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8月の上旬までは朝夕が涼しくなり、過ごしや

すい日が続いていましたが、8 月 7 日の「立秋」

を境に猛暑が始まり、8 月 12 日には高知県四万

十市で 41℃を記録し、日本の最高気温を更新し

ました。41℃といえば、1902 年 1 月 25 日に北

海道旭川市で観測された日本の最低気温のマイ

ナス 41℃が思い浮かびます。日本の最高気温も

最低気温も 41℃ということは、日本では 82℃の

幅の気温が観測されているということですね。 

東京電力管内の今年の夏の最大電力は、最高気

温を記録した 8 月 12 日ではなく、8 月の猛暑が

始まって間もなくの 8 月 9 日（金）の 5,093 万

kW でした。7 月の最大電力は 7 月 11 日で、こ

ちらも急な猛暑が始まった時期です。体がついて

いかない急な猛暑の始まりあたりに最大電力が

高くなるようです。8月の猛暑は 2週間ほど続き

ましたが、最も暑かった 8月 12 日の週はお盆休

みで止まっている工場が多かったことが幸いし

て、最大電力は大きくなりませんでした。昨年の

夏の最大電力は 8月 30日の 5,078万 kWですの

で、節電が定着しているのか、最大電力自体はあ

まり変わらないですね。8月終わりにも猛暑にな

りましたが、こちらも土日でしたので、電力の方

は問題がなかったようです。 

前回の業務報告で富司純子（藤純子）さんをと

りあげましたが、8月には歌手の藤圭子さんが亡

くなりました。「夢は夜ひらく」のイメージその

ものの歌手であったと思います。彼女は、私の故

郷の旭川市の中学校を出ており、私の高校の友人

が同級生でした。大学生時代にその友人に連れら

れて、まだ売れていなかった彼女に会いに、その

頃は比較的自由に出入りできたNHKのスタジオ

に行った覚えがあります。会えたかどうかは覚え

ていませんが。また一人、時代を共にした有名人

が逝ってしまいました。 

世界柔道大会が始まっています。昨年のロンド

ンオリンピックのときと異なり、男子が次々と金

メダルを獲得しています。監督が井上康生監督に

替わったからでしょうか。新聞には、井上監督が

選手に「もうお前の時代だ」とか「お前こそ金メ

ダルにふさわしい」というようなことを言って送

り出したとありました。言葉の力というのはすご

いですね。そういう前向きの言葉が脳を活性化さ

せ、体の動きを俊敏にするのでしょうか。大変勉

強になります。 

柔道といえば、全日本柔道連盟の会長も交代し

ました。あれだけの不祥事を起こしながらポスト

にしがみつく上村前会長の姿は醜いとしか言い

ようがありませんでした。全日本柔道連盟会長は

辞任するが、講道館の館長には残って影響力を維

持しようというというのですから、彼とその取り

巻きの権力への執着は異様としかいいようがあ

りません。企業や銀行、官庁にもかつてそのよう

なトップがいましたが、そうした組織は皆傾いて

います。引き際というのは大切です。 

そういうことがあったせいか、山岡鉄舟の生涯

を描いた山本兼一さんの「命もいらず名もいらず」

を読みました。題名は、西郷隆盛が山岡鉄舟につ

いて言及したといわれている言葉「命もいらず、

名もいらず、官位も金もいらぬ人は、始末に困る

ものなり。この始末に困る人ならでは、艱難を共

にして国家の大業は成し得られぬなり。」から来

ています。常人を超える自己研鑽・修行を行い、

剣術・書道・禅において超一流の域に達するとと

もに、自分のため、人のために生きることが国の

ために生きることにつながるという哲学のもと、

人のため国のために真っ直ぐに生きたすさまじ

い生涯です。現代のような閉塞した時代にあって

は、山岡鉄舟の生き方はとてもすがすがしさを感

じます。 

さて、協会の業務ですが、環境研究総合推進費

では継続課題の中間評価のためのヒアリングの

研究部会がすべて終わり、また、平成 24 年度終

了課題の最終報告書のプログラムオフィサーに

よる査読もすべて終了して、一段落しているとこ

ろです。環境研究総合推進費の平成 25 年度のパ
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ンフレット（日本語）もできあがりました。また、

