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今年の 9 月は、19 日の土曜日から 23 日の水

ライターが時間をかけて辺境の地にも足を運

曜日まで休めば 5 連休になり、秋の 5 連休は

び、最先端をいく科学者から話を聞いてまとめ

2009 年以来ということもあってか、
「シルバー

たものであり、情報量が多くわかりやすい読み

ウィーク」というやや聞き慣れない言葉を耳に

物になっています。米中首脳会談では気候変動

する機会が多かったような気がします。

問題も取り上げられたようですが、それに先立

わが国には、シルバーウィークのほかにもゴ

ち読んでおくのにふさわしい本と言えるかも

ールデンウィーク、年末年始、お盆と、まとま

しれません。もっとも読書リストには全部で 6

った休暇を取りやすいチャンスがあり、10 日

冊が含まれており、普通の速度で読むと 52 時

ほど休んで海外に出かける人も多いようです

間もかかるという試算もあるようなので、実際

ね。海外旅行者数は、プラザ合意があった 1985

に読まれたかどうかは定かではありませんが。

年には年間 500 万人程度でしたが、その後の円

さて、協会の業務ですが、環境研究総合推進

高や週休 2 日制の定着などが影響したのか、こ

費の平成 28 年度新規課題の公募が 10 月 1 日

の 30 年で 3 倍以上の 1,700 万人ほどになって

から始まりました。応募の締め切りは、11 月 5

いて時代の流れを感じます。

日（木）です。また、10 月 23 日（金）には、
平成 27 年度環境研究総合推進費研究成果発表

とは言え、海の向こうでは、フランスのバカ
ンスはともかくとしても、年中大忙しのはずの

会が開催されます。この研究成果発表会では、

オバマ大統領が、8 月 7 日から 23 日まで 17 日

環境研究総合推進費の平成 26 年度終了課題の

間休暇を取りマサチューセッツ州の保養地で

うち、わかりやすく、関心も高いと考えられる

過ごしたとか、昨年末のクリスマス休暇も 17

6 課題が発表されます。詳しくは、10 ページの

日間で生まれ故郷のハワイで過ごしたという

「成果発表会のお知らせ」をご覧ください。皆

報道に接すると、彼我の差を感じざるを得ませ

様のご参加をお待ちしています。
CO2 排出削減対策強化誘導型技術開発・実

ん。
そのオバマ大統領は、夏休みの読書リストに

証事業では、10 月 28 日に評価委員会が開催さ

エリザベス・コルバート著の「6 度目の大絶滅」

れ、平成 28 年度公募の重点事項などが議論さ

（The Sixth Extinction）を入れていたそうで

れます。平成 28 年度新規課題の公募は、年明

す。今年のピューリッツァー賞一般ノンフィク

けです。

ション部門受賞作で、ご存じの方も多いのでは

また、協会の会誌の最新号として、「生命を

ないでしょうか。アメリカの Amazon では

育む地球環境の予測と対応」が間もなく発刊予

1,000 人を超す人がレビューを書いていて、星

定です。

4.5 と高評価です。和訳が NHK 出版から出て

引き続き、皆様のご支援、ご協力のほど、よ

いて、私はそれを読んだのですが、サイエンス

ろしくお願い申し上げます。
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クラクフ

屋が知恵を働かせて退治し、国の半分と美しい姫

クラクフは、かつてのポーランド王国の首都で

を手に入れたという伝説を表しているそうであ

あったが、中心ではなく、南の端の方に位置して

る。

いる。ポーランドは、第 2 次世界大戦でナチスド
イツに抵抗をしたために、見せしめとして、徹底
的に街が破壊された。クラクフはそうした中で、
ドイツ軍の司令部があったために、破壊から免れ
た貴重な街の一つであり、歴史の持っている皮肉
な一面が伺える。理由はどうであれ、これだけの
すばらしい街並みが残されたことには、感謝した
い。
クラクフは、首都ワルシャワと同じく、ポーラ
ンドを縦に流れる、ヴィスワ川のほとりに築かれ

＜写真 1＞ クラクフの中心、ヴァベル城

た城を中心とした都市である。街の中心の丘の上
には、街とヴィスワ川を見下ろすように、ヴァベ
ル城が鎮座ましましており、観光の目玉となって
いる（写真 1）
。城自体はそれほど巨大なもので
はないが、隣接する大聖堂なども含めて、塔や彫
刻などで埋め尽くされており、なかなかの見物で
ある（写真 2）
。
城の中には、巨大な謁見室などがあり、そこに
は、巨大なタペストリーが壁一面に飾られている。
これらのタペストリーは、それこそ何年もの歳月

