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気象庁の 3 ヶ月予報では、3 月は平年並みか平

年より暖かいということでしたので、期待してい

たのですが、平年よりも気温の低い日が続き、寒

かったですね。その寒さもやっと和らぎ、今度こ

そ春本番となってほしいものです。でも、朝夕の

気温が低く、なかなかコートが手放せません。 
数日前（3月下旬）に湯島天神に行きましたら、

白梅はほとんど終わっていましたが、ピンクや紅

の紅梅は「見ごろ」でした。一方、上野公園に御

徒町方面から行くと、入口の両側にある寒緋（カ

ンヒ）桜は満開となっています。他にも開花して

いる桜が数本ありましたが、桜のトンネルになる

あたりのソメイヨシノはまだ開花していないよ

うでした。梅と桜の両方を同じ時期に見ることが

できることからみても、3 月は寒かったことがわ

かります。数年前の寒さの厳しかった年にも同様

の状況があったように思います。 
さて、協会の状況ですが、3 月末に 23 年度の

委託・請負事業の業務報告書等を出し終わりまし

たので一段落ですが、まだ大きな事業の精算報告

書が残っています。それを終えるとやっと 23 年

度の終了で、これからは決算に入って行くことに

なります。 
4 月からは平成 24 年度です。平成 24 年度の事

業としては3月中に総合評価入札ですでに2事業

落札していますが、予算の成立が遅れているため

にまだ契約に至っていません。一つは毎年のプロ

グラムディレクター事業ですが、もう一つは「地

域における ESD の取組強化推進業務」です。別

の団体が受託していた継続事業なのですが、今回

は当協会が落札しました。 
ESD と言われてもピンとこない方が多いと思

いますが、ESD は ”Education for Sustainable 
Development”の頭文字をとったもので、日本語

では「持続可能な開発のための教育」です。文部

科学省の学習指導要領にも取り入れられており、

そこでは「持続発展教育」となっています。 

2002 年にリオサミット 10 周年を記念して開

催された「持続可能な開発に関する世界首脳会

議」（ヨハネスブルグ・サミット）において日本

政府が提唱して、2005 年から 2014 年までの 10
年が「国連持続可能な開発のための教育の 10 年」

となっています。その最終会合が 2014 年に名古

屋市と岡山市で開催されることとなっています。 
ESD とは何かについては、環境省の「環境教

育・環境学習・環境保全活動のページ」

（http://www.env.go.jp/policy/edu/index.html） 
または「持続可能な開発のための教育の 10 年」

推進会議（ESD-J）のホームページ

（http://www.esd-j.org/）をご覧ください。 
 私自身の勝手な定義では、よりよい環境、暮ら

しやすいまちや社会、生きがいある活力に満ちた

社会等をつくっていくことを目指す地域におけ

る教育活動や市民活動ぐらいのことかなと思っ

ています。 
 私自身は、国連大学高等研究所で 1 年間、ESD
プログラムに所属していましたし、その縁で、当

協会の英文会誌に国連大学高等研究所

（UNU-IAS）とスウェーデン持続可能な開発の

ための教育国際センター（SWEDESD）の協力

を得て、”Education for Sustainable 
Development: Promises and Challenges” を刊

行していますので、当協会は ESD と無縁ではあ

りません。 
 一方、当協会のメインの仕事となっている「環

境研究総合推進費」と「地球温暖化対策技術開

発・実証事業」のための PO 及び支

援事業については、現在提案書を作

成しているところで、入札は 4 月中

旬となっています。これらについて

はぜひ確保したいと考えています。 
平成 24 年度も引き続き、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。 
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首都ティンプー 
 ブータンの場合、首都といっても山間の町とい

