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もう師走です。年を重ねるごとに時の流れを早

れたとされ、そして 11 月 13 日夜にパリ連続テロ

く感じるようになってきました。同じように思わ

事件が起き、もはや一般人を対象とした無差別テ

れる方も多いのではないでしょうか。原因は諸説

ロになってきています。フランスでは非常事態宣

あるようですが、19 世紀のフランスの哲学者の

言が出され、実行犯が潜伏していると見られてい

発案によるジャネーの法則と言われているもの

るブリュッセルの地下鉄は一時閉鎖という事態

が、しっくりくるような気がします。時間の心理

になりました。さらに 11 月 24 日には、ロシアの

的長さは年齢に反比例し、たとえば５歳児にとっ

爆撃機がトルコ軍に撃墜されるなど、イスラム国

ての１年は人生の 5 分の 1 だけれども、50 歳の

をめぐる事態は深刻化、複雑化してきています。

人間にとって 1 年は人生の 50 分の 1 にすぎない

残念ながら、こういった事態に対して、憲章で

ので、人生が長くなればなるほど、心理的に１年

国際平和と安全の維持を目的に掲げている国際

が早く感じるというものです。本当のところはそ

連合がうまく機能しているようには見受けられ

んなに単純ではないのかもしれませんが、何とな

ませんが、その国連の「気候変動に関する国際連

く頷いてしまいます。

合枠組条約」第 21 回締約国会議（COP21）が、

協会ニュース読者のほとんどの方々にとって

11 月 30 日からパリ郊外のル・ブルジェで開催さ

は、今年もあっという間に過ぎ去ったのではない

れています。安倍総理を含む 138 カ国の首脳が参

かと拝察しますが、思い起こせば数多くの出来事

加すると発表されていますが、こちらの方は、予

があり、世界的には激動の１年だったようにも思

定通り 2020 年以降の温暖化対策の国際枠組みに

います。

ついて合意することが期待されます。

新年早々の１月７日にパリでシャルリー・エブ

さて、協会業務ですが、11 月 5 日に環境研究

ド社襲撃事件が起き、編集者等 12 名が犠牲にな

総合推進費の平成 28 年度新規課題の公募が締め

りました。１月末にはイスラム国に拉致されてい

切られました。それと同時に事前評価のプロセス

たフリージャーナリストの後藤健二さんが殺害

が始まり、現在書面審査をお願いしているところ

されました。暗い年明けでしたが、シャルリー・

です。来年の 1 月中旬から 2 月上旬にかけて新規

エブド社はイスラム過激派を挑発する風刺画を

課題採択のための研究部会などが開催されます。

掲載してきた週刊誌で、表現の自由に関する議論

CO2 排出削減対策強化誘導型技術開発・実証

があったことなどもあり、身近に起き得る出来事

事業の平成 28 年度新規課題の公募は、年明けで

という感覚は必ずしもありませんでした。

す。また 1 月 13 日には飯野ビルで「地球温暖化

ところが、その後、2 月、9 月、11 月のイスラ

対策技術開発成果発表会」が行われることになっ

ム国の機関誌で日本が名指しされるようになり

ています。

ました。また、最近では 10 月末に観光客を多く

引き続き、皆様のご支援、ご協力のほど、よろ

乗せたロシアの旅客機がエジプト上空で爆破さ

しくお願い申し上げます。
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前回に引き続き、今月も循環型社会部会の平成

いての詳細は、環境省の環境研究・情報総合サイ

27 年度新規課題についてご紹介します。平成 27

ト（http://www.env.go.jp/policy/kenkyu/）に掲載

年度新規課題の概要及び環境研究総合推進費につ

されていますので、そちらをご覧ください。

◎3K153007（研究事業）：指定管理鳥獣の放置要件に関する研究（H27～28年度）
研究代表者：堀野 眞一（国立研究開発法人 森林総合研究所)
捕獲を強めなければならないシカ等の鳥獣に対
処するため法律が改正され、特定の場合には捕獲
個体をその場に放置できるようになった。これに
は、生態系に重大な影響を及ぼすことがない場合、
などの条件がつけられているが、放置で生じる影
響についての知識や経験はこれまでほとんど無い。
本研究では、実際にシカを放置する実験と、放置
に対する地域住民などの意識調査を行い、放置を
するときの条件と方法をガイドラインにまとめる。
これにより、捕獲個体を運び出す負担の軽減を通
じて個体群管理の推進に役立つことが期待される。

