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あけましておめでとうございます。年頭にあた

か。次世代のことも考え、

り一言ご挨拶申しあげます。昨年は誠に変化の多

何をなすべきかを慎重

い年でありました。政治、経済のみならず科学技

に考えながら、しかし遅

術面でもニュースに事欠きませんでした。日本で

滞なく進む必要があり

は、「明」が赤崎・天野・中村３氏のノーベル賞

ます。それには大変な努

の受賞とすれば、
「暗」は（未だ不明ですが）STAP

力を要します。進歩を逃

細胞をめぐる事件でありましょう。しかし、めま

がさず捉え（アクセル）、

ぐるしいニュースを追うだけではなく、少し距離

しかも拙速による誤り

をおいて考えてみる必要もありましょう。

を回避（ブレーキ）しながら進まなければなりま

考えるべき課題の一つはバックフィットの導

せん。容易ではない。知恵の絞りどころでしょう。

入です。３月１１日の福島第一原発事故を機に導

これはまさに良好なバックフィットの実施に通

入されたバックフィット制度は・・・既に許可を

じるものがあります。

得て運転している原子力発電所にも（改めて）最

バックフィットは必ずしも大規模な研究やプ

新の基準への適合を義務付け、最新の基準を満た

ロジェクトのみに適用されるものでもありませ

さない場合には（一度認められたものであっても）

ん。新田次郎「八甲田山死の彷徨」（セミドキュ

運転停止を命ずることができる・・・・というも

メンタリー）は真冬に八甲田山を行軍する記録で

のです。現在日本では明文化されているのは、原

すが、研究開発を考える上で参考となる話が沢山

子力関係その他ごく限定された分野に限られて

記されています。同じ時期に出発した２隊は途中

いるようですが、この観点は原子力関係に限られ

ですれ違いながら、それぞれ反対方向を進む。一

たものではありません。バックフィットは、他の

方の隊（200 名余）は遭難しほとんど全滅する。

あらゆる分野にも適用可能です。技術的あるいは

他の隊（40 名余）は全員目的地に無事到達する。

研究的に完成しているが日の目を見ないでいる

同じような条件下であまりにも大きな差が生じ

例、誤った時代遅れの規制の例はいくつもありま

ていることに驚いた記憶があります。成功した部

しょう。しかし、規制を変えるのは大変なエネル

隊は毎日隊員の足の状態をみて、雪沓の具合をチ

ギーを要するので、現状のままになってしまいま

ェックするなど細部までケアをしている。不都合

す。このバックフィットが適切に機能すると科学

はすぐ改め、全員が情報を共有している。他の隊

技術の進歩を実用（社会実装）に取り入れやすく

はそこまではしていない。印象に残るエピソード

なります。もちろん今まで技術的基準を満たして

です。

いたものが新しい技術的発見により不可となる

バックフィットを狭く考えずに、誤りを修正す

ことも考えられます。しかし、大局的には合理的

る考え方として捉えてはどうでしょうか。現代の

判断が勝ることになろうかと思われます。

硬直化した社会システムを柔軟なものにし、次世

考えてみると現在の研究開発はフロンティア

代に良き課題と遺産を残すべく、今後も頑張ろう

開拓、先端研究推進に偏りすぎていないでしょう

ではありませんか。
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新年明けましておめでとうございます。夏が明

