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U b e r

昭 44 卒

藤原健嗣

スマートフォンを利用したタクシー配車サービスを手掛ける Uber（サンフランシ
スコにあるベンチャー企業）の勢いが止まりません。2000 億の増資を計画してお
り、現在の会社価値は 6 兆円といわれております。
Uber は普通の人が自分の車を使ってドライバーになり、客を取って目的地まで届
ける事業を展開しております。現在 58 か国 311 都市にまで広がっています 乗客
は乗車したい時に、アプリを立ち上げて乗車希望ボタンをクリックするとスマー
トフォンに搭載された GPS 機能によって現在位置がわかり、最も近くにいる Uber
のドライバーがやってきます。車種、到着予想時間、ドライバーの評価も表示さ
れる仕組みです。
Uber は新しい都市に進出する場合はドライバーに大きなインセンティブを与え
て、ドライバーを囲い込み、数か月でネットワークを作ってしまいます。その
Uber が最近はデリバリーサービスも始めるようになりました 自社で車を保有、
メンテすることなく、またドライバーを雇うこともなく、世界中に transporta‑
tion のシステムを持っている事になります。このため将来 Fedex や UPS のビジネ
スをひっくり返す可能性も出てきました。
自分の金を使わずに世界中にインフラを持つ方法を最初から構想していたので
しょうか？ 未公開企業のため財務諸表は公開されていませんがアナリストはそ
の将来性を高く評価しているようです。
一方で、特定の人間がどこに移動しているかの情報セキュリティーの問題、CEO
の人格等問題山積です。フランスをはじめ、進出した世界各国で、既存のタク
シー会社、運転手と深刻なトラブルを起こしています。
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韓国社会の理解と大韓民国の使命
パク

チョン

第８回

キュウ （ 2002 博卒）

5・10 選挙と大混乱
日本からの独立（光復）がそのまま建国を意味しているものではないという話
を以前触れた。それで、前回は新しい国の国名について話した。今回は大韓民国
を建国する前の大混乱について話したい。
１９４５年の独立以降、李承晩（イ・スンマン）による右翼陣営が U N を説得し
韓国半島の南だけでも選挙をすることを決めた。それで、１９４８年５月１０日
に国会議員の総選挙をすると発表した。２３歳以上の人は性別、財産、教育、宗
教に関係なく国会議員を選ぶ権利があると宣言した。近代的意味での初めての選
挙であった。だが、国は内乱と言えるくらいの大混乱に陥った。
左翼団体は選挙を阻止するため、有権者を脅迫したり、選挙登録する公務員を
殺したり、選挙関係施設を壊した。５月７日から選挙を翌日である５月１１日ま
で殺された公務員、立候補者が４０人に達した。また、 李承晩と一緒に独立運動
をした金九（キム・グ）は選挙に反対した。その中で一番激しい選挙反対運動を
したところが済州（チェジュ）という南の島だった。 済州である三つ投票所の中
で二箇所で選挙ができなくなるくらいだった。
全国平均としては選挙登録者の中で８９．８％が選挙に参加した。国民は積極
的に新しい国の建設に参加したと思われる。だが、なぜ 済州 ではうまく選挙が
進まなかったのか？ 済州はもともと 第２次世界戦争の時 、日本軍５万８千人
が 駐屯したところだった。日本は日本本土を守る島と思い、済州を要塞化した。
沖縄と同じ感覚だったかもしれない。１９４５年３月から米軍による空爆が始
まった。それで、女性と老弱者を船に乗せ半島への疏開をしたが、米軍がその船
を沈没させた。もともと、島なので右翼の影響力が弱かったので、この事件は大
きい反響を起こした。 米軍が済州へ上陸したのは４５年の１１月なので、済州の
事実上の政府は朝鮮共産党と人民委員会という左翼団体が支配する地域だった。
１９４７年３月１日、済州で住んでいる人の１０分の１になる３万人が集ま
り、米軍に反対し、北韓の政治的主張を支持する群衆大会と街頭デモを開いた。
そのなかで、ある子供が騎馬警官にぶつかり死んでしまった事故があった。 群衆
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は警察官に石を投げ、事故があったのも知らなかった警察官は群衆に対して発砲
し６人が死んだ。
済州で根強い左翼は１９４８年４月３日武装蜂起まで起こし、５・１０選挙を
妨害しながら、北韓（朝鮮民主主義人民共和国）の建国には積極的に参加した。
北韓の労働党の南支部といえる南労党は７月２０日、密かに選挙をし代表を選ん
だ。
１９４８年８月２５日大韓民国が建国したあと、ある意味では大韓民国にたい
して反乱する南労党を討伐した。そのとき、普通の人まで含め約１万４千人が死
んだ事件があった。いま、日本で住んでいる人の中で 済州の人が多いのはその時
期日本へ避難した人が多いからである。
新しい国の建国はあくまでもイデオロギー（理念）の戦いであり、大韓民国は
こんな逆境と闘いながら建国された。普通韓国の歴史を５千年というが、これま
で一度も経験しなかった自由と民主を基礎とした新しい国の建設は簡単なもので
はない。 建国して２年後に６・２５事変（日本では朝鮮戦争というが）という
もっと大きい悲劇がある。次は新しい国の政治体制、つまり大統領制をするのか、
議院内閣制をするのかなどの議論について述べる。
(つづく)

