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今年の年末・年始は、多くの方が 1 月 5 日まで

配慮して開会式に行かれるようですね。何はとも

の 9 連休となったのではないかと思いますが、今

あれ、無事に 2 週間の競技が終了することを願っ

年は暖かな正月でしたので、ゆったりと過ごすこ

ています。前回のバンクーバーオリンピックでは、

とができたのではないかと思います。でも、長期

日本勢は金メダルを獲得できませんでした。ソチ

の休み明けの週 5 日間にフル出勤はつらかった

オリンピックの代表選手団には、フィギュアスケ

ですね。1 月 6 日が仕事始めでしたが、遅い初詣

ート、スピードスケート、ショートトラックスピ

として、医薬神の五條天神社、縁結びの花園稲荷

ードスケート、スキージャンプ、スノーボードな

神社、金運の不忍池弁財天、商売繁盛の神田明神、

どに金メダル候補がいますので、実力を発揮して

学問の湯島天神にお参りに行ってきました。神田

ぜひ金メダルを獲得してほしいものです。加えて、

明神のご利益か、新年早々、さっそく仕事が一つ

メダル候補の選手もたくさんいますので、ぜひ多

確保できました。

くのメダルを獲得してほしいと思います。思いが

1 月の中旬は本当に寒かったですね。強烈な寒

けない選手がメダルを獲得するという嬉しいニ

気団の南下のために、日本だけでなく米国を始め

ュースもぜひ聞きたいですね。

世界のあちこちを猛烈な寒波が襲いました。研究

さて、協会の業務ですが、「環境研究総合推進

者の方々は地球温暖化の影響があると解説して

費」については、平成 26 年度新規課題採択のた

いますが、
「地球温暖化」という言葉を使うと感

めのヒアリングが行われています。2 月中旬まで

覚的に何となくしっくりしないですね。国際的に

合わせて 9 日間行われます。ヒアリングの進行を

は、地球温暖化の結果として生じる「気候変動

担当している私は、すべての課題の発表を聞くこ

（climate change）
」が使われており、条約の名

とになりますので、全ヒアリングが終了するとさ

称も「気候変動に関する国際連合枠組み条約」で

すがに疲れ果てます。

す。気候変動と言われればなるほどそうかと思っ

地球温暖化対策技術の関係では、地球温暖化対

てしまいます。ただ、
「地球温暖化」の方が感覚

策技術開発等事業の成果発表会を 1 月 16 日
（木）

的にはわかりやすいので、日本国内では用語の変

にイイノホールコンベンションセンターで開催

更は難しそうです。

し、関係者も含めて 100 人ほどに参加いただきま

地球温暖化と言えば、2013 年（平成 25 年）の

した。現在、「CO2 排出削減対策強化誘導型技術

世界の年平均気温偏差（1981 年～2010 年の 30

開発・実証事業」の平成 26 年度新規課題の公募

年平均値を基準値として、平均気温から基準値を

が行われており、2 月 11 日に締め切られます。

差し引いた値）は＋0.2℃で、統計を開始した

また、2 月には平成 26 年度継続課題の中間評価

1891 年以降で 2 番目に高い値となる見込みだそ

が行われ、3 月には新規採択課題のヒアリングが

うです。日本の年平均気温偏差は＋0.8℃で、統

行われます。

計を開始した 1898 年以降では 8 番目に高い値と

また、前述しましたが、「環境研究・技術開発

なるようです。最近高温となる年が多いのは、地

推進事業追跡評価事業」を 4 年ぶりに確保しまし

球温暖化の影響と数年～数十年程度の時間規模

た。

で繰り返される自然変動が重なったためと考え

引き続き、みなさまのご指

られているとのことです。

導・ご支援のほど、よろしく

さて、2 月はロシアのソチで冬季オリンピック

お願いいたします。

が開催されます。安倍首相は、ロシアとの外交に
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昨年の夏頃から、涙もろくなってきてしまった。

