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2 月 3 日の節分の翌日は立春、暦の上では春到

ト気流の勢いが弱まって、極寒の北極の大気が欧
米や日本などの中緯度地域に流れ出ることにな

来ですが、寒さは益々厳しくなりそうです。
今年のお正月は、霞ヶ関は大変だったでしょう

るそうです。昨年、温暖化によって北極海の海氷

が、民間では 1 月 6 日までの 9 連休を取られた方

が最も小さくなりましたが、今後も続きそうです

も多いのではないでしょうか。休んだという感じ

ので、指数が負になることはますます起こりやす

はしましたが、休み明けに週 5 日間にフル出勤は

くなるようです。（2012 年 12 月 24 日付けの日

つらかったですね。昨年は、仕事始めの 4 日に谷

本経済新聞の記事に依っています。）
また、
先日の NHK のクローズアップ現代では、

中七福神を回りましたが、今年は仕事始めを休み
ましたので、七福神めぐりはできませんでした。

氷床は融けないと言われていた南極大陸で、過去

でも、神田明神、湯島天神、不忍池弁財天、五條

に氷が融けた証拠が見つかったとか、南極大陸の

天神社、上野東照宮に加え、縁結びの花園稲荷神

地形の 40％程度は海水面よりも低く、その部分

社に行ってきました。もっと遠出もしようと思っ

に海水が浸入して融け出すと将来大規模な氷床

たのですが、寒くてあきらめました。

の崩壊が起こる可能性があるという最新の科学
的知見が紹介されました。

この冬は本当に寒いですね。体はだんだん慣れ

今年の 9 月の第 1 作業部会報告の公表に始まり、

てきましたが、こんなに寒かったかなと思ってし
まいます。この寒さの原因として地球温暖化が登

来年 3 月に日本で第 2 作業部会報告、4 月に第 3

場しました。久しぶりの登場のような気がします。

作業部会報告と IPCC の第 5 次評価報告書が公表

地球が温暖化しているのにどうして寒い冬が

される予定になっています。地球温暖化に関する

増えているのかというと、原因が何と夏の北極海

新たな知見が得られますので、地球温暖化に関す

にあるのだそうです。北半球の冬の天候を左右す

る報道もまた賑やかになるかなと期待していま

るのは北極振動や北大西洋振動という現象だそ

す。でも、個人的には、大学の講義資料を作り直

うです。北極側の気圧が低いときに正、高いとき

さなければならないので大変です。わかりやすい、

に負になるそうで、北極振動指数が正の時期は、

使いやすい資料が提供されることを期待します。

北極付近の上空を流れる渦の流れが強くなり、寒

さて、協会の業務ですが、「平成 24 年度環境

気はそこに封じ込められる形になるが、負の時期

研究総合推進費」については、平成 25 年度新規

は逆に極渦の勢いが弱くなり、寒気が中緯度地域

課題採択のためのヒアリングが行われています。

に流れ出して、寒冷な天候が訪れるとのことです。

2 月中旬まで続きます。

1970 年代以降はこの指数は正に振れるように

「地球温暖化対策技術開発等事業」については、

なり、暖冬の年が増えて、地球温暖化が進行して

1 月 18 日（金）に椿山荘で成果発表会が行われ

いるということになっていましたが、近年は再び

ました。2 月には、継続課題の中間評価が行われ

負になることが多くなっているのだそうです。

ます。なお、予算が遅れたために、平成 25 年度
の新規課題の公募はこれからです。

この指数は数十年という比較的長い周期で正
と負の状態が移り変わるのだそうですが、この自

また、懸案であった協会のホームページのリニ

然のリズムをかく乱する新たな要因が夏の北極

ューアルを行い、1 月下旬に公開しました。ぜひ

海における海氷の減少だそうです。氷が解けた海

ご覧ください。

洋から秋に余分な熱が放出され、北極付近の気圧

引き続き、みなさまのご指導・

が高まり、北極と中緯度地方の温度差が小さくな

ご支援のほど、よろしくお願いい

って、指数が負になりやすくなり、極渦やジェッ

たします。
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私達の住む日本は、世界でも例を見ない程地震
の多い国です。何年かに一度、大きな被害をもた
らし、何千軒もの家や何千人もの人がその犠牲に
なります。その様な時に災害現場にいち早く駆け
つけ、瓦礫の下敷きになった人達を優れた臭覚で
探し当て、救出する為のお手伝いをするのが災害
救助犬です。救助犬は地震災害以外でも、台風に
よる風水害で起こる土砂崩れや、雪山での雪崩な
どに巻き込まれて生き埋めになった人を探し出
します。山菜取りやハイキングで行方不明になっ

