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主な掲載内容

Ⅰ．第４３回(2022年度)助成研究の決定について
Ⅱ．第１３回(2022年度)助成研究成果表彰 表彰式・記念講演会の開催状況

Ⅰ．第 43 回（2022 年度）助成研究の決定について
（公財）鉄鋼環境基金は、10 月 20 日（木）に第 51 回臨時理事会を開催し、2022 年度助成事業として、
一般助成研究：37 件、若手助成研究：19 件、合計：56 件の研究に対して、総額 75,394 千円の助成金交付
を決定いたしました。 2022 年度の助成研究は、応募総数 115 件（一般：82 件、若手：33 件）の中から
環境分野の学識経験者と鉄鋼業界の専門家で構成された技術委員会（委員長：酒井伸一 京都高度技術研究
所副所長、京都大学名誉教授）の厳正な審査により選定されました。
なお、当財団の助成事業は、1973 年の設立以来、累計で 2,072 件 44 億 43 百万円となりました。

（１）2022 年度の応募・助成の概要
2022 年度の応募・助成の概要は以下の通りです。
（括弧内は昨年度実績）
1. 応募総数は 115 件（158 件）と昨年度に対して 43 件減少した。
2. 助成件数は 56 件（43 件）であり、応募件数に対して 49％（27％）が採択された。
3. 継続研究は応募件数 19 件（35 件）に対して 18 件（25 件）が採択された。
応募に対する採択率は 95％（71％）であった。
4. 新規研究は応募件数 82 件（123 件）に対して 37 件（18 件）が採択された。
応募に対する採択率は 45％（15％）であった。
5. 新規研究のうち、初めて応募した研究者は 26 名（42 名）であった。
また、初めて助成を受ける研究者は 17 名（10 名）であった。
6. 若手研究は応募件数が 33 件（42 件）に対して 19 件（15 件）が採択された。
応募に対する採択率は 58％（36％）であり、助成件数全体の 34％（35％）であった。
7. 大学からの応募は 103 件（128 件）であり、このうち 52 件（38 件）が採択された。
8. 高等専門学校からの応募は 7 件（8 件）であり、 このうち 2 件（1 件）が採択された。
9. 独立行政法人他団体からの応募は 5 件（22 件）であり、このうち 2 件（4 件）が採択された。

応募件数

助成件数

一般

若手

合計

一般

若手

合計

地球環境

39

19

58

22

10

32

副産物

15

4

19

5

3

8

大気

12

5

17

5

3

8

土壌･水質

15

5

20

5

3

8

ｴｺﾌﾟﾛｾｽ他

1

0

1

0

0

0

合計

82

33

115

37

19

56

1

基金ニュース 73 号

（２）第４３回（2022 年度）助成研究テーマ一覧
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（参考）技術委員会の構成
2022年 10月 1日現在
委員長 酒井 伸一

（公財）京都高度技術研究所副所長、大阪工業大学客員教授、
京都大学名誉教授

委員

鵜野 伊津志

九州大学 応用力学研究所 特任教授

委員

大塚 直

早稲田大学 法学学術院 教授

委員

風間 ふたば

山梨大学理事・副学長・地域人材養成センター長

委員

御福 浩樹

日本製鉄(株) 環境技術・管理部部長代理

委員

近藤 裕昭

委員

高岡 昌輝

京都大学大学院工学研究科都市環境工学専攻 教授

委員

濵野 眞一

株式会社神戸製鋼所

委員

古米 弘明

中央大学研究開発機構 機構教授

委員

松田 和秀

東京農工大学農学部附属広域都市圏フィールドサイエンス
教育研究センター長 教授

委員

山室 真澄

東京大学大学院新領域創成科学研究科 教授

委員

山本 彰

ＪＦＥスチール(株) 環境防災・リサイクル部 副部長

委員

山本 和夫

（一財）日本気象協会 事業本部 参与

安全・環境部次長

アジア工科大学暫定学長、東京大学名誉教授、
（一財）造水促進センター理事長

（役職、五十音順）
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（３）鉄鋼環境基金の助成実績
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Ⅱ．第１３回(2022 年度)助成研究成果表彰

表彰式・受賞記念講演会

助成研究成果表彰は、優れた成果をあげた助成研究者に与えられるもので、本年度も 16 名の応募があり、
技術委員会による厳正な審査により各賞の候補者を選考し、5 月 26 日開催の第 49 回通常理事会において、
3 名の方の受賞が決定いたしました。
9 月 13 日に鉄鋼会館において表彰式ならびに受賞記念講演会が行われました。当日は大河内理事長の挨拶、
酒井技術委員長の講評の後、理事長よりステンレス製の表彰状と副賞が授与され、引き続き受賞者による記念
講演が行われました。
【各賞の受賞者】
１． 理事長賞
賞の性格

