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いよいよ 8 月です。夏休みでレジャーに出かける

人たちの姿がどんどん増えていますが、それを横目

に黙々と通勤する通勤電車が空いてきたという実感

はまだありません。8 月中旬ぐらいになると一気に空

いてくるのでしょう。高齢の親と同居しいて夏休みの

特別のプログラムのない我が家は、休みをとっても、

暑い中、家でゴロゴロしているか、近所で小さな楽し

みを見いだすしかありません。 

関東地方は、平年よりも 15 日も早く、7 月 6 日に

梅雨明けをしましたが、その後 10日ほど猛暑日ない

しそれに近い気温の日が続きました。暑さに慣れて

いない時期に急に気温が上がりましたので、熱中症

による救急搬送が、集計を始めた 2008 年以降初め

て週間 1万人を超えたそうです。猛暑のあとは、あま

り気温は上がらず、朝夕も気温が下がって過ごしや

すい日が続いてきましたが、気象庁の 3 ヶ月予報で

は、8月、9月、10月とも平年よりも気温が高くなるよ

うですので、本格的な夏はこれからのようです。 

雨の降り方は近年異常ですね。今年も日本海側

や東北地方で記録的な豪雨に見舞われて多くの被

害を出しました。関東地方でも、上空に寒気が流れ

込んで大気が不安定になって局地的に雷雨になる

との天気予報をよく聞きますし、実際にも雷雨に遭遇

しています。梅雨明けや夏の終わりの猛烈な雷雨と

いうのはありましたが、毎日のように大気が不安定と

いうのは異常を感じます。 

7月 27日の隅田川花火大会は、猛烈な雷雨のた

めに途中で中止になりました。私も見に行っていまし

たが、幸いなことに第二会場に近いマンションの 1室

で持ち寄りパーティーをしながらの花火見学でした

ので雨にあたることはなく、道路で花火を見ていた人

たちが蜘蛛の子を散らすように軒下に待避するのを

上から眺めていました。それだけ猛烈な雨だったの

ですね。花火は 30分で中止になりましたが、中止に

なる直前には雨よけシートをはずしてあった花火を

一斉に上げたのでしょう、ものすごい花火を体験しま

した。 

その翌日には、新歌舞伎座で歌舞伎を観てきまし

た。歌舞伎を観るのは 4 回目ぐらいです。新歌舞伎

座はきれいにはなりましたが、感激するほど大きく変

わったという感じはしませんでした。もっとも旧歌舞伎

座の内部はあまり覚えていませんが。この日の演目

は、「歌舞伎座新開場柿葺落 七月花形歌舞伎 加

賀見山再岩藤」で、たまたまその千秋楽でした。長

男の尾上菊之助が出演しているためだと思いますが、

富司純子さんが着物姿で来られて私の席の近くで

観ていました。その席が出入り口近くのパイプ椅子

に座布団を置いただけの席でしたので、びっくりしま

した。お客ではなく、関係者という扱いなのでしょう。

もう一人、やはり着物姿の若い女性が同様の席で観

ていました。歌舞伎界の仕来りなのでしょうね。富司

純子さんといえば、我々の世代では映画「緋牡丹博

徒」シリーズの緋牡丹のお竜役のイメージが消えま

せんが、背筋をびんと伸ばして座っている姿は何か

近寄りがたいものを感じました。 

協会から歩いて行ける上野公園の不忍池（蓮池）

の蓮はかなり咲き始めていて、見頃を迎えつつありま

す。昨年度、東京都が池の岸側数メートル幅と中央

部を水路状に蓮の刈り取りを行ったのですが、この

夏までに蓮はほとんど回復して池を埋め尽くしてい

ます。植物の生命力はすごいものだと思いました。こ

の生命力のおかげで我々は生きていけるのだなと感

じました。 

さて、協会の業務ですが、二次募集を行った

「CO2 排出削減対策強化誘導型技術開発・実証研

究事業」は、7月中旬の評価委員会で採択事業が決

まりました。「環境研究総合推進費研究管理・検討事

業」については、7 月中旬から始まった公害一括計

上予算の平成 24 年度終了課題の「事後評価」と環

境研究総合推進費の継続課題の「中間評価」のヒア

リングのための研究部会は、ほぼ終了して、8月に残

りの 2 回を残すのみとなってい

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。 
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エネルギー対策特別会計（エネルギー特会、エ

