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10 月 31 日でクールビズが終わり 11 月 1 日か

思いますが、ネクタイ生産・輸入量は平成 3 年に

らはウォームビズです。クールビズが始まったの

過去最高を記録したときには 5,600 万本ほどだ

は平成 17 年で 10 年ほど前になりますが、すっ

ったそうですから、クールビズ前から減少傾向に

かり定着した感があります。東京では 10 月でも

あるわけで、少子高齢化による労働力人口の減少、

ネクタイを締めている人はまばらでした。

IT 関連企業などでの服装のカジュアル化、安価

全国的には、10 月 31 日の最高気温の平年値を

な輸入品（輸入の 9 割は中国から）などのいわば

見ると、北の稚内では 10.4℃で、とっくに冬支度

時代の流れによる影響も大きいでしょうね。

がはじまっている頃である。一方、南の石垣島で

さて、時代に応じて環境研究に求められるもの

は 27.3℃でまだまだ「夏日」が続いていて、国内

も変わってきますが、10 月 23 日に開催した「環

どこでも 10 月 31 日でクールビズからウォーム

境研究総合推進費研究成果発表会」においても、

ビズに切り替わることには、目安にすぎないと思

今後廃車が増えていくハイブリッド車や電気自

いながらも違和感を覚える方もおられることで

動車に含まれる有害物質・有用物質に関する研究、

しょう。

温暖化に伴い生じる降雨パターンの変化に関す

クールビズは、これまでのサラリーマン勤務を

る研究、再生可能エネルギーのネットワークに関

振り返ると、大きく変わったことの 5 本の指に入

する研究など環境分野のフロンティアの研究発

ります。ちなみにあとの 4 つは、週休 2 日制の定

表が行われました。当日は 100 人ほどの方々が発

着、パソコンの普及、女性の活躍、東京の地下鉄

表に聞き入り、質疑応答も活発に行われました。

への車内冷房の導入（他地域より遅かった）とい

環境研究総合推進費のホームページに研究発表

ったところです。働き始めた時期や職場によって

の動画が掲載される予定ですので、ご興味がおあ

違いがあるでしょうが、皆様の場合はいかがでし

りの方はご覧ください。

ょうか。

研究成果発表会以外の協会の業務ですが、11

さて、ある施策を講じると、負の影響を被る人

月 5 日に環境研究総合推進費の平成 28 年度新規

がどうしても生じてしまう場合が多いですが、ク

課題の公募が締め切られます。それと同時に事前

ールビズの場合頭に浮かぶのは、衣料関係です。

評価のプロセスが始まります。CO2 排出削減対

衣料業界はクールビズ、ウォームビズ製品を次々

策強化誘導型技術開発・実証事業では、10 月 28

と開発し商機につなげているようにも見受けら

日に評価委員会が開催され、平成 26 年度終了課

れますが、ネクタイについては、東京ネクタイ協

題の事後評価等について検討が行われました。平

同組合の調査によると、国内生産量と輸入量の合

成 28 年度新規課題の公募は年明けです。また、

計がクールビズ前の平成 16 年が 4,200 万本ほど

協会の会誌の最新号として、「生命を育む地球環

だったのが、平成 25 年には 2,500 万本と 4 割減

境の予測と対応」を 11 月上旬に発刊予定です。

になっていて、特に国内生産量は 1,300 万本から

引き続き、皆様のご支援、ご協力のほど、よろ

500 万本となり 6 割減です。

しくお願い申し上げます。

クールビズの影響も少なからぬものがあると

1

黒いマリア
ポーランド旅行記も 4 回目となり、そろそろ終
わりにしないとブーイングが出そうである。
クラクフには 2 泊し、古都を堪能した我々は、
途中、黒いマリアとして有名なマリアの聖画（イ
コン）
（写真 1）がある、チェンストホーヴァの
ヤスナ・グラ修道院を目指した。修道院に到着し
たら、なんと至る所に、制服を着た老若男女が列
をなしているではないか（写真 2）
。行けども行
けども、制服の人たちで埋め尽くされている。戦
争でも始まったのかと思ったが、なんでも年に一
度全国の消防団の現役から OB までが集って修

写真３：現在も正確に復元されつつあるワルシャワ

道院の中庭で集会をやるそうである。おかげで修

旧市街の中心広場。工事の覆いには、復元完成予

道院見学は大渋滞、案内の修道士が優先的に入れ

想図が。

てくれたのでなんとか拝観できたが、ポーランド
の底力を見せられた思いであった。

写真４：ワルシャワ蜂起で敗北し、下水道に逃げ込
むところを表した記念像
写真１： ヤスナ・グラ修道院の黒いマリアのイコン

写真５：ワルシャワ大学近くのコペルニクスの像
写真２：全国から集まった消防団
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ワルシャワにて

