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今年の夏は終わりが近づきつつありますが、新規

コロナ感染者数は関東地方などで減少の兆しが見

えなくもないものの、依然として高水準です。 

ワクチン接種が進み、2 回の接種を終えた人が 4

割を超えており、10月頃には 7割になりそうです。

しかし、以前は 6～7 割で集団免疫が達成できると

言われていたものの、感染力の強いデルタ株の出現

により、その目安は 8 割を大きく超え 9 割に近づき

つつあると米国感染症学会の 8月 3日のブリーフで

報告されていました。 

8月末時点での 100万人当たりの過去１週間の新

規感染者数を「worldometer」で見てみると、既に

2 回の接種を 62%が受けているイギリスでは 3,420

人、72%のデンマークが 1,137 人、77%のアイスラ

ンドが 1,536 人で、接種率が 45%の日本の 1,213 人

と比較してみても、確かに 7 割程度では集団免疫は

達成できそうにありません。  

ワクチン接種は重症化を防ぐ効果があり着実に

進めていく必要があるものの、集団免疫が達成でき

るとしてもかなり時間がかかりそうなので、他の対

策も強化しないと先が見通せない日々が続きそう

です。そうした中で、接種率が 22%に過ぎないニュ

ージーランドの数値は 93 人にとどまっています。

8 月半ばに１人の感染が確認されただけでロックダ

ウンするなど厳しい措置が功を奏しているのでし

ょう。 

対策の強化は経済活動等に影響を及ぼすので、コ

ロナ対策のための規制と経済活動等のせめぎあい

が生じ、バランスのとり方が難しいところです。日

本より新規感染者数が多いイギリスが大幅な規制

緩和を行った一方で、同じように英語を話し、イギ

リス国王を元首とするニュージーランドは1人の新

規感染でロックダウンしており、民主主義国家でも

各国の取り組みに大きな開きがあります。リーダー

の意向が強く反映されているのでしょうか。 

ところで、先日、地下鉄の某有名進学塾の広告に、

SDGs のうち環境問題にかかわる目標 13（気候変

動）、14（陸の豊かさ）、15（海の豊かさ）に関する

質問が出ていました。中学入試対策問題ですが、こ

うした問題で鍛えられた小学生が大人になり為政

者になったら、環境問題に対する国の方針はどう変

わるのでしょうか。 

さて、協会の主要業務ですが、コロナの影響など

で例年以上に 8 月に各種会議が集中しました。環境

研究総合推進費関係では、8 月に追跡評価や戦略研

究に関する専門部会が開催されましたが、9 月上旬

には親委員会にあたる企画委員会が開かれます。

CO2排出削減対策技術開発実証関係では、令和 3 年

度二次公募の新規採択審査のための各分科会が8月

半ばに開かれ、9 月上旬の評価委員会で新規採択事

業が決まります。 

学術誌については、「アジア太平洋地域の持続可

能な消費生産パターン」（英文）、「気候変動長期モニ

タリング」（和文）を今年度中に、「循環と共生から

の地域環境イノベーション」（和文）、地方環境研究

所特集号（和文）、「日本の 2050 年脱炭素シナリオ」

（和文）、「Role of Asia in the world towards net-

zero; from global perspective」（英文）を来年度に

発行すべく準備中です。 

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。
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インドの町なかで、牛の次にのうのうとしている

