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夏休みもあっという間に終わり、もう9月です。

8月は台風第12号及び第11号の相次ぐ接近、前線

の日本付近での停滞などにより、日本付近への暖

かく非常に湿った空気の流れ込みが継続して、各

地で大雨になりました。気象庁は、この豪雨を「平

成26年8月豪雨」と命名しています。気象庁の報

道発表資料によれば、台風12号の影響で四国の太

平洋側で1～5日に8月の月降水量平年値の2～4

倍の大雨、台風第11号の影響で四国地方から東海

地方にかけて7日～11日に500～1,000mmの大雨、

前線や湿った空気の影響で16日～17日に京都府

福知山市や岐阜県高山市等で48時間降水量が観

測史上１位の値を更新、19日夜～20日明け方に

広島県広島市を中心に猛烈な雨となり1時間降水

量、3時間降水量、24時間降水量の値が観測史上

1位の値を更新など、凄まじい雨が降りました。

この豪雨により各地で被害が出ていますが、広島

市の豪雨では山沿いの住宅地で複数の土石流が

発生し、多くの死者や行方不明者を出しています。

最近では、日本が災害列島であることを実感させ

られることが多くなりました。 

 8月はたくさん休みをとったつもりでしたが、

数えてみると大した日数ではありませんでした。

結構暑かったように思いますし、家にいる分には

時間を持て余してしまいます。やはり、長期の旅

行にでも行かないと休暇を多くとることは難し

いですね。 

今年の夏の最大電力は、8月5日の4,980kWのよ

うですが、昨年、一昨年のように5,000万kWを超

えることはなく、事前の予測どおり、かなり余裕

があったようです。電気料金が上がったこともあ

り、節電も社会に根付いてきたのかなとは思いま

すが、まだまだ節電の余地はあるように

思います。 

8月の下旬の日曜日に高校の同窓会

があり、最近は毎年、故郷旭川に

帰っています。今年の夏は、北海

道全体で雨が多かったようです。

私の行った週末も雨でした。旭川市の郊外に「雪

の美術館」というのがあります。「優佳良織工芸

館」、「国際染織美術館」のある北海道伝統美術

工芸村にあります。ここは札幌方面からの国道に

面していて、かつては観光バスも立ち寄っていた

のですが、高速道路ができて出口が遠くになり旭

山動物園に直接行ってしまうようになったため、

一度は経営難になりました。ところが、最近、デ

ィズニーの長編アニメ「アナと雪の女王」のイメ

ージとピッタリということで、観光客が押しかけ

るようになっているのだそうです。世の中何が起

こるかわかりませんね。旭山動物園と雪の美術館

の二つの観光ポイントがあれば、旭川に宿泊して

くれる観光客も多くなるのではと期待していま

す。 

8月中旬に環境省の先輩で大学の先輩でもある

飯島孝氏が逝去されました。私が環境庁入庁2年

目のときの係長でもあり、お酒と麻雀のほかに人

との付き合い方を教えてもらったように思いま

す。また、私の知らないところでもお世話になっ

たのではないかと感じています。6月頃から体調

が悪いと聞いていましたが、突然の訃報に言葉も

ありませんでした。人は二度死ぬのだそうです。

一度は肉体的に、もう一度は思い出してくれる人

がいなくなったときだそうです。今でも亡くなっ

たという実感はありませんので、心の中で生きて

いるということでしょう。ご冥福をお祈りします。 

さて、協会の業務ですが、環境研究総合推進費

継続課題の中間評価のためのヒアリングの研究

部会がすべて終わり、また、平成 25 年度終了課

題の最終報告書のPOによる査読もすべて終了し

て、一段落しているところです。環境研究総合推

進費の平成 26 年度のパンフレット（日本語）も

できあがりました。また、10 月中旬に予定して

いる一般向けの成果発表会の発表課題が決まり、

チラシの作成等の開催準備を進めているところ

です。 

CO2排出削減対策強化誘導型技術開発・実証研
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究事業では、パンフレットの作成の準備を行って

いるほか、新しいホームページの制作を進めてい

ます。 

 引き続き、みなさまのご指導・ご支援のほど、

よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

前回述べた次の 2 つの要素を人間力向上に向

けて考えてみたい。 

●主要素：自らの力で成果を挙げたときに、達成

感を感じ、喜ぶ。 

●補要素：人のために何かをしてあげて、その人

が喜ぶのを見て、自分も喜ぶ。 

 