ネ特）を原資とした地球温暖化対策技術開発等事

業（温対技術開発事業）は平成 15年度に始まり、

翌平成 16 年度から競争的資金として課題を公募

して選定する形で実施されてきました。平成 21

年度までは、評価に係る部分は外部評価委員会に

諮るなどしていましたが、各事業の進捗管理等の

PO業務は環境省自らが行ってきました。地球温

暖化問題に対する我が国政府の取り組み強化に

伴う技術開発資金の拡充を得て、技術開発課題の

成果をより充実させるため、平成 22年度からは、

適正な技術開発管理を通じて科学的側面から責

任を持つ「研究者経歴を有する PO」を外部に持

つこととなりました。平成 24年度は、平成 22,23

年度に引き続き、国際環境研究協会が PO事業を

受託しました。 

エネ特で環境省が実施している温対技術開発

事業の目指しているのは、募集要項にも書かれて

いるとおり、 

・ 温室効果ガスの 25%削減目標と再生可能エネ

ルギー供給目標を達成することを目的として、 

・「早期に実用化が必要かつ可能な」再生可能エ

ネルギー導入技術や省エネルギー技術の開発、 

 及び 

・「開発成果の社会還元を加速」しグリーンイノ

ベーションを推進するための実証研究を通し

て、 

地球温暖化対策を推進することです。 

平成 24年度温対技術開発事業では、基本的に、

平成 23 年度に見直した四つの低炭素化技術開発

分野、「交通」、「住宅・オフィス」、「再生可能・

分散型エネルギー」、「バイオマス・循環資源」に

基づいた公募を行いました。平成 23 年 12 月に

「平成 24 年度地球温暖化対策技術開発・実証研

究事業の実施方針」を公表し、平成 24年 1 月に

公募を行ない、応募件数 79 件から昨年度と同数

の 16件を新規に採択しました。 

更に、実施方針に挙げられた重点課題について

適当な応募がみられなかった 6課題について、24

年 5 月に第 2 次公募を行い、21 件の応募課題か

ら 7 件を追加採択しました。採択された 23 件の

うちモバイル端末の利用を構想した 1 課題につ

いては、広く使われているオペレーティングシス

テムの一部でアプリケーションを動作させるこ

とが不可能なことが計画の具体化の過程で明ら

かになり、事業実施者が辞退された結果、継続課

題 43課題と合わせるとH24年度は 65課題が実

施されました。 

各課題については、「交通」、「住宅・オフィス

等」、「再生可能・分散型エネルギー」、「バイオマ

ス・循環資源」の 4低炭素化技術開発分野分科会

と、その親委員会である地球温暖化対策技術開発

評価委員会において、新規採択時には事前評価、

実施中は中間評価、終了後には事後評価が行われ

ます。平成 24 年度に各分野で実施されたのは、

「交通」15(14)課題、「住宅・オフィス」17(18)

課題、「再生可能・分散型エネルギー」20(14)課

題、「バイオマス・循環資源」13(11)課題でした

（括弧内は平成 23年度実施課題数）。平成 23年

3 月 11 日以降のエネルギー分野のシステム変化

が、「再生可能・分散型エネルギー」分野の課題

数の増加に顕れています。 

 

今回と次回の 2回にわたって、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。平成 24 年度は、

予算が大きく伸び競争的資金として制度が整っ

た平成 22年度に開始された多くの課題が 3 年間

の技術開発期間を終える年度であったので、65
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課題中 33 課題と約半数の課題が終了することと

