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夏休みも終わり、9 月になってしまいました。西

日本はまだ暑い日が続いていますが、東日本はも

うすでに秋めいてきています。スカッとした夏空

の少なかった、不順な夏でした。8 月中は、夏休み

のような気分でいますが、9 月になるとなんとなく

シャキッとするところが不思議ですね。 

暑い夏の戦いであった衆議院議員選挙が終わり、

大方の予想どおり民主党が大勝し、初めての政権

交代が実現しました。まだ準備段階というところ

ですが、16 日に召集される特別国会での首班指名

とそれに引き続く組閣から本格的な動きが始まり

ます。不安と期待がないまぜになった複雑な気持

ちを持っておられる方も多いのではないかと思い

ます。 

選挙速報で民主党の大勝が明らかになっていた

状況で、いろんなチャンネルを回していたときに、

たまたまテレビ朝日で民主党の岡田幹事長へのイ

ンタビューを見ました。その最初の質問が、「民主

党のマニュフェストで地球温暖化防止の 2020 年

の中期目標を 1990 年比 25％削減とする旨が書か

れているが、同じマニュフェストに（CO2 の排出

を促進する可能性のある）高速料金の無料化とガ

ソリンの暫定税率の廃止がうたわれており、矛盾

しているのではないかと言う方々がいます。どの

ようにお考えですか。」という趣旨の質問でした。

この質問が最初に出てきたのにはちょっと驚きま

したが、岡田幹事長の答えにはとまどいがあり、

残念ながら、明確な答えは得られなかったように

思えます。地球温暖化防止に関心をもっている

方々は同様の懸念を持っていると思いますが、こ

の点についてどのように整合性をとっていくのか、

今後の展開に期待したいと思います。 

私のもう一つの職場のある横浜みなとみらいで

は、「開国博 Y150」で親子連れがどっと繰り出し

てにぎやかでしたが、夏休みの終了とともに、静

かになってきています。開国博は 23 日までなので

すが…。人出にどれだけの影響があったのかはわ

かりませんが、夏休みの真っ盛りに責任者の中田

市長が辞任するというハプニングがあり、水をか

けられた格好でした。 

さて、協会の業務は順調に進んでいます。地球

温暖化対策技術開発事業等の二次募集が行われ、

その新規採択事業の選定などを行う委員会が 9 月

に開催されますので、資料作成などの準備作業を

行っています。また、「平成 21 年度感覚環境設計

に係る調査業務」が総合評価方式で公示されまし

た。感覚環境の見える化や表彰の検討、静岡での

フォーラムの開催などが柱です。昨年度に確保し

た業務ですので、今年度も引き続き確保できるよ

うに努力したいと思います。 

今後とも、ご指導・ご支援のほど、よろしくお

願いします。 
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環境省地球環境研究総合推進費のプログラム

オフィサーとして 3 年 8 ヵ月あまり勤務した国

際環境研究協会を 3 月に退職し、4 月からは 3

ヶ所の私立大学で非常勤講師を掛け持ちすると

いう生活をしています。そのうちの一つは退職

前から毎週土曜日に通っている大学で、１年生

を対象とした物理学の講義を受け持っています。

私の専門は化学なので、頼まれたときには躊躇

もあったのですが、担当するのはごく初等的な

部分だからということで引き受け、今年で 3 年

目になります。 

4 月、まず講義開始の前に私がやるのは、アン

ケートで、高等学校で物理を履修した学生、し

なかった学生の割合を調べ、また授業に対する

要望などあったら書いてもらうことです。最初

はちょっと意外に感じたのですが、高校で物理

を選択していない学生の割合は 50 ％ に近く、

これは毎年変わりません。また、物理既習でも

「苦手だったので易しく教えてください」とい

った類の要望を書く学生が 30～40 ％くらいは

必ずいます。そこで私の講義は、「物理学は難し

い」という先入観を捨ててもらおうという努力

から始まります。以下、L（Lecturer）と記した

のが私のセリフです。 

 