＜写真 2＞ ヴァベル城の内部

をかけて精巧に織り上げた芸術品でありなおか
つ、それを購うだけの財力と地位を誇示するもの
としては、重要なものだったようである。タペス
トリーの題材は、宗教的なものから、重要な戦い
など、大変に迫力のあるものが多い。当時の真新
しい状態で眺めたとしたら、確かに来訪者は度肝
を抜かれたことだろう。王様のこけおどしとして
は、大いに役に立ったことだろう。残念ながら、
内部は撮影禁止なので、皆様にはお見せできない
が。この城の下の川の畔に、ドラゴンの像があり、

＜写真 3＞ 伝説の火を噴く龍（靴屋の機転で硫

時々火を噴くのだそうだ（写真 3）
。これは昔、

黄を食べさせられたそうだ）

ドラゴンがさんざん人々を悩ませていたのを、靴
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そのクラクフの財力の元になったのが、岩塩の
採掘であったそうである。たかが塩と思うなかれ、
給料（サラリー）という言葉は、ソルトから来て
おり、実際に岩塩はお金と同じくらい貴重なもの
として取引されていたのである。この岩塩の鉱山
後も世界遺産となっており、多くの人が見学に訪
れている。この岩塩鉱山はクラクフ郊外のヴィエ
リチカというところにあり、2 階建てのエレベー
ターで縦坑を降りて坑内を見学できるようにな
っている（写真 4）
。この鉱山は、13 世紀にハン
＜写真 4＞ 岩塩坑内におりる縦坑の 2 階建てエ

ガリーから嫁いできたキンガ姫が、願いを込めて

レベーター

指輪を投げたところから、塩がわいたという伝説
があるが、おそらく賢いキンガ姫が、岩塩が有力
な資源になることを見抜いて、積極的に王様に勧
めたのであろう。山内一豊の妻どころの騒ぎでは
ない賢婦人である。なにしろポーランドを 700
年間も繁栄に導いた重要な地下資源であったの
だ。その坑道の総延長はなんと 300km にもなり、
最深部で 300m を越えるのである。見学できるの
は、そのうちのごくわずか 3.5km ほどである。
それでも、その規模の大きさには、息をのむ。見

＜写真 5＞

学の坑道は、床は岩塩の石畳で整備され、随所に

岩塩で彫られたキンガ姫の像

（投げた指輪を拾って届けられたところ）

岩塩でできたシャンデリアや彫像などが飾られ、
これがすべて塩であるとは信じられない
（写真 5）
。
それを見抜いているのか、ガイドが、壁をなめて

アウシュビッツ

みてください、しょっぱいでしょう？と奨める。

ポーランドを訪れたら、アウシュビッツは欠か

さっそくなめてみると確かに塩っ辛いのである。

すことができない。映画や小説などで多く語られ

通路になっているところは、上質の岩塩ではない

ているのを聞いている限り、なんともおどろおど

ので、不純物が多く、岩のようだが、質がよいも

ろしい印象があった。ところが実際に行ってみる

のは、宝石のようであり、実際に金の値段よりも

と、新緑の緑に囲まれ、赤煉瓦の建物が整然とな

高く取引されたそうである。上質の岩塩がとれた

らぶ美しいところであった。この美しい場所で、

場所は、採掘された後が巨大な空洞となっており、

あのようなことが実際に行われたとは、まことに

一部は、教会の大聖堂として使われている。現在

不思議というか、信じられない感じがする。収容

でも、巡礼の人が多く訪れているそうである。見

所は、現在アウシュビッツ（ポーランド名オシフ

学路の一番奥には、そうした大聖堂があり、岩塩

ィエンチム）とすぐ近くにあるさらに大きな第 2

を使った巨大なシャンデリアがきらめき、周囲に

収容所（ビルケナウ）が無料で見学できるように

は、キリストの物語が岩塩の彫像で刻まれている。

なっている。偶然にも今回は、この収容所のただ

偶然、隣国のウクライナから少年少女合唱団が

一人の日本人ガイドである中谷さんが案内人と

見学に来ており、美しい歌声を聞かせてくれたの

なってくれた（写真 6）。彼は、アウシュビッツ

には、大感激であった。ちなみに、この岩塩鉱山

に関する著書も出している方で、ポーランド人を

は、現在も現役で稼働している。

妻に迎え、アウシュビッツの悲劇を多くの人に知
ってもらいたいと願っているそうであり、彼の案
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内の言葉にもそれがよく出ていた。彼の話で印象

