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▶はじめに
福島第一原発事故からの福島の復興・再生は、政府の

進める「東日本大震災からの復興事業」の最重要課題で

ある。今後、東日本の原子力発電を順次再開していくに

あたっても、原発事故からの福島の復興・再生が原発再

稼働の前提条件となる。またパリ協定で約束したCO2放出

削減を着実に実現していくには再生可能エネルギーと原

子力を主力発電システムとして、火力を極力低減する必

要があるが、原子力の再稼働を円滑に行うには福島復

興・再生を精力的に進めていくことが不可避である。

また、私には個人的に福島の復興・再生に対する大変

強い思いがある。私は、2010年4月に先導原子力研究所

の前身である原子炉工学研究所に教授として着任した

が、異動して1年もしないうちに東日本大震災が起き、そ

れに伴って福島第一原子力発電所事故が発生した。事故

後、数か月位してからだと思うが、郡山から飯舘村に入

り、環境汚染の状況を調査した。酷く放射性物質で汚染

された農地や森林を目の当たりにして、住民の生活を根

本から奪ったこの放射能汚染を解決することがこれから

の私の仕事であるという思いを強くした。私自身の研究

方針も「福島の復興・再生」に大きく舵を切ることにな

り、更に東工大の技術力を福島の再生・復興に広く活用

できないかと考えるようになった。

本稿では福島第一原発の廃止措置及び福島の広域環境

汚染の現状を述べ、東工大の技術力を福島復興・再生に

今後どのように役立てるのかその道筋を示す。

▶福島第一原発の廃止措置と広域汚染の現状
福島第一原子力発電所の廃止措置は2011年12月に政府

が決定した「東京電力（株）福島第一原子力発電所１～

４号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」に

従って開始された。事故当初より問題となっている汚染

水に対しては３つの基本方針、①汚染源を取り除く、②

汚染源に水を近づけない、③汚染水を漏らさないに基づ

いて対策が進められている。汚染源を取り除くために多

核種除去装置による汚染水浄化装置が設置され、地下水

を事故炉に近づけないために陸側遮水壁が2018年9月ま

でに完成され、汚染水を漏らさないために事故炉周囲の

サブドレインによる地下水汲みあげが行われている。そ

の結果、地下水の流入は事故直後の400m3/日から

170m3/日に大きく減少し、汚染水対策は一定の成功を収

めている。今後は、事故時に燃料が溶融固化して圧力容

器や格納容器内に溜まっている「燃料デブリ」の取り出

しが主要課題となる。「事故により発生した通常の原発

にない放射性物質に起因するリスクを継続的かつ速やか

に低減すること」を基本方針に作業は進められるが、リ

スク低減には、①損傷施設の閉じ込め機構の改善、②閉

じ込められている放射性物質の性状や形態の安定化、③

損傷施設からの放射性物質の回収とその健全な保管が必

要になる。福島第一原発の廃止措置における主要なリス

ク源とそのリスクレベルは原子力損害賠償・廃炉等支援

機構（NDF）によって解析されている（図１）。リスク

を低減するためにはまずは管理重要度を低減させること

で喫緊のリスクは回避される。現状では多核種除去設備

高性能容器に貯蔵したスラリー、廃スラッジ、濃縮廃液

等の水処理2次廃棄物の安定化と健全な保管、燃料デブリ

の取出しと健全な保管がリスク低減のために必要とな

る。

一方、原発事故時の建屋の爆発等で134Cs（半減期2

年）、137Cs（半減期30年）や131I（半減期8日）などの揮

発性放射性核種が環境中に放出され、福島県の広範な地

域が放射能汚染を被った。事故後8年となる今日では汚染

の原因は放射性Csである。事故後の懸命な除染作業によ

り、原発周囲の浪江町、双葉町、大熊町の帰宅困難区域

を除いて広域な環境汚染は解消されつつある。当初、汚
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染土壌は各地に設営された仮置場に集められていたが、

