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今年の夏は、本当に長かったですね。7 月中旬に

のアクセスと利益配分（ABS）に関する国際的な枠

突然に猛暑になって、9 月の秋分の日まで 2 ヶ月間

組みの策定ですが、報道によれば、どちらも先進国

も猛暑が続き、各地で暑さの記録を更新しました。

と途上国の対立で合意が難航しているようですね。

「暑さ寒さも彼岸まで」という格言がピッタリとは

もう残された時間は少ないので、その合意に向けた

まった秋分の日からは、今度は突然 10 月、11 月の

調整が大変ですが、ぎりぎりの合意を目指していた

気温になってしまい、台風の接近・上陸も少なかっ

だきたいものです。

たですので、9 月が飛んでしまったような感じがし

さて、協会の業務は順調に進んでいます。10 月

ます。そのせいでしょうか、9 月はあっという間に

初旬には「平成 23 年度環境研究総合推進費」の公

過ぎた感じです。

募が開始される予定です。平成 23 年度からは、
「循

猛暑が続いたので、どのお宅でも冷房を使い続け

環型社会形成推進科学研究費補助金」もこの推進費

て、9 月分（8 月中旬から 9 月中旬）の電気代は昨

に統合されますので、全体予算の規模はかなり大き

年を大幅に上回ったのではないかと想像します。と

なものとなります。11 月の中旬が応募の締め切り

ころが、わが家の電気代は、何と昨年比で約 10％

予定ですので、11 月からは推進費の支援業務の後

減少しました。エアコン、冷蔵庫の買い替えに加え

半戦に入ります。

て、8 月にテレビもブラウン管テレビから省エネ型

「地球温暖化対策技術開発等事業」では、新規に

の液晶テレビに買い替えましたので、それらの省エ

パンフレットづくりを行っています。各地域でも手

ネ効果と、冷凍庫を停止した効果で、エアコンの使

軽に配ってもらえるように見開き 8 ページの概要

用が増加したにもかかわらず、10％もの削減になっ

パンフレットになります。この事業の公募は年明け

たということでしょう。

ですが、事前広報を行うために 10 月中の完成をめ

一方、9 月分のガス使用量は、8 月分に引き続き、

ざしています。

前年比約 37％減となっています。ガス給湯器の買

9 月上旬に「平成 22 年度良好な感覚環境形成の

い替えの効果に加えて、気温が高かったために水温

ためのまちづくり推進に関する業務」の総合評価入

が高かったことや給湯温度を上げないで済んだこ

札があり、昨年度に引き続き確保することができま

とが要因として考えられます。

した。業務の内容は、「一度は訪れたい

五感で楽

エネルギー使用量は、どうしても毎年の夏の暑さ

しむまち大賞」と「五感で楽しむまち写真大賞」の

や冬の寒さの変化に影響されてしまいます。わが家

公募、審査（前者は主として環境検定合格者による

の電気とガスの使用量が今後どのようになってい

ウェブ投票。後者は審査委員による審査）、表彰に

くか、機会を見てご報告したいと思います。

関する業務と感覚環境のフォーラムの開催業務で

さて、10 月には生物多様性条約の第 10 回締約国

す。10 月中旬に大賞の公募を開始できるよう準備

会議が名古屋で開催されます。ご承知のように、主

を進めているところです。

な議題は 2010 年目標の達成状況の検証と新たな目

引き続き、みなさまのご指導・ご支援のほど、よ

標（ポスト 2010 年目標）の策定および遺伝資源へ

ろしくお願いいたします。
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デイゴヒメコバチ（写真 1）は、すでに述べた