◎3K153008（研究事業）：巨大地震による震災廃棄物に関わる社会リスクをふまえたサステイナブルな適応策評
価（H27～29年度）
研究代表者：北詰 恵一（関西大学）
現在、人口減少と都市化の時代を迎えている一

必要としている。

方で、南海トラフ地震への対応も迫られている。

本研究は、これらの社会変化を社会リスクと捉

その中で、巨大地震による廃棄物の処理は、その

え、復興段階別の廃棄物発生場所と量の推計モデ

量・質・分布の想定が各地域特性によって異なり、

ル、輸送計画モデル、処理適地評価や資源化技術

不確実な状況変化にも柔軟に対応できる仕組みを

などを開発し、廃棄物発生量の減少と復旧日数の
2

短縮を実現しつつ、平時と災害時の双方に効果の

棄物処理政策の立案と実施に貢献することが期待

ある適応策を、評価・提案することとしている。 こ

される。

れにより、各地域の状況に即した効果的な災害廃

◎3K153009（研究事業）：中間処理技術の体系化を通したリサイクルの高効率化のための研究（H27～29年度）
研究代表者：村上 進亮 （東京大学）
本研究では,今後重要になるような中間処理対象

効率化を促進するとともに、今後の研究・産業の

物ならびにそこから回収すべき資源（クリティカ

発展に大きく寄与することをめざす。

ルマテリアル）を予測する研究を
行う。同時に、処理技術、特に単
体分離を促進するための粉砕方
法の選定に着目しこれをデータ
ベース化、あわせて作成する選別
技術のデータベースと組み合わ
せ、中間処理技術を体系的に整理
したデータベースを作成する。こ
の 2 つの情報を組み合わせるこ
とで今後の処理対象物と中間処
理技術のマッチングを実施、そし
て回収すべき資源をどの程度回
収できるかという結果の評価ま
でを行う。このような体系的な整
理を通し、我が国の資源循環の高

◎3K153010（研究事業）：容器リサイクル樹脂特性を利用した酸変性樹脂の開発（H27～29 年度）
研究代表者：寺本 好邦（岐阜大学）
本研究では容器リサイクル（容リ）樹脂を原料

リプロピレン（PP）やポリエチレン（PE）等の

に、既存の汎用樹脂製品の 10 倍以上の価値があ

疎水性材料を相容化させる機能性混和剤として、

る酸変性樹脂への利用を提案する。酸変性樹脂は、

フィラー充填プラスチック分野で広く利用され

無機材やセルロース系素材等の親水性材料とポ

ている。本研究では、容リ樹脂をマテリアルリサ
3

イクルする際にはデメリットとなる PP/PE の混

本研究は 4 つの課題（容リ樹脂の酸変性プロセ

在や低分子化の性質を逆手に取り、微細な親水性

スの構築、酸変性容リ樹脂のキャラクタリゼーシ

フィラーに適した相容化剤に変換するために、酸

ョン、酸変性容リ樹脂を用いた複合材の製造プロ

変性樹脂化を実施する。

セスの構築と複合材のキャラクタリゼーション）
で構成されている。

◎3K153011（研究事業）：人とリサイクルシステムのインターフェース「ゴミ箱」の機能性とデザイン効果の分析
（H27～29 年度）
研究代表者：高橋 史武 (東京工業大学)
公共空間、特に観光地ではゴミの散乱・放置が
空間的価値を大きく損なうため、ゴミ箱は一つの
重要な社会インフラである。また、ゴミ箱は人と
リサイクルシステム（処理・処分を含む）とをつ
なぐ重要なインターフェースとも言える。そこで
本研究では、ゴミ箱が持つシステム的機能性およ
びゴミ箱デザインが分別機能性に与える影響を分
析する。そして研究成果をまとめ、ゴミ箱の最適
な設置・管理および効果を設計、評価できる「科
学的なゴミ箱マニュアル」を作成する。本研究は
4 つのテーマ（ゴミ箱の設置状況についての現地
調査、システム的機能性の抽出・整理および定量
化分析、ゴミ箱デザインの分別機能性への効果分
析、科学的なゴミ箱マニュアルの作成）で構成さ
れている。
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◎3K153012（研究事業）：廃 LED 素子からのガリウム化合物の乾式リサイクル技術の開発（H27～29 年度）
研究代表者：明石 孝也（法政大学）
LED は、
「21 世紀を照らす光」として、今や
世界中の注目を集めている。しかし、廃 LED 照
明のリサイクルなしでは、レアメタルのガリウム
枯渇の問題は深刻である。本研究グループは、乾
式法によるガリウム微量含有鉱石からの分離・回
収技術を開発し、PCT 外国特許出願を行ってお
り、この技術を用いた廃 LED 素子からのガリウ
ム化合物の分離・回収法の開発を２つのテーマ
（廃 LED 素子からのガリウム化合物の乾式分
離・回収法の開発、高濃度ガリウム含有化合物か
らの窒化ガリウム結晶の成長）に分けて研究を進
める。乾式でリサイクルすることにより、廃 LED
素子に含まれる樹脂成分を熱源及び還元剤とし
て有効活用することが可能となる。

