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街の中にはイルミネーションがあふれ、あちこ

象災害の予測の発表の中でしたが、よっぽど腑に

ちでクリスマスソングが聞こえていますし、書店

落ち、印象深かったのでしょう。講演でも普及啓

ではカレンダーや手帳が幅を利かせています。こ

発でも、人に与える影響とはこんなものだと思い

うなると、条件反射的に年末だということを思い

ます。
東京大学大気海洋研究所気候研究システム系

起こされ、プログラミングされているかのように
何となく気ぜわしく感じてきます。忘年会があり、

の一般公開講座「異常気象の謎に挑む」は、安田

家の大掃除があり、なぜかクリスマスイブを楽し

講堂で開催されました。生まれて初めて安田講堂

み、仕事納めがあって、テレビでお寺の除夜の鐘

に入ることができました。この講座では、日本の

を聴き、神社に初詣にでかける。何とも不思議な

夏の平均気温の平年差が統計の開始以降で第 1

取り合わせですが、何の抵抗もなく毎年毎年同じ

位となった今年の夏（6 月～8 月）の猛暑がどの

繰り返しです。今年はもっと年末をゆったりと過

ようにして生じたのかについて、第一線の研究者

ごそうと思っていても、結局は同じになってしま

の方々が一般人にもわかるようにいろいろと工

います。師走の魔力でしょうか。

夫して解説をしてくれました。時間が足りなくて

11 月中旬に、勉強のため、いくつかのシンポ

舌足らずになってしまった部分もありましたが、
何となく理解できました。もちろん内容を説明せ

ジウムなどに出席してきました。
環境研究機関連絡会主催の第 8 回環境研究シ

よと言われてもできませんが。自然の気候変動

ンポジウムは「わたしたちの生活と環境～地球温

（climate variability）の不安定さがよくわかり

暖化に立ち向かう」をテーマに、一橋記念講堂に

ました。人為起因の気候変化（climate change）

おいて開催されました。環境研究機関連絡会は、

の影響については、定量的な言い方はしないよう

私が国立環境研究所にいたときに、独法化を機に

ですが、あえて言うならば 20％ぐらいではない

当時の合志理事長（現当協会会長）のイニシアチ

かとの話がありました。科学の成果を一般人に伝

ブのもとで立ち上げたものです。立ち上げ当時に

える難しさをにじませていました。

は、筑波で細々と一般向けの研究発表会を行って

ところで、気象庁の発表によれば、今年の 8 月

いましたが、東京に進出してりっぱなシンポジウ

の月平均気温の平年差は＋2.25℃で統計開始以

ムが行えるようになったことは感無量です。

来の最高値を更新しました。第 2 位が 1994 年の

小宮山先生の基調講演「低炭素型ライフスタイ

＋1.87℃ですからすごい記録ですね。平均気温が

ルへの転換」はさすがに迫力があり、興味深く聞

2℃上昇するというのがどういうことか実感した

かせていただきました。小宮山先生の著書「低炭

のではないでしょうか。なお、日本の平均気温の

素社会」もさっそく購入しました。各研究所から

平年差の算出には、都市化の影響の少ない全国

もそれぞれの研究成果についての講演がありま

17 地点の気象観測所のデータのみを使用してい

した。講演自体はそれぞれ

ますので、都市化の影響の小さい数値です。詳し

興味深く聞いていたので

くは気象庁のホームページをご覧ください。

すが、はっきりと思い出さ

さて、協会の業務ですが、「五感で楽しむまち

れるのは「雨粒はしずく形

大賞」と「五感で楽しむまち写真大賞」の募集の

ではなく、アンパン形であ

締め切りが 12 月 13 日（月）に迫って来ました。

り、強い雨ほど扁平にな

近くに関心のありそうな方がいましたら、ぜひ情

る」という話のみです。気

報提供をお願いしたいと思います。両大賞の「募
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集要領」や「応募様式」は、環境省のホームペー

