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東京オリンピックまであと 10 か月を切った中で、

マラソンと競歩の会場を札幌に移すことに決めた

と IOC 会長が発言しました。これまで東京開催を

前提に準備を進めてきた走者、運営関係者などは、

憤ったり、呆れたり、諦めたり、ほっとしたり、受

け止め方はさまざまでしょうね。 

オリンピックに向けて、マラソンなどの各種競技

の開催に限らず、さまざまな分野で精力的に準備が

進められてきていると思われますが、受動喫煙対策

もその一つです。国レベルでは昨年健康増進法が改

正されていますが、東京都では 9 月 1 日から受動喫

煙防止条例が一部施行されました。 

協会周辺には小さな飲食店が数多くありますが、

多くの店ではランチタイムは禁煙になっています。

そこで、食事の前後に、その店の前や公園に設けら

れた喫煙スペース、駐車場の一角などで一服する光

景がよく見られていました。 

あたり一帯がもうもうとしていましたが、近所か

ら苦情が来たのか、あるいは条例などを意識したの

か、喫煙お断りの表示が増えてきました。すると、

トラブル回避の意識が働くのか、そういった表示が

あるところで喫煙する人はいなくなりました。 

しかし、これを契機に禁煙した方は多くはなかっ

たようで、逆に新たに多くの喫煙拠点ができてしま

いました。以前は 10 人、20 人レベルの大勢の人た

ちが喫煙スペース等にたむろしていたのが、あまり

目立たない狭い路上で1人～数人がいたるところで

吸うようになってきたのです。公害で言えば、巨大

発生源はなくなったものの、小規模発生源が乱立し

ている状態です。結果として、食後のたばこの煙へ

の遭遇確率は高くなりました。 

環境省や厚生労働省がある千代田区は以前から

路上喫煙が禁止されているし、道路も広くて煙を避

けやすいので問題にはならないかもしれませんが、

最近の外国人観光客は好奇心旺盛で、有名観光地に

とどまらず上野と秋葉原の間にある協会近くの狭

い路地などにも出没するので、「きれいな空気でお

もてなし」の実現は、なかなか一筋縄ではいかない

ようです。 

さて、協会の業務ですが、CO2 排出削減対策強

化誘導型技術開発・実証事業では、過去に実施され

たプロジェクトのフォローアップ調査の一環とし

て、開発された技術の実用化状況等を確認すべく個

別ヒアリングを実施中です。平成 30 年度終了課題

の事後評価は、11 月下旬の評価委員会で行われます。  

環境研究総合推進費関係では、令和元年版パンフ

レットを和文・英文で作成しました。また、10 月

初旬に追跡評価委員会が開催され、書面調査結果に

ついて議論が行われるとともに、個別ヒアリング対

象課題の選定等が行われました。選定された課題に

ついて、個別ヒアリングを実施中です。 

海水中のマイクロプラスチックのモニタリング

手法の調和等に向けた検討業務については、相模湾

で3回にわたって実施した調査結果を昨年度の東京

湾での調査結果と合わせて解析中です。その結果は、

「海洋表層中のマイクロプラスチックのモニタリ

ング手法に関するガイドライン」の改訂に活用され

ます。 

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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塩野七生さんは学習院大学哲学学科を卒業後イ

