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11 月になり秋が深まってきました。最近にな

表されています。深刻な信用問題ですが、みんな

ってやっと秋晴れの日が多くなってきました。

で渡れば怖くないということでしょうか。でも、

10 月の最初の週末に家族で立山アルペンルー

多くのお客さんは薄々気づいていたのではない

トに行ってきました。山登りをするつもりはなく、

でしょうか。高級料理といったって、もっと安い

様々な交通機関による移動に多少のハイキング

ところと味は大して違わないと。ただ、せっかく

を加えた程度の行程です。大町温泉に 1 泊して扇

高いお金を出しているのだから、高級感を味わっ

沢から入りました。標高 2 千メートルあたりより

て満足していたというのが本当のところではな

上の大観峰、室堂、弥陀ヶ原は紅葉の真っ盛りで、

いでしょうか？もちろん良質の食材を使って、美

天気にも恵まれ、久しぶりに雄大な紅葉を堪能し

味しいところもたくさんあります。

ました。寒さ対策をして行ったのですが、遠くの

食べ物の話になったついでに最近気になるこ

台風 24 号の影響とのことでしたが気温が異常に

とを書いておきます。ケーキなどの生ものには、

高く（関東は気温が異常に低かったようですが）、

かつては「生ものですので、お早めにお召し上が

標高 1,500 メートルの黒部ダムでは 17℃、標高

りください」という常識的な表示がなされていま

2,500 メートルの室堂でも 15℃近くまで気温が

したが、最近は、ケーキについては「消費期限は

あがりました。室堂で宿泊しましたが、翌日も気

本日中です」、食パンについては「消費期限は 2

温が高く、標高 2,000 メートルの弥陀ヶ原の朝で

日間」と店員から言われることが多くなりました。

15℃、富山に降りると 28℃と異常な気温でした。

「消費期限」ですよ。いつからこういう上から目

室堂での星空観察会のために毎年この時期に来

線の言い方になったのでしょうか。食パンを購入

られている専門家の方は、こんなに暖かい室堂は

したときに、2 日過ぎたらどうなるの？と聞いて

初めてだと言っていました。

やったら、若い店員は、他からも言われていると

台風 24 号は九州に被害をもたらして日本海に

みえて、カビが生えなければ食べられるんですよ

抜けましたが、続いて台風 26 号が発生し、16 日

ねと認めていました。みなさんバカバカしいと感

の午前中に房総半島をかすめて通過しました。こ

じながら言わされている、何か狂っているとしか

の台風により伊豆大島に土石流による甚大な被

思えません。そもそも「消費期限が本日中」のケ

害をもたらしました。この後、台風 27 号が伊豆

ーキは、朝 6 時か 7 時に作られて 10 時には店頭

諸島に接近するコースを、また台風 28 号が小笠

に並んでいるのですから、夕方 6 時に購入すると

原諸島に接近するコースを通りました。10 月に 5

製造から 10 時間以上たったものを購入すること

個の台風が日本に接近し、過去最高になりました。

になるわけで、その消費期限が本日中の残り数時

でも、昨年も 10 月に４個の台風が接近している

間ということは、我々は腐りかけのものを買わさ

んですね。ちなみに、最も遅く日本列島に上陸し

れていることになりますよね。「消費期限」とい

た台風は、平成 2 年（1990 年）11 月 30 日に上

う言葉をまともに信じて、翌日には消費期限が過

陸した台風 28 号だそうです。台風 26 号は、も

ぎてしまったと捨て

し 49 年前に来ていたら、時期的には東京オリン

てしまう人もいるわ

ピックの最中を台風が襲ったということになり

けで、その分ゴミが

ます。

増えてしまいます。

さて、最近、ホテルの高級レストランなどでの

どうにかならないの

「誤表示」が問題になっています。阪神・阪急ホ

でしょうか。

テルズで発覚しましたが、次々と「誤表示」が公

さて、業務の方で
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すが、10 月 30 日に「環境研究総合推進費研究成

