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3 月 11 日 14 時 46 分、超巨大地震の「東日本

のことであったことはすっかり忘れています。
地下街や地下鉄の通路の照明も落とされてい

大震災」が発生しました。
東京でもこれまでに経験したことのない強い

ますが、別に不自由はなく、煌々と明るくしてお

揺れとなり、電車がすべて止まって、帰宅難民が

く必要はないように感じます。私が中長期に滞在

大勢発生しました。私は、夜遅く動き出した電車

したことのあるワシントン D.C.やパリでも通路

に乗って午前 3 時 30 分頃に自宅にたどり着きま

はそんなに明るくなかったと思います。

した。皆様は如何でしたでしょうか。

このように考えていくと、やむなく節電を続け

この地震により、主として津波によって多くの

ることにより、必要もないのに惰性で多くの電気

方々が亡くなり、また、行方不明になっています。

が使われているところが見えてくるように思い

亡くなられた方々には、心からご冥福をお祈りし

ます。これらを改善することで、節電になると同

ます。また、津波の被害は 4 つの県にまたがる広

時にコスト削減にもなると思います。

範囲なものになっており、多くの方々が被災され

東京 23 区を除いた地域では、計画停電に脅か

ました。さらには、福島第一原子力発電所の事故

されています。私の家のある地域は米軍の通信基

により、多くの方が避難を余儀なくされています。

地と航空管制塔本部があるため停電を免れてい

これらの被災者の方々には、心からお見舞い申し

ますので大きなことは言えないのですが、夜の停

上げるとともに、一刻も早い復興がなされるよう

電があると寒いし、寝るしかしようがないようで

祈念します。

す。わが家は可能な限り節電に努めていますが、

それにしても世界各地で大きな地震が起きて

計画停電のない 23 区の方々には、郊外で停電に

います。この 10 年をみても、2004 年 10 月の新

苦労している人たちを慮って、より一層の節電に

潟県中越地震（直下型）
、12 月のスマトラ沖地震

努めていただきたいと思います。

（津波）、2008 年 5 月の四川大地震（直下型）、

さて、3 月には PD、PO の業務及び支援業務に

2010 年 1 月のハイチ地震（直下型）
、2 月のチリ

関する企画競争が 3 件ありました。
「平成 23 年度

地震（津波）
、2011 年 2 月のニュージーランド地

競争的研究資金制度管理・支援事業」
（PD 事業）､

震（直下型）などが思い浮かびます。地震多発の

「平成 23 年度環境研究総合推進費研究管理・検

時期にあたっているのでしょうか。

討事業委託業務」及び「平成 23 年度地球温暖化

東京電力管内では、電力不足のために計画停電

対策技術開発等事業管理・検討事業委託業務」で

が行われています。電気はあるのが当たり前と考

す。いずれも当協会が確保しましたので、本年度

え、電気への依存度を高めてきた社会が、はじめ

は環境省の競争的資金全般を支えていくことに

て電力が足りなくなることがあることを知って、

なりました。

とまどいが広がっています。地球温暖化対策で省

平成 23 年度から「環境研究総合推進費」と「循

エネを呼びかけてもなかなか進みませんでした

環型社会形成推進科学研究費補助金」が統合され、

が、やむにやまれない状況に陥ってはじめて節電

「環境研究総合推進費」になりました。このため、

が社会的なテーマになりました。

環境研究総合推進費に循環型社会形成関係の PO

電車は平常に近い運行になってきましたが、デ

を 2 名置くことになり、新たに井上（雄）PO と

パートなどは通常よりも 2 時間ほど早く閉店し

安田 PO が着任しました。また、地球温暖化対策

ています。何となく不便に感じますが、デパート

技術開発等事業の PO も 1 名増やすことになりま

等が遅くまで開くようになったのは比較的最近

したので、井上（元）PO が着任しました。
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また、当協会は、4 月 1 日付で一般社団法人に