京機短信への寄稿、 宜しくお願い申し上げます
【要領】
宛先は京機会の e‑mail：

jimukyoku@keikikai.jp

です。

原稿は、割付を考えることなく、適当に書いてください。 MS ワードで書いて頂
いても結構ですが、テキストファイルと図や写真を別のファイルとして送って頂く
方が有り難いです。 割付等、掲載用の後処理は編集者が勝手に行います。
宜しくお願い致します。
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ノスタルジック・ジャーニー
藤川 卓爾（S42 年卒）
平成 27 年 5 月 23 日(土)、24 日(日)に開催された京機会中国・四国支部 / 九州
支部合同春の行事に出席しました。前日の 22 日(金)の午後にソウルから福岡経由
で宇部に行き、昭和 44 年三菱長崎造船所同期入社の友人宅で泊めて貰うことにし
ていました。ところが前週の日曜日に義母が亡くなり、週の前半は関西で過ごし
ました。一旦ソウルに帰っても木曜日 1 日だけしか出勤できないし、会社から 5
日間の忌引き休暇が与えられたのでそのまま日本に残ることにしました。木曜日
の午後に神戸を出て、新幹線と山陽本線を乗り継いで山口県に向かいました。木
曜日の夜は倉敷に泊まりました。倉敷を訪れたのは初めてでした。金曜日に、新
倉敷から新幹線で広島まで行き、広島から山陽本線で新山口まで行きましたが、
今回の旅は思いがけなく「ノスタルジック・ジャーニー」になりました。
広島発岩国行の普通列車は広島駅を出るときは満員でしたが岩国駅に着く前に
はガラガラになりました。岩国は 42 年前に中国電力岩国発電所への出張で約 50
日間過ごした街です。その前年に営業運転開始したタービンの初回定期検査で、
毎日深夜まで働き土曜、日曜もほとんど休みなしでした。現場の作業者と一緒に
毎晩仕事帰りに一杯飲む生活を続けているうちに、下戸の私がビールを中瓶 1 本
飲めるようになりました。その時は自分でも強くなったなと思いましたが出張か
ら帰ったらまた元に戻ってしまいました。
岩国駅を出てしばらくすると電車の窓から懐かしの発電所が見えてきました。
ここの現場での経験がその後の自分のエンジニアとしての基礎を作ってくれたん
だなーと思いました。新婚 3 年目でまだ子供がいなかったので、家内を呼んで発
電所の最寄駅である藤生駅前のよろず屋の 2 階に間借りして暮らそうとしました。
家内が来る日になって突然に家主が「昨夜、
夫婦喧嘩したので今晩からあの部屋で寝るか
ら貸間はキャンセル」と言ってきました。仕
方なしに駅前の旅館に泊まろうとしました
が、女将さんが若い男女連れを不審に思って
なかなか泊めてくれません。しばらくして私
のヘルメットの横の社名を見て「あ、三菱重
工さんですか。それならどうぞ。」と言って
くれました。大会社に所属していることは凄
いことだと実感しました。

懐かしの岩国発電所遠景(右側)
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岩国から新山口に行く途中の山口県熊毛郡田布施
には知人が住んでいます。44 年前、新婚旅行で
久住山に登った時に山中でもう一組の新婚さんに
出会いました。この夫婦とはその後毎年年賀状を
交換していました。今年の年賀状に「大学の同窓
会で春に宇部に行く」と書いていましたので水曜
日の晩に電話したら直ぐにわかってくれ、44 年
ぶりの再会を果たしました。お昼ご飯をご馳走に

