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今夏の記録的な暑さについて、気象庁異常気象分析

検討会の中村尚会長が「異常な状態、極端な状態だっ

たといって差し支えない」との見解を示しましたが、梅雨

入りが早かったこともあり、長く暑い夏が続いています。 

記録的なのはコロナ感染も同様で、第 7波は第 6波

を凌駕し過去最大規模で、感染者数も死亡者数も世界

第一位という日が続きました。2 年前の 4 月に最初の

緊急事態宣言が出された時より数字的にははるかに深

刻なはずですが、街中も観光地もコロナ以前の人出に

戻りつつあります。ワクチンや治療薬があるという安心

感に加え、リスクを冒してでもそろそろ以前の生活を取

り戻したいという意識が働いているのでしょうか。 

感染が減少しつつあるヨーロッパでは、コロナ禍で航

空会社が体制を縮小していた中で海外旅行客が急増

したため、飛行機の遅延等が問題になっていました。日

本への観光客は依然として少ないものの、制限が緩和

されれば急増する可能性がありそうです。 

外国人に人気の観光地の一つに北海道のニセコが

ありますが、そこにあるコンドミニアムを NHK の「クロー

ズアップ現代」がとりあげていました。そのコンドミニア

ムは 1泊 350万円もし、法定最低賃金で 1日 8時間

365 日休みなく働いても到達しない金額ですが、運営

会社によると欧米の富裕層にとっては決して高くはない

ということだそうです。 

確かに世界で最も高いホテルは、15万ドル（約 2千

万円）という報告もあります（https://wealthygorilla. 

com/most-expensive-hotels/）。そのホテルは海中

の潜水艦の中にあるということなので、誰もが泊まって

みたいとは思わないかもしれませが、2 番目が 10 万ド

ル（ラスベガスの Empathy Suite at The Palms）、3

番目でも 8 万ドル（ジュネーブの The Royal 

Penthouse – Hotel President Wilson） だそうで、

これらと比較すれば 350万円は高いとは言えません。 

 しかし、世界では、戦争、干ばつ、山火事、洪水等で

悲惨な目にあっている人も多い中で、お金は使ってこそ

経済が回るとはいえ、釈然としない思いが残ります。さら

に、ニセコの場合は、観光客の急増に対応するための

上水道整備費を地元の倶知安町が賄いきれなくなって

きているということです。少なくとも外部不経済を内部化

し、悪影響を抑制する仕組づくりが必要なのは地球環

境問題と同様のようです。 

さて、協会の業務ですが、二次公募が行われた「地

域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技術開発

実証事業」は、8 月下旬に各専門委員会ヒアリングが

行われ、9月には採択事業が決まります。  

環境研究総合推進費に関連する業務については、9

月に企画委員会、推進委員会等が開催されます。その

後 9月 16日に、令和 5年度新規課題の公募が環境

再生保全機構から行われます（https://www.erca. 

go.jp/suishinhi/koubo/r05_koubo_1.html）。令

和 4年度新規採択公募から、それまでの上限 4,000

万円の環境問題対応型研究の公募区分に加え、上限

2,000万円の公募区分ができており、中堅クラスの研

究者や実験等に多額の資金を必要としない人文社会

系研究者が応募しやすくなったと考えられます。 

各種会合は、オンラインまたはハイブリッドで行われて

きていますが、コロナ感染者激増の中で、全面オンライ

ンが中心になってきています。会場参加者とオンライン

参加者の公平性の観点や運営面のシンプルさの観点

から、丁々発止の議論が期待される場合を除いてはオ

ンライン会議が好まれることになっていくかもしれません。 

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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本号では前回に引き続き、再生可能エネルギー分野

の本年度終了予定事業 5件のうち 3件を紹介する。第

1、第 2 の記事は、再生可能エネルギーを蓄える技術

（蓄電池、水素）に関わる技術開発・実証であり R3 年

度採択課題である。第 3 の記事は、海洋エネルギー発

電に関する R2年度採択課題である。 

本稿では、事業者が作成した資料を引用しつつ紹介

する。図表の掲載を許可下さり、原稿の校正の労をとっ

て下さったことに対し、事業者には謝意を表したい。 

標題の事業者名は、代表事業者名を表示しているが、

共同実施者名を文末に記載した。 

なお、海洋エネルギー発電に関する第 3 の記事は、

村木正昭 POが執筆を担当した。 

本事業は、R3 年度まで実施した「CO2 排出削減対

策強化誘導型技術開発・実証事業」を継承しているが、

終 了 し た 事 業 内 容 は 、 事 業 デ ー タ ベ ー ス

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

_funds/db/)より配信している。参照をお勧めしたい。

 

