
0 

               

 

 

 

 

       
 

 

CONTENTS 

１ 協会業務報告  

２ AIRIES 随筆(71)   小笠原諸島兄島にグリーンアノールが侵入  

大河内 勇（小笠原諸島世界自然遺産地域科学委員会 委員長） 

３ 平成 25年度 第１回理事会・総会報告 

４ 環境研究最前線 (81) 環境研究総合推進費 平成 24 年度新規研究課題の紹介(8) 

 ―第 7 研究分科会（循環型社会形成・次世代廃棄物処理技術）    

井上 雄三・安田 憲二（プログラムオフィサー） 

５ 業務日誌 

 



1 

           
 

 

今年ももう半分が過ぎました。あっという間で

す。今年の梅雨入り宣言は早かったですね。私の

予想どおり雨が降らず暑い日が続きましたが、中

旬頃からは梅雨らしい鬱陶しい日が続いていま

す。ただ、雨の降り方がシトシトではなく、短時

間にサァっと降るスコールみたいな雨が多くな

っていて、気候の変化を感じます。 

我が家の月下美人に花つぼみが 6 つほどつき

ました。1 つは落ちてしまいそうですが、5 輪の

花が１週間か 10 日ぐらいで咲きそうです。毎回、

花の写真を撮っているのですが、隣のアパートの

方から分けていただいた 2004 年には 7 月 2 日に

花が咲いています。これが最速です。７月に花が

咲いたことはあと 2 回ほどありますが、今年は 2

番目に早い開花になりそうです。2004 年って猛

暑の年ですね。今年の夏も猛暑なのでしょうか。 

東日本大震災以来、夏と冬は節電の季節という

のが気持ちのうえで定着してきたように思いま

す。今年の夏も、数値目標はありませんが、節電

が要請されています。当協会の平成 24 年度の環

境報告書については前回もご紹介しましたが、電

気使用量については、23 年度に基準年度（21 年

度）に較べて営業日当たりの電気使用量が 20.3％

減少しましたが、24 年度は基準年度比で 25.6％

の減少となり、電気使用量の一層の削減が進みま

した。今年の夏はこうした努力の継続と最近更新

された最新の空調機 4 台による節電効果で乗り

切っていきたいと思います。 

ウィンブルドンテニスが始まりました。我々が

テレビで見ることができるのは、ウィンブルドン

テニスなどのグランドスラムというクラスのテ

ニス大会です。私の高校の後輩に女子のプロテニ

スプレーヤーがいることを知

り、同窓会として彼女を応援し

ていくことにしました。世界ラ

ンキングでは最高で 550 位、日

本女子では最高で 30 位という

選手ですが、彼女の話を聞いた

り、Tennis Navi というウェブサイトを見たりし

て、プロテニスの世界を初めて知ることができま

した。 

現時点で日本の男子で世界ランキングに載っ

ているのは約 50 人で最下位が 2,011 位、日本の

女子は世界ランキングに約 60 人載っていて最下

位が 1,151 位です。トップ 100 位に入っているの

は、男子は錦織選手ただ一人で、女子は伊達公子

選手含め 3 人です。いろんなレベルの大会があっ

て、ランキングに従って出場できる大会が決まる

ようですが、日本を含め世界各地で頻繁に開催さ

れている大会を転戦するのだそうです。一定のレ

ベルまで勝てば大会のレベルによって決まって

いるポイントを獲得できるようです。男子も女子

も過去 52 週に獲得したポイントの上位 19 位（女

子は 18 位）までのポイントが加算されて、それ

によりランキングが決まります。従って、ランキ

ングは毎週変わります。とにかくあるレベルまで

勝たないとポイントがつきませんので、ポイント

のない、つまり、ランキングに載らないプロの選

手もたくさんいるとのことです。実力以外の何も

ない厳しい世界ですね。 

さて、協会の業務ですが、「平成 25 年度 CO2

排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業管

理・検討等事業」を 6 月中旬に落札しました。こ

の結果、PD 事業、環境研究総合推進費 PO 事業

と合わせて、今年度も環境省の研究資金制度の支

援を総合的に担っていく体制をつくることがで

きました。 

「環境研究総合推進費研究管理・検討事業」に

ついては、平成 25 年度新規課題についても実施

の承認がおり、研究が始まっています。アドバイ

ザー会議も増えてきていますので、PO の方々は

出張の機会も増えています。7 月中旬からは、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」のためのヒアリング分科会が始まります。 
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 6 月 3 日（月）に当協会の通常理事会及び定時

