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まえがき

工業技術院所属試験研究所に

おける産業廃水処理の研究

工業技術院調整課

113 

産業廃水による河111の汚濁防止（こっ•，、ては，近時，各方面でその対策の確立が要望

されており，汚濁防止の問題解決のためには，廃水処理技術の研究と普及を縫進する

ことが必要で、ゐる。

産業廃水：ま各産業（とより，質的にも量的にそれぞれ異なり，また，その中には種々

の有用な物質が含まれているので，その処理技術は各産業に応じた有害物質を除去す

る技術でゐるとともに，副産物を回収し経済性の向上を図らねばならない。しかしわ

が国の産業廃水処理技術は，いまだみるべきものが少なく産業廃水はそのほとんどが

未処理のまま河川に放出されており，その早急な処理方法の解決を図らねばならない。

補助金交付による民間研究の助成

研究テ ー マ i交 付 先 l

亜硫酸パルプ廃液よりの ｜東洋f.YiGiC株）
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の製造汗君主 I iえイ山工坊 ！ 
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理の研究 ｜（株）左京製作所

沈炭深水中の日粉炭回収 ！（衿）浄水工業所
の研究
超雪波を応用する組恕倣 i I 
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工業技術院では，廃水処理技術の問題については，かねてから，所属の試験研究所

で研究を行うとともに，またζれらの民間の研究l乙対しては，次表IL.示す通り研究補

助金を交付して，その研究の助成を図っている。以下，当院所属誌験研究所で実施し

ている産業廃水処理に関する研究の概要を紹介する次第である。

E硫酸パルプ廃液の濃縮熔焼ならびにこれに伴うパルプ収率の向上に

関する研究

一一一東京工業試験所一一

わが国における亜硫酸ノf；レプの年度額は約 70万 tk達し，化学ノ'I｝レプの中最も生

産量が多いが，その廃液の処理利用lζ関してはいまだ見るべきものは少なし年間70

万トン以上におよぶ廃液固形物は，空しく河JIIt乙放流されて各所で問題を起しており，

早急な技術的解決が望まれる。廃液を処理または利用する方法としては，次の3種が

考えられる。 (I) 中和・稀釈・生物酸化等の処理を施して，有害物を減少させたのち放

流するもの。（2）廃液中の糖類 ・リグニン等を利用して種々の化学製品を製造するも

の。および（3）廃液を濃縮燃焼して有害物を除去するとともに，その燃焼熱を利用

して蒸気を発生させ，石炭の節約を計るもの。以上の内 (I）は経済的利益を伴わず，

(2）の方法は経済的に有利な場合もあるが，製品に対する需要の問題や，他資源より

の競争者の存在に左右されるため，普遍的な方法とはいい難く，またこれらの方法の

全部が，河川汚濁防止作用を兼備するとは必らずしもいえない。したがって，ある程

度の利益が保証されつつ，大震の廃液を定常的に処理し得る方法としては，現在のと

ころ（3）以外には考えられない。最近では欧米各国においても亜硫酸パJレプの処理方

法としては，次第に濃縮燃焼の方向l乙進む傾向にあり，そのための特殊な蒸発憾や燃

焼炉の製作が行われつつある。当所の方法は，このような特殊な装置を用いることな

し廃液中のカルシウム分を除去したのち，既存のクラフト用蒸発篠ならびに燃焼炉

を用いて濃縮燃焼処理を行おうとするものである。

本研究は昭和 27年より開始し，炭酸ソーダ処理による脱石灰，濃縮，スメルトよ

りの炭酸ソーダの回収，スメルトを利用するノット粕のパルプ化，およびスメルトを

利用する未晒ノ'I；レプのアルカリ精製等一連の基礎実験を終り，昨年度より中間工業試

験を開始，先ず脱石灰工程について行った。本 32年度より工業技術院の特別研究に

指定されたので， 32年度一一連続脱石灰工程ならびに3重効用縫による濃縮工程，

33年度一一クラフト型燃焼炉による濃縮液の燃焼工程，34年度一一スメルトよりの

炭酸ソーダの回収工程等，につきそれぞれ中間試験を行う計画である。

その方法は概ね次の順序により行われる。 (I) 廃液中のカルシウム分を炭酸ソーダ
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処理によって沈澱除去し，ナトリウム分l乙置換する。（2) ナトリウム分を含む上澄液