なりました。温対技術開発事業の詳細、平成 24

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_f

unds/index.html"をご覧下さい。 

今回は「交通」10 課題と「バイオマス・循環

資源」5 課題の計 15 課題、次回には「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。 

 

「交通」分野で平成 23 年度に終了した 10 課

題は、以下のとおりです。 

(1)環境対応自動車におけるリチウムイオン電池

の長寿命化に関する技術開発（オートモーティ

ブエナジーサプライ） 

(2)「リチウムイオン電池を動力とする次世代自

動車の普及」に向けた電池の二次利用に係る実

証研究（NTTファシリティーズ） 

(3) 電気自動車普及に向けた、移動型充電システ

ム（給電車両）に関する実証研究（日産自動車） 

(4) 電動塵芥収集ハイブリッド車における CO2

排出量削減のための電動駆動に関する実証研

究（富士重工業） 

(5) 重量物輸送用電動バイクによる地球温暖化

ガス削減の為の開発・普及に関する開発（ピュ

ーズ） 

(6) 電気自動車(EV)による日本版 Autolibに関す

る技術開発（オリックス自動車） 

(7) ダイバーシティ認証決済システム構築によ

る自転車シェアリングサービスに関する技術

開発（日本コンピュータ・ダイナミクス） 

(8) 配送用トラックの EV化技術の開発・実証（東

京アールアンドディー） 

(9) EV タクシーの実用化促進と運用方法確立の

ための実証研究（モーション） 

(10) 都市間輸送の CO2削減と一括大量輸送が両

立可能な大型車の電動化技術の実用化開発（日

本自動車研究所） 

 

(1)から(3)では、電池式電気自動車(BEV)の根

幹である Li イオン電池に係る「長寿命化・二次

利用・利用時電欠対策」とユーザーが最も意を払

っている問題点に対する回答を各々の分野にお

ける第一線の企業に提案して頂けました。長寿命

化の技術開発(1)を実施したのは、日産リーフ(図

1)に使われているバッテリーを開発・製造してい

るメーカーですが、充電量の経年や充放電回数増

加による劣化を低減するという本筋の技術開発

を実施しました。二次利用については、未だ劣化

した Li イオン電池が多量には発生していない現

状では、世間的な関心が必ずしも高くない課題で

すが、BEV の普及には解決すべき高いハードル

と考えられます。自動車メーカー・電池メーカー

も積極的に取り組んでいる課題ですが、(2)を担

当した通信用機器のバックアップ電源運用を担

っている企業には、その分野の専門的な知見を有

する者としての考え方を示して頂きました。 

(4)は、走行部分はハイブリッド型のトラック

をベースにしたものです（図 2）。走行用に搭載

している Li イオンバッテリーを電源として利用

し、ゴミの収集装置・機器の電動化を図るプロジ

ェクトです。住宅地ではバッテリーで走ることが

できるので走行時騒音が小さいのは勿論、ゴミの

収集・圧縮時もエンジンをかけずに低騒音で作業

ができるため、実証試験では住民の方々ばかりで

はなく、作業員の方々からも好評を博したそうで

す。技術開発は富士重工業が担いましたが、事業

化については別企業へ移管されて、今回の成果は

商品化に有効利用されると云うことです。 

図 1：日産リーフからリーフへの充電 
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 (5)と(8)は「電気自動車への改造」を手懸けてい