CO2 排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業

果発表会」を開催し、100 人程度の参加者を得ま

の平成 26 年度新規課題の公募は年明けです。

した。11 月 7 日には環境研究総合推進費の平成

引き続き、みなさまのご指導・ご支援のほど、

26 年度新規課題の公募が締め切られます。それ

よろしくお願いいたします。

と同時に事前評価のプロセスが始まります。なお、

和文誌『地球環境』Vol.18 No.2「遺伝的多様性から眺めた日本の森
林」（責任編集委員：福山研二委員）を 10 月 11 日に刊行しました。今
回の特集号の表紙は責任編集委員であり、当協会プログラムオフィサー
の福山がデザインしました。是非、「まえがき」を読んでから、表紙を
眺めてみてください。
2013 年発行の特集号は残すところあと英文誌１冊となりました。今
月末にはお届けできるかと思います。
そして、前回に続き、編集委員会についてご報告です。当雑誌創刊号
より、編集委員として数々の特集号の企画をいただき、第二代編集委員
長としてもご尽力くださった松本聡先生が編集委員を退任されること
となりました。今後はアドバイザーとしてご協力をいただきます。また、
今秋より、新たに大阪大学 大竹久夫教授を編集委員にお迎えすること
となりました。大竹先生には特集号の企画をお願いしているところです。

遺伝的多様性から眺めた日本の森林
・序文：特集「遺伝的多様性から眺めた日本の森林」をはじめるにあたって
・日本列島の樹木の遺伝的なりたちと保全

…………………福山 研二

……………………………………………………… 津村 義彦

・日本に広域分布する落葉広葉樹における遺伝的多様性と集団遺伝構造 ………………………戸丸 信弘
・日本産針葉樹の遺伝的多様性

…………………………………………………… 陶山 佳久・津村 義彦

・照葉樹林の遺伝的多様性と分布変遷：植食性昆虫の分子情報を利用して …… 青木 京子・村上 哲明
・日本における希少樹種の現状と保全 …………………………………………… 金指 あや子・吉丸 博志
・全個体遺伝子型解析による絶滅危惧植物の保全

……………………………………………… 井鷺 裕司

・遺伝的多様性から見えてくる日本の哺乳類相：過去・現在・未来 ……………………………玉手 英利
・森に棲む昆虫の分子生態－森・虫・ひとの関わり－ …………………………………………加賀谷 悦子
＜投稿論文＞
・ケニアにおける野生生物保全のための教育の現状と課題 ………………………………………中川 宏治
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環境研究総合推進費

平成 25 年度研究成果発表会

10 月 30 日(水)、都道府県会館において平成 25 年
度環境研究総合推進費

研究成果発表会「環境研究

会場の様子

の最前線」が開催されました。本成果発表会は、平
成 24 年度に終了した全 82 課題の中から、研究成果
のあがっていて関心の高いと思われるものを選んで、
一般に向けて公開されるものです。
当日は、多くの方にご参加をいただきました。質
疑応答だけでなく、閉会後にも発表者と意見交換を
される姿も見受けられ、熱気あふれる発表会となり
ました。
なお、発表の様子や資料は後日、環境省環境研究
総合推進費 HP“ネット de 成果報告会（http://www.env.go.jp/policy/kenkyu/special/houkoku/index.html）”
および“You Tube 環境省動画チャンネル（http://www.youtube.com/user/kankyosho）
”にて公開を予定して
います。
―発表プログラム―
開会
主催者挨拶

環境省

堀口 敏宏
溶存酸素濃度に対する環境基準 ： 生き物集団を護る考え方
（独）国立環境研究所 環境リスク研究センター 生態系
と試案
影響評価研究室長
安藤 章
電気自動車等による低炭素の交通社会に向けインフラや制
（株）日建設計総合研究所 主任研究員／名古屋大学
度はどうあるべきか
客員教授
地域循環圏 ： 地域と資源の特性に応じて考える循環型社会

松本 亨
北九州市立大学 国際環境工学部 教授

Pay it forward! あなたの食べ残しゴミで、ガス灯をともそう。 多田 千佳
～鳴子温泉の環境にやさしいツアー；エネツーリズム～
東北大学大学院農学研究科 准教授
橘 秀樹
千葉工業大学附属総合研究所 教授