録された薬剤が 2 種類あった。実は、この薬剤の

ように、アフリカから最近世界中に広がった害虫

登録というのは大変な手間がかかるため、新たに

である。そう、最も自然が豊かな多様性が高い地

害虫が出た場合に、使用できる薬剤がない場合が

域から来た困ったお客さんというわけである。不

多いのであるが、沖縄県森林資源研究センターの

思議なことにこのハチは、同じグループには虫こ

Ki さんらの努力により、例外的にすぐに登録を

ぶを作るような害虫はおらず、むしろ、虫こぶ害

済ますことができたものである。なかでも、木の

虫に寄生する者がほとんどなのである。元々は、

幹に薬剤を注入する樹幹注入剤は、周辺に薬剤が

虫こぶを作る他の虫に寄生していたものに違い

拡散せず、効果も半年以上続くことから、当面は

ないが、どういう経緯かは不明だが、寄生者から

その薬剤による防除しかないことが分かった。
問題は経費である。そこで、竹富島のデイゴを

虫こぶ害虫に転換したのであろう。

救う実行委員会が結成され、3 月 14 日には、私
も招かれてミニシンポジウムと決起集会が開催
され、募金活動が始まった。とりあえず、薬剤会
社に薬剤を無償提供してもらい、防除試験という
名目で桟橋からのメイン道路の並木だけでも防
除することにした。これが契機となり、やはり全
島一斉にやるべしということになり、島中のデイ
ゴ 156 本全てに薬剤を注入することになった。し
かし、募金といってもすぐに資金は集まらない。
5 月には防除を実施する必要があることから、ま
写真１：デイゴヒメコバチ（♂）（喜友名朝次氏

ずは、公民館の基金から 200 万円を超える借金を

撮影）

して実施した。竹富島の人口は 300 人程度なので、
これは大変な負担であることが分かる。しかも、

このような、外国から進入した虫こぶをつくる
害虫は、これまでにも我国で出たことがある。例

今後は毎年かかる経費なのである。しかし、島の

えば、クリの大害虫クリタマバチがそうである。

人たちは一旦動き出したら強いもので、7 月にエ

これも、中国から渡ってきた害虫であり、天敵が

イドコンサートを開いて経費を稼いだり、全国に

いないためにクリ農家に大被害を与えた。現在で

も募金を呼びかけることになった。竹富は芸能の

は、やはり中国からやってきた天敵、チュウゴク

島だけあって、多くの芸能人を輩出している。こ

オナガコバチのおかげで、すっかりなりを潜めた。

うして全島防除は実施されたのである。

このことからも、アフリカからデイゴヒメコバチ

今回は、防除効果の確認を兼ねて、7 月のエイ

の天敵がやってきてくれることが最も望ましい

ドコンサートに時期を合わせて竹富島を訪れた

のであるが、そう簡単にはいかないであろう。

というわけである。まずは、問題の「世持ち御嶽」

話を竹富島に戻そう。K さんの相談を受けて調

に案内してもらう。葉が少ない樹が、まだ１本は

べたところ、幸いデイゴヒメコバチの防除用に登

あるものの、ほとんどの樹は元気に葉を広げてお
り、虫こぶもそれほど目立たなくなっている。防
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えることにある（写真 2）。場合によっては、2
回目の注入も考えなくてはならない。
薬剤の効果を見ながら、デイゴを見て歩いてい
ると、地面に棒をつきさしたようなものがある。
なんだろうと近づいてみたら、なんとデイゴの挿
し木であった。挿し木といっても。デイゴの太い
枝を 1m ほどに切って、ただ地面に埋めたもので
ある。K さんの話では、これで充分芽が吹いて根
も広がり、1 本のデイゴに育つそうである。これ
ほどしぶといデイゴをあっという間に枯らして

写真２：デイゴヒメコバチにより虫こぶだらけ

しまうのだから、デイゴヒメコバチの恐ろしさは

となったデイゴ

推して知るべしである。

除試験を行った桟橋までの街路樹では、特に剪定

エイドコンサートも無事おわり、デイゴの復活

してから防除したものに顕著な効果が認められ

を祈りつつ興奮のさめやらぬ竹富を後にした。そ

た。この分なら、来年は花が咲くかも知れない。

の後 K さんからの便りでは、200 万円の借金は無

しかし、問題はデイゴは次々に葉を開き続けるた

事に返せたそうである。
（おわり）

め、薬剤の効果がなくなると、すぐに虫こぶが増

写真 3：樹幹注入剤により、蘇ったデイゴ（左が薬剤使用前の 2 月、右が使用後 7 月）

平成 23 年度 環境研究総合推進費及び循環型社会形成推進科学研究費補助金における
新規課題公募のお知らせ
「環境最前線」にてご紹介をしている、環境研究総合推進費及び循環型社会形成推進科学研究費補助
金の新規課題の公募が、10 月初旬より開始されます（締切は 11 月中旬予定）。
公募要項、応募様式等の詳細につきましては、下記、環境省ホームページをご覧下さい。
環境省 環境研究総合推進費 HP （http://www.env.go.jp/earth/suishinhi/koubo/index.html）
環境省 循環型社会形成推進科学研究費補助金 HP
（http://www.env.go.jp/recycle/waste_tech/kagaku/h23/kobo/index.html）
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前号（協会ニュース 171 号）に引き続き、環境