現在では原発周辺に建設された中間貯蔵施設に輸送され

ている。汚染土壌の異物除去後の総量は約1300万m3と大

量であるが、環境省は放射能濃度で汚染土壌を4つのカテ

ゴリーに分類している（図2）。全体の82％以上の土壌

は、指定廃棄物として取り扱う必要がなく（放射能濃度

8000Bq/kg未満、カテゴリーA）、そのまま建設用材と

して再利用される。全体の12％にあたる放射能濃度8000

～15000Bq/kg（カテゴリーB）の土壌と放射能濃度

15000～62000Bq/kgの土壌（カテゴリーC）の篩分け後

の粗粒分は放射能濃度が8000Bq/kg以下に減衰するのを

待ってから再利用される。しかしながら、カテゴリーCの

細粒分とカテゴリーD（62000Bq/kg以上）の土壌約75万

m3（全体の約6％）は物理化学的な手法で減容処理が必

要であり、放射性Csの回収・固化法の研究が必要であ

る。しかも中間貯蔵開始後30年以内に県外への最終処分

が決められており、短期間に実用技術を開発する必要が

ある。

▶東工大の技術力を福島の復興・再生に
こうした福島の現状を十分把握したうえで研究課題を

抽出し、東工大の力を福島復興・再生に活かしていこう

と考えている。まずは福島の除染・環境回復を進めて住

民の早期帰宅を促進すること、原発の廃止措置を早期収

束することを中心に３つの研究課題を選定した。

(1)福島第一原発の廃止措置の推進による事故の早期収束

2021年より順次開始される燃料デブリ（メルトダウン

により発生した溶融燃料）取出しのためのロボット技

術、デブリの性状研究、取出時の再臨界防止研究、汚染

水処理で大量発生する水処理2次廃棄物の減容・安定固化

技術など廃止措置の早期収束に関わる技術を確立する。

(2)放射性セシウムによる広域汚染問題の解決

汚染地域の除染によって発生した大量の汚染土壌

（1300万m3）のうち汚染が激しく物理化学的な処理を

必要とする75万m3について土壌からの放射性Cs回収技術

とCsの高減容固定化技術を開発し、国が約束している30

年以内の汚染土壌処理・処分を実現する。

(3)原発災害地域の産業復興と人材育成

原発事故で被害を受けた浜通り地域の生活環境の再建

に向け大学の知を結集し、福島イノベーション・コース

ト構想に基づいて地元自治体と連携して産業振興を推進

すると共に、福島第一原発の廃止措置を進めるのに必要

な技術者、研究者などの人材育成を図る。

こうした研究方針に従って文部科学省「英知を結集し

た原子力科学技術・人材育成推進事業」「大学等の「復

興知」を活用した福島イノベーション・コースト構想促

進事業」や環境省「除去土壌等の減容等技術実証事業」

「環境研究総合推進費」などの大型の競争的研究事業に

提案、採択され、すでに

• 英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業

課題解決型廃炉研究プログラム「アパタイトセラミッ

クスによるALPS沈殿廃棄物の安定固化技術の開発」

（研究代表者：竹下 健二）2019～2021年度

• 英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業

研究人材育成型廃炉研究プログラム「放射線・化学・

生物的作用の複合効果による燃料デブリ劣化機構の解

明」（研究代表者：大貫 敏彦）2019～2022年度

など総額1.5億円以上にもなる大型研究が多数開始されて

いる。更に、研究の幅を全学規模に広げるために「福島

復興・再生」に特化した研究ユニットや協働研究拠点な

どの強力な学内組織の形成を目指しており、オール東工

大で社会的な重要課題である「福島第一原発の廃止措

置」や「原発災害地域の環境回復」を強力にサポートし

ようと考えている。電気事業者やNDFとはすでに強い協

力体制が構築されており、廃止措置の進展に伴って生じ

る現場のニーズを把握しつつ、東工大の技術力で福島の

復興・再生に少しでも寄与していきたいと思っている。
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◆開催報告

