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2 月は寒い日が続きました。
2 月 8-9 日と 14-15

スノーボード大回転の銀メダリストの竹内選

日には 2 週連続で記録的な大雪になりました。特

手は、私の故郷旭川の隣町出身で、旭川の高校を

に 14-15 日の雪は湿った雪でしたので、農業用ハ

出ているのですが、これまでの 3 回のオリンピッ

ウスなどに甚大な農業被害をもたらしました。わ

ク出場の際には知りませんでした。今回メダル候

が家の近くでも片側支持型の古いカーポートが

補になって初めて知り、銀メダルをとると故郷の

雪で押しつぶされている家が何軒かありました。

誇りのようになるのですから、現金なものです。

8-9 日の雪ではそんなことはありませんでしたの

女子ジャンプの高梨選手も隣町出身で旭川の学

で、いかに重い雪であったかわかります。2 回を

校に在学中ですが、こちらはマスコミで騒がれて

合わせると東京都心でも積雪量が 50 センチ以上

いますので、最初から知っていました。その高梨

でしたし、わが家のあたりでは積雪量は 1 メート

選手は、優勝候補筆頭でしたが、残念ながら４位

ル近くに達したのではないかと思います。朝起き

に終わりました。マスコミにつぶされたのではな

て外を見ると白銀の世界で、わっすごいという感

いかと感じています。

嘆とともに、あきらめの苦笑しか出てきませんで

スキージャンプとスキー複合でも銀メダル、銅

した。ただ、平日の通勤とぶつからなくてよかっ

メダルを獲得して、かつての栄光を取り戻した感

たです。北海道育ちの私としては、久々の「雪は

があります。葛西選手は 41 歳での銀メダルと銅

ね」で汗を流すことができました。

メダルですので、すごいですね。サッカーや野球

私は小さいときから「雪はね」と言っていまし

などでまだまだ現役で頑張っている選手がいま

たが、東京ではあまり聞きません。ウェブで調べ

すので、さらに今後も活躍してほしいものです。

てみると、Yahoo 知恵袋に『「雪はね」って言葉

最近引退した「あぶさん」は 58 歳でしたね。

使いますか？』という質問があり、石川県出身の

フィギアスケートは、羽生選手が金メダルをと

方の実家で使っている以下の使い分けがベスト

りましたが、フリーは完璧な演技には遠く、チャ

アンサーに選ばれていました。地域によって使い

ン選手の失敗に助けられた金メダルでした。女子

方は違うと思いますが、東京で「雪はね」が使わ

の浅田選手は、ショートで失敗しましたが、フリ

れない理由がわかりますね。でも、今回はまさに

ーではほぼ完璧な演技ができたようでよかった

「雪はね」でした。

ですね。彼女もマスコミの犠牲者かなと思ったり

・雪よけ：玄関先を通れる程度にする

します。3 月の世界選手権では、完璧な演技を披

・雪どけ：玄関先から大通りに出られるように小

露してもらいたいものです。でも、女子は、今後

路の除雪をすること

ロシアの時代が続きそうですね。

・雪かき：軽い新雪だけ積もっているのをよける

さて、協会の業務ですが、「環境研究総合推進

・雪はね：雪の持って行き場がないときに道の両

費」については、平成 26 年度新規課題の採択ヒ

脇にうずたかく積んでおくこと

アリングが終了し、企画委員会で採択課題が決定
されました。また、3 月 10 日には、平成 25 年度

さて、雪と氷の祭典・冬季オリンピックがロシ
アのソチで開催されました。日本は金メダル 1、

終了課題の成果報告会が開催

銀メダル 4、銅 3 の 8 個のメダルを獲得し、最初

されます。平成 26 年度に行わ

は心配しましたが、それなりの成果をあげました。

れる終了課題の書面評価のた

スノーボードやスキーのハーフパイプといった

めに、評価委員を対象とした

なじみの薄かった種目や新しい種目に注目が集

成果報告会ですので非公開で

まったのはよかったですね。

す。