L： みなさん、物理学は難しい、と思ってい

る人が多いようですが、そんなことはありませ

ん。物理学の「理」というのは、訓読みすれば

「ことわり」、つまりものごとの成り行きを決め

る法則のことです。物理学の他に、○理学とい

うのはたくさんありますね。例えば、生理学、

地理学、水理学、病理学、薬理学、文科系でも

論理学、倫理学、心理学などなど・・・。 

○理学というのがたくさん出ましたけど、こ

の中で一番易しいのが物理学です。なぜかとい

うと、じっくりと落ち着いて考えれば必ず理解

できるからです。一番難しいのは…、多分心理

学じゃないかな‥。これは、考えれば理解でき

るというわけにゆかない、得体の知れない神秘

的なところがありますけど、物理学はそんなこ

とはなく明快そのものです。「物理」は「心理」

なんかにくらべればはるかに易しいのですから、

「難しい」と決めてかからないで、基本から一

歩一歩自分の頭でよく考える習慣を身につけて

ください。 

 

学生たちの反応はというと、「ほんとにそうか

なー」という半信半疑の表情が大部分です。 

というわけで、ごく入門的な教科書を使い、

古典力学の入り口の部分に１年かけるというゆ

っくりとしたペースで講義を進めています。こ

れまで 2 年と半期やってみて思い知らされたこ

とは、どんな初歩的な内容であろうと、毎回の

講義でほとんど必ず新たな学びがあるというこ

と。言い換えれば、私自身が学生時代、いかに

多くのことを無知のまま残してきたかというこ

とです。ここで紹介するのは「教養程度の物理

なら全部解っている」などという考えはとんで

もないと痛感させられた、いささか恐ろしい経

験の一つです。 

大抵の力学の教科書がそうであるように、私

もまずニュートンの法則を説明し、次いで、い

ろいろな形の力が物体に働いたときどのような

運動をするかを考える、という型どおりの進め

方をして、摩擦力を取り上げました。その講義

の後で、一人の学生が質問にやってきました。

以下、 S（Student）が学生です。 

 

S： 先生、自動車を走らせる力はエンジンの

力なんでしょうか？ 

L： もちろんそうだと思いますよ。 

S： ちょっと違うような気もするのですが…。 
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簡単に考えて、自動車に対する運動方程式を

ニュートンの法則に従って 

F ＝ ma              (1) 

と書いたとき、F は自動車の外から働く力で

はないでしょうか。それと多分関係があると

思うのですが、いくら強力なエンジンを載せ

た車でも氷の上は走れませんよね。 

L：うーん…、君の言うことは正しい。車を走ら

せる直接的な力はタイヤと道路の間の摩擦力

ですね。タイヤの接地面で摩擦力は前向きに

働き、これが式 (1) の F になるのです。 

S： 摩擦力というと運動を妨げるものと考えて

しまうけど、推進力になる場合もあるんです

ね。だけど、ブレーキを踏んで車を止めると

き、加速度 a は負ですから、式 (1) の F も

負になりますよね。これも摩擦力ですか？ 

L： そのとおりです。先ほどの例で言えば、氷

の上でブレーキをかけても車は止まらない、

ということからもわかるでしょう。 

S： 車を走らせるのも摩擦力、止めるのも摩擦

力…。つまり、車が加速しているときには摩

擦力は前向き、減速しているときには後ろ向

きなんですね。不思議だなあ、どうして摩擦

力はそんなふうに正反対の方向に都合よくス

イッチするのですか？先生、そのメカニズム

を教えてください！ 

L： えーと、それはですね…。えーと、どう考

えたらいいんだろう…。えーと、そんなこと

これまで考えたこともなかったな。答えは来

週までの宿題にさせてください（気づくと汗

びっしょりでした）。 

 