った感じである（写真 1）。ちなみに、グーグル

アースで眺めてみると、山の感じといい、町の規

模といい、木曽福島町にそっくりであった。それ

でも、現在は経済も成長しているようで、首都の

周りでは、盛んに建物が建てられているが、平地

が少ないので、土地を得るのも大変なようである。

特に目立つのはホテルであるが、これは、ブータ

ンの主要な外貨獲得源が観光であることにもよ

るのだろう。大分以前に、ブータンの植物の調査

に入った先輩の話では、ホテルもないので、普通

の民家に泊まるのであるが、その場合、あらかじ

め食料を運んでおかなければ、その民家の主人一

家の食料がなくなってしまうそうである。これは、

基本的に農業を中心とした自給自足経済であっ

たのだから、しかたがないことであろう。 

町の中心には、やや大きめの交差点があり、お

まわりさんが、東屋のような中で交通整理をして

いる。実はブータンには、信号機というものがな

い。これは、ブータンの人にとっては、一つの自

慢のようで、嬉しそうにそう話す。日本では、西

表島にすら信号機が１つあるのに。もっとも西表

島は信号機が必要なほど、交通が激しいのではな

く、島から巣立っていく子供達が都会で困らない

ようにという、親心だそうである。しかし、そん

なこと心配しなくてもとは思うのだが、まあ日本

らしいと言えば日本らしい話ではある。 
 
ブータンの食事 
ブータンは、昔の日本と同じ、お米を中心とし

た食事である。それに仏教国なので、基本的にあ

まり肉を食べない。その分、お米は驚くほど食べ

る。これも昔の日本と同じだ。若い人はスプーン

やフォークを使うが、昔の人は手で食べるそうで

ある。朝晩が冷えるせいか、トウガラシが大好き

で、ほとんどの料理に、トウガラシが入っている。

特に、エマダツィという料理は、ブータンを代表

する辛い料理で、青トウガラシ(写真 3）と野菜を

バターとチーズ（写真 4）で煮たもので、辛いけ

れど口当たりが良く、とってもおいしいものであ

る（写真 5）。ほとんど毎食出てきた。 
 

写真 1：首都ティンプーの全景  

 

写真 2：ティンプーの目抜き通り 

 
写真 3：山のようにトウガラシを買う人 
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ブータンの産業 
ブータンは、農業国であるが、農産物を輸出し

ているわけではない。外貨の獲得は、先にも述べ

たように、観光であるが、実は、観光収入よりも

大きな外貨獲得の資源があるのである。それは、

電力である。 
 ブータンは、標高 200ｍほどから 7,000ｍまで

の標高差があり、山の上の方は降水量も多く、氷

河も沢山ある。そのため、水力発電の資源は非常

に豊富なのである。そこで、隣国であるインドに

電気を売っている。その収入は、ブータンの GDP
の 40％を占めるそうである。もっとも、経済が

発展してくると、国内での消費も増えるので、い

ずれは観光収入のほうが上になるかもしれない

が、エネルギー自給率が 4％ほどの我が国からす

れば、うらやましい限りである。その意味で、ブ

ータンは 21 世紀の脱化石燃料依存の先端を行っ

ているエコな国だともいえる。 
 ちなみに、我が国にも地域的に見れば、ブータ

ンと同じような状況の場所がある。それが屋久島

である。屋久島は、月に 35 日雨が降るといわれ

るほど、雨が多い島である。しかも九州の最高峰

宮之浦岳（1,936ｍ）をかかえる山岳の島である

ため、水力発電の資源も豊富なのである。屋久島

には、九州電力ではなく、屋久島電工という会社

が水力発電所をもっており、56,500kW の発電の

力がある。これは、もともと炭化ケイ素を製造す

るための電力として発電所を自社で建設したの

であるが、屋久島の民間電力の需要にも十分に答

えることができるそうである。この会社の HP に

よれば、本来、民間に電力を供給する義務はない

けれど、地元企業としての地域貢献のために行っ

ているそうである。 
もともとは、ヤクスギや畜産、柑橘類などの農

林業と水産業に支えられた島であったが、屋久島

も世界遺産に登録され、観光による収入が大きく

なってきているところもブータンに似ている。バ

イオマス資源も豊かであることから、脱石油エネ

ルギーを実現できるモデル的な島ではないかと

思う。 
 
ブータンの切手 

ブータンでの、昔からの外貨獲得の方法として

は、郵便切手が有名である。町の中心には、銀行

と郵便局が入った建物があり、そこでは様々な切

手が売られており、切手収集家に人気のようであ

る（写真 6）。今は、ロイヤルウエディングの直

後なので、王様ご夫妻の写真が至るところにある

が、郵便局では特にべたべたと張ってある（写真

7）。ブータンの切手は、おもしろいものが多いが、

小さな CD の切手には驚いた。 

 
写真 4：チーズとトウガラシ 

 

