可能システム評価研究グループ　歌川 学

特集2：2050年脱炭素社会への研究
全国・地域のエネルギー・CO2排出削減シナリオの研究

図2　エネルギー起源
CO2排出予測

図4　累積設備投資額と累積
光熱費削減額の比較

図1　最終エネルギー消費予測

図3　光熱費予測

環境・社会評価研究チーム
目的︓新規エネルギー技術の普及による影響評価手法・ツールの開発

標準化 CASE サービス設計
電力融通 売買電制度 VPP etc.

太陽光 燃料電池 資源循環 CCU/CCS
蓄電池 水素 人工光合成 etc.

データからZero-emission Societyを描く

LCAAI IoTによってもたらされるビッグデータ

社会要請︓GHGs削減 レジリエンス 系統安定化 etc.

エネルギーモデル

ゼロエミ化に向けた社会制度設計 社会ニーズに応える技術開発

カーボンリサイクルシステムの
評価ツール開発
⁻ プロセスシミュレーションとLCAで構
築したデータベースを基盤にカーボ
ンリサイクルの社会実装条件を解
明する評価ツールの開発

エネルギーモデルを用いた
長期シナリオの検討
⁻ CNを実現できる技術導入
シナリオを策定を目指して、
NETs等の革新的技術を評
価するための技術データ収
集・モデル開発に取り組む

集合知解析基盤GAMAを利
用した大規模データ解析
⁻ 電力融通などを用いた効率的な
エネルギー利用の社会制度設計

⁻ 家庭部門の高度な省エネ化を
実現するためのライフスタイル解析
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環境経済学を活かした低炭素
技術の社会受容性評価
⁻ チーム独自のデータセットを用い
各技術の社会受容性を分解

⁻ 社会実装を加速する制度の設計
と経済実験による効果測定
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　6月3日に、LCA活用推進コンソーシアムの主催で、「カー
ボンネットゼロ社会の実現とサスティナブルファイナンス」
をテーマに公開シンポジウムをオンラインで開催しました
ので報告させていただきます。
　今回のシンポジウムは、ESG投資やCO2排出量などの非
財務情報の開示が盛んに行われるようになってきた現状を
踏まえ、金融サイド、製造サイドからの発表をお願いいた
しました。
　シンポジウムでは、はじめに金融庁の「サスティナブル
ファイナンス有識者会議」の座長を務めておられる高崎経
済大学学長水口氏から基調講演を頂きました。水口氏から
は、ここ1年で、法改正などの政策面でも、情報開示という
面でも、また、NPOと投資家との連携という面でもESG投
資に対する取り組みが主流になってきており、こうした動
きは今後拡大していくとのご講演を頂きました。また、今
後の課題として、第一に、ESG投資によるリターンだけで
なく、地球温暖化が自然災害を引き起こし経済の基盤を毀
損していく可能性が強まる中で、ESG投資の効果も問われ
ることになること、第二に、ひとくちに脱炭素といっても
バイオマス発電における森林破壊の防止など様々な問題が
絡んでおり、また、サプライチェーン全体も視野に入れる
必要も出てきており、こうした複雑な関係を単純化せずに
理解しながらESG投資を進めていかないと問題の解決にな
らないこと、第三に、今後サスティナブルファイナンスは、
企業の格付けによるESGファンド、サスティナブル事業へ
の資金供給、投資家と事業者との協力関係の構築といった
いくつかの段階に分かれて進んでいくのではないかと思わ
れるが、特に、サスティナブル事業や投資家と事業者との
協力関係については地域金融という形で構築されていくと
考えられることなどの話がありました。
　次に実際にESG投資の業務に関わっておられるSMBC日
興証券SDGsファイナンス室室長のチヴァース氏から、ESG
投資や非財務情報の開示（CO2の見える化）、SDGs債など