44 年ぶりの再会
なり、西隣の光市の冠山総合公園を案内して貰い
ながら色々と話しました。この夫婦は親の代からの自転車屋を引き継いでいて時
代の流れに揉まれてずいぶん苦労したようです。毎年届く年賀状には気が利いた
言葉が書いてありました。若い頃の「大きな幸せ一つより小さな幸せ沢山つか
め」というのが印象に残っています。積もる話の中に人柄がにじみ出ていて、久
住山中で会ったのも何かのご縁だと思いました。
再び山陽本線で新山口まで行き、出迎え
に来てくれた同期入社の人の車で宇部まで
行きました。彼の家に泊まったのは 42 年ぶ
りでした。前述の岩国発電所への長期出張
中に彼の結婚式があり、そのときに泊まっ
て以来です。46 年前の入社時、本社での新
入社員教育を終えて「寝台特急さくら」で
長崎に向かう時、彼と私は発車寸前に東京
駅のホームに駆けつけて皆を驚かせました。
教育期間中に仲良くなった二人が一緒に有
楽町の映画館で「チキチキバンバン」を見

同期入社の友と

ていたのです。出発時間は分かっていまし
たが映画が面白いのでなかなか途中で出ら
れず有楽町から東京駅まで息を切らせて走
りました。ほろ苦い思い出です。彼とは昨
年秋にも入社 45 周年の同期会で会いました
が奥さんとは久しぶりの再会でした。
(おわり)

チキチキバンバン
https://www.youtube.com/watch?v=lcv1A9Vi6zg
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スパイラルエスカレーターの紹介

(その ３ )

1959 年卒

中谷

博

スパイラルエスカレーターの設置例
日本国内の設置例で、初期のものは、下記のよ
うです。
１．第 1 号、2 号機

筑波ショツピングセンタ、

クレオ 1985 年 , 右巻き、左巻き各 1 台
２．インテックス大阪 右巻き、左巻き各１台
３．広島センタービル

3

左巻き１台

４．四日市 スターアイランド 右巻き１台
５．福岡、天神イムズビル
右巻き１台
６．山梨交通デパート

右巻き、左巻き各１

台
７．横浜ランドマークタワー

右巻き、左巻

き各１台

4

これらのエスカレーターは、広島センタービル
の他は、私が現地で確認しています。上記の中
で、筑波ショツピングセンターのスパイラルエ
スカレーターは、最初の納入ということで、開
発を担当した者として、思い出深い特別なエス
カレーターです。数年前に、撤去されたのは非
常に残念です。
国内に設置された多くは、横浜ランドマークタ
ワー一階のプラザにある２台の他はあまり人目

7

につかない場所にあるようです。
海外設置例の最初は、アメリカ、サンフランシスコセンタービル６台
２台は、階高 6.3m で現在の実施できる最高階高です。

そのうち

設置してから 30 年近いですが、保守以外の停止はほとんどないとの、アメリカの
関係者による英文記事を見つけました。
その他の国内設置例で、比較的新しい、主なものは岡山県、津山天満屋で右巻
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き、左巻き各１台、その他、鳥取県米子天満屋
の右巻き２台、東北、日本海側では、新潟市の
ＮＥＸＴ２１ビルに左巻き１台が設置されてい
るようです。
津山の２台は、数年前に、わざわざ見に行って
きました。
オルゴール時計のある、床のデザインもよい、
雰囲気のあるホールに設置されていましたが、
何分デパートの客が少ないのは、いささか残念

津山天満屋の スパイラルエスカレーター

なことでした。
大阪、枚方市ビオルネの右巻きのエスカレー
ターは、設置の場所としてはよいようですがあ
まり目立たない佇まいのようです。
その他、同じ大阪の心斎橋筋にあるビッグス
テップに設置されている２台のエスカレーター
は外側から内部の構造が見えるシースルーと
なっていますが、あまり、シースルーの効果が

ＮＥＸＴ２１新潟

あるようには見えませんでした。
海外での設置
は、今回の上海
の１２台が突出
しているのを含
めて、中国が一
番多く、合計２
０台程度。香港

枚方ビオルネ のスパイラルエスカレーター

のタイムズスクェア、マカオのベネチアンリゾー
トにあるカジノ関係の建物内に設置されています。
次に多いのが、アメリカで、サンフランシスコ
センターのほか、ラスベガスのフォーラムショツ
プ、同じくラスベガスの Wynn ホテルにも設置さ
れています。同じアメリカで、面白いのは、元
Bloomberg Tower

