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1 月は寒かったですが、2 月も本当に寒かった

ですね。ここ数日平年並み以上の気温が続きまし

たが、また寒さが戻ってきています。一度暖かく

なったあとの寒さはこたえますが、日が長くなっ

てきましたし、春はもうすぐそこという感じはし

ています。 
もう冬場の電力不足は大丈夫そうですね。結局、

1 月 20 日に記録した最大電力 4,966ｋW を超え

る日はありませんでした。おそらく、最大電力を

記録したとの報道があると、企業でも家庭でも身

構えて節電に努めるという条件反射ができてき

ているのではないでしょうか。これがずっと続け

ばいいのですが、危機感がなくなると年を経るに

したがって気持ちが薄れていくのが常ですので、

どう維持していくのかが課題であろうと思いま

す。 
当協会の近くにある湯島天神は、2 月 8 日から

3 月 8 日まで梅まつりです。でもつい数日前まで

は 2、3 の木に数輪の花がついているぐらいでし

たので、どうなるんだろうかと思って、今日も散

歩のついでに立ち寄ったところ、5 分咲きの白梅

が 1 本、1～2 分咲きの紅梅・白梅が数本となっ

ていました。屋台が出て、舞台もでき、毎日猿回

しが来ていて、お祭りのしつらいはできていまし

たが、主役の紅梅・白梅がこのような状況では今

一つ盛り上がらない感じです。この週末（3 月 3、
4 日）が梅まつり期間の最後の週末ですので、受

験の「お礼参り」を兼ねて一番の人出となると思

いますが、週末までに梅の花がどれだけ開くか、

よそ事ながら心配になります。 
湯島天神の横手の階段をあがったところに「講

談高座発祥の地」と刻まれた石碑を発見しました。

それによると、江戸時代中期までの講談は、町の

辻々に立っての辻講釈や粗末な小屋で聴衆と同

じ高さで演じられていましたが、文化四年(1804
年)に湯島天満宮の境内に住みそこを席場として

いた講談師伊東燕晋が、家康公の偉業を読むにあ

たり庶民と同じ高さでは恐れ多いことを理由に

高さ三尺一間四面の高座常設を北町奉行に願い

出て許されたのが「高座」の始まりだそうです。

この由来からすると、今も「高座」のままでやっ

ていていいのかなと思ったりします。 
このあたりには、寄席の発祥の地だとか、喫茶

店の発祥の地だとかいろいろありますので、下町

の歴史を感じます。 
3 月は年度末です。受託業務の業務報告書や精

算報告書の作成、平成 24 年度事業の提案書の作

成、決算などでどこも大変に忙しい時期となって

いると想像します。 
協会の業務ですが、「環境研究総合推進費」に

ついては、平成 24 年度新規課題の採択ヒアリン

グがすべて終了し、企画委員会で採択課題が決定

しました。今回は一般枠とは別に震災の復旧復興

枠が追加され、採択審査が行われました。また、

3 月 9 日には、平成 23 年度終了課題の成果報告

会が開催されます。平成 24 年度に行われる終了

課題の書面評価のために、評価委員を対象とした

成果報告会ですので非公開です。平成 23 年度終

了課題の成果については、平成 24 年度に一般向

けの成果発表会が行われると思います。 
「地球温暖化対策技術開発等事業」については、

平成 24 年度継続課題の中間評価のための分科会

が終了し、平成 24 年度新規課題採択のための分

科会が始まっています。3 月中旬の評価委員会で

採択課題が決定されることになります。 
3 月にはこれらの平成 24 年度事業の入札の公

示が始まりますので、ぜ

ひ確保していきたいと思

います。 
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。 
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ダッカからパロへ 
 ダッカを飛び立った飛行機は、広大なインドの

