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もう 2 月です。平年よりも寒い日が続いていま

下谷神社は、有名な神社なのでしょうが、夏ご

すし、インフルエンザも急に流行してきたようで

ろに台東区役所のあたりを歩き回っていたとき

すので、健康には気をつけなくてはいけませんね。

に大きな鳥居が見えたことから偶然見つけまし

また、北日本と日本海側では平成 18 年の豪雪に

た。江戸時代には下谷稲荷社の名称だったそうで、

匹敵するような大雪になっているとのことです。

現在の稲荷町の名前の由来がこの神社なのだそ

昨年来の災害が続いているような感じがします。

うです。また、「寄席の発祥の地」でもあるそう

気象庁の 3 ヶ月予報では、2 月、3 月も平年と同

です。
この冬気になる東京電力管内の最大電力です

じか平年よりも寒いとのことですので、気が重い

が、1 月 20 日に昨年の 3 月 11 日以降の最大値を

ですね。
現在の強い寒波による寒さは 2 月 3 日までのよ

記録したと報道されました。確かに 1 月 20 日に

うですが、2 月 3 日は「節分」で冬と春の分かれ

4,966 万ｋW となり、昨夏の 8 月 18 日に記録し

目ですので、何となく納得がいくような感じがし

た電力最大値 4,922 万ｋＷを超えています。昨夏

ます。節分の翌日の 2 月 4 日は二十四節気の「立

の 8 月 18 日の電力最大値は 14:00～15:00 に記録

春」です。旧暦では１年のはじまりは「立春」か

していますが、1 月 20 日は 17:00～18:00 です。

らと考えられていたとのことです。旧暦の正月が

オフィスというよりは家庭での電力が原因のよ

この頃であったため、新暦になった現在でも、年

うですね。ちなみに昨年の冬の電力最大値は 2 月

賀状や正月飾りに「新春」とか「迎春」が使われ

14 日の 5,150 万ｋW で、5,000 万ｋW を超えた

ているのだそうです。2 月 19 日は「雨水」。雪が

日が 8 日ありましたので、それと比較すると一応

雨に変わり雪解けが始まる日ということですが、

節電が進んでいることが伺えます。昨冬の 5,000

関東・東海地方はこの時期から雪が降り始めるこ

万ｋＷを超えた時間帯も 8 日のうちの 6 日は

とが多いそうです。（ウェブ「日本文化いろは事

17:00 か 18:00 でした（2 日は午前中）。供給予備

典」より）原稿を書くためにいろいろと勉強にな

力はまだありますが、家庭が原因だとすると抑え

ります。

るのはなかなか難しいですね。節電の意識の高ま

この新年には、昨年うまくいかなかった谷中七

りに期待するしかなさそうですので、普及啓発が

福神まわりを果たしました。私は不忍弁天堂（弁

大事です。

財天）を起点として、大黒天、寿老人、毘沙門天、

さて、協会の業務ですが、
「平成 24 年度環境研

布袋尊、恵比寿、福禄寿と田端駅まで 1 時間 40

究総合推進費」の新規課題採択ヒアリングは、循

分歩きましたが、田端駅を起点にするのが一般的

環・廃棄物分野を除いて 1 月中に終了しました。

で、スタンプラリーの用紙などがあるようです。

循環・廃棄物分野の新規課題採択ヒアリングは 2

また、松の内の昼休みの散歩時には、湯島の近辺

月中旬に行われます。また、3 月には、平成 23

の神社・仏閣に初詣に行ってきました。神田明神

年度終了課題の成果報告会が開催されます。

（商売の神様）、湯島天神（学問の神様）、下谷（し

「地球温暖化対策技術開発等事業」については、

たや）神社のほか、上野公園内の清水観音堂、五

1 月 19 日（木）に椿山荘で成果発表会が行われ、

條天神社（医薬祖神）、上野東照宮といったとこ

多数の方々の参加を得て、成功裏に終了しました。

ろです。五條天神社の隣には花園稲荷神社もあり

2 月には平成 24 年度継続課題の中間評価ヒアリ

ますが、安産の神さまなので遠慮しました。いろ

ングが行われます。また、
「平成 24 年度地球温暖

んなご利益を期待していますが、どうなるでしょ

化対策技術開発・実証研究事業」については、課

うか。

題を公募中ですが、2 月中旬に締め切られ、3 月

1

なりますので、これからが一番忙しい時期になり

に新規課題採択ヒアリングが行われます。
このような実務のほかに、平成 24 年度事業の

ます。

競争入札がありますし、平成 23 年度事業の報告

引き続き、みなさまのご指導・ご支援のほど、
よろしくお願いいたします。

書や精算報告書の作成も並行して進めることに

前回（随筆 No.55）に続き、ベトナムの話です。
しばらくご辛抱下さい。一昨年、昨年と業務で６
回ほど、ホーチミン市を訪問しました。ここでは
ホーチミン市の印象について記したいと思いま
す。