ニューヨーク市長でもあった、金融界の大物の
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Bloomberg が設立した、ニューヨークの金融情報会社
Bloomberg Headquater の高層ビル内に、社員専用のスパ
イラルエスカレーターが１台設置されていることです。
社員の知的活動に役立つ環境設備が、いろいろ設けられ
ているようですが、その一環として設置したのだと思い
ます。
アメリカ国内で、合計１５台。
その他海外の設置例では、カナダのリッチモンドにある、
リバーロックカジノに２台、建物の中心部に設置されて
います。
Wynn Hotel
サウジアラビアのジェツダにあるヒルトン
ホテルの入り口に、右巻き、左巻き各１台
設置されています。その他、カタールの
ドーハの国際会議場、アラブ首長国連邦に
も設置されているようです。
アジアでは、シンガポールの Wheelock
Place、インドネシアのジャカルタ、台湾
台北の高島屋、韓国ソウルのロッテワール
ドなど、かなり人目につく場所に設けられ
ているようです。

(おわり)

カナダ

リッチモンド

バーロックカジノ
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平成の大修理？？？
昭和 5 5 年卒

奥田

寛

先日、姫路城の「平成の大修理」が終わって
再び公開されていることは皆さんよく御存じと
思います。以前ご紹介した私の相棒（自動車）
もこのたび「平成の大修理」を行うことになっ
てしまいました。
以前の記事をお読みになっていない方のため
に私の趣味について簡単に紹介します。私の現
在の相棒は 1990 年生まれの 25 歳になる「ラン
チアテーマ」というイタリア車です。平凡な 4 ドアセダンではありますが、フェ
ラーリというスポーツカー用のエンジンが載せてあるいわゆる「羊の皮をかぶっ
たオオカミ」です。まあ、運転しているのが私ですから「オオカミ」というより
「小太りの？？？」かな。いずれにせよ手のかかる車で、しょっちゅう異常がな
いか五感をフルに研ぎ澄ませながら運転しています。
このたびドック入りさせた理由
は、「タイミングベルト」というい
わばエンジンの「アキレス腱」を
交換するためです。通常日本車な
ら 10 年もしくは 10 万キロで交換す
る部品ですが、この車は 2 万キロ
ごとに交換しなければならないと
いう恐ろしい「掟（おきて）」があ
ります。自動車に詳しい方なら
「そんなこと絶対にないで！」と思
われるでしょうが本当です。この
「掟」を破ると本当に恐ろしい「祟
り（たたり）」が・・・
ちょうどクラッチも滑り出していたので（オートマではありません・・・）合
わせて交換することにしました。ドック入りしたのは東大阪にある「アルファ
サービス」というまさにイタ車専門の修理工場で、今回初めての入庫です。仲間
内では社長兼修理工のおじさんはきわめて誠実な人だということで、安心してお
任せすることにしました。エンジンを下すことになるので、そのほかで不具合が
あったら修理をお願いしていたところ、不良個所が出るわ出るわ。
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修理屋さん 「いろいろ悪いところがあるけど
私

どうしましょう？」
「どこが悪かったの？」

修理屋さん 「エンジンマウントが再使用でき
ない状態と、オイル漏れでガス
ケット交換したほうがいいのと、
エンジンとは違うけどエアコン
のブロアモータが逝かれてま
す。」
私

「え〜それってどれくらいかかる

の？」
修理屋さん 「部品が無くて、やっと見つけたらすごく高くなってるんです。」
私

「そんなにもったいぶらずに言ってよ。」

修理屋さん 「エンジンマウントが２個で１０万円、ブロアモータが９万円、ガス
ケットが２個で４万円・・・」
私

「勘弁してよ〜〜〜」

修理屋さん 「そのままエンジンを戻してもいいですが、やはりできたらこの機会
に・・・」
私

「わかりました。よろしくお願いします。とほほ・・・」

といういきさつで「平成の大修理」に
なってしまいました。
以下は出来上がったという連絡を受け
て引き取りに行った時の会話です。
私

「これだけ修理したからし
ばらくは安心して乗れるで

しょうね。」
修理屋さん 「それは保証できかねます。
車が車ですから・・・」
私

「やっぱそうか・・・」

現時点では機嫌よく走っていますので、「平成の大修理」は今のところうまくい
きました。めでたしめでたし。
しかし、よくよく考えると車はお金で修理できるけど、嫁さんは・・・
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(おわり)

【暇

ぶや
人のつ

き】

絆（きずな）
松久寛（1970 年卒）

2011 年 3 月 11 日の東日本大震災以後、毎日、絆という言葉を耳にするようになっ
た。人と人を利害なしで繋ぐ、美しい言葉である。しかし、もともとは、
「犬や馬を
繋ぎとめておく綱」のことである。それが転じて、家族や友人など離れがたくして
いる結びつきの意味でも使われるようになった。お上が絆というと、足枷か首輪を
はめられたような気がする。

