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技術の概要

従来技術・競合技術との⽐較

想定される⽤途

特徴

炭化⽔素ガスのプラズマ分解を利⽤した⽔素⽣成法
総合理⼯学研究院・助教・⼤宅諒

■ メタン（CH4）ガスをプラズマに導入すると、プラズマ粒子（電子やイオン）と衝突して、メタン（CH4）は分解する.  ⇒ 水素（H）が生成する.

メタンの分解過程メタンガスのプラズマ分解実験

【従来技術】 水蒸気改質法 ： 高温の水蒸気とメタンの化学反応から水素を生成する手法 （CH4+H2O→CO+3H2）

■ 低炭素社会への貢献

■ 核融合発電の研究開発に貢献

(例) 自動車の排気ガスや、発電所・工場から排出される炭化水素ガスを分解し、高い効率で水素を生成する.

温室効果ガスの排出を減らすと同時に水素エネルギーを生成できる

核融合発電炉の燃料サイクルの要素技術として利用

(例) 反応炉からの排気ガスに含まれる炭化水素を分解し、未反応の燃料（重水素やトリチウム）を抽出・回収する.

・ 高温（600~1000oC）で高純度の水蒸気が必要

・ 長時間の反応で触媒（Ni等）が劣化
水素生成システムの高効率化や低コスト化を妨げる

【本技術】 プラズマ分解法 ： プラズマ粒子とメタンの衝突反応から水素を生成する手法 （CH4+e-→CH3+H+e-）

・ 水蒸気や触媒は不要.  プラズマ発生装置とガスがあれば実施できる.

・ プラズマ発生装置は小型のもので十分

・ 炭化水素以外のガス（水蒸気など）からも、
水素を抽出できる可能性がある

・ 消費電力は比較的小さい

・ 安定的で長時間の運転が可能

・ 副生成物の炭素（C）が容器壁内に堆積して汚染するが、プラズマによるクリーニングが可能
高効率かつ安定な水素生成

実験で用いたプラズマ発生装置

プラズマパラメータと分解率の関係
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技術の概要

従来技術・競合技術との⽐較

現在の研究(グループ内の研究)

特徴

核融合炉燃料製造⽤Liロッドの実証試験に向けての研究
⼤学院⼯学府エネルギー量⼦⼯学専攻・博⼠後期課程・古賀友稀

➢

核融合炉原型炉の起動に必要な初期装荷トリチウム(T)は数100g~約27kg[1,2]

高温ガス炉(HTGR)にLiを装荷することによるT製造が提案された[3]

・炉心体積が大きいため十分なLiを装荷するスペースがあり、6Liの濃縮が不要
・Li化合物は黒鉛(減速材)やHe(冷却材)に対して安定
・同出力の軽水炉・重水炉以上のT製造が可能

Liを可燃性毒物(BP)孔にLiロッドとして装荷する。

目的
高温ガス炉によるLiロッド照射試験により
T製造実証及びT閉じ込め性能確認を行う

高温ガス炉によるT製造の利点

[1]日渡良爾、日本原子力学会誌、60 (8) (2018) 52 .
[2] Y. Asaoka, et al., Fusion Tch. 30 (1996) 853-863.

原型炉建設前に実施する炉工学試験には最低100 gのTが必要

減速材は黒鉛で、冷却材はHeで構成される。
燃料が4重被覆粒子であるため、耐熱性が高く核分裂生成物の閉じ込め性能が高い
大熱容量・高熱伝導により冷却機能損失時では自然冷却が可能
水素製造・製鉄等の熱利用が可能

A conceptual diagram of the HTGR.

重水炉(CANDU炉)によるT製造

軽水炉(米国軍事用)によるT製造

0.17~0.23 kg/y Gwe[5]

1 kg/y Gwe(推定値)[6]

熱効率を維持できる1100~1200 Kでの
T流出を抑えるためにZrを用いる。

可燃性毒物
高温ガス炉は反応度(出力変動)を円柱状の可燃性毒物(BP)で抑え、
制御棒をあまり動かさない設計がなされている。
炭化ホウ素(B4C)が用いられる通常BPをLiロッドに置き換えてT製造を行う。

T閉じ込め

高温工学試験研究炉(HTTR)➢

➢ 高温ガス炉ガスタービン発電システム(GTHTR300)

日本原子力研究開発機構(JAEA)が所有する
熱出力30 MWの研究炉 T製造量 30 g/y

熱出力600 MWの商業用高温ガス炉設計 T製造量 0.6~0.8 kg/y
熱出力当たり重水炉の13倍, 軽水炉の3倍以上のTを製造が可能

Li rod design for the HTTR.
Li rod design for the GTHTR300.

