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気温がだんだんと下がってきて秋が深まってきま

いち・なごや」を開催しました。イベントシーズンでい

した。9 月は残暑が厳しかったですので、秋はどうな

ろんなイベントが重なり人集めに苦労しましたが、小

っていくのかなと心配しましたが、いつものように季

学校の ESD、高校と大学が連携したミツバチプロジ

節は変わっていきますね。季節の変わり目ですので、

ェクト、大学生の活動、商店街の活性化、NPO と企

風邪をひいたりして体調を崩している方も多いので

業のパートナーシップの 5 つの事例発表とそれらを

はないかと想像します。

もとにしたパネルディスカッションが行われ、充実した
フォーラムとなりました。詳しくは、P.3-4 のフォーラム

気象庁のニュースによると、9 月の平均気温は世

の報告をご参照ください。

界全体でも日本国内でも統計を開始した 1891 年以
降の 122 年間で最も高くなったようです。世界の平均

フォーラムの閉会挨拶で名古屋大学の竹内教授

気温（陸域の地表付近の気温と海面水温の平均）の

は、環境教育と ESD（持続可能な開発のための教育）

偏差は+0.24℃でこれまで最高だった 2009 年の

の違いについて触れ、入り口が環境で出口も環境で

0.22℃を超えました。平均気温の比較には「偏差」を

あるのが環境教育で、入り口が環境でも出口が社会

用いますが、「偏差」とは、この場合は 9 月の平均気

や経済のあり方になるのが ESD だと説明していまし

温から基準値（1981 年～2010 年の 30 年間の 9 月の

た。簡潔な言い回しで何となくわかったような気にな

平均）を差し引いた値です。9 月の日本の平均気温

ります。

の偏差は、1.92℃でこれまで最高だった 1999 年の

私自身は国連大学高等研究所の ESD プログラム

＋1.80℃を上回りました。平均で平年よりも 2℃近くも

に１年ほど在籍しましたが、未だに ESD とは何か腑

高かったというのは驚きです。北日本と東日本が特

に落ちた理解ができません。ESD の関係の方々は、

に高かったようです。

いろいろな概念などで ESD をイメージしてもらおうと
していますが、短いフレーズで誰でもが何となく腑に

気温の上昇ということでは、海洋研究開発機構

落ちる言葉がほしいものです。

（JAMSTEC）と宇宙航空研究開発機構（JAXA）が、8
月に北極海の海氷面積が 8 月 15 日に 1978 年から

11 月 4 日には、岡山市で「ESD 全国学びあいフォ

の衛星観測史上最小となったと発表していました。

ーラム in おかやま」を開催します。このフォーラムは、

海氷面積が最小となるのは通常 9 月下旬ですので、

岡山市と西日本の 4 つの環境パートナーシップオフ

１か月も早く最小の記録を塗り替えたことになります。

ィス（EPO）の協力のもとにつくりあげましたので、西

海氷面積はこの後さらに小さくなっています。

日本各地の事例の発表があります。参加者も岡山県

最近では、巨大ハリケーン「サンディ」が米国の東

の方々だけでなく、北は北海道から南は熊本までの

海岸に上陸し、ニューヨークを機能不全に陥れるな

13 都道府県から来られます。楽しいフォーラムとなる

ど、地球温暖化が影響していると考えられる異常気

よう、しっかりと運営していきたいと思います。
11 月 14 日には、環境研究総合推進費の平成 25

象がいくつも現れていますが、地球温暖化の議論は

年度新規課題の公募が締め切られます。それと同時

最近どうも盛り上がらないですね。
さて、業務の方は、10 月 19

に事前評価のプロセスが始まります。地球温暖化対

日の「環境研究総合推進費の

策技術開発・実証研究事業の平成 25 年度新規課題

研究成果発表会」を皮切りに、

の公募は、年明けです。
引き続き、みなさまのご指導・ご支援のほど、よろ

３週連続イベント開催となって

しくお願いいたします。

います。10 月 27 日は、「ESD
全国学びあいフォーラム in あ
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クアラルプール都市圏の人口は約 730 万人で