◎エッジデーターセンター向けのサーキュラー型蓄電システムの技術開発 

(R３～R４年度 株式会社リコー) 

 

1859 年に発明された蓄電池(二次電池；充電して

再利用できる電池)は、1960 年代からのガソリン燃料

自動車普及とともに鉛蓄電池として発展し、モバイル機

器のニッケル水素電池やリチウムイオン電池、据置用、

可搬用および電気自動車用などの大容量電池、自然

災害等による広域ブラックアウトへのバックアップ電源

など、様々な分野で活用されている。2020 年 10 月、

臨時国会で「2050 年カーボンニュートラル宣言」が出

され、太陽光発電(PV)、風力発電などの変動する再生

可能エネルギーを電気として貯め、安定化電源とするた

めの機器としての重要度が上昇している。系統電力網

の負荷を蓄電池で平準化し、エネルギー構成を見直す

議論が活発に行われている。 

電力の消費をセクターごとに見てみると、情報化社会

の進展に伴い、4 年ごとに倍化しているデーターセンタ

ー(DC)の消費電力が問題視され、それは世界の全消

費電力の 2%を消費している。IoT、AI、スマートシティ

ー、自動運転車、5G通信、クラウドサービス、デジタル通

貨の拡大に伴い、その消費電力は膨大となっている。

DCは、サーバ(CPU、メモリなど)、ストレージ、ネットワー

クスイッチを主要機器とし、電力を供給するための電源

設備(トランス、コンバーター、インバーター、無停電電源

装置(UPS))、空調設備がシステム環境を提供している。 

DCの消費電力問題はかなり深刻であり、US主要プ

ロバイダー 5 社 (Amazon 、 Apple 、 Facebook 、

Google、Microsoft)中 4社は、石炭・重油・LNGを燃

料とする火力発電源から脱却し PV、風力発電などの再

生可能エネルギー利用技術を開発する方向を強化して

いる。我が国では、再生可能エネルギーの導入が現在

進行形であり、US のように大掛かりで再生可能エネル

ギーで DC を稼働させることは、時期尚早と見做されて

いる。 

データ生成・消費が行われているネットワークのエッ

ジにある DCは、エッジデーターセンター(エッジ DC)と

呼ばれている。定義は様々であるが、この事業では、 大

規模 DC と末端の間のレスポンス速度を改善するた

めに末端近くに設置される小規模な DC をエッジ DC

と呼んでいる。本事業で対象としているエッジ DCの市

場は、DC の 0.5%程度の規模であるとしている（令和

３年度業務成果報告書）。 

再生可能エネルギーの一つである PV及び蓄電源を

用い、余剰電力の有効利用を実現すれば、CO2 削減に
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寄与し得るが、蓄電源であるリチウムイオン電池(LIB)

が高価であり、普及の妨げになっている。代表事業者は、

環境省の 2018年度 CO2 型リサイクル等設備技術実

証事業を実施し、「ハイブリッド車用リチウムイオン電池

のリマニュファクチャリング検証」報告書(2019 年 2

月)を提出、ハイブリッド電気自動車(HEV) の LIB を

車載以外の定置用の製品にリマニュファクチャリングし、

循環利用することで CO2 削減を図る技術を検証して

いる。 

本事業では、HEV や電気自動車(EV)に搭載された

LIB を低コストでリユースし、エッジ DC、延いては他の

電力運用システムに適用するために必要な技術開発を

行い、実証評価することを目的としている。図 1（A）にシ

ステム環境、（B）にシステム構成を示す。エッジ DC を

想定した負荷を稼働させるに要する電力量を PV、蓄電

池、エネルギーマネージメントシステム(EMS)で供給す

ることを考えている。 

開発要素 A1：超低コスト電池リユース技術の開発；

A2：多種リユース電池混在蓄電システムの開発；BC：

開発要素のシステム統合と実用化に向けたその他の要

素開発とその実証を設定し取り組んでいる。 

本課題は、標記代表事業者が全開発要素を担当し

ているが、LIB 回収、LIB 輸送、LIB 最終処理、ビネス

モデルなどはパートナー企業の協力を得て進めている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎副産物の有効活用によるグリーン水素サプライチェーン構築に向けたシステム開発 

(R３～R４年度 アサヒプリテック株式会社) 

 