るかどうかはわかりませんが、ロシアの選手の一

けると年末までは一直線と毎年のように言って

角を崩してほしいものです。
さて、昨年 12 月にペルーのリマで、気候変動

いますが、毎年そのとおりになってしまいますね。
本年も、よろしくお願いいたします。また、今年

枠組み条約／京都議定書の締約国会議（COP20

も皆様のご健勝とご発展を祈念いたします。

／CMP10）が開催されました。締約国会議は相

12 月は寒波が何度もやってきて、大雪や吹雪

変わらず交渉が難航したようですが、最終的には、

をもたらしました。徳島において大雪で集落が孤

2020 年以降の枠組みについて、
2015 年の COP21

立状態になったのには驚きました。北海道や東北

（フランスのパリ）に十分先立って（準備のでき

には巨大な低気圧が通過し、猛烈な吹雪や大雪を

る国は 2015 年の第 1 四半期までに）提出するよ

もたらしました。中心気圧が 950hPa にもなって

う求められている約束草案に含めるべき情報（事

いましたので、熱帯低気圧の大型台風に相当する

前情報）等を定める COP 決定（「気候行動のた

規模ですね。冬の巨大低気圧は海水温が上昇する

めのリマ声明」）が採択されました。気候変動枠

3 月頃に現れるのが普通のようですが、12 月に現

組条約事務局は、各国が提出した約束草案をウェ

れたということは、海水温が高い状態であったと

ブサイトに掲載するとともに、11 月 1 日までに

いうことで、地球温暖化の影響がありそうですね。

各国の約束草案を総計した効果についての統合

お正月も寒波に見舞われ、関東地方以外では大雪

報告書を作成することになりました。我が国はい

や吹雪になりました。今年も寒い冬になるのでし

まだにエネルギー・ミックスが決まらない状況で

ょうか？

すが、米国や中国の積極姿勢に後押しされて加速

12 月上旬には、フィギュアスケートのグラン

されつつある交渉に乗り遅れないように積極的

プリファイナルがありました。中国大会での衝突

な対応を期待したいですね。

事故で肉体的にも精神的にもダメージを受けた

さて、協会の業務ですが、環境研究総合推進費

羽生選手はどうなるかなと思っていましたが、圧

の平成 27 年度新規課題については、委員による

勝して連覇を達成しました。彼の強靭な精神力に

書面評価が終わり、ヒアリングの対象となる課題

はただただ驚かされるばかりです。

が選定されました。1 月中旬から 2 月上旬にかけ

12 月下旬には全日本選手権がありました。男

て、5 つの研究部会と戦略的研究開発領域課題

子は、ここでも羽生選手は圧勝で、3 連覇を達成

（S-14）検討会でヒアリングと選考が行われます。

しました。本当に精神力の強い選手ですね。ただ、

CO2 排出削減対策強化誘導型技術開発・実証

体調がすぐれず、試合終了後に精密検査を受けて

事業については、1 月 22 日（木）にイイノビル

入院し、すぐに手術を受けました。深刻な病気で

のカンファレンスセンターにおいて「地球温暖化

はなさそうですが、1 か月半の安静が必要とのこ

対策技術開発成果発表会」が行われます。詳しく

とで、3 月の世界選手権への影響が心配ですが、

は後述記事（P.3）をご覧ください。また、平成

きっと元気な姿で現れると思います。

27 年度新規課題の公募は年明けに開始されます

女子では、上位選手が皆 10 代という結果にな

が、それに先立ち 12 月 22 日（月）に実施方針

りました。優勝した宮原選手は 16 才、2 位の本

が報道発表されました。

郷選手は 18 才、
3 位の樋口選手は何と 13 才です。

本年も引き続き、みなさまのご指

すごいですね。特に宮原選手はかなりの高得点を

導・ご支援のほど、よろしくお願いい

マークしました。全日本選手権の点数は甘いと言

たします。

われていますので、世界選手権でそのまま通用す
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環境省では、エネルギー起源二酸化炭素排出量
の削減を目指した対策技術の開発・実証及び普及
を推進するために、広く民間企業、公的研究機関、
大学等から提案を募集し、優れた技術開発等を促
進する「CO2 排出削減対策強化誘導型技術開発・
実証事業（競争的資金）
」を実施しています。
この度、下記要領で平成 25 年度に終了した事
業の成果を、専門家だけではなく広く市民・国民
の皆様に知って頂くために、
「平成 26 年度地球温
暖化対策技術開発成果発表会」を開催します。

昨年の発表の様子

参加を希望される方は、電子メールで、[1]氏名、
[2]勤務先、[3]電話番号、[4] E-mail アドレス

超えた場合には、受付を締め切ることがあります

を平成 27 年 1 月 16 日（金）12:00 必着で、on

ので、お早めにお申し込み下さい。

tai@airies.or.jp まで E-mail にてお申し込み下
さい。

連絡先：地球温暖化対策技術開発成果発表会

お申し込みの際は、E-mail のタイトルに「地

事務局（当協会）

球温暖化対策技術開発成果発表会傍聴希望」と明

TEL：03-5812-2105 担当：森本・泉

記して下さい。なお、希望者が定員（120 人）を

●日時
平成 27 年 1 月 22 日（木）14:30～16:50（開場 14:15）
●場所

イイノホール＆カンファランスセンター Room B1～3
（東京都千代田区内幸町 2-1-1） http://www.iino.co.jp/hall/access/

●発表内容（予定）
＜事業成果発表＞
・トンネル下床面に設置した地中熱交換器による地中熱ヒートポンプシステムの開発（小田急電鉄株式
会社）
・自然環境への悪影響を回避・最小化した地熱発電に関する技術開発（地熱技術開発株式会社）
・未利用木質バイオマスの高効率エネルギー利用システムの開発と実証（株式会社早稲田環境研究所）
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安全が確保される社会部会（第 5 分野）
安全が確保される社会部会は、平成 24 年度ま