10月30日に予定している一般向けの成果発表会

の発表課題が決まり、チラシの作成等の開催準備

を進めているところです。 

CO2排出削減対策強化誘導型技術開発・実証研

究事業では、パンフレットの作成の準備を行って

いるほか、新しいホームページの制作を進めてい

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。 

 

 

 

 

 

この 1月末から 2月初め、スウェーデンに出張

した。スウェーデンは人口約 920万人、面積約

45万 km2の北欧の国である。一人あたり GDP

は約 4万ドル、日本とほぼ同じである。 

 

スウェーデンとタイ 

航空運賃を抑えるため、成田からの直行便では

なく、タイ航空で成田からバンコクまで行き、バ

ンコクからストックホルム行きの便に搭乗した。

バンコク・スワンナブーム空港で驚いたことは、

ストックホルム行きの便の搭乗者が殆どスウェ

ーデン人だったことである。それも家族連れが多

かった。因みに、年間 35 万人のスウェーデン人

がタイのリゾート地を訪れるらしい。スウェーデ

ンとタイの関係は非常に良好で、2006 年 6 月に

開催されたタイ・ラーマ 9 世即位 60 周年記念式

典での写真撮影でも、スウェーデン国王はタイ国

王の隣に位置していた。 

 

 

スウェーデンと日本 

スウェーデン人の対日感情は概ね良い。理由は、

スウェーデンに対し長年驚異を与えていたロシ

アに日露戦争で日本が勝ったから、という説があ

る。現地在住の日本人に聞いたところ、ファース

トネームが“TOGO”というスウェーデン人が

時々いるとのことである。“TOGO”とは東郷平

八郎の“TOGO”である。また、スウェーデンで

の就労ビザの申請料は EU諸国、スイス以外では、

日本だけが無料とのことである。日本の航空会社

も直行便を飛ばせば、結構、観光客が来るのでは

ないだろうか。 

 

スウェーデンは環境に優しいか？ 

多くの日本人は、スウェーデンを環境先進国と

思っている。そういう面も多いがそうでない面も

ある。 

(1) スパイクタイヤ 

日本では使用が禁止されているスパイクタイ

ヤを多くの車が使用していた。スウェーデンでは

冬場、歩道や車道の滑り止めに御影石を小さく砕

スワンナブーム空港待合室 

ストックホルム市ハンマルビー地区の雪道 
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いた石を撒く。その小石がスパイクタイヤで削ら

れ、道路の車が通行する部分は、黒くなっていた。

御影石を撒くのは、アスファルトが直接スパイク

タイヤで削られることを避けるためかも知れな

いが、冬場、多くの道路は真っ黒になる。チェー

ンを装着した車や、スタッドレスタイヤを履いた

車は皆無であった。 

(2)ゴミの分別 

基本的にゴミの分別はできていない。歩道に設

置されているゴミ箱には、紙、缶、瓶などがごっ

ちゃに捨てられていた。環境先進国なのに、と疑

問に思ってしまった。 

 

(3)SYMBIO-CITY 

スウェーデンは世界中で環境未来都市

SYMBIO-CITY を売り込んでいる。スウェーデ

ン国内では、ストックホルム市ハンマルビー地区、

マルメ市ウェスタンハーバー地区等が

SYMBIO-CITYの代表例である。SYMBIO-CITY

の特徴は、高い環境目標を達成するために総合的

に環境技術を取り入れた点にある。その特徴は、

①建物の大半が 5～7 階建ての構造であること、

②室内の熱損失を低減するため 3 層ガラス窓を

使用していること、③家庭から排出される廃棄物

の吸引システムが地域内に設置されていること、

④エネルギー自給率 50％を達成するため、太陽

光発電、バイオエネルギーなどの再生エネルギー

を利用していること等となっている。しかしなが

ら実際に冬場に訪問してみると、スパイクタイヤ

を装着した自動車が走りまわっており、私の見た

限りではうたい文句とはかなり異なる印象を受

けた。 

 