済発展の違いが如実に現れているように思う。ベ

ある。何回か出張した。予想以上に洗練された都

ンツ、BMW がそこら中を走っており、まるで欧

市だと思う。マレーシアの一人当たり GDP は約

米の様である。基本的に車社会である。

15,000 ドル、日本の約 40％、タイの約 1.5 倍、
ベトナムの約 5 倍であり、十分、先進国なような
気がする。

日本人墓地
クアラルンプールにも日本人墓地がある。広さ
は約 8,000m2、シンガポール日本人墓地の約 1/4
交通

である。ただ、シンガポールのように公園として

クアラルンプールは公共交通機関が十分には

位置づけられているわけではなく墓地である。土

整備されていない。バスもあるが、旅行者にはラ

地はクアラルンプール日本人会が所有している

イトレール、モノレール、タクシーが移動手段と

とのことである。残念ながら門が閉まっていたた

なる。ただ、ライトレール、モノレールは市内の

め、中には入れなかった。左の門柱には「明治三

限られたエリアしか通っていないため、結局はタ

二年三月吉日建設」、右の門柱には「大日本帝国

クシーが移動手段となる。その分、自動車の通行

臣民之墓地」と記載されていた。シンガポール日

量は多い。都心部の朝夕の交通渋滞はひどい。ホ

本人墓地の建設が明治 24 年であるから、それよ

ーチミンでは主要な移動手段はオートバイであ

り 8 年遅い建設である。明治 32 年は、日清戦争

ったが、クアラルンプールでは自動車となる。経

（明治 27 年）と日露戦争（明治 37 年）の間で
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あり、日本がイケイケの時代であった。シンガポ

本の運転免許証を在マレーシア日本大使館で英

ール日本人墓地と同様、ここにも、多くのからゆ

文に直してもらい、マレーシアの陸運局に持って

きさんが埋葬されているのであろうか。

行けば、そのまま使える。”とか“マレーシアで
は元々、年金に税金をかけないため、日本で非居
住者扱いになりさえすれば、どこからも年金に対

クアラルンプール日本人会

する税金を徴収されない。”とか“クアラルンプ

クアラルンプール日本人会を訪問した。場所は、
KL SENTRAL 駅の隣の MID VALLEY 駅から歩

ールには日本の国民健康保険証が使用できる病

いて 5 分。マレーシア政府は現在、マイ・セカン

院がいくつか

ドホーム・プログラムを推進している。これは、

あるので、国保

“退職したら第二の人生をマレーシアで過ごし

には加入して

ませんか？”という外国人富裕層向けのプログラ

おき、年度末に

ムである。マレーシア政府は現在このプログラム

日本で確定申

の対象者に 10 年滞在ビザを発行している。この

告すれば医療

プログラムの説明会が日本人会であり参加した。

費がもどって

定年を迎えたらマレーシアで生活しようと考え

くる。”などな

ているわけではないが、いろいろと勉強になった。

ど…。結構勉強

例えば、
“マレーシアには相続税がない。”とか“日

になった。

ESD 全国学びあいフォーラム in あいち・なごや

人とつながりが支える地域の未来

開催報告
2014 年秋に愛知県・名古屋市と岡山市におい

の活動を紹介し、持続可能な社会を支える人とつ

て、「ESD に関するユネスコ世界会議」が開催さ

ながりをつくるための知恵について学びあいま

れます。今年の ESD 全国学びあいフォーラムは、

した。
フォーラムの概要は、＋ESD プロジェクトホー

その愛知県・名古屋市で下記により開催しました。
フォーラムでは、異なる年代を対象とした、持続

ムページ（ http://www.p-esd.go.jp/top.html ）の

可能な社会を担う人材づくり・仲間づくりのため

「学びあいフォーラム」に近く掲載する予定です。
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日

時：

平成 24 年 10 月 27 日（土）

13:30～17:00

場

所：

名古屋大学環境総合館

主

催：

環境省、名古屋大学大学院環境学研究科、

レクチャーホール

中部 ESD 拠点
協

力：

EPO 中部、「国連 ESD の 10 年」最終年会合
あいち・なごや支援実行委員会

―プログラム―
１３：３０

開会
１３：４０～１４：０５
原 伊津子
『ＥＳＤの視点で見直した，小学校の生活科・総合的な学習の
愛知県東浦町立緒川小学校 教諭
時間』
１４：０５～１４：３０
梶原 英彦
『なごや文化のみち ミツバチプロジェクト～地域と密着した実
愛知県立愛知商業高等学校 教諭
践を通して』