感はなかったのだろうということである。それぞ

的だったのは、これらの収容所を管理していた人

れが、分担して淡々と業務をこなし、仕事として

は、みな普通の善良な人たちであったということ

やっていただけなのだというのが実情のようで

である。収容所所長のヘス氏も、収容所のすぐ隣

ある。そういう意味では、私でも、この収容所に

に家族と暮らしており（写真 7）
、その 100m ほ

配属されていたら、おそらく同じことをしたに違

どの所に、ガス室と死体の焼却施設があったので

いない。歯車の一部とならず、個々の人間がしっ

ある（写真 8）
。中谷さんの話では、実際に死体

かりと考えながら生きていくことの重要性を改

を焼いたりする作業は、ユダヤ人などの収容され

めて感じた。

（つづく）

ている人を使っていたため、殺しているという実

左から ＜写真 6＞ 赤煉瓦が整然と並ぶアウシュビッツ収容所内部（中央が日本人ガイドの中谷氏）, ＜写真 7＞ 所長の
ヘスが家族と住んでいた住居（柳の向こう）, ＜写真 8＞ ガス室と死体を焼却した場所

平成 27 年度に採択された新規採択研究課題から、

また現在、実施中のその他の課題については環

今回は脱温暖化社会部会にて採択された課題につ

境省の「環境研究・技術総合サイト」

いてご紹介します。

（http://www.env.go.jp/policy/kenkyu/）に掲載さ
れていますので、そちらもご参照ください。

＜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

実装するための最適パッケージ・シ

に対応するシナリオづくり、地球温暖化現象の解

ステム化の評価・検討等の研究を推

明と適応策に係る研究開発、低炭素化技術を社会

進します。
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◎2-1501：気候変動対策の進捗評価を目的とした指標開発に関する研究（H27～29年度）
研究代表者：亀山 康子（国立環境研究所）
気候変動対策を目的とした新たな国際枠組みへ

そこで、本研究では、主要国（日欧米中）の気

の合意が2015年末のCOP21で目指されているが、

候変動対策の進捗に関する調査を実施し、国の対

国の排出削減目標水準は各国内の決定に任され、

策進捗を測るモノサシとなる指標を開発し、最終

法的拘束力を伴わない約束として位置付けられる

的にはそれが全ての国に適用可能な指標となりう

可能性が高まっている。そのため、この枠組みで

る制度提案を目指す。このような指標を用いるこ

は、目標値の水準よりも、目標達成を目指した政

とで、国の横断的比較や、効果的な政策同定が可

策導入の進捗を定期的にチェックするプロセスが

能となる。

重要となる。

◎2-1502：GOSAT 等を応用した南アジア域におけるメタンの放出量推定の精緻化と削減手法の評価（H27～
29年度）
研究代表者：林田 佐智子（奈良女子大学）
大気メタンは第二位の温室効果ガスであり、そ

あるいは施肥管理によってメタン発生を緩和する

の発生量の定量化と削減策の提案は喫緊の課題で

手法の様々なオプションに対して総合的に評価す

あるが、主として生物由来であることから定量化

る。

は困難とされてきた。そこで本研究では、メタン

本研究によって得られる成果はインド・バング

の全球観測に成功した衛星「いぶき」（GOSAT）な

ラデシュにおけるメタン発生緩和策の具体的な提

どの大気メタン観測データを有効に利用すると共

言に結びつき、我が国にとっては排出権取引の基

に、インド・バングラデシュで現地観測を行い、

礎データともなるだろう。

メタン発生量を精緻に推定する。さらに、水管理
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◎2-1503：地球温暖化に伴う気候変動と日本・東アジア域の降水現象の変化に関する研究（H27～29年度）
研究代表者：高藪 縁（東京大学）
近年日本では記録的豪雨豪雪による被害が多発

測、水同位体観測、全球雲解像モデル等を用い、

し、地球温暖化に伴う降水の異変が 懸念されてい

データ解析とモデル研究を行う。 地球温暖化に伴

る。日本・東アジアは、大陸と海洋、中緯度と熱

う降水変化に関する科学的知見を提供し、持続可

帯に影響される位置に あり、気候変動に伴う降水

能な社会実現のための政策への貢献が期待される。

変化は特に複雑で敏感な
可能性があるが、IPCC 第
5 次評価 報告書にも関連
する知見は不十分で、詳細
研究が喫緊に必要である。
本研究は、地球規模の大
気循環の変化と日本・東ア
ジア域での降水特性・極端
降水変化 との関係につい
て科学的知見を得るため、
多彩な専門家チームで、気
候モデル、気象・衛 星観

◎2-1504：ボルネオの熱帯泥炭林における炭素動態の広域評価システムの開発（H27～29年度）
研究代表者：平野 高司（北海道大学）
東南アジアには 25 万 km2 に及ぶ熱帯泥炭林