マルメ市のゴミ箱 

ストックホルム市ハンマルビー地区 マルメ市ウェスタンハーバー地区 

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。 

 

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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前回に引き続き、平成 24年度に実施された 65

課題のうち、平成 24年度に終了した 33課題に

ついて、その概要を、個人的意見・感想を交えて、

ご紹介します。温対技術開発事業の詳細、平成

23年度終了課題以外の課題などについては、環

境省のWebサイト

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

ds/index.html" をご覧下さい。 

 

今回は「住宅・オフィス」9課題と「再生可能・

分散型エネルギー」9 課題の計 18 課題をご紹介

します。 

「住宅・オフィス」分野では、一つ一つのシス

テムで消費されるエネルギー、つまり排出される

二酸化炭素の量は大きなものではありません。し

かし、日本国内だけでみても約 6 千万戸の住宅、

製造業を除いても 5 百万個所以上の事業所とい

う数多くのシステムが存在するので、「住宅・オ

フィス」分野全体としては、膨大な二酸化炭素排

出源となっています。従って、この分野において

二酸化炭素排出削減に有効な技術は、削減率が高

いだけでは不十分で、高い普及率を実現できるも

のでなくてはなりません。また、住宅やオフィス

は長寿命のシステムと考えられますので、新築に

適用可能な超先進的な省エネ技術を開発して世

代交代を待つだけではなく、超先進的ではなくて

も既存の建築物に適用できる省エネ技術を開発

して、建物の世代交代を待たずに二酸化炭素排出

量削減を実現できる技術の開発も重要です。 

 

「住宅・オフィス」分野で平成 24 年度に終了

した 9課題は、以下のとおりです。 

（1）既存オフィスにおけるグリーンワークスタ

イルのための ICT ソリューション開発（NTT

データ経営研究所） 

（2）太陽熱利用と冷房効率向上を同時に実現す

る居住系施設向け空調システムの開発研究（東

北大学） 

（3）既存戸建住宅におけるパッシブソーラー住

宅への改修に関する実証研究（OM ソーラー） 

（4）ダイナミックインシュレーション技術を活

用する住宅の断熱改修に関する技術開発（東京

大学） 

（5）太陽熱と地中熱を利用する水循環ヒートポ

ンプシステムに関する技術開発（東京大学） 

（6）杭打ち機を用いた井戸、熱交換杭の開発と

地中熱利用等への適用（福井大学） 

（7）低価格・省スペース普及型ソーラーシステ

ムの技術開発（三井ホーム） 

（8）新築住宅モニターを活用した高性能ソーラ

ーシステムの普及促進技術開発（三井ホーム） 

（9）地中熱を利用した空気熱源ヒートポンプ空

調システムの開発及び膨軟化断熱材の開発（工

藤建設）  

(3)：既存改修対象住宅の改修施工（平屋タイプ） 
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平成 24年度終了課題には、「太陽熱・ソーラー」

というキーワードが該当する課題が 5件（2，3，

5，7，8）、また「地中熱」というキーワードが該

当する課題が 3件（5，6，9）ありました。これ

らは、空調や給湯負荷に要する電力を低減するた

めの技術開発ですが、高性能化を目指すとともに、

普及を図るための低コスト化をも目指すプロジ

ェクトでした。「太陽熱・ソーラー」関連技術の

成果をみてみると、原理として新規性の高い技術

ではありませんが、材料やモーター・ポンプ等の

付随機器の進歩により、一段と「使い易い」シス

テムとして生まれ変わりつつある段階にあるの

ではないかという感想を持ちました。 

 