動物は犬といってよいでしょう。ダージリンやシッ

キムも例外ではなく、犬同士が野放図にじゃれあっ

ている姿がしばしば（写真 1）。野良なのか放し飼い

なのか、そんな区分けはあまり意味はなさそうです

が、たまたまこの犬の横腹には落書きがあり、意味

不明ながらいちおう飼い主の目印なのかもしれま

せん。また、たまたま訪れたゴンパ（チベット仏教

僧院）の庭でも、数匹の犬が昼寝しており（写真 2）。

ゴンパ側も、観光客に忖度して犬を追い出すなどと

いうことはしていないようです。 

さらに歩いてゆくと、なんと小屋の屋根でワン君

が寝そべっておりました（写真 3）。完全に猫の領域

を侵害しています。ヘミングウェイの短編「キリマ

ンジャロの雪」では、その山頂付近に遺骸をさらし

たヒョウが「何を求めてここまで登ったのか、理由

は誰にもわからない」という文があり、文豪は、自

身のダンディズムをこのヒョウに重ね合わせて表

現しています。ところが、このワン君にその役割は

どうみても無理で、単にのうのうとしているだけで

す。 

申し遅れましたが、ダージリンは標高 2000 メー

トルで英国人が別荘地として発展させ、さらに中国

から茶の苗を持ち込んで紅茶農園が斜面に点在し、

その向こうには世界第三の高峰カンチェンジュン

ガ（中国名：五大宝蔵）が氷河をいただいてそびえ

ています。筆者はもともと山歩きが好きで、一生の

うちには軽めのヒマラヤトレッキングにチャレン

ジしてみたいな、くらいに思っておりました。とこ

ろが、心臓の僧帽弁閉鎖不全症という疾患がみつか

って 60 歳過ぎに手術を受け、完治はしたのですが、

さすがに高地での運動は無謀と諦めた経緯があり

ます。せめて普通のツアーでヒマラヤを拝めればと

いうことで、この日の朝、標高 2500 メートルほど

にあるタイガーヒルという展望スポットでカンチ

 

写真１：ダージリン郊外の道端で（2015 年 11 月 

 

 

写真２：とあるゴンパ（チベット仏教僧院）の庭で昼寝す

る犬たち 

 

 

写真３：屋根の上で日なたぼっこする犬とダージリンの

眺望 
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ェンジュンガに映える御来光を拝むことができま

した（写真 4）。 

自分的にはこの体験はまさに感涙ものだったの

ですが、町に戻ってみると、このワン君がさしたる

努力もせずに毎日高峰を眺めているのには羨望さ

らには嫉妬の念がムラムラと。まあ、そこは自制し

て、ちょっと生態学的な考察を進めてみましょう。

彼の屋根上の日向ぼっこはネコの領域を侵害して

いるのではないか？おおげさにいうと、ネコの生態

学的ニッチェにはみ出しているのではないか？ 

こんなことを考えながら歩いていると、道端でニ

ワトリの母親が雛をつれて歩いているのにでくわ

しました（写真 5）。母親が黒っぽい羽色をしている

のにならって雛まで黒っぽいのが面白いところで

す。ところで、この母子ものうのうとしている感が

ありましたが、例えば猫に襲われたりしないのか？

「猫も杓子も」のたとえ通り、ここでは猫ものうの

うとしていることは想像に難くないのですが、その

ことは猫が雛を捕食したいという欲求を自制でき

ることを意味しません。これらの疑問から筆者が立

てた仮説は、犬が野放図になることで猫が圧迫され、

本来猫に圧迫されるはずの鶏がのびのびできるよ

うになった、というものです。すなわち生態学上の

トップダウンコントロール的な発想なのですが、た

ったの一例でいい加減なことをいうのも危ういの

で、この辺で若干唐突のきらいはありますが、記憶

によみがえってきた山の話に戻しましょう。 

カンチェンジュンガの西方にヤルンカンという

支峰があります。1970 年代に日本の山岳会がこの

初登頂に成功したのですが、アタック隊のうちの松

田隊員が下山中に行方不明になるという遭難事故

をともなったものでした。その頃、筆者は某大学で

修行中の身でしたが、酔いに任せて「もう一軒いこ

う」というようなノリにまかせることがたびたびあ

りました。思いだしたのはある店のママさんのコメ

ント「うちら、ランプさんて呼ばせてもろてたけど、

ランプさん何度か来てくれてそこの椅子にすわっ

てはった」。松田隊員はこのようなニックネームで

親しまれていたのでありましょう。注釈を加えると、

かつての東芝の主要製品の１つが白熱電球で、その

商標名が「マツダランプ」。これはゾロアスター教の

最高神であり光の神であるアフラマズダを冠した

もので、商品にもマツダランプと明記してありまし

た。世の移り変わりとともに、国民的に親しまれて

いた言葉もフェイドアウトし、記憶にも注釈が欠か

せなくなってゆきますね。 

話がとりとめもなくなり、筆者自身どこに落とし

どころを見出すかに苦労しているところですが、筆

者にしてもこの屋根上ワン君にしても、ヘミングウ

ェイ的なダンディズムには程遠いものの、ヒマラヤ

の一端を拝めたのはよしとしなければなりません。

最後は漱石の猫にしめてもらうこととしましょう。

「南無阿弥陀仏。ありがたい。ありがたい。」

 

 

 

写真 4：朝日に映えるカンチェンジュンガ峰 

 

 

写真 5：道端で遊ぶ母ニワトリと雛どりたち 
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～脱炭素社会に向けた地域資源活用･循環型経済分野(バイオマスの利活用･資源循環)～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