引き続き、みなさまのご指導・ご支援のほど、よ

移行しました。業務に大きな変化はありませんが、

ろしくお願いいたします。

さる 3 月 18 日(金)、東京大学山上会館において、

（3）競争的研究資金制度管理・支援事業

13 時 30 分から理事会が、また 14 時から総会が

（4）地球温暖化対策技術開発等事業管理・検討
事業委託業務

開催されました。理事会の議案及び審議結果は以

（5）環境研究・技術開発推進事業追跡調査・評

下のとおりです。

価事業
第１号報告

また、収支予算としては、以下の予算が承認さ

一般社団法人への移行登記

3 月 4 日付けで公益認定等委員会委員長から内

れました。

閣総理大臣宛に、一般社団法人へ移行することが
妥当である旨の答申がなされたこと及び 4 月 1
日付けで移行登記を行う予定である旨を報告し
ました。
第１号議案

平成 23 年度短期借入金）

平成 23 年度の事業資金として、短期借入金の
上限額を 150,000 千円とすることが承認されま
した。
第２号議案

第３号議案

平成 23 年度事業計画（案）及び収

一般社団法人移行後最初の役員の

選任

支予算（案）

平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 5 月開催予

平成 23 年度の事業計画として、以下の計画が
承認されました。

定の定時社員総会までの理事及び監事に以下の

１．運営管理

方々の就任が承認されました。

（1）総会及び理事会（年 2 回開催）

【理事】
大野

（2）企画総務部会（年 4 回開催）

眞里

㈱エックス都市研究所
代表取締役

２．自主事業
奥村

（1）情報交流推進に関する事業

知一

前(財)日本環境整備教育センター
常任理事

（2）地球環境保全に関する調査研究事業
片山

（3）広報事業

徹

(社)海外環境協力センター
専務理事

３．受託事業
合志

以下の公募する案件に応募し、積極的な受注に

陽一

筑波大学

監事

白銀 二郎 みずほ情報総研㈱ 環境･資源

努めることが承認されました。

ｴﾈﾙｷﾞｰ部 ｼﾆｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ

（1）国際交流研究事業
（2）環境研究総合推進費研究管理・検討事業委
託業務
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高木

宏明

田中

勝

(社)国際環境研究協会
鳥取環境大学

教授

理事

田原

進

【監事】

富士通エフ・アイ・ピー㈱

久保

環境サイエンス事業部長
畑野

浩

いであ㈱

常務執行役員

花木

啓祐

東京大学

教授

堀

雅文

㈱三菱総合研究所

堀池

重治

㈱サイエンス

松本

聰

村井

繁夫

吉野

正敏

東京大学

英行

パシフィックコンサルタンツ㈱
環境部ｼﾞｪﾈﾗﾙﾏﾈｰｼﾞｬｰ

山中

芳夫

大阪学院大学

教授

参与
第４号議案

代表取締役

名誉教授

一般社団法人定款の変更

一般社団法人移行登記日に就任する最初の理

日本都市ナビゲーション㈱

事、監事の氏名を定款の附則に追加することが承

代表取締役

認されました。

筑波大学

名誉教授

平成 23 年度予算書（H23 年 4 月 1 日～H24 年 3 月 31 日）
（単位：千円）

科
目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
（１） 経常収益
入会金収入
会費収入
事業収入
雑収入
他会計からの繰入額
経常収益計
（２） 経常費用
自主事業費
受託事業費
管理費
他会計への繰出額
経常費用計
当期経常増減額
他会計からの額
２．経常外増減の部
（１） 経常外収益
経常外収益計
（２） 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

予算額

増 減

220,000
3,035,000
203,908,000
3,010,000
0
210,173,000

220,000
3,040,000
174,000,000
2,610,000
1,000,000
180,870,000

0
-5,000
29,908,000
400,000
-1,000,000
29,303,000

8,000,000
122,364,000
79,809,000
0
210,173,000
0

7,100,000
100,000,000
72,770,000
1,000,000
180,870,000
0

900,000
22,364,000
7,039,000
-1,000,000
29,303,000
0

0
0
0
0
0
0
40,790,000
40,790,000

0
0
0
0
0
0
48,000,000
48,000,000

0
0
0
0
0
0
-7,210,000
-7,210,000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