（2）は太陽熱を寒冷期には暖房に利用すると

ともに、暑い季節には除湿システムであるデシカ

ント空調の熱源として活用することにより空調

の潜熱負荷を減じて省電力を目指すものです。大

型のものは広く利用されているデシカント空調

システムですが、住宅用の小型のものは市場商品

化されていませんでした。本プロジェクトでは、

戸建て住宅にも適用可能な小型システムの実証

ができました。（3）は新築住宅では実現している

省エネ空調システムを、既存住宅に適用すること

を目指したものです。技術的にはほぼ解決しまし

たが、コスト面ではまだ課題が残されているよう

です。（5）は高性能化されているヒートポンプを

縦横に活用して、「地中熱を一時蓄熱源システム

とした、高度太陽熱利用システム」と考えられる

ものです。太陽熱吸収と天空への放射冷却による

熱収支バランスシステムにより恒温化された循

環水を建物内に供給し、この恒温循環水を熱源と

するヒートポンプにより高い効率(COP)で空調

や給湯負荷を賄うことにより、省電力を実現する

ものです。天候に左右される太陽熱の変動分につ

いては、地中熱システムをバッファーとして活用

して循環水の恒温性を確保します。年間で太陽熱

が不足しない地域では、十分に実用性のあるシス

テムだと思われます。（6）は地中熱利用の経済的

コストが高くなる大きな要因の一つである、熱交

換井戸・坑の人工費を含めた掘削費の低減を試み

たものです。今年、都内での実建築物において、

その成果が活用されました。（7）と（8）は同一

事業者によるプロジェクトですが、平成 20～22

年度に実施された出来上がり意匠も含めて居住

者が使い易いソーラーシステムに係る技術開発

の成果を踏まえて、普及型と高機能型の発展型ソ

ーラーシステム開発を試みたものです。住宅メー

カーが音頭をとり、専門業者と連携して実施した

プロジェクトであり、実製品として広く供給され

ることが期待されます。 

（1）は既存オフィスの省エネを進歩の著しい

情報通信技術(ICT)を活用して実現するプロジェ

クトです。中小規模オフィスの既存空調・照明イ

ンフラを生かしつつ、制御にクラウドシステムを

使う ICT を導入することにより、低コストで省

エネ（＋経費節減）を実現できるビジネスモデル

を提案できました。 

 

(6)：戸建住宅基礎杭施行機でのＷＵチューブ施行 

(5)：太陽熱と地中熱を利用した水循環ヒートポンプシス

テム 
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（4）は、建築基準法で義務づけられた高気密

住宅の機械式 24 時間空調システムとの連携によ

り、窓など従来の断熱システムが不得意としてい

る部分について、全く異なったコンセプトにより

高い断熱効果を獲得しようという「ダイナミック

インシュレーション技術」の開発です。北欧でも

使われている技術で、多くは多孔質材を利用した

壁面が対象でしたが、窓などへの適用はユニーク

な発想に基づくもので、真冬の北海道における実

証試験では高い性能が検証されました。 

（9）は震災地の事業者の提案で、地中熱回収

空気パイプと市販の空気熱源ヒートポンプエア

コンの連携により、高い COPを実現しようとす

るものでした。地中熱パイプの空気流量とエアコ

ン室外機ファン流量のマッチングに見込み違い

が生じたことと、建設業を初めとする技術者や建

設資材等が災害復興事業へ割かれた事による事

業進捗遅れにより、当初計画の実現は残念ながら

かないませんでした。 

 

「再生可能・分散型エネルギー」分野では、太

陽光や風力・水力などの稼働時には二酸化炭素の

排出量が殆ど無い再生可能エネルギーによる発

電システムの技術開発や、スマートグリッドなど

との協調によりエネルギーの地産地消、災害時自

立可能な分散型エネルギーシステムに関わる技

術開発を行うこととしています。再生可能エネル

ギーによる発電と分散型エネルギーシステムの

相性は良く、我が国全体で再生可能エネルギー導

入量を大きく増大させるためには、この二つのシ

ステムの連携強化を図ることも重要な課題です。 

 