タリアに渡り半世紀をイタリアで過ごされた。そし

て 10 年の歳月を費やして「ローマ人の物語」を書

かれた。15 巻にわたる長編作である。さらに、そ

れに続く「ギリシャ人の物語」３巻も書かれたので

ある。このような長編を読破できるのも読書三昧生

活のありがたさである。 

 「ローマ人の物語」は韓国語のみならず中国語に

も翻訳されている。ムンジェイン韓国大統領は塩野

さんの愛読者だそうである。東洋人に彼女の作品が

受けるのは西洋理解に彼女の視点が的確であるこ

とによると考えられる。すなわち、東洋人の多神教

的な考えに対してキリスト教徒やイスラム教徒の

一神教の考えが西洋の考えの基本を形作ることが

理解できるのである。自然を支配する近代科学技術

文明を築いてきた西洋文明に対して、自然と共生を

図る多神教的な文明を志向していく重要性を示し

てくれている。 

 彼女がなぜ今になってギリシャ人の歴史を書く

気になったかというとローマ・ギリシャ文明は後に

来るキリスト教ともに西洋文明の二大基盤の一つ

になっているからである。当時のローマはギリシャ

人にとって相手をするに値しない存在である。クレ

イステネスの改革によってアテネが民主制に明確

に舵を切ったと同じ時期、つまり紀元前６世紀末、

ローマだって王政を脱して共和政に移行していた

のだ。それでもローマが、ギリシャから相手にされ

ない状態は変わらなかったと述べている。 

  ローマの 1200 年にわたる平和、いわゆるパクス

ロマーノは多神教の考えの上に築かれてきた。シー

ザーがガリア地方（現フランス地方）を征服しても

特定の宗教を押し付けることはなかったが、ユダヤ

教の都市に対しては

徹底的に破壊をして

いる。それは一神教

を固守したことに対

する報復であった。 

 ローマに先立つギ

リシャでも多神教で

あった。アテネは海

上都市国家として繁

栄した。民主主義を

導入してはいたが民

主制は独裁を生み出すコインの裏と表の関係であ

ると彼女は指摘する。アテネも独裁者がリーダーの

時は繁栄するが、なまじ民主制に足を奪われてスパ

ルタとペルシャ連合軍に敗れてしまうのである。ロ

ーマもシーザーのような独裁者がルビコン川を越

えて軍隊をローマに進軍させた。その後、皇帝制度

を作り皇帝の権限と民主制の貴族院と対立してい

くことになる。強い皇帝が出た時は、ローマは安定

しているのである。ローマの衰退はキリスト教を国

教に指定したことから、その衰退が始まったのであ

る。ローマ法皇が皇帝より力を持つようになってし

まったのである。 

彼女はまた「逆襲される文明」（文春新書、2017

年）において、「一神教と多神教の違いは神の数に

はない。古代のローマ人も、合計すれば 30 万にも

なったという神々の全員を信仰していたわけでは

なかった。一人一人は守護神を持っていたが、それ

を他者に強制していない。それどころか、敗者にな

ったカルタゴの神にも、勝者であるローマの神々の

住まうカンピドリの丘に神殿を建ててやったのだ。

ローマ人の「寛容」の精神とは、他者が最も大切に

している存在を認めることにあったからである。」
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と述べている。すなわち、多神教の寛容の精神が今

日の宗教上の対立や地球環境をめぐる南北対立を

解消させる精神になると思われる。    （了）

 

 

 

 

再生可能エネルギー･低炭素化技術開発分野にお

ける低炭素化を図る技術開発・実証を対象とします。

例えば、太陽光、風力、小水力、地熱等の再生可能

エネルギーの導入促進のための技術開発・実証等を

対象とします。例えば、太陽光発電の光電変換効率

向上や再エネ由来水素から発電する燃料電池の高

性能化のための技術開発・実証等を対象とします。 

本分野では、現在、8 件の事業が進行中です。こ

こでは、平成 29 年にスタートして 3 年目に入って

いる事業 3 課題を紹介します。なお、環境省の CO2

排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業のホー

ムページ 

（http://www.env.go.jp/earth/ondanka/cpttv_fund

s/ongoing.html）には、すべての採択課題の概要が

掲載されていますので参照ください。

 

 

◎再エネ導入を加速するデジタルグリッドルータ（DGR）及び電力融通決済システムの開発・実証 

 (平成 29～31年度 デジタルグリッド株式会社) 

 

再生可能エネルギーによる発電の多くは日照時

間や天候に依存する一方で、蓄電技術は小規模な範

囲に留まっているため、再エネ発電を無駄なく活用

することは大変に難しいとされています。さらに、

再エネの多くを占める太陽光発電の電力は直流で

あるため、この供給量が増大したときに既存の電力

網に悪影響が起こらないようにしておくことも必

須とされています。 

本事業では、再エネ発電と電力網との間を取り持

つ電力変換装置として発明されたデジタルグリッ

ドルータ―（DGR）の実用化を目指して、変換効率

の向上や装置規模の小型化に努めています。また、

 

協会ニュースに会員からの投稿を募集中  

 