研究推進委員会の基調講演ではまず、柏木孝夫AESセン

ター長が、①世界のエネルギー＝電力化シフト②パリ協

定の発効により、世界的に脱炭素の方向へ③インフラ強

靭化に向けたデジタル化の進展－の3点を基軸に、世界と

日本のエネルギー潮流について詳説した。

次に、浅野浩志特任教授が、再び注目されているマイ

クログリッドについて講演した。10年ほど前はディーゼ

ルやガスエンジンが主流だったが、現在はカーボンフ

リー水素も活用。グリッドコネクトで、普段は電力取引

で利益を得るものになっているという。また、系統制約

を受けないため、レジリエンスの観点からも期待されて

いる。

特別講演では、資源エネルギー庁の竹廣克カーボンリ

サイクル室室長代理から、エネルギーセキュリティと脱

炭素化の両立に向けたイノベーションとして、CO₂の有効

利用（カーボンリサイクル）の最新政策情報を紹介いた

だいた。CCSやIGCCなど、革新的な技術イノベーションに

よる取り組みのほか、日本の実証事業事例（苫小牧）、

世界のCCS/CCUS事業も進んでいるという。

休憩後、地域プロジェクト推進会議に移行し、基調講

演として、環境省の川又孝太郎環境計画課長に、脱炭素

化・SDGsの実現を目指す「地域循環共生圏」についてお

話しいただいた。エネルギーの視点では、地域の再エネ

活用や自治体新電力等に焦点が当てられ、地域活性化・

環境面・災害対応・少子化や高齢化対策からも新電力事

業は必要であり、民間でない自治体が行うことで、法的

目的を鮮明に打ち出せると述べた。

次に、自治体のプレゼンテーションが4件行われた。

①鳥取県米子市の鵜篭博紀課長＝境港市とテレビ局など

の地元民間企業5社と手を組み「ローカルエナジー」とい

う新電力小売会社を設立した。ごみ処理施設やソーラー

パーク等からの発電電気を、地元小売事業者2社に卸売り

する。単年度黒字を達成、2018年度まで増収増益してい

る。

②長野県飯田市の松尾聡課長＝市の地域環境権条例（再

エネ活用による地域づくり事業を審査会で認定し、市が

信用補完や融資、支援等を行う全国初の取り組み）を説

明。太陽光発電や小水力発電、地域新電力会社等を紹介

いただいた。

③三重県尾鷲市の森本眞明係長＝「おわせSEAモデル」を

紹介。中部電力㈱発電所の廃止に伴い、市が同社と協力

協定を結び、跡地（60ha）に地域活性化モデルを推進す

る。跡地には観光拠点として釣り堀や運動公園等を設置

するほか、エネルギーではごみ処理施設、木質バイオマ

発電、太陽光発電設備を置く。

④沖縄県宮古島市の三上暁係長＝「エコアイランド（宮

古島SDGs）」として、環境保全と資源循環、産業振興の

課題についてお話いただいた。現在は観光客が急増し、

建設需要が増加し、家賃が高騰している。不安や不満が

増加する前に、データの見える化やコミュニケーション

の活性化など、整理して「自分ごと化」する必要がある

とした。

その後、各省庁からコメントをいただいた。総務省の

長谷川淳二地域政策課長は、同省でも進めている分散型

エネルギーインフラプロジェクトを推進している観点か

ら、各地域の成功の秘訣として①首長のリーダーシップ

②地元の公民あわせた出資 ③人材力の3点を挙げた。

関東経済産業局の三枝徳行地域エネルギー振興室長は、

感想として、千葉県睦沢町「むつざわエナジー」の地産

地消エネにより、今回の台風でも電力供給できた強靭化

の事例を挙げた。また、各自治体の補助事業活用で、地

域資源と課題についてよくまとめていると評価した。

環境省の川又課長は、各自治体のバリエーションある

資源それぞれについて、コメントした。地域環境共生圏

については今年度、プラットフォームを作り、登録制度

を設けるとした。

最後に柏木センター長が、エネルギーをベースとした

産官学連携の情報共有機関としてAESセンターの位置づけ

と、こうした情報共有の有用性を述べ、閉会となった。

第12回地域プロジェクト推進会議
第46回研究推進委員会
日時：2019年9月30日（月）13：30～17：00

場所：東京工業大学 大岡山キャンパスくらまえホール

参加者：108名
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突貫工事が続く東京オリンピック・パラリンピック晴