かけずに、まぶたの中に注射針のようなものを突

年をとると、涙もろくなると言われているので、

っ込んで、生理食塩水を流し込むわけで、見えて

やはり歳のせいだろうかと思っていたが、どうも

いるだけに結構恐ろしく、また痛いのである。そ

違うようである。なぜなら、涙が出るのは、悲し

のため、治療もサボりがちになり、なかなか開通

い映画を見た時や小遣いを減らされた時などで

しないという悪循環が続き、とうとう手術をする

はなく、ほとんど四六時中だからである。しかも、

事になってしまった。たかが、涙が流れていかな

片眼だけに溢れてくるのである。これは変だなと

いだけであるが、ずいぶんと大げさな事になって

思って、眼科に行ってみたら、何の事はない、流

しまった。

涙という一種の病気（涙道閉塞ともいう）であっ

これまでは、この手の手術は、顔面を切開して、

た。これは、涙腺が異状に活発になっているので

パイプを通したりしていたのだそうで、結構大変

はなく、涙が流れ出ていく排水溝（涙道）の方が

な手術になったのだそうである。まあ、言ってみ

つまっていることによるものだそうだ。娘に話し

れば、古いビルの排水パイプが詰まったので、パ

たら、娘の子も生まれた頃に同じ症状が出たそう

イプ掃除のかわりに、ビルの壁に孔を開けて、バ

だから、必ずしも歳のせいではないようである。

イパスを作るようなものである。しかし幸いな事

皆さんはご存じだと思うが、涙というのは、悲

に担当の医者が紹介してくれた先生は、新しく、

しい時にだけ出るものではなく、それこそ四六時

鼻の穴から内視鏡のようなものを使って、涙の流

中出ているもので、車のウインドーウォッシャー

れる孔と鼻腔に別のトンネルを開けてしまうと

液の様に、眼に潤いを与え、汚れを取り、健康に

いう方法を開発したのだそうで、これは、日帰り

保つための大事な役割を果たしているのである。

で手術が終わるという画期的なものであった。

そのため、流れた涙は普通、目頭のところにある

簡単な手術と思っていたが、実際にやってみる

2 つの孔（涙点）が鼻に通じており、そこから流

と、局所麻酔なので、何をやっているかが分かる

れ出ていっているのである。悲しくて涙が溢れる

上に、「はい、これから骨に孔を開けますので、

のは、排水が間に合わないほど多量の涙が出るた

ちょっと響きます」などと言われ、なんだか、タ

めなのである。そのことは、私も知ってはいたの

ガネで、鼻の奥の方を叩いているような音が聞こ

であるが、実際に、排水溝が詰まってみて感じた

えるではないか。これには、かなりびびってしま

事は、普段でも結構な量の涙が常に流れているの

った。私の頭の中には、タガネがずれて、脳みそ

だという事である。そのため、しょっちゅう涙を

に食い込む画像がちらついたのである。それでも、

ぬぐわないと、まぶたからあふれ出てしまうので

さすがに餅は餅屋、

ある。昨年の秋に、山登りをしていた時などには、

１時間ほどで手術

ぬぐう暇がないので、サングラスにぽたぽたと涙

は無事に終了、
「は

が落ちかかるほどであった。

い、帰っても良い

眼科の医者は、当初は洗浄で直そうと試みてく

ですよ。あさって

れた。まあ、これは排水パイプの洗浄剤でつまり

また来て下さいね」

を治すようなものである。しかし、これは麻酔も

といわれて、すご
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すごと帰ったのであった。しばらくは、鼻から血

