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研究開発戦略センター（Center for R&D Strategy）とは

国の科学技術イノベーション政策に関する調査、分析、提案を中立的な立場に立って行う組織として、
平成15年（2003年）7月に科学技術振興機構（JST）に設置.
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活動事例

研究開発の俯瞰報告書

「環境・エネルギー分野（2021年）」

（1）関連学協会との連携
–25法人（原稿作成協力, 俯瞰ワークショップ参加）

（2）専門家・有識者による協力
–原稿作成協力 / 俯瞰ワークショップ参加：109名

（3）俯瞰ワークショップにおける議論
–対話と客観性の確保を目的としたワークショップの開催
–環境分野：2020年11～12月（計3回）
–エネルギー分野：2020年10～12月（計3回）

戦略プロポーザル

「環境調和型プラスチック戦略 ～化学物質としての

プラスチックの安全な管理・活用を推進するための戦略的研究～」
（2020年3月）

ワークショップ報告書

「社会および産業競争力を支える基盤としての
環境リスク評価研究」（2020年3月）
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環境調和型プラスチック戦略（2020年3月）について

戦略プロポーザルにおける基本的な考え方

•プラスチックが人間社会にもたらしている多大な
便益にも目を向け、これまで以上に「賢く使う」
ことが重要.

•プラスチックごみ問題への対応として科学技術が
大きく貢献しうるのは「廃棄物の適正な管理」と
「素材開発」だけではなく、「環境リスク評価」
と「社会的・経済的インパクト評価」も重要であ
り、これらを一体的に進めることが必要.

•プラスチックごみ問題への対応は目下の問題とし
て重要だが、今後、新たな問題が生じた際にも迅
速かつ効率的に対処できるよう、化学物質の安全
な管理に資する科学技術基盤の強化が必要.

廃棄物の
適正な管理

素材開発

社会的・経済的
インパクト評価

環境リスク評価

プラスチックごみ
問題

新たな問題

化学物質の安全な管理に資する科学技術基盤の強化
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背景

・2015年頃から急速に海洋プラスチックごみ問題の議論が活発化.
・同時期に、環境中に流出するマイクロプラスチックに対する懸念も注目される.

•日本「プラスチック資源循環戦略」（2019年）

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

•EU「サーキュラー・エコノミー・パッケージ」（2015年）※プラスチックを優先項目の1つに位置づけ
•米国 マイクロビーズ規制（2015年）

•WEF「ニュー・プラスチック・エコノミー」（2016年）

•EU「欧州プラスチック戦略」（2018年）
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当時の状況

EUの積極的な取り組み：SDGsへの貢献 ✖ 経済政策

海洋ごみ問題 （マイクロ）
プラスチック

ごみ問題 循環経済への移行
↓

リサイクルの強化
予防原則に基づく対策強化

↓

① 欧州圏内のリサイクル率向上・雇用創出
② 新興国・途上国への展開

EU各国の廃棄物処理状況（国名は省略）

図の引用元：Danish Government, Strategy for 
Circular Economy, 2018
https://stateofgreen.com/en/uploads/2018/10
/Strategy-for-Circular-Economy-1.pdf
（図中黄色文字はCRDSが追加）
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当時の状況

循環経済行動計画の一環として「欧州プラスチック戦略」（2018年1月）を策定.

＜主な具体的取組み＞

① プラスチックリサイクルの経済性と質の改善
• 製品デザインの改善
• 再生プラスチックの利用拡大
• 廃プラの分別回収の改善

② 廃プラ、プラスチックごみの削減
• 使い捨てプラスチックの削減
• 海洋における諸活動から発生するごみの削減
• 効果的な海洋ごみの監視と削減
• コンポストや生物により分解されうるプラスチック利用に係る検討
• マイクロプラスチック（MP）汚染の低減

