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5 月の連休が終わるとあっという間に 6 月にな

度継続課題の中間評価は、

りました。5 月はこの季節にしては暑かったです

7 月下旬から 8 月上旬にか

ね。5 月の夏日（最高気温が 25℃以上の日）の日

けて行われます。また、平

数は観測史上最も多かったようですし、2 日続け

成 28 年度新規課題公募に

て真夏日（最高気温が 30℃以上の日）になった

向けた行政ニーズについ

のも初めてとのことでした。暑いといっても日が

ての議論も始まります。

落ちると涼しくなりますし、湿度の低い日が多か

当協会の定時社員総会

ったですので、過ごしやすかったように思います

は 6 月 18 日（木）に開催

が、末になると湿度が高くなってきて、体が重く

の予定です。平成 26 年度の決算では、どうにか

感じられるようになってきました。よく考えれば、

平成 25 年度と同程度の黒字を確保することがで

もうすぐ梅雨ですね。

きました。平成 27 年度はなかなか厳しいかもし

5 月 31 日には東京で 32℃と 5 月の最高気温を

れませんが、黒字となるよう頑張っていきたいと

更新しましたが、報道番組によれば、米国では雪

思います。引き続き、みなさまのご指導・ご支援

や大きな雹が降ったり、竜巻が多数発生している

のほど、よろしくお願いいたします。

ようですし、インドでも異常な高温が 2 週間も続

さて、私は 5 月末をもって当協会の専務理事を

くなど、異常な気象があちこちで生じているよう

退任しました。今後は非常勤の理事として協会の

です。地球温暖化の影響もあるのでしょうね。

業務を見ていきたいと思います。後任は、6 月 18

6 月には、女子サッカーのワールドカップが開

日の定時社員総会及び臨時理事会で決まります。

催されます。なでしこジャパンの 2 連覇がかかっ

非常勤の専務理事として業務を始めて以来、実に

ていますが、みんな潰しにきますので、かなり厳

7 年半（専任としては 5 年弱）にもなっていまし

しいでしょうが、頑張ってほしいものです。一方、

た。その間、毎月この業務報告を執筆し、今回が

FIFA は汚職事件で揺れています。お金がすべて

実に 90 回目となります。長い間お付き合いいた

のような世の中になってきていますので、事件の

だき、大変ありがとうございました。
昨年 10 月からの約半年間は、私が協会に来て

解明と再発防止を期待したいですね。
協会の環境活動レポートがまとまりました。電

から最も激動の半年でした。確保した環境研究総

気使用量は、減少する要素はなかったのですが、

合推進費の制度評価支援事業や追跡評価事業を

平成 25 年度に比べて 1 ％程度減っています。天

短期間で実施することが大変だったことが主因

候によるものと思われますが、今年はエコアクシ

ですが、協会としては初めての会計検査院の実地

ョンの更新審査の年ですので、ホッとしています。

検査など通常の年にはないことが次々と起こり

協会の業務ですが、
「CO2 排出削減対策強化誘

ました。それらをすべて、どうにか後に尾を引か

導型技術開発・実証事業管理・検討等事業」の平

ないようにこなしましたので、環境研究総合推進

成 26 年度予算の二次募集が行われており、6 月

費制度評価報告書を卒業論文として、協会を卒業

10 日に締め切られますので、6 月下旬から 7 月

させていただきます。

上旬にかけて、その採択審査のための分科会と評

現在は、廃棄物関係の社団法人におりますので、

価委員会が開催されます。

廃棄物分野の方々にはまたどこかでご一緒させ

「環境研究総合推進費研究管理・検討事業」で

ていただくこともあろうかと思います。その節は

は、平成 26 年度終了課題について書面による事

よろしくお願いします。

後評価と終了課題成果報告書のプログラムオフ

最後に、今後とも協会をご支援いただくことを

ィサーによるチェックが始まります。平成 27 年

お願いして、私の業務報告を閉じたいと思います。
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この 4 月からプログラム

