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2 月は寒い日が続きましたが、月末になって急

ですし、実際に会長は僅差ですが罷免されました。

に暖かくなりました。最近発表になった 3 ヶ月予

根回しを全くやっていなかったわけですが、いろ

報では、関東地方の 3 月の気温は平年並みのよう

いろな報道を見ると、ここには金が絡んでいるよ

ですので、寒さはまだ残るようです。それでも、

うですので、それが事実であれば全く嫌な世界で

日は少しずつ長くなっていますので、春はもうそ

す。

こに来ているという感じがしています。

同郷の日本レスリング協会の理事長さんにお

湯島天神は、2 月 8 日から 3 月 8 日まで梅まつ

会いした際に、日本の女子が継続的に金メダルを

りです。暖かくなった今日、湯島天神に行ってみ

とっていることもヨーロッパの理事には気にく

ましたが、一部の白梅が満開になっている他は白

わないのでしょうかとお聞きしたところ、女子が

梅が多少花をつけている程度で、紅梅はまだこれ

継続的に勝てるのは、イスラム圏（イラン、中央

からという感じでした。昨年同様に 3 月 8 日まで

アジアなど）のレスリング強国からの出場がない

には満開になるかどうかというところです。開花

こともあると言われました。目からウロコという

予想でも 2 週間遅れとなっていました。

感じです。ひょっとしたらヨーロッパの理事たち

一方、桜の開花予想は 3 月 25 日となっていま

は、イスラム圏の国々が強いことが気にくわない

す。１月に非常に寒い時期がありましたので、こ

のかもしれません。

れにより桜が目覚めていて（これが桜の開花には

新聞にも小さく取り上げられていますが、2 月

大事だそうです）、1、2 月は寒かったものの、3

末からオリンピックにおけるレスリング存続の

月が平年並みなので、桜の開花は平年並みの 3 月

ための署名集めが行われています。下記のアドレ

25 日頃の予想なのだそうです。

スから簡単に電子署名ができますので、関心のあ

今年の冬場の電力はもう大丈夫そうですね。今

る方は署名をお願いします。

冬の最大電力は今のところ 2 月 19 日の 4,735kW

（https://www.change.org/save_wrestling）

ですので、昨年の 1 月 20 日に記録した最大電力

さて、協会の業務ですが、「環境研究総合推進

4,966kW よりもかなり少なくなっています。節

費」については、平成 25 年度新規課題の採択ヒ

電分もあると思いますが、電気暖房からガス暖房

アリングがすべて終了し、企画委員会で採択課題

などに替えた事業所や家庭が結構あったのでは

が決定されました。また、3 月 15 日には、平成

ないかと想像します。

24 年度終了課題の成果報告会が開催されます。

ところで、2 月 12 日の国際オリンピック委員

平成 25 年度に行われる終了課題の書面評価のた

会の理事会において、2020 年五輪での除外候補

めに、評価委員を対象とした成果報告会ですので

としてレスリングが決定されました。レスリング

非公開です。

は日本のお家芸と言われている種目ですので、衝

「地球温暖化対策技術開発・実証事業」につい

撃が走りました。かつては男子がたくさんの金メ

ては、平成 25 年度継続課題の中間評価のための

ダルを獲得しましたし、最近では女子が金メダル

分科会が終了しました。平成 25 年度新規分につ

を量産しています。私の故郷

いては、「CO2 排出削減対策強化誘導型技術開

の旭川市出身者にもレスリン

発・実証事業」と名称が変わり、性格も多少変わ

グの金メダリストが 3 人もい

ります。現在、新規課題の公募が行われており、

ます。

3 月 25 日に締め切られます。このため、この採
択のための分科会や評価委員会は 4 月になる予

国際レスリング協会が怠慢
であったことは論を待たない

定です。
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「地域の ESD 取組推進業務」では、+ESD プロ

覧ください。
3 月にはこれらの事業の平成 25 年度事業の入

ジェクトのホームページが新しくなりました。
（http://www.p-esd.go.jp/top.html）

札の公示が始まりますので、ぜひ確保していきた

以前よりも見やすくなったのではないかと思い

いと思います。

ます。また、名古屋と岡山の全国学びあいフォー

引き続き、みなさまのご指導・ご支援のほど、

ラムの開催結果報告がアップされましたのでご

よろしくお願いいたします。

昨年は、どうしたわけか､5 回も山登りをして
しまった。それも､同じ山ばっかり。なに、おま
えも流行を追って熟年登山を始めたのかって。い
やいや、そんなばかげたことはしない。
私は、森林関係の研究所にいたため、現役時代
は山にばかり行っていたと言っても良い。しかし、
これは仕事だから仕方なしに行っていたのであ
って、けっして山登りが好きなわけではない。そ
れが証拠には、これだけ山に行っているにも拘わ
らず、山頂を極めたところは、極めて少ないので

