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10 月です。平成 24 年度も半分が過ぎました。

控」の主人公です。明神下の台所町に住んでいた

どこもそうでしょうが、事業は年度の後半が大変

ことになっているので、明神下を見渡す場所にこ

です。一方、暦年では、2012 年の 4 分の 3 が過

の石碑が建てられたとのことです。その建立発起

ぎました。年賀状の案内が来たり、書店や文房具

人の碑には、文藝春秋、中央公論、講談社などの

店には 2013 が並び始めたりしています。これか

出版社社長、大映の永田雅一、東映の大川博、俳

ら秋が急速に深まり、あららという間にお正月と

優の長谷川一夫、大川橋蔵、作家の川口松太郎、

いうのが目に浮かぶようです。

山岡荘八などの名前があります。日本作家クラブ

今年の 9 月は本当に暑かったですね。私の地元

（捕物作家クラブの後身）が建立したもので、芝

は朝晩が涼しかったので疲れはそれほど蓄積し

居や映画で銭形平次を上演、制作するときは、必

ませんでしたが、東京都内は熱帯夜続きで大変だ

ず出演者のお参りがあるそうです。こういう遊び

ったのではないかと思います。「暑さ寒さも彼岸

心が何となく懐かしいですね。
さて、協会の業務ですが、環境研究総合推進費

まで」という慣用句がありますが、本当にそのと
おりで、お彼岸を境にぐっと涼しくなりました。

の平成 25 年度新規課題の公募が 10 月初旬から

ただ、涼しくなり方が急激で体調を崩した方も多

始まりますので、学会などへの広報を開始します。

かったのではないかと想像します。涼しかったと

10 月 19 日（金）には、平成 24 年度環境研究総

思ったら、数日後にはまた急激に気温があがると

合推進費研究成果発表会が開催されます。この研

いった極端な気温の変化が続いています。

究成果発表会では、平成 23 年度終了課題のうち、

雨の降り方も極端でした。突然に黒雲が湧いて

わかりやすく、関心も高いと考えられる課題を 6

きて、雷とともに猛烈な雨が降るという日が続き

つ選んで発表してもらいます。詳しくは、ｐ10

ました。私もヤングなでしこの試合を見るために

の「成果発表会のお知らせ」をご覧ください。皆

急いで帰宅する際、駅から自転車に乗っていると

様のご参加をお待ちしています。
「地域における ESD の取組強化推進業務」で

きに雷雨に襲われ、ずぶ濡れになって帰りました。
タオルで拭いたり、着替えをしたりしている間に

は、10 月 27 日（土）に名古屋市で「ESD 学び

3 点も入れられてしまい、がっくりでした。雨の

あいフォーラム in あいち・なごや」、
11 月 4
（日）

降り方が熱帯のスコールのようでした。

に岡山市で「ESD 学びあいフォーラム in おかや

猛烈な雨が降った割には、水源は水不足で給水

ま」を開催します。詳しくは、ｐ3 の「学びあい

制限をするというニュースがありました。9 月の

フォーラムのお知らせ」または、＋ESD プロジ

下旬には雨が続き、台風も来ましたが、水不足が

ェクトホームページ（ http://www.p-esd.go.jp/ ）

解消されたという報道は、まだ目にしていません。

の「学びあいフォーラム」をご覧ください。さま

マスコミは危機だけを煽ると言われても仕方が

ざまな興味深い活動事例の発表がありますので、

ないですね。

近隣にお住まいの方はぜひご参加ください。
このように、
10 月後半から 11 月初めにかけて、

涼しくなって昼休みに散歩をしやすい季節に
なりましたので、久しぶりに神田明神に行ってき

東京、名古屋、岡山で 3 週連続のイベントを開催

ました。そうは言っても、徒歩 5～6 分で裏参道

します。これらが一段落すると、11 月旬頃から

に着いて、階段を 100 段ほど上がると神田明神で

環境研究総合推進費の平成 25 年度新規課題の評

す。何回も行っているのですが、境内にある石碑

価のための作業に入ることになります。

にふと足を止めてみると「銭形平次」の碑でした。

引き続き、みなさまのご指導・ご支援のほど、

銭形平次は、もちろん野村胡堂の「銭形平次捕物

よろしくお願いいたします。
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ウスに変更すると発表した。ここもいずれは、メ