水素は、利用時にCO2を排出しないため、カーボンニ

ュートラル実現に向け、新時代のエネルギーとして注目

されている。我が国では、2017年度に水素基本戦略を

立ち上げ、2030年度に水素コスト 30円/Nm3を達成

し、その後 20 円/Nm3を目指すというビジョンを掲げて

いる (https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/saisei 

_energy/pdf/hydrogen_basic_strategy.pdf)。 

2022年 3月時点で水素価格は、 化石資源由来水

素が 9.8円/Nm3、水電解由来水素は 49 円/Nm3と

分析されている (https://lenemas.com/h2-cost-

target/)。 

化石資源由来水素は、現時点では、主として液化水

素の輸入による調達が進められているが、2022 年 5

月に LNG を輸入し、国内においてこれを改質し水素製

造する事業が立ち上げられている。輸入依存性の高い

化石資源由来水素は、安価であり、技術成果の普及・

拡大が加速度的に進行中である。 

化石燃料から水素を作る際に CO2 が生成するがこ

れを大気放出すればグレー水素、CCS に依って地中貯

留すればブルー水素と呼ばれる。我が国は、2015～

2020年度までの 6年間、オーストラリアとの間で褐炭

水素プロジェクトを実施し褐炭ガス化技術(水素製造と

CCS)、液化水素輸送技術、液化水素荷役技術を実証

図1：エッジデーターセンター向けのサーキュラ

ー型蓄電システムの技術開発 
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し、現在、輸入を促進している。水素は、ブルー水素であ

る。我が国の CCS は、Brundtland 報告書として著名

な Our Common Future(1987)が出版された頃、か

なり踏み込んだ技術開発のレベルにあった。RITE（地

球環境産業技術研究機構）が 2003 年、長岡市 CO2

実証圧入試験を実施している。2016 年から苫小牧市

で CO₂圧入試験が行われているが、CCS と大規模地

震との関係を危惧する声もあり、CCS 技術の実証は、

加速度が出ない状況にある。技術開発の経緯を辿ると、

オーストラリアの CCS に対し我が国の CCS 技術の貢

献は少なくないと予想する。オーストラリアの CCSは、オ

ーストラリアの CO2削減量に実績を積み上げている。さ

らに、ウクライナ問題が示すように輸入水素は、コスト、

供給ともに変化しやすいというリスクを抱えている。国内

で水素を製造する技術開発の方向性を強化することは

重要と思われる。 

水を電気分解し、水素と酸素に還元することで生産

される水素は、製造過程を含めて CO2の発生量が殆ど

なく、グリーン水素と呼ばれている。水の電気分解は、

1789 年にオランダで最初に実証されたが、我が国で

は、1923 年に延岡市において水力発電の電気を用い

アンモニア原料としての水電解水素が生産されている。

当時、水電解によって生産する水素のコストが高いこと

が問題視されていたが、最終生成物であるアンモニア

のコストがこれを make-upできたために工業化例とし

て記録されている。1960 年代には炭化水素の部分酸

化や水蒸気改質によって安価な水素が入手可能となり

水電解水素は、アンモニア合成には向けられなくなった。

水電解からの水素生成は、自立した工業生産としては

難しく、コストメリットのある副産物の生成と組み合わせ

ることで実行可能解を見出し得るという経験則がある

ように思われる。アンモニア原料の水電解水素であるが、

副産物のアンモニアというパートナーを失った後、副産

物ではないが電力会社から余剰電力を水素に変換、貯

蔵するような要請があり、電解水素はエネルギーを貯め

る媒体として利用されていた。 

その後、反応器の改良、電極の開発、電源の変更、省

エネの推進などによって、現在 49 円/Nm3 にまで至っ

ている。装置の大型化、モジュール化、膜や触媒の開発、

要素技術の実装、柔軟な運転技術開発などを目指し、

多くの企業、自治体等がこの課題と向き合っているが、

コスト削減は、かなりの難題であるように見受けられる。 

本技術開発では、副産物を有効利用することで経済合

理的なグリーン水素のサプライチェーンを 2030 年より

早期の実現を目指すことを目標としている。 

技術開発要素には、副産物併産型水電解システムの

開発、副産物併産型水電解システム用自動運転基盤

技術の開発、ビジネススキームの確立、開発要素のシス

テム統合とその実証を掲げている。廃棄物発電の余剰

電力を使用し、水/排水の電気分解を実施し、水素の生

成および副産物の生成を実証しようとしている。これに

より、2030 年の国の水素目標価格 30 円/Nm3以下

の早期実現を目指している。 

代表事業者であるアサヒプリテックは、貴金属リサイ

クル事業と環境保全事業を展開しており、廃棄物焼却

発電設備を有している。本課題は、標記代表事業者お

よび共同実施者(エフシー開発 (株)、(株)X-Scientia、

三井住友信託銀行(株)) の連携事業として進めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2：副産物の有効活用によるグリーン水素サプライチェーン構築に向けたシステム開発 
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◎インテリジェント吸波式波力発電による地域経済循環ビジネスモデル実証事業  

