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G7伊勢志摩サミットが5月26、27日に開催され

ました。 
サミット参加者は若々しく見え、実際、メルケ

ル、オランド、安倍の3氏がともに61、オバマ氏

54、他の3人は40代で、さすがに一国を代表する

となると高齢者では勤まらないのか・・と思いき

や、アメリカ大統領選の民主党候補の座を目指し

ているサンダース氏は、大統領就任式のある来年

１月時点では75で、クリントン氏は69。共和党

候補の指名獲得がほぼ確実とされているトラン

プ氏が70です。アメリカ大統領は高齢なのが普通

かというとそうではなく、オバマ大統領までの10
人の就任時の平均年齢は55です。何が起きている

のでしょうか。 
何が起きているのだろうかといえば、過激な発

言が多いトランプ氏の勢いが衰えるどころか、ト

ランプ大統領誕生が現実味を帯びてきているよ

うですね。トランプ、クリントン両氏が大統領選

を戦ったとするとどうなるか、Real Clear 
Politicsという政治ニュースサイトが、5月中旬に

行われた5つの世論調査結果をまとめて公表しま

した。同サイトは、5つの結果を単純平均して、

トランプ支持率が43.4％、クリントン支持率が

43.2％と示し、トランプがクリントンを上回った

とのマスコミ報道につながりました。ちなみに5
つの結果の内訳は、トランプ氏の3勝2敗です。 

なぜ嫌われ者のイメージが強いトランプ氏が

大きな支持を集めるのでしょう。トランプ氏の

THINK BIG: Make It Happen in Business and 
Life（2007年10月）という本では、「学歴、コネ、

頭脳、運に恵まれていなくても、大きく考えて、

あきらめずにベストを尽くしていれば成功でき

る」と実例を交えつつ説いていて、それに励まさ

れ、トランプ支持に回るという人もいるのかもし

れません。 
 他方で、「ビジネスの敵を打ちのめし完勝する

のが大好き、モットーは必ず仕返しをするという

こと、過ちを犯した人が謝ってきたら許してやれ

ばいいが二度と信頼するな」などとも書かれてい

ます。実際、アイアコッカ元フォード社長など数

多くの著名人がこっぴどくこき下ろされ、ここで

は紹介できない品のないことも書かれていたり

して、それらがさらに多くの敵を作る原因になっ

ているでしょうけれども、同時に快哉を叫ぶ人も

いるのかもしれません。 
 仮に大統領になれば、世界中に大激震が走るこ

とになるでしょうが、環境分野も例外ではあり得

ないようです。パリ協定については最低でも再交

渉すると言っていましたが、最近のノースダコタ

州（石炭・石油の産地）での演説では、キャンセ

ルする（We're going to cancel the Paris climate 
agreement）と踏み込みました。G7 伊勢志摩首

脳宣言では、「パリ協定の可能な限り早期の批准、

受諾又は承認を得るよう必要な措置をとること

にコミットする」とされていますが、トランプ大

統領になれば京都議定書の二の舞になるのでし

ょうか。 
さて、協会の業務ですが、「CO2 排出削減対策

強化誘導型技術開発・実証事業管理・検討等事業」

の二次募集が行われており、7月中旬から8月にか

け、その採択審査のための分科会と評価委員会が

開催されます。 
「環境研究総合推進費研究管理・検討事業」で

は、平成27 年度終了課題について、書面による

事後評価と終了課題成果報告書のプログラムオ

フィサーによるチェックが始まりました。平成28
年度継続課題の中間評価は、7 月下旬から8 月上

旬にかけて行われます。また、平成29年度新規課

題公募に向けた行政ニーズについての議論も始

まります。 
協会の定時社員総会は6月17日（金）に開催の

予定ですので、来月号で結果をご報告します。ま

た、学術会誌の最新号として、「火山灰が生態系

に与える影響」を間もなく発刊予定です。 
引き続き、皆様のご支援、ご協力のほど、よろ

しくお願い申し上げます。 
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4 月より環境研究総合推進費プログラムオフィ