さてそれから、帰りの電車の中、次いで翌日

曜日も一日中考えたのですが明快な答が頭に浮

かんできません。手元にあった物理の本を何冊

かめくってみても、こんな問題は扱われていま

せん。焦り気味になって勤め帰りに書店に立ち

寄り、探すこと１時間あまり。答えが見つかっ

たのは物理学関係ではなく、自動車工学の書架

でした。 

それによると、自動車が加速しているときに

は、わずかな差であるが、タイヤ外周が転がる

距離＞車の進行距離、となる。すなわち、接地

点で見ているとタイヤは後ろ向きにスリップし

ていて、それによって前向きの摩擦力を生ずる。

ブレーキをかけて減速するときには、これとは

全く逆のことが起こって、後ろ向きの滑り摩擦

力が働く、ということなのです。言われてみれ

ば当たり前とも思えますが、質問に来た学生の

ような素朴な疑問をスキップして、「車輪なんか

ただ転がっているだけ」と考えていた私は盲点

を突かれてすぐに答えが出なかったのでした。 

ついでに得た知識をちょっとご紹介すると、 

自動車の速度を V、車輪の半径を R、角速度

を ω として 

s ＝ (V － Rω)／V         (2) 

をスリップ率というのだそうです。加速時は 

s ＜ 0、減速時には s ＞ 0 で、摩擦力 F は s

と逆符号になります。 s と F の関係はタイヤ

や路面の状態に依存するので単純ではないので

すが、加速・減速いずれの場合も、ある s の値

で |F| が最大になるので、そのような条件で運

転すれば、効率よく加速できるし、制動距離を

小さくすることもできるというわけです。 

最近の高級車では s が最適値をとるように

自動的にエンジンのトルクを調節する機能を備

えたものもあるらしいのですが、私のように並

の車では運転技術でカバーするしかありません。

しかし、具体的にはどうすればよいのか、残念

ながら私が見た本は教えてくれませんでした。

どなたかご教示くだされば大変ありがたく思い

ます。 

以上、文字通り汗顔の一幕でしたが、この種

のことはこれから先もあるだろうと思うと戦々

恐々という感じもしますし、また思いがけない

学び・理解の深まりがあるかもしれない、と楽

しみな気もしています。 
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環境省では、地球環境保全政策を科学的側面から

支援することを目的として、競争的研究資金である

地球環境研究総合推進費（以下「推進費」という）

による研究を推進しています。本コーナーでは、当

協会が環境省より研究管理業務を委託されている、

推進費及びその新規課題について報告します。 

推進費は、表１に示す 4 つの研究分野において、

公募により大学や研究機関から研究課題の提案を受

け、審査によって選定する競争的研究資金です。4

つの各分野はそれぞれ第１～第４の研究分科会が担

当して新規課題の採択、研究の進捗状況の把握、中

間及び事後評価等を実施しています（詳細は推進費

HP､ http://www.env.go.jp/earth/suishinhi/を参照）。 

 

 

 表１ 地球環境研究総合推進費の研究分野 

担当分科会 研究分野名 内　　容

第１研究分科会 全球システム変動
オゾン層の破壊、地球の温暖化、全球
規模の水循環等の研究

第２研究分科会
越境汚染（大気・陸域・海域・
国際河川）

「大気」、「陸域」、「海域」、「国際河川」
等を通じた越境汚染の研究

第３研究分科会 広域的な生態系保全・再生
生物多様性の減少、熱帯林、砂漠化等
に関する研究

第４研究分科会 持続可能な社会・政策研究
地球環境保全に係わる｢環境｣と｢経済｣
と｢社会｣の統合的向上に関する研究

 

また、研究体制と資金規模、期間の違いによって 

(1)戦略的研究開発領域、(2)地球環境問題対応型研究

領域、(3)革新型研究領域の 3 種類の研究区分があり

ます。(2)は地球環境問題の解決に資する研究課題、

(3)は新規性・独創性・革新性に重点を置いた若手研

究者向けの研究課題です。ともに、研究者から応募

のあった研究課題の中から、学識研究者等による審

査をもとに選定します。 

一方、(1)は、わが国が国際的に先駆け、若しくは

国際的な情勢を踏まえて、特に先導的に重点化して

進めるべき大規模な研究プロジェクト、又は個別研

究の統合化・シナリオ化を行うことによって、わが

国が先導的な成果を上げることが期待される大規模

な研究プロジェクトの区分です。研究概要（研究テ

ーマや研究内容の基本的な構成、研究プロジェクト

リーダー等）は環境省が設定し、その上で、研究プ

ロジェクトを構成する具体的な研究内容や研究参画

者を公募し、学識経験者等による審査をもとに研究

課題詳細を決定しています。 

平成 21 年度の大きな特徴は、(1)戦略的研究開発

領域として、新規に次の 2 つのプロジェクト（S-6、

S-7 と呼ぶ）を開始したことです。 

・S-6：アジア低炭素社会に向けた中長期的政策オ

プションの立案・予測・評価手法の開発とその普

及に関する総合的研究 

・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 

本協会ニュースでは今月より、地球環境研究総合

推進費の各分野とそこで採択された新規課題につい
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て掲載しますが、今回は本年度開始した、この 2 つ