海選手村についての研修会を開催した。

東京都都市整備局・市街地整備部の市川課長代理は、

第一種市街地再開発事業により進められている選手村の

整備（東京2020大会後のまちづくり）と選手村地区エ

ネルギー整備計画を、また、同局第一市街地整備事務所

の選手村基盤整備課・設計担当の柴山課長代理は、工事

の進捗状況をご説明くださった。

事業の施行期間は2024年度までで、総事業費は東京

都分で約540億円、住宅棟は板状棟・タワー棟合計約

5,650戸と商業棟の構成という。

同地区エネルギー事業は2017年3月策定の「選手村地

区エネルギー整備計画」により、大会後、防災性・快適

性・エコの両立を図る環境先進都市モデルを目指してい

る。具体的には水素ステーション施設、水素パイプライ

ンの敷設及び燃料電池等の整備、燃料電池バス等への水

素供給、各街区燃料電池への水素供給等の施設運営計画

等を行う。大会時は水素利活用をショーケース化し水素

発電による電気の選手村内利用、仮設水素ステーション

からFCVへの水素供給といったPRが行われる。

質疑応答では、ガスと系統電力を主体とし、水素は増

加を見込みつつも補助的に使い、排熱利用は検討中との

ことであった。また、BCPの観点から、水素を一部貯蔵

する計画であることをお答えいただいた。現地研修では

水素ステーション用地等の他、建設中の住宅棟を視察し

た。

この後、競技場2か所をバス車上より視察、「有明ア

リーナ」では㈱竹中工務店・中村氏より、反り屋根の太

陽光反射をなくす配慮、大屋根を9分割してスライドさ

せるトラベリング工法、免震屋根構造、再エネ活用、後

利用への配慮等をお話しいただいた。

また「有明体操競技場」では、㈱日建設計・水出氏が

説明くださった。有明アリーナ同様、反り上がった外形

が特徴。10年間の期限付き仮設建築物として大会後は展

示場等に使用されるという。SDGs、特に林業復活の観点

から、五輪会場の中で最も木材を使用。地上のせり出し

部に機械室を配し、形状と機能性を融合させるデザイン

性についても言及いただいた。

加藤教授が研究されている「能動的炭素循環システム-

Active Carbon Recycling Energy System」について、ご講演

頂いた。

まず、世界のCO2排出の現状と低炭素化への社会の動

きを解説した後、炭素循環は再生エネルギーを最大限に

導入するためのエネルギー貯蔵の１つの選択肢であるこ

とを示し、炭素循環には、エネルギーが必要になるもの

の、世界全体の平均気温上昇を産業革命以前に比べて

1.5℃に抑えることが必要になってくれば、この炭素循環

が活きてくることになると説明した。

また、エネルギーキャリアとして炭素を使う理由とし

て、H2やCH4のエクセルギーがそれぞれ82%、93%である

のに比べ、COのそれは97％であることを挙げ、固体酸化

物電気分解セル(SOEC)を用いればCO2をCOとO2に分解で

き、分離も容易であることを示した。

具体的な対象として製鉄における製銑プロセスを選び、

高炉から発生するCO2を高温ガス化炉のエネルギーでCO

に還元するための金属基板支持型のSOECの開発を進めて

おり、大面積化、量産可能性、耐久性などについて目処

が得られつつあると結んだ。

この講演に対し、水の電気分解との得失、高温ガス化

炉の負荷変動特性などの活発な質疑があった。後者につ

いては負荷変動に追随しやすいので再生エネルギーとの

組み合わせがしやすい、との回答があった。

2020東京オリンピック･パラリンピッ
ク選手村研修会
日時：2019年9月20日（金）14：00～19：00

訪問先：2020東京オリンピック・パラリンピック晴海選手
村及び競技施設

参加者：50名（内AES事務局4名）

第45回イブニングセミナー
日時：2019年8月1日（木）17：00～19：00

場所：東京工業大学石川台6号館

講師：東京工業大学 科学技術創成研究院

先導原子力研究所 教授 加藤之貴氏

議題：低炭素社会の実現にむけた能動的炭素循環