マイルドセブンルーム

ビウスルームになるかも知れない。

ホーチミン市のタンソンニャット空港の喫煙
室は、マイルドセブンルームと言う。明らかに
JT が設置している。日本国内でのたばこの売り
上げ減少を補うため、海外に売りこんでいるもの
と考えられる。タンソンニャット空港は日本の
ODA で建設されたため、ベトナム政府としても
喜んで（かどうかは不明であるが）、マイルドセ
ブンルームの設置に合意したものと考えられる。
室内では、各種マイルドセブンを販売している。
因みに、マイルドセブン１カートンは US$17 で
ある。先日、JT はマイルドセブンの名称をメビ

マイルドセブンルーム

スーパーマーケット
国営百貨店の中にダックスというスーパーマ
ーケットがある。日曜雑貨、食器、食品から洋服
まで何でも売っている。殆どが冷凍であったが、
結構、魚介類を売っていた。因みに南アジア、ア
フリカの貧困層の約 4 億人は動物性タンパク質
の半分以上を魚から摂取している。サーモンコロ
ッケ、いかげそ棒、蟹団子等の日本語が表示され
ている商品も多く、驚かされた。芸者がトレード
マークの「まゆみ食品」という日本では知られて
いない食品メーカのものである。いかげそ棒を買

まゆみ食品

って食べたが結構おいしかった。

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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ビルの建設
写真は同じビルの建設現場である。
撮影時期は、2011 年 5 月、11 月、
2012 年 1 月である。一見したところ、
殆ど進捗していない。日本では考え
られないほどのゆっくりした建設速
度である。ホーチミンは今、建設ラ
ッシュで高層ビルがいくつか建設さ
れている。ビル建設のプロジェクト
管理技術など、日本が支援できる余
地はまだまだあると感じた。
2011 年 5 月

2011 年 11 月

2012 年 1 月

ホーチミンの中の日本
ホーチミンでは至る所に“日本”がある。ベトナム人の対
日感情は概ね良いと感じた。日本が日露戦争の勝利したとき、
ベトナムはフランスからの独立協議の調整役を日本に依頼
してきたりもしていた。また、元寇に勝ったのもベトナムと
日本だけであるらしい。今後とも、日本はこの国と友好的に
つきあっていく必要があるのではないだろうか。

ホーチミンの書店

ESD 全国学びあいフォーラムを、今年は、2014

＋ ESD プ ロ ジ ェ ク ト ホ ー ム ペ ー ジ

年秋に「ESD に関するユネスコ世界会議」が開

（http://www.p-esd.go.jp/）の「学びあいフォー

催される愛知・名古屋と岡山の 2 か所で開催しま

ラム」をご覧ください。

す。ESD とは「持続可能な開発のための教育」
です。申込み方法、詳しい内容等については、

ESD 全国学びあいフォーラム in あいち・なごや
～人とつながりが支える地域の未来～
2014 年秋に愛知県・名古屋市と岡山市におい

されます。今年の ESD 全国学びあいフォーラム

て、「ESD に関するユネスコ世界会議」 が開催

は、その愛知県・名古屋市で、異なる年代を対象
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プログラム：

