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好天というほどでなくても、暑くもなく寒くもな

こうしてみると、報じられている企業の不正行為

い日々が続いています。あれほど暑くて長かった今

は、社会の他の分野における問題と通じているとこ

年の夏がすっかり遠い昔のような気がします。

ろがあるのではないかという気がしないでもあり

１年前のことになるとほとんど頭から消え去っ

ません。

ていますが、日産が無資格の従業員に完成検査をさ

環境分野においても、大気汚染、水質汚濁などで

せたり、神戸製鋼が検査証明書のデータ書き換えな

人の健康にかかわる基準はもとより、生物への影響、

どを行っていたことが問題となり、その後も次々と

地球環境への影響に係る規制等が実施されていま

多くの会社の不正行為が公表されてきました。

すが、それらの水準が適切に設定され、確実に順守

そして最近、油圧機器メーカーの KYB 株式会社

されることの重要性を再認識した次第です。

が国の認定制度に適合しない免震・制震用オイルダ

さて、協会の業務ですが、CO2 排出削減対策強

ンパーを出荷していた問題が発覚し、盛んに報道さ

化誘導型技術開発・実証事業では、過去に実施され

れています。日本は地震大国ですから大きな関心を

たプロジェクトのフォローアップ調査について個

呼ぶのは当然ですが、環境省が環境庁の時代に入っ

別ヒアリングを実施中です。10 月上旬には評価委

ていたことがある中央合同庁舎４号館にも、検査デ

員会が開催され、平成 31 年度公募における重点事

ータを改ざんした疑いのある免震用オイルダンパ

項などが議論されました。また、本年度第一回目の

ーが設置されているようです。

応募相談会が 10 月下旬に大阪で行われましたが、

こうした報道に接すると、日本人は真面目で決め

12 月中旬に東京で行われる成果発表会終了後にも

られた規則をよく守るというのは、実は神話である

開催する予定です。12 月 6 日～8 日には東京ビック

ことが明らかになってきたように思えます。

サイトで行われるエコプロ 2018 で事業概要等を紹

確かに、車が全く走っていなくても赤信号をしっ

介予定です（4 頁 参照）
。

かり守り道路を渡らない歩行者も多く、日本人はル

環境研究総合推進費関係では、10 月中旬に追跡

ールを最優先して融通がきかないとの指摘もある

評価委員会が開催され、個別ヒアリング対象課題の

ほどです。

選定等が行われました。

しかし、横断歩道では歩行者がいたら車は止まら

マイクロプラスチックを含む海洋ごみに関する

なければならないという規則は、ほとんどの運転手

モニタリング手法の調和等に向けた検討業務では、

が守っておらず、驚いた外国人などからの新聞への

10 月 22 日と 23 日に東京湾で、網の目の大きさや

投書が時々見られます。自動車の制限速度に関して

曳網時間等が測定値に与える影響を見るための調

も、東京都心のように道路が狭く交通量が多いため

査を行いました。9 月の調査で得たサンプルと今回

スピードを出しようがないところは別として、制限

のサンプルの分析も進めています。3 月には、3 回

内で走っている車がどれだけいるでしょうか。最高

目となる国際専門家会合を開催する予定で、その準

制限速度のはずが事実上最低制限速度になってし

備も進めています。

まっています。そもそも規制水準が適切なのかとい

引き続き、みなさまのご指導・ご支援のほど、よ

う問題もあるのかもしれませんが・・・。

ろしくお願いいたします。
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＜再生可能エネルギー低炭素化技術開発分野＞
10 月号に引き続き、
「再生可能エネルギー低炭素