(写真 2：ホーチミン市のオートバイ)

（写真 1：TSN 国際空港の石碑）

ベトナムの対日感情：良い。日本が日露戦争に勝
った後、ベトナムは自国の独立を達成するため、
当時ベトナムを植民地化していたフランスとの
調整を日本に依頼してきました。当時の日本のキ
ーワードは脱亜入欧であったため、これを拒否し

(写真 3：サイゴン展示館での地盤沈下)

ましたが、ベトナム国内では独自に独立を勝ち取
ラはほとんど整備されていません。公共交通機関

るための運動へとつながっていきました。
また、ベトナム戦争でも日本は参戦していない

は poor で、街中オートバイの嵐です(写真 2)。信

ため、これも対日感情に貢献しています。因みに、

号機も設置されていないため、夜、交差点を渡る

ホーチミン市のタンソンニャット国際空港には、

のは、とても危険です。また、ホーチミン市南部

日本の ODA によって建設された旨を明記した石

は新興住宅街として人口が増加していますが、も

碑が空港の中央に設置されています（写真１）
。

ともと湿地帯であったため、地盤沈下が深刻にな
っています(写真 3)。さらに、電力については勝
手に電柱に電線を繋ぎ電気を使用する盗電？が

ホーチミン市のインフラ：悪い。特に交通インフ
2

横
横行している
そうで、確か
かに電柱は非
非常に混雑し
し
て
ています(写真
真 4)。
日本の役割：ベ
ベトナムのこ
こういった現
現状を見た場
場
合
合、我が国は
は様々な支援を行うことができます。
。
、単なる技術
そ
その可能性は
術供与だけで
でなく、社会
会
制
制度構築の支
支援、人材育成支援にまで及びます。
。
ベ
ベトナムは、
①
①2025
年に世界で 15 番目の経済大
番
大
と予想されており、②現
国
国に成長する
現在でも世界
界
12
2 位の人口を
を抱え、今後
後ますます人
人口増加が予
予
想
想される、③非
非常に親日的
的な国です。今後、日本
本
は
はこの国とど
どのように付
付き合ってい
いくべきでし
し

（写
写真 4：混雑した電柱）

ょ うか？会員
員各位のご意
意見をお聞か
かせ願いたい
い
ものです。

第 4 研究分科
科会：「自然
然・生態系保
保全・再生」

上の
の問題に対応
応する研究課
課題が採択さ
されており

分
分野

ます
す。なお、若
若手枠である革新型研究課
課題も 2 課

今号と次号
号にわたって、
、第 4 研究分
分科会の新規
規

題採
採択されまし
したが、紙数
数の関係で割愛させてい

課 6 課題の
課題
の紹介を掲載致します。本
本分科会は、
、

ただ
だきます。詳
詳細は

戦略の一つである「自然
環
環境省の推進
然共生」の方
方

（h
http://www.eenv.go.jp/poolicy/kenkyu
u/index.ht

針
針に基づく、生
生物多様性の
の確保や国土
土・水・自然
然

ml)) をご覧くだ
ださい。

資
資源の持続的
な保全と利用
用を目指した
た、環境行政
政

◎
◎D-1101：外来
来動物の根絶
絶を目指した
た総合的防除
除手法の開発
発
研
研究代表者：
：五箇

公一
一 ((独)国立
立環境研究所
所)

生態学的にも環境政策的にも問題性
性が大きく、
、

事例
例）の情報収
収集を行い、防除に関する情報の整

早
早急な防除が
が認められる
る外来生物の
のうちアルゼ
ゼ

備と
と分析を行う
うとともに、必要とされる外来生物

ン
ンチンアリ、セ
セイヨウオオ
オマルハナバ
バチ、外来魚
魚

の生
生態学的情報
報の収集と総
総合的防除手
手法の開発

類
類、グリーン
アノール、マ
マングース、アライグマ
マ

を行
行う。

に
について、国内
内外における
る防除実態（失敗や成功
功
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アルゼンチンアリ・セイヨウオオマルハナバチ