写真 2：調査道具を担ぐ若手

ある。できれば、楽に行けるに越したことはない
ので、ほとんどは車で行けるところで仕事をして
いたというわけだ。

写真 3：向かいに見える南アルプスの峯（中央
は甲斐駒ヶ岳）

私は、学生時代から土壌中に生息する微小な節
写真 1：ロープウエーで堪能できる千畳敷カー

足動物の１グループであるササラダニ類に興味

ル

を持っていた。最近は、ほとんど手を付けていな
かったのだが、ひょんなことから、木曽駒ヶ岳の

それでは、現役引退して、なぜ今更山登りかと

調査を手伝うことになってしまった。木曽駒ヶ岳

いうと、そこは車で行けない場所であったからで

は、標高 2,931ｍの中央アルプスを代表する山で

ある。

あり、伊那谷を挟んで東の甲斐駒ヶ岳（2,967ｍ）
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が東駒に対して西駒と称されている。この木曽駒

て良かったー！！最高峰の宝剣岳の麓には、山小

ヶ岳の北側に、信州大学農学部の西駒演習林があ

屋があり、ここで小休止、軽食を食べたり、水を

る。この演習林は、唯一、標高 1,250ｍから 2,670
ｍまで 1,400ｍ以上の標高差を持つ演習林であり、
ほとんどを天然林で覆われているため、標高傾度
の調査などに適しており、特に気候変動などのモ
ニタリングや温暖化実験などに適しているとい
える。私自身は、たまたま自分の興味でササラダ
ニ類の標高による分布の違いを調べていたので
あるが、2,600ｍあたりで温暖化実験を行ってい
るところがあり、そこの調査を手伝う羽目になっ
たのである。そして、西駒演習林の特徴としても
写真 4：中箕輪高等小学校（当時）の子供たち

う一つあるのが、車道がないということである。

と教師が遭難したことを記した石碑

そのため、調査をするには、えっちらおっちら自
らの足で登っていくしかない。やれやれ。もっと

補給したりする。山では、こまめな栄養と水分補

も、だからこそ天然林が残っていたともいえるの

給が大切である。ここからは、あまり人が歩いて

であるが。

おらず、途中ではまったく人とすれ違わなかった。

ただし、幸いなことに、木曽駒ヶ岳には、ロー

途中、映画にもなった聖職の碑があるが、ここも

プウエーがあり、2,611ｍの千畳敷カール
（写真 1）

閑散としている（写真 4）。ロープウエーができ

まで、楽に上がることができる。このロープウエ

て、気軽に来られるようになった反面、ほとんど

ーは、標高差も最高地点も日本一というすぐれも

の人は、千畳敷カールから宝剣岳、駒ヶ岳くらい

のである。おかげで体力がない人でも、雄大なお

までしか登ってこないのである。我々が泊まる西

花畑まで楽々たどり着ける。今回は、重い調査道

駒山荘はさらにこの北側の端にあるため、ロープ

具を担ぎ上げるものがロープウエーを使うこと

ウエーができてから、人の訪れがめっきりと減っ

になり、ちゃっかりとそれに便乗させてもらった

たそうである。このことは、町の経済にも影響を

というわけである。

与えており、元々の木曽駒ヶ岳の登山口であり、

ここまで登ればかなり楽ではあるが、それでも、

登山者で賑わった伊那市では、ロープウエー開業

尾根道を延々縦走していくことになる。私のよう

以来登山者が激減し、逆に駒ヶ根市が繁栄してい

なロートルは荷物も軽いのだが、調査道具を担い

るそうである。

だ若手は大変である（写真 2）
。

しかし、人が減った分、ここまで来る人は本当

山登りが好きではないと言ったが、山が嫌いな

の山好きが多く、自然も荒れなくなってきている

わけではない。やはり登ってみれば、その雄大な

のだろう。
（つづく）

眺めに感動する。この日は幸い天気も良く、向か
いの南アルプスの峯々も望まれた（写真 3）
。来
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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課題を紹介することができません。これらの研究