報告では、問題対応型研究全 8 課題のうち、残り

研究総合推進費の第 2 研究分科会の平成 22 年度

4 課題を取り上げました（表１参照）
。

新規採択研究課題の概要について報告します。本
表１：第 2 研究分科会で実施中の新規採択課題(H22 年度)
研究区分

課題番号

課題名

研究代表者
(所属機関）

期間

備考

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

紹介済

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

紹介済

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

紹介済

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

紹介済

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

革新

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-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

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

◎B-1005：環境基準項目の無機物をターゲットとした現場判定用高感度ナノ薄膜試験紙の開発
研究代表者：長岡技術科学大学

高橋 由紀子

［研究の趣旨・概要］
近年環境への関心は高くなっていますが、基準

定できる”イオン検出用の高感度ナノ薄膜試験紙

値が非常に低く機器分析頼りで、現場ですぐに結

を開発します。有機比色試薬のナノ粒子から成る

果が分からない、分析料金が高い等の問題があり、

厚さ数百ナノメートルの薄膜が高感度化の鍵を握

環境分析は限られた範囲に止まっています。環境

っており、既存のイオン試験紙の 1,000 倍以上の

分析をより身近なものとするために“だれでも、

感度をもつものが作製可能です。事業所での日常

その場で、迅速に、基準値を超えているか否か判

的な排水管理、汚染土壌調査、農産物等の大量ス
4

③ 機器分析を用いた試験紙のクロスチェック 1

クリーニング、発展途上国での水質管理、学校用

（産業技術総合研究所）

教材などへの利用が期待できます。

④ 妨害イオンの影響および実サンプルへの適用
(長岡技術科学大学)

[研究項目及び実施体制]
① 膜の作製条件の最適化

⑤ 機器分析を用いた試験紙のクロスチェック 2

(長岡技術科学大学)

② ターゲットとの反応条件の最適化

(長岡技術

（産業技術総合研究所）

科学大学)

図１：研究のフロー図と目標（B-1005）

◎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
研究代表者：東京工業大学 藤井 正明
な評価は急務である。

［研究の趣旨・概要］
中国など東アジアの経済発展により大気汚染物

本研究は最先端の単一微粒子内部構造解析装置

質の放出量も急増し、大陸から日本への越境大気

を越境微粒子に適用し、内部の化学成分分布を画

汚染が懸念されている。特に微小粒子状物質

像化する。中心には発生源、周辺は浮遊中の成分

PM2.5 は長距離浮遊するため、越境汚染の高精度

が分布する事などを利用し粒子の起源を区別する。
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これを従来型の観測法と連動させ、越境汚染微粒

* SIMS(Secondary Ionization Mass Spectro-

子の起源・履歴解明の高精度な新手法を開発する。

meter : 二次イオン質量分析計)
② FIB**-SIMS による無機物履歴解析 (工学院大

越境汚染微粒子の起源・履歴推定の高精度化は、

学)

国内起源と越境起源の正確な評価と適切な環境基

** FIB(Focused Ion Beam : 集束イオンビーム)

準の策定に寄与し、越境汚染解決に向け東アジア
各国の共通認識向上へ貢献できる。

③ エアロゾル質量分析計を用いたバルク連続観
測 ((独)国立環境研究所)

[研究項目及び実施体制]

④ 有機エアロゾル・エアロゾル金属成分の観測

① レーザーイオン化 SIMS*による有機物履歴解

(東京農工大学)

析 (東京工業大学)

⑤ エアロゾル前駆体の連続観測 (大阪府立大学)

図 2：研究の概要図（B-1006）

◎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
研究代表者：愛媛大学 磯辺 篤彦
ゴミ輸送やゴミを介した化学汚染物質輸送のフロ

［研究の趣旨・概要］
本研究では、複数海岸に設置したウェブカメラ

ーマップ、すなわち発生量・移動量・漂着量の分

画像を解析してゴミ漂着量の時系列データに変換

布図を作製する。また、地域住民と地域行政、そ

する。加えて、海流や漂流物のコンピュータ・シ

して NPO や研究者が参加するサイエンスカフェ

ミュレーション、さらには海岸漂着ゴミに含有・

にて、研究成果を地域住民と行政に還元するとと

吸着した化学汚染物質(有害重金属や残留性有機汚

もに、継続的な海ゴミ調査・清掃活動体制の構築

染物質[POPs])の分析調査を行う。これらによって、

を図る。

東アジアにおける、発生源から漂着海岸までの海
6

媛大学)