Info

● 詳細は PDF 版でご覧下さい。

１．
誰もが配達人になるクラウドソーシング型宅配サービス
１．誰もが配達人になるクラウドソーシング型宅配サービス
アマゾンが検討中の新たな配達手段は

あなた

2015.6.18

JBPress

http://jbpress.ismedia.jp/articles/‑/44075
あなたの家にネット通販の荷物を届けるのは、いつもの宅配業者ではなく、た
またま近所に用事があった見ず知らずの人かもしれない。あるいは、隣町のある
家に荷物を届けるのは、あなたかもしれない。
２．
国土強靱化アクションプラン 2015
２．国土強靱化アクションプラン

（H27.6.16 国土強靱化推進本部決定）

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo̲kyoujinka/kihon.html
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo̲kyoujinka/pdf/ap2015gaiyou.pdf
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo̲kyoujinka/pdf/ap2015.pdf
国土強靱化推進本部（第４回）
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kokudo̲kyoujinka/kaisai/dai4/index.html
資料１−１

国土強靱化アクションプラン 2015 について

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kokudo̲kyoujinka/kaisai/dai4/siryou1‑1.pdf

資料１−２

国土強靱化アクションプラン 2015（案）

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kokudo̲kyoujinka/kaisai/dai4/siryou1‑2.pdf
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資料２

国土強靱化基本計画の他の国の計画等への反映状況について

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kokudo̲kyoujinka/kaisai/dai4/siryou2.pdf

３．
第 18 回 経協インフラ戦略会議
３．第
H27.6.2
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keikyou/dai18/gijisidai.html
資料
インフラシステム輸出戦略フォローアップ第 3 弾
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keikyou/dai18/siryou1.pdf
（決定事項）インフラシステム輸出戦略（平成２７年度改訂版）
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keikyou/dai18/siryou2.pdf
４．
水道サービス産業の世界動向
４．水道サービス産業の世界動向
2015.6.16 三井物選戦略研
http://mitsui.mgssi.com/issues/report/d̲r150616x̲kurihara.html
５．
水循環政策本部会合
（ 第１ 回）
５．水循環政策本部会合
水循環政策本部会合（
H26.7.18
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/mizu̲junkan/dai1/siryou.html
（１）水循環政策本部の運営等について
（２）水循環を巡る現状と課題について
（３）「水の日」関連行事について

写

（４）水循環基本計画の作成に向けたスケジュールについて
資料１ 水循環政策本部の運営について

タ

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/mizu̲junkan/dai1/siryou1.pdf
資料２ 水循環政策本部幹事会の開催について（案）
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/mizu̲junkan/dai1/siryou2.pdf
資料３

水循環政策本部の後援等名義の使用について（案）

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/mizu̲junkan/dai1/siryou3.pdf
資料４ 水循環を巡る現状と課題について
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/mizu̲junkan/dai1/siryou4.pdf
資料５ 「水の日」関連行事について（案）
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/mizu̲junkan/dai1/siryou5.pdf
資料６

水循環基本計画の作成に向けたスケジュール（案）

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/mizu̲junkan/dai1/siryou6.pdf
参考資料 水循環政策本部及び水循環政策本部事務局の設置について
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/mizu̲junkan/dai1/sankou.pdf
６．
日本企業は無法の荒野を切り開けるか？
６．日本企業は無法の荒野を切り開けるか？

2015.6.16

甘く見て突っ込むと怪我するアジアインフラ市場
http://jbpress.ismedia.jp/articles/‑/44016
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JBPress

近年、アジアのインフラ市場が注目されている。2010 〜 2020 年のインフラ関
連の資金需要は 8 兆ドル。この巨大市場にいかにアプローチするか、日本企業も
大きな関心を寄せている。だが、リスクあるアジア事業を日本企業はものにする
ことができるのだろうか。
総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会
７．
７．総合資源エネルギー調査会
省エネルギー小委員会（第 14 回）

H27.6.15

http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/shoene̲shinene/sho̲ene/014̲haifu.html

（１）省エネルギー小委員会 取りまとめ骨子（案）について
（２）火力発電に係る判断基準ワーキンググループの設置について（報告事項）
（３）エネルギーミックスの検討状況について（報告事項）
http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/shoene̲shinene/sho̲ene/pdf/014̲00̲01.pdf

議事次第
http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/shoene̲shinene/sho̲ene/pdf/014̲00̲02.pdf

委員名簿
http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/shoene̲shinene/sho̲ene/pdf/014̲00̲03.pdf

オブザーバー名簿
http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/shoene̲shinene/sho̲ene/pdf/014̲00̲04.pdf

