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あけましておめでとうございます。昨年はまこ

とに変化の多い年でありました。政治面では北朝

鮮の粛清が最も注目を集めましたが、その他、世

界各地で平和がゆらぎ不安定となっているとこ

ろはエジプトをはじめ、残念ながら多数あります。

技術や科学の面では、素粒子をめぐり大きな発展

があったのは明るいニュースとしてご承知のと

おりです。 

 このような多様な変化のなかで技術面でも多

く変化があらわれています。なかでもエネルギー

関係は環境と密接にかかわっており目をはなせ

ないところでした。原子力をどう扱うかは大問題

ですし、シェールガスの影響も重要です。学生時

代、3年か 4年の講義で石油のことが論じられま

した。当時（1959 年頃か）、「石油はまもなく枯

渇するが全く無くなるわけではない、頁岩
けつがん

に含ま

れるものをとれば、まだまだある、問題は抽出の

コストだ」と、講義をしめくくられた先生を思い

出します。現在脚光をあびているシェールガス

（とオイル）も永い歴史をもっているわけです。

シェールガスの採掘にはシェールガス層の水平

堀仕上げと水圧破砕が必要ですが、これらの技術

は G. Mitchellが中心となって開発したものであ

ります。これらの技術があって初めてシェールガ

スが商業生産（2000 年以降）可能となったとも

言われます。このような油層の存在は 1940年代

から知られており、実に長期間にわたる開発努力

を要したことがわかります。 

 省エネに有効な軽量素材のカーボンファイバ

ーも長期間の開発の成果であります。大阪工業試

験所の進藤氏の成果を実用化したものですが、東

レをはじめ多くの企業が開発に取り組みました。

日本は現在、世界でカーボンファイバーのトップ

を占めていますが、なお今後の発展が期待されて

います。 

しかし現在のような変化のはげしい時代には

長期間をかけて研究開

発をしていては意味が

ないとの批判はよく耳

にします。これは分野に

よっては事実でありま

す。しかし前出の二例は

短期決戦型の研究では

成果は出なかったであ

りましょう。ここに研究を見る目が必要となりま

す。よくある研究論によれば、発明・発見から実

用化までに大きな谷があります。いわゆる死の谷

です。これを越えられずに多くの研究は生き延び

得ないという見方は正しいと思いますが、現実に

はもっと複雑です。研究者が最初に遭遇するのは

無関心です。「それは何の意味があるのか」「何の

役に立つか」「何の関心も持てない」etc. まさに

これが落ち込めば抜けられない闇黒の死の谷で

す。これを無事に乗り越えると、次に現実の厳し

い評価が出てくる。競合する研究に比べてどうか、

他の方法より優れているか、経済的か、etc. まさ

に生存競争そのものでダーウィンの海などとい

う人もいます。問題は大体において先行する無

視・闇黒の谷の方が克服困難なことです。競争状

態に入り、打倒すべき相手がはっきりすれば、研

究者のやる気は増すことがあっても、しぼむこと

はない。死の谷のように何も見えない状態が一番

研究者をディスカレッジします。 

 それにしても研究者のタイプも重要でしょう。

実例ですが、ある研究者はその分野で名のある人

物で才気煥発のトップクラス。彼に、上司から、

ある電池に関する研究が打診される。返事はNO

であった。有望とはいえず討ち死にした先行者数

知れずだからという。その後 20 年以上たち、そ

れは研究の最先端のテーマとなっている。研究者

はカミソリ（シャープ）ではなく、ナタ（多少鈍

感）の方が良いという例として参考になります。 



 2 

 現今の技術変化は他の分野と同じか、それ以上

に早い。とりわけ IT分野の変化は早い。しかし、

その早さを追うだけでは競争にならないのでは

ないか。大きな変化をおこす研究は、山あり谷あ

り、浮沈をくり返して進むものと思われます。 

今年もよき研究を展開されることを祈りつつ、

新年のご挨拶といたします。

 

 