[研究項目及び実施体制]

③海ゴミリスクの低減に向けた環境教育スキーム

①数値モデルとウェブカメラ網による海ゴミ輸送

の構築(九州大学)

量解析(国土技術政策総合研究所)
②海ゴミを介した化学汚染物質輸送の定量評価(愛

図 3 研究の概念図（B-1007）

◎B-1008：山岳を観測タワーとした大気中水銀の長距離輸送に係わる計測・動態・制御に関する研究
研究代表者：滋賀県立大学 永淵 修
やすく、効果的なサンプリングが可能な山岳地等

［研究の趣旨・概要］
近年、UNEP は水銀の越境移動や極地における

において実施するものである。これら詳細な観測

水銀の沈着、高地における大気中水銀濃度などに

データからマルチメディアモデルを開発し、移

関する研究を促している。しかし、日本は山岳部

流・沈着について解析し、将来予測から影響評価

や遠隔地での水銀に関するモニタリングをほとん

へと進展し、地球環境行政に貢献する。その結果

ど実施していない。本研究では、大気中の水銀な

は、2013 年までに水銀の排出削減条約を制定する

らびに降水中の水銀の簡便なサンプリング法と分

ことへの科学的根拠を提供する。

析手法を開発し、それらを移流の影響が最も顕れ
7

（富山県立大学）

［研究項目及び実施体制］
①自由対流圏及び大気境界層における水銀及び有

③大気から湖沼流域への水銀輸送と沈着に関する

害金属（Pb、Cd 等）の長距離越境輸送の解明

機構解明と沈着量算定（豊橋技術科学大学）
④水銀のマルチメディアモデルの開発及び国設局

（滋賀県立大学）

の水銀等有害金属データの解析

②水銀用パッシブサンプラーの開発と立山連峰に

（(財)日本環境衛生センター）

おける水銀及び同期した物質の標高別沈着量評
価及び排出インベントリーに関する情報収集

図 4：研究の概要図（B-1008）
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1(水)：環境推進費 第 2 回企画委員会に出席

温対化事業 バイオコーク検討会に出席（北海道）

分析展 2010 に参加(幕張)

17(金)：環境推進費 担当課題のアド会合に出席 (福岡)

1(水)～3(金)：電気学会に出席(福岡)

22(水)：温対化事業 打合せ

2(木)：総合科学技術会議 ヒアリングに出席

感覚環境業務

環境推進費 担当課題のアドバイザリーボード

打合せ

22(水),23(木)：環境推進費 担当課題のアド会合及び研

(アド)会合に出席(東京)

究集会に出席(札幌)

3(金)：環境推進費 担当課題のアド会合に出席(大阪)

22(水)～24(金):日本癌学会総会に参加

6(月)：環境推進費 担当課題のアド会合に出席(東京)

23(木)：環境推進費 担当課題のアド会合に出席 (愛媛)，

6(月)～8(水)：化学工学会秋季大会に参加(京都)

(京都)

7(火)：環境推進費 担当課題のアド会合に出席(東京)

27(月):温対化事業 企画委員会に出席及び開催支援

7(火), 8(水):水文・水資源学会に参加（東京）

温対化事業 乾式メタン検討会に出席

8(水)～10(金): 大気環境学会年会に参加(大阪)

環境推進費 担当課題のアド会合に出席（東京）

9(木)～11(土)：日本建築学会大会に参加(富山)

日本学術会議化学委員会分科会に出席

10(金)：環境推進費 担当課題のアド会合に出席 (大阪)

28(火):環境推進費 担当課題のアド会合に出席

11(土),12(日)：環境経済政策学会に参加（名古屋）

（東京）,(つくば)

日本ダニ学会に参加（仙台）

感覚環境業務 打合せ（大阪）

13(月)：廃棄物科学研究費 企画委員会に出席

28(火),29(水):総合科学技術会議 ヒアリングに出席

環境推進費 担当課題のアド会合に出席 (大阪)

29(水):環境推進費 担当課題のアド会合に出席 (つくば)

14(火)：環境推進費 担当課題のアド会合に出席

感覚環境業務 打合せ（彦根）

(東京) ,(仙台),(名古屋)

温対化事業 屋根一体太陽熱検討会に出席

15(水)：環境推進費 担当課題のアド会合に出席

30(木):日本学術会議化学委員会分科会に出席

（東京）
15(水)～ 17(金):日本分析化学会に参加（仙台）

* 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

16(木),17（金）：環境科学会年会に参加(東京)

〒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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