本 CO2排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事

業は、CO2排出量削減の推進と地球温暖化対策の強

化に貢献することを目的として、エネルギー対策特

別会計による予算を財源とする公募型事業です。 

2020 年度より開始する事業は 2 類型（「オープン

イノベーション型優先テーマ枠」、「ボトムアップ型

分野別技術開発・実証枠」）に分けられ、さらに後者

は、従来の 5 対象分野を 2 分野（「社会変革分野」、

「地域資源活用・循環型経済分野」)に再編されまし

た。 

2021 年 9 月号から、ボトムアップ型分野別技術

開発・実証枠で実施している課題を紹介しています

が、本号では、引き続き、「地域資源活用･循環型経

済分野」の中で、バイオマスの利活用･資源循環に係

わる技術開発・実証事業を紹介します。 

バイオマスの利活用･資源循環分野では、現在、6

課題の事業が進行中です。その中に平成 31 年度に

開始して 3 年目（最終年次）を迎えた実証事業が 1

課題あります。本号では、その事業を紹介します。 

なお、環境省の本実証事業のホームページ 

(https://www.env･go.jp/earth/ondanka/cpttv- 

funds/index.html）には、本事業の概要、実施課

題のデータベース、公募情報、パンフレット等が

掲載されておりますのでご参照下さい。

＜脱炭素社会に向けた地域資源活用･循環型経済分野(バイオマスの利活用･資源循環)＞ 

◎ビール工場排水処理由来高純度バイオメタンガス燃料電池発電システム技術開発実証事業 

（H31～R3年度 三井住友ファイナンス＆リース株式会社） 

 

本事業は、CO2 排出削減対策強化誘導型技術開

発・実証事業における補助事業として実施しており、

三井住友ファイナンス&リース（株）（以下、MSFL）

と、アサヒグループホールディングス（株）（以下、

アサヒ GHD）が連携して、ビール工場の排水処理

工程から排出されるバイオメタンガス（以下、バイ

オガス）を燃料電池に供給して、CO2発生量の少な

いクリーンな電力および熱を回収するシステムを

確立することを目的としています。MSFL は課題

代表者として事業全体の取り纏めを行い、アサヒ

GHD は共同実施者として技術開発実証の実務を担

当しています。 

アサヒ GHD では、国内にあるビール工場や飲料

工場に嫌気性排水処理設備を導入しており、製造工

程で出る大量の排水をメタン発酵法により処理し、

そこからバイオガスを得ています。バイオガスはメ

タンが主成分であり、カーボンニュートラルな資源

です。現在、バイオガスをタービンやエンジンなど

で燃焼することで、電力や熱エネルギーとして再利

用されていますが、さらに高効率に発電をするため

に、燃料電池の燃料（水素源）としてバイオガスを

活用することを検討してきました。 

 

〇バイオガスの精製プロセスの開発 

しかし、燃料電池の燃料源として、排水処理工程

で発生するバイオガスを用いるには、バイオガスを

高純度に精製することが不可欠です。燃料中に不純

物が存在すると、微量でも燃料電池の電極成分と反

応し、電極面に膜を形成したり、電極そのものと反

応して電極を不活性化してしまい、発電できなくな

ります。この燃料電池を不活性化する不純物には

様々なものがありますが、ビール工場排水に存在す

る不純物は硫化水素（H2S）などの硫黄系成分が主

であることから、これらを低コストで高純度に除去
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（脱硫）できる精製プロセスの開発に取り組んでき

ました。そのプロセスとして、3 段階の脱硫ステッ

プ（①水酸化ナトリウムと反応させる湿式処理、②

活性炭に吸着させる乾式処理、③水分を完全に除去

する脱水処理）から構成される精製装置を整備し、

実際に工場排水から得られたバイオガスを精製し

た結果、H2S は機器で検出できる下限値未満まで除

去できていることが確認できました（図 1）。 

精製したバイオガスを、実際に燃料電池発電に用

いた場合の性能を検証するため、九州大学次世代燃

料電池産学連携研究センターと共同で試験用固体

酸化物形燃料電池（Solid Oxide Fuel Cell 、以下 

SOFC）を用いた発電試験を実施し、ほぼ一定の電

圧を維持しながら、実用に耐えうる長時間の連続発

電に成功し、かつ、不純物による発電阻害も見られ

なかったため、精製メタンガスが燃料電池の発電燃

料として、実用可能であることを確認しました。 

 