の動向についてお話しいただきました。
　第一にESG投資については、投資家の意識が高まり、
Climate Action 100+のようなカーボンネットゼロに向け
たイニシアチブには世界の570以上の投資家が参加し、54
兆ドル以上の資産を運用するようになってきていて、運用
に当たって、企業に対しライフサイクル全体でのネットゼ
ロ目標の設定を求めるようになってきていること、第二に、
非財務諸表開示については、ニュージーランドと英国では、
上場企業に対してTCFD（気候関連財務情報開示タスク
フォース）の提言に沿った情報開示が法的に義務化され、
他の欧州諸国も義務化を検討中といった話がありました。
また、第三に国内外のグリーンプロジェクトに必要な資金
を調達するための債券であるSDGs債も近年急速に増えてい
て、SDGs債の要件についての指針も出されるようになって
きているといった話をしていただきました。
　続いて日本製鉄の礒原氏からLCAの活用事例として自動
車などを例にお話しいただきました。素材の強度当たり密
度のデータをお示しいただき、鉄鋼材(ハイテン)の材料の特
性、リサイクルを考慮に入れた環境負荷の定量方法に関し
ても言及いただきました。また、製鉄業は、石炭(コークス)
による鉄鉱石への還元によって製造することから鉄鋼業の
低炭素化は難しい課題であるが、日本製鉄をはじめ鉄鋼業
界全体で、2050年カーボンニュートラルを目標に動き出し
ているとの話がありました。
　最後にIDEAラボ田原よりLCAの重要性を説明し、開発し
ているIDEAについて紹介しました。7月には、Ver.3.1がリ
リースされる予定なので、是非、皆さんに積極的に活用し
て頂きたいと説明しました。
　今回の公開シンポジウムには、380名程度の方々の参加
があり、大変盛会にシンポジウムを開催することができま
した。こうした流れをコンソーシアムの会員数の拡大と
IDEAの活用の促進に繋げていきたいと考えています。

公開シンポジウム「カーボンネットゼロ社会の実現と
サスティナブルファイナンス」開催報告
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図2. 産総研におけるシナリオ・評価研究の活用事例2)

　研究テーマ④「エネルギーモデルを用いた長期シナリオの
検討」において、エネルギーモデルMARKAL（MARKet 
A L l o c a t i o n ） ／ T I M E S （ T h e  I n t e g r a t e d  
MARKAL-EFOM System）などを用いて日本国内のエネル
ギーシステムをシミュレーションし、CO2大幅削減可能な
革新的技術の導入シナリオを検討しています。MARKAL ／
TIMESはいずれも国際エネルギー機関（IEA）の技術協力プ
ログラム「ETSAP TCP」の枠組みで開発されているモデル
で、エネルギー・環境政策や技術開発戦略などの意思決定
を支援するツールとして世界各国で活用されています。産
総研では1990年代からこれらのエネルギーモデルの開発に
取り組んでおり、日本のCO2排出削減目標や技術導入に関
する条件変化がエネルギーシステム全体に与える影響につ
いて分析してきました。
エネルギーモデルを用いた最近のシナリオ研究において、
日本が2050年CO2排出80%削減（2013年度比）を目指す
とき、発電部門からの直接CO2排出量をゼロにしなければ
ならないことを明らかにしました1)。この結果は、2050年
の電源構成が再生可能エネルギー、原子力、CO2回収・貯
留（CCS）付き火力、水素発電で構成されることを示唆し
ています。これらの低炭素発電技術はお互いに補完し合う
関係にあり、例えば技術開発の進展によって再生可能エネ
ルギー導入が進めば他の発電技術に過度に
依存することなくCO2排出大幅削減を実現
することができます。このような研究成果
は、産総研におけるエネルギー・環境領域
の研究開発ロードマップを策定するための
基礎情報として活用されています2)。一
方、カーボンニュートラルを実現するため
には、低炭素電源の導入だけでなく、非電
力部門の電化や脱炭素化、およびCO2除去
などの革新的技術が必要となると考えられ
ています。これらの革新的技術が将来のエ
ネルギーシステムの中で果たすべき役割を
検討するために、エネルギーモデルの更な
る改良にも取り組んでいます。
　また、産総研では技術導入に伴う社会経
済への影響評価手法の開発にも取り組んで