就職をあきらめて渡米した博士研究員（Univ. of

オフィサー（PO）を務める

California Irvine）時代には、ホルムアルデヒド

ことになりました渋谷です。

の光励起状態で単一の回転振動準位に対する蛍

初年度の担当は第 1 研究分

光量子収率を決定しました。解離速度が同じ状態

野（全領域共通・領域横断）

内で回転準位に依存し 100 倍異なる事実を発見

と第 5 研究分野（安全が確

し、中間サイズの分子に対する無放射遷移理論の

保される社会）です。新米

論争の種になりました。東京工業大学に就職後、

PO として恒例の自己紹介をさせていただきます。

在 外 研 究 員 と し て ド イ ツ （ Ruhr-Universität

私は、東京湾と相模湾に挟まれた三浦半島に位

Bochum）にわたり、酸素・一酸化窒素の 10-100

置する横須賀、その東端の観音崎灯台近くの小さ

ピコ秒の短寿命励起状態からの超微弱蛍光の測

な鴨居という町で高校卒業まで育ちました。それ

定に成功し、今では広く用いられる分析手法の一

ほど標高が高い山はありませんが急峻な丘陵が

つであるレーザー誘起蛍光法（LIF）の「はしり」

多い地形に多くの家が立ち並び、海岸沿いに狭隘

に も な り ま し た 。 さ ら に 短 期 渡 米 （ Univ. of

な平地があります。反対側に迫る浦賀水道を左右

California Berkeley）し、二酸化窒素による可視

に行き交う二筋の船列の先に、鋸山山麓を抱えた

光誘起の光酸化反応を開発し、その反応中間体を

台地様の房総半島を望む展望が私の故郷の原風

赤外分光法で帰属しました。帰国後は、二酸化窒

景です。寄せては返す波音を聴きながら太陽光を

素の二重共鳴レーザー分光法を利用して一光子

遮るために顔面上に置いた文庫本が落ちる瞬間

吸収では測定不可能な Dark state の構造を解析

に微睡りから覚めた記憶など、海と山の自然を存

し、オゾンや酸素等が他の分子と衝突状態にある

分に堪能した小中学生期でした。横須賀高校に入

Colliding molecules の分光解析と光反応研究を

学後、2 年生頃まで文系志望でした私は、根拠が

実施しました。このような研究歴を通して、領域

曖昧で真偽が定かでないと感じた文学・歴史・政

としては狭いが深く掘り下げる研究で私の研究

治・経済等よりも、論理的な数学や物理などを勉

者としてのセンスを磨き、実力を培ってきました。

強する方が自分の感性に合っていると感じ始め

今後はこの実績を生かして、環境省・環境研究総

ました。同級生や先輩、そして 3 年間担任であっ

合推進費に採択される複雑系の総合科学的研究

た数学教師らに強く感化され、高木貞一の「解析

から導かれる結論・成果が社会ニーズに沿う形で

概論」等を読み耽りながら一浪して東京工業大学

担当課題の研究が完成するように PO として努め

に入学したのを懐かしく思い出します。

ていきたいと考えています。

東京工業大学の化学科で化学全般を学び、学部

私は独立研究機関での研究員経験はありませ

4 年生で田中郁三研究室の門をたたき、卒業研究

んが、海外では教育義務から解放されて自由に研

での真空紫外光分解を皮切りに光化学における

究した経験があります。そこでの研究展開では、

光吸収過程・光励起状態ダイナミクス・ラジカル

問題提起・問題解決の正のスパイラルを Plan(計

反応の機構・速度等の実験研究を展開してきまし

画)→Do(実行)→Check(評価)→Act(改善)の 4 段

た。博士課程ではホルミルラジカルと酸素や一酸

階 PDCA サイクルに織り込み、各 4 段階の期間

化窒素との反応速度定数を測定し専門誌に掲載

は研究の進展状況に即して決めました。一方、大

された値が、40 年たった今でも NASA の Data

学という教育と研究の両方を実践する組織では、

集等に引用されているのは嬉しいものです。国内

課題研究を始めて完了する期間と学生が研究に
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参画して離れていく所属期間をスムーズに調整

