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いよいよ師走です。師走の声を聴くと何となく

西日本各地で活動している方々から活動事例の

気持ちの上でも慌ただしさが増してきます。今年

発表をしていただきました。このためか、参加者

の師走は、衆議院議員選挙もあります。その結果

の過半数は岡山県外で、北は北海道から南は熊本

次第でいろいろと変化が生じますので、社会全体

県と、全国 13 の都道府県から集まりました。ま

が落ち着かない感じがします。

た、鳥取環境大学や兵庫県立大学、岡山の大学か

公益財団法人日本気象協会は、最近、月刊で「気

らも 10 数人の学生さんたちが参加されました。

象トピックス」という冊子を出し始めました。そ

発表された事例はどれも素晴らしいものでし

の 11 月号に東京（大手町）の気温、降水量、風

た。どの活動も立ち上げの際には大変ご苦労され

速、日照等をさらに細かく分けた 20 項目ほどの

たようですが、発表いただいた皆さんは自信に満

気象データについて、観測史上 1～10 位の値が何

ち、活動自体に充実感と生きがいを見いだしてお

月に何回観測されたかを示した表が載っていま

られるようでした。また、活動に参加されている

した。それをみると、11 月には記録的な値の日

方々の充実感と笑顔が見えるような発表でした。
このように活動を実施している者にも参加し

はゼロで、最も平穏な月のようです。

ている者にも笑顔のある活動は、社会が求めてい

東京はそのようですが、北日本では異常が観測
されています。11 月 18 日に北日本の平地で初雪

る何らかの価値を実現しているように思います。

が降りました。私の故郷の北海道旭川市は、平年

こういう活動が ESD ではないかなと思いますし、

より 26 日も遅く、これは 1888 年の観測以来最

そうあってほしいものです。充実感によって生ま

も遅い初雪となりました。これまでは 1927 年 11

れる笑顔と笑顔がぶつかりあうような活動を広

月 13 日でしたので、さらに 5 日も更新していま

めていくことが、ESD を広めていくためには大

す。札幌でも観測史上 2 番目に遅い初雪となりま

事ではないかと思います。

した。最近は、雪が極端に少なかったり、記録的

パネルディスカッションでは、コーディネータ

な豪雪になったりと変動の幅が大きくなってい

ーの西村氏が、会場から 30 枚ほど集まった質問

るように思います。

票をもとに、活動で大切にしていることや課題等

この冬の気温はどうなるのでしょうか。前述の

の共通のポイントに絞ってパネリスト（事例発表

「気象トピックス」10 月号に最近の冬の傾向が

者）から考えを引き出してくれましたので、活動

載っていますが、それによると、2007 年以降の

をしている方々には大変参考になったのではな

6 年間のうち、2008 年は平年並み、2012 年は寒

いかと思いますし、参加された方の多くが充実感

冬でしたが、残りの 4 年は暖冬でした。気象庁が

を感じられたフォーラムになったと思います。

最近発表した 12 月から 2 月の 3 ヶ月予報による

11 月 14 日には、環境研究総合推進費の平成

と、この冬の気温は平年並みか低くなるというこ

25 年度新規課題の公募が締め切られました。そ

とでした。1 ヶ月前の予報では暖冬でしたので、

れと同時に事前評価のプロセスが始まり、現在委

はずれることを祈っています。

員に書面審査をお願いしているところです。来年

さて、業務の方は、11 月 4 日に「ESD 全国学

の 1 月中旬から 2 月中旬にかけて新規課題採択の

びあいフォーラム in おかやま」を開催しました

ための分科会が開催されます。地球温暖化対策技

（報告は p.4-5）。このフォーラムには関係者を含

術開発・実証研究事業の平成 25 年度新規課題の

め、全体で 100 人以上の参加がありました。この

公募は、年明けです。

フォーラムでは、岡山市と西日本の 4 つの環境パ

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。

ートナーシップオフィス（EPO）のご協力により、
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金門島をご存じだろうか？中国厦門市から数