とした、持続可能な社会を担う人材づくり・仲間
づくりのための活動を紹介し、持続可能な社会を

開会（13:30）

支える人とつながりをつくるための知恵につい

活動事例発表（13:40～15:45）

て学びあいます。多数の皆様のご来場をお待ちし

■「ESD の視点で見直した、小学校の生活科・
総合的な学習の時間」

ております。

■「なごや 文化のみち ミツバチプロジェクト
日

平成 24 年 10 月 27 日（土）

時：

～17:00 （開場
場

13:30

～地域と密着した実践を通して」

13:00 入場無料）

所： 名古屋大学環境総合館

■「土岐川・庄内川源流 森の健康診断」
■「中部 ESD 白熱講座～商店街＋市民・学生

レクチャーホ

ール（名 古 屋 市 千 種 区 不 老 町 ）

によるこれからの「世直し」を議論し、実践

http://www.env.nagoya-u.ac.jp/contact

する」
■「パートナーシップ大賞と企業の CSR 推進」

/map.html
主

催： 環境省、名古屋大学大学院環境学研究
科、中部 ESD 拠点

協

パネルディスカッション（16:05～16:55）

力： EPO 中部、「国連 ESD の 10 年」 最

テーマ 「人とつながりをつくる知恵を集め
よう」

終年会合あいち・なごや支援実行委員会
定

員： 90 人（先着順）

閉会（17:00）

ESD 全国学びあいフォーラム in おかやま
～地域に未来へのさざ波を起こそう！～

岡山では、西日本各地の取組から、参加者どう
しが学びあいます。どれも地域の自然や人、産業、

プログラム：

文化など多様な要素を取り込んだユニークな取

開会（13:30）

組です。各地の担い手が出会う創造的なパネルデ

活動事例発表（13:40～15:45）

ィスカッションにもご期待ください。多数の皆様

■「家棟川の生態回廊の再生、地産地消でまち

のご来場をお待ちしております。

おこし」（滋賀県）
■「311 以降の新しい暮らし方」（岡山県）

平成 24 年 11 月 4 日（日）

日時：

17：00 （開場
場所：

13：30～

■「いなかベンチャー企業が大切にしているこ

13：00 入場無料）

と」（島根県）
■「海の中の森づくり」（高知県）

岡山国際交流センター2F 国際会議場
（岡山市北区奉還町 2 丁目 2 番 1 号）

■「都市での里山」（福岡県）

http://www.opief.or.jp/oicenter/
主催：

環境省、岡山市

後援：

岡山県

協力：

きんき環境館、EPO ちゅうごく、四国

パネルディスカッション（16:05～16:55）
テーマ「地域の未来を拓く知恵を集めよう」
閉会（17:00）

EPO、EPO 九州
定員：

150 人（先着順）
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エネルギー対策特別会計（エネルギー特会、エ

