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一方、ガス使用量については、これまた 16 年間

今年は、本当に暑い夏でした。猛暑日が続きまし
たし、東京ではずっと熱帯夜が続いていますので、

修理しながら使ってきたガス給湯器を 5 月末に省

ぐったりしている方も多いのではないかと推察し

エネ型のものに買い替えたこと、子どもたちが家を

ます。

出たので、お風呂を入る寸前に沸かして続けて入る

その夏ももう終わりに近づいていますが、気象庁

ようにしたこと、給湯温を 1 度下げたこと、気温が

の 3 ヶ月予報だと 9 月と 10 月は平年よりも気温が

高かったので水温が高かったことなどが考えられ

高めで、9 月は最高気温が 30 度を超える日も多い

ます。

ようです。夏の余韻がだらだらと続くようで、いつ

わが家では、エアコン、冷蔵庫、テレビ、ガス給

秋になるのだろうという感じになりそうです。稲作

湯器の省エネ型への買い替えを 8 月中までにすべ

や果樹などの高温障害が心配です。

て完了しました。今後、電気・ガス使用量がどうな

これだけ暑さが続くのに、マスコミでは地球温暖

っていくのか楽しみです。エコポイントもたくさん

化の影響かというような論調がほとんどないのが

いただいていますし、ガス給湯器の補助金も国と市

気にかかります。何年か前であれば見出しに地球温

からいただきました。
ただ、買い替えの落とし穴もあります。2 年ほど

暖化という言葉が踊っていたように思うのですが。
あたり前のことになってしまい、ニュースにする価

前に洗濯機を節水を売りにした機種に買い替えた

値がなくなったということなのでしょうか。

際に、水道使用量が増えたと家内がこぼしていたこ

先日、8 月分（7 月中旬～8 月中旬）の電気とガ

とがあります。二槽式洗濯機を使っていて、お風呂

スの「使用量のお知らせ」を受け取りました。いつ

の残り湯を目いっぱい使っていたのが、全自動洗濯

も「お知らせ」にある前年同月の使用量と比較して

機になって、洗濯の際にはお風呂の残り湯を使うの

見ているのですが、8 月分の使用量にはびっくり。

ですが、節水型ゆえにすすぎには水道水しか使えず、

前年同月比（日数が異なることがあるため、1 日あ

そのようなことになったようです。人間の知恵の方

たりに換算）で電気使用量が約 20％、ガス使用量

がやはり上ですね。

が約 28％も減っていました。毎月の電気・ガスの

さて、協会の業務の方は順調に進んでいます。7

使用量をずっと記録していましたので、一昨年のデ

月末から 8 月上旬にかけて、環境研究総合推進費の

ータとも比較してみると、電気使用量が約 46％、

5 つの分科会が開催され、暑い中、職員は大変であ

ガス使用量が約 31％も減っていました。8 月だけを

ったようです。
8 月中に、協会の業務に関係する 2 つの入札公告

とればわが家は省エネの超優等生です。
どうしてこんなに省エネになったのかを考えて

がありました。
「平成 22 年度環境研究・技術開発推

みると、電気使用量については、昨秋に 16 年間使

進事業追跡評価業務」と「平成 22 年度良好な感覚

っていた居間の大型エアコンを買い替えたこと、今