います。最近の研究事例として、エネルギーモデルとライ
フサイクル分析手法を組み合わせて、発電技術導入による
CO2排出削減効果と雇用創出効果を評価する手法を開発し
ました。この評価手法を用いた分析によって、分散型の再
生可能エネルギーを導入することでCO2排出削減と地方に
おける雇用創出が両立できることを定量的に明らかにしま
した3)-4)。この研究成果は、気候変動問題と地方の衰退とい
う日本が抱える2つの課題の解決しうる技術導入シナリオを
示すものとして注目を集めています。
　産総研GZR ／安全科学研究部門では、カーボンニュート
ラル実現に向けたシナリオ・評価研究に取り組んでいます。
持続可能な脱炭素社会の実現を目指して、さらなる研究推
進および成果発信に尽力していきます。

参考文献
1) Ozawa et al. (2018) Int. J. Hydrog. Energy 43(39) 

18083-18094.
2) 産総研 (2019) 平成30年度研究評価委員会（エネル

ギー・環境領域）評価報告書
3) Nagatomo et al. (2021) Energy 226 120350.
4) 永友ら (2020) 第29回日本エネルギー学会大会.
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　6月3日に、LCA活用推進コンソーシアムの主催で、「カー
ボンネットゼロ社会の実現とサスティナブルファイナンス」
をテーマに公開シンポジウムをオンラインで開催しました
ので報告させていただきます。
　今回のシンポジウムは、ESG投資やCO2排出量などの非
財務情報の開示が盛んに行われるようになってきた現状を
踏まえ、金融サイド、製造サイドからの発表をお願いいた
しました。
　シンポジウムでは、はじめに金融庁の「サスティナブル
ファイナンス有識者会議」の座長を務めておられる高崎経
済大学学長水口氏から基調講演を頂きました。水口氏から
は、ここ1年で、法改正などの政策面でも、情報開示という
面でも、また、NPOと投資家との連携という面でもESG投
資に対する取り組みが主流になってきており、こうした動
きは今後拡大していくとのご講演を頂きました。また、今
後の課題として、第一に、ESG投資によるリターンだけで
なく、地球温暖化が自然災害を引き起こし経済の基盤を毀
損していく可能性が強まる中で、ESG投資の効果も問われ
ることになること、第二に、ひとくちに脱炭素といっても
バイオマス発電における森林破壊の防止など様々な問題が
絡んでおり、また、サプライチェーン全体も視野に入れる
必要も出てきており、こうした複雑な関係を単純化せずに
理解しながらESG投資を進めていかないと問題の解決にな
らないこと、第三に、今後サスティナブルファイナンスは、
企業の格付けによるESGファンド、サスティナブル事業へ
の資金供給、投資家と事業者との協力関係の構築といった
いくつかの段階に分かれて進んでいくのではないかと思わ
れるが、特に、サスティナブル事業や投資家と事業者との
協力関係については地域金融という形で構築されていくと
考えられることなどの話がありました。
　次に実際にESG投資の業務に関わっておられるSMBC日
興証券SDGsファイナンス室室長のチヴァース氏から、ESG
投資や非財務情報の開示（CO2の見える化）、SDGs債など