究開発などに関わる 6 課題について概要を紹介

での分科会の再編成によって 25 年度より設置

します。
なお、平成 26 年度新規課題についての研究内

されたもので、主として化学物質などの未解明な
リスク、脆弱性を考慮したリスクの評価・管理、

容の詳細は、環境省の環境研究・技術総合サイト

健全な水・大気の循環に係わる研究開発などの研

（http://www.env.go.jp/policy/kenkyu/suishin/k

究を推進します。26 年度から新規に開始された

adai/new_project/h26_new_project.htm）に掲載

16 課題のうち、今回は脆弱性を考慮したリスク

されていますので、そちらもご参照ください。

の評価・管理、健全な水・大気の循環に係わる研

◎5-1401：バイオ蛍光法によるアスベスト検出技術の実用化とナノ材料動態追跡ツールへの応用（H26～28 年
度）
研究代表者：黒田 章夫（広島大学）
日本にはアスベストを含む建材が約 4,000 万ト

本研究では、簡易な蛍光顕微鏡でありながら光

ンあるとされ、今後これらが使われた古い建物の

の分解能よりも小さいナノ材料も可視化できるこ

解体のピークを迎える。しかしながら、現場での

とが分ってきたバイオ蛍光法によるアスベストの

アスベスト飛散のモニタリングに対応する技術は

検出法を公定法まで高めるとともに、バイオ蛍光

未だ確立されておらず、本研究代表者らが開発し

法をナノ材料の蛍光可視化へも応用し、環境モニ

たバイオ蛍光法の実証と普及が求められている。

タリングの新機軸とすることを目的とする。

また、ナノ材料は、医療・
産業など様々な分野におい
て技術開発・製品化が進めら
れているが、細胞内部にナノ
材料が取り込まれる事例が
報告されており、人体や生体
に対する影響が心配されて
いる。このために、安全・安
心社会の構築のために、ナノ
材料の動態解析のツール開
発が急務となっている。
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◎5-1402：水系感染微生物による水環境汚染の把握と指標微生物管理の限界に関する研究（H26～28 年度）
研究代表者：田中 宏明（京都大学）
今後の導入が想定される定量的微生物リスク評

れる病原微生物を大量濃縮する方法や微生物の不

価による環境基準値の見直しに対応するため、水

活化を評価する方法を適用し、網羅的な水中病原

域に存在する様々な病原微生物を次世代シーケン

微生物の測定を行う。

サー、リアルタイム PCR（ポリメラーゼ連鎖反応）、

これにより、水域における網羅的な病原微生物

培養法を組み合わせて網羅的に把握し、衛生指標

の存在実態と衛生指標との関係性を明らかにする

との関係を検討する。震災の影響によって病原微

とともに、定量的微生物リスク評価への基礎的情

生物が高濃度となっている東北沿岸域のデータ収

報を提供し，今後導入される衛生指標の改定に貢

集を行うとともに、正常に稼働している下水処理

献するとともに、世界保健機構や米国環境保護庁

場放流水を受けている琵琶湖や東京湾などの水域

など世界的な基準設定にも役立つ成果として、安

を対象として調査を行う。また、環境試料に含ま

全な水環境の維持に貢献すると期待される。

◎5-1404：人工構造物に囲まれた内湾の干潟・藻場生態系に対する貧酸素・青潮影響の軽減策の提案（H26～
28 年度）
研究代表者：中村 由行（横浜国立大学）
東京湾奥部や三河湾東部海域には、三番瀬・谷

対策が遅れている理由は科学的知見の不足にもあ

津干潟や六條潟などの貴重な干潟・藻場や浅海域

り、特に、硫化水素を主体とした硫化物が生物群

が存在し、開発が進んだ現在でも水産有用種や野

集に与える影響や、環境中での硫化物の蓄積機構

鳥などの高次の生物生産を支え、さまざまな生態

はほとんど調べられていない。このような現状を

系サービスをもたらしている。このような干潟・

踏まえ、干潟・藻場生態系への貧酸素・青潮影響

藻場生態系にとって、現在最も大きな脅威となっ

を軽減するため、発生源での対策とともに、干潟・

ているのは貧酸素水塊や青潮の来襲である。青潮

浅海域での青潮回避策を提案し、具体的な諸対策
5

効果の定量化を行う。また、これらの効果を総合

法の組み合わせを提案することを目的とする。

化し、東京湾や三河湾での再生にとって有効な手

◎5-1403 ：有機マーカーに着目した PM2.5 の動態把握と正値行列因子分解モデルによる発生源寄与評価
（H26～28 年度）
研究代表者：熊谷 貴美代 （群馬県衛生環境研究所）