総会が開催され、平成 24 年度の事業報告及び決

算報告を承認いただきました。これにつきまして

は、別途報告を掲載させていただきます。 

 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 年 3 月、衝撃のニュースが小笠原からも

たらされました。世界自然遺産の核心地域という

べき兄島でグリーンアノールが侵入しているこ

とが判明したのです。ことの重大さから、直ちに

科学委員メンバーと現地の関係者、世界遺産の事

務局等が集まり、「兄島に侵入したグリーンアノ

ールに関する非常事態宣言と緊急提言」を取りま

とめました。内容は次の通りです。 

 

「小笠原諸島世界自然遺産の核心地域の一つ

であり、最後の健全な乾性低木林の生態系が残る

兄島に、侵略的外来種グリーンアノールが発見さ

れたことは、極めて重大で憂慮すべき事態です。

いうまでもなく、グリーンアノールは、父島と母

島の昆虫相に激甚な被害を与え、在来の花粉媒介

昆虫の消失など、生態系に取り返しのつかない影

響を与えました。本種が兄島に定着することは、

小笠原の世界自然遺産の顕著で普遍的な価値を

著しく損なう結果になることを危惧します。事態

の重要性、緊急性を鑑み、小笠原諸島世界自然遺

産科学委員会として、非常事態であることを宣言

し、以下の緊急提言を行います。 

 

写真 2:グリーンアノール 

 

写真 1: 父島から見た兄島。どちらも乾性低木林が広がる。 
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1. 侵入初期の根絶こそが唯一の解決策である

ことを提言する 

2. そのため、直ちに予算、人員とも、グリーン

アノール根絶に集中する必要がある。 

3. 一時的に他の外来種事業の休止も考え、予算、

人員を投入するべきである。 

4. 生態系に対する一時的な攪乱を受け入れて

でも、根絶を計るべきである。 

5. 人員・資材の投入等に当たっては、ニューギ

ニアヤリガタリクウズムシ等の侵入および

植物種子の拡散に対する防止策を実施する。 

6. 小笠原の生態系を管理する、全ての行政機

関・団体に、以上、要請する。 

 小笠原諸島世界自然遺産科学委員会は、本件に

関し、あらゆる行政機関・団体と連携して積極的

に関与していきます。」 

 

 現在は、密度低減と拡散防止を二つの柱として

対策を進めています。高密度地域は数百メートル

四方というレベルで、これまでに開発したトラッ

プの集中配置で密度低減を図るとともに、母島に

設置している排除フェンスを拡大防止に転用し

つつあります。一方、フェンス設置域を超えて既

に広く薄く分布している可能性も完全には否定

できません。こうした低密度状態からの根絶には、

ただ単に人工的な方法のみに頼るのは難しく、こ

れまで十分には調査されてこなかった天敵の機

能を活用する必要があると考えます。小笠原の世

界遺産管理計画では、生物間相互作用に基づくエ

コシステムマネージメントを用い、順応的に行う

こととしていて、それなりに実行してきたつもり

でしたが、今回の事件から、まだまだ私たちの自

然の仕組みの理解が足りないことを思い知らさ

れました。それでも直ちに緊急提言を行えたのは、

環境研究総合推進費等による研究蓄積のおかげ

と言えます。グリーンアノールの根絶は口で言う

ほど簡単ではないでしょう。このまま根絶できれ

ば一番良いのですが、そうできないならトラップ

やフェンスで時間を稼いでいるうちに、新たな方

法を開発する必要があります。その時間は限られ

ていて、こうしている間にも、グリーンアノール

の個体群爆発という時限爆弾が時を刻んでいる

恐れもあります。 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25 年 6 月 3 日（月）、東京大学山上会館

において、平成 25 年度定時社員総会が開催され、

議案はすべて原案通り承認されました。承認され

た議案の概要は以下の通りです。 

 

 

平成 24 年度事業報告 

１ 運営管理 

１－１ 理事会及び総会 

理事会及び総会を以下のとおり開催した。 

(1)平成 24 年度第１回通常理事会（平成 24 年 6

月 1 日（金）16:00～16:30） 

(2)平成 24 年度定時社員総会（平成 24 年 6 月 1

日（金）16:30～17:00） 

(3)平成 24 年度臨時理事会（平成 24 年 6 月 1 日

（金）17:00～17:15） 

(4)平成 24 年度第２回通常理事会（平成 25 年 3

月 21 日（木）11:00～12:00） 
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１－２ 企画総務部会 

協会の運営全般に関する検討事項を審議する

ため､以下のとおり企画総務部会を開催した。 

(1)第１回 平成 24 年 5 月 28 日（月）17:00～

18:00 

(2)第２回 平成 25 年 3 月 13 日（水）17:00～

18:00 

 