(R2～R４年度 株式会社マリンエナジー) 

 

波力発電は大きく可動物体型、超波型と振動水柱型

に分類でき、インテリジェント吸波式波力発電は振動水

柱型に属する。波のエネルギー密度は太陽光や風力に

比べて大きいにもかかわらず、海洋に設置する関係上

設備コストやメンテナンスコストが高くなるため、振動水

柱型を含めて波力発電は太陽光発電や風力発電のよ

うに再生可能エネルギー源に現在はなっていない。振

動水柱型の波力発電の仕組みは、波が上下する動きに

対応した水柱の動きを空気の動きに替える１次変換と、

空気の動きでタービンを回転させ、直結した発電機に

伝えて発電する２次変換からなるが、この事業では１次

変換と 2次変換のそれぞれに対して以下に示す技術開

発を挙げ、振動水柱型波力発電の高いと言われるコス

トの課題と高効率で発電可能な波条件が限られるとい

う課題の解決を目的としている。 

 

I. 低コストかつ安全な波吸収変換部（１次変換）の開

発 

インテリジェント吸波式波力発電をスリット式防波堤

に設置することにより、従来の防波堤機能を損なわず、

さらに波力発電の再生可能エネルギー発電や吸波特

性による防波性能を向上させる。また、空気室内で上下

に動く水柱の周期と空気の振動の周期が一致すると波

のエネルギーを効率よくタービンに伝えることから、低波

時（波高３m以下、周期11秒以下）には短周期の波で

共振する垂直運動に、高波時（波高3以上、周期11秒

以上）には長周期の波で共振する斜め運動となる構造

としている（図3）。これにより高効率で運転可能な波条

件の範囲を広げ、電量のアップを目指す。 

 

II. AI 機能を有する高効率タンデムタービン発電機（２

次変換）の開発 

インテリジェント吸波式波力発電設備には２つの空気

の流路があり、それぞれに異なる特徴を持つ衝動タービ

ン（図 4 左）とウェールズタービン（図 4右）を設計・設

置している。これら２種類のタービンは空気流の流れ方

向が反対になっても回転方向が変わらないという特徴

を持っている。低波時には衝動タービンのみで低速回

転で運転し、高波時には衝動タービンとウェールズター

ビンをそれぞれ低速回転と高速回転で運転できるよう

に、空気量システムに取り付けられた複数のセンサーデ

ータから機械学習（AI）を行い、波高に応じてタービン

の 1台運転と 2台運転の切り替えを可能にしたタービ

ン発電機システムを開発した。これにより、従来よりも発

電出力のアップを目指している。また、従来検出できな

かった設置地域直近の海象情報が得られることで防災

性の向上にも寄与する装置となることが期待される。 

釜石港湾口防波堤に実証試験機（出力２０kW）を設

置し（図5）、７月３１日から実証試験を開始している。基

本設計は研究機関・大学により行い、地域に合わせた

設計・製作・施工を地元企業・自治体を中心に行うこと

 

図 3：振動水柱型波力発電システム模式図 

 

図 4：(左)衝動タービン、(右) ウェールズタービン 

 

図 5：実証機（釜石港湾口防波堤） 
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で、地域産業の振興と電源の活用を行いながら、地域

企業が主体となって海洋資源を利活用していくオープ

ンプラットフォームネットワークを構築し、その一つとして

本事業では実証を通じて地域でエネルギー利用を最

適化するエネルギー利用技術の実現を目指している。 

本課題は、標記代表事業者および共同実施者（東京

大学先端科学研究センター、足利大学、（国法）海上・

港湾・航空技術研究所、（一社）ブローホール波力発電

機構、（公財）釜石・大槌地域産業育成センター）の連

携事業として進めている。本稿の写真や図を提供いた

だいた（株）マリンエナジーに謝意を表する。 

 

 

 

 

 

