
 

                                     
 

■平成 28 年度エンジニアリングシンポジウム 2016 開催案内■ 

変化に応えるエンジニアリング  
～混迷の時代の突破力～ 

 
開催日：平成 28 年 10 月 21 日(金) 
会 場：日本都市センター会館 
主 催：一般財団法人 エンジニアリング協会 
後 援：経済産業省 
協 賛：（独）国際協力機構／（株）国際協力銀行

／（独）日本貿易振興機構／（独）日本貿易保険／

日本機械輸出組合／（独）石油天然ガス・金属鉱物

資源機構／（国研）新エネルギー・産業技術総合開

発機構／（国研）産業技術総合研究所／（一社）日

本産業機械工業会／（公社）日本プラントメンテナ

ンス協会／（一社）海外建設協会／（一社）海外コ

ンサルタンツ協会／NPO日本プロジェクトマネジ

メント協会／（公社）化学工学会／公立大学法人産

業技術大学院大学／国立大学法人名古屋工業大学

産学官連携センター／国立大学法人横浜国立大学

大学院工学研究院 （順不同） 
◆お申込方法：当協会の WEB サイト（ホームペー

ジ）からお申し込みください。http://www.enaa.or.jp 
※WEBサイトの受付登録画面は個人受付専用とな

っております。  
 企業・団体の皆様が複数一括の申し込みをされる

場合は、「＜2016 年版＞複数申し込み用紙」をダウ

ンロードし、e-mail (sympo-admin@enaa.or.jp)に
てシンポジウム事務局までお申し込みください。 
 大学生・大学院生の皆様は WEB サイト内「学生

キャリア支援」からお申し込みください。 
◆お申し込み〆切：2016 年 10 月 14 日(金)  
◆参加費（シンポジウム＆交流会消費税込み）：  
 9,720 円 
◆お問い合わせ先： 
 エンジニアリングシンポジウム事務局 
 〒105-0001 東京都港区虎ノ門 3-18-19 
 （虎ノ門マリンビル 10 階）  
 TEL : 03-5405-7201（代表）  
 FAX : 03-5405-8201  
 e-mail : sympo-admin@enaa.or.jp 
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◆プログラム 

  

午前の部 ＜開場：9:00＞ 

 Ａ会場 ３ＦコスモスⅠ Ｂ会場 ３ＦコスモスⅡ Ｃ会場 ５Ｆオリオン 

 A:エネルギー・環境 B:技術・安全 C:人・マネジメント 

09:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:50 

 【Ａ－１】 

再生可能エネルギーの大規模

導入に向けた 「次世代電力グ

リッド網構想」 

 

石川 容平 
京 都 大 学 

生存圏研究

所 特任教授 

 【Ｂ－１】 

海底資源開発における水中ロ

ボットやロジスティックの技

術紹介 －より遠い沖へ、よ

り深い海底へ－ 

 

横田 浩明 

三井造船㈱

海洋事業推

進部 海洋

開発事業室

長 

【Ｃ－１】 

多様化する社会に対応した人

材育成－技術革新と環境安

全－ 

 

辻 佳子 
東京大学 

環境安全研

究センター 

准教授 

11:10 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:30 

【Ａ－２】   

グローバルで長期的な視点か

ら見た地球温暖化対策 

 

山地 憲治 
(公財 )地球

環 境 産 業 技

術 研 究 機 構

(RITE)  

理事・研究所

長 

【Ｂ－２】   

台北地下鉄工事への技術移転

と企業者へのクレーム実績に

ついて 

 

出浦 昇 

鹿島建設㈱ 

海外土木支

店 台湾統

括営業所 

所長 

【Ｃ－２】  

三井住友銀行の成長産業へ

の取組みについて 

 

工藤 禎子 
㈱三井住友

銀行 執行

役員 成長

産業クラス

ターユニッ

ト長 

午後の部 ＜開場：13:30＞ ３Ｆコスモスホール (サテライト会場：5F スバル) 

13:50 【協会挨拶】理事長 佐藤雅之（日揮株式会社 代表取締役会長） 

14:00 

 

 

 

 

 

15:30 

 

招待講演： 

最近の原油情勢と今後のわが国エネルギー政策のあり方 

木村 康 /JXホールディングス(株) 代表取締役会長 

15:50 

 

 

 

 

 

17:20 

 

特別講演： 

コミュニケーションの進化と家族の起源 

山極 壽一 / 京都大学 総長 

17:30 

19:00 

交流会 

会場：オリオン・スバル・松（5F） 
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■平成 28 年度 第１回 日帰り見学会 見学報告■             
 

平成 28年度 第１回 日帰り見学会を 8月 2日

（火）に開催しました。見学場所は「東京メトロ

東西線南砂町駅改良土木工事」現場で、参加者は

総勢 32名でした。 

最初に、現場事務所にて、東京地下鉄㈱鉄道本

部改良建設部の福田隆二様から、列車遅延の解消

を目的とする南砂町駅改良計画とその土木工事に

関してご説明をいただきました。 

その後、中央部工区と終端部工区の工事現場

と、工事インフォメーションセンター「メトロ・

スナチカ」を見学させていただきました。 

本工事は、大規模掘削によって、線路及びホー

ムを増設するとともに、現在のホームの拡幅等を

行う改良工事で、土留壁の施工状況等を見学させ

ていただきました。都心部の住宅密集地におけ

る、地下鉄の列車を通しながらの工事は、その難

易度の高さを実感することができる見学会でし

た。 

最後に今回の見学会に際しご協力をいただきま

した東京地下鉄㈱、及び大成・竹中土木建設工事

共同企業体、大林・前田・西武建設工事共同企業

体の関係者の方々へ、この紙面を借りて御礼申し

上げます。 

東京メトロ東西線南砂町駅改良土木工事現場にて 

 