写真：IRO の B 段階を合格したわが家のハイジ

てしまった人の捜索や、水難救助にも使われます。

号。神奈川県警の嘱託災害救助犬としで自宅待

日本における救助犬の現状ですが、日本にはい

機を続けています。

くつもの救助犬団体が存在し、各々独自の規格で
認定などの活動を行っているため、指導手を含め、

ステムに組み込まれ、世界のどの国で災害が起こ

その災害現場における経験を含めた能力にはお

ってもすぐに駆けつけられる準備をしています。

のずと差異があるようです。いざ海外の災害現場

IRO は、救助犬の基準を保つために適性テスト

へ派遣されるとなると日本政府か国連のどちら

(初等)、A 段階テスト(中等)、B 段階テスト(高等)

かの枠組みで参加することとなりますが、前者の

とそれぞれのレベルを定め、各国・各団体に審査

瓦礫捜索は、我が国自慢(？)のハイテク機器を駆

員を派遣し世界の救助犬レベル向上の為に努力

使し、機材の運搬や電源の問題を克服しながら行

をしています。そして年に一度、高得点で B 段

うのが今までのやり方ですので、救助犬は後者の

階を合格した犬だけが出場する世界選手権を開

枠組みで参加する事となります。こちらは各国の

催しています。本番さながらの捜索現場と、各国

混成部隊で、まず犬と指導手をヘリで最前線に投

から厳選された冷静で正確な審査の出来るジャ

入し、現地の重機や同行するレスキュー隊を活用

ッジがその大会を格調高いものにしています。

して短時間で捜索が開始できる方法を採用して

海外の救助犬は日本と違って普通の家庭で飼

います。従って、救助犬は非常に重要な位置づけ

われている犬が多く、それぞれの家庭で集中力を

となっています。このため、国連枠で参加するた

高める工夫をしながら、地道な訓練をしています。

めには、
「国際救助犬連盟(IRO)」の基準を満たし

犬たちはそれが楽しくて仕方がなく、結果、 色々

た犬とその指導手が、さらに救助チームとしての

な面でも飼い主のとてもいいパートナーとなっ

基準を満たして登録されることが必要となり、我

ています。

が国では現在 1 組のペアが登録されています。

今後、日本でも救助犬の知名度が高まり、ハイ

IRO は、オーストリアに本部を置き 33 ヶ国

テク機器と同様に高い評価が得られる日が来る

56 団体（うち、日本から 2 団体）から成る国際

べきであると感じています。機器も生物も万能で

ボランティア組織です。救助犬を使った国際救助

はないので、補完関係がより良い救助につながる

犬活動が認められ、2003 年に国連の国際救助シ

のではないでしょうか。
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平成 25 年 1 月 18 日（金）午後 2 時半より、

で始まり、交通、住宅・オフ

椿山荘（文京区）において平成 24 年度環境省地

ィス等、エネルギー供給の 3

球温暖化対策技術開発・実証研究等事業の成果発

分野から 1 課題ずつの成果

表会が開催されました。環境省では、エネルギー

発表が行われました。
ご列席のコメンテーター

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

の方々からは、事業成果への

して民間企業・大学・公的研究機関の参画を得て、

賞賛とともに、今後もこのよ

推進しています。

うな成果発表会を続けて欲

今回の成果発表会では、平成 23 年度に終了し

しいとのコメントを頂きま

た課題の中から、特に優れた成果を挙げた 3 課題

した。以下にプログラムを紹

について、課題実施者の方々から発表頂きました。

介します。

一般聴衆 90 余名のご参加の下、関地球環境局長
の開会挨拶(写真)、地球温暖化対策課神谷調整官

＊コメンテーター：平成 24 年度地球温暖化対策

による環境省に係る平成 25 年度の重点施策説明

技術開発評価委員会 委員

事業成果発表 ―プログラム―
・業務用電動二輪車の実用化に向けた一般公道走行による実走実験（本田技研工業㈱）
・既存住宅の断熱性能向上のための薄型断熱内装建材に関する技術開発（パナソニック㈱ エコソリュー
ションズ社）
・水素・燃料電池社会構築のための負荷対応型水素精製システムに関する技術開発（㈱神戸製鋼所）
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第 3 研究分科会では今年度、表１に掲げる 6

第 3 研究分科会：
「リスク管理・健康リスク」分

課題が採択されていますが、ページ数の関係で全

野

課題を紹介することができません。これらの研究
今回は、「リスク管理・健康リスク」の分野を

内容については環境省の環境研究・技術総合サイ

対象とする第 3 研究分科会の新規課題から 4 課題

トの新聞報道発表に関する URL

を紹介します。

（http://www.env.go.jp/policy/kenkyu/index.ht
ml）をご参照ください。
表１：平成 24 年度新規研究課題（第 3 研究分科会）