写真 5：ブータンの代表的激辛料理エマダツィ

 
 写真 6：昔、モンゴルとチベットからの侵略を

退けた戦いを描いた切手 
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実は、前に家内がブータンを訪ねたときにこの

CD を買ってきた。これが切手だとは気がつかず

CD を取り出そうとしたところ、なかなか中身が

出てこない。どうしてもでてこないので、破いて

取り出すと、中にはブータンを紹介する画像が入

っていた。そこで、もう一度 CD の袋をよく見た

ところ、裏側は紙をはがすようになっており、粘

着面が出てきた。そこで、切手だと言うことに気

がついたのである。   
自分の顔写真を切手にすることもできるそう

で、ブータン国王のご夫妻の写真を入れた切手シ

ートにしてくれるというので、さっそく頼むこと

にした。デジカメで撮ると、すぐにプリンターか

ら切手が出てきた。いやはや、ブータンも進んだ

ものである。（つづく） 

 
 
 

去る 3 月 19 日（月）、15:30 から東京大学山上

会館において、理事会が開催されましたので報告

します。 
 

平成 23 年度の業務執行状況報告 
審議に先立ち、高木理事から平成 23 年度の業

務執行状況について報告がありました。平成 23
年度の業務執行状況は、以下のとおりです。 
 
1．公益目的支出計画の事業 
会誌編集委員会を 4 回（4 月 2 日、7 月 9 日、

10 月 15 日、1 月 13 日）開催するとともに、和

文会誌「地球環境」及び英文会誌「Global 
Environmental Research」を、それぞれ 2 冊を

発行し、協会会員及び国内外の大学・研究機関、

国際機関等に配布した。 
 
 

2．自主事業 
自主事業として、以下の事業を実施した。 
（1）学術会員の募集 
（2）国際環境研究協会ニュースの発行 
（3）会員に対する情報提供  
（4）エコアクション 21 の取得 

 
3．受託事業 
平成 23 年度には、環境省から以下の 3 つの事

業を受注し、環境省が所管する 2 つの競争的研究

資金の円滑かつ効率的な運営を総合的に支援し

た。 
（1）競争的研究資金制度管理・支援事業 

環境省が実施する 2 つの競争的研究資金に

係るプログラムディレクターを配置し、同研究

資金に係る一連の管理業務を実施した。 
（2）環境研究総合推進費研究管理・検討事業委

託業務  

 
写真 8：郵便局の前には懐かしい形のポストが

 

写真 7：郵便局前の国王夫妻の写真 
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環境研究総合推進費に係るプログラムオフ