１３：４０～１５：４５

活動事例発表

１４：３０～１４：５５
『土岐川・庄内川源流 森の健康診断』

上野 薫
中部大学応用生物学部環境生物科学科 講師

１４：５５～１５：２０
羽後 静子
『中部ＥＳＤ白熱講座～商店街＋市民・学生によるこれから
中部大学国際関係学部 准教授
の「世直し」を議論し、実践する』
１５：２０～１５：４５
『パートナーシップ大賞と企業のCSR推進』

阿部 聡一郎
特定非営利活動法人パートナーシップ・サポートセ
ンター 協働コーディネーター

コーディネーター： 三矢 勝司
特定非営利活動法人 岡崎まち育てセンター・りた 理事

１６：０５～１６：５５ パネルディスカッション
名古屋工業大学コミュニティ創成教育研究センター 特任
テーマ『人とつながりをつくる知恵を集めよ
助教
う』
パネリスト： 活動事例発表者

１７：００

閉会

ご発表くださった皆様

原 伊津子氏

羽後 静子氏

梶原 英彦氏

阿部 聡一郎氏
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上野 薫氏

コーディネーター 三矢 勝司氏

前回に引き続き、平成 23 年度に実施された 57

の断熱性能を改善するための課題で、福島県の仮

課題のうち、平成 23 年度に終了した 14 課題に

設住宅の一部に対して断熱改修の無償提供もし

ついて、その概要をご紹介します。温対技術開発

ました。

事業の詳細、平成 23 年度終了課題以外の課題な

現在では一般の住宅の空調は、電気を動力源と

どについては、環境省の Web サイト

する機械式ヒートポンプ型のものが、性能の向上

"http://www.env.go.jp/earth/ondanka/cpttv_fun

を果たし、主流となってきました。しかし、昨今

ds/index.html"をご覧下さい。

の電力事情や様々なエネルギーの有効利用を考

今回は「住宅・オフィス」5 課題と「再生可能・

えると、電力消費量の少ない空調システムの普及

分散型エネルギー」2 課題の計 7 課題をご紹介し

も魅力のあるオプションです。冷房用途として、

ます。

100℃程度以上の熱源が得られれば有効な候補と
なるのが、(1)、(2)及び(5)の 3 課題が挑戦した「除

「住宅・オフィス」分野で平成 23 年度に終了し

湿（潜熱）と温度低下（顕熱）を分離」するタイ

た課題は、

プの空調システムです。湿度が高い日本の夏には

(1)未利用排熱を活用した気化熱式デシカント空

適したシステムと考えられますが、必要とされる

調システムに関する技術開発（昭和鉄工）

100℃程度の温度を下げて未利用熱源の範囲を拡

(2)太陽熱で冷暖房する吸着冷凍装置の実証事業

大することと、装置のコストやサイズを普及に見

（前川製作所）

合うように低減することが望まれています。今回

(3)既存住宅の断熱性能向上のための薄型断熱内

の 3 課題は熱源の温度低下の方を主たる開発目

装建材に関する技術開発（パナソニック）

標としたものでしたが、必要な温度を 80℃程度

(4)地中熱利用ヒートポンプシステムのイニシャ

まで下げることに成功しています。

ルコスト低減と効率化に関する技術開発（三菱

もう一つの課題(4)は、熱源温度変化の小さい

マテリアルテクノ）

地中熱を利用して電動機械式ヒートポンプの効

(5)再生可能エネルギー・低温排熱を駆動源とす

率（COP）を更に向上させ、農業用ビニールハウ

る空冷式吸着ヒートポンプに関する技術開発

スに適用することを目指したものです。地中熱ヒ

（三菱樹脂）

ートポンプ空調システムは、東京下町の新名所

と、住宅・オフィスのエネルギー消費の中で大き

「東京スカイツリー」にも導入された技術ですが、

な割合を占めている『空調システム』に対する省

設備導入コストが嵩むことが普及の阻害要因と

エネルギー技術開発課題が並びました。

なっています。本課題では、システムの核となる
技術の一部、
「地中熱を獲得する熱交換システム」

住宅は耐久消費財の最たるもので、一度建てら