〇ビール工場での実証試験 

この成果を、実際のビール工場で実証することが

本事業の目的です。そのために、アサヒビール茨城

工場（茨城県守谷市）にバイオガスの精製設備と三

菱パワー（株）製の 200kW クラスの SOFC 

『MEGAMIE』 を導入して、実証試験を進めてい

ます（図 2）。コロナ禍で設備の設置整備に若干の遅

滞が生じましたが、実証試験は順調に進み、現在最

終段階を迎えています。 

実証試験に用いる SOFC は、通常都市ガスを燃料

として CO2 発生量の少ないクリーンな電力および

熱を供給するものですが、本事業ではビール工場排

水由来バイオガスを燃料として利用する初めての

ケースとなり、バイオガスの精製設備と組み合わせ

ることで、大幅な CO2排出量の低減が期待でき、工

場排水から得られるバイオガスを動力源とした燃

料電池発電技術の確立を目指しています。この設備

が稼働すると、発電出力 200kW として年間発電量

約 160 万 kWh（一般世帯約 350 戸分）の電力を

供給することが可能となり、これにより年間 1,000 

トン程度の CO2 排出量削減が見込まれます。 

 

〇社会実装への展開 

本事業で開発された技術の社会実装のために具

体的なスキームを紹介します。 

アサヒ GHD は、食品業界をはじめ技術を活用可

能な業界へ幅広く普及させるため、本事業で得られ

たバイオガス精製や設備導入に必要な技術に関し

て、特許を取得することなく、可能な限り情報を公

開するとしています。また、SOFC の製造販売を担

う三菱パワーは、今回の実証事業より得られたデー

タをもとに、ビール工場はもとより、様々な未利用

のエネルギー源を活用できる発電システムへの展

 

 

図 1：バイオガスの精製工程 
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開をはかります。MSFL は、リースをはじめとす

る各種ファイナンスサービスを提供することで、

設備投資にかかる資金提供や初期費用の抑制な

ど、燃料電池の普及を支援することとしていま

す。 

MSFL、アサヒ GHD、三菱パワーは、それぞれ

の強みを活かし、SOFC をはじめとする CO2排出

量削減のための技術開発、および普及を促進さ

せ、持続可能な地球環境の実現に貢献することと

しています。 

なお、本稿作成に当たり、事業者には、図表の

使用や文章の校正などにご協力頂きました。

 

 

 

 

  

 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

当協会では、毎月「AIRIES メールニュース」というメールマガジンを配信しています。 

このメルマガでは、協会が受託している事業内容の情報等を載せています。 

現在、購読希望者を募集しています。配信をご希望の方は、お名前とメールアドレスをご記入

のうえ、airies@airies.or.jp までお送りください。 

 

 

 

 

 

 

 

図 2：アサヒビール茨城工場に導入した設備全体 

（左奥：工場排水処理設備、中央：バイオガス精製設

備、右手前： SOFC ） 
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ASSOCIATION OF INTERNATIONAL RESEARCH INITIATIVES FOR 

ENVIRONMENTAL STUDIES 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

8/2(月)：推進費制度 追跡評価 打合せ（Web 会議） 

3(火)：推進費制度 環境省打合せ（協会） 

    CO2 対策事業 打合せ(Web 会議) 

4(水)：推進費制度 環境省打合せ（協会） 

CO2 対策事業 打合せ(Web 会議) 

10(火)：CO2 対策事業 2 次公募ヒアリング（交通分野）分科会

を開催(AP東京丸の内)（WEB 会議） 

11(水)：推進費制度 第 1 回 追跡評価専門部会を開催 

（Web 会議） 

12(木)：CO2 対策事業 2 次公募ヒアリング（バイオ分野）分科

会を開催(AP東京丸の内)（WEB 会議） 

16(月)：CO2 対策事業 2 次公募ヒアリング（建築分野）分科会

を開催(AP東京丸の内)（WEB 会議） 

17(火)：CO2 対策事業 2 次公募ヒアリング（社会システム分野）

分科会を開催(AP東京丸の内)（WEB 会議） 

20(金)：CO2 対策事業 打合せ(Web 会議)  

23(月)：推進費制度 R4 年度公募説明会に参加（Web会議） 

    推進費制度 PD,PA 行政ニーズ意見交換会に出席

（Web会議） 

CO2 対策事業 2 次公募ヒアリング（再エネ分野）分科

会を開催(AP東京丸の内)（WEB 会議） 

24(火)：CO2 対策事業 打合せ(Web 会議) 

25（水）：CO2 対策事業 打合せ(Web 会議) 

27(金)：CO2 対策事業 検討会に出席(Web 会議) 

CO2 対策事業 打合せ(Web 会議) 

31(火)：推進費制度 戦略研究プロジェクト構築・検討専門部会

（第 2 回）を開催（Web 会議） 

 

＊推進費制度：環境研究総合推進費制度運営・検討業務 

  CO2 対策事業：CO2 排出削減対策強化誘導型技術開発・ 

実証事業管理・検討等事業 

 

〒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 