ィサーを 9 名配置するとともに、同推進費制度

の効果的かつ効率的な実施を支援した。 
（3）地球温暖化対策技術開発等事業管理・検討

事業委託業務  
地球温暖化対策技術開発等事業に係るプロ

グラムオフィサーを 2 名配置して適正な技術

開発管理を行うとともに、地球温暖化対策技術

開発事業の効果的かつ効率的な実施を支援し

た。 
 
高木理事からの業務執行状況報告に続き、以下

の議案の審議が行われ、原案どおり、承認されま

した。 
 
第１号議案：平成 24 年度事業計画（案）及び収

支予算（案） 
１．平成 24 年度事業計画（案） 

一般社団法人化にともない、引き続き、産官学

の研究者・技術者、行政官及び市民の相互の情報

交換、国際的な交流の促進、また、環境研究・環

境技術開発の推進に貢献することを目指し、協会

会員と連携して次の事業を展開する。 
（1）運営管理 
ア．総会及び理事会 

一般社団法人の定款に基づき、通常理事会を

年 2 回（5 月・3 月予定）、定時社員総会を原

則として年１回（5 月予定）開催する。 
イ．企画総務部会 
協会の適切な運営を図るため、概ね 4 半期ご

とに年 4 回企画総務部会を開催する。 
（2）公益目的支出計画の事業 
会誌編集委員会を 4 回程度開催するとともに、

和文会誌「地球環境」及び英文会誌「Global 
Environmental Research」を、和文会誌２冊及

び英文会誌 2 冊を発行し、協会会員及び国内外の

大学・研究機関、国際機関等に配布する。 
（3）自主事業 
ア．情報交流推進に関する事業 
①学術会員の募集 
各種のイベント等の開催時に協会のパンフ

レット等を配布して、学術会員に加入しても

らうよう勧誘する。 
②国際環境研究協会ニュースの発行 
会員向けに、「国際環境研究協会ニュース」

を毎月発行する。 
③会員に対する情報の提供 
協会が入手した環境関連の資料、日本学術会

議が日本学術会議協力学術研究団体である

協会に送付した資料等を随時会員へ提供す

る。 
④エコアクション 21 
エコアクション 21 の認証を維持していくた

めに、協会の環境管理をさらに徹底していく。 
イ．地球環境保全に関する調査研究事業 
地球温暖化・地球環境問題、循環型社会形成

など幅広い環境問題に関して、環境省をはじめ

とした各関係機関の施策の動向に関する情報

を収集する。 
ウ．広報事業 

平成 23 年度に引き続き、以下の事業を実施

する。 
①協会パンフレットの更新及び頒布 
②協会ホームページの更新 

（4）受託事業 
環境省等が公募する調達案件に応募し、積極

的な受注に努める。今年度、受注を目指す主な

調達案件は以下のとおりである。 
ア．競争的研究資金制度管理・支援事業 
環境省が実施する２つの競争的研究資金に

係るプログラムディレクターを配置し、同研

究資金に係る一連の管理業務を効果的かつ

効率的に実施する。 
イ．環境研究総合推進費研究管理・検討事業委

託業務  
環境研究総合推進費に係るプログラムオフ

ィサーを配置し、同推進費による研究プロジ

ェクトを効果的かつ効率的に実施する。 
ウ．地球温暖化対策技術開発・実証研究事業管

理・検討事業委託業務  
地球温暖化対策技術開発・実証研究事業に係

るプログラムオフィサーを設置して適正な

技術開発管理を行うとともに、地球温暖化対

策技術開発・実証研究事業の効果的かつ効率
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的な実施を支援する。 
エ．環境研究・技術開発推進事業追跡調査・評

価事業  
環境省が実施する競争的研究資金制度にお

いて実施され、終了した研究開発プロジェク

トについて追跡評価を実施し、研究開発成果

の実用化や普及の状況を追跡評価するとと

もに、環境保全の推進効果や、市場創出効果

等の経済的・社会的波及効果を把握する。 
 
2．平成 24 年度収支予算（案） 
予算案を以下の表に示す。

 

予算額 前年度予算額 増　減 備　考

220,000 220,000 0
3,035,000 3,035,000 0

181,200,000 203,908,000 -22,708,000
1,510,000 3,010,000 -1,500,000

185,965,000 210,173,000 -24,208,000

7,500,000 8,000,000 -500,000
108,500,000 122,364,000 -13,864,000
69,965,000 79,809.00 -9,844,000

185,965,000 210,173,000 -24,208,000
0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

35,252,708 40,790,000 -5,537,292
35,252,708 40,790,000 -5,537,292

0 0 0
0 0 0
0 0 0

35,252,708 40,790,000 -5,537,292

　　　自主事業費

平成２4年４月１日から平成２5年３月３１日まで　（単位：円）

科　　　　　　　　　目

Ⅰ　一般正味財産増減の部
　　1．経常増減の部
　　(1)経常収益　　　
　　　　　入会金収入
　　　　　会費収入
　　　　　事業収入
　　　　　 雑収入
　　　　　　　経常収益計