環境技術及び学術の進歩を通して鉄鋼業や社会に対し、卓越した功績が
認められる助成研究成果をあげた助成研究者に贈られる。

氏名

坪内 直人

助成研究期間

所属

北海道大学大学院工学研究院・准教授

３年間 ： 2016 年 11 月～2019 年 10 月

研究テーマ

製鉄プロセスに係わる水銀の発生挙動と排出抑制

研究成果

氏は、独自手法を用いて製鉄プロセスにおける Hg の発生挙動を解明した。また、
もみ殻が Hg を除去するための吸着材として非常に有望であることを発見した。
鉄鋼業のみならず広い分野で環境問題として顕在化しつつある Hg の排出抑制に
つながる社会的意義の大きい研究成果である。

２． 技術委員長賞
賞の性格

環境技術及び学術の進歩に、卓越した功績が認められる助成研究成果を
あげた若手助成研究者に贈られる。

氏名

秦 慎一

助成研究期間

所属

山陽小野田市立山口東京理科大学工学部・助教

２年間 ： 2019 年 11 月～2021 年 10 月

研究テーマ

工場の熱配管から生じる排熱を利用した環境発電シートの設計

研究成果

氏は、カーボンナノチューブについてｎ型材料の調整から挙動までを網羅的に
調査した結果、安定で軽量かつ柔軟な熱電変換材料の特性を確認した。
この研究は、未回収の低温排熱を有効に利用できる、発電モジュール実現への貢献
が期待される発展性の高い研究成果である。

３． 鉄鋼技術賞
賞の性格

鉄鋼環境技術の進歩を通して鉄鋼業に対し、卓越した功績が認められる
助成研究成果をあげた助成研究者に贈られる。

氏名

夏井 俊悟

助成研究期間

所属

東北大学多元物質科学研究所・准教授

２年間 ： 2019 年 11 月～2021 年 10 月

研究テーマ

N 相界面の動力学と位相的データ解析に基づく高炉下部の定量評価

研究成果

氏は、高炉内充填層での分散 N 相挙動を原材料粒子以下のスケールで明示的に
解析できる次世代の高炉モデルを確立した。さらに高炉モデルを使い、CO2 排出
削減に貢献する低炭素高炉（低コークス比）の操業設計指針につながる実用性の
高い、学術的にも意義の大きい研究成果である。
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【 表彰式ならびに記念講演会の様子 】

表彰式：大河内理事長 挨拶

表彰式：酒井技術委員長 講評

表彰式記念撮影（左から、酒井技術委員長、秦先生、坪内先生、夏井先生、大河内理事長）

記念講演会の様子

【理事長賞】坪内直人

【技術委員長賞】秦 慎一
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【鉄鋼技術賞】夏井俊悟
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事務局だより
役員の変更
【評議員の変更】
就任（令和４年６月２３日付）
船越 弘文 日本製鉄株式会社常務執行役員
仮屋 和広 ＪＦＥスチール株式会社スラグ事業推進センタースラグ企画部長（理事）
辞任（令和４年６月２３日付）
大河内 巌 ＪＦＥスチール株式会社専務執行役員
泉山 雅明 日本製鉄株式会社環境部長
【理事の選任】
就任（令和４年６月２３日付）
大河内 巌 ＪＦＥスチール株式会社専務執行役員
泉山 雅明 日本製鉄株式会社環境部長
竹内 浩士 一般社団法人産業環境管理協会執行理事
再任（令和４年６月２３日付）
岡田 光正 環境省環境研究総合推進費プログラムディレクター、広島大学名誉教授
放送大学名誉教授
小澤 純夫 一般社団法人日本鉄鋼協会専務理事（業務執行理事）
田村 潤一 一般社団法人日本鉄鋼連盟技術・環境部長
井上 尚和 株式会社神戸製鋼所安全・環境部シニアプロフェッショナル
亀谷 岳文 公益財団法人鉄鋼環境基金事務局長
退任（令和４年６月２３日付）
鈴木 英夫 日本製鉄株式会社執行役員
仮屋 和広 ＪＦＥスチール株式会社スラグ事業推進センタースラグ企画部長（理事）
指宿 堯嗣 一般社団法人産業環境管理協会技術顧問
【代表理事の選任】
就任（令和４年６月３０日付）
理事長
大河内 巌 ＪＦＥスチール株式会社専務執行役員
専務理事 亀谷 岳文 公益財団法人鉄鋼環境基金事務局長
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