知恵のジャンプでのコツ 

自転車は一旦乗れるようになると、次からは乗

れる。鉄棒の逆上がりもほぼ同様である。これら

は知恵のジャンプと同類のジャンプであろう。そ

の際、ジャンプには次の問題が付きまとう。 

燃焼での着火温度は各物質で決まっている。一

方、知恵がジャンプする位置は気の持ち方で変わ

る。いやいやではジャンプは遠のいていく。常に

期待を持って物事に取り組むことが大切である。

いやいやの気持ちを弱めるには、小さな事に対し

て達成感によるジャンプを 2, 3 回体得するとよ

い。 

ジャンプが生じる寸前であっても、近い将来に

ジャンプが起こることは見えてはいない。そのた

めに、周囲の人達からの応援が減り、本人自身が

あきらめてしまう場合が多い。ジャンプ前であき

らめると、ジャンプ寸前であっても、前回述べた

ように 0の原点に戻ってしまい、これまでの努力

が経験として残りにくい。これは、とてももった

いないことである。ジャンプするまで頑張って欲

しい。 

一方、もう少しでジャンプできると期待して頑

張り続けても、ジャンプできないことがある。今

の研究や仕事を続けるべきか、止めて他の方向に

向かうべきかの選択では迷うことが多い。私自身

は、研究を進めるにつれて研究内容が複雑になっ

ていく場合には中断。逆に、ある段階から研究の

結論が簡単明瞭になってくる兆しが見えてきた

場合には、たとえ周囲の応援が得られないでもジ

ャンプするまで頑張ることにしている。 

前者のいままでやってきたことを中断する決

断には勇気がいる。止めると決めた場合には、き

っぱり止め、今までのことは忘れて、後を振り向

かずに新しいジャンプに向かって欲しい。 

 

男女の仲に関連して(1) 

子供の数が減少している上に、結婚する若者の

割合が減ってきて少子化が進んでいるが、その原

因として子育ての環境整備不足が指摘されてい

る。私自身は別の要因もあるような気がしている。 

私の世代が子供の頃は、子供達が路上で学年を

越えて遊んでいることがあちらこちらで見られ

た。学年をまたがった集団での遊びは１つの社会

での活動のミニチュア版で、今振り返ると、この

遊びの中で知恵のジャンプに類似したことを体

得していた気がする。現在の私達、とくに若者達

を取り巻く環境は体験の幅を狭めているように

感じる。 

子供のときに幅広い体験が不足すると、ジャン

プに挑戦する体験も不足して、結婚というジャン

プの敷居が高く見えてしまうのではないか。そう

であれば、小さいときからいろいろな機会に知恵

のジャンプの体得に力を入れていくことで、ジャ

ンプに気軽に挑戦する雰囲気が広まり、結婚率の

向上、さらに日本の活性化に繋が

る気がしている。 

 

男女の仲に関連して(2) 

 例えば、ストーカーによる事件
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も男女の間での出来事なので、前回示した異性の

図を適用してみよう。下図にはその特殊な場合を

示した。ある女性が私に好意を持っていると私が

勘違いし、私自身がその女性を好きになった状況

を示している。その後、彼女の心が私に向いてい

ないと分かっても、私の彼女に対する心は高いま

まとなる。 

 

ストーカーの心がこの状況での私の心と似て

いるとすると、3つの点で注意が必要になる。1：

愛を伴う良いジャンプが憎悪や嫉妬の悪いジャ

ンプに変わってしまうことがある。2：ジャンプ

後の状態は火事に似ていて、その消火が難しいよ

うに、容易には原点の 0に戻れない。良いジャン

プの場合、この性質は知恵がつくことなので望ま

しいが、悪いジャンプでは、悪から戻ることが難

しいことになる。3：悪いジャンプは次々に生じ

るようで、そこから抜け出るのがさらに難しくな

っていく。そのため、ストーカーにその行為を止

めるように注意しただけでは、逆上するなど、事

態がよりひどい方向に進み兼ねない。 

こういうときには、急がば回れ。私が助言する

立場にあれば、ストーカーには、気分の高まった

ジャンプの状況にあることを説明し、そのジャン

プの力を知恵のジャンプに向けることを諭し、知

恵のジャンプの体得と、人が喜ぶことを見て自分

も喜ぶ補要素の体得が得られるまで、根気強く、

しかし少し厳しめに指導していくことになろう。

このとき、補要素が大きな役割を担う。 

 