40,790,000

48,000,000

-7,210,000

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

前年度予算額
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五感に心地よい環境を保全・創出するまちづく

組紹介や「五感で楽しむまち写真大賞」の受賞作

りを推進するため「五感で楽しむまち大賞／写真

品の展示などが行われました。会場には、関係者

大賞」を実施したところ、全国からまち大賞 47

を含め約 160 名が参加され、基調講演や鼎談、取

件、写真大賞 123 点の応募が寄せられました。厳

組紹介などに耳を傾けたり、ホワイエに展示され

正な審査により、「五感で楽しむまち大賞」には

た受賞作品に見入ったりと、それぞれ思い思いの

環境大臣賞をはじめ 5 件の受賞取組が、また「五

時間を過ごされていました。
当協会では、請負事業として、「五感で楽しむ

感で楽しむまち写真大賞」には最優秀賞をはじめ
9 点の受賞作品が決定しました。その表彰式が、

まち大賞／写真大賞」の募集から表彰式まで、ま

3 月 8 日（火）に新宿明治安田生命ホールにて開

た「五感で楽しむまちフォーラム」の会場予約か

催された「五感で楽しむまちフォーラム」の中で

ら当日運営まで、全てを担当しました。なお、
「五

行われました。

感で楽しむまち大賞」及び「五感で楽しむまちフ
ォーラム」の詳細については、

「五感で楽しむまちフォーラム」では、基調講
演や鼎談を通じて、五感を活かしたまちづくりの

http://www.env.go.jp/air/sensory/taisho/ をご

大切さやその手法について理解を深めるととも

覧ください。

に、「五感で楽しむまち大賞」の受賞者による取

「五感で楽しむまち大賞」受賞取組

ー～（京都府京都市）

【環境大臣賞】

団体名

取組名

飛騨里山サイクリング（岐阜県飛騨市）

【エコツーリズム検定賞】

団体名

株式会社美ら地球（ちゅらぼし）

取組名

団体名

出会って

感じる

五感指標を利用した湖沼環境モニター

団体名

調査（島根県）

【審査委員特別賞】

島根県環境生活部環境政策課

取組名 町の記憶 PROJECT 南千住 1000 枚の記

【環境カオリスタ賞】
取組名

出かけて

ふじえだローカル旅（静岡県藤枝市）

【エコピープル賞】
取組名

水尾自治会

藤枝市観光協会

憶（東京都荒川区）

京都・水尾の恵～柚子を愛する熟年パワ

団体名
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千住すみだ川

「五感で楽しむまち写真大賞」受賞作品

【優秀賞】

【最優秀賞】（以下、敬称略）
加藤

謹一

飯田

好昭

「まちの流れを記憶する景色」
（横浜市）

「三郷神社・大人への儀式」
（愛知県）

小川

拓馬

千葉

洋

「生長」（兵庫県）
「四万十光彩」（高知県）

藤岡

真理子「落ち葉屋さん」（東京都）

松尾

和久

「はんたいたまご」（岐阜県）

山内 崇司 「春の河畔公園」（札幌市）
米田

善治

「島唄」（沖縄県）

(社）天草宝島観光協会
「海岸ヨガは贅沢な時間」
（熊本県）

「五感で楽しむまちフォーラム」プログラム
13：30

開会挨拶

13：35～14：15
基調講演「元気なまちづくりをめざそう・五感の再生」
進士

五十八（東京農業大学名誉教授／前学長、

早稲田大学大学院客員教授）
14：20～15：20
鼎談「まちづくりでの“五感”の生かし方」
進士

五十八

桐谷

エリザベス（フリージャーナリスト、NHK アナウンサー）

山下

柚実（作家、五感生活研究所代表）

15：30～15：55
「五感で楽しむまち大賞/写真大賞」表彰状授与式
15：55～16：30
「五感で楽しむまち大賞」受賞者による取組紹介
16：30

閉会
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前号の環境研究最前線(第 177 号)で、第 4 研究