の動向についてお話しいただきました。
　第一にESG投資については、投資家の意識が高まり、
Climate Action 100+のようなカーボンネットゼロに向け
たイニシアチブには世界の570以上の投資家が参加し、54
兆ドル以上の資産を運用するようになってきていて、運用
に当たって、企業に対しライフサイクル全体でのネットゼ
ロ目標の設定を求めるようになってきていること、第二に、
非財務諸表開示については、ニュージーランドと英国では、
上場企業に対してTCFD（気候関連財務情報開示タスク
フォース）の提言に沿った情報開示が法的に義務化され、
他の欧州諸国も義務化を検討中といった話がありました。
また、第三に国内外のグリーンプロジェクトに必要な資金
を調達するための債券であるSDGs債も近年急速に増えてい
て、SDGs債の要件についての指針も出されるようになって
きているといった話をしていただきました。
　続いて日本製鉄の礒原氏からLCAの活用事例として自動
車などを例にお話しいただきました。素材の強度当たり密
度のデータをお示しいただき、鉄鋼材(ハイテン)の材料の特
性、リサイクルを考慮に入れた環境負荷の定量方法に関し
ても言及いただきました。また、製鉄業は、石炭(コークス)
による鉄鉱石への還元によって製造することから鉄鋼業の
低炭素化は難しい課題であるが、日本製鉄をはじめ鉄鋼業
界全体で、2050年カーボンニュートラルを目標に動き出し
ているとの話がありました。
　最後にIDEAラボ田原よりLCAの重要性を説明し、開発し
ているIDEAについて紹介しました。7月には、Ver.3.1がリ
リースされる予定なので、是非、皆さんに積極的に活用し
て頂きたいと説明しました。
　今回の公開シンポジウムには、380名程度の方々の参加
があり、大変盛会にシンポジウムを開催することができま
した。こうした流れをコンソーシアムの会員数の拡大と
IDEAの活用の促進に繋げていきたいと考えています。

公開シンポジウム「カーボンネットゼロ社会の実現と
サスティナブルファイナンス」開催報告
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総括研究主幹　田原 聖隆

図2. 産総研におけるシナリオ・評価研究の活用事例2)

　研究テーマ④「エネルギーモデルを用いた長期シナリオの
検討」において、エネルギーモデルMARKAL（MARKet 
A L l o c a t i o n ） ／ T I M E S （ T h e  I n t e g r a t e d  
MARKAL-EFOM System）などを用いて日本国内のエネル
ギーシステムをシミュレーションし、CO2大幅削減可能な
革新的技術の導入シナリオを検討しています。MARKAL ／
TIMESはいずれも国際エネルギー機関（IEA）の技術協力プ
ログラム「ETSAP TCP」の枠組みで開発されているモデル
で、エネルギー・環境政策や技術開発戦略などの意思決定
を支援するツールとして世界各国で活用されています。産
総研では1990年代からこれらのエネルギーモデルの開発に
取り組んでおり、日本のCO2排出削減目標や技術導入に関
する条件変化がエネルギーシステム全体に与える影響につ
いて分析してきました。
エネルギーモデルを用いた最近のシナリオ研究において、
日本が2050年CO2排出80%削減（2013年度比）を目指す
とき、発電部門からの直接CO2排出量をゼロにしなければ
ならないことを明らかにしました1)。この結果は、2050年
の電源構成が再生可能エネルギー、原子力、CO2回収・貯
留（CCS）付き火力、水素発電で構成されることを示唆し
ています。これらの低炭素発電技術はお互いに補完し合う
関係にあり、例えば技術開発の進展によって再生可能エネ
ルギー導入が進めば他の発電技術に過度に
依存することなくCO2排出大幅削減を実現
することができます。このような研究成果
は、産総研におけるエネルギー・環境領域
の研究開発ロードマップを策定するための
基礎情報として活用されています2)。一
方、カーボンニュートラルを実現するため
には、低炭素電源の導入だけでなく、非電
力部門の電化や脱炭素化、およびCO2除去
などの革新的技術が必要となると考えられ
ています。これらの革新的技術が将来のエ
ネルギーシステムの中で果たすべき役割を
検討するために、エネルギーモデルの更な
る改良にも取り組んでいます。
　また、産総研では技術導入に伴う社会経
済への影響評価手法の開発にも取り組んで