平地を飛びすぎ、やがて左手にヒマラヤの峰が見

え始めた（写真 1）。そのうち、峨々たる山が近

づいてきたが、ヒマラヤの白い峰は、かえって見

えなくなってしまう。飛行機はあえぐように山間

をぬって飛んでいき、冬枯れの山が急速に近づい

てきたと思ったら、そのまま着陸してしまった。

ブータン唯一の国際空港、パロ空港である（写真

2）。 
年末年始に、ブータンに行かないかと妻に誘わ

れた。実は、妻はすでに春にブータンに出かけて

いるのである。それもあの大震災の直後が出発日

であった。はじめは、大丈夫かとずいぶん心配し

たが、娘も一緒だったこともあり、ずいぶん楽し

い旅行だったようである。 
 そこで、今度は私を誘ってくれたのである。ま

あ、だしのようなものであろう。実は、私自身は、

観光で海外に出かけたことはなかった。要するに

めんどうくさがり屋なのである。こういうことで

もないと、ブータンなどへは出かけることもある

まいと言うことで、牛に引かれて善光寺ではない

が、妻に引かれてブータン旅行と相成ったわけで

ある。今度も娘が同行することになり、久々の家

族旅行となった。 
 
ブータンとは 
 ブータンについては、昨年 11 月に国王夫妻が

来日され、話題を振りまいたことで、にわかに関

心が高まっているようである。私も以前から興味

はあったが、それは、ヒマラヤ、雲南、ブータン

などの地域が、日本の自然や文化と共通する部分

が多いためであった。 
 ブータンは、国土面積はわずかに 3 万 8 千平方

キロメートルであり、これは、九州ほどの面積で

ある。そこに、69 万人ほどの人々が暮らしてい

る。九州には 1,300 万もの人が暮らしていること

を思うと、きわめて人口密度は低いといえる。こ

れは、国土の 70％以上が、山岳地帯であり、平

地が極めて少ないことと、これという資源がない

ことにもよるであろう。 
ブータンでまず思い浮かぶのは、独特の服装で

あろう。男性が着るのは「ゴ」と言って、どてら

をたくし上げて、短く着ているようなものである。 
女性のものは「キラ」と言って、タイの女性服

に似ている（写真 3）。 

 

写真 1：飛行機から眺めたヒマラヤの峰、   

一段と高いのがカンチェンジェンガ（8,586ｍ）

  

写真 2：ブータン唯一の国際空港パロ空港 
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そして、もう一つ有名なものが、先代の国王が

提唱した、GDH「国民総幸福量」という考え方で

あろう。これは、GDP国民総生産のように、国の

価値を物の生産力で測るのではなく、どれだけ幸

せかで測ろうというものである。そのために、い

くつもの幸せを測るための項目を決めて、国民が

それにどれほど満足しているかを調査して決め

ているそうである。確かに、お金持ちが幸福とは

限らないですもの。 

 

 

首都ティンプーへ 
 ブータンの首都はテインプーであるが、そこに

は空港がない。そのため全ての人は、パロに降り

て、陸路で行くしかない。空港には、旅行社が手

配してくれたガイドが待っていてくれ、マイクロ

バスの屋根に荷物を積み、さっそくティンプーを

目指す（写真 4）。車で 1 時間半ほどで着くそう

である。さすがに、首都と結ぶ道路だけに舗装は

しっかりしている。パロは比較的平地がある方で

あり、川に沿ったなだらかな場所には、農地が広

がり、転々と農家が建っている。冬なので、イネ

は作らずブータン人の大好物トウガラシを作る

のだそうである。農家は、ほとんどが 3 階建てで

大きく、1 階が家畜を飼う場所であり、2 階が住

居となっている。3 階は吹きさらしとなっている

場合が多く、ここでトウモロコシなどの作物を乾

燥させるそうである（写真 5） 

 
パロの狭い盆地を離れるや、道はがぜん山肌を

削った道となり、うねうねと走っていく。道路脇

は崖のようになり、遥か下に、清冽な水が流れて

いる。その水はライトブルーに輝き、川底まで見

えるほど澄んでいる。チベット仏教が国境である

こともあり、いろんな所に寺院や仏塔が見られる

（写真 6、7）。そして、何よりも万国旗のように

はためく旗の数々（写真 8）。この旗には、お経

が書いてあり、風が吹き抜けることが、お経を読

むことになる。そのため、なるべく風が良く吹く

場所を選ぶのだそうである。ちなみに、仏塔が 3
つ並んでいるところがあったが、これは、ブータ

ン様式の他に、チベット様式とネパール様式なの 

 
写真 3：左がキラを着た添乗員、右がゴ

を着た現地ガイド。ちなみに、ブータン

では、公務員や学生は民族服が義務づけ

られている 

写真 4：マイクロバスの屋根に荷物を積んで出発

写真 5：2日目に泊めてもらった民家 
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応型の残り 3 課題をご紹介します。 
なお、今回ご紹介できなかった革新型研究課題