システム(ACRES)の展開

参加者：28名

5
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◆ＮＴＴファシリティーズ
共同研究講座

リチウムイオン電池を通信用バックアップに適用する

にあたり、その劣化メカニズムと適切な利用条件を明ら

かにするために、中性子回折を用いた電池劣化解析技術

の開発を進めている。ここにその概要を報告する。

１．研究の背景と目的

通信ネットワーク・データセンターの信頼性を確保す

る上で重要なバックアップ用電池には、従来は安価で信

頼性の高い鉛蓄電池が用いられて来たが、昨今、エネル

ギー密度が高く長寿命が期待されるリチウムイオン電池

(LIB)の適用が期待されている。

バックアップ用電池は瞬断等に備えて、負荷と並列接

続されて定電圧（フロート）充電されており、ほぼ満充

電の状態で保持されるため、充放電の繰り返しとは劣化

機構が異なると考えられる。劣化の進行を連続的に調べ

るためには、電池特性に影響を与えない非解体の解析手

法、特に作動中の挙動を「その場解析」する手法の開発

が重要となる。

そこでNTTファシリティーズ共同研究講座では、バッ

クアップ用電池を想定したLIBの劣化メカニズムを明らか

にし、適切な作動条件を確立するため、その場中性子回

折と充放電曲線解析を組み合わせた劣化解析技術の開発

を進めている。

2．実験内容

（１）電池充放電試験
試験には正極に遷移金属酸化物、負極に黒鉛を有する

市販18650型LIBを用いた。標準的なフロート充電で保持

するモード、また放電を時折挟んで満充電状態から解放

するモードで約半年間の劣化試験を実施した。劣化前後

の充放電曲線を比較することにより、正負極の状態を推

察した。

（２）その場中性子回折試験
試験には茨城県東海村の大強度陽子加速器施設J-PARC

内の物質・生命科学実験施設に設置された、特殊環境回

折装置（SPICA）を用いた。SPICAは詳細構造解析に必要

な回折の分解能と、実用電池の内部構造をその場解析可

能な強度を兼ね備え、本研究に最適の分光器である。

３．結果と考察

使用したLIBは半年の試験により、ほぼ初期容量を保つ

ものから10%近い容量低下を起こしたものまで、試験条

件によって異なる劣化挙動を示した。特に深い充放電を

繰り返したものに比較的大きな劣化が見られた。劣化の

大きな電池では内部インピーダンスの増加が見られ、ま

た充放電曲線解析からは正極と負極の両方で何らかの劣

化が生じたことが示唆された。

そこでその場中性子を実施して内部状況の解析を試み

た。図には、劣化前セルを約8時間かけてゆっくり放電し

た際に得られる回折プロファイル（面間隔d）を、放電曲
線とともに時間に対してプロットして示す。電池缶のSUS

や集電体の銅・アルミニウムに加え、正極の層間に相当

するd値で4.7 Å付近の回折、負極の層間に相当する3.5
Å付近の回折が認められ、正極と負極の挙動が同時に観

察できていることがわかる。詳細解析から、この電池で

はニッケルを多く含む正極材料が使われていると推察さ

れた。また1時間の急速試験においても解析可能なプロ

ファイルが得られ、さらに電池中央と端部における挙動

（電池内部位による反応分布）観察にも成功している。

現在、劣化したセルの回折プロファイルを解析中であ

り、充放電曲線解析・インピーダンス解析の結果と合わ

せて主たる劣化モードの解明を進める。さらに今後1-2年

にわたって劣化試験と回折実験を継続し、最適な作動条

件の確立に資する予定である。

中性子回折による電池劣化解析技術開発
東京工業大学：荒井 創（教授）、正代 尊久（特任教

授）、池澤 篤憲（助教）、NTTファシリティーズ 斉藤

景一（担当部長）

図 中性子回折による電池放電時の正負極挙動同時解析例
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日本の再エネ導入は、当初、FIT による高額な買い取り