　　(2)経常費用

　　　　 受託事業費
　　　　管理費
　　　　　　経常費用計
　　　　　　　当期経常増減額
　　2．経常外増減の部

当期指定正味財産増減額
　　　　　　　指定正味財産期首残高
　　　　　　　指定正味財産期末残高

Ⅲ　正味財産期末残高

　　(1)経常外収益

　　(2)経常外用費用
　　　　　　経常外費用計
　　　　　　　当期経常外増減額

当期一般正味財産増減額
　　　　　　　一般正味財産期首残高
　　　　　　　一般正味財産期末残高

Ⅱ　指定正味財産増減の部

　　　　　　経常外収益計

 

 
 
 
 
 
 
第５研究分科会：「持続可能な社会・政策研究」

分野 
本号と次号では、第 5 研究分科会「持続可能な

社会・政策研究」分野の研究課題について、新規

研究課題を中心に紹介します。 
 「環境研究総合推進費」の中で、平成 22 年度

から第 5 研究分科会「持続可能な社会・政策研究」

分野が発足し 2 年度目に入りました。担当部局は
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環境省地球環境局総務課研究調査室です。この

「持続可能な社会・政策研究」分野は、「環境保

全及び持続可能社会の構築に関わる環境と経済

及び社会の統合的政策研究」が研究対象となって

います。 
 平成 23 年度に第 5 研究分野で実施されている

新規課題は、問題対応型課題 6 課題、革新型課題

2 課題となっており、以下に、問題対応型の新規

課題の研究概要について紹介します。 
なお、新しい推進費の詳細並びに運営方針等に

関しては、環境省・環境研究総合推進費 HP
（http://www.env.go.jp/policy/kenkyu/index.

html）を参照してください。

 
◎E-1101：アジア農村地域における伝統的生物生産方式を生かした気候・生態系変動に対するレジリエン

ス強化戦略の構築 

研究代表者：武内 和彦 (東京大学) 

 
気候・生態系変動の影響に適応しながら農業の

生産性を向上させる持続可能な農業生産（生物生

産）は、気候変動適応策と生物多様性の保全策に

とっての重要課題です。  
本研究は、アジアの農業に対する気候・生態系

変動と、社会経済の影響・脆弱性を、計量・統計

モデルや農村調査等を通じて定量的・定性的に評

価し、商業的大規模生産方式と伝統的生産方式の

双方のメリットを有機的に活用することで、社会

のレジリエンス（回復力）を強化する戦略の案を

提示し、アジア農村地域の持続可能な発展に寄与

することを目的としています。 

本研究の成果は、気候変動枠組条約第 16 回締約

国会議（COP16）で合意された適応策の枠組みと、

途上国における森林減少・劣化に由来する温室効

果ガス排出削減プラス(REDD+)、気候変動に関す

る政府間パネル(IPCC)第 5 次評価報告書等の気候

変動政策に加え、生物多様性条約第 10 回締約国会

議（COP10）で採択された愛知目標、SATOYAMA
イニシャティブ、生物多様性及び生態系サービス

に関する政府間科学政策プラットフォーム

（IPBES）等の生物多様性政策への貢献が期待さ

れます。 
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[研究項目及び実施体制] 

①生物生産システムの気候・生態系変動への適応

に関する研究（東京大学） 

②伝統的知識・技術を生かしたレジリエンス強化

策に関する研究（国際連合大学） 

③生物多様性保全と調和した生物生産システムに

関する研究（大学共同利用機関法人人間文化研究

機構総合地球環境学研究所）

 

 

◎E-1102：藻場の資源供給サービスの定量・経済評価と時空間変動解析による沿岸管理方策の提案 

 研究代表者：小路 淳（広島大学） 

 
藻場・干潟などの浅海域の生態系サービスは、

熱帯雨林のそれをはるかに凌ぎ、地球上の全ての

生態系のなかでトップクラスであり、約 2 万ドル/
ヘクタ－ル/年と推定されています。しかし、この

推定値には生産の主要構成要素である魚類生産は

含まれていません。  
本研究では、全国に設けた調査サイトにおいて、

藻場を構成する植物群落の立体構造、魚類の餌と

なる甲殻類および食物網の頂点にたつ魚類の群集

構造とそれらの時空間変動を解析します。  
多様な物理・生物環境パラメーターをもとに、

広い空間スケール（全国・地球規模）および長い

時間スケール（100 年）での変動解析・予測を実

施し、魚類の種多様性と生産力を高めうる沿岸管

理方策の提案を行い、将来予測を通じて地球環境

政策に貢献することを目的とします。 

 