環境形成のためのまちづくり推進に関する業務」で

年の 6 月下旬にこれも 14 年使っていた冷蔵庫を大

す。いずれも総合評価入札で、9 月に入札となりま

型ですが省エネ型に買い替えたこと、それに伴い両

す。これらの業務は昨年度も確保していましたので、

親が同居の際に持ってきた大型の冷凍庫を夏の間

今年度もぜひ確保できるよう努めたいと思います。

は止めることにしたことが考えられます。暑いとこ

引き続き、みなさまのご指導・ご支援のほど、よ

ろにある冷凍庫の停止が一番きいているかもしれ

ろしくお願いいたします。

ません。
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快適に飛ばすフェリーの先に、竹富島が見えて

に、竹富島は、芸能と信仰の島であり、年に 1 度

きた。真っ平らな島である。桟橋には、帰りを急

開催される「種取り祭」は島中の人が「世持ち御

ぐきらびやかなかっこうの観光客が並んでおり、

嶽」
（ゆむちうたき）
（写真１）とよばれる聖地に

降りていく地元の人たちと好対照をなしていた。

集まり、芸能を捧げるもので、国の重要無形文化

桟橋には、竹富町役場の K さんが出迎えてくれ

財にも指定され、全国から沢山の見物人も集まる

た。K さんは縮れた髪に、団子鼻、浅黒い肌をし

大変に重要な祭りである。このお祭りが開催され

ており、T シャツに短パン姿だと、とても日本人

る「世持ち御嶽」は、デイゴの大木に取り囲まれ

には見えないが、れっきとした町役場の部長さん

ており、荘厳さを醸し出すとともに、春にはあざ

である。そもそも、私が竹富島に来ることになっ

やかな彩りを添えていた。それが、花が咲かない

たのは、この K さんからの電話に始まる。

ばかりか、大木が枯れ始めたので、島の人たちは
あわてはじめた。これでは、お祭りにも差し障る
というのである。
竹富島というのは、周囲がわずかに 9ｋm の真
っ平らな島であるが、実は、琉球王朝時代には、
石垣や西表も含めた八重山地方の行政の中心で
あった。今でも竹富町というのは竹富島の他、西
表島、小浜島、黒島、波照間島などを含んでおり、
行政の中心はやはり竹富島にある。K さんの小さ
い頃までは、竹富島の西桟橋から、小舟を出して、
西表島まで稲を作りに通っていたそうである。な
ぜ、西表に入植せずに通いで稲を作っていたかと

写真１：種取り祭が行われる世持ち御嶽（ゆ

いうと、マラリアなどの風土病の為なのである

むちうたき）

（図 1）。

今年の 2 月頃、1 本の電話があり、懐かしそう
な K さんの声が聞こえてきた。K さんとは、沖
縄の芸能関係での知り合いであったが、ここ 5 年
ほどは連絡も途絶えていた。はじめは、琉球芸能
の話かと思ったら、さにあらず、デイゴが大変に
なっているから相談に乗って欲しいということ
であった。そう、5 年前に始まったデイゴの被害
が、深刻になっているというのである。当初は、
デイゴの花が咲かなくなる程度の被害かと思っ
ていたら、大木が次々に枯れているとのこと。特
図１：マラリアを媒介するハマダラ蚊
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八重山諸島の中では、石垣島と西表島が大きな