「再生可能・分散型エネルギー」分野で平成

24年度に終了した 9課題は、以下のとおりです。 

（10）温泉発電システムの開発と実証（地熱技術

開発） 

（11）温泉共生型地熱貯留層管理システム実証研

究（産業技術総合研究所） 

（12）太陽光発電システムにおける信頼性向上の

ための遠隔故障診断に関する技術開発（東京大

学） 

（13）集光型太陽光発電に関する技術開発（JFE

エンジニアリング） 

（14）高集光型球状シリコン太陽電池に関する技

術開発（クリーンベンチャー21） 

（15）ナノ水車発電ユニットの高性能化等技術の

開発（信州大学） 

（16）風レンズ技術を核とする革新的中型・小型

風車システム導入に関する技術開発（九州大学） 

（17）EV用急速充電器を活用した電力平滑化技

術と停電対応技術の開発（JFE エンジニアリン

グ） 

（18）水素吸蔵合金による負荷対応型水素回収・

精製・貯蔵・利用システムの開発（神戸製鋼所） 

（10）と（11）は地熱発電に係るプロジェクト

です。我が国においては、地熱地帯が温泉地帯や

自然公園地域との重なりが多いことから、ポテン

シャルは大きいとされながら実用化されている

のはごく僅かに留まっています。両プロジェクト

は、温泉との共存・共生の実現を目指したもので、

（10）は温泉の余剰泉源を使った「比較的」低温

熱源のバイナリー発電システム開発です。周囲の

温泉事業に悪影響を及ぼさずに、100℃程度の既

存井を上手に活用して、効率の良いアンモニア水

を作動媒体としたバイナリー発電システムを構

築することができました。今後、アンモニア利用

に関しては、その安全性の確保には更なる確認・

検証が必要です。（11）では、余剰源泉による温

泉発電よりも、より深部の高温蒸気を利用した地

熱発電に適した地域で、既存の温泉事業と共生で

きる地熱開発を実現するために、温泉に悪影響が

出る可能性の低い技術的手法を提案するととも

に、それに対し温泉事業者等に安心感・信頼感を

持って貰える社会的システムの開発を目指しま

(4)：新たな断熱改修方式の将来イメージ 
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した。本プロジェクトでは、八丈島と伊豆半島南

部において、現場の実地観測・計測とともに過去

の温泉データも活用して、温泉成因とより深部の

地熱熱源候補との関係を明確化し、これを非専門

家にも分かり易い形で提示できるシステムを構

築しました。今後は、更に対象地域の拡大を図る

など、実際の地熱開発に役立てる必要があると思

われます。 

（12）、（13）、（14）は太陽電池(PV)に係る課題

です。（12）は、将来大量の PV が導入された場

合に、全体システムを如何にマネージするかとい

う高遠な目標を持つものです。ネットワーク接続

と大量のデータ収集・処理・解析を前提として、

一つ一つの PV が適正に稼働しているかどうか、

異常があるとしたら何が原因か、解決手法は何か

までのフローを提示するプロトタイプシステム

を構築しました。今後は、現実の系統連系時の境 

 

界条件や発電量予測システム等との連携を組み

込み、社会インフラとして実社会で利用可能なも

のとする必要があります。（13）は、高効率な多

接合 PV活用した高度集光型 PVの技術開発プロ

ジェクトです。高効率多接合セルは照射強度が太

陽光の数百倍から千倍になると、40%を超える光

－電力変換を実現できるので、将来の太陽電池と

しては魅力的な素材です。しかし、太陽光の数百

倍以上の光で照射するシステムは実験室用でも

長時間曝露できるものはなく、実太陽光システム

としては構築されていませんでした。本プロジェ

クトでは、各々10枚のミラーを備えた 80台のヘ

リオスタット（太陽追尾集光ミラー装置）とロッ

ドレンズ装着太陽電池ユニットを搭載したタワ

ーの組み合わせにより、計算上 1,400強の集光度

を持つシステムを構築し、その発電特性等を計測

しました。当初心配であった熱処理問題は事業者

の得意分野で解決できたのですが、集光した光の

均質性が発電効率に及ぼす影響が予想以上に大

きく、ヘリオスタットの制御や風による振動など

も影響することがわかりました。（14）は多数の

小型放物面鏡の焦点に小粒径球状シリコンを設

置した軽量・可撓性のあるアルミ基板を基本とし

た PVの製造が目的です。平板型結晶シリコン型

に比べシリコンの使用量を減らすことができる

という特長を持つとともに、軽量なアルミ基板一

体型の製品ですので、曲面や空間への設置なども

可能であるという特長を有します。今後は、コス

ト面の更なる低減や、利用場所の特殊化などの工

夫により、他 PVとの差別化を図る必要があるよ

うです。 

 