協会会員相互の交流の場として、会員の皆様からご執筆頂いた文章を掲載する「AIRIES 随筆」コーナー

を設けております。内容は近況報告、趣味、雑感、研究状況、協会業務の改善の提案等、また、法人会員の場

合には活動の紹介も含め、協会ニュースの１頁程度（約 1,300 字程度）を想定しています。 

なお、本協会ニュースは、会員の皆様に配布されると同時に協会のホームページに公開されますので、

ご承知おき下さい。 
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発電無駄が起こらないよう、電力供給と電力使用と

の需給マッチングをブロックチェーンと呼ばれる

分散型取引手段でリアルタイムに行うこととして

います。このために、電力取引をするための端末装

置として、デジタルグリッドコントローラ（DGC）

も開発しています。 

このような DGR/DGC とブロックチェーンによ

る決済手段によって、電力網に接続した発電事業者

と需要家は、大がかりな仕掛けを準備することなく

自律分散的に電力取引市場を形成し、効果的な再エ

ネ活用ができるようになると期待されます。 

このアイデアの有用性を立証するために、埼玉県

さいたま市浦和美園地区で、実証試験を進めていま

す。住宅群、大型商業施設、コンビニエンスストア

群との間で、効果的な市場が形成されて再エネ利用

率がどれほど高められるかの実測に取組んでいま

す。

 

 

◎効果的な CO2削減を目指した水素吸蔵合金による再生可能エネルギーの貯蔵 

 (平成 29～31年度 那須電機鉄工株式会社) 

 

再生可能エネルギー発電を推進するにあたり、系

統接続の容量不足や系統の不安定性による出力抑

制などで発電電力に余剰が生じる問題があります。

この余剰電力は、2030 年度において年間数百億

kWh に上るのではないかと予測されていますが、

このような大容量エネルギーの貯蔵は困難です。本

技術開発では、安価な水素吸蔵合金を用いて、余剰

電力で製造した水素を長期・大容量貯蔵を可能とす

る水素貯蔵システムを開発し、再生可能エネルギー

発電の推進につなげることを目的としています。 

  本課題では、メカニカルアロイング法（MA 法）

で製造したナノ化鉄チタン合金（FeTi）を充填した

水素吸蔵合金タンク 9 本を 1 ユニットとし、それに

当該合金の水素反応熱を効率的に放熱するための

空温式熱交換装置を組み込んだ「空温式水素吸蔵合

金システム」を開発し、当該システムの長期・大容

量エネルギー貯蔵性について評価するものです。な

お、MA 法とは、合金成分の元素粉末を粉砕混合す

 

図１．自律分散型の電力融通・取引システムの構成 

                       PV:太陽光発電 
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ることにより、機械的に合金化するものです。この

方法で製造した MA-FeTi は、従来の溶解法とは異

なり、大型ボールミリング装置（300kg/バッチ）を

用いて常温のまま合金化するもので、溶解法と比較

して省電力、CO2削減が期待されるもので、世界的

に見ても量産化の例はありません。 

  現在、実証試験を通して当該システムの自動制御

手法を改良し、製品化仕様の確立を進めるとともに、

CO2削減効果、経済性･実用性評価を進めています。

 

 

 

◎海洋再生可能エネルギーの推進に資する撤去可能なテーパー型基礎杭と施工手法の開発・実証 

(平成 29～31年度 りんかい日産株式会社) 

 

再生可能エネルギーの導入拡大に際し、使用済み

再生可能エネルギー設備の適正な処理方法確立が

重要視されています。洋上風力発電設備では、事前

調査段階から運転期間終了後の撤去までを含めた

ライフサイクルの中で計画することが大切です。着

床式の基礎としては、モノパイル（杭）が広範囲に

適用されていますが、大口径化したモノパイルの引

抜き時に要するコストや施工時 CO2 排出量の増加

が課題となっています。モノパイルを地盤に打ち込

む際に、強風発生時に風車が倒れないような基礎杭

地盤支持力を確保すること、撤去時の引抜き難さを

克服することなどを考慮し、適切な根入れ深さ、適

切なモノパイル形状を決める必要があります。 

本事業では、杭の先端を円錐形にしたテーパー型

基礎杭に注目し、この問題解決に当たっています。

テーパー杭は、押込み時に、周辺地盤を締め固め、

高い支持力を発揮させることができるため、安全な

地盤支持力を確保するに要する根入れ深さを最適

化することができます。杭が円柱状のストレート基

礎杭を対象とする施工技術では、引抜き時に、CO2

 