る老舗の提案でした。日本ばかりではなく、アジ

ア地域で広く利用してもらえるEVバイクをコン

ポーネント化して世に出そうという(5)は、所謂

「原付二種」クラスの重量物運搬にも使えるバイ

クの電動化を目指したもの。(8)は小型トラック

の電動化キットの商品化を目指したもので（写真

1，2）、実証実験では「コンビニの移動販売車」

として実際に稼働させ、お客さんである購買者か

らは好評だったとのことです。近年中に電動化キ

ットを商品化するとのことですので、近い将来の

普及を期待しましょう。 

 (6)、(7)、(9)は、社会システムに係る技術開発

で、EV や自転車のシェアリングや EV のタクシ

ーへの活用を図るものでした。日本においては欧

州に比べると、レンタカーは普及しているものの

シェアリングシステムの普及は遅れています。

EV導入を契機としてシェアリングシステムの導

入を図ることは、初期投資が高い EVの普及を進

める上では一つの有力な手法ではありますが、日

本において多くの人々が馴染めるシェアリング

システムの構築には、ある程度の時間が懸かるよ

うにも思えます。車に対する所有欲が高くない方

たちが少なからず存在する若い方たちには、きっ

かけがあれば浸透していく可能性はあるのでは

ないでしょうか。利点を広く知って頂くソフト的

なアプローチを強化することが望まれます。EV

タクシーは、乗車した客には静粛性などで大好評

のようですが、稼働台数が少ないため「多くのリ

ピーター」の確保は難しい点や充電インフラの不

十分さがネックになるとともに、現時点の Li イ

オン電池の寿命では事業性という観点からは大

きな壁が残っているようです。 

(10)は都市間輸送に電動化したフルトレーラ

ーを活用しようというチャレンジングな課題で

したが、日本におけるフルトレーラーの需要や安

全性に関する規制などの社会条件に係わる調査

等が十分ではなく、環境省における技術開発プロ

ジェクトの趣旨への合致度が低いとの判断がな

され、予定されていた 3年間の技術開発期間を待

たずに終了することとなりました。 

 

 

 

 

写真 1：EVトラック 

 

写真 2：移動販売車として 

図 2：電動塵芥収集ハイブリッド車の概要 

電動塵芥収集ハイブリッド車

塵芥収集の
駆動源

車両内で、電気エネルギーのサイクルを構成

塵芥収集
電動駆動

ハイブリッド
車両

モータ兼発電機トランスミッションエンジン

ＰＴＯ

インバータ

油圧ポンプ

バッテリ

塵芥収集モータ

インバータ

電動塵芥収集ハイブリッド車

制御システム

制御システム

・塵芥収集モータ⇒バッテリ電気のみ使用
・パワーアシスト⇒燃料消費を削減

CO2

削減

充電
・バッテリ

消費

発電
・回生エネルギー等
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「バイオマス・循環資源」分野では、 

(11) 地域分散型バイオエタノール生産のための

省エネ低コスト固体連続並行複発酵に関する

技術開発（関西大学）（図 3） 

(12) 竹からの高効率バイオエタノール生産技術

の実用化開発（JNC） 

(13) セルロース系廃棄物を原料に副生成物高度

利用等による低コスト BE 製造技術実証研究

（ひょうご環境創造協会） 

(14) 石炭焚火力の CO2排出原単位半減に向けた

バイオマス高比率混焼技術の開発（IHI） 

(15) 軽油相当のバイオ燃料(炭化水素油)の製

造・利用に関する技術開発（エース） 

の 5課題が終了しました。 

バイオエタノールを低コストで製造する(11)

～(13)と、第 2世代バイオディーゼル燃料(BDF) 

製造を目指す(15)は、バイオマスの液体燃料化を

図るもので、今後暫くは移動体特に長距離移動体

用のエネルギー源（燃料）としては不可欠なもの

と思われます。製品である液体燃料のコスト低減

に様々な工夫がなされていますが、原料として

「収集されていて、安価・逆有償も可」という廃

棄物系バイオマスを活用するというものが多く

を占めます。一方、廃棄物の 3Rにより資源とな

る廃棄物バイオマス量が減少に向かっている我

が国の現状から、「大量廃棄物処理」に強く依存

した技術開発には困難が予想され、副生成物の高

付加価値化や地産地消規模でも経済的に成り立

つ分散システムの開発も視野に入ってきている

ように思われます。石炭火力発電所における木質

バイオマス混焼率の大幅増大を目指す課題(14)