の低コスト化を実現させました。

れると数十年に亘って使われることが多いもの

このように各課題の設定された目標は達成は

です。このような性格を持つ住宅分野における省

できていますが、より上位の目標である「大量普

エネルギーを実現するためには、新築住宅ばかり

及の実現」という観点からは、未だ解決すべき課

ではなく既存のものに対して適用できる技術が

題、特にコスト面の課題が残されているのも確か

必須です。(3)は、そのような観点から既存住宅

です。住宅・オフィスに関する技術開発では、一
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戸一戸で実現できる省エネルギーは小さいので

す。課題(6)は、比較的小規模な「水素変換サイ

すが、適用例が増えると大きな効果が期待できま

ト」で、高効率に純粋な水素を製造・提供するこ

す。「将来の大量普及」がキーワードです。各課

とを目指した技術開発です。水素吸蔵合金を利用

題では、そのための工夫がなされましたが、その

したシステムを構築し、小規模サイトの運用に必

成果を一般の方々に知って頂き、「面白そう。使

要な仕様を満足できるシステムの実証に成功し

って見ようか。」と思って頂けるようなフォロー

ました。

アップが不可欠です。「ニワトリとタマゴ」なら

2011.03.11 以降のエネルギー供給技術として

ぬ「コストと普及」問題を突破できる試みが求め

大きな期待を寄せられている海洋エネルギーで

られています。

は、その多くがエネルギーを電力として供給する
形が想定されています。また、海底が比較的急に

「再生可能・分散型エネルギー」分野では、

深くなる日本においては、海底に足場をもつ「着

(6)水素・燃料電池社会構築のための負荷対応型

床式」だけではなく、海面に浮かぶ「浮体式」の
システムの有効性も指摘されています。海底に敷

水素精製システムに関する技術開発（神戸製鋼）
(7)洋上浮体からの電力送電システムに関する技

設し海を渡って電力を運ぶ『電線』は、海底ケー
ブルと呼ばれますが、これは従来、離島と本土を

術開発（ジェイ・パワーシステムズ）

繋ぐために多くの場所で利用されてきました。し

と、「縁の下の力持ち」的な課題が並びました。

かし、両端が陸地に固定されている従来の使用法
「水素エネルギー」は、燃焼時に二酸化炭素を

とは異なり、浮体は海面上で波に揺さぶられてい

排出しない「クリーンなエネルギー」であり、国

るため海底ケーブルには新たな力が働き、動きが

でも近い将来「エネルギーシステム」のコアとな

生じます。このため、安全性や耐久性について注

るものの一つと位置付けています。しかし、「水

意深く検討・研究する必要があります。課題(7)

素」は、石炭、石油や天然ガスなどの化石燃料と

では、この問題に取組み、環境省プロジェクトと

は異なり、自然界から採掘してきて利用できるも

して設置された洋上風力発電システム（2012 年、

のではなく、他のエネルギー源を利用して人工的

長崎県五島列島椛島沖）で用いられた海底ケーブ

に生成することが必要な「二次エネルギー」です。

ルに、その成果が活用されました。
前回の 2 分野と比較すると、どちらかというと

また、常温では気体であり、その中でも最も軽い
気体なので、体積当たりのエネルギーが小さいた

一般の方々の目に触れ難いところで活躍する技

め、圧力を高くして閉じ込めるとか極低温にして

術の開発課題となりました。しかし、これからの

液化するとかしないと有効な貯蔵や運搬が難し

暮らしを変革し次世代以降へより良い暮らしを

いエネルギー源でもあります。しかし、気体の水

手渡していくための基盤となる技術について、着

素は圧縮や液化に大きなエネルギーを必要とす

実なステップを踏んで進んでいるものと期待で

るために、別の化合物で貯蔵・運搬し、利用場所

きます。

で「水素に変換」する技術も一つのオプションで

◎未利用廃熱を活用した気化熱式デシカント空調システムに関する技術開発

(H21～23)