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「CO2 排出削減対策強化誘導型技術開発・実証

委員会で全体のとりまとめを行う予定です。

事業」については、平成 25 年度継続課題の中間

また、3 月にはこれらの事業の平成 26 年度事

評価のための分科会が終了しました。３月には平

業の入札公告が始まりますので、ぜひ確保してい

成 26 年度新規課題の採択のための分科会などが

きたいと思います。

開催されます。

引き続き、みなさまのご指導・ご支援のほど、

「追跡評価事業」では、アンケート調査の最終

よろしくお願いいたします。

とりまとめ、個別調査などを実施し、3 月下旬の

安全が確保される社会部会は、平成 24 年度ま

ます。

での分科会の再編成によって 25 年度より設置さ

なお、平成 25 年度新規課題についての研究内

れたもので、主として化学物質などの未解明なリ

容の詳細は、環境省の環境研究・技術総合サイト

スク、脆弱性を考慮したリスクの評価・管理、健

URL

全な水・大気の循環に係わる研究開発などの研究

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

を推進します。本年度から新規に開始された 11

ml）に掲載されていますので、そちらもご参照

課題のうち、今回は 6 課題について概要を紹介し

ください。

◎5-1301：光化学オキシタント生成に関わる未計測 VOC の探索（H25-27 年度）
研究代表者：梶井 克純 （京都大学）
近年わが国では、窒素酸化物や揮発性有機化合

反応性を指標とした未計測 VOC が実大気での反

物(VOC)の大気濃度が減少しているにもかかわ

応性ガスに占める状況の把握、(2)未計測 VOC に

らずオキシダント濃度が増加しています。その原

対する人間活動、植物起源 VOC、ならびに VOC

因解明には大気中の VOC の把握が重要ですが、

の反応生成物の寄与率の推定、(3)未計測 VOC の

大気中には未計測 VOC が 2～5 割程度存在して
いることが判明しています。本研究では、OH 反
応性という新しい手法を導入して未計測 VOC
が何処からどの程度大気中に放出されているか
を定量的に評価して、これらの未計測 VOC のオ
キシダント生成における役割を調べます。具体的
には、都市ならびに都市郊外での実大気観測、シ
ャーシダイナモや光化学スモッグチャンバー実
験、化学輸送モデル計算などを駆使して、(1)OH

2

化学種あるいは化学種群の同定、(4)未計測 VOC

測 VOC の影響を明らかにします。そして、大気

の存在が大気環境に与える影響の定量的な評価

質を左右するオキシダントの光化学的制御戦略

を進めて、光化学オキシダント生成に対する未計

に向けた科学的な根拠を示すことを目指します。

◎5-1302：適切な農薬の後作物残留リスク評価に基づく実効的な管理技術の開発（H25-27 年度）
研究代表者：清家 伸康（(独)農業環境技術研究所）
農薬登録保留基準を満たし農薬登録されてい
るにもかかわらず、当該作物の栽培で適切に使用
された農薬が収穫後の土壌に残留し、次作の作物
に移行する（農薬の後作物残留）事例が報告され
ています。食品衛生法における残留基準値を超過
した場合、農作物の出荷停止や自主回収等極めて
大きな経済的損失を被りますので、農薬の後作物
残留を未然に防ぐための技術開発が求められて
います。本研究では、農薬の後作物残留リスクを
低減するために、最新の科学的知見に基づく後作
物残留リスクが高い農薬を選定するための評価
法といった環境行政に貢献する技術や，農業生産
現場における実効性の高い管理技術（土壌診断法
や栽培方法等）を開発します。

◎5-1304：湖沼のブラックボックス負荷「底泥溶出」の定量評価に関する研究（H25-27 年度）
研究代表者：今井 章雄（
（独）国立環境研究所）
浅い湖では有機物と栄養塩の供給源として底