サー（推進費 PO）を務めることになりました小野

です。よろしくお願いいたします。第 5 分野（安

全確保）を担当させていただきます。 
 私は大学院博士課程修了と同時に、国立公害研

究所（現・国立環境研究所）に勤務し、主として

大気汚染による健康影響研究を中心に研究を開始

しました。それらの研究については、すでに実際

の研究からは退いていますが、環境省の委員会等

を通じて、現在も協力させていただいています。

具体的には、大気汚染に係る環境保健サーベイラ

ンス調査や局地的大気汚染の健康影響に関する疫

学調査（SORA プロジェクト）などです。 
その後、1990 年頃より、まさに今回担当するこ

とになった環境研究総合推進費（当時は地球環境

研究総合推進費）のプロジェクトに参画し、地球

温暖化による健康影響、オゾン層破壊に伴う紫外

線増加による健康影響、といった研究を実施して

きました。前者では、熱帯性感染症の一つである

マラリアについて、中国南部に位置する雲南省、

広西壮族自治区、海南省で現地調査を実施しまし

た。調査は、私（国立環境研究所）の他、長崎大

学熱帯医学研究所（高木正洋教授、他）、群馬大学

（鈴木 守教授、他）、琉球大学（宮城一郎教授、

他）、そして、中国予防医学科学院寄生虫病研究所

（湯 林華副所長、他）と共同で実施しました。後

者については、健康影響として眼疾患（白内障、

翼状片）への影響について、金沢医科大学（故・

佐々木一之教授、他）と共同で国内、国外（オー

ストラリア、アイスランド、中国）で調査を実施

してきました。併せて、紫外線曝露状況を把握す

るための調査を、ゴルフ場キャディー、スキー場

インストラクター、小学生を対象に、国内数か所

で実施してきました。 
 その後、2003 年より、全国の主要都市（東京都、

政令指定都市）と沖縄県の協力を得て、熱中症に

よる救急搬送患者データ（沖縄県は指定医療機関

受診者データ）を使った

研究を行ってきました。 
その一環として、毎年

5 月から 9 月の間、各地

で発生した熱中症患者

の情報を国立環境研究

所のホームページから

速報として発信し、熱中

症の予防を呼びかけてきました。環境研究所ホー

ムページのアクセス数は飛躍的に増加したことか

ら、一般市民の関心は非常に高まってきてはいる

と思われますが、残念ながら熱中症患者発生数は、

2000 年当時に比べて 2010 年以降は格段に多いの

が現実です。HP からの情報発信が具体的な予防策

につながっていないことが非常に残念です。 
 ここ数年（2010 年 4 月～2016 年 3 月）は、環

境省プロジェクト「子どもの健康と環境に関する

全国調査（エコチル調査）」コアセンターでフェロ

ーとして働いておりました。エコチル調査は、胎

児期から幼児期の環境中化学物質曝露によって、

小児の発育・発達への影響をみるもので、全国 15
のユニットセンター（調査拠点）が実際の調査を

担当し、コアセンター（国立環境研究所）とメデ

ィカルサポートセンター（国立成育医療研究セン

ター）が全体面、医療面からサポートする仕組み

です。2011 年 1 月に 15 のユニットセンターで妊

婦さんを対象としたリクルートを開始し、2014 年

にリクルート終了・最後の児の出産完了と順調に

調査は進んでいます。およそ、10 万組の親子に協

力をいただき、今後参加児が 13 歳になるまでフォ

ローアップを継続していく予定です。 
 実は、私は 2009 年 4 月から 2010 年 3 月までの

1 年間、推進費 PO を務めておりました。しかしな

がら、エコチル調査のスタートに合わせて、国立

環境研究所にコアセンターが設置されることとな

り、急遽そちらへ移り、エコチル調査に専念する

ことになり、推進費 PO を退任した次第です。再
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度、推進費 PO を務めることになりましたが、2 か

月働いて、推進費を取り巻く環境はかつてとは相

当変わったと感じています。初心に戻って、推進

費 PO の業務に取り組んでいく所存ですので、よ

ろしくお願いいたします。 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
環境省の東に広がる日比谷公園には、江戸時代、