C-1251

ダイオキシン類曝露による継世代健康
影響と遺伝的感受性要因との関連に関 和氣 徳夫
する研究

九州大学

妊娠中及び胎児期における内分泌撹乱
質が性分化および性腺機能に及ぼす影 野々村 克也 北海道大学
響について
簡単な試料前処理のみで実施できるダ
RFc-1201 イオキシンの土壌汚染バイオアッセイ
川西 優喜
大阪府立大学
キットの開発
チャンバー法によるナノ製品の曝露評
RFc-1202
松井 康人
京都大学
価
C-1252

H24-26

H24-26

H24-25
H24-25

水系感染微生物による水環境汚染への
ZC-1201 指標生物管理の有効性と消毒技術の 田中 宏明
検討

京都大学

H24-25

震災時に放出された化学物質の東北沖
ZRFc-1201魚介類生態系における生物濃縮と毒性 磯部 友彦
リスク評価

愛媛大学

H24-25

◎C-1251：ダイオキシン類曝露による継世代健康影響と遺伝的感受性要因との関連に関する研究 (H24-26)
研究代表者：和氣 徳夫（九州大学）
ダイオキシン類が次の世代（児）の健康にどの

象とした健康実態調査の検討を行うため、ダイオ

ような影響をおよぼすかは、油症経験があること

キシン類血中濃度、ダイオキシン AhR 関連遺伝

や低濃度ではあるものの、現状でも曝露があるこ

子多型、細胞増殖・ホルモン受容体関連遺伝子な

とから重要な問題と考えられます。そこで九州大

どに関するエピジェネティックな変化を解析し

学病院油症ダイオキシン診療研究センターで管

ます。ダイオキシン類曝露が次世代の健康に及ぼ

理・登録している油症曝露患者において、油症発

す影響の機序を明らかにすることを目的とした

症後に児を得た油症曝露世代とその後世代を対

研究です。
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◎C-1252：妊娠中及び胎児期における内分泌攪乱物質が性分化および性腺機能に及ぼす影響について
(H24-26)
研究代表者：野々村 克也 (北海道大学)
人ではほとんど科学的な知見がない性分化お

ルと性向行動やホルモン環境の関係を検討しま

よび性腺機能おける胎児期の環境化学物質曝露

す。第 3 に異物・ステロイド代謝酵素遺伝子多型

のリスクについて明らかにすることを目的とし

等の遺伝子型と曝露濃度が胎内ホルモン環境に

た研究です。第 1 に環境化学物質が男児の陰茎

与える影響、母児の遺伝子型の組み合わせが性分

長・精巣体積および男児女児の肛門性器間距離、

化および性腺機能に及ぼす影響を明らかにしま

性ホルモンに関連した第 2 指/第 4 指比に与える

す。

影響を検討します。第 2 に児の性腺機能に関連す

本研究により、妊娠中や胎児期の環境化学物質

ると考えられるホルモン濃度の測定と 8 歳時点

が性分化および性腺機能におよぼす影響が明ら

の性向行動調査を実施し、環境化学物質濃度レベ

かにされます。
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◎RFc-1201：簡単な試料前処理のみで実施できるダイオキシン土壌汚染バイオアッセイキットの開発(H24-25)
研究代表者：川西 優喜（大阪府立大学）
土壌のダイオキシン汚染調査のためには、現場

ています。費用と要する時間が多大であることは

で土壌をサンプリングした後、測定を分析会社に

大きな負担になることや合理的な土壌汚染リスク

委託する必要があります。これには相応の費用と

管理の大きな制約となっています。本キットを汚

日数が必要になります。本研究は、土壌のダイオ

染検査の 1 次スクリーニングに用い、陽性判定さ

キシン汚染を、簡単な試料前処理のみで 1 日で結

れた土壌だけを従来法分析にまわすことで、トー

果判定できる簡便、迅速、低コストの 1 次スクリ

タルコスト・時間を節約し、土壌汚染を原因とす

ーニング用キットを開発することを目的としてい

る健康リスクの低減に貢献することができると考

ます。土壌汚染はその調査件数の増加が想定され

えられます。
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◎RFc-1201：チャンバー法によるナノ製品の曝露評価
研究代表者：松井

康人 (京都大学)

これまでナノ物質材料を含む製品の使用時・廃

対象物が、本来材料として使用したナノ物質であ

棄時の環境中への放出量の推定を行うシステムで

るのか、ナノ物質を含む製品から二次的に発生し

あ る 、 XPONA （ エ ク ス ポ ー ナ ； Exposure

たナノ物質であるかを区別できます。この XPONA

Assessment for Nanomaterials）を構築すること

を用いて、より多くの市場に出回るナノ製品を使

を行い、チャンバーを用いた製品からのナノ物質

用時や廃棄時を想定して試験することで、どれほ

材料の発生量を計測することを行ってきました。

どのナノ物質材料が発生しているかを把握すると
ともに、環境への負荷量も推算していく研究です。

本システムを用いることで、測定したナノ物質
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当協会のホームページが新しくなりました。