③ 循環型ソリューションに向かうイノベーションと投資の促進
• バリューチェーンにおける投資とイノベーションの促進

④ 国際的な取組みの活用
• 重要地域への注力
• 多国間イニシアチブ
• 非EU加盟国との二国間連携
• 国際貿易

• 意図的MPの使用制限
• タイヤ・繊維・塗料からの

非意図的MP発生の削減策検討
• プラスチックペレットの

流出削減手法開発
• 都市排水処理における

MPの捕集・除去効果評価
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当時の状況

2019年1月に欧州化学品庁が意図的MPの制限案を公開.
•規制根拠として、MPが
難分解性（Persistent）、
生物蓄積性
（Bioaccumulative）、
毒性（Toxic）を有する
潜在的PBT物質との仮
定を置いたが、リスク
評価が添えられないま
ま規制案の検討が進め
られた.

•パブリックコメントで
は仮定を疑問視する意
見が有識者から出され
た.

•マイクロプラスチック
用途制限規制は国際的
な産業障壁にもなり得
るため、産業に対して
多様な影響を与える可
能性があり注目された.

JST-CRDS WS報告書「社会および産業競争力を支える基盤としての環境リスク評価研究」掲載の
花王株式会社安全科学研究所 藤井健吉ディレクター（当時）講演内容から抜粋
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科学的知見の総合

マイクロプラスチックの環境リスクについて科学的な検討が十分でない状況のまま
MPの使用を制限する措置が検討され始めた. こうした動きに対し、アカデミアでは
環境リスクについての科学的知見を総合する動きが見られた.

「A Scientific Perspective on Microplastics in Nature and Society」（2019）*

• ナノ/マイクロプラスチックの環境中での運命、あるいは自然生態系やヒトへの曝露および影響
に関する評価手法は質の向上と国際調和が必要.

* SAPEA, Science Advice for Policy by European Academies. (2019). A Scientific Perspective on Microplastics in Nature and Society. 
Berlin: SAPEA. https://doi.org/10.26356/microplastics

• 淡水や海面上のマイクロプラスチックの分布に関する知見は比較的増えているが、土壌や大気、
あるいは海面下における状況についての知識はほとんどない.

• 生態系への影響リスクは極めて小さいと認識しているが、一部の沿岸域の水中ないし堆積物中
ではリスクが存在している可能性がある. また、今後、環境中のプラスチックごみが増加を続
ければ、そうしたリスクが広範囲に広がる可能性がある.

• ヒトの健康への影響リスクについてはほとんど分かっていない.

欧州委員会の科学的助言メカニズムの一部である「欧州アカデミーによる政策のための科学的助言
（SAPEA）」がエビデンスレビューレポートを作成. 厳選した849報の文献をレビューし、何がすでに
分かっていて何がまだ分かっていないかを整理した.

（結論部分の一部をJST-CRDSが抜粋・仮訳）
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環境リスク評価の実施に向けた検討

ICCA（国際化学工業協会協議会）とSETAC（環境毒性化学会）の間で
マイクロプラスチックの環境リスク評価フレームが議論され始めた.

Gouin et al. (2019), Environmental Toxicology and 
Chemistry Vol38, pp. 2087–2100
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環境調和型プラスチック戦略（2020年3月）

提案した研究開発課題群

(1) 環境運命の解明
（微細化プロセスや分布動態の
解明、関連技術開発）

(2) 環境影響（毒性）の解明

(3) 包括的な環境影響評価の試行

(4) リサイクルプロセスの高度化・
高効率化のための技術開発

(5) 代替素材の環境中での
分解プロセスの解明・評価

図出所：

JST-CRDS（2020）「環境調和型プラスチック戦略 ～化学物質としての
プラスチックの安全な管理・活用を推進するための戦略的研究～」
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国際的な議論との連動

Chemical Sciences and Society Summit（CS3：国際化学サミット）白書

「Science to enable sustainable plastics」

日英独中の4か国から科学者（おもに化学）が集まりプラスチックごみ問題、
マイクロプラスチック問題を巡り科学的見地から議論.