Cumulative weight of produced T and effective 
multiplication factor on the HTTR. Cumulative weight of produced T and effective 

multiplication factor on the GTHTR300.

Schematic view of the Irradiation block and Li rod cover..

A schematic views of irradiate positions of the HTTR.

A Schematic view of the HTTR.

Zr等のTゲッターでTを回収

ロッドA HTTR用ロッド
ロッドB Zr性能検証用ロッド
ロッドC   Zrを含まないロッド

高温ガス炉でのT製造を実証し、Liロッドの性能を検証する照射試験計画が進行中

実験装置概略図
岡本亮、他 2019年原子力学会春の年会より抜粋

HTTR用Liロッドの温度分布
古賀友稀、他 2019年原子力学会秋の大会より抜粋

Zr水素吸蔵実験

LiロッドのT吸収体に用いるZrの性能を測定
今年度は各温度のZr性能と水素連続吸収時の性能を評価

核発熱の影響

6Li(n,α)T反応によりLiロッドは発熱する
Zrの水素吸収性能は温度と共に上昇する
HTTRではT流出量が10%低下
GTHTR300では24%低下

Liロッド照射試験の検討

The irradiation condition.

A schematic views of test Li rod.

[4] H. Matsuura, et al., presented at SOFT 2018.

[5] P. Gierszewski, Fusion Eng. Des. 10 (1989) 399.

[6] Recommendations fot Tritium Science and Technology Reserch 
and Development in Support of the Tritium Readness Campaign, 
TPP-7-084, PNNL-22873 (2013).

Zr表面の酸化物・水素化物生成によるT吸収性能低下
防止対策としてNi被覆と粒状Zrによる
T吸収面積の増大を検討[4]。

[3]H. Matsuura, et al., Nucl. Eng. Des. 243 (2012) 95-101.
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フィールドでの技術開発

⼩⽔⼒発電普及のための総合技術開発
⼯学研究院附属アジア防災研究センター・特任准教授・佐藤⾠郎

背景

⽔・地形を読む技術 低コスト化技術 社会技術
・流量調査
・⽔⽂観測技術
・気候変動影響評価
・UAV地形測量
・渓流安定性評価

・3Dプリンターを活⽤した
設計開発システム

・新型⽔⾞（特許出願中）
・ローコスト除塵システム

・空間の履歴の把握
・紐解く技術
・デモ
・合意形成
・資⾦調達
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40 μm

Characteristics of interface active membranes

Separation performance

CO2/N2 separation performance of IA-TFCM  in the context of the eco-
nomically optimal membrane parameters for post-combustion CO2 cap-
ture at heat-power plants (grey area, Merkel et. al, J. Membr. Sci. 2010). 
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Cost of CO2 capture
IA-TFCM structure

Estimated cost of CO2 capture using the IA-TFCM  in the  post-combus-
tion setting (conventional heat-power plant, capturing 90% in flue gas, 
pressure ratio 5.5, two-step counter-flow/sweep membrane process).

Scanning electron microscopy image of the interface active thin film 
composite membrane (IA-TFCM). Active interface can be formed be-
tween gutter layer and ultrathin selective layer.

interface
neglected

by classical 
theory

Interface-driven selectivity of gas separation membranes for 

efficient CO2 capture

カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所・助教・セリャンチン　ロマン

技術の概要 / Technical overview

従来技術・競合技術との比較 / State-of art

特徴 / Distinctive features

想定される用途 / Intended applications

TEL：092-802-5127　E-mail： entry@airimaq.kyushu-u.ac.jp　URL: http://airimaq.kyushu-u.ac.jp/　
【お問合せ】 国立大学法人九州大学   学術研究・産学官連携本部   産学官連携渉外・調整グループ
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Freestanding ultrathin IA-TFCM supporting its own mass and extra 
50 mg of  water on hydrophobic side (WCA~110o) and hydrophillic 
interface side (WCA ~ 20o) respectively. Optical microscopy of the 
respective surfaces reveals specific patterns

40 μm

Carbon dioxide and future energy

- Japan is among largest CO2 emitters

- Government pledged 26% emis-
sions  
   reduction by 2030, and 80% by 
2050

- Japan aims to become advanced  
   “carbon recycling” and “hydrogen 
   society”