支援の基本は知恵のジャンプへの手助け 

 私立大学で客員教授をしていたとき、同室の R

先生は期末試験で成績の悪かった学生を集めて、

短時間補講をしてから再試験を行っていた。その

うちの一人か二人はその後も先生を訪ねてきて、

この効果があったかに見えたが、他のほとんどの

学生には、「期末試験でできなくても単位がもら

える」という安易な考えを持たせてしまうことに

なった。授業についていけない学生への支援のよ

く見る形ではあるが、学生が伸びる折角のチャン

スを逃している点が致命的な欠点である。例えば、

経済的な支援でも、職のない若者に生活保護費を

支給するなどは同じ欠点を持っている。 

 新入生は期待を膨らませているので、１年生で

の、特に前期の授業が重要である。数学の授業が

週 2回、1回 2時間と時間数が多いことに目を付

け、この授業の担当を希望したところ、その機会

を与えられた。80 名ほどのこのクラスで知恵の

ジャンプを体得させる試みを行った。 

初期・中間・期末の 3試験で成績を決める、期

末試験の再試験は行わない、初期や中間で 60 点

を取れなかったとき、次の中間や期末で 80 点以

上を取ることで、前の試験の再試験を受けられる

とした。悪い成績を取ってしまったとき、反省し

て勉強し、次の試験で高い点を取れば、前回の低

い点を取り消すチャンスを与える趣旨である。そ

して、授業内容で分からないことがあれば、いつ

でも私の部屋に来てよいことを知らせた。 

 初期試験での平均点は毎年 90点を超えた。「先

生、高校では数学はいつも 20 点か 30 点でした

が、今回よい点が取れました。うれしいです」と

伝えてくる学生が何人もいた。試験範囲が狭いこ

ともあるが、平均点 90点以上には驚いた。また、

この試験で 95 点以上を取った学生は後のより難

しい中間、期末試験でもほぼ 95 点以上を取ると

いう結果にも驚いた。3年後、在学 4年間の成績

が出たとき、各学生の全科目の平均点とこの数学

の点との相関が高いことが分かった。つまり、努

力すればよい点を取れることを知った学生は他

科目でも努力してくれたことを示している。私の

この授業は必須で、不合格のままでは卒業できな

い。ある 1人の学生が 2年でも、3年でも不合格

であった。4年でも不合格だったらどうしようか

と心配したが、なんと 85 点を取り、これにも驚

いた。心を入れ替え、勉強してくれたのだ。この

ことからも知恵のジャンプは成績が上位の人に

限られたものではなく、だれもが体得できること

を実感した。 
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 ただし、最初のジャンプを体験するには、通常

の全員に対して行う授業のみでは無理で、個人的

な指導を加える必要を感じた。学生が空いている

時間に私の部屋へ来て、それぞれ自分で問題を解

いて、分からない所を私に聞く。問題を家で解い

てきて、その結果を見せにくる学生もいた。個人

指導といってもこの程度の対応でよい。１年生の

ときの数学、英語、1つの専門基礎科目のような

分野の違う 3 科目に対してこうした対応を取る

と高い効果が得られよう。 

 

これからに向けて 

 私の授業では「試験でできなくても単位はもら

える」は聞かれなかったが、このように若者のジ

ャンプのチャンスを奪っている言葉は他にもあ

る。学生の言動からみて、「終身雇用（の会社に

入社してしまえば）」、「最低賃金（はもらえるよ）」

などがそうではないか。チャレンジを嫌うとジャ

ンプのチャンスは巡ってこない。寿命が延び、か

つ、時代が大きく変化している今、人生で 2回ほ

どは職種を変えることが当然という時代が来よ

う。職種を変え、新しい分野でチャレンジするこ

とで、ジャンプの可能性は高くなり、幸福感も高

くなろう。逆に、チャレンジを嫌ってしまうと、

ジャンプが無く、仕事で成果が出にくい。仕事に

おいてジャンプが無いと、ジャンプ前では原点 0

に戻ってしまう性質により、知恵 0から脱出でき

ない人生となる。それだけは何としても避けて欲

しい。新しい仕事についたら、その新しい環境で

ジャンプを経験するように全力で努力して欲し

い。 

誰もが持っている主要素と補要素による人間

力発揮の特性を活用し、単なる経済的支援に走る

ことなく、手数はかかるものの支援の基本形をジ

ャンプへの手助けに限ることで、国民全員の人間

力の向上が期待できる。そして、誰もが仕事に喜

びを持ってジャンプを重ねていくことで、「最低

賃金」とか「終身雇用」などというチャレンジへ

の意欲を削ぐ可能性のある制度を設けずに、幸福

度の高い社会を築けるのではないか。 

これでこの原稿は完成にしようとしたとき、は

たと気付いた。料理のツマにする葉を摘んで売る

徳島市上勝町や寝たきりゼロの新潟県粟島では、

高齢者が喜びに満ちた顔で働いていて、そこには

私が求めている姿が実現されているではないか

と。こういう思い付きも立派なジャンプであり、

本稿の執筆で私自身もジャンプを体験でき、感謝

している。              （完）

 