[研究項目及び実施体制] 

①藻場を構成する植物群落の現存量、空間構造お

よび経済的価値の定量的解析（北海道大学） 

②間接的供給サービスとしての甲殻類の群集・生

産構造と時空間変動の解析（東京農業大学） 

③藻場における魚類群集および食物網の時空間変

動解析（広島大学） 

④藻場の生物群集および生産構造を規定する環境

要因の探索（(独)水産総合研究センタ－）
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◎E-1103：持続可能な発展と生物多様性を実現するコミュニティ資源活用型システムの構築 

研究代表者：矢坂 雅充（東京大学） 

 
「生物多様性の確保」と「持続可能な発展の実

現」は、現代社会における喫緊の課題です。本研

究では、日本・東南アジア・アフリカ・ラテンア

メリカの農村を対象として、人と人のつながりを

活用した環境保全型農業の推進によって、この 2
つの課題の両立を可能にする制度を、各地域にお

ける研究成果をふまえて設計します。  
民衆が培ってきた智慧すなわち「民衆知」に着

目する「ローカルな視点」と、国際比較によって

問題を解決しようとする「グローバルな視点」を

併せ持ち、さらに社会ネットワーク分析と農家経

営分析を援用しようとする点で新機軸を有する研

究です。  
本研究は、途上国での人と人のつながり方に密

接に結びついた環境保全型農業のあり方をふまえ

て、今後の日本における環境保全型農業の発展に

資すると同時に、環境保全に配慮する政府開発援

助の発展にも寄与します。 
 

[研究項目及び実施体制] 

①アフリカにおける有機農業とコミュニティ資源

に関する研究（東京大学） 

②ラテンアメリカにおける遺伝子組み換え品種の

導入とコミュニティの変容に関する研究（東京外

語大学） 

③アジアにおける持続可能な発展と生物多様性確

保のための新しいシステムに関する研究（東京大

学） 
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Global Environmental Research Vol.15 No.2 / 
2011 の特集号として、この 3 月に Precipitation 
Products：Development and Application to 
Climate Change Studies を刊行しました。 

今特集号は、当協会の河合崇欣プログラムオフ

ィサーより、環境研究総合推進費の課題の中で評

価の高かった「アジアの水資源への温暖化影響評

価のための日降水量グリッドデータの作成」を特

集号として企画してはどうかとの提案を受け、ス

タートしました。研究代表者である谷田貝亜紀代

氏に責任編集委員をお願いし、日降水量の収集デ

ータ量が世界最大であると言われる APHRO_ JP_ 
EX について、データセット及びアプリケーション

の両面から取り上げていただきました。この中の

論文は早速、Bulletin of the American 
Meteorological Society でも引用され、大変貴重な

内容となっています。是非ともご高覧ください。 
なお、次に発行予定の特集号は、『地球環境』

Vol.17No.1 季節現象（責任編集委員：吉野正敏氏）

を予定しています。

Precipitation Products : Development and Application to Climate Change Studies 
 

・Preface … A. YATAGAI 
<Japan> 

・Long-term Changes in Japanese Extreme Precipitation Analyzed with  

APHRO_JP_EX  …………………………………… K.KAMIGUCHI et al. 

・Improvements to Statistical Climate Downscaling Simulations by  

Incorporating the APHRO_JP Advanced Gridded Daily Precipitation Dataset  

……………………………………………… T. IIZUMI & M. NISHIMORI 

<Monsoon Asia> 

・Intercomparison of the Relationship between Precipitation and Elevation  

among Gridded Precipitation Datasets over the Asian Summer Monsoon Region  

………………………………………………… O. ARAKAWA & A. KITOH 

・Evaluation of Recent Forest Cover Change in Savannakhet Province, Lao PDR,  

Using AVNIR-2 and MODIS Satellite Images  ……………………………………………… B. TOJO et al. 