西国の雄藩、長州藩と佐賀藩の大名屋敷がありま

した。 
 
１．霞ヶ関 

環境省など中央官庁が集まる霞が関は、平安時

代には歌枕の地として多くの和歌に詠まれた風光

明媚な地でした。その後、奥州路の関所が置かれ

たことから、いつしか霞が関と云われるようにな

ったそうです。 
また、霞が関一帯は、武蔵野台地の東端・麹町

台地（標高 20ｍ）が海岸線（往時、日比谷公園は

入り江）に向かって緩やかに坂になっていたこと

から、江戸時代には霞が関は坂の名として呼ばれ、

霞が関界隈には、大名屋敷が立ち並んでいました。 
明治時代になると、明治天皇は江戸城を皇居と

しましたので、明治新政府は、天皇親政のため、

霞が関一帯の大名屋敷跡（版籍奉還で大名屋敷は

新政府の所有となっていた）を官庁街として整備

しました。ちなみに、最初に立地したのは、明治 3
年(1870)の外務省だそうです。 
 
２．大名屋敷のこと 

江戸時代、三百諸侯（藩）と云われた大名は、

参勤交代で江戸に隔年滞在しました。そのため、

江戸に、上屋敷（藩主公邸）、中屋敷（隠居や嫡子

用住居）、下屋敷（国元からの荷揚場、別荘）など

多くの屋敷を持ちました。その結果、江戸には、

約千の大名屋敷、旗本屋敷なども加え、約一万も

の庭園付きの広い屋敷が存在しました。当時、江

戸は、その人口が百万人で世界一の都市で、かつ

大庭園都市でした。 
しかしながら、明治維新後、大名屋敷は、官公

庁、学校、公園、住宅などの用地へと転用され、

急速にその姿を消していきました。 
ここで、昔の地図（江戸切絵図）で確認すると、

国会議事堂は広島・浅野家、国会前庭は彦根・井

伊家の上屋敷跡でした。 

日比谷公園、霞門（2015 年 5 月） 
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３．日比谷公園 
日比谷公園（16ha）は、長州・毛利家（36 万石）

と佐賀・鍋島家（36 万石）の上屋敷でした。明治

になると、陸軍の日比谷練兵場でしたが、官庁街

の整備とともに、砂ぼこり舞う迷惑施設となりま

した。 
近代的文化国家を目指す明治新政府は、練兵場

に替えて、首都東京を代表する西洋式公園を建造

することとしました。明治 22年(1889)のことです。 
近代的公園造りの専門家不在の中で紆余曲折が

あり、最終的に、ドイツ帰りの 34 歳の新進気鋭の

林学者・本多静六（東京帝国大学教授、1866-1952）
が設計責任者となり、明治 36 年(1903)に、日本初

の西洋式庭園として無事開園にこぎつけました。 
本多静六は、留学先ドイツでの公園を参考に、

幅広く諸先輩の意見も聞いて取り入れ、「誰でもみ

んなが楽しめる場所」を提供すべく、園内には、

回遊式の池、芝生広場、林苑、つつじ園を整備す

るとともに、音楽堂、レストランも配置しました。

開園当初から、庶民に大人気で、その後の日本の

公園造りに大きな影響を与えています。 

ここで、日比谷公園建設と云う大プロジェクト

を成功させた本多に対して、明治財界の巨頭、渋

沢栄一は、「学者にしておくには惜しい男だ」と評

しています。 
 

現在、日比谷公園は、開園から百年以上が経過

して立派に樹木が生い茂り、霞ケ関や近隣のサラ

リーマンばかりでなく、広く外国人も含め多くの

人々の貴重な都会のオアシスとなっています。 

 
 

 

 
 
 
 

前号では「交通」と「建築物等」の低炭素化技

術開発分野の 5課題を取り上げました。今回は、「再

生可能エネルギー・自立分散型エネルギー」と

「バイオマス・循環資源」の今年度 3 年目に入っ

   

大噴水                              旧管理事務所 

 
雲形池 
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た 4 課題を、私の個人的意見を交えてご紹介しま

す。 
なお、この事業の詳細、現在進行している他の

課題、および過去に実施された課題などについて

は、環境省の本事業の Web サイト

http://www.env.go.jp/earth/ondanka/cpttv_funds/
index.html をご覧ください。

 
 

＜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：集光型太陽熱発電システムに関する技術開発  （H26-28 年度：三菱日立パワーシステムズ(株)） 

 

CO2 削減に有効な再生可能エネルギー導入拡大

に向けて、太陽熱を集光（規模 1MWth）して高温

の蒸気を生成し、水蒸気タービンを駆動する発電

システムを開発しています。図 3-1 右下の給水ポ

ンプで 3MPa に加圧された水は、左下に示す線集

光のフレネル式蒸発器により、目標の 560℃の過

熱水蒸気生成に必要な熱の内の 70~80%を取り込

み、300℃近くの水蒸気となります。その後、左上

の点集光のタワー式によって目標の過熱水蒸気に

もっていきます。今回は、フレネル式とタワー式

を組み合わせたことと、タワーを低めにし、レシ

ーバーを小型にしたことにより、低コスト化を可

能にしています。こうして得られた高温度、高圧

の過熱蒸気を水蒸気タービンに送り、発電し、そ

の後、復水器で水に戻し、再び吸水ポンプへ送り

ます。水蒸気タービンによる発電の部分は十分な

経験があるので、タービンの製作はせずに、発電

性能はシミュレーションで対応します。 
 このシステム単独で発電する場合と、火力発電

と複合させ、雲による陰りの影響などを火力側の

運転条件を制御することで、総合的に最適運転を

行う場合の両者を比較します。昨年度で装置は横

浜根岸に完成し、この最終年度で低コスト化を目

指した太陽熱発電の効果が実証されることを期待

しています。 

 