など、環境研究総合推進費の詳細につきましては、

「環境研究・技術総合サイト」

（http://www.env.go.jp/policy/kenkyu/index.ht
ml) をご覧ください。 

 
◎D-1105：水温の上昇傾向と海岸・海底地形を踏まえた西九州の沿岸保護区の設定施策研究代表者：玉置 

昭夫 (長崎大学) 

 
本研究は、沿岸保護区の候補として有明海の湾

口部側 1/3 の水域（内湾）から天草灘（外海の内

部陸棚域）までの海域を取り上げ、海岸線に散在

する砂質干潟に生息するマクロベントス（0.5mm
以上の大きさのもの）の幼生の分散・滞留・回帰

の実態とそれに対する気候変動の影響の推定を

目標としている。ここで注目しているハルマンス

ナモグリは大きな基質攪拌作用によって砂泥の

流動性を高め、定住性の小型種を排除するので、

群集の種多様度を低める。一方で、巣穴に引き込

む上水の灌流作用によって巣穴壁の好気性・嫌気

性微生物の活性を促進することで、高い物質循環

機能も発揮する。今後、海水温の上昇によって、

本種幼生の発育期間と大潮間隔（回帰周期）の同

調性が崩れ、干潟への幼生の回帰率が大幅に低下

すると予測されるため、飼育水槽を用いた実験水

温変化の影響を並行して調べる。

 

 
 

◎D-1105：北東アジアの乾燥地生態系における生物多様性と遊牧の持続性についての研究 

 研究代表者：吉川 賢（岡山大学） 

 
本研究は、遊牧が乾燥地生態系の生物多様性に

与える影響を明らかにし、遊牧生産の持続性と草

原の生物多様性の関係を基に、遊牧社会の持続性

について考察することを目的とする。森林ステッ

プ、ステップ、ゴビステップの３カ所を調査フィ

ールドとして、①key resource（主要餌植物）群落

の生育条件と生育地の特性を他の植物群落との比

較で明らかにする。草本と灌木の競争を明らかに

し、②水や植物組織、土壌有機物の同位体比を用

いて物質・水循環を解析し、③草原生態系の群落

動態と気象の関係の調査と連携し、草原生態系の

生物多様性の維持メカニズムを解明する。以上の

結果を基に、遊牧民による草原利用と key 
resource の保全についての自然科学的な技術開発

を進める。
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◎D-1106：三宅島 2000 年噴火後の生態系回復過程の解明と管理再生に関する研究  

研究代表者：加藤 和弘（東京大学） 

 
2000 年７・8 月に激しい噴火があり、その後も

火山活動が続いている三宅島に関して、「植生は

徐々に回復しつつあり、それに伴って鳥類など動

物の生息状況も回復しよう」という見方があるが、

実際の（本研究グループの）調査結果が、島の生

態系の回復は楽観できないことを示した。すなわ

ち、植生の退行（樹木回復遅延、シダ類の増加）、

樹林性鳥類の減少（餌昆虫の減少が原因か）、など

が見られる。 
本研究では、三宅島の現状を詳細に把握した上

で、植生さらには昆虫や鳥類などの今後の変化を

予測することによって、生物生息場所としての三

宅島の保全や再生について適切な判断を下すこと

を目的として、 
1) 島の生態系被害の現状を把握し、被害度および

回復過程に基づき島をゾーニングする。 
2) 1)の各ゾーンについて、生態系の衰退や回復の

過程を把握する。 
3) 2)の結果に基づき、三宅島の生態系を保全し生

物多様性を維持するためにどのような管理が必要

であるか、1)のゾーンごとに提案する。

 