（図 4）は、2 年間プロジェクトでしたが、実験

炉バーナーでは木質バイオマス 100%でも異状の

無い燃焼を実現するなど大きな成果を収めまし

た。国内における木材収集のあり方や実稼働中の

火力発電所における実証試験など、今後解決すべ

き課題も残ってはいますが、基本的な技術の素性

の良さを生かした製品化に向けて、更なる技術開

発を期待します。 

両分野とも、個々のプロジェクトでは、ハード

ルの高さの違いもあり、その当初の目的の達成度

に高低があるのは事実ですが、二酸化炭素排出量

の削減に寄与する、それも遠い将来ではなく近未

来に実現したいとの強い目的意識・意欲を持った

プロジェクトが並んでいると思います。

 

図 4：木質ペレット粉砕ミル 

図 3：地域分散型バイオエタノール生産 
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環境研究総合推進費平成 25 年度新規研究課題

44 課題（戦略プロジェクト 1 課題を含む）の採

択が決定しました。 

今年度より「戦略専門部会」と「全領域共通・

領域横断部会」、「脱温暖化社会部会」、「循環型社

会部会」、「自然共生型社会部会」、「安全が確保さ

れる社会部会」の 5部会に再編成されました。新

規課題の各部会へ振り分けは表 2のとおりです。 

 当協会ニュースでは 10月号より順次、新規課

題の紹介を掲載する予定です。なお、H25年度新

規課題についての詳細は、環境省環境研究：技術

情報総合サイト

（http://www.env.go.jp/policy/kenkyu/suishin/h

oudou/index.html#dd130708）をご覧ください。

 

表 2：環境研究総合推進費 H25 年度新規採択課題 

 

S-11

持続可能な開発目標とガバナンスに関
する総合的研究 - 地球の限られた資
源と環境容量に基づくポスト2015年開
発・成長目標の制定と実現へ向けて ?

蟹江　憲史 東京工業大学 H25-27

1-1301
環境負荷低減とコスト削減の両立を実
現するLCA導入システムの開発

岡本　拓
広島県立総合技術研
究所

H25-27

1-1302
プラットフォーム化を目指した日常行動
に関わるLCAデータの整備と教材開発

栗栖（長谷川）
聖

東京大学 H25-27

1-1303
生態系サービスのシナジーとトレードオ
フ評価とローカルガバナンスの構築

齊藤　修 国連大学 H25-27

1-1304
「レジリエントシティ政策モデル」の開発
とその実装化に関する研究

竹内　恒夫 名古屋大学 H25-27

1RF-1301
日本およびアジアの鉄鋼産業の中長期
的な低炭素化実現へ向けた研究

倉持　壮
（財）地球環境戦略研
究機関

H25-26

2-1301
コジェネレーションネットワーク構築のた
めのCO2削減・経済性・政策シナリオ解
析

近久　武美 北海道大学 H25-27

2-1302
再生可能エネルギー技術の価値評価と
導入戦略のための基盤構築

本藤　祐樹 横浜国立大学 H25-27

2-1303
将来の温暖化条件下でのフロン対策強
化によるオゾン層の脆弱性回避に関す
る研究

秋吉　英治 （独）国立環境研究所 H25-27

2-1304
温暖化予測に関わる北極域土壌圏の
炭素収支の時空間変動

串田　圭司 日本大学 H25-27

2RF-1301
バイオマスモニタリングのための現地サ
ンプリング手法の開発

加藤　顕 千葉大学 H25-26

2RF-1302
温室効果ガスおよび短寿命気候因子
(SLCP)緩和策が引き起こす環境影響の
能動的評価

中島　映至 東京大学 H25

S-11専門部会

全領域共通・領域横断部会

脱温暖化社会部会

http://www.env.go.jp/policy/kenkyu/suishin/houdou/index.html#dd130708
http://www.env.go.jp/policy/kenkyu/suishin/houdou/index.html#dd130708
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2RF-1303
低炭素と経済活性化を両立する生活・
行動様式と地域環境デザイン方策の提
案