るが、豊かな自然の裏側には大きなリスクもある

島であり、山や川が流れる自然が豊かな島であっ

ことを忘れてはならない。もちろん、現在ではマ

た。しかし、特に西表島は、ほとんど人が住むこ

ラリアは撲滅され、豊かな石垣島や西表島でも生

とはなく、そのため、イリオモテヤマネコのよう

活できるようになったが、それは科学技術の発達

な珍しい動物が生き延びていた。また、琉球王朝

と衛生思想の普及によるのである。琉球の島々は、

時代は、薩摩の人頭税政策（農作物の取れ高では

比較的小さな島なので、マラリアなどの撲滅は可

なく、人一人あたりに税金を課した）の重税を逃

能であったが、実際は世界の主要な熱帯地域では

れるため、西表島や石垣島に強制入植させられた。

マラリアは未だに重大な病気であり、毎年 100

そして、多くの人がマラリアで死んでいったので

万人規模の人たちがマラリアで死んでいる。しか

ある。地元の人たちは、自然が豊かな大きな島に

もこれだけ科学や医療技術が進んでいるにもか

は、怖い病気があることを知っていたため、強制

かわらず、根本的な治療法が無く、依然として副

されない限り大きな島には入植せず、通いで農業

作用が強いキニーネに頼っているのである。実は、

をやっていたのである。

今回のデイゴの危機もいわば生物多様性の負の
側面といえるのである。
（つづく）

最近は、生物多様性保全が声高に叫ばれ、自然
が豊かなことはすべて善であるという風潮があ

第 2 研究分科会：「環境汚染」分野
前号の環境研究最前線(52)で、新しい「環境研

第 2 研究分野であった「越境汚染」が統合された

究総合推進費」（以下「推進費」と略）及び第 1

ものです。このように統合してまとめられた「環

研究分科会「全球システム変動」について紹介し

境汚染」分野では、
「国内の大気環境、都市環境、

ました。本号では第 2 研究分科会「環境汚染」分

水環境、土壌環境のほか、大気、陸域、海域、国

野の研究課題について、新規研究課題を中心に紹

際河川等を通じた越境汚染」が研究対象となりま

介します。なお、新しい推進費の詳細並びに運営

す。

方針等に関しては、環境省・環境研究総合推進費

平成 22 年度に環境汚染分野で実施されている

HP（http://www.env.go.jp/earth/suishinhi/）を

研究課題を表 1 にまとめました。この分野は技術

参照して下さい。

系と地球系で採択されていた課題が多いため、全
体では 42 課題となっています。その内訳は、戦

平成 22 年度から旧環境研究・技術開発推進費
（「技術系」と略）と旧地球環境研究総合推進費

略課題 9 課題（うち、技術系戦略重点研究８課題）、

（「地球系」と略」）が統合されて新しく「環境研

問題対応型課題 28 課題（うち、技術系 17 課題）、

究総合推進費」として運営されることになり、5

革新型課題 5 課題（うち、技術系 2 課題）となっ

研究分科会の一つとして第 2 研究分科会「環境汚

ており、平成 22 年度からの新規採択課題は 10

染」分野が発足しました。この「環境汚染」分野

課題です。以下に、これらの新規課題に研究概要

は、旧技術系の第 1 及び第 2 研究分野であった「大

について紹介します。

気・都市環境」、
「水・土壌環境」と、旧地球系の
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表１ 第 2 研究分科会で実施中の課題
研究代表者
(所属機関）