合推進費」として運営されることになり、5 研究

分科会「生態系保全と再生」について紹介しまし

分科会の一つとして第 5 研究分科会「持続可能な

た。本号では第 5 研究分科会「持続可能な社会・

社会・政策研究」分野が発足しました。この「持

政策研究」分野の研究課題について、新規研究課

続可能な社会・政策研究」分野は、「環境保全及

題を中心に紹介します。なお、新しい推進費の詳

び持続可能社会の構築に関わる環境と経済及び

細並びに運営方針等に関しては、環境省・環境研

社会の統合的政策研究」が研究対象となります。
平成 22 年度に第 5 研究分野で実施されている

究総合推進費 HP
（http://www.env.go.jp/earth/suishinhi/）を参照

研究課題を表 1 にまとめました。新規課題は、問

して下さい。

題対応型課題 3 課題、革新型課題 1 課題となって

平成 22 年度から旧環境研究・技術開発推進費

おり、以下に、これらの新規課題の研究概要につ

「技術系」
(
と略)と旧地球環境研究総合推進費(「地

いて紹介します。

球系」と略」)が統合されて新しく「環境研究総

表 1：第 5 研究分科会で実施中の課題（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

問題対応

水・物質・エネルギー統合解析によるアジア拠点都
E-0701 市の自然共生型技術・政策シナリオの設計・評価シ
ステムに関する研究

藤田 壮
(独）国立環境研究所

H19～ 22

問題対応

E-0801

里山イニシアティブに資する森林生態系サービスの
総合評価手法に関する研究

杉村 乾
(独）森林総合研究所

H20～ 22

問題対応

E-0802

アジア太平洋地域を中心とする持続可能な発展のた
めのバイオ燃料利用戦略に関する研究

武内 和彦
東京大学

H20～ 22

問題対応

E-0803

低炭素社会に向けた住宅・非住宅建築におけるエネ
ルギー削減のシナリオと政策提言

村上 周三
（独）建築研究所

H20～ 22

問題対応

E-0804

都市・農村の地域連携を基礎とした低炭素社会のエ
コデザイン

梅田 靖
大阪大学

H20～ 22

問題対応

E-0805

バイオマスを高度に利用する社会技術システム構築
に関する研究

仲 勇治
東京工業大学

H20～ 22

問題対応

E-0806

低炭素型都市づくり施策の効果とその評価に関する
研究

井村 秀文
名古屋大学

H20～ 22

問題対応

E-0807

社会資本整備における環境政策導入によるCO 2 削減
効果の評価と実証に関する研究

野口 貴文
東京大学

H20～ 22

問題対応

E-0808 低炭素社会の理想都市実現に向けた研究

中村 勉
（社）日本建築学会

H20～ 22

問題対応

E-0809

外岡 豊
埼玉大学

H20～ 22

中国における気候変動対策シナリオ分析と国際比較
による政策立案研究
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備考

研究区分

課題番
号

研究代表者
（所属機関）

期間

問題対応

E-0901

気候変動の国際枠組み交渉に対する主要国
の政策決定に関する研究

亀山 康子
（独）国立環境研究所

H21～23

問題対応
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H21～22
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H21～23
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炭素型発展に関する研究
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アジア低炭素社会の構築に向けた緩和技術の
コベネフィット研究

内山 洋司
筑波大学

H22～24

新規

問題対応

E-1002

地域住民のREDDへのインセンティブと森林生
態資源のセミドメスティケーション化

小林 繁男
京都大学

H22～24

新規

次世代自動車等低炭素交通システムを実現す
る都市インフラと制度に関する研究

森川 高行
名古屋大学

H22～24

新規

交通行動変容を促すCO2排出抑制政策の検討
とその持続可能性評価

倉内 慎也
愛媛大学

H22～23

新規

問題対応 E-1003
革新
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課題名
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◎E-1001：アジア低炭素社会の構築に向けた緩和技術のコベネフィット研究
研究代表者：筑波大学