- CO2 capture, storage and utilization
   are essential to achieve sustainable 
   domestic and global energy

Mature CO2 capture 
technology: 
liquid amine absorbtion
CO2 capture cost 
                            > 40 $/ton

Novel CO2 capture  technologies: 
solid adsorption and membrane based separation, still in R&D;
several domestic (e.g. KHI, RITE) overseas (MTR, GTI) projects. 
Membrane systems have  potential to reduce 
                                                         CO2 capture cost below 20 $/ton

Images 

©CO2CRC

101 102 103 104
3

10

100

200

Selective

Permeability (barrer)

Robeson upper 

bound (2008)

Gutter

Selective/gutter
thickness ratio = 1-1000 
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the “upper bound” limitation in per-
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Our approaches for 
membrane systmes:
 
- nanoscale material design
- small molecule driven
   selectivity 
- ultimate thinning of the 
   selective layer in TFCM
- interface control and 
   interface active TFCM

- low permeances
- selectivity limited by 
   upper bound

- permeances and 
  selectivity limited by 
  porous support + material
  bulk properties

- separation governed 
by interfaces
- mechanical strenght
- free from bulk material 
limitations (new science)
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 Selyanchyn R. & Fujikawa S. , STAM 2017 Selyanchyn R. et al. , Membranes 2018

flue gas
(CO2/N2 mix) N2

CO2

selective interface 
formed by 
nanoscale mixed 
selective/gutter
polymeric layers 
interlocked by 
hydrogen bonds

- Interface between layers plays decisive role for 
  gas separation
- Sub 10-nm thick interface composed of 
   interpenetrated network of selective and surface 
   activated gutter polymers creates an effective 
   barrier for CO2/N2 separation
- Interface-driven separation membrane within 
  optimal area of performance

- Selectivity/permeance easily tunable by interface 
   control, durability >1 year

- Low-cost material, potential for scalability and real 
   flue gas testing

Mechanism of separation

Compressor 1 Expander

Vacuum pump 1

Compressor 2

Vacuum pump 2

Feed 1

Feed 2

Membrane  module 1

Membrane module 2

Permeate 2

Permeate 1

Stage 1

Stage 2

Retentate 1

Retentate 2

Flue 
gas

Recycle stream

Atmosphere

Carbon recycling
Carbon utilization

Compression &
Geological storage

1. Negative emission processes

2. Fossil fuel industry decarbonization

Blower
p~1.1 atm

Vacuum pump
p ~ 0.2 atm

Air
410 ppm

CO2
Membrane module

Permeate gas 
(CO2 = 800 ppm)

Purified air
(CO2 = 200 ppm)

Algae reactor / biofuel

Agriculture greenhouses
Vertical farming

Atmosphere

Heat power plants
Cement production
Steel production

Biomass combustion
Waste incineration plants 
Enhanced oil & gas recovery
Renewable fuels

1 cm 1 cm

Membrane-based CO2 capture is able to contribute to variety of emerging applications on the way to sustainable energy future!
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背景と目的

⾃然資源を活⽤した発災時の対応
「グリーンレジリエンス」の⼿法の開発

九州⼤学 ⼯学研究院 環境社会部⾨ 学術研究員 寺村淳・⽥浦扶充⼦

近年、大規模な災害が多発する中、被災すること
は他人事ではない。

災害発生直後の緊急避難期の段階では、停電や
道路の破壊などインフラの喪失や外からの支援は
望めない状況に陥るため、一時的に被災者が自ら
の身を守らなければならない。そのために、災害が
発生することを前提に、被災した後を
「乗り切るための力」＝「レジリエンス」
が重要になってくる。

本研究では、地域社会の自然資本や社会関係資
本を活用、強化することで地域社会の災害レジリエ
ンスを高めることを目的に「グリーンレジリエンス」
についての研究を行っている。

グリーンレジリエンスの要素

１．ブルー・ストック ２．グリーン・ストック
避難所や家庭での雨水貯留は断水時にトイレ用水や生
活用水として利用でき大きな力を発揮する。自然の沢水
や湧水も非常用水源となる。場所を確認し、確保しておく
ことが重要。