挑戦的な研究課題：

1. Understand the impact of plastics throughout their life cycles.
（ライフサイクル全体でのプラスチックの環境負荷の解明）

2. Develop new sustainable plastics.
（新しい持続可能なプラスチックの開発）

3. Closed loop plastics recycling.
（循環型プラスチックリサイクル）

4. Understand and control plastic degradation.
（プラスチックの劣化機構の解明と制御）

JST トピックス（2020年6月25日）
https://www.jst.go.jp/report/2020/200625.html

分解そのものの
科学的理解も必要

Science to enable sustainable plastics – A white paper from the 8th Chemical Sciences 
and Society Summit (CS3), 2020, rsc.li/sustainable-plastics-report 
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当時の国内状況

G20大阪サミット成果文書「海洋プラスチックごみ対策実施枠組（仮訳）」（2019）

I. 行動計画の効果的な実施の促進
1. 行動の実施
2. 情報共有と継続的な情報更新

II.協調行動と行動計画の実施のG20外への展開
1. 国際協力の推進
2. 革新的な解決策の推進
3. 科学的情報と知見の共有
4.多様な関係者の関与及び意識向上

‒ 海洋プラスチックごみ及びマイクロプラスチックを中心とした海洋ごみの現状とその影響の測定
とモニタリングのための調和化された／比較可能なモニタリング及び分析手法の促進及び試行的
な実施

‒ 調和された手法を用いた地球規模のモニタリング
‒ 地球規模の陸域及び海域の発生源のインベントリの開発と、それに向けたプラスチック廃棄物の

流出源、流出経路、及びその行く末を特定し推計するための手法の探求
‒ 社会経済的研究、ナノプラスチックを含むマイクロプラスチックに関する研究を含む科学的研究
‒ 人々の健康、海洋の生物多様性及び生態系等へのプラスチック汚染の影響等の科学的知見の共有

「奨励する」とした事項
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当時の国内状況

産業界やアカデミアから「重要」との指摘はあったが、
環境リスク評価に関する明確な検討は見られなかった.

経産省

環境省

厚労省

生分解性
プラス
チック

実地
調査

文科省
JAMSTEC

海洋
調査

理研
生分解性

プラ

環境影
響評価

健康影
響評価

リスク
評価

製品
安全性
評価

標準化
対応

国交省下水・
河川

JST
ALCA/未来
ホワイト
バイオ

内閣府

農水省

農業
水産業
資材

食品
包装
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当時の国内状況

欠けていた部分

•日化協LRI第8期（2020年度）新規研究課題

モニタリング モデリング 環境毒性

環境運命 環境影響

モデリング

分布実態

暴露 ハザード

リスク

JST-CRDS WS報告書「社会および産業競争力を支える基盤としての環境リスク評価研究」掲載の
花王株式会社安全科学研究所 藤井健吉ディレクター（当時）講演資料にJST-CRDSが一部加筆
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当時の国内状況

欠けていた部分

•日化協LRI第8期（2020年度）新規研究課題

モニタリング モデリング 環境毒性

環境運命 環境影響

モデリング

分布実態

暴露 ハザード

リスク

JST-CRDS WS報告書「社会および産業競争力を支える基盤としての環境リスク評価研究」掲載の
花王株式会社安全科学研究所 藤井健吉ディレクター（当時）講演資料にJST-CRDSが一部加筆

「マイクロプラスチックの環境リスク
評価のための概念モデルの構築と東京
湾での試行的リスク評価」（産総研）
日化協LRI第8期（2020年度）新規研究課題
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マイクロプラスチックに関する研究開発動向

「研究開発の俯瞰報告書 環境・エネルギー分野（2021年）」の
「有機化学物質分析・毒性評価」領域から

＜分布・動態把握＞

• 陸域でのMP動態解明が進む.
化学繊維製織物由来の繊維状プラスチッ
ク：生活排水から下水、下水汚泥から農地
土壌、農地土壌から水域へ.
タイヤ摩耗物、路上のプラスチックごみ：
都市（路面）表面から水域へ.

• 大気中にもMPが存在するとの報告も.
ただし呼吸器経由のばく露量は体内沈着効率を
考慮するとそれほど多くないと考えられている.