（教育担当）特別補佐として大学の教育に貢献し

することが必要不可欠です。特に、学生の多様な

ました。火山流体研究センターや炭素循環エネル

個性を如何に伸ばすか？それまで慣れ親しんで

ギーセンター等、学内研究センターの長として自

きた「既知の知識」の勉強を超えて、研究という

分の専門の化学のみならず、広く環境問題を捉え

「未だ解の無い課題に答えを出す作業」に挑戦す

る機会に恵まれました。また若い教員・研究者た

る知的フロンティア開拓を如何に学生に体験・実

ちに PDCA サイクルを意識させるよう努めてき

感させるか？学生の興味と得意・不得意、注意

たつもりです。

力・判断力・解決力等を把握し、千差万別の学生

繰り返しになりますが、担当諸課題の研究が基

の各々の長所を引き出し、成果公表で自信を持た

礎段階の研究・調査にとどまらず、推進費の本来

せることに苦心しました。学生が研究の問題解決

の使用目的である社会ニーズや環境政策に貢

に行動参画し易い教育システムを確立し、教育効

献・反映されるように私の研究・教育経験を踏ま

果が上がる Education through research が実践

えてお役に立ちたいと思っております。今後とも

できれば教師冥利に尽きます。

よろしくお願いします。

東京工業大学に在職中は、大学院特別研究教育
「先端化学計測」コース長として、さらに副学長

2015 年度から、環境研究総合推進費担当のプ

ンバー（「大型の光化学反

ログラムオフィサー(PO)を担当します坂東です。

応装置」を指します。

よろしくお願いいたします。大学を出て以降、こ

NIES のそれは当時世界

のような研究推進の支援や進行管理の手伝いと

最高の性能を有している

いう仕事をした経験はなく、未だに協会内の周囲

ということで、研究所も

の先輩 PO・職員の方にいろいろと教わりながら、

自慢の装置であり、かな

毎日の業務をなんとかこなしています。

りの頻度で多数の見学者

さて、自己紹介ということになると、私がこれ

が訪れていました。
）を使

まで研究生活の中でやってきたことをお話しす

って、光化学スモッグ生成のシミュレーション実

るしかないので、その点を以下に記します。大学

験を行い、主に FT-IR を使った反応生成物分析

院時代は不均一系の化学反応論、特に固体表面の

を担当し、模擬汚染大気中の汚染物質濃度の経時

活性化学種の同定に関する研究をしてきました

変化を追跡することによりスモッグ生成時に進

が、その際に‘たまたま’利用する機会があった

行している反応を明らかにするという研究を行

当時は最新技術のフーリエ変換型の赤外分光光

いました。実のところ、私自身はそれまで環境を

度計（FT-IR）の利用経験があるというその 1 点

意識することもほとんどなく、環境問題への関心

で、環境庁国立公害研究所（NIES）に入所する

も希薄な職員でしたが、チャンバー実験を繰り返

ことになりました。そこでは、その当時環境問題

すうちに環境問題に目が向くようになり、大気環

の中でも社会の最大関心事の一つであった光化

境に関する勉強も始めたというのが実態でした。

学スモッグの緩和・解消のためにその生成メカニ

一方で、その頃私が所属していた NIES 大気環境

ズムの詳細を明らかにすることが主要な研究テ

部大気化学研究室には現環境省あるいは当協会

ーマとなっており、その研究に携わることになり

に関係の深い A 氏、W 氏、I 氏など、今も大気環

ました。建設されて間もない光化学スモッグチャ

境研究の分野にその名が轟いている錚々たるメ
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ンバーがいましたが、彼らの日常会話の話題、購

後になって知りました。この時、自身の研究の専

読雑誌、研究室内勉強会、所属学会、研究仲間と

門外のことも含めて、理系研究全般の質の判断を

して研究室に出入りする研究者はほとんどが物

しなければならない立場（総合研究官）に立つこ

理化学系で、特に均一気相反応、気相光化学、高

とになりましたが、この仕事をするうえで、上述

速反応の分野の人達が中心でした。そのせいか、

した基礎的な知識・物事の把握の仕方が大いに役

私自身について言えば個別大気汚染現象に関す

立つことを経験しました。すなわち、物事の本質

る知識はあまり蓄積しなかったように思います。

を把握する方法論は、科学・技術の専門分野が異

しかし、光化学スモッグ現象を含む大気汚染現象

なっても基本的には変わらない、ということだろ

の背後では、均一気相反応が主要なプレイヤーと

うと思います。ただ、その立場では自身がやりた

して働いているので、その基礎的な知識と考え方

い研究をする時間が無くなり、しばらくして上司

は汚染現象全般の本質を理解するうえで最も重

に相談し、NIES を離れて大学に職を得ることに

要であり、均一気相反応に関係するこれら基礎分

しました。結局、公害研・環境研を通じて、NIES

野について基本から叩き込まれる機会をそこで

では 15 年間お世話になりました。
1993 年に赴任した大学（大阪府立大学工学部、

得たことは、その後の私の研究生活に大いに貢献

大学院重点化後は工学研究科）では、当初の 3 年

しました。
さて、NIES に入所後 5 年目から 1 年半の間、

程度は小型の光化学反応装置（≒スモッグチャン

大気科学研究のメッカともいえる米国 Colorado

バーの小型版）を使った代替フロン類の分解反応

州 Boulder の米国海洋大気局（NOAA）大気科

や窒素酸化物系大気汚染物質の光化学反応とい

学研究所で過ごしました。
NIES に戻ってみると、

った実験室実験を続けました。その後、NIES の

社会の関心の対象が局所的な高濃度環境汚染問

研究者仲間と共同で実施するフィールド観測中

題（公害問題）から地球規模の環境問題にシフト

心の研究にシフトし、大学の研究室では窒素酸化

しようとしているところでした。このような社会

物系大気汚染物質の大気中動態の解明に定年退

的・学術的関心の変化に対応すべく NIES もこの

職まで取り組みました。この間、観測研究では何

頃、所内組織の改編を行い、私自身も入所当時に

度か研究分担者として推進費のお世話になるこ

所属した大気化学研究室から地球環境研究グル

とがありましたが、自身が推進費をもらって研究

ープ温暖化現象解明チームへと所属が替わりま

する立場になった初めの頃（今から 20 年程前）

した。同時期に政府の環境関連の研究・技術開発

は、予算の執行が可能となるのが年度末になって

予算が一本化され、環境庁が主務官庁となって予

であったり、個々の消耗品までもリストした積算

算配分を調整する「地球環境研究総合推進費」(名

書を求められたりで、学内の経理担当者から「扱

称が正確ではないかもしれません)が立ち上がり

い難い研究補助金ですね」と文句を言われたり、

ました（と、私は理解しています）
。その中で温

いろいろと経験をしました。それでも、研究予算

暖化現象解明分野の推進費予算については、地球

がなければ何もできない訳で、何とかやりくりす

温暖化に関係する生物地球科学的なプロセスに

る方策を工夫してもらいながらやり過ごしまし

ついて研究を実施している研究グループを日本

た。

全国からピックアップし、推進費予算を配分して

それらの経験が、今後現在の PO としての仕事

研究をしてもらっていました。その予算の配分先

に活かされ、推進費を受けられる研究者の方々の

をピックアップする作業のお手伝いが、新たに私

お役に立つことができるよう、この原稿を書きな

が所属することになった研究チームの（総合研究

がら改めて思いを新たにしています。

官の）主要な役割の一つであることを、しばらく
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環境省の環境研究総合推進費のプログラムオ