6

微小粒子状物質（PM2.5）の環境基準達成率は

得られたデータを正値行列因子分解モデル（因子

低く、多くの地域で基準を超過している。PM2.5

分析を応用したリセプターモデル）で解析するこ

の発生源は多岐にわたるため、効果的な対策のた

とによって、発生源寄与評価を行う。これにより、

めには発生源の寄与割合を求めることが必要であ

PM2.5 発生源対策に関する政策的な議論に科学

る。

的知見を提供することができる。また本研究では、

本研究では、PM2.5 の主要成分であり解明の遅

地方自治体が実施している PM2.5 モニタリング

れている有機粒子について、大気中での動態およ

調査に適応可能な有機マーカー成分の観測・解析

び主要発生源の寄与に関する新たな知見を得るこ

手法の提案も目指しており、地方環境対策への貢

とを目的とする。個々の発生源の指標となる有機

献も期待される。

マーカー成分に着目したフィールド観測を実施し、

◎5-1405：水銀の全球多媒体モデル構築と海洋生物への 移行予測に関する研究（H26～28 年度）
研究代表者：鈴木 規之（独立行政法人国立環境研究所）
水銀は元素状、酸化態、有機水銀などの化学形

同位体分析による水銀形態の起源推定など新たな

態をとりながら、大気、海洋、陸域、底質など複

研究手法と POPs（残留性有機汚染物質）研究で

数の環境媒体（多媒体）間を移動して例えば公衆

実績のある全球多媒体モデル手法を融合すること

への曝露経路となる遠洋魚に到達する可能性があ

で、新たな予測手法を構築する研究を行う。これ

り、このような多媒体間の動態から海洋生物への

によって、水銀に関する水俣条約に基づき進めら

移行を明らかにするモデルが必要である。本研究

れる排出削減対策の有効性の予測など国際的な行

は、近年の超微量分析技術による遠洋観測と安定

政課題に貢献することを目指す。
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◎5-1406：ネオニコチノイド系農薬の環境変化体の探索とその生態影響の調査（H26-28 年度）
研究代表者：高梨 啓和（鹿児島大学）
陸生昆虫への生態影響が懸念されているネオニ

境変化体が生成し得るのかなどを検討し、環境変

コチノイド系農薬（NNI）は、水生昆虫に対する

化体を合成する。合成した環境変化体の生態影響

生態影響を有する可能性がある。また、水環境中

試験を行い、水環境中濃度と比較することによっ

で NNI から生成する環境変化体の中にも、同様

て環境変化体の生態リスクを評価する。これによ

に水生昆虫に対する生態影響を有する物質が存在

り、環境政策上の重要課題の一つである NNI の

する可能性がある。

生態リスクに対する科学的な分析と評価に貢献す

そこで本研究では、NNI などからどのような環

ることが期待される。

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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1(月): 環境推進費 アドバイザリーボード (アド会合)に出席

12(金)：環境推進費 アド会合に出席 (東京)

(横須賀)

15(月):環境推進費 アド会合に出席（東京）

環境推進費 シンポジウムに出席（東京）

制度評価 専門部会を開催（都道府県会館）

温対事業 検討会(空気タービン関連)に出席（東京）

16(火):環境推進費 打合せ（環境省）

2(火)：環境推進費 アド会合に出席(東京)

16(火)-17(水)：環境推進費 アド会合に出席(大分),

温対事業 検討会(次世代ガスコジェネ関連及び HV ト

17(水):環境推進費アド会合に出席（西宮）

ラック関連)に出席（東京）

18(木):環境推進費 アド会合に出席(東京), (つくば)

3(水)：環境推進費 アド会合に出席(東京)

環境推進費 現地調査(北九州),(神戸)

制度評価 打合せ（環境省）

環境推進費 新規課題に関する打合せ（環境省）

4(木)：環境推進費 アド会合に出席（東京）

19(金):環境推進費 アド会合に出席(東京),(千葉)

追跡評価 評価委員会を開催（都道府県会館）

温対事業 検討会(低騒音風車関連)に出席 (東京）

5(金):環境推進費 アド会合に出席（札幌）

22(月):温対事業 打合せ（環境省）

環境推進費 現地調査(和歌山)

24(水):環境推進費 現地調査(つくば)

6(土):環境推進費 担当課題のアド会合に出席(米子),

25(木):会誌打合せ（札幌）

8(月):環境推進費 アド会合に出席（東京）,（京都）

26(金):環境推進費 アド会合に出席（東京）

9(火)：温対事業 検討会(EV バス関連)に出席（東京）

仕事納め

10(水)：環境推進費 担当課題のアド会合に出席(釧路),

* 環境推進費：環境研究総合推進費

（秋田）,（高崎）,（横須賀）

温対事業：CO2 排出削減対策強化誘導型技術開発・実

10（水）-12（金）:環境推進費 担当課題のアド会合に出席

証事業

(奄美大島)

制度評価：環境研究総合推進費制度評価支援（調査分析）

11(木)：環境推進費 現地調査(愛媛)

委託業務

温対事業 検討会(集熱発電関連及びバイオ混焼関

追跡評価：環境研究・技術開発推進事業追跡評価委託業

連)に出席（東京）

務

〒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
9