価格と優良な条件の土地が豊富であったことから、メガ

ソーラーを中心とした太陽光発電(PV) から進んできた。

我々の研究グループは太陽光発電の故障診断と信頼性技

術をベースにしたO&M 技術の開発を行ってきた[1]。そ

の後、FIT 価格の低下と優良土地物件の減少に伴いPV 市

場の主力は、メガソーラーから自家消費を目的とした中

規模以下(2MW) の市場に移ってきた。こうした市場では

FIT 収入に頼ることなく発電電力を無駄なく自家消費する

ことが投資回収に必須であるため、蓄電池システムが今

後の電力システムにおいて無視することのできない要素

となる。我々の研究グループは蓄電池システムの効果的

な制御方法の開発を行っている。

（１）蓄電池市場の課題
市場において優位なポジションを得るために、コスト

効率が良く、高い性能を確保できるサービスや製品を開

発することによって競争力を強化すべきである。コスト

効率を高めるためには、蓄電池システムは、海外メー

カーを含む様々なメーカーのバッテリー・モジュールを

ベストな性能を得るような適用が必要となる。高い性能

の維持については、長期に渡る蓄電池システムの性能維

持を意味する。具体的には、現状のSOH（State of

Health）と将来のSOHの低下を把握することである。

我々は、バッテリー・モジュールからの情報が蓄電池

メーカーに制約されるという課題を抽出した。本研究の

目的は、少ない情報から長寿命を実現するコスト効率の

高い蓄電池システムを開発することである。

（２）蓄電池劣化予測
バッテリー・モジュールを構成する各セルの劣化の加

速度は、蓄電池システムにおける温度分布として振る舞

うという仮説を立てた。この温度分布は、蓄電池システ

ム内部の各セルのSOH分布を促進する。全体の性能は、

SOHの最も低いセルに影響を受けるため、SOHを把握す

るためには、このSOHの分布を考慮する必要がある。し

かしながら、蓄電池システム内に設置されたセル・バラ

ンス・コントローラによって、チャージ中においても

ディスチャージ中においても、このSOH分布が隠れてし

まうという課題が生じた。そこで、本研究では、SOH分

布を把握するために、ディチャージ後に、“レスト期間”と

いう期間を設け、レスト期間において、電圧のばらつき

（Vmax、 Vave、 Vmin）を計測する手法を考案した（図

2）。次に、蓄電池システムにおける実験と各セルの加速

試験を実施し、SOHの分布を考慮したシステムSOHの計

算を行った。実験の結果から、数10サイクルにおける

Vmax、 Vave、 Vminと数100サイクルにおけるVmax、

Vave、 Vminから温度の違いはセルの性能分布の変化を

促進、蓄電池システム内部の温度分布がSOHの分布に影

響を及ぼしていることを明らかにした。

この方式は、フル・チャージやフル・ディスチャージ

を必要とせず、ディスチャージ後のレスト期間の電圧情

報のみを用いるだけであり、ビッグデータを用いた解析

を必要としない、極短時間・低コストで寿命予測を可能

とする方法である。オンラインのSOH予測技術を開発す

ることで蓄電池システムの安定制御、電力システム、ひ

いては再エネ導入加速に寄与していく。

[1]K. Kohno、 et. al. IEEE Journal of Photovoltaics p.780 Vol.9 2019

“Sensor-less Fault-Diagnosis Architecture for Large-scale Photovoltaic

Power Plants”

蓄電池システム安定制御に向けた
オンライン劣化予測技術の開発
AESセンター 島明生（特任教授）、杉井 信之（特任教

授）、河野 亨（特任助教）、日立製作所 藤森正成、

古田太、Emhabayu Miftahullatif

図2 レスト期間における電圧のばらつきの計測図1 蓄電池システム概略図
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東京工業大学科学技術創成研究院

先進エネルギー国際研究センター
Advanced Energy Systems for Sustainability

本ニュースレターは、AESセンターの活動を学内外に幅広くご紹介

し、関係各位との連携を深めるために、年4回発行しております。AES

センターの行事などの最新情報（Topics）をメールでお届けします。

ご希望の方は、ホームページよりご登録ください。

◆2019年度の活動

月 10 11 12 1 2 3

シンポジウム 7日

研究推進委員会※ ●

地域プロジェクト推進会議※ ●

研修会※

イブニングセミナー※ 20日 随時開催

スケジュール

※：会員限定 ●：計画中

 11月７日（木）に第12回シンポジウム

を、大岡山キャンパス くらまえホール

で開催します。どなたでも参加できま

す。詳細は、当センターのウェブサイ

トをご覧下さい。

http://aes.ssr.titech.ac.jp/

 11月20日（水）に第46回イブニングセ

ミナーを開催します。「九州V2G 実証

事業およびEVに関する電力中央研究所

の取組み」と題して、電力中央研究所

上席研究員 高橋雅仁様にご講演頂く

予定です。詳細が決まりましたら、会

員の皆様にはメールでお知らせ致しま

す。（会員限定）。

開催予定

http://aes.ssr.titech.ac.jp/
http://aes.ssr.titech.ac.jp/
http://aes.ssr.titech.ac.jp/
http://aes.ssr.titech.ac.jp/
http://aes.ssr.titech.ac.jp/
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