 

 

 

 

 

 

＜脱温暖化社会部会（第 2部会）＞ 

 

脱温暖化社会部会は、低炭素で気候変動に柔軟に

対応するシナリオづくり、地球温暖化現象の解明と

適応策に係る研究開発、低炭素化技術を社会実装す

るための最適パッケ－ジ・システム化の評価・検討

などの研究を推進します。本年度から新規に開始さ

れた 6課題のうち、今回は環境問題対応型研究領域

の 5課題について概要を紹介します。 

なお、平成 26年度新規課題は、環境省の報道発表

資料

（http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=

24819&hou_id=18391）に掲載されていますので、

そちらもご参照ください。 
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◎2-1401：統合的観測解析システムの構築による全球・アジア太平洋の炭素循環の変化の早期検出 

（H26～28年度） 

研究代表者：三枝 信子（(独)国立環境研究所） 

 

温室効果ガス観測技術衛星 GOSAT や航空機を利

用した CO2の地球規模での観測、アジア太平洋での

炭素収支観測において我が国が持つ優れた研究基盤

に立って、観測データのもつ情報を最大限に活かす

統合的観測解析システムを構築する。そのための観

測データの整備、解析システムの開発改良、炭素収

支評価の高精度化を進める。 

第一に、多様で大量の観測データを統合し、最大

限利用できる解析システムを設計開発する。第二に、

アジア太平洋でデータ整備を強化すると同時に、デ

ータ最適化手法を開発改良する。第三に、確立され

た統合的観測解析システムにより全球・アジア太平

洋の炭素収支、特に国・地域別の炭素収支の評価を

行う。その結果を、統合された陸域観測データと経

験モデル、プロセスモデル等に基づくボトムアップ

法による結果と比較し不確実性の評価を行い、さら

に、炭素循環のホットスポットを検出する。

 

 

 

◎2-1402：わが国を中心とした温室効果ガスの長期削減目標に対応する緩和策の評価に関する研究 

（H26～28年度） 

研究代表者：芦名 秀一（(独)国立環境研究所） 

 

気候変動緩和策検討の基礎となる社会経済シナリ

オを、特に家庭部門やエネルギー集約素材に着目し

て検討し、長期目標達成のための日本の温室効果ガ

ス排出削減経路およびその実現対策・施策を分析す

る。さらには、世界の気候変動緩和への取組も見据

えた施策の評価を行う。そのため、以下の 1～5の個

別テーマからの研究成果を有機的に統合し、わが国

を中心とした長期の温室効果ガス削減目標に対応す

る緩和策の評価を行う。 

（1）2050 年を対象としたわが国の長期目標の実現

に向けた排出削減経路の検討 

（2）世界を対象とした将来シナリオの検討とその定

量化 

（3）日本を対象とした 2030年の温室効果ガス削減

量の定量化 

（4）ライフスタイル変化を考慮した家庭のエネルギ

ー消費行動に関する研究 

（5）社会におけるエネルギー集約素材の蓄積からみ

た将来シナリオの検討 
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◎2-1403：地球温暖化に関わるブラックカーボン放射効果の総合的評価（H26～28年度） 

研究代表者：小池 真（東京大学） 

 

大きな放射強制力を持つブラックカ－ボン(BC)の

気候影響評価推定には大きな不確実性がある。本研

究では BC 以外の成分の効果を含めた BC 放射強制

力の総合的な評価を目的とする。そのために主要な

不確定要因の克服を目指し、世界最先端の観測によ

り数値モデル計算の基礎となるプロセスを解明する。

それらのプロセスを取り込んだ詳細な領域モデルと

簡易化したグローバルモデルにより、評価を実施す

る。 

研究は以下の４つのサブテ－マで構成する。 

（1）BC観測とモデル検証 

（2）エアロゾル混合状態とグローバルモデルによる

評価 

（3）エアロゾル粒径分布と化学組成 

（4）広域エアロゾル観測と領域モデルによる評価 
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◎2-1404：地域インベントリ解析による環境成長拠点の計画と評価モデルの開発（H26～28 年度） 

研究代表者：藤田 壮（(独)国立環境研究所） 

 