の戦略的研究開発領域プロジェクトについて紹介し

ます。S-6 は第１研究分科会、S-7 は第 2 研究分科

会が担当します。 

ここでの記述は、環境省の地球環境研究総合推進

費ホームページの中の「平成 21 年度新規採択課題

の概要」（http://www.env.go.jp/earth/suishinhi/）を

もとに作成しています。なお、各分科会の地球環境

問題対応型研究領域と革新型研究領域については次

回以後に紹介します。 

◎S-6：アジア低炭素社会に向けた中長期的政策オプションの立案・予測・評価手法の開発とその普及に関する 

総合的研究 

研究代表者： (独)国立環境研究所 地球環境研究センター  甲斐沼 美紀子   

（研究期間：第 1期 H21～23年度、中間評価後の審査を通れば第 2期 H24～25年度） 

 

2008年7月に開催されたG8北海道洞爺湖サミッ

トでは、2050 年までに世界全体の温室効果ガス排出

量を少なくとも 50％削減するとの目標を、世界全体

の目標として採用することを求めるとの認識で一致

した。しかしながら、2050 年までに世界の温室効果

ガス排出の半減という目標を実現するためには、

2050 年に、世界人口の半分以上、温室効果ガス排出

量の半分以上のシェアを占めると言われているアジ

ア地域において低炭素社会を実現する方策を検討す

ることが不可欠と考えられる。 

 

温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量

アジア地域の
政策パッケージ

アジア低炭素社会シナリオの開発
①低炭素社会に向けた叙述シナリオの開発
②低炭素社会ビジョンの定量化
③バックキャスティングによる対策・政策の同定

バックキャスティング

途上国

アジアの多様性

低炭素社会

先進国

アジアの低炭素発展の
可能性

社会・経済、エネルギー、
資源、地域特性、文化・
ライフスタイル等の動向
分析

国際交渉・途上国の
制度設計

低炭素社会実現のた
めの国際交渉、地域
レジーム等の制度設
計検討

資源消費からみた低炭
素化
・社会基盤整備に伴う
資源・エネルギー需
要の解明と低減策

• ・資源生産性向上・資
源循環推進による低
炭素化

低炭素交通シ
ステム
• 低炭素都市
構築を支え
る交通

• 交通システ
ム整備のデ
ザイン

• アジア低炭素社会実現に向けた施
策立案の支援

• 具体的な削減の可能性を示すこと
による国際交渉支援

• 国際的支援枠組みの提案
• アジア研究協力体制の確立

 

図 1 研究のフロー図 
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本プロジェクトでは、アジア地域において、先進