編者の稲盛氏は、２０代でセラミックの会社を立ち上

げ、今日の京セラを築き、６０代で第二電電の DDIを作

り、今日の KDDIに育て上げた。８０代には JALの再建

に取り組み、２年で黒字化を図り見事に再建を果たした。

昭和の松下幸之助氏に並びうる平成の稀代の経営者

といえよう。 

とりわけセラミック技術の太陽光パネルは、地球環境

を救うとして性能改善とその事業化に取り組んだ彼の

先見性が評価される。 

筆者も今年、その導入を決断した。パネルと蓄電池及

び電気自動車への給電気の３点セットで３４０万円の出

費である。年金生活者には痛いが、二酸化炭素排出ゼ

ロに向けては避けられないだろう。 

 さて、稲盛和夫氏の話に戻ると、彼は鹿児島大学工学

部を卒業し２７歳で２８人の工場を経営することになる。

経営の素人が悪戦苦闘して経営哲学を築いた。それは

京セラフィロソフィーと言われるもので 次のような構成

になっている。 

 第 1節 京セラビジョン 

 第 2節 京セラの人間性 

 第 3節 京セラマンの考え方 

彼の経営哲学と言われるものである。すなわち人間と

して何が正しいかの判断で決断すること。DDI 設立に

際しては「動機善なるか、私心なかりしか」を自問し、通

信事業の公共性を考えて、全く経験の浅い分野に乗り

出したのである。従業員の幸福を経営の目的とし、経営

手法としてはアメーバー管理手法を導入した。 

アメーバー管理手法とは、部署ごとに経費を計算して

採算を考える会計手法である。JAL の再生に際しては

飛行航路毎の採算を考えて赤字航路の廃止などを決

定し、２年で黒字化達成に貢献している。それまでの

JAL は親方日の丸の放漫経営であり、政治的な航路も

存在していたのである。その辺の詳細は、山崎豊子の

「沈まぬ太陽」に詳しく述べられている。 

当方も、薬学を修めたものだが、５０歳で経営学部に

乗り込んでいくことになった。環境庁秘書課に、経営学

部で環境経営を教えてもらいたいという依頼が寄せら

れたからである。マラソンの高橋尚子を生んだ大阪学

院大学商学部の名前を消して、新しい経営学部を生み

出そうということであった。環境経営とは環境に配慮し

た経営ということであるが、当時は方向性が全くわから

なかった 。幸い、筆者が大学に入って２年後に

ISO14001（環境マネジメントシステム規格）が発行さ

れ、外圧として企業に環境経営が要請されるようになっ

た。そして我が国には中小企業が多いことから、簡易版

ISO と言える「エコアクション２１」を環境庁とともに作

成し、その普及に尽力した。 

稲盛氏の経営哲学は、多くの中小企業経営者のバイ

ブルとなり、各地に盛和塾が生まれ広く普及しているの

だ。その東洋的な考えが中国や韓国にも受け入れられ、

盛和塾がそれらの国々にも生まれている。 

我が国のグローバル企業にも稲盛氏の経営哲学が

広まって、短期的な利益を追い求める経営から、人間を

大事にする経営に転換していくことを期待している。（了）
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8/1(月)：CO2対策事業 環境省打合せ（Web会議） 

4(木)：CO2対策事業 打合せ（Web会議） 

8(月)：推進費制度 戦略フィージビリティスタディ(FS)検討専

門部会（第 2回）を開催（Web会議） 

CO2対策事業 検討会に出席（Web会議） 

9(火)：CO2対策事業 打合せ（Web会議） 

17(水)：推進費制度 環境省打合せ（協会） 

19(金)：CO2対策事業 パンフレット打合せ（Web会議） 

22(月)：CO2対策事業 環境省打合せ（Web会議） 

CO2対策事業 打合せ（Web会議） 

23(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 3回）を開催（Web会議） 

CO2 対策事業 二次公募ヒアリング（バイオマス・循環資

源分野）を開催（AP虎ノ門）（Web会議） 

24(水)：CO2 対策事業 二次公募ヒアリング（再エネ分野）を

開催（AP虎ノ門）（Web会議） 

26(金)：エコアクション 21 中間審査（協会） 

29(月)：CO2 対策事業 二次公募ヒアリング（社会システム分

野）を開催（AP虎ノ門）（Web会議）  

30(火)：CO2対策事業 打合せ（Web会議） 

31(水)：CO2対策事業 打合せ（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：地域共創・セクター横断型カーボンニュート

ラル技術開発・実証事業  
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