要素 雨水貯留、沢水、湧水、温泉

水を貯めること
自然の水を
活用すること

熊本地震では家庭内に食糧、周辺に樹木があるにもか
かわらず活用されなかった。これらをグリーンストックの
観点から再評価する必要がある。

要素 家庭内の食料、農地や家庭菜園の食料、薪

身の回りにある
自然資源を

食料や燃料として
活用すること

３．グリーン・リダクション
熊本地震ではブロック塀の危険、断層の上に家屋が存
在することに危険が如実であった。温故知新の自然資
源による減災は重要である。

要素 生垣、水防林、防風林、砂丘、公開緑地、断層か
らの退避

自然資源を
上手に活用して
減災すること

４．レジリエンス・ネットワーク
自然資源を活用するためには、自然資源のことを理解し
自然資源をつなぐ人々の連携、連携を図るための拠点、
それらを結ぶための移動手段などが重要。

要素 人のネットワーク、連携拠点、自転車、リヤ
カー、カヤック、馬、子供の遊び場、ペットの居場所

自然資源を活用
しやすくするための
環境を作ること

５．レジリエンス・テクノロジー
災害時には分散型・自立型のグリーンテクノロジーでない
と活用できない。現代のテクノロジーにより、その機能を
強化し、レジリエンスをさらに高める。

要素 自立型の太陽光発電、太陽熱、雨水の浄水
器、高性能薪ストーブ、電動自転車、電気自動車、
電動リヤカー

グリーンレジリ
エンスを支える
ための技術

６．サバイバルトレーニング
現代人のサバイバル能力は著しく劣化している。災害時
に自然資源を活用でするために防災教育、環境教育を
進化させる必要がある。

要素 災害時に火、水、電気の利用方法を知る、炊
き出しの練習、体力の維持、排せつ処理、コミュニ
ケーション能力、竹細工、釣り

自然資源を上手に
活用するための
訓練や実践

自然資源を活用して災害を減らし
災害から立ち上がる

個人やコミュニティが、身の回りにある自然資源を
うまく活用し、被災時のレジリエンスを高める

【災害連携拠点】

【阿蘇】
• 集落の全員が避難所に集合した
• H24年水害時の教訓があったため
• 光客10人くらいも受け入れた
• 電気・水・トイレが使えない
• 手分けして資材や食料を持ち寄った
• 水タンク・ガスボンベ・食料・米・ポンプ・発電機など

• 冷蔵庫がダメなので冷蔵庫の食料を持ち寄り炊き
出し

• 当日から自分たちで炊き出し
• 水：飲み水・・・湧き水
• トイレ等・・・プールの水（汚い：これが苦痛だった？

？）
• 農業用のタンクに水をためにトイレ用に使った
• 水道：簡易水道が大破、集落で自力修理
• ガソリン：大分（竹田等）へ買い出し

• 炊き出し：女性陣がやってくれた（葬式や出ごとで
いつもやっていることと変わらない）

• もともと、葬式、地域の出ごと、牧野管理など地域
コミュニティに関わる時間が多い

地域に「グリーンレジリエンス拠点」を設置する。ここでは、水力・雨水・太陽光などを利用した
自立したエネルギー確保や 先端の技術を導入する。平常時から地域資本を向上させる取り
組みを行うことで、災害時にも対応できる地域のレジリエンス向上を目指す。

流域のグリーンレジリエンス拠点や都市とのネ
ットワークを構築し、災害時に連携する。

・農山村の方が、災害時利用可能な小型分散化可能な機材が豊富
（発電機・ポンプ・タンク・プロパンガスなど）
・日常的ストックを被災時に利用できる仕組みが必要
・阿蘇の方が災害レジリエンスが極めて強い
・その礎となっているのが社会関係資本と自然資本
・情報の利活用の話が出てこない（使われていない可能性）
・柔軟性のある対応力が必要（色々な選択肢と応用力）

【発電：発動機・ソーラー・小水力等】
【食料：供出・備蓄・安定生産等】
【通信：光ファイバー・電波・UAV等】

・道具や能力があっても災害時に使えるかは「経験」が必要

• 炊き出し機会は豊富
• ソーラーパネルで電気が利用できたが、切

り替えがよくわからず十分には使えなかっ
た

• 公民館が避難所に適さない立地
• H24水害時に避難しない人がいた

【熊本市内】
• 近所の人を助け出した
• みんなで畑で一夜を過ごした
• 夜が明けたら各自別々の避難所へ
• 避難所での食事の確保が難しかった
• 学校給食の調理経験があったが炊き出し