規に採択しました。

ネ特）を原資とした地球温暖化対策技術開発等事

しかし、その後の平成 23 年 3 月 11 日の東日

業（温対技術開発事業）は平成 15 年度に始まり、

本大震災を経て、被災地のエネルギー事情の深刻

翌平成 16 年度から競争的資金として課題を公募

さに鑑み、平成 23 年 4 月に第 2 次公募を行い、

して選定する形で実施されてきました。平成 21

被災地事情の改善に繋がる課題を中心に 4 件を

年度までは、評価に係る部分は外部評価委員会に

追加採択しました。継続課題と合わせると 57 課

諮るなどしていましたが、各事業の進捗管理等の

題が実施されました。

PO 業務は環境省自らが行ってきました。地球温

また、大震災後に大きく見直された日本のエネ

暖化問題に対する我が国政府の取り組み強化に

ルギーシステムに応えるべく、「エネルギー供給

伴う技術開発資金の拡充を得て、技術開発課題の

分野」を「再生可能・分散型エネルギー分野」と

成果をより充実させるため、平成 22 年度からは、

ターゲットを絞って改称するとともに、温対技術

適正な技術開発管理を通じて科学的側面から責

開発事業そのものの名称も、更に実証に力を注ぐ

任を持つ「研究者経歴を有する PO」を外部に持

ため「地球温暖化対策技術開発・実証研究事業」

つこととなりました。平成 23 年度は、平成 22

と改めました。

年度に引き続き、国際環境研究協会が PO 事業を

各課題については、「交通」、「住宅・オフィス

受託しました。

等」、
「再生可能・分散型エネルギー」、
「バイオマ

エネ特で環境省が実施している温対技術開発

ス・循環資源」の４つの低炭素化技術開発分野分

事業の目指しているのは、募集要項にも書かれて

科会と、その親委員会である地球温暖化対策技術

いるとおり、

開発評価委員会において、新規採択時には事前評

・温室効果ガスの 25%削減目標と再生可能エネル

価、実施中は中間評価、終了後には事後評価が行

ギー供給目標を達成することを目的として、

われます。平成 23 年度に各分野で実施されたの

・「早期に実用化が必要かつ可能な」再生可能エ

は、
「交通」14 課題、
「住宅・オフィス」18 課題、

ネルギー導入技術や省エネルギー技術の開発、

「再生可能・分散型エネルギー」14 課題、
「バイ

及び

オマス・循環資源」11 課題でした。
今回と次回の 2 回にわたって、平成 23 年度に

・「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

実施された 57 課題のうち、平成 23 年度に終了

通して、

した 14 課題について、その概要をご紹介します。
温対技術開発事業の詳細、平成 23 年度終了課題

地球温暖化対策を推進することです。
平成 23 年度温対技術開発事業では、基本的に、

以外の課題などについては、環境省の Web サイ

平成 22 年度に見直した四つの低炭素化技術開発

ト

分野、「交通」、「住宅・オフィス」、「エネルギー

"http://www.env.go.jp/earth/ondanka/cpttv_fun

供給」、
「バイオマス・循環資源」に基づいた公募

ds/index.html"をご覧下さい。

を行いました。平成 22 年 11 月に「平成 23 年度
地球温暖化対策技術開発等事業の実施方針」を公

今回は「交通」３課題と「バイオマス・循環資

表し、平成 23 年 1 月に公募を行ない、16 件を新

源」４課題の計７課題、次回には「住宅・オフィ
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発（大成建設）