風車騒音の実態調査の結果

どのように被害を出す野生動物と共存していくか？ ―情報 坂田 宏志
収集と意思決定の仕組みづくり―
兵庫県立大学 准教授
閉会

吉川環境研究技術室長のご挨拶

発表の様子（安藤氏）
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発表の様子（多田氏）

脱温暖化社会部会は、平成 24 年度までの第１分

新規に開始された 8 課題のうち、今回は４課題に

科会（全球システム変動）と第 5 分科会（持続可

ついて概要を紹介します。

能な社会・政策研究）を統合して 25 年度より設置

なお、平成 25 年度新規課題についての研究内容

されたもので、主として低炭素で気候変動に柔軟

の詳細は、環境省の環境研究・技術総合サイト URL

に対応するシナリオ作り、地球温暖化現象の解明

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

と適応策に係る研究開発、低炭素化技術を社会実

に掲載されていますので、そちらもご参照くださ

装するための最適パッケージ・システム化の評

い。

価・検討、などの研究を推進します。本年度から
◎2-1301 ：コジェネレーションネットワーク構築のための CO2 削減・経済性・政策シナリオ解析
（H25-27 年度）
研究代表者：近久

武美（北海道大学）

政府の革新的エネルギー・環境戦略はコジェネ

強化、地域産業・経済への影響といった便益を定

レーションの大幅導入を打ち出しており、特に熱

量的に明らかにし、次にすべての関係主体（エネ

需要の多い北国では省エネルギーの推進とコスト

ルギー企業、需要家、地域住民）が納得するよう

削減に大きく貢献すると期待できます。この際、

な費用ならびに便益の分配方法に関する解析を行

コジェネレーションの効果を最大限に引き出すに

い、最終的にその実現に有効な政策手法を提言す

は、余剰電力を電力会社の送配電網を通じて販売

ることとしています。

できる制度が不可欠ですが、現状の制度では電力
会社への動機づけに乏しく、普及が進んでいませ
ん。本研究は、北国における
ガスコジェネレーションの導
入促進のために、複数のエネ
ルギー企業が設備導入・燃料
調達・燃料供給・売電の各工
程において互いに協調し、需
要家や地域住民を含めた関係
主体すべてが何らかの便益を
得られるような協調型コジェ
ネレーションシステムを提案
するものです。そのために、
まず提案システムがもたらす
省エネルギー、CO2 削減、コ
スト低減、災害時対応能力の
4

◎2-1302：再生可能エネルギー技術の価値評価と導入戦略のための基盤構築（H25-27 年度）
研究代表者：本藤 祐樹（横浜国立大学）
再生可能エネルギー技術の導入は、温
室効果ガスの削減の環境価値だけではな
く、雇用創出や地域活性化などの社会経
済価値が期待されています。加えて、福
島の原発事故を契機にエネルギーシステ
ムの変革が求められ、再生可能エネルギ
ー技術には強い期待が寄せられています。
しかし、闇雲に導入量を増やすのではな
く、各技術の特性を把握した上で、それ
が生み出す正負の価値と導入コストのバ
ランスを十分に考慮して、長期的な視点
に立って導入を進めることが肝要です。
本研究は、国や地域における再生可能エ
ネルギー技術の導入戦略を策定するため
の科学的な評価基盤を構築し、特定地域
における導入戦略を対象としたケースス
タディを実施しその有効性を確認するこ
とを目的としています。

◎2-1303：将来の温暖化条件下でのフロン対策強化によるオゾン層の脆弱性回避に関する研究（H25-27
年度）
研究代表者：秋吉 英治（国立環境研究所）
2011 年に起こった大規模な北極オゾン破壊に