をしようとは思いもよらなかった
• 家の中に備蓄はない（*要注意：コメ等のス

トックが備蓄と認識されていない）

• 水は給水配給が時間がかかったので湧水
へ取りに行った

• 水タンクは持っている人が多い

・グリーンレジリエンス要素の整理と技術開発
・実装による実現性の検証
・既存公共施設や店舗等民間施設への機能追加を想定した実現可能性の調査
・災害連携拠点整備による経済効果・CO2削減効果、社会的な有効性の検証と評価

熊本地震被災者への聞き取り

水位観測
カメラ

災害連携拠点

河川
Iotにより流域へ
河川情報を伝達

Iotにより流域へ
河川情報を伝達

災害連携拠点

避難所

連携
連携 都市

オートキャンプ用
トレーラーの支援

連携グリーンレジリエンス構想

雨水貯留

自立型太陽光発電

河川監理
カメラ映像等の配信

Iotによるローカルな
リアルタイムな河川情報を
逐次入手できる

災害時には拠点となる
直売所・連携拠点

公民館など既存施設への機能追加

入浴施設
災害時：一般開放
バイオマス利用

産品ドライフード
災害時：食料

菜園・野菜販売
災害時：食料

トイレへの利用

電動リアカー
災害時：歩行困難者の移動

祭りや行事を通した
サバイバルトレーニング
（炊き出し練習・環境学習） 被災時のペットの居場所

電動自転車充電ポート
災害時：移動の足

電力・水の自立 WIFI

携帯充電

災害時の避難所ともなる
オートキャンプ

周辺地域との連携
災害時の家庭内食料の持ち寄り

高性能薪ストーブ

生垣

防風林

湧水

子どもの遊び場

山菜・薪・竹

砕石を利用した
地下雨水貯留

乳児・高齢者への配慮
（オムツ・離乳食・
介護食ストック） バッテリー

電気自動車の蓄
電機能利用

竹材を利用した
シェルター

スポーツブランド
との連携

観光

バイオマス

茶会

釣り

直売

今後
の課題
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【お問合せ】 学術研究・産学官連携本部 産学官連携渉外・調整グループ国立大学法人九州大学
TEL：092-802-5127 E-mail： entry@airimaq.kyushu-u.ac.jp URL: http://airimaq.kyushu-u.ac.jp/

技術の概要

従来技術・競合技術との⽐較

想定される⽤途

特徴

⽔素社会: 政策,技術とCO2削減⽬標設定の影響
I2CNER・准教授・Andrew Chapman

♦生産ノード
■需要ノード

• パリ協定を基に、参加国はCO2を削減し、温度上昇を2℃以内に抑えようとしている。
• 国、地域⼜は発展度合によって削減⽬標が異なる。
• ⽇本の炭素削減⽬標は2050年までに80％の削減とされている。
• 化⽯燃料から再⽣可能エネルギー等への移⾏に伴い、それらの実現技術が必要となる。
• ⽔素はストレージ、電⼒、化学原料、都市ガスや交通に関する役割が期待されている。
• 本研究はグローバルエネルギー経済最適化モデルを適⽤し、将来エネルギーシステムへ
の⽔素導⼊量を政策、技術、炭素削減率の変動を考慮して、推計する(図1)。

• 既存の⽔素導⼊研究は主に国や地域にフォーカスし、各部⾨に限定した研究が多い。
• 本研究はグローバルエネルギーモデルを導⼊し、交通、発電、家庭部⾨や化学材料、
そして⽔素の製造元も考慮し、包括的な将来エネルギーシステムを構築する(図2)。

エネルギー需要 発電技術の進歩 国際政策動向 CO2削減目標 コスト最適化 水素導入推計

• 当モデルは都市ガスと⽔素のブレンド、原⼦⼒発電の政策⽅
針、炭素の回収、貯蔵(CCS)の導⼊タイムライン、そして
OECD・⾮OECDの炭素削減⽬標をシナリオ化し、24通りの
将来のエネルギーシステムシナリオを策定する。

• シナリオの⽐較を通じて、⽔素製造、利⽤⽬的などに重要な
「カギ」を導き出すことができる。

図2．モデルの生産・需給ノードと地域（青：OECD諸国）

• 政策、技術、炭素削減⽬標、CCSの導⼊
タイムラインを考慮して、最⼩・最⼤⽔素
導⼊ケースを算出できる。

• 世界のエネルギー需要は最⼤2％を⽔素から
⾒込んでおり、最⼩では0.8％が⾒込まれている。

• どのケースにおいても交通部⾨が優遇される(図3)。
• 将来的には⽔素⾃動⾞(FCV)の導⼊が強く⽰唆され、優先順位
は⾃動⾞、バス、貨物⾞（トラック等）の順となった。