平野　勇二郎 （独）国立環境研究所 H25-26

2RF-1304
水蒸気量変動の気候変化に関する研
究

藤田　実季子
（独）海洋研究開発機
構

H25-26

3K133001
製品に含まれる化成品及び不純物に由
来する有害廃棄物対策と循環方策構築
に向けた研究

滝上　英孝 (独)国立環境研究所 H25-27

3K133002
水素を利用したチタン合金切削屑の高
効率再資源化技術の実用化研究

近藤　勝義 大阪大学 H25-27

3K133003
災害廃棄物分別土砂・篩下残渣の物性
評価と、戦略的有効利用に向けた基準
化

勝見　武 京都大学 H25-27

3K133004
バイオリアクターによる廃二次電池溶解
処理液からのMn,Ni,Co同時回収

大橋　晶良 広島大学 H25-27

3K133005
溶媒抽出技術を基盤とする電子機器廃
パネルからの環境保全型レアメタル循
環システムの構築

馬場　由成 宮崎大学 H25-27

3K133006
臭化銅溶媒系を用いた使用済み電子機
器からの貴金属・レアメタル回収システ
ムの開発

松野　泰也 東京大学 H25-27

3K133007
焼却排ガス処理薬剤や飛灰処理キレー
トが埋立管理に与える影響と対策研究

樋口　壯太郎 福岡大学 H25-27

3K133008
光エネルギーを利用した廃液からの触
媒的貴金属分離・回収技術の開発

木田　徹也 九州大学 H25-27

3K133009
廃電気電子機器中の難燃剤の環境挙
動予測評価による適正管理技術の確立
に関する研究

羽成　修康
(独)産業技術総合研
究所

H25-27

3K133010
生物検定法による塩素化／臭素化ダイ
オキシン類測定評価法の確立と高度利
用に関する研究

鈴木　剛 (独)国立環境研究所 H25-27

3K133011
プラスチック等が混入した弾性廃棄物地
盤の力学及び環境特性に関する研究

山脇　敦
（財）産業廃棄物処理
事業振興財団

H25-27

3K133012
微生物及び粉砕・選鉱プロセスを導入し
た廃電子基板等からの有用金属回収シ
ステムの構築

宮田　直幸 秋田県立大学 H25-27

3J132001
廃棄物ガス化発電技術の高効率化の
実証

田頭　成能
㈱神鋼環境ソリュー
ション

H25-26

3J132002
無電解ニッケルめっき廃液のリサイクル
システム構築

溝上  利文 コーア㈱ H25-26

4-1301
親潮沿岸域のゼニガタアザラシと沿岸漁
業の共存に向けた保護管理手法の開
発

桜井　泰憲 北海道大学 H25-27

4-1302
再導入による希少鳥類の保全手法の確
立に関する研究

永田　尚志 新潟大学 H25-27

4-1303
農薬による水田生物多様性影響の総合
的評価手法の開発

林　岳彦 （独）国立環境研究所 H25-27

4-1304
島嶼－サンゴ礁－外洋統合ネットワー
ク系動態解明に基づく石西礁湖自然再
生への貢献

灘岡　和夫 東京工業大学 H25-27

脱温暖化社会部会

循環型社会部会

自然共生型社会部会
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4RF-1301
阿蘇を構成する植生の蒸発散の比較研
究：草原の維持は水資源涵養に寄与す
るか？