います。最近の研究事例として、エネルギーモデルとライ
フサイクル分析手法を組み合わせて、発電技術導入による
CO2排出削減効果と雇用創出効果を評価する手法を開発し
ました。この評価手法を用いた分析によって、分散型の再
生可能エネルギーを導入することでCO2排出削減と地方に
おける雇用創出が両立できることを定量的に明らかにしま
した3)-4)。この研究成果は、気候変動問題と地方の衰退とい
う日本が抱える2つの課題の解決しうる技術導入シナリオを
示すものとして注目を集めています。
　産総研GZR ／安全科学研究部門では、カーボンニュート
ラル実現に向けたシナリオ・評価研究に取り組んでいます。
持続可能な脱炭素社会の実現を目指して、さらなる研究推
進および成果発信に尽力していきます。

参考文献
1) Ozawa et al. (2018) Int. J. Hydrog. Energy 43(39) 

18083-18094.
2) 産総研 (2019) 平成30年度研究評価委員会（エネル

ギー・環境領域）評価報告書
3) Nagatomo et al. (2021) Energy 226 120350.
4) 永友ら (2020) 第29回日本エネルギー学会大会.
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編集後記
　今号は、エネルギー・温暖化対策と、
LCAのシンポ記事をお届けしました。昨
年10月に2050年温室効果ガス排出実質
ゼロ目標、今年4月に2030年度温室効果

ガス排出量を2013年比46%削減する目標があいついで発表され、
注目されています。この目標達成を確実にするため、円滑に進め
るための研究成果を今後も発信してまいります。　　  （歌川　学）

　本年度4月より環境暴露モデリン
ググループに配属されました秦寛夫
と申します。私は2010年に修士課
程を修了後、民間IT企業と東京都庁
での技術職を経験し、2015年度よ
り前職の東京都環境科学研究所にて
研究業務に携わってきました。同時
に2019年に博士の学位を取得して

おります。前職では、自動車排気に由来する大気汚染物質の
計測や、大気中の光化学反応で生成する有害物質である対流
圏オゾン・粒子状物質の数値モデリングに関わる研究テーマ
に取り組んできました。この原稿を執筆している2021年5月時
点では、国内の脱炭素社会実現に向けて2030年に2013年
度比で46%の二酸化炭素排出量の削減目標が菅内閣により発
表されました。再生可能エネルギーや電気自動車の普及促進

により、二酸化炭素だけでなく、化石燃料の燃焼等に由来す
る大気汚染物質の削減効果も期待されます。脱炭素技術導入
で大気汚染物質濃度がどのように変化するか、場合によって
は汚染物質の濃度が上昇することはありえないか、その際の人
や農作物等への環境リスクはどの位か、といったことを数値モ
デルと光化学実験により解明していくことを当面の研究課題に
設定しています。
話は変わりますが、私は生まれてから7歳までつくば市に住ん
でいました。つくばエクスプレスが開通したことで駅前の様相
は変化しましたが、エキスポセンターや中央公園付近は当時の
ままで、たまに以前居住していた地域を散歩するのですが、そ
の都度当時の思い出が蘇えります。故郷にて研究ができること
に喜びを感じております。日々の努力を惜しまずに研究活動に
邁進していく所存ですので、皆様どうぞ宜しくお願い申し上げ
ます。

　本年度4月よりリスク評価戦略グ
ループに配属されました森山章弘
と申します。昨年度は日本学術振
興会特別研究員として在籍してお
りましたが、本年度より研究員と
して採用されました。産総研とは
修士課程の時代から実験等でご縁
があり、研究員として働けること

をとても嬉しく思います。
　一昨年度末に、岐阜大学連合農学研究科生物資源科学専
攻にて博士(農学)を取得いたしました。在学中はナノ粒子や
炭素繊維などの産業利用材料の生体影響評価に従事してお
り、ナノ粒子では微生物に対する抗菌性、炭素繊維では培
養細胞や実験動物への有害性といったように幅広い生物種
を対象とした解析を実施してきました。