                          

■自主事業：水素輸送・貯蔵研究会 活動報告■             

 
水素輸送・貯蔵研究会は、将来の水素社会の到

来を見通し、水素の製造・輸送・貯蔵に必要とな

る技術革新の検討を目的として 3か年程度の研究

期間を想定し、平成 2７年度に設立されました。 

現在は、大規模水素発電に関する調査研究を行っ

ています。 

これまで、国の政策動向や企業の開発動向を調

査するとともに、企業の担当者にご講演いただき、

また関連施設の見学を実施しました。 昨年度の

活動成果については、報告書として取りまとめを

行いました。 

今年度については、下記の項目について、調査

を実施しています。 

(1) 2030年頃に本格導入が目指されている発電

事業用水素発電のモデル 

(2) 国内外の LNG、LPG、水素等大規模輸送・貯

蔵施設の性能と仕様 

(3) 水素発電のための大規模輸送・貯蔵施設に

想定される性能と仕様 

来年度については、地下空間を活用した水素の

大規模輸送・貯蔵施設のコンセプトスタディを実

施することを目標としており、現在、鋭意調査研

究を進めています。  

Enel社（イタリア）における水素専燃発電 

3 
 



ＧＥＣニュース 2016.9 
 

 

■自主事業：放射性廃棄物研究会（第 1 回～3 回）活動報告■ 
 

 GEC の自主事業である放射性廃棄物研究会は、

東日本大震災後の原子力発電政策に着目し、原子力

発電に伴う高レベル放射性廃棄物の最終処分を対象

とした新たなテーマを選定しました。 活動経緯と

しては、平成 26 年度に東京大学大学院新領域創成

科学研究科教授の徳永朋祥氏との意見交換を行い、

平成 27年度には「超深孔処分」や「トンネル方式キ

ャスク貯蔵」などをテーマ候補として挙げ、RITE理

事・研究所長 山地憲治 氏へのヒアリングを行いま

した。 

その結果、平成 28年度からは、ドイツのネッカー

ベストハイム原子力発電所で実在している「トンネ

ル方式キャスク貯蔵」について、実現可能な概念・

技術等の提案を目標として活動しています。本事例

は、電中研レポート「使用済燃料の浅地下ボールド

貯蔵方式のフィージビリティに関する研究；研究報

告 N07015」に類似するケースであることから、こ

の研究報告レポートの結果を参考に調査研究を行っ

ています。また必要に応じて、海外事例の調査、及

び専門家や関係機関（JAEA・NUMO 等）へのヒアリン

グを行う予定です。 

今年度の部会は既に 3回実施し、検討項目と役割

分担が決定したところであり、今年度の活動結果に

ついては、平成 29年度の ENAA研究成果発表会での

発表を視野に入れ、活発な活動を展開しております。 

部会委員の構成は、川上進委員長（㈱IHI）を筆頭

に、奥津委員（鹿島建設㈱）、廣岡委員（JX 金属探

開㈱）、堀尾委員（㈱ダイヤコンサルタント、吉村委

員の後任）、吉村委員（東洋エンジニアリング㈱）、

池田委員（日揮㈱）、久慈委員（前田建設工業㈱）の

総勢 7 名の方にご参加いただいております。 
  

■地熱理解促進事業：長野県諏訪市第１回学習会講演報告■ 

平成 28 年度地熱開発理解促進関連事業に採択さ

れた諏訪市地熱開発理解促進コンソーシアムが主催

する第 1 回学習会が以下のとおり開催され、業務委

託を受けている地熱プロジェクト推進室からは、奥

村室長と中山主席研究員、宮本主任研究員の 3 名が

参加しました。 
＊日時  ：7 月 21 日(木)14：00～16：00 
＊場所  ：湖泉荘会議室（長野県諏訪市） 
＊出席者数：47 名 
＊講演  ： 
・「温泉発電の建設と熱水活用の実例について」 

ENAA地熱プロジェクト推進室 奥村忠彦室長 
・「IHI の小型バイナリー発電装置とその適用に

ついて」 
  ㈱IHI回転機械セクター営業部 山口友彦部長 
地熱プロジェクト推進室の業務内容は、全 3 回の

学習会及び全３回の先進地見学会の企画、計画及び

運営と、諏訪市における温泉発電・熱水活用のため

の源泉調査及び概略検討となっています。発電後の

熱水活用事業の検討は、地元の事業者の方々との意

見交換を重ねながら進めていきます。 
諏訪市の財産である温泉資源による発電事業や熱

水活用事業をとおして、地域活性化に向けた地熱開

発に対する理解がさらに促進することが期待されま

す。 

 

講演する奥村所長 
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