 

図：三宅島の 2000 年噴火前後の植被の変遷パターンの

類型区分図（高橋・加藤・上條、2008）。分析には、1994 

年から 2005 年にかけて観測された 3 時期 12 枚の衛星

画像を用いた。本研究では、時期区分を見直した上で最

新の情報を含めて再分析し、ゾーニングの基礎資料とす

る。上図と類似の結果が得られた場合、噴火の影響が軽

微なＡ地域（濃い緑）、被害が甚大で当面生態系の回復が

見込めないＥ地域（紫）、噴火前から植生が貧困だったＦ

地域（グレー、溶岩原、飛行場、集落など）は対象外と

し、残る地域を調査対象とする 
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ASSOCIATION OF INTERNATIONAL RESEARCH INITIATIVES FOR 
ENVIRONMENTAL STUDIES 

 

 

 

 

1(水)：温対事業 中間評価ヒアリング審査（バイオマス分野）

に出席および開催支援 

      環境推進費 現地調査（つくば） 

2(木）：環境推進費 担当課題のアドバイザリーボード（アド） 

会合に出席（東京）,（大阪） 

温対事業 検討会（地中熱関連）に出席（東京） 

2(木),3(金)：推進費 担当課題のアド会合に出席(広島)  

3(金)：環境推進費 担当課題のアド会合に出席(大津) 

    環境推進費 現地調査（つくば） 

    温対事業 検討会（竹か地熱関連）に出席（水俣） 

4(土)：環境推進費 担当課題のアド会合に出席(東京) 

6(月)：環境推進費 担当課題のアド会合に出席(東京), 

（つくば） 

    温対事業中間評価ヒアリング審査（住宅・オフィス分

野）に出席および開催支援 

7(火) ：環境推進費 H24 新規課題の打合せ（環境省） 

7(火) ,8（水）：環境推進費 現地調査（札幌） 

8(水),9（木）：環境推進費 担当課題のアド会合に出席 

(高松) 

9(木) , 10(金)：環境推進費 H24 新規採択課題ヒアリング審 

査 (第 7 分科会 研究事業)を開催(三会堂ビル) 

10(金)：環境推進費 担当課題のアド会合に出席(東京) 

13(月),14（火）：環境推進費 担当課題のアド会合に出席 

(福岡) 

14(火)：温対事業中間評価ヒアリング審査（再生エネルギー

分野）に出席および開催支援 

15（水)：追跡評価委員会に出席 

15(水),16(木)：推進費 現地調査(札幌) 

17(金) ：環境推進費 H24 新規採択課題ヒアリング審査  

(第 7 分科会 次世代事業)を開催(三会堂ビル) 

20(月) ：環境推進費 担当課題のアド会合および検討会に 

出席（東京）,（仙台） 

環境推進費 現地調査(北九州) 

21(火) ：環境推進費 担当課題のアド会合に出席(東京) 

温対事業 中間評価ヒアリング審査（交通分野）に出 

席および開催支援 

22(水)：温対事業 検討会(EV トラック関連)に出席（東京） 

     会誌関連 打合せ（つくば） 

23(木) ：環境推進費 担当課題のアド会合に出席(京都), 

（江別）,（東京） 

温対事業 検討会に出席（東京） 

23(木),24（金） ：環境推進費 担当課題のアド会合に出席  

(福岡) 

24(金) ：環境推進費 第３回企画委員会に出席(環境省) 

27(月) ：環境推進費 担当課題のアド会合および講演会に 

出席(東京) 

温対事業 評価委員会に出席および開催支援 

28(火)：環境推進費 担当課題のアド会合に出席 (東京)  

温対事業 検討会（木質 EtOH 関連）に出席（大阪） 

29(水):環境推進費 担当課題のアド会合に出席（焼津）, 

(東京) 

温対事業 中間評価ヒアリング審査（再エネ分野）に 

出席および開催支援 

 

* 環境推進費：環境研究総合推進費 

  温対事業：地球温暖化対策技術開発等事業 
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