をクラフト用蒸発縫を用いて濃縮する（この際，カルシウム分による縫石の生成が遊

げられる）。（3）濃縮液をクラフト用燃焼炉内に噴入し，有機物の燃焼lとより蒸気を

発生させる。この工程中ナトリウム分は，主として廃液中のイオウ分と結合し，硫化

ソーダと炭酸ソーダの混合物 （スメルトという）となり， 溶融状態で炉底から排出さ

れる。（4) スメノレトを水re溶かし，これに（3）の燃焼工程で生ずる煙道ガス（15%程

度の炭酸ガスを含む）を吹込んで炭酸化し，炭酸ソーダを回収して （！） の工程に再使

用する。あるいは（4’），スメJレト水溶液の一部を取出してこれに生石灰を加えると，

カセイソーダと硫佑ソーダより成るクラフト蒸解液が得られるので，これを用いてノ

ット粕（亜硫酸ノ－＜；レプ製造の際，パルプに対し約1割程度副生する未蒸解物）をパル

プ化することにより，全体としてのパルプ収率を向上させる。

本処理法の特長ならびに予想される効果を述べれば次の通りである。

(!) 廃液中の有機成分は燃焼し，無機物は溶融分離し，また水分のほとんどは真水

（蒸発機凝縮水）として再生されるので，河川汚濁防止効果は他のいずれの方法より

も大きい。

(2）濃縮燃焼lζ際しでは，特殊の複雑な装置を用いることなく，既成のクラフト用

蒸発縫，ならびに燃焼炉にほぼ準じたものが用いられ得る見込みなので，技術的な不

安が比較的少ない。

(3) E硫酸ノ－＜；レプ廃液は，他の工業廃液l乙比し濃度が高いので，これを稀釈したの

ち処理を行うことは不利でゐり，むしろその逆の方向re進むべきである。本処理法は

この線にそうものであって，しかも高温における化学反応を利用するため，他の生物

化学的な処理法に比し，反応時間ならびに所要面積が極めて少なくて済む。しかしな

がら，建設費は明らかに大きくなる。

(4）本法は物質収支が良好なことが持長であり，今， 廃液の 50～80%を， 濃度 10

～13%の状態で回収し， 3重，5重，あるいは 7重効用蒸発憾のいずれかを用いて濃

縮後，クラフト用燃焼炉で燃焼させる時にそれぞれ得られる正味蒸気熱量（燃焼ボイ

ラーにおける発生熱量から濃縮に使用される蒸気熱量を差引いたもの）をクラフト法

の場合のデータから計算後，石炭に換算すれば，パルプ1トン当り 85～490kgの石炭

節約に相当する。今これを 250kgとして全国，年聞の石炭節約額を算出すれば 17.5

万トンIL達する。また燃焼後のスメJレトを利用してノット粕のク ラフ ト蒸解を行えば，

粕に対し40%の収率で高aパルプが得られることが確認されているので，ノット粕の

生成率を原亜硫酸ノ－＜；レプに対して10%とすれば，原ノ－＜；レプトン当り0.1×0.4=0.04ト

ンのパルプ増収となる。 したがって同一霊の木材資源の使用において全国，年間2.8

万トンのパルプ増産が期待できる。また本法においては，廃液中のイオウ分は硫化ソ

ーダの形で矯集でき，とれより炭酸ソーダを回収する工程も， 比較的簡単容易である。
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本処理法は，装置の建設費が多額に上るのが欠点、であるが，上記の諸利益によって

償却を完了した暁lとは，逆：こ極めて有利なものとなり， 単に河川汚濁を防止するに止

まらず， パルプ生産の原単価引下げにも役立つでゐろ う。

アルコール蒸溜廃液のメタン発酵の研究

一一発蘇研究所一一

アルコール蒸溜廃液はおよそ第1表のような組成を有し，その汚染度を B.0. D. 