第 4 研究分科会：
「生態系保全と再生」分野

内容については環境省の環境研究・技術総合サイ
今回は、「生態系保全と再生」の分野を対象と

ト URL

する第 4 研究分科会の新規課題から 4 課題を紹介

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

します。

ml）をご参照ください。

第 4 研究分科会では今年度、表１に掲げる 7
課題が採択されていますが、ページ数の関係で全
表１：平成 24 年度新規研究課題（第 4 研究分科会）
D-1201

シマフクロウ・タンチョウを指標とした生
物多様性保全－北海道とロシア極東と 中村 太士
の比較

北海道大学

H24-26

D-1202

国際河川メコン川のダム開発と環境保
全－ダム貯水池の生態系サービスの評 福島 路生
価

(独)国立環境研究所

H24-26

愛媛大学

H24-26

希少種の人為的導入による、在来種へ
RFd-1201 の交雑を介した遺伝子浸透－愛媛県タ 畑 啓生
ナゴ類の事例
RFd-1202

在来マルハナバチによる環境調和型ポ
高橋 純一
リネーション様式の確立に関する研究

京都産業大学

H24-26

ZD-1201

沿岸生態系における放射性物質の拡散
荒川 久幸
過程の解明

東京海洋大学

H24-26

流域水系ネットワークにおける森林農地
ZD-1202 生態系の放射性物質移動と生物濃縮 五味 高志
の評価

東京農工大学

H24-26

湧水がもたらす生態系の頑強性と脆弱
ZD-1203 性の解明：震災後の生態系復元に向け 森 誠一
て

岐阜経済大学

H24-25

◎D-1201：シマフクロウ・タンチョウを指標とした生物多様性保全－北海道とロシア極東との比較（H24-26）
研究代表者：中村 太士（北海道大学大学院）
絶滅危惧種であるシマフクロウとタンチョウ

り、現状では十分な個体数を維持することは難し

は、保護増殖事業により個体数は緩やかな増加傾

い状況です。さらに、過去に個体数減少を経験し

向にありますが、生息環境は著しく改変されてお

ているため、遺伝的多様性の劣化に伴う絶滅の可

4

能性が危惧されています。

策への提言を行うことを目的にしています。そし

本研究は、この２種の生息・繁殖場所、行動圏

て、社会・自然環境の将来予測や自然再生適地の

の環境、遺伝的多様性、アンブレラ種としての有

抽出とシナリオ分析を行い、土地利用将来予測に

効性を把握し、自然状態で個体群が維持されてい

基づく生息地拡大を目指します

るロシア極東地方と比較することによって、保全

◎D-1202：国際河川メコン川のダム開発と環境保全－ダム貯水池の生態系サービスの評価（H24-26）
研究代表者： 福島 路生(（独）国立環境研究所)
国際河川であるメコン川流域は、急速に進むダ

とを目的にしています。そのために、メコン流域

ム開発によって生態系、特に淡水魚類の生物多様

国にあるダム貯水池で、一次生産、魚類生産、魚

性と生態系サービスに影響が生じています。

類の回遊生態、物質循環を明らかにし、ダム開発

本研究は、それによる環境変化を予測し、漁業

で失われる生態系サービスを貯水池での漁業に

への影響を最小限にとどめ、環境保全と両立する

よってどこまで補うことが可能であるかを、新規

ダム開発に向けての科学的な指針を提示するこ

性の高いアセスメント手法によって評価します。
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◎RFd-1201： 希少種の人為的導入による、在来種への交雑を介した遺伝子浸透－愛媛県タナゴ類の事例
（H24-26）
研究代表者：畑 啓生（愛媛大学大学院）
愛媛県の松山平野にはタナゴ亜科で、在来希少

ら在来種と移入種の交雑の実態とそのメカニズム

種のヤリタナゴと福岡県から人為的に導入された

を明らかにして、地域住民と協働して、ヤリタナ

と思われる外来希少種のアブラボテが生息してい

ゴを交雑による絶滅から保護することと、同時に

るばかりでなく、交雑も生じているようです。

アブラボテの持続的な隔離・保全の仕組みを構築

本研究は、この 2 種の形態観察と遺伝子解析、

することを目的としています。

さらに野外と実験室での生態観察を行って、これ
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◎RFd-1202： 在来マルハナバチによる環境調和型ポリネーション様式の確立に関する研究（H24-26）
研究代表者：高橋 純一（京都産業大学）
日本では 1990 年代からトマトハウスなどに