 

 

 

 

図 3-1：線集光と点集光を直列に結んだ太陽熱発電システム 
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◎3-2：３D レーダー技術を活用したバードストライク対策システムの開発・実証 （H26-28 年度：キーコム（株）） 

 

本事業は、風車に接近する鳥類を図 3-2 右上に

示す高精度 3D レーダーによりデータを取り込み、

鳥の大きさ、飛翔高度、空間座標、個体数、飛翔

速度などを推定し、得られた鳥類の大きさ、季節、

飛翔パターンから接近する鳥の種類を判定し、希

少鳥類に対しては、レーダーと連動させて自動追

尾カメラにより、その鳥の画像を得ること、そし

て、衝突を回避する方策を見出すことを目的とし

ています。 
昨年度までで、高精度 3D レーダーと自動追尾カ

メラ及びここで利用するためのソフトウエアをほ

ぼ開発しました。製作したレーダーの強さは 50W

と 320W を選択できますが、320W の方は昨年度

総務省からの使用許可が下りず、50W では鶴のよ

うな大きな鳥でないと十分な精度での実測ができ

ませんでした。今年度は周波数を変えることで

320W の使用許可が得られるとのことで、これまで

の遅れを取り戻してほしいと願っています。 
この課題では、最重要の測定手段が利用できず、

特に 2 年目は目標通りには事業を進められません

でした。期間 3 年で実証まで達成するには、最重

要の要素技術は事業開始前にほぼ完成しているこ

とが必須であることを改めて思い知らされました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 3-2：3D レーダーと自動追尾カメラによる鳥類の飛翔予測 
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＜バイオマス・循環資源低炭素化技術開発分野＞ 

◎4-1：低濃度エタノール燃料使用高効率エンジン等革新的バイオエタノール利用技術の開発 

（H26-28 年度：宮古島新産業推進機構） 

 

バイオエタノールは自動車燃料への利用が計画

されましたが、日本ではほとんど進んでいません。

本課題の開発技術は、自動車用燃料への利用では

なく、改質エンジンによる発電というバイオエタ

ノールの新しい用途を提供しています。 
 本課題の前半分を図 4-1 上に示しました。サト

ウキビからの廃糖蜜を原料とし、その発酵過程で

は、耐熱・耐塩性が高く、アルコール発酵が早い

特性を持つ独自の酵母（MY17 株）を使用してい

ます。その連続発酵の技術はすでに修得していま

す。発酵生成物のエタノール濃度は約 6wt%で、こ

れを減圧蒸留システムで 40%エタノールに濃縮し

ます。このために蒸留を用いていますが、通常の

スチームを熱源とした蒸留ではなく、塔頂から出

てくる 40%エタノール蒸気を圧縮

機で加圧し、その際の温度上昇を利

用して、この加温された蒸気を蒸留

塔のリボイラに送り、その凝縮熱に

よって蒸留に必要な蒸発熱を与え

るという新しい方法を開発してい

ます。 
 得られた 40%エタノールを図

4-1 下 の改質反応器で、エタノー

ル 1 分子と水 1 分子を反応させ、4
分子のH2と2分子のCOとします。

この反応は比較的低温度で進む吸

熱反応で、反応熱はエンジン排気に

より供給されます。取り込まれた熱

は、その分増量された高温度の燃焼熱としてエン

ジン内で放出されるために、発電量が増加します。

火花エンジンではすでに動力変換効率 45%を達成

していて、今年度は動力変換効率 50%の達成が期

待されています。 
 なお、上の図の左の残渣酵母は家畜飼料化、ま

た、残渣液は有機肥料化の利用を考えています。 
 このシステムはバイオマスからのエタノールを

自動車燃料ではなく、直接発電に利用する点と、

上述の 2 つの省エネ技術を開発している点と、さ

らに、バイオマス利用で付きまとう複雑な分離操

作がない点で、実用化の可能性は高いと判断され

ます。廃糖蜜と類似な原料の探索も進められてい

ます。 

 

 

 