で計算すれば，穆1日 1,000石のアルコール工場は，都市下水の 8～12万人分の汚L

第 1表 アルコーJレ蒸溜廃液の標準成分

皮ー 液 i殿粉質原料 廃 糖蜜 謬

上iユ 重 （15。C) 1. 01～1. 02 1.03～1. 04 

蒸発残盗 （%） 1. 5～3.0 5.5～6.5 

有 機 物（%） 1. 3～2.6 3.8～5.0 

灰 分 （%） 0.2～0.2 1.6～2.2 

B. 0. D. (p. p. m.) I 15.000～20.000 23.000～30.000 

水を放出していることになる。この処理法として発酵研究所では，つぎのような処理

行程を想定して研究を進めている。すなわち，アルコール蒸溜廃液をそのまま混安だ

けを調節して，ゐらかじめメ タン発酵菌を邸II養したメタ ン発酵憶に連続的に添加し，

メタン発酵を連続発酵の形式で行う。同時lと消化液が連続出；二排山されるが，これを

更に曝気播：二連続的｛乙導いて，ここで通気しつつ活性汚泥j去によって処理し，処理液

を連続的に沈澱槽：こ導いて活性汚泥を沈降せしめ，上澄液を放流する。メタン発苦手で

は， メタンガスが生成されるのでガス洗綜槌で水洗してガス~j 拾におき ， 廃液処理の

副産物として利用する。

このメタン発酵を主体とするアルコール蒸溜廃液¢処I!Tii去については，昭和 28年

度から研究しているが，これまで得られた成果を一括して示せば，メクシ発酵につい

ては第2表のよう になり ，その消化液の活性汚泥法については， ~f)3 表のようになるc

また乙れらの処理行程中の各成分の変化ば，；fH表！こ示したようにな与。

すなわち，？（；1習廃液は 60～10°cの温度をもって排出されるので，有機物の処理能

力の3供近くも大きい高温発酵の方が，メタ ン発酵稽の設！日j士、小さくなるので有利と

なる乙とは間違いない。そしてメタン発酵消化液として有夜~＋.；：：；： 75%, B. 0. D. は

少くとも 80%以上は除去されるので， 場所によってはそのまま放流することもでき

る。また場所によっては，消化淡を活性汚泥j去によって好気z百：二処理すれば，有機的

｛主更に 50%,B. 0. D.は 8090以上が分解除去される。すζわら全体として有機!f!t
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第2表 アルコール蒸溜廃液のメタン発酵の誌験結果

メ タ ン 5三 静 中温発酵 高温多量 除’

一b写.z 遜 温 rJ£ 。C 36～38 51～53 

子宮苦書物処理量対発信事橋 g/l/day 2.5 7 

B. 0. D. 除去率 % 85 80 

jf フ、 発生霊

文有 機 物 c.c.凶 1 500～700 550 

争i 手証欝稽 l/l/day 1～l. 5 3.8 

うf y、 ffl ！？受

メ ,,, 
ン 60 50 

山りて 口;)oど うfコ人 % 40 50 

議3表 Jタン発苦手消化液の活性汚泥i去の試主主結果

J 追環気量（kd) I lJ×10 7 

1主連汚 泥様 変 （%） I 6 

pH I s 
B. 0. D. 負符量 (g/hr/);1') I soo 
B、0.D. 除去率 % I 85 

＇.~ 4 支 アルコ ーJレ蒸沼廃液処理行夜中の成分の変iじ

弐 i外 比重 B0. D 蒸発残灰分｜有機拘会窒素i水分 iK,O ' P,O, 
!p.p.m.) 己主（%2'(%) I (%) I (%) I (%) ; (%) (%) 

努糖蜜謬 ； 1. Q4'J, 26, 000 8. 56 2. 311 6. 25' 0. 238¥ I 0. 892 0.叫7
蒸 溜 廃 液 （1.025)(26, 000) (8. 27) (2. 30）』（5.97) (0. 240)1 i (0. 786) (0. 045) 

メタン発醇 1. 0141 3, 500 2. 93: l. 081 1 66 0. 1471 : 0. 3421 0. 041 
消化波（1.001) (3, 100) (2. 02)' (0. 73): (1. 29) (0. 091); ! (O. 330)' (0. 012) 

活性汚泥法 1. Oll - 2. 70 1. 061 1. 63 0. 140'. 0. 263 0. 023 
処王室 液（l.010) (280) (1. 30): (0. 52) (0. 87) (0. 090)! (O. 272) (0. 006) 