候補とし、増殖技術の確立と DNA 育種法による

おける受粉昆虫としてセイヨウオオマルハナバ

高受粉能力を持つ在来マルハナバチの選抜育種

チが利用されていましたが、現在は特定外来生物

法を開発することを目的としている。本研究によ

に指定されその使用が制限されています。そのた

り、農業での受粉昆虫不足や外来種の帰化といっ

め早急に代替となる受粉用昆虫の開発と減少し

た環境問題の解決が可能となり、環境調和型農業

た在来マルハナバチの保全対策が求められてい

の実現や在来種の保全に貢献することが期待さ

ます。

れます。

本研究は、北海道在来のマルハナバチ類を新規
7
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1(金）：環境推進費 アドバイザリーボード(アド)会合に出席

温対事業 検討会（DC グリッド関連）に出席（東京）

（京都），(つくば)

14(木)：温対事業 検討会（ICT ｿﾘｭｰｼｮﾝ関連）に出席

環境推進費 現地調査（つくば，松山）

（東京）

温対事業 検討会(F_Li 電池 2 次利用関連)に出席

温対事業 現地視察（集光 PV 関連）（長野）

(東京)

14(木),15(金)：環境推進費 H25 新規採択ヒアリング（第 7

4(月)：環境推進費 H25 新規採択ヒアリング（第 4 分科会）

分科会：研究事業）（三会堂）

を開催（三会堂）

15（金）：環境推進費 アド会合に出席(桐生)

環境推進費 アド会合に出席（つくば）

温対事業 検討会（EV タクシー関連）に出席（大阪）

温対事業 中間評価ヒアリング（交通分野）に出席及

18（月）：環境推進費 現地調査 (福岡)，（鳥取）

び開催支援

温対事業 検討会（ナノ水車関連）（長野）及び（バ

5(火) ：環境推進費 H25 新規採択ヒアリング（第 7 分科会：

イナリ－発電関連）に出席（東京）

次世代事業）を開催（三会堂）

19（火）：環境推進費 アド会合に出席(松山)

環境推進費 アド会合に出席（東京）

20（水)：環境推進費 アド会合に出席(東京)

温対事業 検討会(電動塵芥車関連)に出席 (東京)

環境推進費 現地調査（東京）

温対事業及び ESD 業務打合せ

温対事業 評価委員会に出席及び開催支援

6（水）：化学工学会ワークショップに参加（東京）

温対事業 検討会（EV バイク関連）に出席（東京）

環境推進費 現地調査（島根）

21(木)：環境推進費 アド会合に出席 (京都)

温対事業 検討会（DI 関連）に出席(東京)

環境推進費 現地調査（東京）

7(木)：環境推進費 アド会合に出席（つくば）

温対事業 検討会（EV バス関連）に出席（東京）

環境推進費 現地調査（東京）

22(金)：環境推進費 アド会合に出席(長崎)

温対事業 中間評価ヒアリング（再エネ分野）に出

環境推進費 現地調査（佐賀）

席及び開催支援

温対事業 検討会（低騒音風車関連）（東京）及び

8(金)：環境推進費 H25 新規採択ヒアリング（第 1 分科会）

（潜熱移送関連）に出席（名張）

を開催（三会堂）

27（水）：環境推進費 企画委員会に出席（環境省）

環境推進費 アド会合に出席（広島）, (東京)

温対事業 検討会（水素精製関連）に出席(東京)

温対事業 検討会（咲洲プロジェクト関連）に出席

28（木）：環境推進費 アド会合に出席（東京）,(仙台)

（大阪）

温対事業 検討会（2 軸混錬器 EtOH 関連）に出席

12(火)：温対事業 中間評価ヒアリング（住宅分野）に出席

（大阪）

及び開催支援

* 環境推進費：環境研究総合推進費研究管理・検討事業

13 (水)：環境推進費 担当課題のプロジェクト会合に出席

温対事業：地球温暖化対策技術開発・実証研究事業

（つくば）

ＥＳＤ業務：地域における ESD の取組強化推進業務

〒110-0005 東京都台東区上野 1-4-4
TEL：03-5812-2105
FAX：03-5812-2106

(日本学術会議協力学術研究団体)

E-mail：airies@airies.or.jp
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Homepage：http://www.airies.or.jp