あります。今回は、そのうち前号で紹介できなかっ
た残りの 2 件を紹介します。

化技術開発分野」について紹介します。
本分野では、現在 10 件の事業が進行中ですが、
その中で H30 年度に最終年度を迎える事業が 6 件

◎新たな地熱発電方式となる「熱水循環型発電」の実証（H29～30 年度：株式会社 大林組）
環太平洋火山帯に位置するわが国は、大地に宿る

交換器を基本としたもので、地熱を回収する 2 重管

豊富な地熱資源に恵まれており、地熱発電は、安定

構造の坑井、高温の循環水を蒸気と熱水に分離する

的でクリーンな純国産の再生可能エネルギーとし

システムと蒸気タービン発電機で構成されます。循

て多くの期待を集めています。しかし、地熱発電に

環水は地上設備から坑井（2 重管外管と内管の間）

は、温泉との共生、景観との調和、生態系の維持な

を下降し、坑井最深部に到達すると、加温された循

ど、地域の自治体や住民と深い関わりを持つ課題が

環水は坑井（2 重管内管の内側）を上昇し、地上設

存在します。

備へと到達し、分離装置で蒸気と熱水に分離され、

従来のフラッシュ型発電方式では、熱水の供給量

蒸気が発電に用いられます。

不足、水質が強酸/強アルカリであるこ
となどの技術的課題がありますが、本
事業で開発するシステム「熱水循環型
地熱発電システム」は、地下熱水を採
水することなく、地上より坑井へ循環
水溶液（淡水）を注水し、地下の熱を
吸収させてできる循環熱水から分離し
た蒸気を利用して発電を行うものであ
り、事業リスクを低減し、地熱開発を
促進し、総発電量を増加させることに
より CO2 排出削減を目指すものです。
開発するシステムは、坑井内同軸熱

図 1：熱水循環型地熱発電システムの概要
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現在、別府市鍋山地区に深度 500m の坑井を掘削

なお、この実証試験では、処々の事情により発電

して、市・県や近隣の自治会・温泉宿などと密な情

機は設置せずに、循環水の熱交換の状況を観測する

報交換を進め、近隣の温泉の湯温や湯量への影響な

ことに留めていますが、環境負荷を大幅に軽減した

どを常に監視しながら、300kW の定常発電を性能

地熱発電システムの実用化を進めています。

目標とした実証試験を進めています。

◎帯水層蓄熱のための低コスト高性能熱源井とヒートポンプのシステム化に関する技術開発
（H27～30 年度：関西電力株式会社）
わが国の沖積平野には多層の帯水層が存在し、熱

本事業では、大水量で長期安定運用が可能な切換

ポテンシャルの高い地下水が豊富に存在していま

え型揚／還水井を開発し、従来構造の井戸の課題で

すが、揚水規制がされているため有効利用が進んで

あった還水時の閉塞や流量低下を防ぎ、さらに、シ

いないのが現状です。

ステム制御と蓄熱管理機能を織り込んだヒートポ

本事業は、民生業務用建物などを対象に、わが国

ンプシステムを開発するとともに、信頼性の高いシ

初となる季節間・昼夜間運用が可能な帯水層蓄熱シ

ステムの運用管理技術の確立を目指しています。現

ステムを開発します。本システムは、帯水層の地下

在、大阪うめきた地区に、揚水量 100m3/h、熱源機

水を揚水し、熱を回収利用した後、直ちに帯水層へ

出力 200RT（700kW）のシステムを設置し、シス

還水することで、地盤沈下のリスクが回避できます。

テム効率 COP4.1、従来システム比 35％の省エネル

季節間運用では、夏の温排熱を冬の暖房に、冬の冷

ギーを実現させ、電力需要のピーク抑制や風力・太

排熱を夏の冷房に利用することで大幅な省エネル

陽光発電等再生可能エネルギーの余剰電力受入れ

ギーが、また、昼夜間運用では、昼間の空調用電力

の増大を通じた CO2 排出削減の実現を目標として、

消費を夜間に移行することで電力負荷の平準化が

望ましい地下水の熱源利用方法の確立を目指して

可能です。

います。

図 2：帯水層蓄熱を利用した熱源井システム
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＜バイオマス･循環資源低炭素化技術開発分野＞
本分野は、廃棄物系等のバイオマスの利活用や資