事業者名：昭和鉄工㈱
対し、60％以上の省エネルギー効果が期待できる新

【事業概要】
100℃程度の未利用の低温排熱を活用し、従来の

発想の「気化熱式デシカント空調システム」を開発

電機式ヒートポンプ方式やセントラル空調方式に

した。
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【技術開発事業全体の最終成果】
①気化冷却器の水漏れがあったものの、実施計画
の 98％を達成した。
②省エネルギー効果は 83.5％となり、目標の
60％を上回った。
③ 開 発 当 初 削 減 目 標 値 ： 388t-CO2 / 年 （ 風 量
30,000m3/h）に対し達成率は 99％であった。
④空調システムを構築する全ての装置をリンク
させ、冷暖房並びに湿度の完全無人化自動運転
制御を達成した。

◎太陽熱で冷暖房する吸着冷凍装置の実証事業 (H22～23)
事業者名：㈱前川製作所
また、吸着冷凍機運転の結果、定格仕様温度条

【事業概要】
・再生可能エネルギーの利用率を飛躍的に向上さ

件（温水温度 58℃、冷却水温度 29℃、冷水温度

せる為、低温型の排熱駆動吸着冷凍機（以下：

16℃）時で、目標冷熱出力（70kW×0.9=63kW）

太陽熱吸着冷凍機）を開発し、輻射システムお

以上であることを実証した。

よびデシカント除湿機と組合せた顕熱潜熱分

さらに、吸着冷凍機のエネルギー効率（冷凍機単

離型の空調システムを「学校」という舞台で実

体が稼働するのに必要な冷却水ポンプ、冷水ポン

証した。

プ、温水ポンプ、冷媒ポンプ、真空ポンプの電気
エネルギーの投入量に対して、取り出せる冷水能

・本開発は①太陽熱利用の②省エネかつ③脱フロ

力）が 10 倍になることを実証した。

ンの④太陽熱吸着冷凍機を開発、輻射冷暖房と
デシカント除湿機を融合させたシステムにて
検証し、汎用化、高効率化、低コスト化を図る
ことを目的とした。
【技術開発事業全体の最終成果】
太陽熱で冷暖房する吸着冷凍装置で、温水温度
58℃、冷却水温度 29℃、冷水温度 16℃の条件に
て冷熱出力 63kW 以上を発揮するように設計さ
れた吸着冷凍装置（70kW）を試作し、従来機と
比較して、抽気ポンプ動力を約 33％減、設置ス
ペース約 7％減、容積約 14％減、重量約 9％減を
達成した。
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◎既存住宅の断熱性能向上のための薄型断熱内装建材に関する技術開発 (H22～23)
事業者名：パナソニック㈱
W/㎡ K、反り抑止、結露抑止を確認）。

【事業概要】
既存住宅の断熱改修の普及により民生部門の

・断熱改修効果を同時比較できる実証住宅（戸建

省エネに貢献するため、施主の費用的･工期的負

住宅及び集合住宅）に目標の熱性能を有するパ

荷が小さく断熱効果を容易に認識できる、住居内

ネルを施工し、断熱改修効果として暖冷房エネ

側から施工可能な断熱改修法とその為の薄型断

ルギー削減率の実測データを取得し、シミュレ

熱内装建材を開発した。

ーション解析と符合することを確認した。また、

・リビングルーム等、任意の部屋に低コストで短

暖冷房応答性改善による体感可能な温熱快適
性向上効果の実証データを取得しエビデンス

期間に施工可能。

を確立した。

・冷暖房温度の時間的応答性が高く、改修効果を

・従来断熱改修にかかる費用として、従来改修費

容易に認識可能。

用の半分以下であることを確認した。
【技術開発事業全体の最終成果】
・大阪近郊の気象条件を想定した解析シミュレー
ションにより、部分断熱改修で年間暖冷房エネ
ルギーを 30％削減可能なパネル熱性能の目標
値を導出した。
・表面材（無機系ボード）、枠材・裏面材（硬質
ウレタン）により真空断熱材を覆い一体パネル
構造化することで真空断熱材の傷つき防止及
び省施工化を図った、目標の厚み、熱性能、反
り抑止性及び結露抑止性を有する内装建材化
パネルを製作し、多様な既存躯体へ対応する固
定方法として桟木方式及び直貼方式を設定し、
熱性能、反り抑止性及び結露抑止性について実
測検証を行い、目標を満足することを確認した
（総厚 19.5mm、間仕切壁平均熱貫流率 0.81