支援を受け対抗し、この戦闘は結局、1979 年ま

キロのところにあるが中国ではなく、中華民国

で続いた。乳山要塞は当時のまま残っており、今

（台湾）の一部である。金門島とは大小 12 の島

は観光名所となっている。山頂には、トーチカが

嶼の総称で面積は約 150km2 である。今は観光

あり、金門島のほぼ全域を見渡すことができる。

地となっているが、かつては中華人民共和国と中

中国大陸に張り付いたこの島をよく護れたもの

華民国との壮絶な戦いの場であった。因みに金門

だと感心する。

島は日本の植民地とはなっていない。従って、台
瓊林戦門抗道

湾本土ほど親日的ではない。ただし、反日でもな
い。
乳山要塞

防空壕である。金門島の中心部の地下に張り巡
らされている。全体としてどのような構造になっ

1958 年 8 月 23 日午後 6 時、中国人民解放軍は、

ているかは不明であるが、内部には、指揮所、水

中華民国の大金門島、小金門島に対し砲撃を開始

くみ場、会議室等があり、一定期間、生活ができ

した。当時は、中華民国が国連安全保障理事国で

るようになっていた、因みに、地下水をくみ上げ

あったこともあり、国際的には中華人民共和国に

る機械は日本製であった。

対し大きな非難が集中した。中華民国側も米国の
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西
西園抗日紀念
碑
金門島にも抗日記念碑があった。日中戦争勃発
日
発
の 1937 年から
ら第 2 次世界
界大戦敗戦ま
まで日本は金
金
門
門島を占領し
た。その期間
間に活動した
た烈士を記念
念
し
しているもの
と思われる。
。金門島は、今も昔も中
中
華
華民国の一部
である。日中
中戦争当時は
は蒋介石率い
い
る中華民国政府は中国大陸
陸にあり、金門島はその
金
の
支
支配下にあっ
た。しかし、
、第二次世界
界大戦後の国
国
共
共内戦で負け
た蒋介石軍が、第二次世
世界大戦の敗
敗
戦
戦で日本が放
放棄した台湾
湾に移ると金
金門島も中華
華
民
民国の支配下
に入った。碑
碑には民国 86 年に立て
て
られた旨の記載がある。民
民国 86 年と
とは 1997 年
の
のことである
。どのような
な経緯でその
の時期にこの
の
碑
碑が建てられ
たかは不明である。イン
ンターネット
ト
中国語のサイ
を
を検索しても
イトはあるも
ものの、日本
本
語
語サイトは見
つからない。
。ご存じの方
方がいらっし
し
ゃ
ゃったら、国際
際環境研究協
協会事務局ま
まで、ご連絡
絡
い
いただきたい
ものである。
。

協会ニ
ニュースに会
会員からの投
投稿を募集中！
協会会員相互の交
交流の場として、会員の
の皆様からご
ご執筆頂いた
た文章を掲載
載するコーナ
ナーを
設けております。内容は近況報
報告、趣味、雑感、研究
究状況、協会
会業務の改善
善の提案等、また、
法人会員の場合には活動の紹介
介も含め、協
協会ニュース
スの１頁程度
度（約 1,300
0 字程度）を
を
想定しています。なお、本協会
会ニュースは
は、会員の皆
皆様に配布さ
されると同時
時に協会のホ
ホーム
ページに公開されますので、ご
ご承知おき下
下さい。
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ESD 全国学びあいフォーラム in おかやま

地域に未来へのさざ波を起こそう！

開催報告
2014 年秋に愛知県・名古屋市と岡山市におい

な取組でした。パネルディスカッションも、この

て、「ESD に関するユネスコ世界会議」が開催さ

ような各地の担い手による創造的な議論が行わ

れます。

れましたので、大変充実したフォーラムとなりま

今年の ESD 全国学びあいフォーラムは、その

した。
フォーラムの概要は、＋ESD プロジェクトホー

岡山市で、西日本各地の取組から、参加者どうし
が学びあいました。どの事例も地域の自然や人、

ムページ（ http://www.p-esd.go.jp/top.html ）の

産業、文化など多様な要素を取り込んだユニーク

「学びあいフォーラム」に掲載されます。

日

時：

平成 24 年 11 月 4 日（日）

13：30～17：00

場

所：

岡山国際交流センター2F 国際会議場

主

催：

環境省、岡山市

後

援：

岡山県

協

力：

きんき環境館、EPO ちゅうごく、四国 EPO、
EPO 九州
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―プログラム―
13:30

開会
13：40～14：05
『家棟川の生態回廊の再生、地産地消でまちおこ
し』 滋賀県
14：05～14：30
『３１１以降の新しい暮らし方」』

13：40～15：45 活動事例発表

岡山県

北出 肇
特定非営利活動法人 家棟川流域観光船
松沢 松治
特定非営利活動法人 家棟川流域観光船
村上 真規
野洲市環境課 主任
高橋 真一
いち＠岡山 実行委員会代表