２ 公益目的支出計画の事業 

情報交流部会に編集委員会（委員長：樋口広芳

（慶應義塾大学大学院教授））を設置し、以下の

会誌を作成するとともに、国内外の大学、研究機

関、国際的研究計画事務局、協会会員などに配布

した。 

(1) 和文誌「地球環境」 

・Vol.1７No.1：地球温暖化時代の生物季節と人

びとの生活 

・Vol.17 No.2：秘かに侵入する外来生物：その

実態とインパクト 

(2) 英文誌「Global Environmental Research」 

・Vol.16 No.1：Studies on the Recent Glacial 

Fluctuations, Glacial Lakes and Glacial 

Lake Outburst Floods in South Asian 

Mountains 

・Vol.16 No.2：Ecosystem Services Assessment 

of the Satoyama and Satoumi for a Nature 

-Harmonious Society 

なお、上記会誌並びに続刊号のテーマ及び内容

を検討するため編集委員会を、以下のとおり計４

回開催した。 

 第１回委員会 平成 24 年 4 月 6 日 

 第２回委員会 平成 24 年 7 月 13 日 

 第 3 回委員会 平成 24 年 10 月 22 日 

第４回委員会 平成 25 年 1 月 16 日  

 

３ 自主事業 

３－１ 情報交流に関する事業 

(1) 学術会員の募集 

平成 23 年度に引き続き、学術会員を募集した。 

(2)国際環境研究協会ニュースの発行 

法人会員、個人会員、学術会員向けに、「国際

環境研究協会ニュース」第 190 号～第 201 号を

作成し送付した。 

(3) 会員に対する情報提供事業 

法人会員、個人会員に対し、協会が入手したニ

ュース等の資料を送付した。 

(4) エコアクション２１中間審査の受審 

協会における省エネなどの環境管理を進め、平

成 24 年 8 月に「エコアクション２１」の中間審

査を受けた。 

 

３－２ 調査に関する事業 

地球温暖化・砂漠化などの地球的環境問題、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

する情報を収集した。 

 

３-３ 広報事業 

一般社団法人国際環境研究協会のパンフレッ

トを作成するとともに、協会ホームページを更新

した。  

 

４ 受託事業 

環境省から受託した以下の業務を実施した。 

４－１ 平成 24 年度環境研究総合推進費研究管

理・検討事業  

(1)プログラムオフィサーによる研究管理業務 

(2) 研究評価の支援及び研究分科会の運営 

(3) 環境研究総合推進費の広報 

(4) 研究動向の把握 

 

４－２ 平成 24 年度地球温暖化対策技術開発・

実証研究事業管理・検討等事業 

(1) プログラムオフィサーによる研究管理業務 

(2) 研究評価の支援及び委員会・分科会の運営 

(3) 地球温暖化対策技術開発・実証研究事業の広  

報 

(4) 研究動向の把握 
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４－３ 平成２４年度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制度

の一連の業務を、効果的かつ効率的に運用するた

め、プログラムディレクター（PD）を１名配置

し、環境省の競争的研究資金制度の運営に関する

助言、競争的研究資金のあり方に関する助言、PO

の指導、総合科学技術会議等への対応などを行っ

た。 

４－４ 地域における ESD の取組強化推進業務 

各地域で実践されている「持続可能な開発のた

めの教育」（ESD）の活動を支援・活性化するた

め、ESD 活動や活動の支援事業をウェブサイト

上において登録・発信できる「＋ESD プロジェ

クト」を実施し、全国的に ESD の普及・浸透を

図り、国内における ESD 活動の活性化を図った。 

 

収支決算書 

（平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで） 

科        目 予算額 決算額 差  異
Ⅰ　事業活動収支の部
  １．事業活動収入
        入会金収入 220,000 4,000 216,000
        会費収入 3,035,000 2,641,000 394,000
        事業 収入 190,759,000 178,559,000 12,200,000
        雑収入 1,510,000 990,988 519,012
        事業活動収入計 195,524,000 182,194,988 13,329,012
  ２．事業活動支出
        自主事業費支出 7,500,000 8,780,634 -1,280,634
        受事業費支出 115,900,000 102,686,859 13,213,141
        管理費支出 71,624,000 69,233,221 2,390,779
        事業活動支出計 195,024,000 180,700,714 14,323,286
          事業活動収支差額 500,000 1,494,274 -994,274
Ⅱ　投資活動収支の部
  １．投資活動収入
        賞与引当金取崩収入 0 2,000,000 -2,000,000
        投資活動収入計 0 2,000,000 -2,000,000
  ２．投資活動支出