◎3K152013（研究事業）：リチウムイオン電池の高度リサイクル（H27～28 年度）
研究代表者：阿部 知和（本田技研工業㈱）
本研究は自動車に搭載するリチウムイオン電

本研究は 4 つの技術開発（リチウムイオン電池

池の使用済みの部品や材料を高精度に分離処理

からの電解液回収、リチウムイオン電池の構成部

して、再資源化材料をより高付加価値な製品とす

品分別、セル内構成部品の分離、ニッケル水素電

ることによって経済性の改善を図ることを目的

池へのリサイクル）で構成されている。

としている。現在行われている
焼却法の場合に生じる素材の劣
化がなく、また煩雑で高コスト
なレアメタルの抽出工程等も経
ずにニッケル水素電池に利用で
きる水素吸蔵合金に再資源化す
る。高付加価値な水平リサイク
ルへの取組みによって、リチウ
ムイオン電池を用いる新たな技
術が廃棄時の懸念なく採用され
るプロセスの開発を目標として
いる。
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◎3K153014：新バイオ液体燃料製造プロセスの開発とその持続的社会実装支援システムの構築
（H27～H29 年度）
研究代表者：北川 尚美（東北大学）
今後の自動車開発では、ガソリン車は電気自動

法としての有効性を実証する。また、原料調達や

車や燃料電池車への代替が進み脱ガソリンのシ

余剰熱エネルギーなど、様々な地域条件の中から

ナリオが明確になりつつある。そのため、製造し

特に有効性が増大する鍵となる要素を明らかに

た含水バイオエタノールをそのまま高品質バイ

する。

オディーゼル燃料として利用する新たな技術が
必要とされている。
本研究では、水による活性低下を生じない独自
のイオン交換樹脂触媒法を用い、含水バイオエタ
ノールと廃棄物系油糧バイオマスを原料として
脂肪酸エチルエステル（FAEE）を製造するプロ
セスを確立する。さらに、ライフサイクルアセス
メント（LCA）を導入して、プロセス全体の工程
数やエネルギー負荷を徹底的に削減して経済性
を高めると共に、バイオエタノールの新たな利用

◎3K153015（研究事業）：焼却主灰中の難溶性態セシウムが結晶表面の非晶質相に濃集する機構の解明とその
応用（H27～29 年度）
研究代表者：東條 安匡（北海道大学）
焼却過程において放射性セシウム(Cs)の多く

明らかにする。２）様々な材料（無機系、有機系）

は飛灰に移行するため飛灰の放射能濃度は比較

を用いて、安定 Cs を添加した燃焼実験を実施し、

的高いのに対して、主灰の放射性 Cs 濃度は国の

どの材料において結晶粒子周辺の非晶質への Cs

定めた基準値以下のものが多く、しかも含有され

の取り込みが形成されるのかを明らかにする。３）

る Cs の 9 割以上が難溶性である。この難溶性

可燃性除染廃棄物の処理を想定して、有機系廃棄

Cs の多くは、結晶粒子表面のガラス状非晶質相

物に安定 Cs を添加し、上記の検討から明らかと

に存在している。本研究では、その機構の解明と

なった Cs を特異的に捕捉する無機鉱物を介在さ

応用を目指して、次の３つを検討する。１）Cs

せた燃焼実験を行い、可燃性除染廃棄物の処理へ

を捕捉するガラス状非晶質の元となった結晶を

の本機構の適用可能性を検証する。
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地図１：八ヶ岳登山ルート地図