• 迅速かつ効率的な標準分析手法の開発、
300μm未満のMPの動態把握などが今後
の課題.

＜生物影響＞

• 海洋生態系の中での食物連鎖を介した
MPの移行を確認との報告.

• 生物影響は実験室レベルでの研究が中心.
実環境下での実測はほぼない.

• 実際の野外生物への影響やリスクの解明、
添加剤の影響の解明などが今後の課題.

＜環境リスク評価＞

• 日化協LRI第8期（2020年度）新規研究
課題「マイクロプラスチックの環境リスク評価
のための概念モデルの構築と東京湾での試行
的リスク評価」（産総研）
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EUの動向

関連研究プロジェクト

欧州プラスチック戦略（2018年）

• 研究・イノベーションに対して2018～2020年の間に約1億ユーロの投資を行う方針を表明.

（公募テーマ例）
2018年：
– Smart plastic materials with intrinsic recycling properties by design
– Efficient recycling processes for plastic containing materials
– Methods to remove hazardous substances and contaminants from secondary raw materials

2019年：
– Microorganism communities for plastics bio-degradation 
– Sustainable solutions for bio-based plastics on land and sea

2020年：
– Pilot action for the removal of marine plastics and litter
– Develop and pilot circular systems in plastics, textiles and furniture sectors
– A common European framework to harmonise procedures for plastics pollution monitoring and 

assessments
– Plastics in the environment: understanding the sources, transport, distribution and impacts of 

plastics pollution
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EUの動向

関連研究プロジェクト

JPI Oceans

• EUの国際共同研究プラットフォームである「共
同プログラミングイニシアチブ（JPI）」の1つと
して2011年に発足.

• 2016年に「海洋環境中のマイクロプラスチック
の生態学的側面」をテーマに4件のプロジェクト
を採択.

• 2019年に「海洋環境中のマイクロプラスチック
の発生源・分布・インパクト」をテーマに6件の
プロジェクトを採択.

① ANDROMEDA（仏）：分解過程の定量化手法開発
② HOTMIC（独）：3次元空間分布・動態解明
③ FACTS（デンマーク）：環境運命解明
④ microplastiX（スウェーデン）：

統合的アプローチ開発
⑤ i-plastic（スペイン）：分散過程とインパクト評価
⑥ RESPONSE（伊）：リスクベースアセスメント

環境試料中マイクロプラスチック分析に
関する国際相互検定研究

• EU内外の試験機関を対象とした環境試料中マイ
クロプラスチック分析に関する国際相互検定研究
（QUASIMEME/NORMAN Interlaboratory 
Study on the Analysis of Microplastics in 
Environmental Matrices）

• 欧州海洋環境モニタリング情報品質認定
（Quality Assurance of Information on 
Marine Environmental Monitoring in Europe、
QUASIMEME）が幹事機関となり2019年から実
施.

• NORMANは環境中の化学物質のモニタリングに
係る情報交換や手法の評価・調和などを検討する
ステークホルダーネットワーク.

• 2021年6月に34機関が参加した研究の結果が報
告され、報告フォーマットや分析手法の調和の必
要性が改めて指摘された.
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EUの動向

SAPEA

「Biodegradability of plastics in the open environment」（2020）*

• 農業や漁業などでのプラスチック使用、あるいは回収が困難または費用が高くつくケースにおける
プラスチック使用などにおいて生分解性プラスチックへの代替は有意義である可能性. 

* SAPEA, Science Advice for Policy by European Academies. (2020). Biodegradability of plastics in the open environment. 
Berlin: SAPEA. doi:10.26356/biodegradabilityplastics

欧州委員会の科学的助言メカニズムの一部である「欧州アカデミーによる政策のための科学的助言
（SAPEA）」によるエビデンスレビュー第二弾. 生分解性プラスチックおよび生分解性の定義、規制、
基準や認証、リスク評価、インセンティブ、補助金とビジネスモデル、情報と教育、研究開発・イノ
ベーションなどのトピックをカバー.

• しかし「生分解性」はあらゆる場所や条件で見られる性質とは限らず、分解スピードもまちまち.