図 2．ナノ化鉄チタン合金を用いた空温式水素吸蔵合金システムの開発概要 
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排出量の高いフリクションカット（ウォータージェ

ット併用外挿管の打設・引抜きにより杭と地盤の摩

擦力を減ずる施工技術）を採用していますが、テー

パー型基礎杭では、この作業の負担軽減を見込んで

います。本技術開発・陸上実証・海洋実証では、低

コスト・低 CO2排出量にて施工できる洋上風力発電

設備モノパイル杭新技術として社会貢献すること

を目指しています。なお、本課題は、標記代表事業

者および共同実施者（寄神建設(株)、(株)ユニバーサ

ルエネルギー研究所）の連携事業として進めていま

す。

 

 

 

エコプロ 2019 －持続可能な社会の実現に向けて－  

 

  CO2 排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業では、毎年 12 月に開催されるエコプロ展に出展し 

ています。 

 今年は、「環境省 COOL CHOICE」のブース（2-047）内にポスターを展示し、 

現在実施中の事業の内容についてご紹介します。 

   

  開催日時：令和元年 12 月 5 日（木）、6 日（金）、7 日（土） 

  会場：東京ビッグサイト（西 1～4 ホール） 

  

 詳細は下記、サイトにてご覧ください。 

  https://eco-pro.com/2019/ 

 

図 3. テーパー型基礎杭の技術開発・実証による CO2 排出削減技術 

ご案内 
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10/1(火)：推進費制度 追跡評価 座長説明 (環境省) 

CO2 対策事業 検討会に出席（米原） 

2(水)：CO2 対策事業 検討会に出席（高浜） 

3(木)：推進費制度 第 2 回 追跡評価委員会を開催 

（AP虎ノ門） 

推進費制度 データベース打合せ（協会） 

CO2 対策事業 打合せ（環境省） 

4(金)：CO2 対策事業 検討会に出席（東京） 

7(月)：CO2 対策事業 打合せ（環境省） 

CO2 対策事業 検討会に出席（千葉） 

8（火）：CO2 対策事業 視察及び検討会に出席（仙台） 

9(水)：CO2 対策事業 検討会に出席（東京） 

10(木)：CO2 対策事業 打合せ(環境省) 

CO2 対策事業 検討会に出席（東京） 

マイクロプラ事業 打合せ（協会） 

11(金)：CO2 対策事業 検討会に出席（東京） 

16(水)：CO2 対策事業 検討会に出席（東京） 

マイクロプラ事業 打合せ（海洋大学）  

17(木)：中環審 動物愛護部会に参加 

    CO2 対策事業 キックオフに出席（環境省） 

18（金）：CO2 対策事業 視察・検討会に出席（北九州） 

23（水）：CO2 対策事業 検討会に出席（東京） 

 CO2 対策事業 打合せ（東京） 

CO2 対策事業 フォローアップ調査（高砂） 

25(金）：CO2 対策事業 打合せ（環境省） 

CO2 対策事業 フォローアップ調査（川崎） 

28(月)：推進費制度 追跡評価 個別ヒアリング（千葉） 

29(火)：CO2 対策事業 検討会に出席（東京） 

CO2 対策事業 キックオフに出席（環境省） 

マイクロプラ事業 打合せ（協会） 

30（水）：CO2 対策事業 検討会に出席（東京） 

31(木)：推進費制度 追跡評価 個別ヒアリング（仙台） 

CO2 対策事業 検討会に出席（岡山） 

＊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：CO2 排出削減対策強化誘導型技術開発・ 

実証事業管理・検討等事業 

  マイクロプラ事業：マイクロプラスチックのモニタリング手法 

の標準化及び調和に向けた検討業務 

 

〒110-0005 東京都台東区上野 1-4-4 

 TEL：03-5812-2105 

 FAX：03-5812-2106 

 E-mail：airies@airies.or.jp 

 Homepage：http://www.airies.or.jp 

 

(日本学術会議協力学術研究団体) 