私が初めて山らしい山に登ったのは中学二年

てからで、最初は厳冬期の八ヶ岳でした。図 1 の

生の時で、夏の富士登山でした。山登りの楽しさ

地図に示した美濃戸口から入山し、行者小屋～赤

に目覚めたのは、大学 4 年で在籍した研究室の仲

岳～横岳～硫黄岳を経由して赤岳鉱泉に下山す

間と一緒に行った八ヶ岳や白馬岳の夏山登山で

るというコースでした。職場の同僚と 3 人で登り

す。本格的な登山は 1973 年（昭和 48 年）に就

ましたが、個人の装備品のほかテントや食料等を

職してからで、これまで 40 年以上も登山を続け

分担したので、リュックの重さは 30kg を超えて

ていることになります。多い時には年に 10 回以

いました。不慣れのこともあって、30 分ほど歩

上ということもありましたが、年平均 5 回として

くと重さで手がしびれ、息切れしそうになり、大

も、かれこれ 200 以上の登山回数になります。

変苦しかったことを覚えています。

本随筆では 3 回に分けて、これまでの登山の思

その時のリーダーは冬山経験が豊富な先輩で

い出を振り返り、記憶に強く残っている山々を中

したが、山岳写真展に応募するため、シャッター

心に、私の経験を紹介したいと思います。第 1 回

チャンスを狙って同じ場所で何時間も動かなく

目は「薄氷を踏む思い」で登った山々です。

なってしまいました。残った我われ二人は、先行
して行者小屋近くのテント場で待つことにしま
した。都合 2 時間余り待つことになったのですが、

１．厳冬期（2 月上旬）の八ヶ岳登山
冬山に登り始めたのは就職して 2 年ほどたっ

この間に雪の吹き溜まりに落ちて首まで雪に埋
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まってしまい、這い出すのに悪戦苦闘しました。
テントを張るころには体の芯まで冷えて頭の中
は真っ白な状態でした。夜の気温は零下 20℃以
下にもなりますので、持参した日本酒が凍ってし
まい、お燗をするのに時間がかかりました。明け
方（午前 4 時過ぎ）の冷え込みは予想以上に厳し
く、予備に持参したものを含めて、靴下を 5 枚重
ねで履いたのですが、指先に針を刺すような痛み
が走り、とても眠れる状態ではありませんでした。
翌日は行者小屋から赤岳山頂に登りました。山
頂までは何とか天気が持ちましたが、横岳を通過
するころから雪が降り始め風が強くなりました。
途中ポリタンクの中で揺れながらも半分凍った