図3．モデル結果の最小（上）と最大（下）ケースの水素の由来、用途と詳細（単位：MTOE)

• 本研究は将来のグローバルエネルギーシステム構築に役⽴ち、「⽔素社会」に最も影響
する技術であり、政策⽅針や今後のCO2削減効果を明らかにする役割を担う。

• ⽔素社会が実現すれば、本モデルを通じて地域の特性を考慮し、
FCVの導⼊台数等を推計することが可能となる(図4)。

• 2050年までに、⽇本では3500万台の⽔素⾃動⾞の導⼊が⾒込
まれている(個⼈保有台数の約半分)。

図4．(a) 地域のFCVに使われる水素の割合、(b) 台数

図１．モデルの仕組み

関連学術論文
1. Chapman, A. J., Fraser, T., & Itaoka, K. (2017). Hydrogen import pathway comparison framework incorporating cost and social 

preference: Case studies from Australia to Japan. International Journal of Energy Research, 41(14), 2374–2391.
2. Chapman, A., Itaoka, K., Hirose, K., … Fujii, Y. (2019). A review of four case studies assessing the potential for hydrogen 

penetration of the future energy system. International Journal of Hydrogen Energy, 44(13), 6371–6382.
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技術の特徴

⼯学研究院・准教授・星野友
2019年度九⼤

ギャップファンド採択

アミン含有ゲルを⽤いたCO2分離技術アミン含有ゲルを⽤いたCO2分離技術

燃焼後排ガスから⾼速・低コストに
CO2を分離する材料・プロセス

想定される⽤途

技術の背景

技術の概要・想定される⽤途
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技術の概要

従来技術・競合技術との⽐較

想定される⽤途

特徴

防災対策を⽬的とした地下環境の実時間監視システム
⼯学研究院・准教授・⽔永秀樹

2019年度九⼤
ギャップファンド採択

台⾵などによる集中豪⾬や地震などによって、深刻な地
すべり災害(図1)がもたらされるケースが数多く報告され
ています。これまでの地すべり監視システムでは、地⾯
の傾斜や変形量、井⼾⽔の⽔位変化量などを測定してい
ます。これらのデータは重要ですが、地すべりの原因で
ある地下⽔流動についての情報が不⾜しています。本研
究シーズでは、地下⽔流動の時間変化によって⽣じる電
磁場の変動を観測して、地下⽔流動を三次元的に監視す
る観測システムを⽬指しています。

流体流動電磁法は，地下に存在する流体(地下⽔・温泉，
⽯油・天然ガス，地熱流体，⼆酸化炭素など)の流動によ
って⽣じる電磁場変動から，その地下流体の動的挙動を
監視する、これまでに無い⾰新的な地下環境モニタリン
グ法です。例えば、地下⽔などの地下流体が流動すれば
、その流動に連動した流動電流が地下に⽣じます。その
流動電流の変化は、地表の電場変化として計測すること
ができます。また流動電流の発⽣によって、その周辺に
はアンペールの法則に従った磁場が⽣じるので、磁場の
変化も同時に観測することができます(図2)。

図2. 流体流動電磁法の測定原理

流体流動電磁法では地下流体の動的挙動を監視するため
、地表に多くの観測点を設置して、電場と磁場を同時観
測します(図３)。このようにして観測された時々刻々と
変化する電磁場データから地下⽔流動の三次元分布を可
視化します。
流体流動電磁法では、このような応答速度の速い電磁

場を観測するため，急激な地下環境変化を捉えることが
期待できます。この⽅法は，災害予測や資源開発のみな
らず，地球温暖化に関連したCCS（⼆酸化炭素の地中貯
留）や放射性廃棄物の地層処分に関連した地下環境監視
などにも応⽤可能です。