ューアルが必要になる。そのことも考えた社会や

が出ていたものの、夕方には止まり、痛みもあま

設備を考えていかなければならないだろう。お釈

りなく、翌日には、仕事に復帰できたのであるか

迦様もおっしゃっている。「世は、すべて無常で

ら、まったくもってたいしたものである。そして、

ある」と。そして、これからどんなことが起こる

人間の体というもの、結構凄いものだと思った次

か誰にもわからないのが世の常であるわけで、だ

第である。

からこそ、どんな事態になっても対応できるよう

まあ、こうして自分の身に起こった事を考えて

な柔軟な考え方が必要なのだろう。

みると、人間社会においても、排水のようなもの

そのためには、なによりも、その社会を作り動

は普段は、自然に流れていくのがあたりまえのよ

かしていく人間を育てる事が、最も大切なのでは

うに思って、その重要性についてはあまり考えて

ないだろうか。先進国が途上国にできるもっとも

いないわけであるが、いざ排水溝が詰まってみる

効果があるのは、貨幣経済を導入したり、橋や道

と、大変な事態になるのである。特に、古いビル

路やビルなどを造ってあげる事ではなく、それを

などでは、壁や床に埋め込まれている場合も多い

作れる人間を育てるための教育インフラを整備

ため、壊さない事には修理が出来ず、大変な工事

してあげる事のような気がする。

になる場合もある。

非常に利口で賢い事を「目から鼻に抜ける」と

昨年から、戦略研究 S-11 で持続可能な開発目

いうが、今回は、そこが詰まったわけで、非常に

標に関する研究プロジェクトが始まっている。確

馬鹿で愚かしい事になったわけだ。まあ、涙の排

かに、貧困の撲滅や水・エネルギーのような資源

水溝は手術すればなおるけれども、私の愚かさは、

とその配分など、持続可能な社会を作る上での重

簡単にはなおらない。まったくもって、なさけな

要な課題はあるが、社会のインフラや社会体制そ

い話である。鼻に突っ込まれた綿を取り替えなが

のものもいずれは老朽化が来るわけで、必ずリニ

ら、そんなつまらん事を考えていた。

平成 26 年 1 月 16 日（木）午後 2 時より、イイノホール＆カンファ
ランスセンター（千代田区）において平成 25 年度環境省地球温暖化対
策技術開発・実証研究事業成果発表会が開催されました。環境省では、
エネルギ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して民間企業・大学・公的研究
機関の参画を得て、推進しています。
今回の成果発表会では、平成 24 年度に終了した課題の中でも特に優
れた成果を挙げた 4 課題について、課題実施者の方々から発表頂きま
した。 一般聴衆 100 余名の参加の下、関地球環境局長の開会挨拶(写
真 1)、地球温暖化対策課神谷調整官による環境省に係る平成 26 年度の
重点施策説明で始まり、交通、住宅・オフィス等、エネルギー供給、
バイオマスの 4 分野から 1 課題ずつ、成果発表が行われました。

写真 1：関局長よりご挨拶

列席されたコメンテーター*の方々（写真 2）からは、事業成果への
賞賛とともに、今後もこのような成果発表会を続けて欲しいとのコメントを頂きました。以下にプログラ
ムを紹介します。

＊コメンテーター：平成 25 年度地球温暖化対策技術開発評価委員会 委員
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<発表プログラム＞
・配送用トラックの EV 化技術の開発・実証
（株式会社東京アールアンドデー）
・低価格・省スペース普及型ソーラーシステムの技術開発
（三井ホーム株式会社）
・温泉発電システムの開発と実証（地熱技術開発株式会社）
・石炭焚火力の CO2 排出原単位半減に向けたバイオマス
高比率 混焼技術の開発（株式会社 IHI）
写真 2：コメンテーターの方々