月上旬にかけて 6 つの分科会で選考が行われま

ジから入手できます

す。

（http://www.env.go.jp/air/sensory/taisho/index.h

また、地球温暖化対策技術開発等事業のパンフ
レットが間もなく出来上がります。見開き 8 ペー

tml ）
。

さて、11 月 10 日に「平成 23 年度環境研究総

ジのパンフレットになります。同事業の公募は年
明けに開始されます。

合推進費」の公募が締め切られました。全部で
253 課題の応募がありました。現在は委員による

引き続き、みなさまのご指導・ご支援のほど、

書面評価が行われており、来年の 1 月下旬から 2

よろしくお願いいたします。

私たち人間は、自然や生きものの世界からさま

恵のことである。基盤サービスは、ほかのサービ

ざまな恩恵を受けている。その恩恵は、日本では

ス全般を支える生態系の基本的な機能そのもの

古くから「自然の恵み」と言われてきた。わかり

といえる。植物による光合成などがそこにかかわ

やすいのは、海の幸、山の幸として知られる魚介

っている。

類や山菜など、食料となる自然の恵みである。日

このように、どう呼ぶかは別にして、私たちは

本は四方を海に囲まれ、魚や貝、エビやカニなど

自然や生きものの世界から、じつにさまざまな恩

の魚介類にめぐまれている。私たち日本人は、こ

恵を受けている。だが、私たちは日頃、こうした

の海の幸を重要な食料として生活を成り立たせ

恩恵をどれだけきちんと認識しているだろうか。

ている。また、日本の陸地の多くは森林におおわ

魚や貝、あるいは澄んだ水や空気はあってあたり

れ、そこでは山菜からキノコまで、多様な山の幸

まえ、木々だって、伐ってもまたすぐに生えてく

が得られる。これも、四季折々の食材として重要

るもの、くらいに思っている。しかし、こうした

視されている。

自然や生きものが織りなす世界「生物多様性」と

最近、自然の恵みは、「生態系サービス」とい

それがもたらす自然の恵みは、人口増加と一人当

う語に置き換えられることが多い。意味するとこ

たりの消費量増加にともない、身近なところから

ろは基本的に同じだが、生態系サービスの方は、

も地球規模でも急速に失われていっている。あた

自然や生きものの保全や利用、管理のあり方を視

りまえに思っていることが、あたりまえではなく

野に入れた、より積極的な概念として位置づけら

なってきているのだ。

れる。生態系サービスは、供給サービス、調節サ

今年（2010 年）は、国連によって国際生物多

ービス、文化的サービス、基盤サービスの 4 つに

様性年と定められ、また、名古屋で第 10 回生物

区分される。

多様性条約締約国会議が開かれた。生物多様性の

供給サービスとは、食料、水、木材、医薬品原

危機の現状が報告され、その保全や管理のあり方

料、燃料などの供給にかかわるものである。調節

などが活発に議論された。その様子は、新聞やテ

サービスとは、人間が生きていく場としての環境

レビなどでも広く報道され、ちょっとなじみにく

の諸条件を調節する自然の恵みのことだ。文化的

い生物多様性という言葉も、国民の間にどうにか

サービスとは、生きものや自然にふれ合うことに

浸透してきたかに見える。

よって得られる、喜びや楽しみなどの精神的な恩

だが、世の常として、会議が終われば関連の物
2

こうした自然の恵みに感謝し、あるいは、ほかの
生命（いのち）を犠牲にして自分の生命をつない
でいることへのありがたい気持ちを表現するも
のとして、「いただきます」と言っていたのでは
ないだろうか。つまり、いただきます、とは、あ
なたの生命をありがたくいただきます、という生
きものや自然への畏敬の念を表していたのでは
ないだろうか。それがすべてではなかったにして
も、少なくともそうした意味は込められていたの
ではないかと思われる。
写真：東京の築地市場。さまざまな海の生きも