こと、そしてなによりも、アウシュビッツの強制

フィサーとして、この協会にお世話になって、気

収容所があるところであろう。科学の面では、地

がつけば 5 年が過ぎている。年をとれば、年月の

動説を唱えたコペルニクがおり、女性で 2 回もノ

経過速度は加速度的に増すとは言われているが、

ーベル賞を受賞している、マリー・キューリー婦

まさに実感しているこのごろである。やめてみて

人の生まれたところである。面積は 31 万 km2 で、

感じることは様々あるが、あまり過去を振り返っ

わが国より狭いのである。もっと広い国だと思っ

てもしかたがない。

ていたが、日本というのは意外に広い国だと言う

私は、たまたまこの協会ニュースの編集をされ

ことだろう。ただし、前述の通り、南部をのぞけ

ている H さんが、すぐななめ後ろに座っている

ばほとんどが平地であるため、人間が利用できる

せいもあり、協会ニュースの随筆の原稿がないと

土地としては、日本より遙かに大きい。ちなみに、

いう深いため息を聞くことが多い。女性に弱い私

日本は平地が 3 割しかないため、ポーランドの半

としては、どうしてもほってはおけず、ついつい

分以下になってしまうのである。人口は 3,800 万

随筆の原稿を引き受けることが多くなり、ここ 5

ほどで、日本の 3 分の１ほど、日本の倍の平地に

年間では、おそらく最も多く執筆していると思わ

3 分の 1 の人口なのだから、当然人口密度は低い。

れる。退職すればもう恥（？）もかかなくて済む

今回は、手軽で安価な団体パック旅行であり、

と思っていたら、さすがは H さん、退職する方

旅行の売りも「ショパンと古都クラクフそしてア

には、1 編ずつ書いてもらうことになっておりま

ウシュビッツ」であり、その意味でもそれほど見

すとのお言葉。やれやれ、ただではやめさせても

る場所はないのかもしれない。連休前と言うこと

らえないようである。

で、比較的安く組まれているようだ。本当は、家

さて、何を書けばよいかとあれこれ悩んでいる

内だけが出かけたかったのであろうが、一人だと

うちに、時はあっという間にたってしまい、5 月

割り増しをとられるのが惜しいということで、お

号の締め切りは過ぎてしまった。そこで、おそる

供を仰せつかってしまった。以前、この随筆で、

おそる H さんに尋ねたところ、いつでもいいで

同じような理由でブータンに出かけたことを書

すよ、とのこと。そこで、退職でようやく時間が

かせていただいたが、今回も、妻にひかれてポー

できたこともあり、妻にせがまれて訪れた、ポー

ランド参りという所である。私自身は、あまり海

ランドのことなどを書き記して遅れたお詫びと

外旅行は好きではないのだが、これまでのように、

しようと思う。

仕事が忙しいからと言う殺し文句が使えなくな
ったため、逃れられなくなってしまったわけであ

ポーランドについて

る。

ポーランドという国については、行ってみるま

行ってみてわかったことであるが、ポーランド

では意外に具体的なイメージが浮かばなかった。

というのは、平らな国という意味だそうである。

ドイツとロシアの間にあるのだが、地図の上でも

初めての海外観光が、山岳の国ブータンであった

やや曖昧な位置を示している。有名なものとして

のに対し、2 回目の今回は、平坦な国ということ

は、ピアノの詩人、ショパンの生まれたところで

で、かなり極端に異なる国を訪れたことになる。

あり、ショパンコンクールが開かれているという
こと、それから、たびたびの戦乱で戦場になった
5

になる。ワルシャワのホテルに到着したのは、夜
の 11 時半であった。その日はとにかく寝るしか
ないので、ホテルでおとなしく寝た。
翌朝は、時差の関係もあったが、朝にちゃんと
起きることができた。といっても、かなり早い時
間である。窓から外を眺めると、庭の池にはマガ
モが遊んでおり、ほとんどの樹木はまだ葉を開い
ていない（写真 1）が、リンゴの仲間と思われる
花が見られた（写真 2）。それでもすでに散歩し
ている人もおり、元気なおじいさん M さんは、