新年明けましておめでとうございます。本年も

よろしくお願いいたします。また、皆様のご健勝

とご発展を祈念いたします。 

夏が明けると年末までは早いですねと毎年の

ように言っていますが、昨年は、夏から秋にかけ

て、大げさに言えば人生の正念場とも言えるよう

な経験をしましたので、本当にあっという間にお

正月になってしまいました。このため、新しい年

は例年になく新鮮に感じています。仕事でも個人

的にも何か新しい展開があれば嬉しいですね。 

2 月 7 日から 23 日までの 17 日間にわたって、

ロシアのソチで冬季オリンピックが開催されま

す。ロシア（旧ソ連）でオリンピックが開催され

るのは、1980 年にモスクワで開催された夏季オ

リンピック以来です。モスクワオリンピックのと

きは、東西冷戦の時代でしたので、1979年 12月

の旧ソ連によるアフガニスタン侵攻に抗議して、

我が国を含めて 50 ヵ国近くが参加しませんでし

た。オリンピックに政治の影が大きくのしかかり

ました。今から見ると、後年の米軍によるイラク

戦争やアフガニスタン戦争だって似たようなも

のなのにと思ってしまいますが。 

このモスクワオリンピックは、「第 22回」夏季

大会でした。2月に開催されるソチオリンピック

は、奇しくも「第 22 回」冬季大会なんですね。

日本オリンピック委員会のホームページを見て

いて符合にびっくりしました。今回のソチオリン

ピックでも、米国、ドイ

ツ、フランス、ポーラン

ドなどの国々の国家首

脳が開会式に参加しな

いようですし、日本の安

倍首相も参加しないよ

うです。同性愛宣伝禁止法による人権侵害、ウク

ライナへの圧力への反発、スノーデン氏の亡命問

題などが影響しているようです。またまた政治が

影を落とす大会になってしまいました。 

12 月には、フィギュアスケートのグランプリ

ファイナルで、女子は浅田選手、男子は羽生選手

が優勝し、男子 3位の織田選手を加えて、3人が

表彰台にあがりました。2週間後に行われたソチ

オリンピック代表選考会を兼ねた全日本選手権

では、女子は鈴木選手、男子は羽生選手がそれぞ

れ初優勝を遂げました。その結果、世界でもっと

も競争の厳しい国内選考を勝ち抜いたソチオリ

ンピックのシングル代表として、男子 3人（羽生、

町田、高橋）、女子 3 人（鈴木、浅田、村上）が

決まりました。高橋選手の選出には議論のあると

ころかもしれませんが、全体として順当な選出に

終わったように思います。 

前回のバンクーバーオリンピックでは、全体で

銀メダル 3個、銅メダル 2個に終わってしまいま

したが、いろいろな種目でメダル候補がいますの

で、メダルの量産を期待したいと思います。 

猪瀬知事の辞任に伴う東京都知事選挙の投票

日が 2月 9日に決まりました。私は埼玉県民のた

め選挙の権利はありませんが、首都の知事ですの

で、ソチオリンピックによる投票率低下の可能性

をはねのけるだけのパワーをもった候補者が出

てくることを期待したいですね。 

さて、協会の業務ですが、「平成 25年度環境研

究総合推進費」については、委員による書面評価

が終わり、ヒアリングの対象となる課題が選定さ

れました。1月下旬から 2 月中旬にかけて、5つ

の研究部会と 2 つの戦略的研究開発領域課題検

討会でヒアリングと選考が行われます。 
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「地球温暖化対策技術開発等事業」については、