資料 1

省エネルギー小委員会

取りまとめ骨子（案）

http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/shoene̲shinene/sho̲ene/pdf/014̲01̲00.pdf

資料 2

省エネルギー小委員会

取りまとめ骨子（案）補足資料

http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/shoene̲shinene/sho̲ene/pdf/014̲02̲00.pdf

資料 3

火力発電に係る判断基準ワーキンググループの設置について

http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/shoene̲shinene/sho̲ene/pdf/014̲03̲00.pdf

参考資料 1

取りまとめ骨子（案）参考資料

http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/shoene̲shinene/sho̲ene/pdf/014̲s01̲00.pdf

参考資料 2‑1

長期エネルギー需給見通し（案）

http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/shoene̲shinene/sho̲ene/pdf/014̲s02̲01.pdf

参考資料 2‑2

長期エネルギー需給見通し関連資料

http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/shoene̲shinene/sho̲ene/pdf/014̲s02̲02.pdf

参考資料 3

豊田委員提出資料

http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/shoene̲shinene/sho̲ene/pdf/014̲s03̲00.pdf

８．
総合資源エネルギー調査会 資源
・燃料分科会
８．総合資源エネルギー調査会
資源・
燃料分科会（第 13 回）H27.6.16
http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/shigen̲nenryo/013̲haifu.html

①中間報告書の概要案について
②エネルギーセキュリティの評価指標について
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http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/shigen̲nenryo/pdf/013̲00̲01.pdf

資料 1

資源・燃料分科会 委員名簿

http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/shigen̲nenryo/pdf/013̲01̲00.pdf

資料 2

中間報告書の概要案

http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/shigen̲nenryo/pdf/013̲02̲00.pdf

資料 3

エネルギーセキュリティの評価指標

http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/shigen̲nenryo/pdf/013̲03̲00.pdf

参考資料

石油・天然ガスのセキュリティインデックス

http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/shigen̲nenryo/pdf/013̲s01̲00.pdf

９．
次世代火力発電の早期実現に向けた協議会
９．次世代火力発電の早期実現に向けた協議会
次世代火力発電の早期実現に向けた協議会（第 2 回）H 2 7 . 6 . 2 2
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/energy̲environment/jisedai̲karyoku/002̲haifu.html

議題１ CO2 回収、利用技術の技術開発の現状について
議題 2 今後の技術開発の課題と方向性について
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/energy̲environment/jisedai̲karyoku/pdf/002̲00̲01.pdf

議事次第
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/energy̲environment/jisedai̲karyoku/pdf/002̲00̲02.pdf

委員名簿
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/energy̲environment/jisedai̲karyoku/pdf/002̲00̲03.pdf

資料 1

CO2 回収、利用に関する今後の技術開発の課題と方向性

http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/energy̲environment/jisedai̲karyoku/pdf/002̲01̲00.pdf

資料 2‑1

CO2 回収、利用に関する技術開発の現状

http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/energy̲environment/jisedai̲karyoku/pdf/002̲02̲01.pdf

資料 2‑2

石炭火力からの CO2 分離回収技術

http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/energy̲environment/jisedai̲karyoku/pdf/002̲02̲02.pdf

資料 2‑3

CO2 分離・回収技術（固体吸収材、分離膜）の開発動向

http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/energy̲environment/jisedai̲karyoku/pdf/002̲02̲03.pdf

資料 2‑4

藻類バイオ燃料の取組み

http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/energy̲environment/jisedai̲karyoku/pdf/002̲02̲04.pdf

資料 2‑5

ARPChem 人工光合成 PJ について

http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/energy̲environment/jisedai̲karyoku/pdf/002̲02̲05.pdf

参考資料 1

日本における CCS 実用化への取組み状況

http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/energy̲environment/jisedai̲karyoku/pdf/002̲s01̲00.pdf

参考資料 2

海外の石炭火力発電の技術開発動向

http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/energy̲environment/jisedai̲karyoku/pdf/002̲s02̲00.pdf

１０．
コンパクトシティ研究会 報告書
１０．コンパクトシティ研究会
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2015.06.25

日本政策投資銀行

http://www.dbj.jp/ja/topics/dbj̲news/2015/html/0000019890.html
株式会社日本政策投資銀行(代表取締役社長：橋本徹、以下「DBJ」という。)
は、このたび、公民連携によるコンパクトシティの意義および実現へ向けた道筋
などの検討を行うために設置した「コンパクトシティ研究会」( 座長：瀬田史彦
東京大学大学院 准教授)の成果をとりまとめた報告書を発行しました。 DBJ で
はこれまで、将来の人口減少が地域の経済、産業、まちづくりなどに与える影響
を分析するとともに、人口減少に対応した地域の企業経営や自治体経営の方向
性、地域金融に期待される役割など、地域の抱える課題解決に向けた考察に取り
組んできました。本報告書は、今後の都市構造の方向性として関心が高まってい
る「コンパクトシティ」に焦点を当て、取り組み意義や活用策についての考え方
を整理するとともに、コンパクトシティへの取り組みを地域の個性やにぎわいに
つなげる
本文