固定資産取得支出 0 255,958 -255,958
        投資活動支出計 0 255,958 -255,958
          投資活動収支差額 0 1,744,042 -1,744,042
Ⅲ　財務活動収支の部
  １．財務活動収入
        借入金収入 150,000,000 147,000,000 3,000,000
        財務活動収入計 150,000,000 147,000,000 3,000,000
  ２．財務活動支出
        借入金返済支出 150,000,000 147,000,000 3,000,000
        財務活動支出計 150,000,000 147,000,000 3,000,000
          財務活動収支差額 0 0 0
Ⅳ  予備費支出 500,000 0 500,000
        当期収支差額 0 3,238,316 -3,238,316
        前期繰越収支差額 37,772,190 37,772,190 0
        次期繰越収支差額 37,772,190 41,010,506 -3,238,316  

 

 

       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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前回に続き「循環型社会形成および次世代廃棄

物処理技術」の分野を対象とする第 7 研究分科会

における新規採択課 5 課題（うち 1 課題は次世代

事業）について紹介いたします。なお、平成 24 年

度新規課題についての研究内容の詳細は、環境省

の 環 境 研 究 ・ 技 術 総 合 サ イ ト URL

（http://www.env.go.jp/policy/kenkyu/index.html）

に掲載されていますので、そちらもご参照くださ

い。

 

◎K123001：使用済み自動車（ELV）の資源ポテンシャルと環境負荷に関するシステム分析に関する研究 

研究代表者：酒井 伸一 （京都大学） 

 

本研究では、①ELV の３Ｒ・廃棄物管理システ

ムの制度や技術に関する国際比較研究によりリサ

イクル制度やリサイクル実態の類似点や相違点の

知見から制度展開への展望を得ようとするもので

ある。②ELV リサイクル施設を調査し、ELV 解体

物のレアアースやベースメタル、重金属類、難燃

剤の化学成分分析を行い、物質フロー推定（資源

性）や３Ｒ・廃棄物管理（環境負荷）の基礎デー

タを提供する。さらに、③資源性・有害性物質や

温室効果ガスなどを指標に物質フロー解析を行い、

システム展開へのライフサイクル的論考を行う。

また、ASR（自動車破砕残渣）について次の規制

対象候補となる残留性有機物質を睨んだ ASR 適正

処理方法を検討し、ELV リサイクル制度展開に向

けた次の一手の提案をめざす。 

 

ハイブリッド車の解体調査風景(2012 年度) 
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◎K123003：繊維強化プラスチック剤の 100％乾式法による完全分解と強化繊維の回収・リサイクル技術

研究代表者：水口 仁 （信州大学） 

 

常温では触媒効果を示さない半導体を

350-500℃に加熱すると強力な酸化力が発現する

効果を見出し、この現象を FRP（繊維強化プラ

スチック）廃棄物の完全分解に利用した。半導体

を加熱（熱励起）すると、強い酸化力を有する正

孔が生成し、これが半導体に接触しているポリマ

ーから結合電子を引き抜き、ポリマー内にカチオ

ン・ラジカルを形成する。ラジカルはポリマー鎖

を伝播し、ポリマー全体を不安定化してラジカル

開裂を誘起し、巨大分子はエチレンのような小分

子に裁断化され、空気中の酸素と反応して炭酸ガ

スと水に完全分解される（図 1）。この Made in 

Japan の新規技術により、炭素繊維 FRP のポリ

マーのみを 500 ℃ 10分間の処理で完全分解し、

繊維強化ファイバー等をほぼ無傷で完全回収す

ることができる（図 2）。本研究の目的は、採算

性のある FRP 連続分解装置を実用化し、社会貢

献することである。

 

 

◎K123011：電熱管表面改質技術による廃棄物焼却炉発電効率の革新的向上  

研究代表者：成瀬 一郎（名古屋大学） 

 