研究区分

課題番号

課題名

戦略

S-7

東アジアにおける広域大気汚染の解明と温暖化対策との共
便益を考慮した大気環境管理の推進に関する総合的研究

戦略*

S2-01

外場援用システム触媒による持続発展可能なVOC排出制御
技術に関する研究

尾形 敦
（産業技術総合研
究所）

H20～22

戦略*

S2-02

二酸化炭素を排出しない排ガス中VOCの循環効率的な除去
処理技術の開発

田中 茂
（慶應義塾大学）

H20～22

戦略*

S2-03

クリーン開発メカニズム適用のためのパームオイル廃液
(POME)の高効率の新規メタン発酵プロセスの創成

原田 秀樹
（東北大学）

H20～22

戦略*

S2-04

干潟機能の高度化システムによる水環境改善及びCO2固定
木幡 邦男
化技術の開発研究
（国立環境研究所）

H20～22

戦略*

S2-05

超高感度分光法によるニトロ化合物リアルタイム検出器の開
発

山田 裕之
（交通安全環境研
究所）

H21～23

戦略*

S2-06

PTR-TOFMSを用いたディーゼル車排ガス中ニトロ有機化合
物のリアルタイム計測

猪俣 敏
(国立環境研究所）

H21～23

戦略*

S2-07

土壌無機汚染物質の迅速・低コスト分析システムの開発

浦野 紘平
（横浜国立大学）

H21～23

戦略*

S2-08

第二種特定有害物質汚染土壌の迅速で低コストな分析法の
開発

丸茂 克美
（産業技術総合研
究所）

H21～23

問題対応*

B-0702

高エネルギー密度界面を用いた大容量のキャパシタの開発

本間 格
（東北大学）

H19～23

問題対応

B-0801

東アジアにおける生態系の酸性化・窒素流出の集水域モデ
ルによる予測に関する研究

新藤 純子
（農業環境技術研
究所）

H20～22

問題対応

B-0802

東アジア地域におけるPOPs（残留性有機汚染物質）の越境
汚染とその削減対策に関する研究

森田 昌敏
（愛媛大学）

H20～22

問題対応*

B-0803

次世代大気モニタリングネットワーク用多波長高スペクトル分
西澤 智明
解ライダーの開発
（国立環境研究所）

問題対応*

B-0804

問題対応*

B-0805

問題対応*

B-0806

疑似分子鋳型を用いた環境汚染物質の選択的捕捉技術の
開発

問題対応*

B-0807

新規ナノマテリアルを用いた超フレキシブル有機太陽電池の
表 研次
H20～24
開発
（㈱イデアルスター）

問題対応

B-0901

風送ダストの飛来量把握に基づく予報モデルの精緻化と健
康･植物影響評価に関する研究

問題対応

B-0902

黄砂現象の環境・健康リスクに関する環境科学的研究

問題対応

B-0903

東アジアと北太平洋における有機エアロゾルの起源、長距離
大気輸送と変質に関する研究

問題対応

B-0904

アジアにおける多環芳香族炭化水素類（PAHs）の発生源特
定とその広域輸送

問題対応

B-0905

日本海域における有機汚染物質の潜在的脅威の把握

期間

秋元 肇
（日本環境衛生セン
ター）

H21～25

H20～22

徳岡 隆夫
浚渫窪地埋め戻し資材としての産業副産物の活用―住民合
（NPO法人自然再生 H20～22
意を目指した安全性評価に関する研究―
センター）
一瀬 諭
湖内生産および分解の変化と難分解性有機物を考慮した有
（琵琶湖環境科学 H20～22
機汚濁メカニズムの解明
研究センター）
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細矢 憲
（東北大学）