消化汚泥 1 [ I 29. 72: 57. 88 8. 78; 12. 40 2. 066 4. 414 

活！主汚泥 : i 31.lOj 50.48 7.93; 18.52 1.731 3.542 

（註） （ ）ば法液の分折i涯を示す。

は 85%,B. 0. D.ば 95%以上が除去され，透明な放流水が得られるので，処理の

目的ば殆んど完全に達せられる。

いま，諺 1日1,000石D甘藷を原料とするアルコール工場を例にとって，高温メタ

ン発酵と活性汚泥法を行うに必要な設備を計算してみようっ信機物処理量を毎日 5ト

ンとして，メタン発酵槽の大さは 700M＇となり，消｛じ波宮コB.O.D.を 4,OOOp. p. m. 
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とすれば， B.0. D.の処理量は毎時 25kgとなるので曝気槽の大さは 85M＇，これ

に要する空気圧縮機は 30IPでよい。また，この活性汚泥法の処理液は急速に洗降し，

滞溜時闘を 1時間も見ればよいので，沈澱槽の大さは 20M＇となる 。

副産物として発生するメタンガスは，毎日少くとも 2,800M＇となり，約 1時間分

を貯溜するとしてガス貯槽は 150M＇となる。ガスは熱量約 5,000カロリーを有し，

たんに燃料としてボイラーに使用すれば，汽缶効率も上昇して 1日3トン以上の石炭

が節約できることになろう。

さて，以上のアルコール廃液処理lこ要する設備費は， メタン発酵だけでは約

10,000,000円，活性汚泥法も併用すれば15,000,000円を必要とする。経常費は，償

却金利も含めて年間300日稼動として，前者tJ:4, 100, 000円，後者は 7,740,000円と

なり，一方ガスの発生量は 84万M＇となるので，ガス lM＇当りの原価は前者では

4.9円，後者は 9.2円となる。それ故，メタン発酵だけ行って廃液の処理をすること

lこすれば，多少の利益も見込めるが，活性汚泥法も併用して完全に処理するとしても，

アルコール石当り約150円の処理費を見込めばよい。

なお，この外第4表rc.示すように，肥料価値の高い消化汚泥叉は活性汚泥が，処理

するアルコール廃液に対して 0.3～0.5%程度回収される。さらにまたこれ等の一連

官営石岡アJレコ 【ル工場のメタン発商事装置

①アルコーノレ工場 ②ボイラ ー室 ①メ Fン発酵糟

①ヵ・ス洗糠槽 ⑤ガλ貯槽
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の研究によって，ビタミン Buがメタン発酵でメタン発酵菌によって第5表のように

急激に多量生成され，かっその濃縮回収の手段として活性汚泥法が有利で， B.，の新

しい企業的な生産方式が確立されようとしている。

第5表 フラスコ試験によるメタン発酵の各

処理工程中のビタミン B.，含有量

試 料 B12 -y/cc I 備 考

アルコール蒸溜廃液 o. 0012 ＼廃糖蜜謬蒸溜廃液

メタン発酵消化液 0.30 

0.04 
主主心分離による 沈澱部

4. 30・・…・｜ ・無水物として 33 -y/g 

干潟 イヒ 汚 泥 0.40 

メタン発酵消化液の活性 I 0.20 I 
汚泥法会液 I I 
活 性 汚 泥｜ 3.20・…ぃ卜…・・無水物として 23-yfg 

以上のアルコール蒸溜廃液の処理法は，現在すでに国営石岡アルコール工場，民営

よしのや（株）長野工場において実施され，実験の結果と向ーの成果をおさめており，

本法の採用を計画している工場も数工場あるようである。またビタミン B.，の回収は，

科研化学（株）において工業化が進められている。

産業廃水・活性汚泥よりビタミン B 12生産の研究

一一名古屋工業技術試験所一一

B,2製品がアメリカの市場に現われたのは 1950年であるが，その貧血に対する治

療効果と家畜飼料の栄養素としての卓越性から異常な注目を浴ぴた。 1951年度の需

要 21.Skgは3年後の 1954年には 6倍の 153kg になり， 1956年度は 10倍を超

えるものと予想される。一方わが国における需要状況も 1952年以降急激にのびて，

現在年間 3～4kgと推定される。しかし，本邦での生産は全くなかったので，専らア

メリカよりの輸入品に依存し，輸入価格は 1951年頃は lg20万円程度であったが，

現在は約 10万円に安定している。

名工試においてはつとに B,2生産の研究に従事し，昭和 29年には抗生物質生産廃

液を原料として，本邦で第1号のB,2結品の分離Ir.成功した。さらに昭和30年以降，

名工試の方法をとりいれ科研化学株式会社において，ストレプトマイシン生産廃液よ

りB12の結晶生産の工業化試験が進められたが成功裡に完了し，本年度には大量生産

の過程l乙入った。ここに名工試の研究は，生産と直結して国産化を見るに至ったが，

この種の原料では生産物の抗生物質の産額l乙制約されて，本邦の需要の一部を満たす
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にすぎないので，他の資源より生産が要望されるa