内山

洋司
境技術移転・普及の政策判断への貢献が期待され

［研究の趣旨･概要］

る。

日本の温室効果ガス削減目標の達成の為には、
CO2 クレジットの獲得に頼らざるを得ず、特にア

［研究項目及び実施体制］

ジア諸国においては、日本の優れた環境技術が温

①エネルギーチェーン LCA モデルおよび地理情

室効果ガス削減へ貢献していく可能性は大いにあ

報システムによるアジア主要地域における各

る。

技術オプションの検討（筑波大学）

本研究は、アジア諸国において今後導入が予想

②緩和技術に関わる社会的認識についての調

される各種エネルギー供給システムおよび省エネ

査・分析（(独)産業技術総合研究所）

ルギー技術について、温暖化対策技術を総合的に
評価するボトムアップ・アプローチ手法を開発し

③新オフセット・メカニズムにおける緩和技術の

分析を行うものである。さらに、地域別に区分し、

コベネフィットを考慮した技術的経済的評価

各種エネルギー技術オプションについてコベネフ

（(独)産業技術総合研究所）
④アジア地域におけるコベネフィットを考慮し

ィットを含めて経済性を明らかにする。

た緩和技術の導入分析

成果は、アジア諸国における環境技術開発に対

（(独)産業技術総合研究所）

して技術選択を支援するだけではなく、日本の環
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トップダウン・アプローチによる
アジア諸国のエネルギー需要見通し

外部コスト（被害コスト）の推計

【サブテーマ4 ：産総研】

廃棄物削減

（途上国の持続性）

便益

費用

経済的価値付けデータ

【サブテーマ2：産総研】
緩和技術に関わる社会的認識
についての調査・分析

設備量 (億kW)

大気汚染防止
（コベネフィット）

環境クレジット

アジア 地域におけるコベネフィット
を考慮した緩和技術の導入分析
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【サブテーマ1：筑波大学】
エ ネルギーチェーンLCAモデルおよび
地理情報システムによるアジア主要地
域における各技術オプションの検討
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低 炭素社会構築と技術移転の政策支援

温暖化防止

新しい国際枠組み
（REDD* ,SCM** など）

コベネフィット

地域別データベース
アジア諸国のエネルギー・
環境政策と

【サブテーマ3 ：産総研】
新オフセッ ト・メカニズムにおける緩和
技術のコベネフィットを考慮した技術的
経済的評価

技術移転オプション

図 1 研究の概要図(E-1001)

◎ E-1002：地域住民の REDD へのインセンティブと森林生態資源のセミドメスティケーション化
研究代表者：京都大学

小林 繁男
温室効果ガス排出削減（Reducing Emissions from

[研究の趣旨・概要]
COP13 で提唱された REDD＊において、地域住

Deforestation and Degradation in Developing
countries）

民の森林生態資源利用に対するインセンティブが
重要である。そこで、伐採跡地、二次林、焼き畑
休閑林など熱帯林二次植生における地域住民の生

［研究項目及び実施体制］

態資源の利用実態を通して、地域住民の REDD に

①伝統的知識に基づいた地域住民の熱帯林生態資

対するインセンティブを解明する。また、住民参

源の利用評価（京都大学）

加を伴う森林生態資源のセミドメスティケーショ

②熱帯林生態系資源のセミドメスティケーション

ン化（半栽培化）による持続的な生態資源管理と

化の開発

それに伴う森林再生とカーボンクレジットの評価

1)植物生態資源のセミドメスティケーション化

の研究を行う。このインセンティブを明らかにし、

の開発（京都大学）

森林生態資源のセミドメスティケーション化によ

2)動物生態資源のセミドメスティケーション化

り地域住民へのインセンティブの付与は REDD が

の開発（国立民族学博物館）

有効に機能する一つの方法として地球環境政策に

③地域住民の森林生態資源利用の住民参加システ

貢献できる。

ムの検討

＊REDD：途上国における森林減少・劣化に由来する
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④地域住民の REDD へのインセンティブと森林生