　生体影響のメカニズムを探るため、生体分子RNA(リボ核
酸)に着目した解析も取り入れ、生体内に存在する数万種類
のRNA量の増減から遺伝子レベルでの作用機序や類似する
ストレスの推定を試みてきました。
　入所後は主にヒト健康に係る研究に従事し、セルロース
ナノファイバーの安全性評価研究に参画しております。細
胞培養技術や遺伝子レベルでの生体情報の解析技術を積極
的に生かした評価に挑戦していきたいと思います。
　また, 安全科学研究部門の研究者に必要なリスク評価・管
理の考え方の理解と発展のために, 評価書の作成にも関わっ
ていきたいと考えております。
新規化学物質や材料の社会実装を、安全性・リスク評価を
通して支えていけるよう注力して参ります。まだまだ若輩
者ではございますが、どうぞよろしくお願いいたします。

新部門長就任のご挨拶
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リスク評価戦略グループ　森山 章弘
　

産総研安全科学研究部門　研究部門長
玄地 裕

日頃より安全科学研究部門の活動にご理解、ご支援を賜り、心より御礼申し上げます。この度、
2021年4月1日に安全科学研究部門の研究部門長を拝命いたしました。これまでも皆様には、部
門講演会などを通じて安全科学研究部門へのご要望やご期待など、多くのご意見を賜り、安全
科学研究部門のポリシーステートメントや重点課題に反映させるように努めてまいりました。
ニュースレターを通じてこのようなご挨拶をお送りしているところですが、引き続き、多様な機会
を設けますので、建設的なご意見、ご鞭撻などをお寄せいただければ幸いです。

さて、先日、外部の方に部門長になりました、とご挨拶したところ、LCAからは初ですね、と
のコメントをいただきました。爆発安全研究センター、化学物質リスク研究センター、LCA研究セ
ンターが統合され、安全科学研究部門が設立されてすでに14年経ちますが、その起源は3つのセ
ンターと意識されているのだな、と改めて認識いたしました。融合、総合力の発揮をミッションの
中に記している産総研ですので、安全科学でも3研究分野の融合による総合力が課題などとのご
指摘も部門講演会などの際に何度かいただきました。

融合や総合力が必要なのは、SDGsや2050年カーボンニュートラルなど今日の解決すべき課
題が多方面に渡り、かつ極めてハードルが高いためであり、その困難な課題に立ち向かうために
は、多くの分野の研究者がそれぞれの専門を研鑽して能力を高めておくことが重要になります。
その点で、かつての3センターを研究者集団として外部から認識いただいていることは高い専門性
という点では良いことであると考えております。14年間、我々はただ別々に研究を行ってきたわ
けではなく、困難な研究課題には部門内で協力して取り組んでまいりました。その14年の間に
我々の間に培われたことは、言葉や認識の共通性、異なる分野の研究者への説明意識でありま
す。議論で共通の言葉が使われると異分野の研究者とのスムーズな議論が可能となります。

このような経験を経て、安全科学研究部門は出口志向で重点課題研究を設置することを決め、
2020年度より、自主管理や法令改正、政策支援をターゲットにした「安全な社会を支えるリスク
評価研究」と、イノベーションを支える将来技術の科学的根拠の提供する「技術の社会実装を支
援する評価研究」という2つの重点課題研究を設置して研究開発を推進しています。

今日の私どもの課題は、サプライチェーンや社会全体が対象のものもあり、安全科学、産総研
の枠を超えて企業、行政、アカデミアも含めた幅広い皆様の協力が不可欠です。我々は異分野
の統合の経験を活かして、評価研究を中心に、多くの連携のハブとなり言葉や認識をすり合わせ
ながら課題解決に向けた貢献をしていきたいと考えています。今後とも引き続き、安全科学研究
部門をどうぞよろしくお願いいたします。

環境暴露モデリンググループ　秦 寛夫