写真：富士山頂にて

水を飲みながら、寒さで硬くなったパンを口の中

目までは順調で、予定よりも早く佐藤小屋に入る

に押し込みました。硫黄岳の取り付きに着くころ

ことができました。小屋の中には毎年正月登山を

には吹雪状態となっており、視界はほとんどあり

しているベテランの方が多数いました。

ません。山頂近くにある岩を掘った避難洞に潜り

夕食後に寛いでいると、突然小屋の中に入って

ましたが、吹雪はやみそうになく、リーダーのお

きた登山者から救助要請がありました。下山中に

尻を見ながら赤岳鉱泉側に下山しました。この時、

道を間違えたためトラバース（山の斜面を横断す

右頬が軽い凍傷にかかりましたが、無事に戻るこ

る）をしたところ、九合目付近で仲間の 1 人が滑

とができました。

落したとのことでした。冬の富士登山で、八合目

後日談として、私の大好きな登山家で、単独行

以上での滑落は死を意味しています。元旦であり、

者として知られている加藤文太郎も 1928 年（昭

時間も夜の 7 時を回っていたことから、救助隊の

和 3 年）に厳冬期の八ヶ岳に登っていたことを知

編成をためらう空気もあったのですが、佐藤小屋

りました（谷 甲州 著、
「単独行者」山と渓谷社）。

の主人にも促され、ベテラン登山客を中心に編成

登山コースは逆でしたが、そこでの経験はほぼ同

が始まりました。私は技量がないので、予備に持

じで、とても共感が持てました。

参した乾電池などを拠出しました。スノーボード
の準備も終わりかけたころ、同じ登山グループの

２．富士山の正月登山

リーダーが入ってきて、七合目付近で遺体を確認

厳冬期の八ヶ岳登山が最初の冬山でしたが、

したので、収容してほしいと更なる要請がありま

1978 年（昭和 53 年）の正月登山が最後の冬山に

した。結局、遺体の収容には 2 時間以上かかりま

なりました。仕事仲間の友人に誘われたことがき

した。遭難したグループの中には女性が一人いま

っかけでしたが、初めてのペアでした。いつも一

した。収容後に小屋に入ってきたのですが、遺体

緒に行っている先輩からは、技量もないし、親を

を見たためか顔面蒼白となり、手もぶるぶると震

泣かすことになるので止めるよう何度も忠告さ

え、靴のひもも解けないほどショックを受けてい

れました。それまでは知らなかったのですが、一

ました。私もこの光景を目の前で目撃したためか、

緒に登ったその友人は時間にルーズで、待ち合わ

その夜はほとんど眠れませんでした。

せ時間に 1 時間以上も遅れて来たため、予定した

翌日は風が強く、登山をためらうような天気で

電車に乗れず、元旦の富士登山は絶望的になりま

した。友人が朝寝坊をしたため、小屋を出たのは

した。山中湖周辺の民宿で一泊した後、気を取り

朝の 7 時を過ぎてしまい、一番最後になりました。

直して富士吉田口の一合目から登山を開始しま

この時、佐藤小屋の主人が心配そうに私の目を覗

した。天気は穏やかで登山日和でしたので、五合
8

き込んだのがとても印象に残っています。八合目

で私の年齢を知っている温泉宿の女主人から決

までは風が強く、朝早く小屋を出たグループの中

して無理をしないこと、ガスがかかって視界が利

には途中で諦めて下山を始めたものもありまし

かない時は引き返すよう繰り返し注意されまし

た。私たちも八合目の小屋を過ぎた辺りで強風に

た。また、登山当日も山頂手前で悪天候のため引

吹き飛ばれそうになったのですが、その後不思議

き返そうとしていた登山者から、特にサイノ河原

なことに風がやんだので、そのまま登山を続けま

付近はガスが出ると道を間違えやすいので注意

した。頂上までの登りは恐怖心も湧かず、順調で

をするように言われました。にもかかわらず、初

した。掲載した写真は頂上で撮影したものです。

めての御岳山登山のために状況がわからず、サイ

下山を始めるとき、単独行の人が同行を希望した

ノ河原付近で道に迷ってしまいました。行きつ、

ため、グループは三人になりました。下りは恐怖

戻りつを 30 分以上も繰り返し、徐々に崖側に近

心もあり、足が蟹股状態であったため、登ってく

づいていきました。急な斜面で足がずり落ちそう

る登山者は滑落に巻き込まれるのを避けるため

になった時、道が違うと判断して、もと来た道を

でしょうか、我われの前で「モーゼの 10 戒」で

戻りました。全くの偶然でしたが、頂上への分岐

紅海が 2 つに分かれるように二手に分かれまし

点付近で別の登山者と出会い、二ノ池小屋が雪渓

たので、思わず苦笑してしまいました。よっぽど

から水を引いている黒いゴム管を見ながら行け

「へっぴり腰」に見えたのでしょうか。風がなか

ば、安全に小屋に着けると言われました。15 分

ったこともあり、無事に五合目の佐藤小屋に戻り

ほど歩いて無事に小屋に着きました。気持ちが動

つきました。その時、主人から御殿場口から登っ

揺していたので、小 1 時間ほど休憩させてもらい

た登山者が強風のため八合目付近で滑落死した

したが、その間は恐怖心から手の震えが止まらな

ことを聞きました。

かったことを今でも覚えています。山頂付近では、

その正月の富士登山から六か月後、私は結婚し