＜写真 1＞

マラソンをしてきたそうである。朝食まで時間が

ワルシャワへ

あるので、我々も近くを散歩することにした。ホ

旅行グループは 27 人と、かなり大人数である

テルは、ワルシャワの郊外にあるので、周辺に高

が、ポーランドのようなマイナーな国に来る人々

いビルはなく、広々とした住宅地が広がっている

は、かなりの海外旅行のベテランが多く、私と同

（写真 3）。どのような建物が多いのか、眺めな

年代か、それ以上の人たちである。しかも、カッ

がら歩き回り、写真などを撮っていたら、不審そ

プルがほとんどいないのである。ポーランドの首

うな顔をした男が近づいてきて、何をとっている

都はワルシャワである。今回は、羽田発でフラン

のだという顔をする。ポーランド語はもちろんわ

クフルトで乗り換えることになる。羽田発 14 時

からないが、観光で来ており、あそこのホテルに

5 分で、フランクフルトには 18 時 50 分に着くの

滞在しているのだといったら、納得した顔をして

で、時計の上では 5 時間弱で着く勘定だが、実際

いた。考えてみると、知らない人間が、普通の住

は 7 時間の時差があるため、12 時間ということ

宅を写真に撮っていたら、不審に思うのは当然か

であり、フランクフルトからワルシャワまでが 1

もしれない。

時間半なので、あわせて 13 時間ほどかかること

＜写真 2＞

＜写真 3＞
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（つづく）

前号では今年度 3 年目に入る「交通」と「建築

能エネルギー・自立分散型エネルギー」と「バイ

物等」の低炭素化技術開発分野の 10 課題を紹介

オマス・循環資源」の 10 課題を紹介します。

しました。今回は、同様に 3 年目に入る「再生可

＜再生可能エネルギー・自立分散型エネルギー低炭素化技術開発分野＞
◎3-1：管水路用マイクロ水力発電の高効率化、低コスト化、パッケージ化に関する技術開発
（H25-H27 ダイキン工業(株)）
上水道や工業用水路で、上流から下流に向かっ

50 万円／kW、維持費 4 万円／年、実用段階単純

て落差があるところであれば、水力発電が可能で

焼却年 5 年を目標としています。さらに、こうし

す。本課題では、こうした未利用水力を最大限に

た能力の異なる 2 台を組み合わせた運転による

活用できる管水路用マイクロ水力発電システム

分析・評価も実施される予定です。実現への期待

の技術開発を目的としています。図 3-1 に示す高

も高く、できるだけ早い実用化を願います。

効率な省ジスプロシウム(Dy)を極めたネオジム
永久磁石採用同期発電機、縦型インラインポンプ
逆転水車と発電コントロー
ラをパッケージ化すること
で、発電電力量を最大化し、
設置スペース、導入コスト、
メンテナンスコストを最小
化する経済性の高いマイク
ロ水力発電システムの開発
と実証を目指しています。
水車径φ150mm‐発電能力
22kW とφ200mm‐75kW
の、
能力の異なる 2 種の実証
試験で、実用化段階コスト

図 3-1 管水路用マイクロ水力発電システム (22kW クラス)
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◎3-2：温泉発電における温泉熱利用効率の向上とノンフロン系媒体の安全性検証等による CO2 排出削減
対策強化のための技術開発（H25-H27 地熱技術開発(株)）
タービンの回転で発電するには、高圧、高温

は、冷却水で冷やしてすべてを液体にしますか

の蒸気が必要です。多くの電力を得るためには、

ら、沸点が低い水－アンモニア系は液化しにく

液体ポンプで高圧とし、その後、加熱し蒸発さ

く不利です。この不利を補うため、本システム

せ、さらに高い温度に過熱し、タービンに供給

（図 3-2 右）では、蒸発器で発生した水－アンモ

します。その際、タービン出口の圧力をできる

ニア蒸気を分離塔で、純アンモニアに近い成分

だけ低くします。水を用いると、蒸発の始めか

と水を多く含む成分に分け、後者の温度を熱回

ら終りまで高温度の熱が必要です
（図 3-2 左）
が、

収器で下げて、低温低濃度アンモニア水とし、

本課題で用いているような、水－アンモニア混

タービンより排出されてきたアンモニアを吸収

合物の場合には、蒸発は低い温度から始まりま

させて低圧とする工夫をしています。
2 年目にあたる昨年度末では、
1 分当たり 200L

す。そのため、気相側には濃いアンモニアの蒸
気が出て、また液相側は次第に水分が多くなり、

の熱水( 98℃)と 8kg の湯煙蒸気で 46kW の発電

沸点が高くなっていくので、熱を広い温度範囲

端出力が得られています。目標は最大出力 87kW、

で利用できるのが利点です。

年平均出力約 70kW です。

一方、タービン出口の圧力を低くするために

図 3-2 温泉発電システム (左)水－アンモニア混合物の蒸発特性、(右)システム系統図

◎3-3：小型で高効率な波力発電システムに関わる技術開発・実証事業

(H25-H27 三井造船(株))