溶出を制御する因子として、(1)有機物の分解性、

泥溶出は重要ですが、底泥溶出メカニズムの知見

(2)湖水・底泥微生物群集、(3)底泥・間隙水中の

は極めて乏しいのが現状です。本研究では、底泥

元素の組成・濃度（有機物の組成・分子サイズ、

溶出負荷量を数値で捉え、溶出メカニズムの科学

窒素・リン・鉄・イオウ等の形態・濃度等）、(4)

的理解を進展させ、その変動要因を明らかにする

堆積物の量と質、(5)底泥温、等に着目して当該

計画です。

因子の季節変化に係る詳細なデータや室内実験

具体的には変化の激しい霞ヶ浦等を対象とし

等の結果から、溶出メカニズムを明らかにします。

ます。底泥コア（柱状）サンプル等を採取して、

さらに、湖沼モデル解析によって、溶出由来の寄

底泥間隙水の有機物、窒素、リンの鉛直濃度プロ

与を定量算定します。最終年度には、底泥溶出に

フィールから底泥溶出量を算出して、その季節

係る効果的な対策・管理の在り方について提言を

的・地点別変動を明らかにします。さらに、底泥

行う計画です。

3

◎5-1305 母児 POPs 曝露量の質問票及び遺伝要因からの推定に関する研究（H25-27 年度）
研究代表者：森 千里（千葉大学）
子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチ

study)を実施し、遺伝要因からの POPs 高曝露群

ル調査）で原因究明を必要としている近年の出生

検出方法を開発します。これらの結果から、将来

体重減少、小児アレルギーや精神神経発達異常の

の環境政策において問題となる特定の物質群を

増加などは、先進国間に共通した問題です。小児

絞り込んで対応することが可能になるほか、出産

コホート調査は欧米アジア各国で行われていま

可能年齢の世代への曝露削減対策が可能になる

すが、それらの調査でも POPs（残留性有機汚染

と期待できます。さらに測定結果を世界の出生コ

物質）は最優先に取り組まれている物質です。本

ホート間で比較検討して、貴重なデータの有効性

研究の目的は、いずれの国でも課題となっている

を上げてゆく計画です。

大規模出生コホート研究を最小のコストで
最大の成果を得られるようにすることです。
具体的には千葉エコチル調査に参加してい
る妊婦の妊娠中の血中 PCB（ポリ塩化ビフ
ェニル）濃度と臍帯 PCB 濃度を測定し、先
行研究データとの相関や母集団比較とエコ
チル質問票の寄与因子の評価から、
血中 PCB
濃度の予測モデルと母児 POPs 曝露量推定
システムを構築します。また、全ゲノム関連
解 析 (GWAS: Genome wide association
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◎5-1307：風力発電等による低周波音・騒音の長期健康影響に関する疫学研究（25-27 年度）
研究代表者：石竹 達也（久留米大学）
国は風力発電等による低周波音・騒音の苦情増