◎地中熱利用ヒートポンプシステムのイニシャルコスト低減と効率化に関する技術開発

(H22～23)

事業者名：三菱マテリアルテクノ㈱
【事業概要】
含水率向上による熱交換効率の向上

（目的）園芸用ハウス農業への地中熱利用ヒート
ポンプシステムのイニシャルコスト低減と効
率化を図る。

【技術開発事業全体の最終成果】
①温暖地では概ね COP=5.0 以上となり、目標を

・コイル型水平熱交換器と高効率水－空気ヒート

達成できた。寒冷地では COP=5.0 を達成でき

ポンプを組み合わせた技術開発
・2 段構造の採用 ⇒ 更なる設置スペースの縮小

ず、暖房運転の全期間平均値で 4.06 であった

・水抜孔付きシートの採用 ⇒ 熱交換器敷設部の

が、地中熱利用ヒートポンプﾟシステムが寒冷
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地での温室にも十分適用可能であることを確
認できた。
②本フィールド試験結果を基に構築したシミュ
レーションモデルを用い、水平熱交換器の設置
深度、循環方法の工夫により熱交換効率がさら
に向上する施工方法を提案した。また、地盤の
物性値において、熱伝導率や熱容量は地中熱交
換量の増減に寄与するものであり、特に熱伝導
率の影響が大きいことを確認した。

◎再生可能エネルギー・低温排熱を駆動源とする空冷式吸着ヒートポンプに関する技術開発 (H22～23)
事業者名：三菱樹脂㈱
【事業概要】

く冷風供給が可能な空冷式 AHP 原理モデル機

再生可能エネルギー・未利用熱など低温熱源

を設計・製作した。

（80℃以下）駆動が可能で、CO2 削減 効果の大
きい、吸着材 AQSOA を適用した吸着ヒートポン

＊また得られた成果を活用して、当社において、

プ（AHP）の、より一層の高効率化、小型化に

小型化を優先した最適熱交換器を適用した AHP

よる更なる普及拡大を図る。またその空冷化によ

ユニットを試作、動作確認した結果、ユニット単

る画期的な設備のコンパクト化は、民生分野や運

位容積当たりの冷却出力を、従来比 44％程度向

輸分野など新たな市場への展開を可能とし、CO2

上 で き 、 AHP ユ ニ ッ ト を 従 来 比 30 ％ 程 度

削減の新技術のひとつとして大きく寄与するも

(=1-1/1.44）小型化できることがわかった。

のである。
【技術開発事業全体の最終成果】
・塗布熱交換器（フィンチューブ熱交換器）のフ
ィン間隔狭ピッチ化によって熱交換器単位容
量当たりの AHP 冷却出力を従来比 2~3 倍とす
ることができ、冷凍機価格の 30～40％程度以
上のコストダウンに目途がついた。
・粉原体の改良（AQSOA-Z06 の開発）により、
従来品（AQSOA-Z01）よりも高い冷却水（イ）
入口温度（31℃）での性能向上を確認した。こ
れにより冷却塔設備仕様の軽減が期待できる。
・従来の AHP 仕様にとらわれず、空気熱源を適
用し、且つ負荷需要に対しては冷水供給ではな
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◎水素・燃料電池社会構築のための負荷対応型水素精製システムに関する技術開発 (H21～23)
事業者名：神戸製鋼所㈱
【事業概要】
水素・燃料電池社会構築のためには、大規模な
純水素供給網の形成を必要とせず、低負荷にも対
応できかつ高効率な独立型の純水素精製・貯蔵シ
ステムが必要である。この課題を解決するため、
CO を選択的に吸着除去できる化学吸着材を利用
して、改質ガスから CO を完全除去した上で水素
吸蔵合金により水素のみを選択的に吸蔵精製で