波堤より 90m 程沖に設置し、実証を進めていま

日本は海に囲まれていますから、波力発電のポ
テンシャルは高いと言えます。図 3-3 左図、中図

す（図 3-3：右写真）
。

に示すように、海底の支持台より立ち上がった胴

波高が非常に高いときには、フロートの速度に

体（杭）の側面に設けたラックとフロート（幅

応じて回生抵抗を与え、電力を取り出します（抵

2.5m, 奥行 3.2m, 高さ 3.0m）内のピニオンに支

抗制御）
。理論的には、フロートの変位（高さ) が

えられ、波の上下運動に伴ってフロートも上下運

その位置での波の変位（高さ）より 90°遅れてい

動します。この運動をフロート内の発電機に伝え

るときの発電量が最大です。この理想の状態に近

ることで発電します。現在、この装置を大洗の防

づけるためには、波が高さ 0（＝平均波高）に向
8

かうとき、フロートは最高あるいは最低に向かう

す（吸収制御、同調制御とも言う）。このように

のが望ましく、そこでのフロートの速度は 0 なの

効率を向上させて、定格 20kW、発電効率 40%

で、回生（発電）を強くし、速度 0 に向かわせま

を目標としています。

す。一方、波の高さが 0 から最高あるいは最低に

海洋での実証実験は陸上とは違った困難があ

向かうとき、フロートは高さ 0 に向かい、速度が

るのでしょうが、本課題での実証試験を通して、

最大になっていくことが望ましいので、発電した

波力発電の新しい道が開かれることを期待して

電力の一部をあえてフロートの加速に利用しま

います。

図 3-3：小型波力発電システム (左)支持台-胴体-フロートの位置関係、(中)フロート上下運動を受け持つラックとピニオン、
(右)現場の写真

◎3-4：太陽熱温水器・下水熱回収ヒートポンプ技術を利用した消化プロセスのエネルギー高効率化シ
ステム開発 （H25-H27 大阪市立大学）

図 3-4：消化ガスの高収率化を目指した下水処理システム (左)現在の稼働システム、(右側点線内)本実証システム
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本課題では、下水処理場でカーボンニュートラ

および不足熱補填のための消化ガスボイラを統

ルなエネルギーとして発電等に有効活用できる

合した新たな下水熱活用システムを構築し、生産

消化ガスをできるだけ多く生産することを目的

した消化ガスを熱・電気の需要地で有効利用する

としています。

システム開発を行っています。

大阪市中浜下水処理場に設置されている試験

現在、
消化プロセスを有する下水処理場は 16%

用高温（55℃）消化槽を利用して、図 3-4 の赤い

に留まっており、処理場規模が小さくコストメリ

点線内に示すように、高温消化槽の加熱用の温水

ットが少ないことや消化槽の建設コストが高い

熱源として (i)下水処理水からの熱回収、(iv) 高

ことが障害となっています。本システムの導入に

温消化槽から排出される汚泥からの高温熱回収、

より、発電に回せる消化ガス量を増やせることで、

(iii) 水熱源ヒートポンプによるそれら回収され

中小規模の下水処理場であっても消化プロセス

た熱の有効活用、さらに、(ii)太陽熱温水利用、

の導入が容易になると想定されます。

◎3-5：水平／垂直設置向け斜入射特化型太陽電池開発 （H25-H27 (株)クリーンベンチャー21）
一般的な平板の太陽電池は斜入射の太陽光に

直設置も可能です。下段右はビル・マンションへ

対して発電量が低下します。本課題では、図 3-5

の設置イメージを示しています。

上段中央に示すように、反射鏡とシリコン球 （直

平板型太陽電池に比べて、発電量当たりのパネ

径 1mm）を組み合わせたモジュールに対して、

ル重量は重くなりますが、面積当たりの発電量は

上段右に示す反射鏡の光学シミュレーションに

平板型を超えていて、今年度はパネル重量やコス

より構造最適化し、さらに、上段左のように、基

トも平板型より低くすることを目標にしていま

板の曲面変形も可能になっています。これにより、

す。5cm×15cm の大型基板も製作される予定です

下段左のように屋上での水平設置も壁面への垂

ので、実用化を期待しています。

反射鏡

シリコン球

z
y

1mm
太陽電池

35度
春秋分
南中時

x

55度
太陽電池

建築物

図 3-5：斜入射特化型太陽電池 (上段左と中央)球状 PV モジュールとその構造、(上段右)光学シミュレーション、
(左下)パネル設置イメージ、(右下)ビル・マンションへの設置イメージ
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◎3-6：安定・高効率に熱電供給を実現できる次世代天然ガスコージェネシステムの技術開発
（H25-H27 千葉大学）
天然ガスを燃料とした、高効率で熱と電力を供給できる
1MW クラスのコジェネシステムはすでに稼働しています。本
課題では、低温プラズマリアクタと低温プラズマ点火系と筒内
圧力測定用センサを持ったシステム（図 3-6）で、(1)等温燃焼
制御と過給器の性能向上と冷却水系統の制御によって更なる
15%の熱効率の向上と 5%の排熱エネルギーの増大、(2)低温プ
ラズマ技術に基づく点火プラグ長寿命化によるメンテナンス
期間の倍増と長寿命ラジカル供給による未燃メタンの 90%削
減、(3)燃料成分変化対応制御と筒内圧計測による燃焼制御によ
って、指定された熱と電力の比率でフレキシブルな運転を可能
にすることを目的としています。
図 3-6：高効率ガスエンジンのシステム構成

＜バイオマス・循環資源低炭素化技術開発分野＞
◎4-1：食品系廃棄物の中規模バイオガス化システムの実用化技術開発 (H25-H27 三菱マテリアル(株))
本課題では、食品系廃棄物のバイオガス化システムについて、収集からメタン発酵、バイオガスの利用、
及び発酵液、残差の処理／利用までのシステム全体について、最適化の検討と実証試験を行っています。
その結果を基に、経済性、CO2 削減の観点から汎用性を持った中規模（10～30t／日) のバイオガスシス
テム構築と、事業モデルを構築することになっています。
特に、排水、残渣類の処理について、排水処理における自治体のインフラ（下水処理場）の活用、及び
残渣（廃プラ、汚泥等
処理におけるセメント
工場の活用) によるシ
ステムの最適化と、そ