14：30～14：55
『いなかベンチャー企業が大切にしていること』
島根県

阿部 裕志
㈱巡の環 代表取締役

14：55～15：20
『海の中の森づくり』

神田 優
特定非営利活動法人 黒潮実感センター
センター長

15：20～15：45
『都市での里山』

高知県

福岡県

関 宣昭
特定非営利活動法人 里山を考える会
代表

コーディネーター： 西村 仁志
環境共育事務所カラーズ代表
16：05～16：55 パネルディスカッション
広島修道大学人間環境学部准教授
テ ー マ 『 地 域 の 未 来 を拓 く知 恵を 集め
よう』
パネリスト： 活動事例発表者
16:55

閉会

発表者の皆様

松沢 松治氏、村上 真規氏、

高橋 真一氏

阿部 裕志氏

北出 肇氏

神田 優氏

関 宣昭氏

パネルディスカッションの様子
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コーディネーター 西村 仁志氏

環境研究総合推進費は平成 23 年度以降の分科

時に、戦略研究と呼ばれる５年間継続のトップダ

会体制を踏襲して、第１研究分科会（全球システ

ウン型の研究 S-5 が平成 23 年度に終了したこと

ム変動）、第２研究分科会（環境汚染）、第３研究

と対応して、今年度は S-10 が新規に発足してい

分科会（リスク管理・健康リスク）
、第４研究分

ます。これから約１年間にわたって各分科会の新

科会（生態系保全と再生）、第５研究分科会（持

規課題をご紹介していきますが、課題数の関係か

続可能な社会・政策研究）、第６研究分科会（領

らすべてを網羅することは困難ですので、一部を

域横断研究）
、第７研究分科会（循環型社会形成・

抜粋した形で進めていきます。
なお、推進費の詳細並びに運営方針等に関して

次世代廃棄物処理技術）の７分科会体制で運営さ
れています。ただし平成 24 年度は、従来の一般

は、環境省・環境研究総合推進費 HP

枠予算による課題（問題対応型、革新型）に加え

（http://www.env.go.jp/policy/kenkyu/index.ht

て、東日本大震災を受けて復興枠予算による課題

ml）を参照して下さい。

（問題対応型、革新型）が推進されています。同
表１：平成 24 年度新規研究課題（第１分科会）

A-1201

CMIP5マルチモデルデータを用いたアジ
高藪 縁
ア域気候の将来変化予測に関する研究

A-1202

GOSATデータ等を用いた全球メタン発
生領域の特性抽出と定量化

A-1203

海洋生物が受ける温暖化と海洋酸性化
野尻 幸宏
の複合影響の実験的研究

東京大学

林田 佐智子 奈良女子大学

H24-26
H24-26

(独)国立環境研究所

H24-26

衛星データを複合利用したモデル RFa-1201 データ融合による陸域炭素循環モデル 市井 和仁
の高精度化

福島大学

H24-25

地球環境観測データとモデル統合化に
RFa-1202 よる炭素循環変動把握のための研究 笹野 泰弘
ロードマップ策定

(独)国立環境研究所

H24

◎A-1201：CMIP5 マルチモデルデ－タを用いたアジア域気候の将来予測に関する研究 (H24～26)
研究代表者：高藪 縁（東京大学）
IPCC 第 5 次評価報告書のため世界各機関から

象再解析データを利用し、進行する地球温暖化に

気候モデルによる現在気候および将来気候シナ

伴いアジア域の四季における様々な現象がいか

リオ実験の出力データ（CMIP5）が現在集約さ

に変化するかを調査研究します。研究を効率的に

れつつあります。CMIP5 モデルは時間空間解像

進めるため、複数グループが協力してデータの収

度が向上し、また、実験数を増大させて不確実性

集と初期処理を共同で行い、課題を分担して取り

の低減が図られています。本課題では CMIP5 マ

組みます。

ルチモデルデータと、最新の衛星観測データや気
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図 1：研究
究の概要図（A
A-1201）