の排出削減（REDD+）に貢献できる。

が広がり、膨大な炭素を泥炭土壌として蓄積して
きたが、近年，森林伐採や排水をともなう
開発により泥炭分解が促進され、泥炭火災
が増加し、熱帯泥炭林は巨大 CO2 排出源
として注目を集めるようになった。しかし
CO2 排出量については多くの不確実性が
残されている。
本研究では 1）フィールド観測、2）陸域
生態系モデル、3）高性能衛星センサー
（PALSAR-2）
、4）泥炭林の地図情報を統
合し、ボルネオ島の熱帯泥炭林の CO2 排
出量を広域で高精度に推定するシステムの
開発を行う。このシステムは、熱帯林の減
少・劣化の防止や植林による温室効果気体
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◎2-1505：アジア起源の短寿命気候汚染物質が北極域の環境・気候に及ぼす影響に関する研究（H27～29 年
度）
研究代表者：谷本 浩志（国立環境研究所）
近年の北極域における環境・気候変化には世界

寿命大気汚染物質が北極域の環境・気候に及ぼす

的に懸念が高まっており、一方で温暖化により北

影響評価に関する研究を行う。具体的には、人為

極海航路が開けるなど大きな社会経済的利便性も

起源または自然起源の発生源からの北極への

指摘されている。このような状況で、わが国は北

SLCP の長距離輸送とその影響や、グローバルな

極評議会へのオブザーバー資格を獲得し、北極圏

気候変化に伴う北極域での大気質・気候変化の解

における国際的枠組みづくりに貢献していくため

析を行う。

の戦略と科学的知見による裏付けが早急に必要と

これにより、我が国の北極圏に関する環境面で

されている。

の国際貢献の一つとする。

本研究では、アジア地域から排出される SLCP
（Short-Lived Climate Pollutants）と呼ばれる短

◎2-1506：歴史的海洋表層水温観測データの再整備とその気候学的評価（H27～29 年度）
研究代表者：石井 正好（気象庁気象研究所）
た国際的活動が 2014 年から開始され、当研究グ

地球環境の大きな将来変化が懸念される今日、
海面から数千メートル深までの海洋観測データの

ループも活動の立ち上げに関与した。

重要性は高い。一方、データの信頼性に関わる問

本研究では国内機関による歴史的観測データを

題が指摘され、高精度データベースの構築に向け

再構築し、未整備データを発掘しデータベースに
収める(データレスキュー)。今回のような問題の再
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発防止のため、データの品質を維持しその高度利

る研究を進め、影響評価研究等の分野で活用でき

用を可能とする仕組みを開発する。さらに、再整

る海洋データの提供を目指す。

備データから気候変動シグナルを高精度で検出す

◎2RF-1501：地上レーザーを用いた森林域での自然災害評価法の確立（H27～29年度）
研究代表者：加藤 顕（千葉大学）
森林モニタリングにおける現地調査データ取得
は、多大な労力が必要とされる。最近では地上レ
ーザー技術により、森林を 3 次元解析できるよう
になった。
本研究では、費用がかかりデータが取得できな
いような遠隔地の森林を対象とし、地上レーザー
を導入し、3 次元データを取得することにより森林
モニタリング精度を向上させる。
森林モニタリングにおける未解決の重要課題は、
自然災害地の詳細な状況把握である。地上レーザ
ーを自然災害地に導入することで、自然災害地の
被害度を把握する。得られた詳細な結果を ALOS
2 によるレーダー画像の解析結果と比較をする。
これら最新の技術を用いて、自然災害地での被害
度を評価する手法を本研究では確立する。
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◎2RF-1502：エコ・リバブルシティの都市構造モデルの構築とその計画論に関する研究（H27～29年度）
研究代表者：氏原 岳人（岡山大学）
都市計画の成功事例とされる諸都市を見渡すと、