図3. 流体流動電磁法の測定概念図

図4.地すべり危険地域での監視システムの模式図

防災対策に関する意識の変化：公助から共助・⾃助へ
下記の統計データからもわかるように、これまでの国・
県による公助より、地域・個⼈の共助・⾃助が重要だと
考える防災意識の変化が顕著になっています。本研究シ
ーズでは、地域・個⼈ベースの⼩規模な地域防災を考慮
した観測システムの提供を⽬指しています。図4は地す
べり危険地域での監視システムの模式図です。
H14：公助(24.9％)・共助(14.0％)・⾃助(18.6％)
H29 : 公助( 6.2％)・共助(24.5％)・⾃助(39.8％)

図1.防ぎたい深刻な地すべり被害の例
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技術の概要

従来技術・競合技術との⽐較

想定される⽤途

特徴

メタン消化液からの有⽤成分回収
農学研究院・教授・⽮部光保

H31年度九⼤
ギャップファンド採択

・メタン発酵消化液から窒素・リン・カリウムを分離濃縮回収したBio-CLFを製造

・消化液の水処理費用よりも安価な製造コスト

・窒素・リン・カリウムの配合割合を変えることができる

・養液栽培用にアンモニア態窒素を硝酸態窒素に変換

・微量肥料成分を含むので、作物の食味も向上

・含有粒子は0.05μm以下のため、潅水装置で目詰まり無し

・有機ＪＡＳ資材の登録認定も可能

・メタン発酵消化液は95％以上が水分であるため、貯留・運搬・散布コストが大きい。 しかし、Bio-CLF
は、消化液を10倍以上に濃縮できるので、ハンドリングコストが大幅削減

・消化液の散布に専用車両が不要なため、Bio-CLFは農家がいつでも、自分で散布できる

・従来の消化液は、肥料成分の調整ができなかったが、 Bio-CLFは自分で配合できる

・従来の消化液は、養液栽培に使用できなかったが、Bio-CLFは使用できる

・Bio-CLFの製造費用は消化液の散布費用以下

・メタン発酵を有機性廃棄物処理に導入するならば、熱や電気等のエネルギーと肥料原料が得られる。し

かし、発酵過程で発生する消化液の処理費用が高いため、メタン発酵はFIT導入を含め、その普及は限

定的である。

・他方、消化液を処理せずに、そのまま液体肥料として農業利用することは、欧州や北海道ではメタン発酵

とともに進んでいるが、圃場面積の小さな農業地域で広がっていない。

・そこで、メタン発酵消化液から窒素・リン・カリウムの有用成分を分離回収し、植物工場での利用も可能に

する濃縮バイオ液肥（Bio-CLF）の低コスト生産技術を開発した。

・植物工場での有機濃縮液肥としての利用

・有機農業や無農薬・無化学肥料栽培での利用

・施設園芸や耕種農業における液肥利用

・メタン発酵施設での消化液処理への導入

・し尿・汚泥の好気性処理施設への導入

・畜産経営のふん尿処理施設への導入 養液栽培利用 耕種農業利用

消化液 Bio-CLF
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Background 

Design results

On-site experiment

Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) Power Plant 
in Indonesia

Dept. of Marine System Engineering・Ass. Professor・Ristiyanto Adiputra

OTEC process 

Indonesia energy outlook Indonesia ocean renewable energy 

Theoretical Technical Practical
(GW) (GW) (GW)

Tidal current 160.0 22.5 4.8
Ocean wave 510.0 2.0 1.2

Ocean thermal 57.0 52.0 43.9

 Low efficiency 
 Unsettled design of the plantship
 High capital cost

Barriers on Ocean Thermal Energy

OTEC is a process that produces electricity by exploiting the temperature
differences between warm water surface and deep cold water ocean.

OTEC Process:
1.The warm sea water passes through the evaporator to transform the working 

fluid from liquid into gas phases. 
2.The vaporized working fluid is pumped to drive the turbine and produces the 

electricity using generator. 
3. low pressure working fluid will be condensed into liquid form using the cold 

water. 
4.To maintain the cycle, the liquid ammonia will be pumped back to the 

evaporator. 

Figure 2. On-site experiment (Mentawai island, Indoensia) 

Figure 1. OTEC Process

Figure 3. Results

To yield 100 MW-Net: 
 Required cold seawater flow rate 

of 230 m3/s
 The minimum length of the riser 

of at least 800 m to get feasible 
efficiency

 The riser diameter of app. 10 m 

Figure 4. Side-view of the plantship form ail tanker conversion

Figure 4. Top-view at water line of 26 m 

The required size of the plantship: length of waterline 
of 285 m; breadth of 50 m; adjustment draft of 17 m 

Source: Energy council of Indonesia report 2017
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