◎A-1202：GOSAT データ等
等を用いた全
全球メタン発生
生領域の特性
性抽出と定量化(H24～26))
研究代表者：林田 佐智子（奈良女子
子大学）

図 2：研究
究の概要図（A
A-1202）

7

メタンは二酸化炭素に次ぐ第 2 位の温室効果

に大気の直接観測で得られるメタン濃度データ

ガスであり、現在の大気中濃度は、約 1,770 ppb

の解析を加えることにより、全球的なメタン濃度

です。メタン発生源の多くが生物由来であり、こ

分布を把握します。特にシベリア域およびアジア

れらの推定には大きな不確定性があり、またメタ

域から放出されるメタンの、大気中における輸送

ン発生の気候変動応答メカニズムは複雑であり、

過程や化学反応過程などの動態を把握します。大

実態は十分理解されていません。一方、我が国で

気中メタン濃度の変動を検出して、その結果を元

は 2009 年に温室効果ガス観測に特化した世界初

にインバースモデルによる解析を行い、メタンの

の衛星 GOSAT を打ち上げています。そこで本研

放出分布とその変動を早期に検知するためのシ

究では、GOSAT などの衛星センサーで観測され

ステムを構築します。

る大気中メタン濃度の情報を最大限活用し、これ

◎A-1203：海洋生物が受ける温暖化と海洋酸性化の複合影響の実験的研究化(H24～26)
研究代表者：野尻 幸宏（(独)国立環境研究所）
人為的な CO2 排出量の増加は大気 CO2 濃度を上

理化学面と、対象生物種の入手・維持という生物

昇させ、地球温暖化と海洋酸性化を同時に進行さ

面の技術・設備を開発し、海洋生態系、海洋生物

せていますが、
「気候変動による水温上昇」と「CO2

資源、および海洋炭素循環のカギとなる生物種を

濃度増加による酸性化」というストレスが海洋生

対象とした影響評価実験を行い、世界的な影響評

物に複合的に及ぼす影響に関する知見が不足して

価の知見の充実に貢献します。

います。そこで水温と CO2 の正確な制御という物

図 3：研究の概要図（A-1203）
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ASSOCIATION OF INTERNATIONAL RESEARCH INITIATIVES FOR
ENVIRONMENTAL STUDIES

2(金）：環境推進費 担当課題のアドバイザリーボード

環境推進費 担当課題の研究者会合に出席

(アド)会合に出席(奈良)

(東京)

温対事業 検討会（ナノ水車関連）に出席（長野）

温対事業 検討会（鉄道エネ融通関連）に出席

4(日) ：｢ESD 学びあいフォーラム in 岡山｣の開催支援
（岡山国際会議場）

（大阪）

→ 関連記事掲載

19（月）,20(火)：環境推進費 H25 年度新規課題に関する

5(月)：環境推進費 担当課題のアド会合に出席（東京）,

打合せ（環境省）

(京都),(仙台)

環境推進費 担当課題の特別講演会に参加

6(火) ：温対事業 検討会（EV トラック関連）に出席（東京）

21（水）：温対事業 検討会（第 2 世代 BDF 関連）に出席

7（水）：温対事業 第 2 回評価委員会に出席及び開催支

（大阪）

援（環境省）

22（木）：温対事業 検討会(移動型蓄熱槽関連)（神奈川）

8(木)：温対事業 検討会（空港遅延防止関連）に出席

27(火)：ＥＳＤ業務 「ESD の 10 年」に参加及び開催支援

（東京）

（代々木ｵﾘﾝﾋﾟｯｸｾﾝﾀｰ）

9(金)：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（DC グリッド関連）に出席（山形）

温対事業 検討会（ダイナミック断熱関連）に出席

28(水)：温対事業 （2 軸 EtOH 関連）打合せ（大阪）

（東京）

29(木)：日本アレルギー学会に参加(大阪)

12(月)：温対事業 検討会（低騒音風車関連）に出席

環境推進費 担当課題の打合せ出席(大阪)

（岩手）

温対事業 検討会（ｷｬﾝﾊﾟｽｴﾈﾏﾈ関連）に出席

13(火)：環境推進費 担当課題のシンポジウムに出席

（東京）

（化学会館ホール）

30(金)：温対事業 検討会（低コスト BE 関連）に出席

15(木)：環境推進費 担当課題のシンポジウムに出席

（神戸）
* 環境推進費：環境研究総合推進費研究管理・検討事業

（法政大学）

温対事業：地球温暖化対策技術開発・実証研究事業

温対事業 検討会（EV バス関連）に出席（東京）

ＥＳＤ業務：地域における ESD の取組強化推進業務

16（金）：環境推進費 担当課題のアド会合に出席(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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