市構造モデルを明確化するとともに、②国内の地

「低炭素」でかつ「住みやすい」都市は多い。つ

方都市をケーススタディとした調査・分析などを

まり、これらは相反するものではなく、人々のラ

通じて、その実現のための計画論を構築する。

イフスタイルや意識も含めて、根源的な共通事象

これら研究成果は、
「環境にやさしい都市は住み

の存在が示唆される。

やすい」を実現する環境政策の新たな方向性を示

そこで本研究では、①低炭素でかつ住みやすい

すことが期待される。

を同時に実現する「エコ・リバブルシティ」の都

平成 28 年度環境研究総合推進費における新規課題の募集について
環境研究総合推進費は、環境省が必要とする研究開発テーマを提示して公募を行い、広く産学民官の研究機関の
研究者から提案を募り、外部有識者等による事前評価を経て採択された課題を実施する、環境政策貢献型の競争的
研究資金です。
今般、平成 28 年度から着手する新規課題の公募を、10 月 1 日（木）15 時から 11 月 5 日（木）17 時までの日程で行
います。
環境研究総合推進費には、［委託費］と［補助金］があり、特徴の異なる複数の公募区分があります。公募要領ととも
に、公募区分ごとの添付資料及び応募様式等をご確認のうえ、ご応募ください。
○環境研究・技術 情報総合サイト ＞ 環境研究総合推進費 ＞ 公募情報
http://www.env.go.jp/policy/kenkyu/suishin/koubo/index.html
○府省共通研究開発管理システム（e-Rad） http://www.e-rad.go.jp/index.html
9

開催のお知らせ

dou/event/index.html#presentation）をご覧くださ

当協会ニュース“環境研究最前線”でもご紹介し
ている、環境研究総合推進費の研究成果発表会が今

い。

年度も開催されることになりました。今回は平成 26

皆様のご来場をお待ちしております。

年度に終了した課題の中から、特に皆様にわかりや

日時：平成 27 年 10 月 23 日(金)

すく関心の高いと思われる 6 課題を選んで、その研

13：00～16：30（開場 12：30）
場所：都道府県会館１階 101 大会議室

究成果を発表いたします。発表内容や参加申し込み
の詳細は、環境省 HP 内の環境研究総合推進費のサ

（東京都千代田区平河町 2-6-3）

イトより、
“イベント情報”

定員：120 名（先着順）

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

主催：環境省

参加無料

お問合せ：(一社)国際環境研究協会

13：00～13：10

開 会
主催者挨拶 環境省

13：10～13：40 再生可能エネルギーを活かすネットワークのかたち

小林 久（茨城大学農学部 教授）

13：40～14：10

宮本 徹（株式会社前田製作所 新規事業部 部長
廃きのこ培地の再生による持続可能な循環型農業システ
東北大学大学院医学系研究科付属動物実験施設
ムの構築
非常勤講師）

14：10～14：40

廃自動車の行方を考える
－資源と環境の視点から見た使用済み自動車－

休 憩 （15分）

14：40～14：55
14：55～15：25

暑いだけじゃない地球温暖化
－世界の気候モデルが予測する東アジアと日本の雨－

15：25～15：55 ダム開発によって脅かされるメコン川の生態系サービス
15：55～16：25

酒井 伸一（京都大学環境安全保健機構 付属環境
科学センター長・教授）

新規環境汚染物質？
シリコーン化合物の環境汚染実態を探る

高藪 縁（東京大学大気海洋研究所 教授）
福島 路生（国立研究開発法人 国立環境研究所
主任研究員）
堀井 勇一（埼玉県環境科学国際センター 化学物
質担当 専門研究員）

16：25～16：30 閉 会

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(火)-3(木)：第 26 回廃棄物資源循環学会に参加

15(火)-17(木)：第 64 回高分子討論会に参加（東北大学）

（九州大学）

16(水)：CO2 対策事業 検討会に出席（藤沢）

2（水）：環境推進費 アドバイザリーボード（アド）会合に出席

17(木)：環境推進費 現地調査（北九州）

（西宮）

19(土)-21(月)：第 75 回日本昆虫学会大会に参加

4(金)：環境推進費 第 2 回企画委員会を開催（全日通霞が関

（九州大学）

ビル）

24(木)：CO2 対策事業 視察及び検討会に出席（大阪）

7(月)：環境推進費 アド会合に出席（神戸）

28(月)：環境推進費 アド会合に出席（千葉）

8(火)：環境科学会 2015 年会に参加（大阪大学）

CO2 対策事業 検討会に出席（東京）

8(火)-11(金)：日本生物環境工学会大会に参加（宮崎シーガ

29(火)：環境推進費 アド会合に出席（東京）

イア コンベンションセンター）

30（水）：CO2 対策事業 検討会に出席（けいはんな学園都

化学工学会秋季大会に参加（北海道大学）

市）

9（水）：CO2 対策事業 打合せ（環境省）
10(木)：CO2 対策事業 検討会に出席（西千葉）

＊環境推進費：環境研究総合推進費研究管理・検討事業

11(金)：CO2 対策事業 検討会に出席（東京）

CO2 対策事業：CO2 排出削減対策強化誘導型技術開発・

15(火)：環境推進費 キックオフ会合に出席（東京）

実証事業

15(火)-17(木)：大気環境学会年会に参加（早稲田大学）

〒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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