• 本来は微生物によって完全に分解される場合に限って「生分解性がある」と見なされる. 単に細かな
小片（マイクロプラスチックのように）になることは「生分解性がある」とは言えない.

• 生分解性プラスチックに関する研究開発が進む中、政策は十分な柔軟性を持つことが求められる.

• 循環経済の一環として生分解性プラスチックを利用することによる正味の利益を得るためには環境
リスクの観点を考慮しつつ、従来のプラスチックに対する潜在的な利点をケースバイケース、利用
分野ごとに検討することが必要.

（概要部分をJST-CRDSが抜粋・仮訳）
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EUの動向

Horizon Europe（2021～2027年）における「ミッション」

野心的な目標を持ったミッションを設定し定義されたターゲットを追求することでファンディングの効果を
高めることを狙ったEUの新たな取組み. 本取組みには開始時点で2023年までに最大19億ユーロを投じる計画.

「2030年までに海域・水域の回復を図る」

「2030年までに100の気候中立なスマートシティを実現する」

「気候変動への適応：少なくとも150の欧州地域・コミュニティが
2030年までに気候変動に対応できるよう支援する」

「がん対策：『欧州のがん撲滅計画』と協調し、予防、治療、解決策を通じて
2030年までに300万人以上の人々の生活を改善し、より長くより良く生きることを目指す」

「欧州のための土壌計画：2030年までに健全な土壌への移行を主導する
100のリビングラボ・ライトハウス（実証拠点）を創出する」
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EUの動向

ミッション「2030年までに海域・水域の回復を図る」の構造

図出所：European Missions Restore our Ocean and Waters by 2030 Implementation Plan（JST‒CRDSが一部加筆）

・海域・水域のデジタル知識
システムの構築
・市民の動員と関与に基づく
参加型のガバナンス推進

EU生物多様性戦略2030に沿って海洋・淡
水の生態系と生物多様性を保護回復する.
ターゲット：
a.真のTrans‒European Nature Networkの一
環として、EUの海域の最低30％を保護し、生態系の
回廊を統合する。
b.EUの海域の少なくとも10％を厳格に保護する。
c.少なくとも25,000kmの流れのある川を回復させる。
d.劣化した海底生息地や沿岸生態系を含む、関連
する今後の海洋自然復元目標に貢献する。

大気・水・土壌の汚染ゼロを目指す
EU行動計画に沿って、海洋・海・水
の汚染を防ぎ、排除する.
ターゲット：
a.海でのプラスチックごみを少なくとも50％
削減する。
b.環境中に放出されるマイクロプラスチックを
少なくとも30％削減する。
c.養分の損失、化学農薬の使用とリスクを少
なくとも50％削減する。

提案されている欧州気候法や、「持続可能な
ブルーエコノミー戦略」に明記されている全
体的なビジョンに沿って、持続可能なブルー
エコノミーをカーボンニュートラルで循環的
なものにする.
ターゲット：
a.EUにおける海上の経済活動による温室効果ガスの排
出をなくし、回避できない排出は隔離する（海上の排出
量を正味ゼロにする）。
b.ゼロカーボンで低インパクトの養殖を発展させ、海洋・
水空間の循環的で低カーボンな多目的利用を促進する。
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小括：プラスチック問題への対応について

• 欧州では海洋プラスチックごみ問題とマイクロプラスチック問題（懸念）を並列に
扱っている.

• 2つの問題を「海域・水域の健全化」と「循環経済への移行」をつなぐ問題として
位置づけ、これらに取り組むことによる相乗効果を意識していると思われる.

• マイクロプラスチック問題は代替素材開発にも関連したテーマとなっている.

• 欧州におけるマイクロプラスチック規制の動向は引き続き注視が必要.