イオマス由来の新たなプラスチック素材の開発、ナ

源循環により低炭素化を図る技術開発・実証を対象

ノテクノロジーを用いたバイオマス素材のエネル

としています。

ギーデバイスへの応用などの 8 件の事業が実施中で
すが、残念ながら H30 年度に終了する事業があり

現在、廃バイオマスを用いた高規格燃料の製造、
有機廃棄物の再資源化、バイオガスの回収技術の開

ませんので、事業の紹介は省略します。

発、省エネ・創エネ型排水処理システムの開発、バ

＜社会システム革新低炭素化技術開発分野＞
本分野は、社会システムを低炭素型へと革新・誘

省エネ技術に関した 1 件の事業が進行中ですが、残

導する技術開発・実証を対象としており、H30 年度

念ながら事業が開始されたばかりですので、事業の

より新たに設置されました。具体的には、IoT・AI・

紹介は省略します。

ビッグデータ解析・ブロックチェーン等の技術を活
用するもの、従来の 4 分野（交通、建築、再生可能・

なお、環境省の CO2 排出削減対策強化誘導型技

自立分散型エネルギー、バイオマス・循環資源）の

術開発･実証事業のホームページ

分野横断的なものや 4 分野の範疇に該当しないもの

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

などを対象としています。

s/ongoing.html）には、すべての採択課題の概要が

現在、情報を処理する広域分散エッジシステムの

エコプロ 2018

掲載されていますのでご参照ください。

－SDGs 時代の環境と社会、そして未来へ－

ご案内

昨年に引き続き、
「エコプロ 2018」に、CO2 排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業が出展し
ます。
当協会からは、担当のプログラムオフィサーが交代で常駐し、本事業の紹介をはじめ、皆さまの質問
にお答えします。
皆さまのご来場を心よりお待ちしています。

＜エコプロ 2018 －SDGs 時代の環境と社会、そして未来へ＞
●日時：2018 年 12 月 6 日（木）～ 8 日（土）
10：00～17：00
●会場：東京ビッグサイト 東 1～6 ホール
http://eco-pro.com/2018/
●出展場所：東 3 ホール【2-052】

入場無料
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記録的な猛暑となった今年の夏、8 月 18～20 日
の 3 日間、信州を旅する機会に恵まれた。
【18 日(土)：
「軽井沢国際音楽祭」でクラシックを
鑑賞】
前日までのうだる暑さがどこかに消え、この日の
朝の東京は 20℃を切る肌寒さだった。軽井沢に着
くと東京よりも数℃高い気温だったが、湿気がなく
爽やかに感じた。写真は池越えに撮った大賀ホール
である。ホール内のどの席へも音が均一に届くよう

大賀ホール（軽井沢）

に建物の形状を五角形として設計されたと聞くが、
なぜ五角形のホールで音が均一に届くかは知らな
い。
「軽井沢国際音楽祭」は毎年楽しみにしている。
妻の母校同窓会のチャリティコンサートで毎年の
ように演奏してくれる、NHK 交響楽団のチェロ奏
者、宮坂拡志氏が参加している音楽祭である。今年
は、ロシアの巨匠ピアニストのヴィクトル・ブーニ
ン(30 年ほど前に日本でブームになったスタニスラ
フ・ブーニンとは別人)の演奏もあるというので楽し
みにしていた。モスクワ音楽院元教授の演奏は期待

N 響チェロ奏者 宮坂拡志氏(右)と

を裏切らず、まさに圧巻であった。器楽演奏の質が
高く、大満足のコンサートだった。

ずで着く海野宿で最初に下車した。軽井沢と長野を

演奏会後の夕刻に、小諸に住む友人の車で軽井沢

結ぶ北国街道にある。平安・鎌倉時代の海野氏の城

から小諸に移動した。途中、車中から観た日没直後

下町として栄え、江戸時代になってからは北国街道

の浅間山に深黒のシルエットを覆う夕焼けが印象

の宿場町として賑わった。歴史的街並みとして、当

深い。複雑な吹き流し模様の黄色雲、橙色雲、赤色

時使用された約 100 棟の建物が延長 650m の北国街

雲に濃淡の黒色雲が混じった大パノラマが脳裏に

道の両側に保存されており、日本の道 100 選に選ば

残る。

れている。本陣、問屋、旅籠などの跡のほか、明治
時代の養蚕業用建造物も趣ある姿で残っている。格

【19 日(日)：東御市の周遊バスツアー】

子戸がはまった家並みが続き、屋根に防火用の壁で

しなの鉄道で小諸駅から 10 分で田中駅に着いた。 ある「うだつ」が見られる。10m 幅の街道中央に「表
駅前発の周遊バス「まるっと信州とうみ号」で千曲
の川」とよばれる用水堰が残り、そのせせらぎが心
川沿いの山腹を 6 時間半かけて廻った。10 分足ら