H20～24

西川 雅高
(国立環境研究所）

H21～23

那須 正夫
（大阪大学）

H21～23

河村 公隆
（北海道大学）

H21～23

高田 秀重
（東京農工大学）

H21～23

早川 和一
（金沢大学）

H21～23

備考

研究代表者
(所属機関）

期間

東シナ海環境保全に向けた長江デルタ・陸域環境管理手法
の開発に関する研究

木幡 邦男
(国立環境研究所）

H21～23

B-0907

揮発性有機化合物の低温完全燃焼を実現する新しい環境浄
化触媒の開発

今中 信人
（大阪大学）

H21～23

問題対応*

B-0908

降雨に伴う流量増大時の栄養塩多量流入に対する内湾生態
系の応答に関する研究

井上 隆信
（豊橋技術科学大
学）

H21～23

問題対応*

B-0909

リモートセンシングを活用した水域における透明度分布の高
頻度測定手法の開発

福島 武彦
（筑波大学）

H21～23

問題対応*

B-0910

現地観測データとGISの統合的利用によるアマモ場の生態系
総合監視システムの構築

仲岡 雅裕
（北海道大学）

H21～23

問題対応*

B-0911

ゼオライトろ床と植栽を組み合わせた里川再生技術の開発

木持 謙
（埼玉県環境科学
国際センター）

H21～23

問題対応*

B-0912

化学センシングナノ粒子創製による簡易型オールプリント水
質検査チップの開発

問題対応*

B-1001

有明海北東部流域における溶存態ケイ素流出機構のモデル
化

熊谷 博史
（福岡県保健環境
研究所）

H22～24

新規

問題対応*

B-1002

高橋 明宏
有機フッ素化合物の環境負荷メカニズムの解明とその排出抑
（東京都環境科学
制に関する技術開発
研究所）

H22～23

新規

問題対応*

B-1003

貧酸素水塊が底棲生物に及ぼす影響評価手法と底層DO目
標の達成度評価手法の開発

堀口 敏宏
（国立環境研究所）

H22～24

新規

問題対応*

B-1004

浅い閉鎖性水域の底質環境形成機構の解析と底質制御技
術の開発

西村 修
（東北大学）

H22～24

新規

問題対応*

B-1005

環境基準項目の無機物をターゲットとした現場測定用高感度
高橋 由紀子
H22～24
（長岡技術科学大学）
ナノ薄膜試験紙の開発

新規

問題対応

B-1006

先端的単一微粒子内部構造解析装置による越境汚染微粒
子の起源･履歴解明の高精度化

問題対応

B-1007

海ゴミによる化学汚染物質輸送の実態解明とリスク低減に向
けた戦略的環境教育の展開

問題対応

B-1008

革新

研究区分

課題番号

問題対応

B-0906

問題対応*

課題名

チッテリオ・ ダニエル

（慶應義塾大学）

備考

H21～23

藤井 正明
（東京工業大学）

H22～24

新規

磯部 篤彦
（愛媛大学）

H22～24

新規

山岳を観測タワーとした大気中水銀の長距離越境輸送に係
わる計測・動態・制御に関する研究

永淵 修
（滋賀県立大学）

H22～24

新規

Rf-0904

POPs候補物質「難分解性PPCPs」の環境特性と全球規模で
の汚染解析

中田 晴彦
（熊本大学）

H21～22

革新

RF-0905

黄砂粒子上で二次生成する多環芳香族炭化水素誘導体によ
る越境大気汚染と健康影響

亀田 貴之
（金沢大学）

H21～22

革新

RF-0906

マルチサイズ解析による東アジアにおける大気中超微粒子
（UFP）の動態に関する研究

宇都宮 聡
（九州大学）

H21～22

革新*

RF-1001

気中パーティクルカウンタを現場にて校正するための、インク
ジェット式エアロゾル発生器の開発

飯田 健次郎
（産業技術総合研
究所）

H22～24

新規

革新*

RF-1002

水田のイネ根圏に棲息する脱窒を担う微生物群の同定・定量
と窒素除去への寄与の解明

寺田 昭彦
（東京農工大学）

H22～24

新規

（*は旧技術系の課題）
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◎B-1001：有明海北東部流域における溶存態ケイ素流出機構のモデル化
研究代表者：福岡県保健環境研究所

熊谷

博史

ンが代表的であるが、珪藻の場合は更に溶存態ケ

［研究の趣旨・概要］

イ素（DSi）が加わる。すなわち有明海の赤潮（植

近年の有明海における魚介類の激減、ノリ不作、
赤潮・貧酸素水塊の発生など多くの異変は、同海

物プランクトン）優占種の変遷を論じるためには、

域の漁業を壊滅させかねず、その原因解明と再生

同海域における DSi を含めた栄養塩の定量的評価

へ向けた対策は緊急の課題である。有明海・八代

が必要不可欠と考える。そこで本研究では、有明

海総合調査評価委員会によれば、淡水や栄養塩流

海流域における溶存態ケイ素流出機構をモデル化

入と赤潮の長期的な増加との関係については、陸

することで DSi 流入負荷量の定量的評価への道筋

域からの他の要因を含めた検討が必要としている。

をつける。

一般に植物プランクトンの必須栄養塩は窒素・リ

図１：研究の概要図（B-1001）
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［研究項目及び実施体制］
(2) DSi 流入負荷量算定方法の開発及び確立（福岡

本研究は、福岡県保健環境研究所と福岡大学の

県保健環境研究所）

二機関により実施する。担当する研究項目は以下

DSi 負荷量算定方法を確立すると共に、最適な

の通りである。

パラメータを選択し精度の向上をめざす。
(1) DSi 発生・変動要因調査
(3) DSi 流入負荷量の変動要因別影響調査（福岡

知見の少ない自然及び人為由来の DSi の発生源

県保健環境研究所）

及び、その濃度を変動させうる要因について実態

有明海北東部流域に流入する DSi の、過去から

調査を実施する。ここでは、以下の三つの要因に

現在（有明海の異変の生じた 2000 年を含む）の時

ついて調査する。
(1)-1 DSi 発生源の把握(福岡県保健環境研究所)