1 月 16 日（木）にイイノビルのカンファレンス

センターにおいて成果発表会が行われます。詳し

くは、下記「成果発表会のお知らせ」および昨年

12月16日の環境省報道発表資料をご覧ください。 

本年も引き続き、みなさまのご指導・ご支援の

ほど、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

環境省では、エネルギー起源二酸化炭素排出量

の削減を目指した対策技術の開発・実証及び普及

を推進するために、広く民間企業、公的研究機関、

大学等から提案を募集し、優れた技術開発等を促

進する「CO2排出削減対策強化誘導型技術開発・

実証事業（競争的資金）」を実施しています。 

この度、下記要領で平成 24 年度に終了した事

業の成果を、専門家だけではなく広く市民・国民

の皆様に知って頂くために、「平成 25年度地球温

暖化対策技術開発成果発表会」を開催します。 

参加を希望される方は、電子メールで、[1]氏名、

[2]勤務先、[3]電話番号、[4] E-mail アドレス 

を平成 26年 1 月 10 日（金）12:00 必着で、on

tai@airies.or.jp まで E-mail にてお申し込み下

さい。 

お申し込みの際は、E-mail のタイトルに「地

球温暖化対策技術開発成果発表会傍聴希望」と明

記して下さい。なお、希望者が定員（120 人）を

超えた場合には、受付を締め切ることがあります

ので、お早めにお申し込み下さい。 

 

連絡先：地球温暖化対策技術開発成果発表会 

事務局（当協会） 

TEL：03-5812-2105 担当：森本・工藤

 

●日時 

平成 26年 1月 16 日（木）14:00～16:50 （開場 13:40） 

●場所 イイノホール＆カンファランスセンター Room B1～3 

（東京都千代田区内幸町 2-1-1） http://www.iino.co.jp/hall/access/ 

●発表内容（予定） 

・平成 26 年度環境省重点施策（環境省地球環境局 地球温暖化対策課 神谷調整官） 

＜事業成果発表＞ 

・配送用トラックの EV術の開発・実証（株式会社東京アールアンドデー）  

・低価格・省スペース普及型ソーラーシステムの技術開発（三井ホーム株式会社）  

・温泉発電システムの開発と実証（地熱技術開発株式会社）  

・石炭焚火力の CO2排出原単位半減に向けたバイオマス高比率混焼技術の開発（株式会社 IHI） 

 

昨年の発表の様子 
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循環型社会部会（第 3分野） 

前回に引き続き、「循環型社会部会」の新規課

題 7課題を紹介します。これらの研究内容につい

ては環境省の環境研究・技術総合サイトの新聞報

道発表に関する URL

（http://www.env.go.jp/policy/kenkyu/index.ht

ml）をご参照ください。

 

◎3K133002：水素を利用したチタン合金切削屑の高効率再資源化技術の実用化研究（H25-27）       研究

代表者：近藤 勝義（大阪大学） 

 

本研究では、航空機の製造過程で発生するチタン切削

屑を再溶解せず、直接素材として高歩留りで再生でき

るリサイクル技術開発とそのスケールアップ化を目

指す。具体的には、チタン合金切削屑と水素の反応に

おいて酸素や炭素などの不純物の除去後、脆弱な水素

チタン粉末を作成し、機械粉砕によりチタン原料粉末

に仕上げる。その後、既存製法である成形・焼結・押

出し工程を経由して水素を完全除去し、目的のチタン

合金素材を創製する。主要課題は、水素化反応機構の

解明とその際の不純物除去技術、水素化チタン粉末の

緻密化成形技術、焼結過程での脱水素化技術の開発で

ある。これらの課題解決を通じて、輸送機器分野での

CO2 排出量削減に貢献するチタン合金切削屑の高効率

な再資源化製法の実用化を目指す。 

 

 

 

◎3K133004：（研究事業）バイオリアクターによる廃二次電池溶解処理液からの Mn、Ni、Co 同時回収        

研究代表者：大橋 晶良（広島大学） 

 

本研究では、研究代表者が開発したマンガン酸

化細菌を利用しての廃液等からのレアメタル回収

技術の実用化を目的にしている。具体的には、マ

ンガン酸化細菌のリアクター保持量等をこれまで

の５倍高めて、商業的に十分採算が取れるように

することを目標とした廃リチウムイオン二次電池

溶解処理溶液のバイオマンガン酸化物生成運転方

法を確立し、バイオリアクターによるレアメタル

の連続回収実験の実行を目指す。

http://www.env.go.jp/policy/kenkyu/index.html
http://www.env.go.jp/policy/kenkyu/index.html
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◎3K133006：臭化銅溶媒系を用いた使用済み電子機器からの貴金属・レアメタル回収システムの開発（H25-27）  