今回のリニューアルでは、
「見やすく、必要な

国際環境研究協会ニュースは、2013 年 1 月号

情報を探しやすいホームページ」を目指し、ペー

より、PDF ファイルでの掲載となりました。 ま

ジ構成を見直しました。また、新しいホームペー

た、バックナンバーも PDF ファイルでご覧いた

ジは、スマートフォンにも対応しています。

だけます。

当協会の自主事業である「学術会誌」へのアク

トップページの「環境研究・技術関連ニュース」

セスを改善し、また見やすく工夫しました。

では、関連団体や環境省からの、環境研究・技術

和文学術会誌「地球環境」と、英文学術会誌

に関するニュースを掲載していく予定です。掲載

「Global Environmental Research」のページで

希望のイベント等がありましたら、お知らせくだ

は、これまで通り、発行１年を経過したものにつ

さい。

いて、内容を PDF ファイルで閲覧いただけます。
また、バックナンバーを購入希望の方のために、
在庫の有無についてもわかるようにしました。
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ASSOCIATION OF INTERNATIONAL RESEARCH INITIATIVES FOR
ENVIRONMENTAL STUDIES

4(金）：仕事始め

ラック関連）に出席（東京）

7(月) ：環境推進費 拡大アドバイザリーボード会合に出席

22(火)：環境推進費 H25 年度新規採択ヒアリング（S-11 専

（東京）

門部会）（三会堂）

8(火)：環境推進費 アド会合に出席（東京）

環境推進費 現地調査（東京）,（新潟）

9(水) ：環境推進費 現地調査（京都）

23（水）：環境推進費 担当課題のアド会合に出席(東京)

10（木）：環境推進費 アド会合に出席（東京）, (福島)

環境推進費 現地調査 (広島)

環境推進費 現地調査（名古屋）

24（木）：環境推進費 H25 新規採択ヒアリング（第２分科会）

温対事業 検討会（EV バイク関連）に出席(鎌倉)

（三会堂）

11(金)：環境推進費 アド会合に出席（東京）, (名古屋)

環境推進費 現地調査（横浜）

環境推進費 現地調査（京都）

温対事業 検討会(固体発酵 EtOH 関連及びｷｬﾝﾊﾟ

温対事業 検討会（水循環ヒートポンプ関連）に出

ｽｴﾈﾏﾈ関連)に出席（大阪）,(東京)

席 （東京）

25（金)：環境推進費 アド会合に出席(横浜)

15(火)：環境推進費 アド会合に出席（広島）, (彦根)

25(金)-27(日)：環境推進費 アド会合に出席 (京都)

温対事業 検討会（ﾊﾞｲｵ熱分解関連）に出席（東京）

26(土)：環境推進費 アド会合に出席(長岡)

16 (水)：会誌編集委員会を開催

28（月）：環境推進費 アド会合に出席（大津）, (つくば)
温対事業 検討会（集光 PV 関連）に出席(鶴見)

温対事業 環境省打合せ

29（火）：環境推進費 現地調査（富山）,(北見)

17(木)：環境推進費 アド会合に出席（東京）
環境推進費 現地調査（長野）

温対事業 中間評価ヒアリング（バイオマス分野）に

温対事業 検討会（ﾊﾞｲｵ混燃関連）に出席（相生）

出席及び開催支援
30(水)：環境推進費 H25 新規採択ヒアリング（第 5 分科会）

温対事業 視察（城里テストセンター）
18(金)：環境推進費 H25 新規採択ヒアリング（第 3 分科会）

（三会堂）

（全日通霞が関ビル）

環境推進費 アド会合に出席（福島）

環境推進費 アド会合に出席（東京）

環境推進費 現地調査（藤沢）

温対事業 H24 年度研究成果発表会開催（椿山荘）

31(木)：環境推進費 アド会合に出席（東京）, (松山)

21（月）：環境推進費 H25 新規採択ヒアリング（第 6 分科会）

温対事業 検討会（空港遅延関連）に出席（名古屋）

（三会堂）

* 環境推進費：環境研究総合推進費研究管理・検討事業

環境推進費 アド会合に出席(東京)

温対事業：地球温暖化対策技術開発・実証研究事業

環境推進費 現地調査 (つくば)

ＥＳＤ業務：地域における ESD の取組強化推進業務

温対事業 検討会（自立型 SC 形成関連及び EV ト

〒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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