攻めのコンパクトシティ

形成に向けた提言をとりまとめました。

http://www.dbj.jp/pdf/investigate/etc/pdf/book1506̲03.pdf

１１．
地域公共交通システムのあり方に係る調査
１１．地域公共交通システムのあり方に係る調査
2015.06.15 日本政策投資銀行
〜地域交通連携スキーム（Local Transportation Partnership）の構築〜
http://www.dbj.jp/ja/topics/dbj̲news/2015/html/0000019829.html
日本政策投資銀行は、このたび株式会社日本経済研究所と共同で、調査レポー
ト「地域公共交通システムのあり方に係る調査〜地域交通連携スキーム（Local
Transportation Partnership）の構築〜」を発行しました。 今後本格的な人口
減少社会を迎える日本では、地域公共交通を取り巻く環境はより一層厳しさを増
してきており、さらなる対策が必要であると考えられます。

このような現状や

欧州の事例調査も踏まえ、当レポートでは、日本における持続可能な地域公共交
通の実現に向けて、一定程度公的関与を強める必要がある一方、公民連携手法の
最大限の活用により、財政負担を抑制することが必要であり、その前提として、
事業者のなお一層の自助努力による生産性改善が求められることに加え、多様な
関係者を巻き込んだ新たな資金調達方法の活用、自治体が主導する地域公共交通
と連携した街づくり、自治体と地域公共交通事業者とが協働するプラットフォー
ム構築等を進めていくことが重要であるといった観点で提言をまとめました。
本文 http://www.dbj.jp/pdf/investigate/etc/pdf/book1506̲01.pdf
要旨

http://www.dbj.jp/pdf/investigate/etc/pdf/book1506̲02.pdf

１２．
スマートメーター制度検討会セキュリティ検討 W G 報告書
１２．スマートメーター制度検討会セキュリティ検討
H27.7.10 経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/2015/07/20150710001/20150710001.html
経済産業省は、今年 2 月から「スマートメーター制度検討会セキュリティ検討
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ワーキンググループ」を開催し、このたび報告書を取りまとめました。本報告書
では、今後、我が国において本格的な導入が進められるスマートメーターについ
て、セキュリティの強化を図るための具体的な枠組みを提言しています。
http://www.meti.go.jp/press/2015/07/20150710001/20150710001.pdf
http://www.meti.go.jp/press/2015/07/20150710001/20150710001‑1.pdf
http://www.meti.go.jp/press/2015/07/20150710001/20150710001‑2.pdf
http://www.meti.go.jp/press/2015/07/20150710001/20150710001‑3.pdf
１３．
スマートハウス
・ ビル標準
・ 事業促進検討会
１３．スマートハウス
スマートハウス・
ビル標準・
事業促進検討会（第 7 回)

経済産業省

http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoujo/smart̲house/007̲haifu.html

各課題の成果・取組と今後の対応について
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoujo/smart̲house/pdf/007̲s02̲00.pdf

ECHONET Lite の国内普及状況（平成 27 年 6 月現在）
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoujo/smart̲house/pdf/007̲s03̲00.pdf

HEMS タスクフォース委員企業の ECHONET Lite 対応販売機器一覧
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoujo/smart̲house/pdf/007̲s03̲00.pdf

アプリケーション通信インタフェース及び認証試験仕様書公開報告
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoujo/smart̲house/pdf/007̲s04̲00.pdf

HEMS コントローラークラスの検討状況報告
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoujo/smart̲house/pdf/007̲s05̲00.pdf

HEMS‑ スマートメーター B ルート（低圧電力メーター）運用ガイドライン 3.0 版
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoujo/smart̲house/pdf/007̲s06̲00.pdf

標準化対象機器の拡大（小規模店舗用機器）について
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoujo/smart̲house/pdf/007̲s07̲00.pdf

HEMS 認証支援センター 2014 年度の成果報告及び今後の展開
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoujo/smart̲house/pdf/007̲s08̲00.pdf

SMA 認証に関する第三者認証機関の自立化状況報告
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoujo/smart̲house/pdf/007̲s09̲00.pdf