一万，東京 ・大阪 ・名古屋などの都市！とおいては，下水や産業廃水の処理法として

活性汚泥法が行われている。 この方法は数時間下水を曝気し， ζの簡に繁殖するいろ

いろの微生物が浮遊物を凝集して沈降し易い状態にし，汚水の清澄を計るものでゐる。

沈降した活性汚泥の処分法は各都市一様ではないが，乾燥肥料として販売している名

古屋市と，海上放棄を行っている大阪市の例は資源活用の面から両極端である。

このような状況に際して， 活性汚泥よ りの B12生産の研究が取上げられ，昭和 31

年名古屋市水道局，京大高田研究室と協力体制を敷いて，名古屋市天白処理場と名工

試lこ中間試験プラント（乾燥汚泥処理量 200kg）を設置，この試験を続：7て来？こが，

活性汚 泥

主主 1.K t出 出

L湿 過

B,2抽 tトL叫I イ山iλ 

7舌 ・:io /;;{ G'.Z 着

｝慮 過

B12吸号雪渓生炭ケーキ

ア七 ト ン プJ< 一、、－ 溶 出

j浸 縮

i舌注災 漫 精 液

カノレポ ン自主'ffi'！イオン交換慌時に吸着

{-if; w 洗浄

i古性 アセトン 7j（ で 溶 出

溶水液

アニ汁 ン型樹新で脱酸

ア七トン 除 去

3f3 1 次 i~H言 精製液

カノレポン殴樹防で l)ll. 着

向 上

策 2次 樹脂 精製 液

溶 斉リ

水

フェノーノレベ ンゼンで抽 出

層

ベンゼンで稀釈後＊で再抽 出

""" rロ
層

品 イt二

B12 結晶
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沼和 32年3月全試験を完了した。結論された最終生産方式は表のようでゐる。