自然共生型社会部会は、生物多様性の確保、国

細については、環境省の環境研究・技術総合サイ
URL

土・水・自然資源の持続的な保全と利用に係わる

ト の 新 聞 報 道 発 表 に 関 す る

研究開発等を対象とする分野で、今回、新規研究

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

課題６課題を紹介します。これらの研究内容の詳

ml）をご参照下さい。

◎4-1301:親潮沿岸域のゼニガタアザラシと沿岸漁業の共存に向けた保護管理手法の開発（H25～H27）
研究代表者： 桜井 泰憲（北海道大学）
近年、北海道東部沿岸に生息するゼニガタアザ
ラシによる漁業被害（漁獲物の食害）が大きな問
題になっている。本研究は、本種の保護管理と持
続型沿岸漁業との共存を目標に、道東～北方四島
までの生息地の保全および共存可能な持続型沿
岸漁業の創成を挙げ、様々な手法から問題解決に
挑む。具体的には、北方四島地域から道東沿岸に
いたる本種の移動生態と遺伝的交流の有無によ
る個体群構造と地域特性の解析、鰭脚類による漁
業被害と資源動態との関連の評価、飼育および野
生環境下における個体の採餌行動解明、および混
獲・漁業被害軽減手法の開発と持続型漁業の社会
経済学的評価を実施する。これにより持続型沿岸
漁業の存続のための実行可能な保護管理に大き
く寄与する。
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◎4-1302:再導入による希少鳥類の保全手法の確率に関する研究（H25～H27）
研究代表者：永田 尚志（新潟大学）
本研究では、再導入事業が進行しているトキ、

学的要因の相対的な重要性を明らかにする。対象

コウノトリ、ヤンバルクイナを対象として、飼育

種 3 種に希少クイナ類の再導入例を比較研究す

下の個体の行動・履歴を記録し、野外での生存率、

ることで、再導入個体の自立に影響を与える遺伝

繁殖成績、遺伝子プロファイルがどのように相互

学的・生態学的要因の一般性を明らかにし、希少

に影響し合っているかを解析し、再導入個体の野

鳥類の再導入の成功確率を高める飼育個体群の

外定着・繁殖に影響を与える遺伝学的要因と生態

管理手法を提案することを目標としている。

◎4-1303：農薬による水田生物多様性影響の総合的評価手法の開発（H25～H27）
研究代表者：林 岳彦（（独）国立環境研究所）
本研究課題では、全国的に広く使用され、特に

評価、水田生物多様性の影響評価システムの開発

その水田生態系への影響が懸念されている浸透

の 4 つのサブテーマ研究を基に農薬による水田

移行型水田用殺虫剤を対象として、水田メソコズ

の生物多様性影響の評価システムを開発し、生物

ム試験による農薬の生態系影響評価、農薬の環境

多様性のリスクを低減させる農薬やその使用法

中移行動態の予測モデルの構築と検証、フィール

の転換等施策の方向性について提言する。

ド調査による地域レベルの水田生物多様性影響
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◎4-1304：島嶼－サンゴ礁－外洋統合ネットワーク系動態解明に基づく石西礁湖自然再生への貢献（H25～H27）
研究代表者： 灘岡 和夫（東京工業大学）
石西礁湖はわが国で最大規模のサンゴ礁海域であり高

西礁湖周辺海域における島嶼からの環境負荷及びサンゴ

い生物多様性を誇っているが、近年、生態系の衰退が顕

礁生物の分散・再生産過程を“島嶼－サンゴ礁－外洋統

著になっている。そこで本研究では、石西礁湖及び周辺

合ネットワーク系”の観点から解明する。そして、それ

海域におけるサンゴ礁生態系の広範な衰退現象とその背

に基づいて、有効な石西礁湖自然再生策につながる科学

後にある回復力（レジリエンス）の減退をもたらしてい

的知見を提供する。

るメカニズムを明らかにするべく、そのキーとなる、石

＜石西礁湖周辺で想定される複雑な生物・環境ネットワーク＞
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＜テーマ間連携・役割分担から見た研究構成＞

◎4RF-1301：阿蘇を構成する植生の蒸発散の比較研究：草原の維持は水資源涵養に寄与するか？（H25～H26）
研究代表者： 宮沢 良行（九州大学）
本課題は、阿蘇地域における草原および森林を含
む 6 種の植生を対象に、水資源の消費・蒸発散の過
程について、（1)現地調査を通じたデータ収集、(2)
阿蘇全域での蒸発散量のモデル推定と経済性の評価、
(3)成果の一般、学会、関連機関への公開を行う。こ
れらの成果を基に、草原の保全・回復活動と、近年
の熊本市における地下水位との関係の解明を進める
とともに、各種活動の一体化へ向けての寄与を目指
す。
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◎4RF-1302：環境 DNA 技術を用いた生物分布モニタリング手法の確立（H25～H26）
研究代表者： 土居 秀幸（広島大学）
生物種の保護・管理をする上で最も基本的かつ重要な