行います。これにより、オゾン層破壊物質, 温室

象徴されるように、今後 10～20 年間のオゾン層

効果ガスの放出削減とオゾン層の回復・安定化を

が脆弱と考えられる期間においては、極端なオゾ

着実に進めるための対策立案にとって必要な科

ン層破壊を回避するためにフロン対策の強化が

学的知見を提供することを本研究は目的として

必要です。また、温室効果ガスの増加の影響も無

います。

視できないため、温暖化の影響を含めたオゾン層

具体的には、今後 10～20 年の北極オゾン層破

の将来予測を行う必要があり、そのためには化学

壊の年々変動幅の評価、2011 年の春季に観測さ

気候モデルの精度向上・精緻化を行う必要があり

れたような深刻な北極オゾン層破壊の発生頻度

ます。本研究では「気候変動に関する政府間パネ

の評価、オゾン破壊の年々変動の原因となる気象

ル（IPCC）」の気候変化予測に用いた数値モデ

要素（極成層圏雲生成可能となる温度を示す大気

ルをベースに、物理・化学プロセスを精緻化した

の体積、極渦の大きさ、対流圏気象等）の年々変

化学気候モデルを複数開発し、それによる数値実

動とオゾン破壊物質（ODS）濃度、温室効果ガス

験を実施します。その結果を用いて、今後 10～

（GHG）濃度、オゾン破壊の大きさとの関係の

20 年のオゾン層脆弱期の北極域の大気変動とそ

解明、今後期待される ODS 放出抑制による放射

れに伴うオゾン層破壊の変動幅について解析を

強制力の変化の評価を行います。
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◎2-1304：温暖化予測に関わる北極域土壌圏の炭素収支の時空間変動（H25-27 年度）
研究代表者：串田 圭司（日本大学）
北極圏は、温暖化を含め気候変動の影響を地球

同定と炭素同位体による土壌有機物分解の時系

上で最も強く受ける地域として広く認識されて

列解析を行います。さらに、リモートセンシング

おり、特に温暖化を増幅する正のフィードバック

による土壌有機物分解の観点からの広域生態系

効果として、雪氷アルベドフィードバックと陸域

区分を行い、これらを生態系炭素循環モデルと結

生態系のフィードバックが知られています。しか

合することにより、温暖化予測に関わる北極域土

し、これらのフィードバック効果は十分に解明さ

壌圏の炭素収支の時空間変動を解明します。

れていないのが現状です。こうした
ことから最近、北極圏での生態系変
化と土壌有機物分解に関する研究が
注目されるようになっていますが、
炭素同位体による土壌有機物分解の
時系列解析や、リモートセンシング
による土壌有機物分解の観点からの
広域生態系区分については、ほとん
ど行われていません。
本研究では、最終氷期に氷河がな
かったアラスカと最終氷期に氷河が
あったカナダにおいて、北方森林帯
からツンドラ帯を対象として、異な
る生態系ごとに、分解基質の構成の
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ASSOCIATION OF INTERNATIONAL RESEARCH INITIATIVES FOR
ENVIRONMENTAL STUDIES

1(火）：環境推進費 現地調査(京都),

18(金)：環境推進費 担当課題のアド会合に出席（つくば）

2(水）：環境推進費 担当課題のアドバイザリーボード（ア

21(月)：環境推進費 担当課題のアド会合に出席（東京）

ド）会合に出席(京都),

温対事業 検討会（広域連携関連）に出席（稚内）

3(木)：温対事業 検討会（EV バイク関連）に出席（東京）

22(火)：IGES セミナーに参加(横浜)

4(金)：温対事業 検討会（ＨＶバス関連）に出席（東京）

温対事業 検討会（超断熱サッシ関連）に出席

会誌打合せ（横須賀）

（松本）

7(月)：温対事業 検討会（低騒音風車関連）に出席（東

25(金)：温対事業 検討会（ﾛｰﾀﾘｰ熱ｴﾝｼﾞﾝ関連）に出席

京）

（埼玉）

9（水）：環境推進費 担当課題のアド会合に出席 (京都),

会誌打合せ（つくば）

環境推進費 現地調査（長野）

28(月)：環境推進費 担当課題のアド会合に出席（奈良）

温対事業 検討会（多様エネマネ関連）に出席

温対事業 検討会（空気タービン関連）に出席

（埼玉）

（東京）

森林総合研究所 公開講演会に参加（ｲｲﾉﾎｰﾙ）

29(火)：環境推進費 担当課題のアド会合に出席（埼玉）

10（木）：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（温泉発電関連）に出席（新潟）

11(金)：会誌編集委員会を開催

30(水)：環境推進費 成果発表会を開催（都道府県会館）

15 (火)：環境推進費 担当課題のアド会合に出席（仙台）

→ 関連記事掲載

15（火）-16（水）：環境推進費 担当課題のアド会合に出
席(山形)

*環境推進費：環境研究総合推進費研究管理・検討事業

16(水)：環境推進費 現地調査（岡山）

温対事業：CO2 排出削減対策強化誘導型技術開発・実証

17(木)：環境推進費 担当課題のシンポジウムに参加

事業

（国連大学）

〒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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