②3Nm3/h 規模のベンチスケール装置を設計・製

きる負荷対応型水素精製・貯蔵システムを開発し、

作し、メタノール・天然ガス改質ガスを原料と

純水素型燃料電池との組み合わせを含めたその

し、毎日起動・停止させる DSS 運転を 100 サ

性能と可能性を検証した。

イクル 150 時間実施し、改質ガスからの総合水
素回収について、回収率 88％、純度 99.99%以

【技術開発事業全体の最終成果】

上を達成した。また、燃料電池と組合せた発電

①ラボスケール装置(100NL/h)を毎日起動・停止

試験においてスタック水素利用率は 93％を達

させる DSS（Daily Start & Stop）1,000 サイ

成した。

クル・1,500 時間の運転を実施し、効率の低下

③水素吸蔵合金容器の改良を行い、総合水素回収

なく DSS 運用で 89％と高い水素回収率で長期

率 92 ％ を 達 成 し た 。 ま た 、 水 素 吸 蔵 速 度

運転が可能であることを検証した。4 塔式シス

2.0NLM/kg-MH の条件においても水素精製可

テムで不純物である CO2 濃度を 10ppm 以下に

能であることを確認し、スケールアップ試設計

抑え、製品水素純度 99.99～99.999％が達成で

を行なった。

きることも確認した。

◎洋上浮体からの電力送電システムに関する技術開発 (H22～23)
事業者名：㈱ジェイ・パワーシステムズ
【事業概要】

比較的変位が大きい洋上の浮体から、安定した
送電を実現するのに適した海底ケーブルのシス
テムを開発した。なお、洋上の浮体としては、波
力、風力、潮流といった再生可能エネルギーによ
る発電設備を想定した。
【技術開発事業全体の最終成果】
・海中部ケーブル挙動解析に用いるケーブル特性
データの取得、挙動シミュレーションの精度検
証を目的とした水槽実験を実施し、シミュレー
ション技術を確立した。
・浮体式洋上風力発電実証事業の受託チームと協
調して実証試験に取組んだ。
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和文誌『地球環境』Vol.17 No.2「秘かに侵入する外来生物：その実態
とインパクト」（責任編集委員：五箇公一）を刊行致しました。本特集

号では、これまで政策的にも社会的にも関心を集めることが少なか
った潜在的な随伴侵入生物の侵入実態を解説するとともに、在来生
物・生態系および人間生活への影響について取り上げております。
是非ご高覧ください。表紙に秘かに隠れている生物も探してみてくだ
さいね。
次号は 12 月に、英文誌 Ecosystem Services Assessment of Satoyama
and Satoumi for a Nature-Harmonious Society をお届けする予定で
す。

秘かに侵入する外来生物：その実態とインパクト
・序文：「秘かに侵入する外来生物：その実態とインパクト」発刊にあたり
・外来アリの世界侵略史と社会構造
・森林生物資源の輸入と随伴侵入生物

……

……………… 五箇 公一

……………………………………………………… 井上 真紀

…………………………… 岡部 貴美子・升屋 勇人・神崎 菜摘

・北海道に定着したセイヨウオオマルハナバチの寄生生物
………………………………… 小坂 肇・佐山 勝彦・神崎 菜摘・牧野 俊一・岡部 貴美子
・特定外来生物カワヒバリガイの分布拡大過程と侵入経路の推定 ……………… 富永 篤・木村

妙子

・外来種と野生生物の感染症：両生類のラナウイルス感染症 ……………………………… 宇根

有美

・両生類の新興感染症カエルツボカビの起源を探る

…………………………… 五箇 公一・宇根

・輸入爬虫類に寄生するマダニの病原体媒介リスク ……………………………… 高野
・植物防疫法と外来ハダニ類

………………………………………………………

・随伴侵入生物としての脊椎動物寄生蠕虫

愛・川端

有美
寛樹

後藤 哲雄・五箇 公一

………………………………………………………

佐藤 宏

・日本における特定外来生物マングースの現状とレプトスピラ感染の実態
………………………………

石橋 治・小倉 剛

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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環境研究総合推進費