1)移住-定着関係と生態資源利用における住民参
加（高知大学）

態資源利用によるカーボンクレジットの評価

2)環境保全政策と生態資源利用における住民参

（京都大学）

加（京都大学）

図 2 研究の概要図(E-1002)

◎ E-1003：次世代自動車等低炭素交通システムを実現する都市インフラと制度に関する研究
研究代表者：名古屋大学

森川 高行

[研究の趣旨・概要]
わが国の交通部門の低炭素化を図るため、電気

し、これらを実現するための都市インフラや制度

自動車等（以下、EV）次世代自動車の普及や交通

について研究する。具体的には、環境税や駐車デ

需要マネジメント（以下、TDM）等の有効性が指

ポジット制度（通称 PDS：研究代表者が提唱する

摘されている。

新しいロードプライシング）等プライシングスキ

そこで、本研究では電気自動車等次世代自動車

ームの再構築とパッケージ施策の提案、及びこれ

の普及と利用促進策、TDM や EV カーシェアリン

を実現するための制度設計や合意形成手法を提案

グの導入、自転車専用レーン等低無公害車両への

する。

優先的な都市空間の再配分等をパッケージ施策と
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パッケージ施策に関する研究（名古屋大学）

［研究項目及び実施体制］

③低炭素交通システムにおけるエネルギーと都市

①低炭素交通システムを実現するモビリティデザ

環境の総合評価に関する研究（名古屋大学）

インの方向性に関する研究

④低炭素交通システムの実現に向けた制度設計と

（㈱日建設計総合研究所）
②ライフスタイル（生活・交通行動）を考慮した合

意形成手法の開発（名古屋大学）

図 3 研究のイメージ図(E-1003)

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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ASSOCIATION OF INTERNATIONAL RESEARCH INITIATIVES FOR
ENVIRONMENTAL STUDIES

28(月),1(火): 環境推進費 担当課題のアドバイザリー

9(水): 温対化事業 事前評価ヒアリング(交通関連)に

ボード(アド)会合に出席(札幌)

出席及び開催支援

1(火):温対化事業 事前評価ヒアリング(エネルギー関

環境推進費 担当課題のアド会合に出席(東京)

連)に出席及び開催支援

10(木): 温対化事業

2(水)：環境推進費 担当課題のアド会合に出席 (東京)

検討会(乾式メタン関連)に出席

(東京)

3(木)：環境推進費 終了成果発表会 打合せ(環境省)

11(金): 温対化事業 事前評価ヒアリング(住宅・オフィ

第 3 回追跡委員会に出席(東京)

ス関連)に出席及び開催支援

4(金)： 温対化事業 事前評価ヒアリング(バイオマス関

14(月)：温対化事業 検討会(ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝ関連)に

連)に出席及び開催支援

出席(東京)

環境推進費 担当課題のアド会合に出席 (京都)

18(金)：温対化事業 評価委員会(事前評価)に出席及び開

7(月)： 環境推進費 担当課題のアド会合に出席(東京)

催支援

環境推進費 終了成果発表会 会場打合せ

理事会・総会を開催 → 関連記事掲載

8(火)：感覚環境業務 「五感で楽しむまちフォーラム」

28(月):環境推進費 担当課題のアド会合に出席

開催（明治安田生命ホール）→ 関連記事掲載

(東京),(名古屋)

環境推進費 戦略後継課題相談会に出席(環境省)
温対化事業

検討会(既存オフィス ITC 関連)に出

* 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

席(東京)
8(火)～11(金):日本生態学会第 58 回大会に参加(札幌)

〒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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