間的変動、有明海湾内の空間的変動を解明する。

(1)-2 DSi 流域間・内の水移動把握(福岡県保健環

さらに、これらの変動についての要因を明らかに
する。

境研究所)
(1)-3 停滞域の DSi トラップの把握(福岡大学)

◎B-1002：有機フッ素化合物の環境負荷メカニズムの解明とその排出抑制に関する技術開発
研究代表者：東京都環境科学研究所

高橋

明宏

［研究の趣旨・概要］
有機フッ素化合物については有害性、残留性、

③前駆体を含めた有機フッ素化合物一斉分析法の

生物蓄積性、地球規模の汚染などが報告されてい

確立と発生源及び環境実態把握に関する研究

る。その一つである PFOS は 2009 年 5 月に残留

（兵庫県環境研究センター）

性有機汚染物質に関するストックホルム条約おい

④琵琶湖水および周辺河川における PFOS・PFOA

て規制対象に指定されるなど、有機フッ素化合物

類縁有機フッ素化合物の実態把握調査（滋賀県

の規制に対する国際的な取り組みが進められてい

琵琶湖環境科学研究センター）

る状況である。本研究では有機フッ素化合物の環

⑤神戸沿岸海域、河川水、地下水等における有機

境実態、環境への排出経路および環境中での挙動

フッ素化合物による環境汚染の実態、トレンド

を把握するため、水環境および大気環境について

把握及び有機フッ素化合物汚染の削減に向けた

の広範かつ詳細な実態調査を行う。また、有機フ

検討（神戸市環境保健研究所）

ッ素化合物の排出源対策を促進するため、効率良

⑥大阪府域における有機フッ素化合物の環境調査

く排出源を特定する方法を開発する。

及び製造・使用事業場周辺環境の実態把握（大

これらの研究成果を活用することで、有機フッ

阪府環境農林水産総合研究所）

素化合物に関する汚染対策が迅速かつ合理的に実

⑦昆虫を利用した市民参加型広域的陸域監視手法

施できると期待される。

の確立（国立環境研究所）

[研究項目及び実施体制]
①底質における有機フッ素化合物の分析法の確立
と水環境中の挙動解明（東京都環境科学研究所）
②有機フッ素化合物の組成プロファイルに基づく
起源推定手法の確立（大阪市立環境科学研究所）
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図 2：研究体制と研究のイメージ図（B-1002）

◎B-1003：貧酸素水塊が底棲生物に及ぼす影響評価手法と底層 DO 目標の達成度評価手法の開発に関す
る研究
研究代表者：(独)国立環境研究所

堀口

敏宏

導出のための標準試験法の確立、科学的根拠に

［研究の趣旨・概要］

東京湾などの閉鎖性海域では 30 年に亘る水質

裏付けられた底層 DO 目標値の提示、その目標

総量規制制度により、一定の水質改善がみられ

値適用のための水域区分の提案、及び底層 DO

る反面、生物が生きていけないほど溶存酸素

目標の達成度評価手法の確立を図る。

(DO)濃度が低下した貧酸素水塊が夏季を中心に

これにより、良好な海域環境の回復に向けた

広く分布し、生物の生息環境は依然厳しく、魚

政策への貢献が期待される。

介類の種数や量は低水準のままである。
[研究項目及び実施体制]