平成 24 年度研究成果発表会

10 月 19 日(金)、都道府県会館において平成 24
年度環境研究総合推進費

（http://www.youtube.com/user/kankyosho）”に
て公開の予定です。

研究成果発表会「環境

研究の最前線」が開催されました。本成果発表会
は、平成 23 年度に終了した全 113 課題の中から、
研究成果のあがっていて関心の高いと思われる
ものを選んで、一般に向けて公開されたものです。
当日は、多くの方にご参加をいただき、熱心に
質問も飛び交う充実したものとなりました。
なお、発表の様子は後日、環境省環境研究総合
推進費 HP“ネット de 成果報告会
（http://www.env.go.jp/policy/kenkyu/special/h
oukoku/index.html）”および“You Tube 環境省
動画チャンネル
―発表プログラム―
13：00～13：10
13：10～13：45

13：45～14：20
14：20～14：55

開会
主催者挨拶 環境省
西川 雅高
観測データとモデルの融合化によって黄砂発
（独）国立環境研究所 環境計測研究センター
生量変動の謎を解く
環境計測化学研究室長
亀山 康子
地球温暖化対策：主要国が参加できる国際
（独）国立環境研究所 社会環境システム研究センター
合意は見つかるか？
持続可能社会システム研究室長
米田 政明
クマの数を調べる、森には何頭いるのか
（一財）自然環境研究センター 研究主幹
休憩（15分）

14：55～15：10
15：10～15：45
15：45～16：20

自動車排ガスに含まれる微量有害物質の最
新測定方法
胎児へのPCBやダイオキシンのばく露を減ら
す女性のよりよい魚介類の食べ方

16：20～16：55

身近な製品に含まれる難燃剤の化学リスク

16：55～17：00

閉会挨拶
閉会
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山田 裕之
（独）交通安全環境研究所 環境研究領域 主席研究員
仲井 邦彦
東北大学 大学院医学系研究科 教授
滝上 英孝
（独）国立環境研究所 資源循環・廃棄物研究センター
ライフサイクル物質管理研究室長

ASSOCIATION OF INTERNATIONAL RESEARCH INITIATIVES FOR
ENVIRONMENTAL STUDIES

1(月）：環境推進費 担当課題のアドバイザリーボード

（都道府県会館）

(アド)会合に出席(北九州)

→ 関連記事掲載

温対事業 Ｈ25 重点課題の打合せ（環境省）

会誌「地球環境」打合せ（つくば）

22(月)：会誌編集委員会を開催

1（月）-2(火) ：環境推進費 担当課題のアド会合に出席

22（月）-24（水）：廃棄物資源循環学会に参加（仙台）

（鳴子）

23（火）：環境推進費 担当課題のアド会合に出席（高松）

2(火)：環境推進費 担当課題のサブテーマ会議に出席

環境推進費 担当課題の特別講演会に参加

（東京）

27（土）：｢ESD 学びあいフォーラム in あいち・なごや｣の

4(木) ：環境推進費 担当課題のアド会合に出席（彦根）

開催支援（名古屋）

環境推進費 第 7 研究分科会打合せ（環境省）

→ 関連記事掲載

29（月）：環境推進費 担当課題のアド会合に出席(東京),

5（金）：環境推進費 担当課題のアド会合に出席(柏崎)

（京都）

9（火）：環境推進費 担当課題のアド会合に出席（東京）

温対事業 Ｈ25 重点課題の打合せ（環境省）

環境推進費 第 7 研究分科会打合せ（環境省）

30(火)：環境推進費 担当課題のアド会合に出席 (東京)

10(水)：環境推進費 担当課題のアド会合に出席（東京）

環境推進費 担当課題のシンポジウムに出席

11(木)：森林総合研究所 公開講演会に参加（イイノ

(東京)

ホール）

31(水)：環境推進費 担当課題のアド会合に出席(相模原)

12(金)：環境推進費 担当課題のアド会合に出席（東京）,

温対事業 （マイクロエナジー関連）打合せ

(つくば)

（環境省）

17（水）：環境推進費 担当課題のアド会合に出席（東京）
* 環境推進費：環境研究総合推進費研究管理・検討事業

18（木）：温対事業 検討会（低騒音風車関連）に出席

温対事業：地球温暖化対策技術開発・実証研究事業

（東京）

ＥＳＤ業務：地域における ESD の取組強化推進業務

19(金)：環境推進費 H24 年度研究成果発表会を開催

〒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

(日本学術会議協力学術研究団体)

Homepage：http://www.airies.or.jp
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