宮沢　良行 九州大学 H25-26

4RF-1302
環境DNA技術を用いた生物分布モニタ
リング手法の確立

土居　秀幸 広島大学 H25-26

5-1301
光化学オキシダント生成に関わる未計
測VOCの探索

梶井　克純 京都大学 H25-27

5-1302
適切な農薬の後作物残留リスク評価に
基づく実効的な管理技術の開発

清家　伸康
（独）農業環境技術研
究所

H25-27

5-1303
日本型農業環境条件における土壌くん
蒸剤のリスク削減と管理技術の開発

小原　裕三
（独）農業環境技術研
究所

H25-27

5-1304
湖沼のブラックボックス負荷「底泥溶出」
の定量評価に関する研究

今井　章雄 （独）国立環境研究所 H25-27

5-1305
母児POPs曝露量の質問票及び遺伝要
因からの推定に関する研究

森　千里 千葉大学 H25-27

5-1306
日本海及び周辺域の大気・海洋におけ
る有機汚染物質の潜在的脅威に関する
研究

早川　和一 金沢大学 H25-27

5-1307
風力発電等による低周波音・騒音の長
期健康影響に関する疫学研究

石竹　達也 久留米大学 H25-27

5RＦ-1301
持続可能な沿岸海域実現を目指した沿
岸海域管理手法の開発

柳　哲雄 九州大学 H25

5RF-1302
環境ナノ粒子を介した有機汚染物質の
人体曝露に関する研究

鳥羽　陽 金沢大学 H25-26

5RF-1303
水銀汚染土壌および底質中のメチル水
銀の簡易・迅速・高感度な分析システム
の開発

児玉谷　仁 鹿児島大学 H25-26

5Z-1301
セシウムの動態解析に基づく除染シナリ
オの構築と磁気力制御型除染法の開発

秋山　庸子 大阪大学 H25

安全が確保される社会部会

自然共生型社会部会

 

 

 

 

        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。 
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ASSOCIATION OF INTERNATIONAL RESEARCH INITIATIVES FOR 

ENVIRONMENTAL STUDIES

 

 

 

 

 

 

 

１(月）：環境推進費 現地調査（札幌） 

2(火)：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） 

3(水)：：環境推進費 担当課題のアド会合に出席(東京) 

4(木)：環境推進費 現地調査(北見) 

5（金）：環境推進費 担当課題のアド会合に出席 

（東京）,(大阪) 

    会誌編集委員会を開催 

8（月）：環境推進費 S-13 検討会に出席および開催支援 

9（火）：環境推進費 担当課題のアド会合に出席(つくば) 

     エコアクション継続審査 

10(水)：環境推進費 復興枠中間報告会を開催（砂防会

館） 

11(木)：環境推進費 公害一括計上事後評価ヒアリングに

出席および開催支援（砂防会館） 

     温対事業 評価委員会に出席および開催支援 

11（金）：環境推進費 第 1 回企画委員会に出席（虎ノ門第

1 オカモトビル） 

     環境推進費 現地調査（千葉） 

13(土)：環境推進費 担当課題のアド会合に出席（金沢） 

16(火)：温対事業 検討会(F_DC ｸﾞﾘｯﾄﾞ関連）に出席 

（山形） 

18(木)：森林総合研究所 ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑに参加（木材会館） 

     環境推進費 担当課題のアド会合に出席（大阪） 

     環境推進費 現地調査（大分） 

19(金)：環境推進費 中間評価ヒアリング（全領域共通・領

域横断部会）を開催（全日通霞が関ビル） 

23(火)：環境推進費 現地調査（札幌） 

23(火),24(水)：環境推進費 担当課題のアド会合に出席

（石垣島） 

24(水)：環境推進費 中間評価ヒアリング（安全が確保さ

れる社会部会）を開催（全日通霞が関ビル） 

24（水）-26（金）：再生可能エネルギー世界展示会に参加

（ビッグサイト） 

25(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（京都） 

25(木）-27（土）：環境推進費 担当課題のアド会合に出席

（横浜） 

27(土)：環境推進費 担当課題のアド会合に出席（東京） 

29(月）：環境推進費 中間評価ヒアリング（脱温暖化社会

部会）を開催（全日通霞が関ビル） 

環境推進費 担当課題のアド会合に出席（福岡） 

30（火）：環境推進費 担当課題のアド会合に出席（京都） 

30(火),31(水)：環境推進費 中間評価ヒアリング（循環型

社会部会）を開催（全日通霞が関ビル） 

31(水)：温対事業 検討会（高効率バイナリ関連）に出席

（東京） 

*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 排出削減対策化誘導型技術開発・実証

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) 

 