についての検討することを目的としています。具

への行政的対応のための指導指針や評価方法の

体的な内容は最近の疫学研究の情報収集分析、本

確立を目指しています。しかし、その確立のため

研究のための健康調査票の開発・評価、風力発電

には低周波音・騒音曝露による長期健康影響に関

施設周辺における全国規模の健康影響調査の実

するデータが不可欠です。そこで、本研究では既

施、睡眠モニター装置を用いた客観的睡眠判定、

に風力発電施設が稼働している地域住民を対象

健 康 リ ス ク の 事 前 評 価 手 法 (Health Impact

に、横断的疫学研究を実施し、低周波音・騒音が

Assessment:HIA)の導入を目指します。

長期健康影響のリスクファクターである可能性

◎5RF-1302 環境ナノ粒子を介した有機汚染物質の人体曝露に関する研究
研究代表者：鳥羽 陽（金沢大学）
本研究は、研究代表者らが開発したナノ粒子個

において検証して実用性を高めます。また、発が

人サンプラーの実用性を評価すると共に、日本及

ん性等の毒性を有する PAH（多環芳香族炭化水

び中国におけるナノ粒子曝露量の違い、有機汚染

素類）及びその誘導体と発生源評価のための各種

物質組成や燃焼発生源の寄与を明らかにするこ

マーカー物質について、微量なナノ粒子試料での

とを目的としています。

分析を可能とするために分析法の高感度化を行

具体的には、独自に開発した慣性フィルターを

います。完成したナノ粒子個人サンプラーと各種

用いたナノ粒子個人サンプラーについて、様々な

分析法を用いて、ナノ粒子（<100 nm）とそれよ

環境条件下における分粒特性や捕集能力等の性

り粗大側の粒子（PM2.5 等）に含まれる PAH 類

能を大気汚染の程度の異なる地域（国内及び中国）

の粒径分布、燃焼発生源の寄与度等について明ら
5

かにすることを目指しています。このようにして

から、将来的な環境基準 PM0.1 を考慮する上で

本研究は、新たなナノ粒子個人曝露評価法を提供

環境政策上有用な指針を示すものと考えていま

することができ、環境ナノ粒子をキャリアーとす

す。

る有機汚染物質の健康影響評価に直結すること

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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3(月）：環境推進費 アドバイザリーボード（アド）会合に出

追跡評価 打合せ

席（東京）

19(水)：温対事業 検討会（管路小水力関連）に出席

温対事業 中間評価ヒアリング（バイオマス分野）に

（環境省）

出席及び開催支援（経済産業省別館）

20(木)：環境推進費 アド会合に出席（つくば）

4（火）：温対事業 検討会(超断熱サッシ関連)に出席（長

環境推進費 ワークショップに出席（東京）

野）

温対事業 検討会（ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ省ｴﾈ関連）に出席

5(水)：温対事業 検討会(DC グリッド関連)に出席（東京）

（大阪）

6(木)：環境推進費 新規採択課題ヒアリング（S-13 専門

24（月）：環境推進費 シンポジウムに出席（関西大学東京

部会）を開催（全日通霞が関ビル）

センター）

温対事業 検討会（PV-FCV 関連）に出席（東京）

第 1 回追跡評価委員会を開催（全日通霞が関ビ

7(金)：環境推進費 アド会合に出席(松山)

ル）

温対事業 中間評価ヒアリング（再エネ分野）に出

24(月),25(火)：環境推進費 アド会合に出席（函館）,（金

席及び開催支援（経済産業省別館）

沢）

10（月）：環境推進費 新規採択課題ヒアリング（S-13 専門

25(火)：温対事業 検討会（バイオ混焼関連）に出席

部会）を開催（全日通霞が関ビル）

（横浜）

温対事業 検討会（移動空間設計関連）に出席

26(水)：環境推進費 復興枠アド会合に出席(東京)

（東京）

27(木)：環境推進費 第 3 回企画委員会に出席（全日通霞

12（水）：温対事業 中間評価ヒアリング（建築分野）に出

が関ビル）

席及び開催支援（経済産業省別館）

温対事業 第 3 回評価委員会に出席及び開催支

12（水）,13(木)：環境推進費 新規採択課題ヒアリング（安

援（環境省）

全が確保される社会部会）を開催（全日通霞が

28(金)：温対事業 検討会（バイオ混焼関連）に出席

関ビル）

（東京）

13(木)：温対事業 検討会（EV バイク関連）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

14 (金)：環境推進費 アド会合に出席（東京）

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 中間評価ヒアリング（交通分野）に出席

証事業

及び開催支援（経済産業省別館）

追跡評価：環境研究・技術開発推進事業追跡評価等委

18（火）：環境推進費 アド会合に出席(愛媛)

託業務

温対事業 新規課題に関する打合せ（環境省）

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