国が歩んできたエネルギー・資源浪費型発展パスを

繰り返すのではなく、経済発展により生活レベルを

向上させながらも、低炭素排出、低資源消費の社会

に移行する方策について検討し、その発展パスを描

くことを目的とする。そのため、多様なアジアの低

炭素発展の可能性、アジア地域における包括的な気

候変動レジームの検討、持続可能な資源管理研究、

低炭素交通システム研究を行うことにより、全体像

を把握できるアジア低炭素社会シナリオを開発する。 

本プロジェクトによる低炭素社会シナリオや道筋

の同定は、アジアとの研究者とのネットワークを通

じて、アジア低炭素社会実現に向けた施策立案に貢

献するとともに、具体的な削減の可能性を示すこと

により、国際交渉への支援が期待されている。研究

のフローを図１に示す。 

本研究課題のサブテーマは次の 5 つ。 

(1)アジアを対象とした低炭素社会実現のための

シナリオ開発（(独)国立環境研究所、京都大学、

みずほ情報総研、日本エネルギー経済研究所）   

(2)アジア地域の低炭素型発展可能性とその評価

のための基礎分析調査研究（(財)地球環境戦略

研究機関、広島大学） 

(3)低炭素アジア実現へ向けた中長期国際・国内制

度設計オプションとその形成過程の研究（東京

工業大学、(独)国立環境研究所、国際大学） 

(4)経済発展に伴う資源消費増大に起因する温室

効果ガス排出の抑制に関する研究（(独)国立環

境研究所、みずほ情報総研、東京大学、名古屋

大学）  

(5)アジアにおける低炭素交通システム実現方策

に関する研究（名古屋大学、日本大学、東京工

業大学、横浜国立大学） 

 

 

    

◎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 

研究代表者：(財)日本環境衛生センター 酸性雨研究センター  秋元 肇 

（研究期間：第 1期 H21～23年度、中間評価後の審査を通れば第 2期 H24～25年度） 

 

近年、経済発展が著しい東アジア地域において

はエネルギー需要が急増し、オゾン・エアロゾル

の前駆体物質である窒素酸化物、揮発性有機化合

物等、さらには二酸化炭素等の温室効果ガスの排

出量が急増している。このことが、オゾン・エア

ロゾルのわが国への越境輸送、半球規模でのバッ

クグラウンド汚染の増加に加え、地球規模での温

室効果ガスの増大に寄与していると考えられて

いる。 

このような問題に対処するためには、これらの

大気汚染物質や温室効果ガスの削減対策を個別に

実行するのではなく、東アジア地域の大気環境へ

の負荷を科学的な見地から総合的かつ定量的に評

価し、大気汚染物質及び温室効果ガスの効果的か

つ効率的な削減対策を実施するという戦略的な対

応が必要である。大気汚染対策の観点からの燃焼

効率の改善等は、二酸化炭素の削減につながり、

大気汚染対策と地球温暖化対策を同時に進めてい 

く、共便益（コベネフィット）の観点から極めて重

要である。また大気汚染物質削減による温暖化・気

候変動への影響評価もコベネフィット施策を進める

上での科学的ベースとして重要である。 

本研究では、わが国におけるオゾン・エアロゾル

汚染に関して、東アジア広域汚染及び半球規模汚染

からの長距離輸送による寄与を定量化するとともに、

さらに科学的知見をベースに越境大気汚染及び地球

温暖化防止に効果的なコベネフィットを考慮した東

アジア地域の大気汚染物質削減シナリオを開発し、

その実現への国際的な合意形成に向けた道筋につい

て研究を行う。研究フローは図 2 の通り。 

本研究は 3 つの公募対象領域について、プロジェ

クト構成研究課題（テーマ）を設定し、それぞれに

サブテーマを配置して、各機関・課題担当者は分担

課題を相互に関連させながら研究を推進することと

した。 

 (1)数値モデルと観測を総合した東アジア・半球規
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模のオゾン・エアロゾル汚染に関する研究（(独)

海洋研究開発機構、(独)国立環境研究所、名古屋

大学） 

(2)東アジアにおける排出インベントリの高精度化

と大気汚染物質削減シナリオの策定（(独)国立環

境研究所） 

(3)東アジアの大気汚染対策促進に向けた国際枠組

とコベネフィットアプローチに関する研究（金沢

大学、(財)地球環境戦略研究機関、(財)日本環境

衛生センター、東京工業大学、東北大学） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

温暖化対策との共便益を考慮した広域大気汚染対策を目指して 

テーマ１：数値モデルと観測を総合したオゾ

ン・エアロゾル汚染の解明 

テーマ２：大気汚染物質の排出 

インベントリーの高精度化と大気汚染

物質削減シナリオの策定 
 ＊ 排出源や排出量などの情報を一

覧にしたもの。 

 

テーマ３：東アジアの大気汚染対策促

進に向けた国際枠組とコベネフィットア

プローチに関する研究 

広域大気汚染に関する科学的知見の国際的な

共有が問題解決への第１歩 

大気汚染物質の削減シナリオへ向けて

排出実態の把握が必要 

 