マングースの避妊ワクチンを開発して、効果試

の防除に係るコストおよび生態影響を評価して防

験を実施する。トゲネズミ類など在来生物の混獲

除シミュレーションを完成させ、さらに情報ネッ

防止技術を開発する。
アライグマ探索犬の探索能力の向上とアライグ

トワークを構築し、防除事業の連携を図る。

マ低密度時における活用効果を評価する。効果的

琵琶湖をはじめとするモデル水域において、総

な捕獲技術の活用プログラムを作成する。

合的防除手法の確立に資する「防除マニュアル」

最適な防除戦略を導きだす理論的枠組みを構築

を作成する。

する。動的最適化やシナリオ分析を用いた意思決

グリーンアノールの個体群動態に基づく最適防

定モデルを開発する。

除戦略を構築し、防除マニュアルを確立する。

◎D-1102：生物多様性の機能評価のための安定同位体指標に関する研究
研究代表者：陀安 一郎（京都大学生態研センター）
生態系の多様性を表す適切な指標について、各

有効な指標であると考えられている。本研究課題

種安定同位体比を用いた観測方法を提案する。生

は、最新の安定同位体研究手法を生物多様性観測

物の体を構成する元素の安定同位体比は、その生

に適用することで、生態系レベルの生物多様性に

物が利用した資源の情報が刻印されている。さら

対して評価を与える手法を開発し、地球規模での

に近年開発されたアミノ酸同位体指標は、時空間

生物多様性観測に有効な指針を提供することを目

的に変動する一次生産者の同位体比をキャンセル

標とする。

し、高次捕食者の同位体比から食物網構造を推定

そのため、琵琶湖および琵琶湖集水域河川、そ

することができるため、今後の食物網構造観測に

して京都大学和歌山研究林およびその周辺の集水
4

域
域を研究の場
場とし、それ
れぞれの生態
態系における食

理論的に解明する。これらを元にして、生物多様

物
物網構造と栄
栄養塩循環の
の関係を研究
究する。また、

性調査において安定同位体比を元にした食物網解

長
長期にわたり
保存されて
ている標本資
資料を用いて、

析を行う意義を明確化し、今
今後の生物多様性観測

時
時系列に沿っ
た食物網解
解析を行う。これらの同位

に安定同位体指標を導入する意義についての提言

体
体データおよ
びその他の
の文献データの再解析をも

を行う。

とに、安定同
同位体比を用いた食物網
網解析の意義
義を

◎
◎D-1103：支笏
笏洞爺国立公
公園をモデル
ルとした生態
態系保全のた
ためのニホン
ンジカ捕獲の技術開発
研究代表者：吉田 剛司（酪農学園大
大学）
本研究は、自然環境と社
社会環境の多
多様性が高い
い

（法律
律、住民の同
同意、人員配
配置など）に
に関する検

自然公園である支笏洞爺国立公園にお
おいて、シカ
カ

討を行う。また、
、島嶼生態系
系である洞爺
爺湖中島の

体数管理手法
の
の効果的な個
法を検討する
る。①地域性
性

エゾシカを母集団
団として、罠
罠、誘引給餌
餌法など捕

や
や地理的特性
性を考慮して、
、環境条件に
にあった捕獲
獲

獲効率に関する研
研究を実施す
する。大量捕
捕獲におけ

方
方法を実施す
するために、②
②各種の捕獲
獲手法（ハイ
イ

るメスの選択誘引
引、動物福祉
祉（安楽死）、季節移

タワー、ネット、箱罠）の技術開発と生体捕獲・

動・垂直移動の追
追跡と被食希
希少植物の保
保護なども

選択する際に必要となる
捕
捕殺型捕獲を
る条件の抽出
出

考慮して、総合的
的なニホンジ
ジカの個体数
数管理の基

を
を行い、③補
補殺時の苦痛が最も少ない
いシャープシ
シ

盤情報を整備する。

ューティングを円滑に実施
施するための
の体制整備
5

北海道西部（支笏洞爺湖国立公園周辺）におけるエゾシカの個体群と移動（予想図）

平成 24 年 1 月 19 日（木）午後３時半より、椿

への賞賛とともに、今後もこのような成果発表会

山荘（文京区）において環境省地球温暖化対策技

を続けて欲しいとのコメントを頂きました。以下

術開発等事業の成果発表会が開催されました。環

にプログラムを紹介します。

境省では、エネルギー起源の二酸化炭素の排出抑
制を目的とした技術開発・実証研究を、公募方式
の競争的研究資金として民間企業・大学・公的研
究機関の参画を得て、推進しています。
今回の成果発表会では、平成 22 年度に終了した
課題の中から、特に優れた成果を挙げた３課題に
ついて、課題実施者の方々から発表頂きました。
一般聴衆 100 余名のご参加の下、鈴木正規地球環
境局長の開会挨拶(写真)、和田篤也地球温暖化対策
課調整官による環境省に係る平成 24 年度エネルギ
ー特別会計予算案の説明で始まり、住宅・オフィ
ス等、エネルギー供給、バイオマス・循環資源の 3