• 我が国においても、国際的な議論や研究動向を注視しつつ、全体観を持った対応が
求められる.
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環境調和型プラスチック戦略（2020年3月）について

化学物質の安全な管理に資する科学技術基盤の強化

研究開発課題例

（１）データ駆動型アプローチによる化学物質の特性予測技術の高度化

• 動物試験に基づく良質なデータセットの構築
• 公開データ等の多種多様なデータセットの収集・統合化のための基盤技術開発
• 環境毒性予測のための定量的構造活性相関手法の高度化

（２）迅速かつ網羅的な環境中化学物質の動態把握技術の開発

• 環境中に存在する多数の化学物質や周辺環境情報を一斉かつハイスループットで分析するため
の手法開発

• 化学物質間の相互作用およびそれらによる複合的な環境影響機構解明

プラスチックごみ
問題

新たな問題

化学物質の安全な管理に資する科学技術基盤の強化

“プラスチックごみ問題への対応は目下の問題として重要
だが、今後、新たな問題が生じた際にも迅速かつ効率的
に対処できるよう、化学物質の安全な管理に資する科学
技術基盤の強化が必要.”
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環境調和型プラスチック戦略（2020年3月）について

化学物質の安全な管理に資する科学技術基盤の強化

動物実験代替法開発の流れ

（毒性試験が義務でない）

低生産物質・少量新規物質の増加

Weight-of-Evidence*の流れ
*複数の利用可能なデータや情報を

組み合わせて評価する考え方

データ駆動型研究開発の台頭

各種分析・解析機器の高性能化

化学物質の組み合わせ効果等
への懸念

限られたデータを
如何に活用するか？

如何に有用なデータを
収集するか？
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なぜリスク評価研究が必要か？

新しい物質の創成と安全性評価（リスク評価）は表裏一体

• “No data, No market”：安全性の分からない化学物質は嫌がられる

• 世界の標準的規制である欧州REACH規則への対応にはリスクを考慮した評価が必要

• 規制の目的は「安全」だけではなく、非関税障壁的な側面も持つ

• 欧州REACH規則ではリスク評価の実施を

産業界に移行

• リスクに関する情報やノウハウを持つ

ことは産業競争力強化にも重要

（例）欧州REACH規則の目的は「人の健康と環境の保護」に加え、「EU化学産業の競争力と革新の強化」を含む

JST-CRDS（2016）
「俯瞰ワークショップ報告書 ナノテクノロジー・材料分野

領域別分科会『ナノテクノロジーのELSI/EHS』」
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目指すべき社会のイメージ

経済・環境・社会と一体となった研究開発エコシステム

図出所：

JST-CRDS（2020）「環境調和型プラスチック戦略 ～化学物質としての
プラスチックの安全な管理・活用を推進するための戦略的研究～」
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4. まとめ



© 2021 CRDS 31

研究開発の動向

「研究開発の俯瞰報告書 環境・エネルギー分野（2021年）」の
「有機化学物質分析・毒性評価」領域から

化学物質の環境リスク評価に係る研究開発動向を含む領域として設定.
https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2020/FR/CRDS-FY2020-FR-01/CRDS-FY2020-FR-01_20206.pdf

（研究開発動向）

• ワイドターゲット分析やノンターゲット分析は有機分析全般で依然として重要テーマ. その環境モニタリングへ
の展開ではハイスループット化と未知物質の同定に力が注がれている.

[ウェット系]
分子インプリント技術（分子鋳型技術）による分子選択的な前処理技術の導入
多次元クロマトグラフィーとイオンモビリティを活用した分析の組合せ
リアルタイム直接分析（DART）による前処理なしの迅速な分析
イメージング質量分析に代表される可視化技術の環境化学分野への応用

[ドライ系]
分析から得られる膨大な情報の処理・解析への情報科学の取り入れ
（例：未知物質の推定や毒性の予測、異常検出への深層学習の活用）

• 個体レベルの毒性評価関連では動物試験によらない評価・管理手法やシステムの開発が進行中.
培養細胞系や無細胞系による短期毒性試験法（バイオアッセイ）の開発への移行
米環境保護庁やOECDによるAOP（有害性発現経路）のデータベースAOP Wikiのシステム開発・構築
OECDによる定量的構造的活性相関（QSAR）などの予測手法を活用した統合的なアプローチ手法IATA
（Integrated Approach to Testing and Assessment）のケーススタディ開発・評価