おそらく、今はもう、そのような意味で「いた

のが食材として売られている。さしずめ、海の生

だきます」と言っている人はいないだろう。しか

物多様性の陳列館といったところだ。

し、たちかえって、自然の恵みに感謝し、あなた

事への関心は日々薄まっていく。しかし、日本や

の生命をありがたくいただきます、という思いを

世界の今後の生物多様性の状況を考えると、薄ま

たいせつにすることは、私たちが身近な自然や地

っていってよいものでは絶対にない。では、どの

球の未来を考えていく上で大事な一歩となるよ

ようにして関心を保っていくことができるだろ

うに思われる。

うか。理屈を並べたてても、日常的には効果は少

食事の前に、いただきます、といった言葉を声

ないのではないかと思われる。一つのよい方法が

に出す習慣、文化は、日本独自のものであるよう

ある、と私は思っている。次のようなことだ。

だ。豊かな海の幸、山の幸のある中ではぐくまれ、

私たち日本人は、食事をする前に、「いただき

そうした恵みに感謝しつつ、それを絶やすことな

ます」と言う。これは通常、農家の人たちが苦労

く利用してきた日本人の文化がもつ、すぐれた一

して育て収穫したお米や野菜を食べることに対

面であるように思われる。この、いただきます、

して、あるいはそうした食事ができるひとときに

の言葉は、自然の恵みに感謝し、あなたの生命を

感謝の気持ちをこめて、言っている。しかし、私

ありがたくいただきます、という意味とともに、

たちが口にしているものの多くは、たいせつな自

国内外にもっと広められてよいのではなかろう

然の恵みであり、生態系サービスの供給サービス

か。

に類するものである。私たちは、じつは古くから、

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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前月（協会ニュース 11 月/173 号）に引き続き、

参照）。推進費の詳細並びに運営方針等に関して

環境研究総合推進費第 3 研究分科会「リスク管

は、環境省・環境研究総合推進費 HP

理・健康リスク」分野から、今月は健康リスク関

（http://www.env.go.jp/earth/suishinhi/）を参照

連の４課題（問題対応型）を取り上げます（表１

して下さい。

表 1：第 3 研究分科会で実施中の新規課題（H22 年度）
研究区分

課題番号

課題名

研究代表者
（所属機関）

戦略

S2-11

風力発電等による低周波音のヒトへの影響評価に関
する研究

橘 秀樹
千葉工業大学

戦略

S2-12

環境化学物質による発達期の神経系ならびに免疫系
伏木 信次
H22～25 紹介済
への影響におけるメカニズムの解明
京都府立医科大学

問題対応

C-1001

わが国都市部のPM2.5に対する大気質モデルの妥当
性と予測誤差の評価

H22～24

新規

問題対応

C-1002

ディーゼル起源ナノ粒子内部混合状態の新しい計測
藤谷 雄二
H22～24
法（健康リスクへの貢献）
(独)国立環境研究所

新規

問題対応

C-1003

HBCD等の製品中残留性化学物質のライフサイクル
評価と代替比較に基づくリスク低減手法

問題対応

C-1004

産業環境システムの耐リスク性

問題対応

C-1005

大気中粒子状物質の成分組成及びオゾンが気管支
喘息発作に及ぼす影響に関する疫学研究

問題対応

C-1006

妊婦の環境由来化学物質への曝露が胎盤栄養素輸
送機能に与える影響の研究

問題対応

C-1007

問題対応

C-1008

速水 洋
電力中央研究所

期間

備考

H22～24 紹介済

益永 茂樹
横浜国立大学

H22～24

新規

東海 明宏
大阪大学

H22～24

新規

島 正之
兵庫医科大学

H22～24

新規

柴田 英治
H22～24
産業医科大学
菅野 純
化学物質の複合暴露による健康リスク評価に関する
国立医薬品食品衛 H22～24
分子毒性学的研究
生研究所
エピゲノム変異に着目した環境由来化学物質の男性
有馬 隆博
H22～24
精子への影響に関する症例対照研究
東北大学

新規
新規
新規

北野 健
熊本大学

H22～24

新規

水生・底生生物を用いた総毒性試験と毒性同定によ
る生活関連物質評価・管理手法の開発

山本裕史
徳島大学

H22～24

新規

遺伝毒物学を使った、ハイスループットな有害化学物
質検出法の開発

廣田 耕志
京都大学

H22～24

新規

革新

RF-1003 環境ストレスが及ぼす生物影響の評価手法の開発

革新

RF-1004

革新

RF-1005
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◎ C-1005：大気中粒子状物質の成分組成及びオゾンが気管支喘息発作に及ぼす影響に関する疫学研究
研究代表者：兵庫医科大学

島 正之
これにより、大気中粒子状物質の成分組成及び

[研究の趣旨・概要]