・Estimation of Precipitation over India and Associated Oceanic Regions by Combined Use of Gauge and 

Multi-satellite Sensor Observations at Fine Scale ………………………………………… A. MISHRA et al. 

<Middle East> 
・ Precipitation Climatology over the Middle East Simulated by the High-Resolution MRI-AGCM3 

……………………………………………………………………… A. KITOH & O. ARAKAWA 

・Trends in Orographic Rainfall over the Fertile Crescent … A. YATAGAI 

・Spatial and Temporal Analysis of Precipitation over Iran Using Gridded Precipitation Data of APHRODITE 

… S. JAVANMARD et al. 

<Northern Eurasia and Further Developments> 

・Development of a Long-term Daily Gridded Temperature Dataset and Its Application to Rain/Snow 

Discrimination of Daily Precipitation …………………………………………………… N. YASUTOMI et al. 

・Improvement of Runoff Simulation of the Amur River … T. ONISHI et al. 
・An Automated Quality Control Method for Daily Rain-gauge Data …………………… A. HAMADA et al. 
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ASSOCIATION OF INTERNATIONAL RESEARCH INITIATIVES FOR 
ENVIRONMENTAL STUDIES 

  

 

 

 

 

1(木)：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）,（横須賀） 

スマートグリッド展 2012 に参加（ビッグサイト） 

2(金）：環境推進費 担当課題アド会合に出席（東京） 

温対事業 検討会に出席（東京） 

3(土),4(日)：環境推進費 担当課題のアド会合に出席(福井)  

5(月)：環境推進費 担当課題のアド会合に出席(京都), (つくば) 

    環境推進費 現地調査（相模原） 

    温対事業 検討会（斜杭掘削関連）に出席（東京） 

6(火)：環境推進費 担当課題のアド会合に出席(東京) 

    IGES 国際シンポジウム「アジア地域における新メカニズ

ム設立に向けた MRV 体制のこれから」に参加 

（イイノホール） 

温対事業 検討会（薄型断熱および帯水層蓄熱関連） 

に出席（東京） 

7(水)：温対事業 事前評価ヒアリング審査（バイオ分野）に出席

および開催支援 

    環境推進費 担当課題の研究委員会に出席（東京） 

7(水)～9（金）：日本 LCA 学会に参加（東京理科大学 野田キャ

ンパス） 

8（木）：温対事業 事前評価ヒアリング審査（交通分野）に出席 

および開催支援 

9（金）：環境推進費 H23 年度終了課題研究成果報告会を開

催（都道府県会館） 

温対事業 検討会（オフィス ICT および低コスト EtOH 

関連）に出席（東京） 

12(月)：温対事業 事前評価ヒアリング審査（住宅分野）に 

出席および開催支援 

環境推進費 担当課題のアド会合に出席(東京),（兵庫） 

13(火)：環境推進費 担当課題のアド会合に出席(名古屋） 

温対事業 検討会（集光 PV 関連）に出席（鶴見） 

13(火),14（水）：環境推進費 担当課題の観測点視察 (福江) 

14(水)：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（ﾏﾙﾁｴﾈﾏﾈ関連）に出席（埼玉） 

14（水）～16（金）：日本水環境学会に参加（東洋大学） 

16（金)：温対事業 評価委員会に出席および開催支援 

    環境推進費 現地調査（東京）,（京都） 

17(土)～19(月)：日本生態学会に参加(大津) 

19(月) ：平成 23 年度第 2 回理事会を開催（山上会館） 

↑ 関係記事掲載 

22(木) ：環境推進費 担当課題のアド会合に出席（東京） 

環境推進費 現地調査(大牟田) 

22(木) ,23（金）：環境推進費 現地調査(山形) 

26(月) ：環境推進費 現地調査(愛媛) 

27(火)：温対事業 検討会（温泉発電関連）に出席（新潟） 

 

* 環境推進費：環境研究総合推進費 

  温対事業：地球温暖化対策技術開発等事業 

 

〒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 

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

  