ス」5 課題と「再生可能・分散型エネルギー」2

と、これもまた多士済々という感じの課題です。

課題の同じく計７課題をご紹介します。
「交通」分野で平成 23 年度に終了した課題は、

これまで、
「バイオマス・循環資源」分野では、

(1)電池式ミニショベルの製品化に関する技術開

廃棄物系バイオマスの利活用を目指すプロジェ
クトが精力的になされてきました。一方、廃棄物

発（竹内製作所）

の 3R により資源となる廃棄物バイオマス量が減

(2)電気自動車の安心走行と普及支援に関する IT

少に向かっている我が国の現状から、従来大きな

技術開発（安川情報システム）
(3)業務用電動二輪車の実用化に向けた一般公道

技術開発領域であった「大量廃棄物処理技術の省
エネルギー化」だけでは CO2 の大幅削減に対し

走行による実走実験（本田技研工業）
と、それぞれがだいぶ異なった性格を有した課題

て大きな貢献が困難になって来ているとも思わ

でした。

れます。

しかし、いずれも、環境省温対技術開発事業が

平成 23 年度終了という、微妙な年次に実施さ

目指している「現在日本で一番開発が進んでいる

れてきた課題。木質バイオエタノール、高濃度糖

と考えられる乗用電気自動車ではなく、それ以外

のメタン発酵という幹線道路を行くプロジェク

の貨物用電気自動車等の開発、あるいは電気自動

トとともに、高い回収率を誇っているアルミ缶と

車の普及を加速する社会システムの開発」に、将

は異なり、分別回収が不十分な包装容器に使われ

に適合した課題が並びました。

ている蒸着や積層されたアルミ箔などの回収を、
コミュニティレベルの努力で解決を図る技術的

「バイオマス・循環資源」分野では、

手段を提供しようと試みるプロジェクト、住宅建

(4)アルミ系廃棄物からのアルミ高効率回収技術

設の現場レベルで実現できるゼロエミッション

と、北陸地方に適した水素エネルギー利用シス

を企てる先進的な取組みなども実施されていま

テムの開発（トナミ運輸）

した。

(5)高性能グラニュール状メタン菌を用いた廃シ

両分野とも、個々のプロジェクトでは、ハード

ロップのバイオガス化・発電システムの開発

ルの高さの違いもあり、その当初の目的の達成度

（山梨罐詰）

に高低があるのは事実ですが、二酸化炭素排出量

(6)住宅建設における次世代型ゼロエミッション

の削減に寄与する、それも遠い将来ではなく近未

事業（積水ハウス）

来に実現したいとの強い目的意識・意欲を持った

(7)多様な木質系廃棄物からの省エネルギー・低

プロジェクトが並びました。

コストなバイオエタノール製造システムの開

◎電池式ミニショベルの製品化に関する技術開発
(H21～23)
事業者名：㈱竹内製作所
【事業概要】
電動モータと油圧ポンプを組み合わせた高効
率化された制御システムにより、CO2 の削減、デ
ィーゼルエンジンによる排気ガスを失くした商
品価値のある電池式ミニショベルの製品化に関
する技術開発を行う。
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【技術開発事業全体の最終成果】
・量産時期を 2012 年度とし、予定販売価格はリ

・1.6 トンクラスの電池式ミニショベルを開発し

チウムイオンバッテリおよび市場価格を考慮

た。

し設定した。

・E3C（従来車両）より消費電力量（CO2 排出量）
を 30％削減した。

◎電気自動車の安心走行と普及支援に関する IT 技術開発 (H22～23)
事業者名：安川情報システム㈱
【事業概要】
走行中の EV ドライバーに近隣の使用可能な充
電器と電力消費の最小なルートをナビ表示する
とともに、EV 車充電用の専用駐車スペースを確
保するためのＩＴシステムを開発・実証する。
【技術開発事業全体の最終成果】
電力消費最小ルート探索と、充電スペースの駐
車制御システムの技術開発を完了し、全システム
をあわせた実証実験により、EV ドライバー及び
充電器設置企業にとっての当システムの有用性
と投資価値を検証するとともに、製品化に向けた
ビジネス・モデルの検討結果を纏めた。

◎業務用電動二輪車の実用化のための一般公道走行による実走実験 (H22～23)
事業者名：本田技研工業㈱
【事業概要】
電動二輪車の製品化開発に伴う実走実験
・ステップ 1：計測器付き試作車両 10 台を想定大口ユーザー
に貸与し、実業務用途での先行試験を行う。
・ステップ 2：パイロット生産車両 91 台をモニター用として
特定ユーザーにリースし、より広範囲かつ多様な走行条件下
でのデータ収集を行う
【技術開発事業全体の最終成果】
Li-ion 電池を搭載した業務用電動二輪車を実用化する上で
の課題は、ユーザーの使い勝手によるバッテリーの劣化要因の
把握と、実業務での使い勝手検証であり、開発下にある電動二
輪車の試作車を実業務の中で活用することで、今後の EV 開発
と量産化へフィ－ドバックした。
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◎アルミ系廃棄物からのアルミ高効率回収技術と北陸地方に適した水素エネルギー利用システムの開発
(H21～23)

事業者名：トナミ運輸㈱

【事業概要】
アルミ系廃棄物（産廃、一般廃棄物）を効率よく回収・分別し、それを最適条件で乾留することで高表
面積アルミを回収、その回収アルミを反応液と共にカートリッジ化することで、社会のエネルギー需要を
賄う新規のエネルギーシステムを構築するための技術開発と社会システム創出を行う。これにより、アル
ミ資源の利用率を向上させるとともに、北陸に適した低炭素地域システムを実現することを目的とする。
【技術開発事業全体の最終目標と成果】
・一般廃棄物を半自動的に分別し、分別率 90％以
上を目指した。
・処理能力 50kg/h、投入エネルギーと CO2 排出量
がネットでゼロとすることができる乾留技術を
確立する。
・低圧でも、水素貯蔵密度換算で 2.0 重量％を達
成する。
以上、概ねの目標はクリアできていると思われ
る。各分野において解決すべき課題は残ったが、
解決策等は明確になっており最終目標の達成は困
難ではないと考える。