 

温暖化との同時対策を考慮した越境大

気汚染対策の国際的枠組みの検討 

 

地上観測・衛星観測・化学輸送モデルを総合した越境大気汚染と温暖化物質削減効果の解析 

 

 

図 2 研究のフロー図 
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最新刊 

最新刊 

→在庫なし 

→在庫なし 

→残りわずか 

 

 

当協会では自主事業として和文会誌「地球環境」

及び英文会誌「Global Environmental Research」

を年２冊ずつ刊行しており、会誌特集号のテーマ

は協会内に設置されている編集委員会で検討され

ています。編集委員会は、樋口広芳東京大学大学

院教授を編集委員長とし、大学教授、研究者等 10

名から構成され、特集テーマごとに担当編集委員

が置かれ、執筆者や査読者等が決定されます。 

会誌は発行後直ちに、協会会員をはじめ、国立

国会図書館、大学図書館、各省庁研究所、地方環

境研究所、特殊法人、大使館、NGO 等約 550 箇所

に、英文誌はさらに海外の国際的研究計画事務局、

国際研究機関関係者等約 170 箇所を加え、約 700

箇所に配布しています。 

Vol.10 から最新号までの和文誌及び英文誌のバ

ックナンバーは以下の通りです。余部のあるバッ

クナンバーにつきましては、一冊 2,000 円（送料

別）で配布しております。ご入用の方は当協会ま

でご連絡下さい。なお、当協会ホームページから

もご覧になれます

（http//www.airies.or.j/publication/index.html）。   

今後も環境問題を色々な角度から取り上げてい

きますので、是非ともご高覧下さい。 

 

 

 

最近のバックナンバー 

 

和文誌「地球環境」 

 Vol.14 No.1 小笠原における外来種対策とその生態系影響      

Vol.13 No.2 水銀汚染と地球環境 

Vol.13 No.1 日本における世界自然遺産への取り組み：研究・教育と実践 

Vol.12 No.2 低炭素社会のビジョンと実現シナリオ 

Vol.12 No.1 自然再生の理念と実践－湿地生態系を事例として 

Vol.11 No.2 干潟特集 

Vol.11 No.1 温暖化影響特集 

 

英文誌“Global Environmental Research” 

Vol.13 No.1 New Horizons in Global Environmental Research: Biometeorological Aspects 

Vol.12 No.2 Ecotourism and Global Change 

Vol.12 No.1 Emerging Threats Posed by Infectious Diseases Transmitted from Wildlife 

Vol.11 No.2 Principles and Practice of Ecological Restoration - the Case of Eurasian Wetlands 

Vol.11 No.1 Weather Forecasting for Health and Society 

Vol.10 No.2 Global Warming and Its Impacts 

Vol.10 No.1 Mountain Environments and Human Activities 

 

＊これより以前のものに関しましては、当協会ホームページをご覧下さい。 
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ASSOCIATION OF INTERNATIONAL RESEARCH INITIATIVES FOR 

ENVIRONMENTAL STUDIES 

 

  

 

 

 

 

 

8/3(月)：地球推進費第 2 研究分科会への出席および開

催支援 

8/5(水)：地球推進費第４研究分科会への出席および開

催支援 

8/6(木)：地球推進費担当課題のアドバイザリーボード

会合に出席（東京） 

8/7(金)：地球推進費第３研究分科会への出席および開

催支援 

     地球推進費担当課題のアドバイザリーボー

ド会合に出席（つくば） 

8/11(火)：廃棄物処理等科学研究費委員会に出席 

8/18(火)：地球推進費担当課題のアドバイザリーボード

会合に出席(東京) 

8/18(火),19（水）：エアロゾル学会に出席(岡山) 

8/21(金)：総合科学技術会議に出席 

8/25(火): 日本分析化学会に出席 

8/26(水)：総合科学技術会議 PD 会議に出席 

8/27(木)：CCSR シンポジウムに参加（東京） 

 

* 地球推進費：地球環境研究総合推進費 

技術推進費：環境研究・技術開発推進費 

  

 

 

〒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) 

  