重点 7 機器に関する第三者認証検討体制について
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoujo/smart̲house/pdf/007̲s10̲00.pdf

ECHONET Lite 国際標準化に向けた取組
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoujo/smart̲house/pdf/007̲s11̲00.pdf

日本版 ADR 実証報告資料
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoujo/smart̲house/pdf/007̲s12̲00.pdf

デマンドレスポンス・インタフェース仕様書 1.1 版
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoujo/smart̲house/pdf/007̲s13̲00.pdf

HEMS データを利活用した事業促進に向けた検討経緯報告
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http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoujo/smart̲house/pdf/007̲s14̲00.pdf

大規模 HEMS 情報基盤標準 API 及びガイドライン骨子、
HEMS データ利用サービス市場におけるデータ取扱マニュアル改訂方針・骨子
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoujo/smart̲house/pdf/007̲s15̲00.pdf

１４．
再生可能エネルギーの産業化を目指すアクションプラン
①
（九州モデル）
１４．再生可能エネルギーの産業化を目指すアクションプラン
（再生可能エネルギー産業化に向けた検討委員会）
H27.7.2 九州経済連
http://www.kyukeiren.or.jp/report/index.php?id=1693
再生可能エネルギーの産業化を目指すアクションプラン（九州モデル概要）
http://www.kyukeiren.or.jp/files/topics/report/150702121549861.pdf
個別アクションプラン
【地熱・温泉熱エネルギー関連産業の拠点化アクションプラン】
http://www.kyukeiren.or.jp/files/topics/report/150702121549119.pdf
個別アクションプラン【海洋エネルギー関連産業の拠点化アクションプラン】
http://www.kyukeiren.or.jp/files/topics/report/150702121549522.pdf
アクションプラン② （九州モデル）
http://www.kyukeiren.or.jp/report/index.php?id=1694
個別アクションプラン【水素エネルギー関連産業の拠点化アクションプラン】
その 1 http://www.kyukeiren.or.jp/files/topics/report/150702121553389.pdf
その 2 http://www.kyukeiren.or.jp/files/topics/report/150702121553360.pdf
アクションプラン③ （九州モデル）
http://www.kyukeiren.or.jp/report/index.php?category=report&id=1695
参考資料１
http://www.kyukeiren.or.jp/files/topics/report/150702121557777.pdf
参考資料 2 − 1
http://www.kyukeiren.or.jp/files/topics/report/150702121557862.pdf
参考資料 2 − 2
http://www.kyukeiren.or.jp/files/topics/report/15070212155764.pdf
④（九州モデル）
http://www.kyukeiren.or.jp/report/index.php?category=report&id=1696
参考資料 2 − 3
http://www.kyukeiren.or.jp/files/topics/report/150702121555997.pdf
参考資料 3
http://www.kyukeiren.or.jp/files/topics/report/150702121555917.pdf
１５．
再エネは
「安い」のか？
１５．再エネは
再エネは「
国際環境経済研
http://ieei.or.jp/2015/06/sawa‑akihiro‑blog150625/
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最近、欧州での再エネ導入が進展している理由として、再エネは太陽や風といっ
た自然の恵みであり、その限界費用はゼロだと強調することで、いかにも再エネ
が低コストであることを主張する議論が見られるようになった。
１６．
総合海洋政策本部会合
１６．総合海洋政策本部会合
総合海洋政策本部会合（第１３回）議事次第

H27.6.30

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kaiyou/dai13/13gijisidai.html
海洋管理のための離島の保全・管理のあり方に関する基本方針の改正について
低潮線保全基本計画の平成 26 年度の進ちょく状況及び平成 27 年度の実施事項について
資料１−１ 海洋管理のための離島の保全・管理のあり方に関する基本方針の改正の概要
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kaiyou/dai13/shiryou1̲1.pdf
資料１−２

海洋管理のための離島の保全・管理のあり方に関する基本方針の改正について

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kaiyou/dai13/shiryou1̲2.pdf
資料２ 低潮線保全基本計画に基づく取組について
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kaiyou/dai13/shiryou2.pdf
資料３

第 20 回「海の日」行事について

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kaiyou/dai13/shiryou3.pdf
参考資料 総合海洋政策本部参与会議意見書
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kaiyou/dai13/sankou.pdf
民間事業者の海洋資源開発関連分野への参入促進に向けた環境整備のためのアクションプラン
について
総合海洋政策本部
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kaiyou/actionplan/index.html
民間事業者の海洋資源開発関連分野への参入促進に向けた環境整備のためのアクションプラン
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kaiyou/actionplan/actionplan.pdf
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