◎高性能グラニュールを用いた高濃度排水のバイオガス化・発電技術開発 (H21～23)
事業者名：山梨罐詰㈱
【事業概要】
従来、有効利用されずに排水処理されてきた、缶詰工
場からの廃シロップを原料として、小型で安価なメタン
発酵・コージェネレーション設備を開発する。本システ
ムにより、排水処理設備への負担を低減化し、また熱と
電気のエネルギー利用を行うことで、CO2 削減を実施す
る。さらに、削減した CO2 量を販売するモデル事業に
取り組み、システムの普及性を高める。
【技術開発事業全体の最終目標と成果】
廃シロップを基質とするメタン発酵をさせるグラニ
ュール菌の馴化と条件設定に時間がかかったが、平成
23 年 12 月頃より目標であるガス発生率が安定的に得ら
れるようになった。
他社への普及拡大については、今回の経緯を踏まえて、
各社の基質にあったグラニュール菌の馴化及び条件設定について工夫をする必要がある。
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◎住宅建設における次世代型ゼロエミッション事業 (H21～23)
事業者名：積水ハウス㈱
【事業概要】
積水ハウスが構築した CO2 排出抑制に繋がる建設副産物の高度な資源循環の仕組み（以下、次世代ゼロ
エミッションシステム）を事業化し、同社を含め、同社以外のハウスメーカーや CO2 排出抑制への取組が
遅れている中小規模工務店へサービスを展開する。新築住宅着工現場から出る建設副産物の処理に関して
同一システムを導入することで、収集運搬の効
率化を図り業界全体の CO2 排出抑制に繋げる。
【技術開発事業全体の最終成果】
CO2 排出抑制に繋がる次世代エミッションシ
ステムを事業化し、ハウスメーカーや CO2 排出
抑制への取組が遅れている中小規模工務店へサ
ービスを展開した。
同社では本システムの全国展開を平成 22 年
11 月に達成したものの、他社への普及には課題
が残った。

◎多様な木質系廃棄物からの省エネルギー・低コストなバイオエタノール製造システムの開発 (H22～23)
事業者名：大成建設㈱
【事業概要】
微粉砕とアルカリ酸化（A/O 処理）による酵素
糖化の前処理技術を開発し、様々な木質系廃棄物
から低コストかつ省エネルギーでバイオエタノ
ールを製造するプロセスの技術開発を行う。
【技術開発事業全体の最終成果】
木質系廃棄物を原料とするエタノール製造に
不可欠な前処理である、廃棄物に混在する砂石・
鉄屑等の異物除去とリグニンに富む木質バイオ
マスを酵素により高収率で糖化できるようにす
る前処理技術開発を行った。これにより、従来の
濃硫酸法に比べて CO2 排出量を 50%削減するバ
イオエタノール製造技術を確立した。
(1)異物除去技術：縦型＋横型風力選別器の採用
により、金属や石類のみでなく、剪定材等に含ま
れる微細な砂類についても後段の微粉砕に支障
のない範囲で分離除去が可能となった。
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(2)二軸押出機を用いた湿式アルカリ処理で微粉