の開発と環境 DNA 技術の野外への適用の２つの研究テ

情報は、生物の生息分布や個体数、生物量である。しか

ーマをあげて、湖沼、河川、ため池などの水域生態系に

し、生物の生息場所や生息量を知るためには、目視で数

おける生物種の分布の推定、外来種や希少種の発見、生

える、採集を行う、網を仕掛けるなど、多大な労力と時

物量の定量に環境 DNA 手法を応用する。それによって、

間をかけて調査を行う必要があった。そこで、本研究で

生物の分布や生物量の推定を可能とする環境 DNA 測定

は、環境 DNA（水中に遊離している DNA 断片）手法

技術を確立することを目標としている。

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「AIRIES 随筆」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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6(月）：仕事始め

23(木)：環境推進費 アド会合に出席（東京）,（札幌）

7（火）：環境推進費 現地調査(広島)

温対事業 検討会（分散電源 EMS 関連）に出席

9(木)：環境推進費 現地調査(東京)

（埼玉）

10(金)：環境推進費 アドバイザリーボード（アド）会合に出

23（木）,24（金）：環境推進費 H26 新規採択課題ヒアリン

席（松戸）

グ（循環型部会）を開催（三会堂）

温対事業 検討会（ｴｺｼｯﾋﾟﾝｸﾞ関連､広域連関連）に

24(金)：温対事業 検討会（高温空気タービン関連）に出

出席（東京）

席（埼玉）

11(土)：環境推進費 アド会合に出席(東京),（つくば）

会誌編集委員会を開催

15（水）：温対事業 検討会（中小 ZEB 関連）に出席（東京）

25(土)：環境推進費 アド会合に出席(名古屋)

16（木）：温帯事業 H25 成果発表会に出席及び開催支援

27(月)：環境推進費 アド会合に出席（大分）, (東京)

（イイノカンファランスセンター）

温対事業 検討会（ｷｬﾝﾊﾟｽ EMS 関連）に出席

環境推進費 アド会合に出席(東京)

（東京）

環境推進費 現地調査（静岡）

28(火)： 温対事業 検討会（EV バス関連）に出席（東京）

17(金)：環境推進費 アド会合に出席(札幌)

29(水)：環境推進費 H26 新規採択課題ヒアリング（全領

環境推進費 公開シンポジウムに出席(イイノカン

域部会）を開催（全日通霞が関ビル）

ファランスセンター)

環境推進費 アド会合に出席 (福島)

環境推進費 現地調査（大阪）

30（木）：環境推進費 H26 新規採択課題ヒアリング（自然

温対事業 検討会（鉄路_下水関連）に出席（京都）

共生部会）を開催（全日通霞が関ビル）

20 (月)：環境推進費 アド会合に出席（福岡）

環境推進費 アド会合に出席(仙台),(松山)

温対事業 検討会（移動型蓄熱槽関連）に出席

31（金）：環境推進費 H26 新規採択課題ヒアリング（脱温

（東京）

暖化部会）を開催（全日通霞が関ビル）

21（火）：環境推進費 アド会合に出席(広島),(つくば)

温対事業 検討会（ﾊﾞｲﾅﾘｰ発電関連）に出席

環境推進費 現地調査（福岡）

（東京）

22(水)：環境推進費 アド会合に出席（東京）

*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 シンポジウムに出席(神戸)

温対事業：CO2 排出削減対策強化誘導型技術開発・実

温対事業 検討会（地中熱利用関連）に出席

証事業

（東京）

〒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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