地よい。景観維持のため電柱は撤去され、タイムス
5

リップしたような街並みが体験できた。

ヴィラデストで大勢の若者が生きいきと働いて

再び「とうみ号」で山腹の小道をくねくね 20 分

いる光景を目のあたりにして驚いた。帰宅後、本原

走り、エッセイスト・玉村豊男創業のヴィラデス

稿を執筆していた時、文筆家・林真理子によるイン

ト・ワイナリーで下車し、ワインと食事をとった。

タビュー記事「一生借金生活でもイケイケ 玉村豊

標高 850m の爽やかな木陰のテラスで地場の食材を

男の“移住学校”に集まる人」(週刊朝日 8 月 10 日

ふんだんに使った昼食を満喫した。ヴィラデスト・

号)の掲載を偶然知った。この記事によると、玉村氏

ブランドのワインも評判通りしっかりした味と香

は 1991 年、46 歳の時に夫婦で軽井沢からこの地に

りで大満足、贅沢な一時を過ごした。

転居、素人として農業に転じてワイナリーを始めた。
苦労はあったが、最終的に葡萄園とレストランの経
営を成功させた。玉村氏の言によると「一生借金生
活でもいいからこういう生活をしたいという人が、
いま何十人も集まってきている」、
「みんなすごく元
気だし、自分も田舎の人間関係が好きだし、朝起き
て山と風景を見るだけで楽しい」。浅間山麓の高地
で働いていた若者たちの姿もこの記事を読んで納
得した。

（続く）

海野宿の保存建造物
（軽井沢）

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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ASSOCIATION OF INTERNATIONAL RESEARCH INITIATIVES FOR
ENVIRONMENTAL STUDIES

10/1(月)：推進費制度 追跡評価打合せ（協会）

17(水)：推進費制度 打合せ（協会）

CO2 対策事業 検討会（尼崎）

CO2 対策事業 検討会に出席（大阪）

2(火)：マイクロプラ事業 打合せ（協会）

18(木)：CO2 対策事業 キックオフに出席（環境省）

3(水)：CO2 対策事業 第ｓ3 回評価委員会を開催（商工会館）

19(金)：CO2 対策事業 打合せ（協会）

CO2 対策事業 打合せ（環境省）

22(月)：CO2 対策事業 フォローアップ調査（東京）

4(木)：CO2 対策事業 検討会に出席（川崎）

22(月),23(火)：マイクロプラ事業 海洋調査（東京湾）

5(金)：CO2 対策事業 検討会に出席（刈谷）

23(火)：CO2 対策事業 H31 年度新規応募相談会を開催

9(火)：推進費制度 追跡評価打合せ（協会）

（大阪）

CO2 対策事業 フォローアップ調査（東京）

25(木)：CO2 対策事業 検討会に出席（横浜）

10(水)：CO2 対策事業 フォローアップ調査（東京）

29(月)：CO2 対策事業 打合せ（協会）

11（木）：CO2 対策事業 検討会に出席（刈谷）

30(火)：マイクロプラ事業 打合せ（協会）

12（金）：推進費制度 追跡評価打合せ（環境省）

31(水)：CO2 対策事業 フォローアップ調査（名古屋）

CO2 対策事業 キックオフに出席（環境省）

CO2 対策事業 打合せ（環境省）

15(月)：推進費制度 追跡評価打合せ（東京）

＊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 検討会に出席（東京）

CO2 対策事業：CO2 排出削減対策強化誘導型技術開発・

マイクロプラ事業 会場打合せ

実証事業管理・検討等事業

16(火)：推進費制度 第 2 回追跡評価委員会を開催

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

（AP 虎ノ門）

の標準化及び調和に向けた検討業務

マイクロプラ事業 打合せ（環境省）

〒110-0005 東京都台東区上野 1-4-4
TEL：03-5812-2105
FAX：03-5812-2106

(日本学術会議協力学術研究団体)
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E-mail：airies@airies.or.jp
Homepage：http://www.airies.or.jp