以上，産業廃水 ・下水→活性汚泥処理→B12 生産の方式として，また未利用資漂開

発の一手段としてこの方法の企業化が期待されるものである。

選炭廃水処理の研究

一一資源技術試験所一一

わが国において生産される石炭の大部ば湿式選炭処理されたもので，年間の原炭処

理量：ま 4,800万トンにのぼる。

湿式選炭においては，1トン7-)原炭を処理するの：こ約2～Sm＇の水 が袋羽され，完

水の多くは適当な処理を行って宿探して再使用し，残りは河川へ放流し，放流水や石

炭の附着水として失われる水量！こ等しい量の水：立坑内水や河川水から祷給し，その汚

濁をゐる限度内（L.抑えている。

しかし， これらの循環水または放流水ば，なお多分：二浮遊物や溶解物を合有してお

り，その程変によっては循環水として再3在府するときに，選炭操業：二悪影響を及ぼし，

また放流する場合河海の汚濁河起をコ、き起すことがゐる。

乙のような廃水の含有する各蔀初質Dうち，とくに問題となるのは，丞的ic大部分

を占め安定に懸濁していて涜i海速度の遥い微細な石炭や粘土からなる浮造物である。

これらの浮遊物をいかにして速く沈降 ・分離せしめるかが，選炭廃水処理において

とくに問題とされる事柄である。

資源技術試験所においては， i~爽手引くの注伏に関する物理化学的試験法，および選

炭廃水処理方法：こ関して，沈降促進方法，凝結剤，凝結剤フィーダ，凝結剤と廃水の

混合装置，接着促進方法，沈降タンクまた：ま分離機，沈降産物の脱水・乾燥，産物の

利用などについて検討しているが，なかでも洗浄速支を顕著に改良する目的で使用さ

れ，廃水処理費の大部を占める凝縮剤について長く研究している。

凝結剤としては，古くは硫酸アルミ ・硫議第一鉄 ・石灰などの無機物，ゐるい：ま澱

粉およびその処理物 ・タンニン ・コンニャク粉などの天然有機高分子拾が用いられた

が，使用量も多く，また凝結粒子の大きさも充分でなかった。ところが最近にいたっ

て，合成有機高分子凝結剤が合成され，顕著な沈降促進作用があるので注目され，外

国においてはすでに多く実用化されている。

凝幸吉剤の凝結作用l乙関する研究として，わが国においても各怒のものが合成される

ようになった陽イオン性界面活性剤に着目し，その選炭廃水に対する凝結作用につい

て系統的な試験を行ない，また合成有機高分子凝糟剤についても現在市販されている

数種について誌験した。

各種薬剤の粒度 200mesh以下の上芦別炭（灰分 39.26%）の，濃度 5%水中懸濁

液を凝結せしめるに要する薬剤の最低所要濃度は，次表のとおりであるs （※1廃水
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の容量 1ll乙対する mg数，※2廃水の含有する浮遊物量の1トンに対する kg数〉

無機塩による凝結試験結果

最低所要濃度
薬 斉lj 名

mg/l※1 mg/t※2 

NaCl 1,460 29.2 

KC! 1,600 32.0 

CaCl2 375 7.5 

BaCl2・2H20 500 10.0 

Al (NO,) 3 • 9H20 90 1. 8 

Al2 (S04) a• 18H,O 180 3.6 

陽イオン性界面活性剤による凝結試験結果

最低所要濃度
薬 青U 名

m 

ドデシノレアミン・アセテート 150 3.0 

オクタダシノレアミン ・アセテート 100 2.0 

ロジンアミン・アセテート 50 1. 0 

ジメチル ・ドデシルアミン ・アセテート 150 3.0 

ドデシJレ・トリメチル・アンモユウム・クロライド 90 1. 8 

オクタデシノレ・ト PメチJレ・アンモニウム・クロライド 45 0.9 

ドデシル・ジメチル・ベンジノレ・アンモニウム・クロライ
100 2.0 

ド

オクタデシJレ・ジメチル ・ペンジJレ・アンモニウム ・クロ
30 I 0.6 

ライド

合成有機高分子凝結剤による凝結試験結果

最低所要濃度
薬 斉lj 名

mg/l※1 kg/t※Z 

エアロフロック 552 5 0.1 

エアロフロック 3000 40 0.8 

ライトロン X・886 2 0.04 

セパフ ン 2610 2 0.04 
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また，各種選炭廃水（濃度5%水中懸濁液）のエアロフロック3000，セパラン2610

による凝結について試験した結果を，凝絡に要する薬剤の最低濃度で次表lこ示す。

各種選炭廃水の凝結試験結果

選 炭 廃 11< 最低所要濃度 mg/l※I

原 炭｜灰分%
エアロフロック I 3000 セノマラン 2610 

大 グ 張 45.63 1 0.3 

鹿島（北菱産業） 24.61 13 5 

三菱 美唄 45.63 27 5 

上 芦 7.Jlj 39.26 40 2 

茂 尻 48.49 2 0.3 

ま子 間 37.55 。 。
常 盤 35.64 。 。
沖 之 山 74.74 31 5 

回 Ill 25.32 53 11 

大 之 浦 45.16 3 0.8 

目 尾 44.10 7 7 

江 迎 27.71 17 7 

以上の試験から次のようなことが知られる。

凝結剤の種類によってその効力に著しく大きな差異があり，陽イオン性の界面活性

剤および合成有機高分子凝結剤は著しく効果的であること，陽イオン性界面活性剤の

効力は，分子の形の差異よりむしろ分子量の橋大にしたがって増しており，より高分

子量のより多くの極性基を有する水溶性多価電解質は，より大きな効力を有すること

が考えられる。また選炭廃水の凝結にはその種類によって著しく大きな難易の差があ

ること，いずれにしても，凝結のみからみるときは，選炭廃水の含有する懸濁粒子は

わりあい凝結しやすい部類に属し，ある場合にはとく少量の凝結剤を使用することに

よって，著しく沈降速度を促進しうることが知られる。

現在，凝結剤については，新しい合成有機高分子物について研究を進めているが，

さらに選炭廃水処理において問題となる上記各種の問題について，一層の研究を進め

る予定である。
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