差していた傘が強風で壊れただけでなく、両足の

ました。結婚の際に冬山登山をしないと約束しま

靴底がかかとの部分から半分ほど剥がれてしま

したので、その後は本格的な冬山には登っていま

いました。スリッパを履いているかのように、か

せん。最近では、5 月の連休に 2 回、上高地の徳

かとの部分をパカパカさせながら摺り足で下山

沢園にテントを張って、ピストンで唐沢ヒュッテ

を開始し、噴火の際に最も多くの犠牲者がでた八

を往復したぐらいです。

丁ダルミを通過した後、目的地の田ノ原温泉につ
きました。幸い残った靴底も脱落することなく、

３．夏の御岳山登山

無事に家に戻ることができました。帰宅後すぐに

2014 年 9 月 27 日の噴火により、戦後最悪の火

登山靴を新調したことは言うまでもありません。

山災害となる死者・不明 63 名（現時点で死者は

御嶽山にはリベンジで再度登りたいと思って

59 名）を出した御嶽山の惨劇は、まだ記憶に強

いましたが、噴火のため入山禁止となっています

く残るところです。御嶽山は 3,000m を超える山

ので、当分無理な状態です。活火山の一つである

ですが、とても登りやすいため多くの登山客で賑

浅間山には 2015 年 10 月 11 日に登りました。レ

わっていました。ただ、御嶽山は単独峰であるた

ベル 2 のため火口付近までは近づけませんでし

め風が強い日が多く、特に夏はガスが発生しやい

たが、カラマツの紅葉がとてもきれいで、周辺の

ので、平らな頂上付近で道に迷って滑落死する人

北アルプス、南アルプス、八ヶ岳のほか富士山も

が少なくありません。私の御岳山登山は、2000

見えるほど天気に恵まれました。

年 8 月でした。岐阜県の濁河温泉に 1 泊した後、

次回は、1 日 9 時間前後の歩行を数日間繰り返

小坂口から入山して剣ヶ峰～王滝頂上～田ノ原

した「体力勝負」の登山について紹介したいと思

温泉に下るコースでした（図 2 の地図を参照）。

います。

登山の前日から悪天候が予想されたため、宿帳
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（続く）

地図２：御岳山登山ルート地図

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「AIRIES 随
筆」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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2(月)：環境推進費 アドバイザリーボード（アド）会合に出席

17(火)：環境推進費 H28 新規課題に関する打合せ（環境省）

（奈良）

18(水)：環境推進費 アド会合に出席（東京）

4(水)：環境推進費 現地調査（東広島）,（鳥取）

19(木)：環境推進費 アド会合に出席（つくば）,(札幌)

CO2 対策事業 検討会に出席（東京）

環境推進費 現地調査（仙台）,(熊本)

5(木)：環境推進費 アド会合に出席（東京）

20（金）：環境推進費 アド会合に出席（宮崎）

5(木),6(金)：環境推進費 担当課題シンポジウム及びアド会

22(日)：環境推進費 担当課題のシンポジウムに出席（東京

合に出席（WTC コンファレンスセンター）

農工大学）

環境推進費 アド会合に出席（東京）

24(月)：環境推進費 アド会合に出席（東京）

6(金)：環境推進費 アド会合に出席（東京）

環境推進費 現地調査（山形）

会誌編集委員会を開催

25(水)：第 1 回追跡評価委員会に出席（東京）

9(月)：環境推進費 現地調査（札幌）

25(水),26(木)：CO2 対策事業 検討会に出席（宮古島）

10(火)：環境研究機関連絡会 第 13 回環境研究シンポジウ

26(木)：第 2 回持続的リン使用シンポジウムに参加（早稲田

ムに参加（一橋講堂）

大学井深大記念ホール）

環境推進費 担当課題のシンポジウム及びアド会合に

環境推進費 アド会合に出席（東京）

出席（札幌）

環境推進費 担当課題のワークショップに出席（金沢）

11（水）：日本気象学会 「第 13 回大気科学とその大気質へ

27(金)：環境推進費 担当課題打合せ（環境）

の応用国際会議」に参加（神戸国際会議場）

環境推進費 現地調査（岐阜）

12(木)：CO2 対策事業 検討会に出席（東京）

CO2 対策事業 検討会に出席（東京）

12(木),13(金)：環境推進費 H28 新規課題に関する打合せ

28(土),29(日)：環境推進費 アド会合に出席（奄美大島）

（環境省）
15(日)：日本学術会議 IGBP シンポジウムに参加（政策研究

＊環境推進費：環境研究総合推進費研究管理・検討事業

大学院大学）

CO2 対策事業：CO2 排出削減対策強化誘導型技術開発・

16(月)：環境推進費 現地調査（町田）

実証事業

CO2 対策事業 検討会に出席（千葉）

〒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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