低炭素都市、地域循環や環境成長の計画と事業に

科学的で信頼性の高い根拠を与える評価研究には、

環境への物理的影響とその社会価値を科学的に定量

化する理論と手法の開発と、それによる持続可能な

環境都市の将来ターゲットを設計してそこに至るロ

ードマップ設計のプロセスの構築が不可欠である。 

本研究では、複合的な計画立案と評価を支援する

学術的理論体系を構築したうえで、環境都市での社

会適用を通じてモデルの検証を行う。具体的には、

環境成長プロセスを計画してその効果を算定するた

め、地域インベントリ分析モデルと統合評価モデル

を組み合わせるマルチスケールの評価モデルを開発

する。環境都市の将来ターゲットを同定し、そこに

至る施策の組み合わせとロードマップを定量的に明

らかにし、それを社会実装するプロセスを学術的に

開発する。 

研究は以下の 5つのサブテ－マで構成する。 

（1）地域の関係主体と協働する社会実装システムの

開発 

（2）都市・地域のインベントリ解析モデルの開発 

（3）地域エネルギー・資源マネジメントのプロセス

モデル 

（4）フロー効率化を可能にする都市ストック更新シ

ステム 

（5）地域における環境経済価値のための統合評価モ

デルの開発 

 

 

 

 

◎2-1405：最近頻発し始めた新しい自然気候変動現象の予測とその社会応用（H26～28年度） 

研究代表者：山形 俊男（(独)海洋研究開発機構）  

 

本研究では、近年頻発してきた気候変動現象に関

する基礎的なメカニズムの解明から、その予測技術

の高度化と精度の向上、更には予測情報の利活用ま

で、一連の研究開発を総合的に目指す。 

本研究は、以下の 3つの項目から構成される。 

（1）太平洋熱帯域のエルニーニョモドキ／ラニーニ

ャモドキ現象や、中緯度大陸西岸に現れる沿岸ニ

ーニョ／ニーニャ現象のメカニズムを解明し、そ

の予測可能性を検証する。さらにすでに運用して

いるモデルの高解像度化や初期化手法を改良し、

それらの予測精度を向上させる。 
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（2）上記の地球規模の予測情報を、地域規模へと力

学的にダウンスケーリングし、実社会活動に利活

用しやすいように技術開発を行う。現象の影響を

受けやすいアジア－オセアニア地域に対して開発

を進める。 

（3）実社会活動に具体的に予測情報を利活用するた

めに、アジア－オセアニア域における感染症、農

業、水資源管理などを対象に、気候サービスのフ

プロトタイプを構築する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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ASSOCIATION OF INTERNATIONAL RESEARCH INITIATIVES FOR 

ENVIRONMENTAL STUDIES 

 

 

 

 

 

 

 

1(金）：環境推進費 中間評価ヒアリング（脱温暖化社会

部会）を開催（全日通霞ヶ関ビル） 

    海洋エネルギー資源フォーラムに参加（東京ビッグ

サイト） 

4(月)：環境推進費 中間評価ヒアリング（自然共生型社

会部会）を開催（全日通霞ヶ関ビル） 

5(火)：温対事業 検討会（ハイブリッドパネル関連）に出席 

（野田） 

8(金)：温対事業 検討会（空気タービン関連）に出席 

（東京） 

11(月)：温対事業 打合せ（高効率消化関連）に出席 

（環境省） 

12(火)：環境推進費 アドバイザリーボード（アド）会合に出

席（東京）  

18(月)：環境推進費 中間評価ヒアリング（S-10 専門部会）

を開催（全日通霞ヶ関ビル） 

温対事業 検討会（地域融通エネシステム関連）

に出席（咲洲） 

18(月),19(火)：環境推進費 現地調査（北見） 

21(木),22（金）：日本植物細胞分子生物学会（盛岡市アイ

ーナ）に参加 

25(月)：環境推進費 現地調査（長岡） 

26(火)：環境推進費 FS 検討会を開催（商工会館） 

26(火),27(水)：環境推進費 現地調査（岡山） 

27(水)：環境推進費 アド会合に出席（東京） 

      温対事業 検討会（バイオマス混焼関連）に出席

（東京） 

28(木)：環境推進費 アド会合に出席（大分） 

29(金)：環境推進費 アド会合に出席（東京） 

     環境推進費 現地調査（つくば） 

 

*環境推進費：環境研究総合推進費研究管理・検討事業 

温対事業：CO2 排出削減対策強化誘導型技術開発・実

証事業 
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 E-mail：airies@airies.or.jp 
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