本研究では発電効率とプラント稼働率の革新

的な向上を図り、廃棄物が有しているエネルギー

の高効率回収を実現するため、一般廃棄物焼却施

設のボイラ伝熱管の伝熱阻害や運転障害になっ

ている灰付着を低減可能な伝熱管表面改質技術

を開発する。①廃棄物焼却炉の燃焼条件の調査と

採取した炉内付着灰粒子および伝熱管の付着界

面を、CCSEM 等を用いて詳細に分析し、廃棄物

燃焼炉における灰付着機構を論理的に解明する。

②解明した付着機構に基づき、高温界面化学の観

点から灰付着を低減できる最適な溶射材料を開

発する。③灰付着試験、高温濡れ性試験、交流イ

ンピーダンス試験、耐食性試験等の各種評価試験

により実機の焼却炉を想定した溶射技術の開発、

焼却炉で実証するための指針策定、焼却炉への施

工法開発等を推進し、実用に資する溶射材料と溶

射施工法を提案する。また、目標発電効率を 15%

とする。

図 2 炭素繊維 FRP の分解 

(a) 分解前  (b) 分解後 

CO2 + H2O

O2

Polymer
種ラジカル

ラジカル開裂

1.熱励起: 大量の正孔生成

2.ラジカル開裂: 巨大分子のフラグメント化

3.低分子の酸素との反応：完全燃焼

図 1 ラジカル開裂の模式図と 

分解の素過程 
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◎K122103：放射性汚染廃棄物処理施設の長期管理手法に関する研究  

研究代表者：大迫 政浩（（独）国立環境研究所） 

 

本研究では、焼却などの中間処理や埋立や埋設による最終処分、中間貯蔵の過程における放射性セシウ

ム（Cs）の長期的な挙動を把握し、今後の施設の維持管理や解体撤去に係る長期的な管理手法を提示する。

すなわち、中間処理においては①安定 Cs を指標に既設焼却炉の調査、Cs の存在形態に関する熱力学平

衡解析やラボスケール燃焼炉をとおして炉材への Cs 蓄積を検証し、放射性 Cs の炉内存在状態や炉材内

部への移行状態、可／不可逆的移動等の現象を

把握し、長期的挙動予測モデル及び解析による

炉内蓄積の回避や発生廃棄物の濃度低減のた

めの炉内定期点検・解体撤去前クリーニング手

法を提示する。最終処分場においては②放射性

Cs の存在形態やその長期的変化、移動性、土

壌への吸着保持などについて評価する。さらに、

層内の長期的な放射性 Cs 挙動予測モデルを

確立する。以上の知見を踏まえ、最終処分場の

長期的な監視手法や廃止基準・方法について提

示する。 

 

 

◎J123003：廃液晶ガラス・廃自動車ガラス等の高度再資源化システムの研究開発     次世代事業 

研究代表者：柳田 啓之（㈱イースクエア） 

  

廃液晶ガラス、自動車リサイクル法に係る廃

自動車ガラスは現在ほとんどが埋立処分され

ている。これらの廃ガラスの高度リサイクルに

関する技術開発を、運搬、解体、分離、分別、

原料化、製品化を担う異業種企業が協働して行

い、これまで廃棄されていた使用済みガラスを

再生利用できるサプライチェーンを構築する。

特に液晶ガラス偏光板とガラスの分離・分別及

び自動車ガラス中間膜の分離に関する技術開

発に加え、そのガラスの組成に合わせたセラミ

ック製品に再資源化する研究開発を行う。低温

焼成が可能なガラスを再生利用したセラミッ

クス製品の環境に優しいという環境性能を活

かしつつ、既存タイル、レンガ等の建築材料へ

の活用に加えて透水保水機能性セラミックス、

低温度焼成食器、ファインセラミックスの製品

開発事業も行う。なお、放射線遮蔽機能セラミ

ックスの開発もブラウン管ガラスリサイクル

の一環として行う。 
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ASSOCIATION OF INTERNATIONAL RESEARCH INITIATIVES FOR 

ENVIRONMENTAL STUDIES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3(月）：理事会・総会を開催（山上会館） ⇒関連記事掲載 

4(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） 

5(水)-7(金)：環境放射能除染学会研究発表会に参加（タ

ワーホール船堀） 

6(木),7(金)：環境推進費 現地調査(島根大学) 

10（月）：環境推進費 担当課題の総合化会議に出席 

（東京） 

12（水）：環境推進費 現地調査（名古屋） 

13（木）：環境推進費 担当課題のアド会合に出席(つくば) 

環境推進費 現地調査（京都） 

14(金)：環境推進費 行政ニーズ検討会および S-13 専門

部会に出席および開催支援 

      国立環境研究所公開シンポジウムに参加 

（メルパルク） 

17(月)：環境推進費 現地調査（東京 

18（火）：日本学術会議主催フォーラムに参加（日本学術

会議講堂） 

20(木)：環境推進費 現地調査（つくば） 

20(木),21(金)：環境推進費 現地調査（佐賀） 

24(月)：（一社）国際環境研究協会 創立記念日 

     環境推進費 行政ニーズ検討会（環境省）に出席

及び開催支援 

25(火)：環境推進費 現地調査（東京） 

26(水)：環境推進費 現地調査（横浜） 

27(木)：環境推進費 現地調査（長野） 

28(金)：環境推進費 現地調査（新潟） 

 

*環境推進費：環境研究総合推進費研究管理・検討事業
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