オゾンと喘息発作との関連が解明されれば、今後

わが国では平成 21 年 9 月に大気環境中の微小

の大気環境対策への貢献が期待できる。

粒子状物質に係る環境基準が設定されたが、粒
子状物質の成分組成と健康影響との関連などに
ついては不明の点が多い。また、近年は春から

[研究項目及び実施体制]

夏季に大気中オゾン濃度が高くなることが多く

① 大気中粒子状物質及びオゾンの気管支喘息
発作への影響に関する疫学研究

なっており、その健康影響も懸念されている。

（兵庫医科大学）

本研究は、微小粒子状物質及びオゾンをはじ
めとする大気汚染物質の健康影響の疫学的評価

② 大気中粒子状物質の PIXE 法による多元素分

を目的に、兵庫県姫路市内で大気中の粒子状物

析及びイオン成分の分析（エヌエス環境㈱）
③

質の成分組成及びオゾンの濃度を測定し、同市

大気中粒子状物質の日平均成分濃度の解析

内で実施されている気管支喘息発作数調査のデ

（(財)ひょうご環境創造協会兵庫県環境研究

ータを活用して、大気汚染物資の喘息発作への

センター）

影響の定量的な評価を行うものである。

図 1 研究のイメージ図(C-1005)
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◎ C-1006：妊婦の環境由来化学物質への暴露が胎盤栄養素輸送機能に与える影響の研究
研究代表者：産業医科大学

柴田 英治
小児生活習慣病の発症に関与しているか否かを調

[研究の趣旨・概要]

べることである。

近年、大気・海・輸入食品を介して受ける海外
からの環境汚染の問題や、重金属やダイオキシン
類のように環境中や生体内で分解速度の遅い化学

[研究項目及び実施体制]

物質の人体内蓄積による影響が危惧されている。

① さまざまな環境化学物質が胎盤アミノ酸・糖輸

胎児や小児の発育と発達に悪影響する環境要因を

送に与える影響の研究

明らかにし、適切な環境基準を作成することが急

(産業医科大学

産科婦人科学、衛生学）

② 1,200 症例における胎盤アミノ酸・糖輸送活性

務となっている。子宮内胎児発育遅延は周産期死
亡率の増加、精神神経発達障害、将来の心血管疾

の測定

患や糖尿病発症のリスク因子であるが、近年、重

胎児・胎盤低酸素に関する研究

金属などの無機物質、ダイオキシン類、農薬など

胎盤栄養素輸送と環境化学物質（母体血、胎

の環境由来化学物質の妊婦への曝露と子宮内胎児

盤臍帯血）の相関分析
（産業医科大学

発育遅延との関連が報告されている。

産科婦人科学、衛生学）

③ 胎盤栄養素輸送と小児生活習慣病と精神神経

本研究の目的は、環境由来化学物質が胎盤栄養
素輸送障害により子宮内発育遅延を発症するのか、

発達に関する研究
（産業医科大学

また、その結果生じた胎児期の慢性低栄養状態が

図 2 研究のイメージ図(C-1006)
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小児科学、産科婦人科学）

◎ C-1007：化学物質の複合暴露による健康リスク評価に関する分子毒性学的研究
研究代表者：国立医薬品食品衛生研究所 菅野 純
[研究の趣旨・概要]
環境中の化学物質のリスク評価・管理では、複

情報と物質 B の遺伝子発現情報から、A と B の

合暴露を常に考慮する必要があるが、現状では

複合暴露時における毒性を予測する方法が原理

個々の化学物質を別個に評価する事にほぼ限ら

的に開発可能である事を提案する。これにより複

れている。その最大の理由は、現行法では物質 A

合影響の評価法が開発され、国民の安全な生活の

と物質 B を同時に暴露した途端、新たな物質 C

確保に貢献することが期待される。

を評価する事と同じになるためである。即ち、厖

[研究項目及び実施体制]

大な組み合わせを処理すると言う問題に直面す

① 遺伝子発現解析（国立医薬品食品衛生研究所）

る。この問題に対し、我々の推進する毒性分子メ

② 複合暴露実験（中央労働災害防止協会）

カニズム解析手法により、物質 A の遺伝子発現

図 3 研究のイメージ図(C-1007)
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◎ C-1008：エピゲノム変異に着目した環境由来化学物質の男性精子への影響に関する症例対照研究に
関する研究
研究代表者：東北大学未来医工学治療開発センター 有馬 隆博
来化学物質長期曝露の実態と男性生殖細胞へ