本研究では、環境の影響を特に受けやすい生活
史初期の魚介類に着目し、室内実験、現場調査

①DO 目標値設定のための初期生活史標準試験法

及び統計学的手法を駆使して、底層 DO 目標値

の確立に関する研究（(独)国立環境研究所、愛知
8

③底層 DO 目標の達成度評価手法の開発に関する

県水産試験場、大阪市立大学）
②貧酸素水塊が初期生活史段階の内湾代表種に及

研究（(独)国立環境研究所、大学共同利用機関法

ぼす影響の解析と評価に関する研究（独立行政

人統計数理研究所、国立大学法人広島大学、横

法人国立環境研究所、愛知県水産試験場）

浜薬科大学）

図3

研究の概要図（B-1003）

◎B-1004：浅い閉鎖性水域の底質環境形成機構の解析と底質制御技術の開発
研究代表者：東北大学大学院

西村

修
質の沈降・堆積、巻き上げの関係を詳細に検討し、

［研究の趣旨・概要］

流動の制御による底質改善技術を開発する。導水

富栄養化は世界に共通する環境問題であり、地
球温暖化は富栄養化を加速度的に進行させる。こ

などの流動の強化が底質の有機物濃度を低下させ、

のため、効果的な富栄養化対策技術が求められて

底質を生育・生息場とする底生生物の種類や個体

いるが、中でも持続性ある底質改善技術は重要で

数に影響を及ぼすことを実験的に検証する。
本技術によって閉鎖性水域の水質改善、水圏生

ある。

態系の生物多様性の健全化など水環境保全上重要

本研究では、浅い閉鎖性水域の底質形成におい

な課題の解決に貢献する。

て重要なメカニズムである流動（波・流れ）と底
9

③底質環境の長期連続モニタリングおよび底質環

［研究項目及び実施体制］

境形成機構の解析（東北大学）

①底質制御技術の開発（東北大学）
②底質形成機構（水の流動と底質の有機物含有率
の関係）のモデリング（東北大学）

図 4-1：サブテーマの研究内容と関連図（B-1004）

図 4-2：閉鎖性水域研究の環境改善への貢献・波及効果
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ASSOCIATION OF INTERNATIONAL RESEARCH INITIATIVES FOR
ENVIRONMENTAL STUDIES

8/2(月)：環境推進費 担当課題のアドバイザリーボード

8/10(火)：環境推進費第 2 研究分科会中間評価ヒアリン

会合に出席(東京)

グに出席及び開催支援

環境科学技術研究所研究成果検討会に出席

8/11(水)：環境推進費第 2 研究分科会中間評価ヒアリン

8/2(月),3(火)：日本エネルギー学会に出席(東京)

グに出席及び開催支援
8/12(木)：環境推進費第 3 研究分科会中間評価ヒアリン

8/3(火)：環境推進費第 4 研究分科会中間評価ヒアリン
グに出席及び開催支援

グに出席及び開催支援

環境推進費 担当課題のアドバイザリーボード

8/13(金)：環境推進費 担当課題のアドバイザリーボー

会合に出席(東京)

ド会合に出席(つくば)

8/3(火),4(水)：環境推進費 担当課題のアドバイザリー

8/17(火)：環境推進費 担当課題のアドバイザリーボー

ボード会合に出席(九州)

ド会合に出席（福岡）

8/4(水)：環境推進費 担当課題のアドバイザリーボード

8/20(金)：温対化事業 地中熱検討会に出席(東京)

会合に出席(東京)

8/27(木):環境推進費 担当課題のアドバイザリーボー

温 対 化 事 業 み か ん 搾 汁 残 渣 検 討 会 に 出 席 (松 山 )
8/5(木)：環境推進費 担当課題のアドバイザリーボード

ド会合に出席に出席(福岡)
8/30(月)：環境推進費 担当課題のアドバイザリーボー

会合に出席(つくば) ,(東京)

ド会合に出席(東京)

温対化事業 AI 系廃棄物検討会に出席(高岡)

8/30(月),31(火)：環境推進費 担当課題のアドバイザリ

8/6(金)：環境推進費 担当課題のアドバイザリーボー

ーボード会合に出席(兵庫)

ド会合に出席(横浜)
8/9(月): 環境推進費第 5 研究分科会中間評価ヒアリン

* 環境推進費：環境研究総合推進費
温対化事業：地球温暖化対策技術開発等事業

グに出席及び開催支援

〒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

(日本学術会議協力学術研究団体)

Homepage：http://www.airies.or.jp
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