(10)：温泉井戸の蒸気を利用した熱源の確保 

(13)：集光型 PV を搭載したタワーと集光用ヘリオス

タット群 
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（15）では、農村の農業用水路に簡便に設置で

きる小型水車と、これを複数台設置した系統連系

可能なマイクログリッドシステムを開発しまし

た。農業用水路の態様に適した多種の小型水車、

系統連系可能な自立型交流マイクログリッドが

構築されました。農業用水路を流下する様々なゴ

ミ対策が、実用化に向けては一番大きな課題とし

て残りましたが、これは各サイトで異なる課題で

もあり、適用フィールドを拡大する中で解決して

いく問題だと考えられます。 

（16）は、日本のような平均風速が大きくない

地域の中小型風力発電に対して画期的な解決手

段を与えるプロジェクトです。風力発電量は、風

車のプロペラの描く面積と風速の 3 乗の積に比

例しますので、風速は大きな要素になります。風

レンズというシステムにより、実効風速が増大し

同一プロペラサイズの風車と比べて最大数倍程

度の出力増強がなされます。国際的な認証を獲得

するなどして、日本国内ばかりでなく世界中で広

く活用されるようになることを期待しています。 

（17）では、充電池搭載型 EV急速充電装置を

ベースとして、当該装置を設置するコンビニやガ

ソリンスタンドなどで、平常時には電力のピーク

カットなどのデマンドコントロール機能を、また、

災害時などには自立型で電力供給機能を持った

システムを構築しました。充電池としては、EV

用電池の二次利用も想定されるなど、将来の EV

の普及にも有効なシステムとなることが期待で

きます。 

（18）は、一時ほどの熱を持っては語られなく

なりましたが、平成 27 年度には社会実装される

と言われている燃料電池自動車に不可欠な水素

製造精製貯蔵システムについての技術開発です。

比較的小規模のオンサイト型水素ステーション

等に適合するシステムとして提案されました。事

業者の既存技術との連携により、高純度の水素を

必要な時に提供できるシステムとして構築され

ました。

 

 

          

 

 

（16） 図：レンズ風車の集風メカニズム、渦形成による下流低圧部が風を呼び込む。 

写真：NHK ロボットカメラシステム（1kW レンズ風車と 1kW 太陽光パネル、仙台亘理町、NHK との共同研究） 
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１(木）：温対事業 検討会(高効率バイナリ関連）に出席

（東京） 

2(金)：環境推進費 S-12 検討会に出席及び開催支援 

環境推進費 中間評価ヒアリング（S-9）を開催（全

日通霞が関ビル） 

環境推進費 担当課題のアドバイザリーボード(ア

ド)会合に出席（東京） 

5(月)，6(火)：日本エネルギー学会に参加（工学院大学） 

6(火)：環境推進費 担当課題のシンポジウムに参加（佐

賀） 

7（水）：環境推進費 現地調査（大宮） 

     環境推進費 担当課題のアド会合に出席（東京） 

8（木）：環境推進費 中間ヒアリング（自然共生型社会部

会）を開催（全日通霞が関ビル） 

9（金）：環境推進費 担当課題のアド会合に出席(東京) 

     温対事業 検討会(鉄道グリッド-下水関連および

二軸混練機関連）に出席（大阪） 

12(月)：温対事業 打合せ（相分離 EtOH 関連） 

14(水)：環境推進費 S-13 検討会に出席及び開催支援

(全日通霞が関ビル) 

16（金）：環境推進費 担当課題のアド会合に出席（前橋） 

19(月 )：環境推進費  担当課題のアド会合に出席（横

浜）,(京都) 

21(水)：環境推進費 担当課題のアド会合に出席（彦根） 

22(木)：環境推進費 担当課題のアド会合に出席（滋賀） 

      

*環境推進費：環境研究総合推進費研究管理・検討事業 

温対事業：CO2 排出削減対策強化誘導型技術開発・実

証事業
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