[研究の趣旨・概要]
環境由来化学物質のヒト性腺への影響が十

の影響に関する新しい知見を得ることが期待

分予想されるが、これまで評価技術の問題から、

され、次世代社会の健康確保のための環境汚染

世界中で報告例はない。本研究では、化学物質

対策に資するものである。

の生殖細胞、とりわけ精子数・量の異常やエピ
ジェネティックな修飾異常に起因するインプ

[研究項目及び実施体制]

リント異常との関連性を明らかにするため、飛

① 症例対照試験の実施・患者登録に関する研究

行時間型質量分析計（T0F-MS）に高分解能ガ

（東北大学、セント・ルカ生殖医療研究所）
② エピゲノム解析（精子）に関する研究

スクロマトグラフ(HRGC)あるいは包括的二次
元 ガ ス ク ロ マ ト グ ラ フ （ Comprehensive

（東北大学）

GC:GC x GC）を組み合わせ脂溶性化学物質の

③ 環境化学物質の測定（末梢血および精漿）・網
羅的 T0F-MS 解析に関する研究

網羅的な解析を用い、ヒト精子の形態学的異常

（東北大学、いであ株式会社）

やエピジェネティックな修飾の異常と成人男

④ 症例対照試験の評価・解析とリスク要因の評価

性の化学物質曝露との関連について検証する

に関する研究（東北大学）

ことを目指すものである。
これにより、わが国におけるヒトへの環境由

研究計画 ：
情報収集

形態学的精液検査 エピゲノム解析

（食）生活に関する
アンケート調査

PCR‐Luminex

症例登録(乏精子症）
100例
エピゲノム
異常

・食物摂取頻度調査票
・生活習慣アンケート

GCxGC/TOF‐MS

環境由来化学物質の測定
いであ株式会社・環境創造研究所環境リスク研究センター

除外
関連性を評価
（多変量解析）

対照登録(正常精子）
200例
正常

結果解析と
総括

５年目
最終総括

除外

1. 東北大学医学部倫理委員会に本研究の申請と承認
2. プライバシーには十分配慮する

図 4 研究のイメージ図(C-1008)
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成果が確実であれば、
研究継続が必要

ASSOCIATION OF INTERNATIONAL RESEARCH INITIATIVES FOR
ENVIRONMENTAL STUDIES

1(月):感覚環境業務

打合せ

20(土)：温対化事業 検討会(海洋エネルギー関連)に出席

環境推進費 担当課題のアド (アドバイザリーボ

（東京）

ード)会合に出席(札幌)

24(水)：環境推進費 環境省・PD/PO 打合せを開催

2(火),3(水)：メタロミクス研究フォーラム(京都)

24(水)～26(金)：地熱学会に参加（つくば）

5(月)～9(火)：第 25 回世界電気自動車会議に参加

25(木)：環境推進費 担当課題のアド会合に出席

(中国・深セン市)

(東京),(名古屋)

11(木)：環境推進費 新規採択課題関連打合せ(環境省)

温対化事業

12(金)：環境推進費 担当課題のアド会合に出席(高知)

(東京）

温対化事業 検討会(杭打ち関連)に出席 (福井)

検討会（PV 遠隔関連）に出席

25(木),26(金):環境推進費 担当課題のアド会合に出席

12(金),13(土)：環境推進費 担当課題のアド会合に出席

(松江)

(茨城)

26(金)：環境推進費 担当課題のアド会合に出席

16(火)：環境推進費 担当課題のアド会合に出席 (茨城)

(つくば)

17(水): 環境推進費 担当課題のアド会合に出席(茨城)

27(土)：環境推進費 担当課題のアド会合に出席(東京)

環境関連連絡会シンポジウムに出席（一橋会館）

29(月)：環境推進費 担当課題のアド会合に出席(大阪)

18(木)：環境推進費 担当課題のアド会合に出席(東京)

30(火)：環境推進費 担当課題のアド会合に出席(埼玉)

18(木),19(金)：環境推進費 担当課題のワークショップ
に出席(東京)

* 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

〒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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