＊コメンテーター：平成 23 年度地球温暖化対策技

分野から 1 課題ずつの成果発表が行われました。

術開発評価委員会

ご列席のコメンテーターの方々からは、事業成果

事業成果発表

委員

―プログラム―

○知的照明および輻射空調システム等を統合的に活用した低炭素型オフィス設備の最適化制御に関する
技術開発（三菱地所㈱）
○屋根一体型高効率真空集熱・負荷応答蓄熱等を用いた創エネルギーシステムの技術開発（三井ホーム㈱）
○乾式メタン発酵法活用による都市型バイオマスエネルギーシステムの実用化に関する技術開発（東京ガ
ス㈱）
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4(水): 仕事始め
20(金) ：推進費 H24 新規採択課題ヒアリング審査

5(木）：推進費 担当課題のアドバイザリーボード（アド）

(第 3 分科会)を開催(三会堂ビル)

会合に出席（つくば）

推進費 担当課題のアド会合に出席 (京都), (金沢)

6(金)：推進費 担当課題のグループ会議に出席(東京)

23(月) ：推進費 H24 新規採択課題ヒアリング審査

7(土)：推進費 担当課題のアド会合に出席(東京)

(第 6 分科会)を開催(三会堂ビル)

8(日)：推進費 担当課題のアド会合に出席(東京)

推進費 現地調査(東京)

10(火)：推進費 担当課題のアド会合に出席(松山),（福島）

24(火) ：推進費 H24 新規採択課題ヒアリング審査

11(水) ：環境推進費 H24 新規採択課題ヒアリング審査

(第 4 分科会)を開催(三会堂ビル)

(S-10)を開催(三会堂ビル)

温対 検討会(風レンズ関連)に出席(福岡)

推進費 担当課題のアド会合に出席（仙台）

25(水)：温対 検討会(Al 回収関連)に出席（東京）

温対事業 打合せ（風レンズ関連）に出席(福岡)

25(水),26(木) ：推進費 H24 新規採択課題ヒアリング審査

12(木)：推進費 担当課題のアド会合に出席(東京),

(第 2 分科会)を開催(三会堂ビル)

推進費 現地調査(京都)

推進費 現地調査(大分)

温対 検討会(地中熱関連)に出席（東京）

26(木) ：温対 検討会(ﾛｰﾀﾘｰ熱ｴﾝｼﾞﾝ関連)に出席（東京）

12(木) , 13(金): 環境推進費 現地調査(長尾)

27(金)：推進費 H24 新規採択課題ヒアリング審査

13(金)：推進費 担当課題のアド会合に出席(神戸)

(第 5 分科会)を開催(三会堂ビル)

温対 検討会(燃料電池車関連)に出席（東京）

推進費 担当課題のアド会合に出席 (名古屋)

会誌編集委員会を開催

温対 検討会(水冷冷凍およびエコキャンパス関連)

16(月)：推進費 H24 新規採択課題ヒアリング審査

（東京）,(函館)

(第 1 分科会)を開催(三会堂ビル)

27(金),28(土) ：推進費 担当課題のアド会合に出席(岐阜)

推進費担当課題のアド会合に出席 (東京)

30(月) ：推進費 担当課題の国際シンポ及びアド会合に出

推進費 現地調査(仙台)

席(東京)

温対 検討会(Li 電池二次利用関連)に出席（東京）

推進費 現地調査（つくば）

17(火)：推進費 担当課題のアド会合に出席(つくば)

山林会シンポジウムに参加（三会堂ホール）

推進費 現地調査(大津)

30(月),31(火)：推進費 担当課題のアド会合に出席 (仙台)

18(水)：推進費 担当課題の WS に参加 (東京)

31(火):推進費 担当課題のフォーラムに出席

推進費 担当課題のアド会合に出席(大津)

推進費 現地調査（つくば）

温対 検討会(EV トラック関連)に出席(東京)

* 推進費：環境研究総合推進費

19(木)：推進費 担当課題のアド会合に出席 (千葉)

温対：地球温暖化対策技術開発等事業

温対 検討会(EV 二輪関連)に出席(東京)
温対 成果発表会に出席および開催支援（椿山荘）

〒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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