⑤システム評価
・システム全体の評価
(CO2、ｴﾈﾙｷﾞｰ効率、廃棄物量、コスト）
・10～30t/日規模の最適処理システム、
事業モデル（パターン）の構築

下水処理場
（自治体）

れに必要な利用技術開
発とその実証を行って
います。
この実証結果を基に、
2016 年には 10～30t／
日の実プラント計画を
策定し、2017 年度には
実プラント設計、製作、

発酵液
収集運搬業者
・産廃
・事業系一廃

食品
廃棄物

前処理

メタン
発酵

①最適収集・分別シス
テム構築、モデル化
・在荷情報の可視化
及び管理

バイオガス

②メタン発酵液処理における下水処理
施設の利用技術開発
・下水処理施設処理能力、処理状況調査
・受入条件調査
・必要な排水処理技術開発
脱水

排水処理

精製→発電

処理水

電力
汚泥

廃プラ
④10～30t/日規模低ｺｽﾄ・低環境負荷
ﾊﾞｲｵｶﾞｽ化ｼｽﾃﾑの設計と実証
・10～30t/日実プラント基本設計
・1t/日実証機による試験
・各要素技術の検証

試運転、本格運転に向

燃料塊製造

廃プラ
燃料塊

セメント
工場

③残渣、廃プラ利用技術開発
・脱水後汚泥性状調査
・廃プラ（実廃棄物）性状調査
・セメント工場受入条件との適合性確認
・利用技術開発

バイオガス化実証プラント（1t/日）

かう計画です。

図 4-1：中規模バイオガス化実証試験のシステム構成
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◎4-2：バイオマスの熱分解による低コスト型液体・気体燃料製造技術の研究開発
（H25-H27 明和工業(株)）
本課題では、バイオマスを簡易なアップドラフ

ので、長時間運転を続けても、回収率は低下しな

ト型ガス化により、図 4-2 下に示すように、残渣

いという結果を得ています。

の炭化物は燃料、土壌改良剤、吸着資材として、

こうした比較的手軽な方法でタール除去が可能

簡単な冷却での液化分は酢液として利用します。

になれば、簡易で低コストなアップドラフト型炉

タール回収装置では液体燃料を捕集し、気体燃料

が採用可能となり、ガス清浄も低コストで達成で

はガスエンジンで電力と熱を供給します。タール

きるので、安定・確実なガス利用の実現が可能と

回収装置としては、タール含有ガスにバイオオイ

なります。

ルを接触させて回収する方法と、粒状チ
ャーに接触させて回収する方法を試み
ています。図 4-2 上に前者のバイオオイ
ルによるタールの回収率を示していま
す。バイオオイルの温度が 50℃のとき
にバイオ回収率が最も高く、またタール
成分とバイオオイルの性質が似ている
(1)バイオマスの熱分解・タール回収システムの技術開発

バイオマス

(2)ガス利用システムの技術開発

熱分解

冷却塔

タール回収
装置

炭化物

酢液

液体燃料
（タール）
バーナー

・燃料
・土壌改良材
・吸着資材（浄化）

(3)タール利用
技術開発

気体燃料
（ガス）

ガス
エンジン

電気

熱

(4)トータルシステム技術開発
（最適化・商用仕様確立）

（ﾊﾞｳｽ暖房／工業用ﾎﾞｲﾗ等）

図 4-2：低コストで簡易な熱分解・液体燃料・気体燃料利用システム (上)バイオオイル循環によるタール除去、
(下)系統図

◎4-3：バイオマス／廃棄物利用・高温空気タービン発電システムの開発
（H25-H27 (一財)エネルギー総合工学研究所）
バイオマス発電、廃棄物発電の分野では、小規

図 4-3 上段に示すように、焼却炉から出た

模な収集拠点へ設置可能な発電設備の開発が望

850℃の排ガスを熱交換器に送り、圧縮機で加圧

まれています。本課題では、小型で高効率、低コ

した 121℃、2.4 気圧の空気を 740℃まで加熱し、

ストで高信頼性を備えた発電技術として、高温空

タービンで 22kW の発電をします。タービンを通

気タービン発電システムを開発しています。

過する気体は燃焼ガスではなく空気ですので、汚
12

れの心配がない点が特徴です。このタービンから

の高速タービン発電ユニットと、大面積プレート

排出された 575℃の空気は焼却炉の燃焼用に利

式熱交換器を備えた 20kW クラスの発電システ

用されます。

ムを製作し、木質バイオマスを燃料として、発電
効率 20%を達成することを目標としています。

トラックの荷台に載る規模のシステムに（図
4-3 下段左）
、ガス軸受式、永久磁石発電機直結

図 4-3：バイオマス/廃棄物利用高温空気タービン (上)発電システムフロー、(下)発電システム概略図

◎4-4：バイオマス高比率混焼による石炭焚火力 CO2 排出原単位半減に向けた先進的システムの実証
（H25-H27 (株)IHI）
この課題は、国内に多数ある 500MW クラス石