研究代表者：松野 泰也（東京大学） 

 

 

本研究では、臭化銅溶媒系を用い、貴金属およ

びレアメタルの溶解・回収システムを構築するこ

とを目的としている。この系はシアンや塩素など

取扱いにくい物質を用いないこと、70℃程度の温
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度において貴金属を高速で溶解可能であり、水の

添加により金属を析出させることで溶媒の再利用

が可能となり、廃水を極力生じないことなどの特

徴がある。具体的な課題としては、貴金属、レア

メタルの溶解量と溶解速度を増大させるとともに、

析出量と析出速度を増大させるための最適溶媒組

成および操作条件を探索する。さらに、金属の溶

液中での反応のメカニズムを解明し、阻害要因の

特定を行い、最終的には使用済み電子機器から貴

金属およびレアメタル回収の実装化を検討する。

本研究では、廃リチウム二次電池の溶解処理液か

らマンガン、ニッケル、コバルトを低コスト回収

するためにレアメタルの吸着性に優れているバイ

オMn酸化物を高速に生成する技術を開発する。 

 

 

◎3K133008：光エネルギーを利用した廃液からの触媒的貴金属分離・回収技術の開発（H25-27） 

研究代表者：木田 徹也 九州大学総合理工学研究院 

 

本研究では、研究代表者が見出した SiW10O40系ポ

リ酸と界面活性剤を複合化した両親媒性の有機・無機

ハイブリッド光触媒を用いて、光照射によって貴金属

イオンのみを選択的に還元し、廃液から貴金属だけを

分離・回収する低コストかつ環境負荷の少ない技術の

開発を目指す。しかし、通常ポリ酸は紫外線の領域に

しか吸収がないため、太陽光の大部分を占めている可

視光が利用でいない。そこで本課題では、光アンテナ

として半導体ナノ結晶または有機色素と複合化させ、

可視光域の有効利用を図る。 

さらに、添加材の添加や反応系の撹拌等の反応条件

の最適化によって、太陽エネルギーを有効に利用でき

る貴金属回収プロセスの確立を目指す。この技術は、

低炭素・循環型社会の実現に大きく貢献すると同時に、

貴金属の安定・持続的調達という産業的・社会的ニー

ズにも大きく貢献できる。 

 

 

 

◎K133010：生物検定法による塩素化/臭素化ダイオキシン類測定評価法の確立と高度利用に関する研究

（H25-27）  

研究代表者：鈴木 剛（(独)国立環境研究所） 

 

本研究では、ダイオキシン対策特別措置法に追

加された生物検定法を応用して、ダイオキシン類

と臭素化ダイオキシン類の測定評価法の確立と高

度利用の検証を目的としている。具体的には、①

ダイオキシン類と臭素化ダイオキシン類を分別評

価するカートリッジ型簡易前処理手法の開発、②

生物検定法適用試料である小型廃棄物焼却炉から

の排ガス、ばいじんおよび燃え殻のほか、多媒体

の既知濃度試料を用いて手法の標準化を実施、③

多媒体多検体試料の評価結果に基づくダイオキシ

ン類/臭素化ダイオキシン類のモニタリング優先度

を決める表の作成を行い、費用対効果の観点から

汎用性を考慮した GC‐HRMS 分析法に替わる新

たな分析手法としての高度利用の検証等を目指す。
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◎3K133012：微生物および粉砕・選鉱プロセスを導入した廃電子基板等からの有用金属回収システムの構築

（H25-27）       

研究代表者：宮田 直幸（秋田県立大学） 

 