◎4-2：国内製糖工場廃棄物からの有価物製造による GHG 削減技術実証 （H26-28 年度：東レ(株)） 

 
鹿児島県の喜界島では、1 年当たりサトウキビ 9

万 t から砂糖 1.2 万 t と廃糖蜜 2,800t が生産され

ています。このとき、搾汁残渣のバガスがでます。

そのうち2.1万 tはボイラー燃焼でエネルギー源に

利用し、2,800t が余剰バガスとして出ます。 

 この余剰バガスを約 10 気圧、170℃の熱水に微

少の空気を送り込んで水熱処理すると、2 層に分か

れます。上澄み液は、図 4-2 上のフローに示す C6
画分として、糖化酵素を加えて、図 4-2 下の要素

技術 1 の図の糖化槽で反応させ、その生成物に廃

 
 

 

酵母(MY17株)

発酵槽

廃糖蜜

熱回収

6% ｴﾀﾉｰﾙ 

発酵液
 蒸留器

残渣酵母

残渣液

圧縮機

リボイラ

40kPa 100kPa

 　40%ｴﾀﾉｰﾙ液
(エンジン燃料)

蒸留塔

エンジン

改質反応器

発電機

燃焼空気

エンジン排気

触媒層

反応熱供給
排気

C2H5OH + n H2O

 40%ｴﾀﾉｰﾙ 4 H2+2 CO +(n -1) H2O

燃焼熱増加
電力

図 4-1：廃糖蜜を原料とした発電システム (上）廃糖蜜より 40%エタノール製造

のプロセス (下）燃焼熱が増量された燃料によるエンジンでの発電 
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糖蜜を加え、フィルタープレスで糖化残渣を除き、

MF 膜、UF 膜を透過し、汚れ成分が除かれます。

次に、要素技術 2 で酵母が加えられ、エタノール

発酵を進めて、MF 膜を透過したエタノール発酵液

を蒸留・脱水して製品のエタノールとなります。 
 水熱処理の下層分は、要素技術 3 の膜分離(UF
膜)により、膜濃縮液はさらに濃縮され、オリゴ糖

となります。膜透過液は樹脂によりポリフェノー

ルを抽出し、それを溶出してポリフェノールとし

ます。 

 これにより、エタノール単独生産の場合には、

90%エタノールの製造コストは 180 円/L になりま

すが、オリゴ糖とポリフェノールの有価物の併産

で 70 円以下を目標としています。今年度は各要素

技術の長時間運転を目指しています。 
 この課題は鹿児島県の喜界島の生産をベースに

想定され、製糖工場内で発生した副生成物を有価

な食品等として生産し、エタノール燃料のコスト

を低減する点では理にかなっているといえます。

4-1 の宮古島、4-2 の喜界島ともに、地場産業の育

成の一環として実用化が期待されます。

 

 
 
 
CO2排出削減は、これから 10 年、20 年とます

ます重要な課題となります。この事業がそうした

課題に貢献できるよう、多くの事業者にこの事業

について知っていただき、有望な案件をご応募い

ただけることを願っています。技術開発のもっと

も重要な部分の開発に成功し、その周辺技術の開

発を進め、実用化を図ろうと希望しながら、国の

事業への申請経験がなく、迷われておられる事業

者がありましたら、環境省に相談されるのもよい

ですし、筆者の協会にご相談いただくことも可能

です。お待ちしております。 

 

図 4-2：バガスと廃糖蜜を原料にオリゴ糖とポリ

フェノールを併産するエタノール製造 (上）シス

テムフロー (下左）要素技術の詳細 
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9(月)：環境推進費 環境省、PD,PO 打合せ（環境省） 

18(水)：第１回通常理事会を開催（大手町） 

19(木)：CO2 対策事業 打合せ（協会） 

20(金)：国連大学シンポジウム「石炭火力の課題に迫る」に

参加（国連大学） 

26(木)：環境推進費 戦略研究課題アドバイザリーボード（ア

ド）会合に出席（神戸）  

31(火)：環境推進費 アド会合に出席（つくば） 

環境推進費 現地調査（町田） 

 

＊環境推進費：環境研究総合推進費研究管理・検討事業 

CO2 対策事業：CO2 排出削減対策強化誘導型技術開発・

実証事業 

 

  
 

  
 

協会ニュースに会員からの投稿を募集中！  
 

協会会員相互の交流の場として、会員の皆様からご執筆頂いた文章を掲載する「AIRIES
随筆」コーナーを設けております。内容は近況報告、趣味、雑感、研究状況、協会業務の

改善の提案等、また、法人会員の場合には活動の紹介も含め、協会ニュースの１頁程度（約

1,300 字程度）を想定しています。 
なお、本協会ニュースは、会員の皆様に配布されると同時に協会のホームページに公開

されますので、ご承知おき下さい。 
 

〒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) 