備の仕様検討・設計・主要機器の要素試験を経て、

炭火力発電所へのバイオマス導入を促進し、林業

実証試験を実施します。この商用設備を利用して

関係者に未利用材等の積極的な出材への取り組

の実証実験がこの課題の最重要事項です。そのた

みを促すことを目的としています。本課題では、

めに、(2) バーナ・ミルシステムを改良し、混焼

商用石炭火力発電所でのそうした取り組みを可

率 50%を超える燃焼試験を大型燃焼試験設備（図

能にしていくために、ボトルネックとされている

4-4 下段中央) で実施し、実証試験での利用につ

次 の 3 課 題 に 取 り 組 ん で い ま す 。 (1) 商 用

なげます。(3) (1)での実証を可能にするためのバ

150MW 発電所（図 4-4 下段右）での混焼関連設

イオマス燃料供給システムの実証を行います。ま
13

た、燃料の持続性（森林資源保全）が保たれるよ

スとの混焼は必須となるでしょう。同時に、日本

うに、山元からの収集から輸送、加工、燃焼のト

の森林は多くが急斜面にあり、手つかずの状況で

ータルプランを策定し、それに基づいて燃料を実

老木が増えていているため、山を災害から守る点

際に供給するという計画です。

からも木材の利用を進める新しいシステムを創

世界のエネルギー資源量から見て、石炭の利用

出していかなければならない状況にあります。本

は欠かせません。一方、CO2 排出が多い点は欠点

課題がそれに向けて、一つの解を与えてくれるこ

です。そこで、カーボンニュートラルなバイオマ

とを期待しています。

バイオマス燃料供給システム

バイオマス
バイオマス
バンカ
バンカ
ミル
ミル

脱硝

空気予熱器

脱硝

空気予熱器

石炭
石炭
バンカ
バンカ

火炉
火炉
バーナ
バーナ

電気
集塵機
電気
集塵機

ミル
ミル

バイオマス燃料形態の最適化

煙突
脱硫
煙突

脱硫
大気

効率的な集材

大気

未利用材の利用

広域バイオマス収集

バイオマス混焼
ボイラシステム

図 4-4：バイオマス混焼トータルシステムフローと課題分担、(左)バイオマス燃料供給システム、(右上)バイオマス混焼燃焼シス
テム、(下段中央)IHI 所有大型燃焼試験設備、(下段右)実証で用いる 150MW 混焼ボイラシステム (新日鐵住金釜石発電所)

以上、再エネとバイオの 2 つの分野の課題を紹

きなくなってしまうからです。

介してきました。先月紹介しました交通や建築物

技術開発のもっとも重要な部分の開発に成功

の分野では、製品としての‘もの’を造り上げて

し、その周辺を開発しながら実用化を図ろうと希

いく組み立て産業の色彩が濃かったのですが、再

望しながら、国の事業への申請経験がなく、迷わ

エネやバイオではものを製造する‘システム’を

れておられる事業者がありましたら、環境省に直

造りあげていく装置産業の形が多くなっていま

接、相談されるのもよいし、筆者の協会にご相談

す。先月、この環境省の事業に適する形として、

いただくことも可能です。

最も重要な構成要素の開発は応募前に終えてお

CO2 排出削減は、これから 10 年、20 年と重要

くことが望ましいと書きましたが、そのことは今

な課題です。この事業がそうした課題に貢献でき

回のような装置産業型の研究開発では更に当て

るよう、多くの事業者にこの事業について知って

はまります。実証のために、周辺機器と接続して

いただき、有望な案件でご応募いただけることを

いきますと、それぞれの要素装置での運転できる

願っています。

条件は次第に狭くなって、広い範囲での実験がで
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8(金)：環境推進費 戦略課題の拡大テーマリーダー会合に

22（金）：環境推進費 アド会合に出席（つくば）

出席（国連大学）

25（月）：会誌打合せ

9(土)：環境推進費 シンポジウム「季節を読む-予測科学の

27（水）：温対事業 検討会に出席（東京）

最前線」に出席（東京大学山上会館）

会誌打合せ（藤沢）

11(月)：環境推進費 打合せ（環境省）

28（木）：理事会を開催（山上会館）

12（火）：温対事業 ウェブ関連打合せ（環境省）

温対事業 担当課題の打合せ（環境省）

13（水）：環境推進費 戦略 FS 再ヒアリングを開催（全日通霞

29（金）：会誌打合せ（東京）

ヶ関ビル）
環境推進費 担当課題の打合せ（環境省）

＊環境推進費：環境研究総合推進費研究管理・検討事業

18（月）：環境推進費 アドバイザリーボード（アド）会合に出席

温対事業：CO2 排出削減対策強化誘導型技術開発・実証

（神戸）

事業

環境推進費 研究分担者会合に出席（久留米）
20(水)：温対事業 担当課題の打合せ（環境省）

〒110-0005 東京都台東区上野 1-4-4
TEL：03-5812-2105
FAX：03-5812-2106
E-mail：airies@airies.or.jp

(日本学術会議協力学術研究団体)

Homepage：http://www.airies.or.jp
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