本研究では、使用済電気電子機器からのレアメ

タル等有用金属の再資源化システムの構築を目的

としており、バイオリーチング等の微生物プロセ

スと粉砕・選鉱プロセスを併用して、廃電子基板

等からの多様なレアメタルの分離および選択的濃

縮技術の開発を目指す。具体的には、①廃電子基

板等のバイオリーチング技術の開発、②廃電子基

板等の浸出液からのレアメタル分離回収技術の開

発、③レアメタル回収に係る有用微生物の遺伝子

情報基盤を整備するとともに、その遺伝子情報を

基に、関与遺伝子の高発現条件の検討など微生物

プロセスの高機能化を目指す。  
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◎3J132002：無電解ニッケルめっき廃液のリサイクルシステム構築（H25-26）  

研究代表者：溝上 利文 コーア㈱)基盤技術事業化センター 

 

本事業では、無電解ニッケルめっき廃液からイ

オン交換法によってレアメタルであるニッケルを

回収するプロセスと、ニッケル回収後のリンおよ

び COD 成分を含む廃液を酸化処理して堆肥成分

であるリン酸カルシウムを製造するプロセスの実

証を行い、一連のリサイクルシステムを構築する

ことでニッケルとリン、二つの貴重な資源の再資

源化を目指す。
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2(月): 環境推進費 担当課題のアドバイザリーボード 

(アド会合)に出席(東京) 

環境推進費 現地調査（京都） 

温対事業 検討会(HV トラック関連)に出席（東京） 

3(火)：環境推進費 担当課題のアド会合に出席(東京) 

IPCC シンポジウムに参加（はまぎんホール） 

4(水)：環境推進費 担当課題のアド会合に出席 (京都) 

    環境推進費 現地調査（東京）,(秋田) 

     温対事業 検討会(空港遅延防止関連)に出席（東京） 

4(水),5(木)：環境推進費 ICA-RUS ワークショップに参加 

 (TIME24 ビル) 

5(木):環境推進費 現地調査(本庄) 

    温対事業 検討会(釜石ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ関連)に出席（東京） 

6(金): 環境推進費 担当課題のアド会合に出席(札幌), 

9(月):環境推進費 現地調査(神戸) 

10(火):環境推進費 担当課題のアド会合に出席(東京) 

11(水)：環境推進費 担当課題のアド会合に出席(東京) 

12(木)：環境推進費 担当課題のアド会合に出席(東京) 

環境推進費 現地調査(福岡) 

13(金)：環境推進費 現地調査 (東京) 

温対事業 検討会(ﾏｲｸﾛｴﾅｼﾞｰ関連)に出席（和光） 

里地里山里水元気フォーラムに参加（ﾐｭｰｼﾞｱﾑ都留） 

16(月):環境推進費 担当課題の公開研究会に出席（東京） 

環境推進費 現地調査(つくば) 

温対事業 検討会(スラブ空調関連)に出席（滋賀） 

17(火):環境推進費 担当課題のアド会合に出席(東京), 

(広島),(千葉) 

温対事業 検討会(斜杭掘関連)に出席（東京） 

17(火),18(水):温対事業 検討会(帯水層蓄熱関連)に出席 

(山形) 

18(水):環境推進費 担当課題のアド会合に出席 (横浜) 

     環境推進費 現地調査(宮崎) 

温対事業 検討会(2 軸 EtOH 関連)に出席（堺） 

19(木): 環境推進費 担当課題のアド会合に出席(東京) 

温対事業 検討会(低騒音風車関連)に出席 (東京） 

24(火):環境推進費 現地調査(つくば) 

温対事業 検討会(斜杭掘関連)に出席（東京） 

25(水):環境推進費 現地調査(つくば) 

温対事業 検討会(EV ｼｪｱﾘﾝｸﾞ関連)に出席（東京） 

26(木):環境推進費 担当課題のアド会合に出席(京都), 

(大津) 

温対事業 検討会(分散電源関連)に出席(本庄) 

27(金):仕事納め 

* 環境推進費：環境研究総合推進費 

  温対事業：CO2 排出削減対策強化誘導型技術開発・

実証事業

 

 

〒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 

 Homepage：http://www.airies.or.jp 

(日本学術会議協力学術研究団体) 

  