行い、次いで発酵温度に設定した後酵母を接種す

砕前処理することにより、乾式微粉砕法に比して

る運転方法により、C6 糖ばかりでなく木質バイ

格段に高い酵素糖化率を得た。また、建設廃木材

オマスに多く含まれる C5 糖の両方を発酵できる

以外に、草系、枝系等の剪定材に対しても本手法

遺伝子組換え酵母を用いると、従来酵母と比較し

が有効であった。

て木材では 30％、剪定材では 37％エタノール収

(3)糖化・エタノール発酵：同時糖化発酵の変形

率が向上した。

として、糖化酵素の至適温度で原料の逐次添加を

場所：都道府県会館１階 101 大会議室

当協会ニュース“環境研究最前線”でもご紹介
している、環境研究総合推進費の研究成果発表会

（東京都千代田区平河町 2-6-3）

が開催されることになりました。今回は平成 23

定員：120 名（先着順）

年度に終了した課題の中から、特に皆様にわかり

主催：環境省

やすく関心の高いと思われる 6 課題を選んで、そ

お問合せ：(一社)国際環境研究協会

参加無料

seika@airies.or.jp

の研究成果を発表いたします。発表内容や参加申
し込みの詳細は、環境省 HP 内の環境研究総合推
進費のサイトより、“イベント情報”
（http://www.env.go.jp/policy/kenkyu/suishin/h
oudou/event/index.html#presentation）をご覧
ください。
皆様のご来場をお待ちしております。
日時：平成 24 年 10 月 19 日(金)

13：00～

17：00（開場 12：30）
13：00～13：10
13：10～13：45

13：45～14：20
14：20～14：55

開会
主催者挨拶 環境省
西川 雅高
観測データとモデルの融合化によって黄砂発
（独）国立環境研究所 環境計測研究センター
生量変動の謎を解く
環境計測化学研究室長
亀山 康子
地球温暖化対策：主要国が参加できる国際
（独）国立環境研究所 社会環境システム研究センター
合意は見つかるか？
持続可能社会システム研究室長
米田 政明
クマの数を調べる、森には何頭いるのか
（一財）自然環境研究センター 研究主幹
休憩（15分）

14：55～15：10
15：10～15：45
15：45～16：20

自動車排ガスに含まれる微量有害物質の最
新測定方法
胎児へのPCBやダイオキシンのばく露を減ら
す女性のよりよい魚介類の食べ方

16：20～16：55

身近な製品に含まれる難燃剤の化学リスク

16：55～17：00

閉会挨拶
閉会
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山田 裕之
（独）交通安全環境研究所 環境研究領域 主席研究員
仲井 邦彦
東北大学 大学院医学系研究科 教授
滝上 英孝
（独）国立環境研究所 資源循環・廃棄物研究センター
ライフサイクル物質管理研究室長

ASSOCIATION OF INTERNATIONAL RESEARCH INITIATIVES FOR
ENVIRONMENTAL STUDIES

3(月）：温対事業 打合せ（EMS 及び燃料棒関連）に出

19(水)-21(金)：化学工学会秋季大会に参加（仙台）

（環境省）

24（月）：環境推進費 特別枠第 1 回アド会合に出席

環境技術学会に参加（立命館大学）

（日本教育会館）

5(水) ：環境推進費 現地調査（岐阜）

温対事業 検討会（帯水層蓄熱関連）に出席

6(木)：環境推進費 企画委員会に出席（環境省）

（秋田）

温対事業 検討会(水素精製関連)に出席（神戸）

25（火）：環境推進費 担当課題の国際シンポジウムに出

7(金) ：温対事業 現地視察(遅延防止関連)（東京）

席(東京)

10（月）：環境推進費 担当課題のアドバイザリーボード

温対事業 検討会（相分離 EtOH 関連）に出席

(アド)会合に出席(大阪)

（徳島）

11（火）：温対事業 検討会(DC グリッド関連)に出席

26(水)： 環境推進費 担当課題のアド会合に出席

（帯広）

(名古屋)

12(水)～14(金)：大気環境学会に出席（神奈川大学）

環境推進費 担当課題のシンポジウムに出席

13(木)：環境推進費 現地調査(北九州)

(東京)

14(金)：環境推進費 担当課題のシンポジウムに出席

環境推進費 現地調査(北九州)

（横浜国大）

温対事業 検討会（竹パウダー関連）に出席

16（日）：環境推進費 担当課題の国際セミナーに出席

（徳島）

（東京）

27(木)：環境推進費 現地調査(相模原)

18（火）：環境推進費 担当課題のアド会合に出席
* 環境推進費：環境研究総合推進費研究管理・検討事業

（仙台）

温対事業：地球温暖化対策技術開発・実証研究事業

19(水),20(木)：日本癌学会に参加（札幌）

〒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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