• 多様な分析ニーズへの対応
製品含有化学物質管理に関する法制度整備に伴う分析ニーズの増大とそれへの対応
（例：先端計測機器を用いる精密測定法を代替する汎用機器による実用的な簡易測定法の開発）
ナノマテリアルやマイクロプラスチックを含む工業的に生産される有機化学物質の分析
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研究開発の動向

「研究開発の俯瞰報告書 環境・エネルギー分野（2021年）」の
「有機化学物質分析・毒性評価」領域から

化学物質の環境リスク評価に係る研究開発動向を含む領域として設定.
https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2020/FR/CRDS-FY2020-FR-01/CRDS-FY2020-FR-01_20206.pdf

（日本の状況）

• 基礎
分析系の基礎研究、各種in vitro試験法や内分泌かく乱等の生態毒性試験法の開発に係る基礎研究あり.
PM2.5など大気環境に係る研究では世界トップレベル.
海洋プラごみ・マイクロプラ問題関連研究が近年活発.

• 応用・開発
人工知能を活用した毒性予測技術の開発プロジェクトが進められた.
NIHSなど国内研究機関がOECD IATAケーススタディに貢献.
漂流マイクロプラの実態把握に比較的早期から取組み一定の存在感を示すが、国際的な潮流との整合性に
一部課題.
燃焼由来PM2.5やPAH、NPAH類の発生源解析法を世界に先駆け開発.
研究現場への最新機器や技術の導入は欧米と比して遅れている.

• その他
化学物質の少量多品種化が進む中、混合物の評価・管理手法が十分に整っていない。また化学物質に関する
問題の複雑化・不顕在化が進む中で社会との協働の必要性が大きくなっている.
動物試験によらない評価および従来の動物を用いた評価の両方に対応できる総合的な人材の育成が課題.

日本 米国 欧州 中国 韓国

基礎 ○ → ○ ↘ ◎ → ◎ ↗ ○ →

応用・開発 ○ → ◎ → ◎ → ◎ ↗ △ →

表. 
国際比較（現状：◎/○/△/×、
トレンド：↗/→/↘）
有識者による主観的評価に基づく.
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研究開発現場の革新

リサーチトランスフォーメーション（RX）（2021年）

１．変わる研究開発環境
1-1 リサーチトランスフォーメーション（RX）
1-2 研究活動の遠隔化、疎な現場
1-3 自動化・知能化
1-4 研究コミュニケーションのかたち

２．強靭な未来のラボの姿へ向けて
2-1 各分野の先行例
2-2 研究インフラ（共用研究施設、

研究データインフラ）の在り方

３．国内外の動向
3-1 わが国における取組
3-2 諸外国の政策・施策事例



© 2021 CRDS 34

研究開発現場の革新
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研究開発現場の革新
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研究開発現場の革新
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まとめ

• 化学物質の安全な管理・活用の更なる推進に向け、経済・環境・社会と一体となった研究開発
エコシステムの構築を目指すべき.

• 研究開発エコシステムを支える科学技術基盤は、プラスチックごみ問題・マイクロプラスチック問題の
ように社会の中で急速に注目度を高めるイシューへの迅速な対応を可能にし、さらに産業競争力を
維持・強化する観点からも重要となる.

• RX（リサーチトランスフォーメーション）は、研究現場や研究開発活動を時代の変化に沿ってアップ
デートする好機であり喫緊の課題.

• プラスチックごみ問題・マイクロプラスチック問題は、欧州では「海域・水域の健全化」と「循環経済への
移行」をつなぐ問題として位置づけられ、これらに取り組むことによる相乗的な効果が期待されている.

• プラスチックごみ問題への対応は、廃棄物の適正な処理や代替素材開発のみならず、環境リスク
評価や社会的・経済的インパクト評価と合わせて一体的に進める必要.

• マイクロプラスチック問題には環境リスク評価の実施が必要とされ、そのための検討が現在進行中.

ご静聴・ご視聴ありがとうございました。