ポーランド人の誇り

ワルシャワは、第 2 次世界大戦でナチスに反抗

ポーランドでは、現在最も人気があるのは、ロ

したため、見せしめのため徹底的に建物が破壊さ

ーマ法王であったヨハネ・パウロ 2 世であろう。

れた。日本では、戦争で焼け野原となれば、そこ

現在は、その功績により聖人として神格化されて

で計画的な都市作りを行うところであるが、ポー

いる。いたるところに、パウロさんの記念のもの

ランドの人たちはめげることなく、当時のままに

がみられる。クラクフでは、法王が顔を見せてい

復元を続けている。それも、できるだけ当時の材

た教会の窓には、現在も写真が飾られ市民の人気

料をそのまま使うようにしており、その努力たる

を集めている。その他の偉人としては、古いとこ

や大変なものであり、執念すら感じる。復元の中

ろで地動説を唱えたコペルニクス（写真 5）、ノ

心である、王宮がある旧市街地域では、今も工事

ーベル賞を 2 つももらったキューリー婦人（写真

が続いており、工事中の建物を覆うように復元予

6）、そしてピアノの詩人ショパンであろう。

想の絵が掛けてある（写真 3）
。

ワルシャワには、ショパン像が飾られた公園が

ワルシャワ蜂起と呼ばれる、ナチへの反抗は、

あるほか（写真７）
、歩道の各地に、ショパンの

靴屋が先導したそうで、ザモシチの王様もそうだ

名曲が流れるベンチがあったりする。ショパン音

が、靴屋というのは結構骨のある偉いやつがいる

楽大学というのがあり、壁にはショパンの自筆の

ようである。最後は追い詰められて下水道に逃げ

楽譜があしらってあり、その隣にはショパン博物

込み絶望的な逃走劇が行われたようである（写真

館まである。実際は、ポーランドを離れてからは

4）
。

一度も戻れず、死後に、ひそかに心臓だけが戻さ
れ、聖十字架教会の柱に安置されているそうであ
る（写真８）。ちなみに、ショパン音楽大学では
偶然、無料で音大生のピアノ演奏会を聞くことが
できた。
ポーランド人は、日本びいきだそうで、日本人
だと言うととても親切にしてくれる。これは、日
本人が好きというよりも、大嫌いなロシアを戦争
で破ったことがあるかららしい。いずこも同じで
あるが、隣接し
ている国同士と
いうのは、とか

写真６：住んでいた家には、キューリー婦人が発見

く仲が悪いもの

したラジウムの絵が

である。これは、
当然と言えば当
然で、隣国同士
が仲良くなって
しまえば、国境
はなくなり、一
つの国になって
しまうのである。
仲が悪いからこ
そ、国境を作っ
ているわけだ。

写真７：ワジェンキ公園のショパン像

特に、ポーラン
3

写真８：ショパンの心臓が納められ
ている聖十字架教会の柱

ドは、ドイツとロシアという強国に挟まれた陸続

幸せなものである。

きの平坦な国であったわけで、よほどの強い信念

そんなことを感じながら帰国の途についた次

がない限りは独立して存続するのは大変だった

第である。

（おわり）

に違いない。その点、海に囲まれたわが国などは、

循環型社会部会は、3R・発生抑制概念のシステ

収・リサイクルシステムに関する研究開発、そし

ム分析や廃棄物処理システムの適正評価、水銀等

て循環型社会形成に向けた地域づくりに関する研

の有害物質管理技術、廃棄物からの有用物質の回

究などを推進します。

◎3J153001 （次世代事業）：スラッジ再生セメントと産業副産物混和材を併用したクリンカーフリーコンクリートに
よる鉄筋コンクリート部材の研究開発（H27～29年度）
研究代表者：閑田 徹志（鹿島建設㈱ 技術研究所）
建設関連産業では、全国総量の20%以上の廃棄

本研究ではこれらの社会的な要請に応えるべく、

物を生み、その再利用促進が急務であり、建設物

主要建設副産物である戻りコンクリートに加え石

の建設過程で発生するCO2排出量の低減に向けた

炭灰の廃棄物縮減と再生利用、建設産業によるCO2

施策が強く求められている。

排出量の抑制を課題として設定した。
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◎3K153001（研究事業）：廃棄物発生抑制概念のシステム分析と社会的応用（H27～29年度）
研究代表者：酒井 伸一（京都大学環境安全保全機構）
我が国を中心に、長期的には同様の変化が予想
されるアジア地域も視野に入れながら、生態系レ
ベルの事象に焦点をあて、社会・生態システムの
統合モデルを構築するとともに、それを用いた生
態系サービスの自然的・社会経済的価値の予測評
価を行い、シナリオ分析に基づく複数の政策オプ
シ ョ ン を 検 討 し 、 包 括 的 な 福 利 (Inclusive
Wellbeing)を維持・向上させる自然資本の重層的
ガバナンス(Multilevel Governance)のあるべき姿
を提示することを目指して予備的な検討を行う。

◎3K153002（研究事業）：廃棄物処理システムの持続可能性評価と改善戦略に関する研究（H27～29年度）
研究代表者：松藤 敏彦（北海道大学）
循環型社会、低炭素化社会が目標とされた結果、

略的シナリオづくりは、ワークショップ形式で検

ごみ処理は様々な素材、製品のリサイクル、バイ

討する。③システムダイナミックシミュレーター

オマスからのエネルギー回収が行われるようにな

を作成する。

った。その結果、自治体のごみ処理は複雑で
多様なものとなった。しかし、新たな処理・
資源化などの追加、あるいは一部処理技術の
採用がその都度行われるだけで、
「ごみ処理
全体」として望ましいものかどうかの評価が
なされていない。また、近年では、廃棄物処
理システムを最適化する上で、電力の固定買
取制度、自治体の慢性的な財政難など、多様
な境界条件又は制約条件が存在しているこ
とから、様々な制約条件でより望ましい廃棄
物処理システムを見出す必要がある。
本研究では、①工学的評価は、マテリアル
フロー・エネルギーコストにより定量的に評
価する。②多様な境界・制約条件における戦
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◎3K153003（研究事業）：廃棄物の焼却処理に伴う化学物質のフローと環境排出量推計に関する研究
（H27～29 年度）
研究代表者：小口 正弘（国立研究開発法人 国立環境研究所）
化学物質によるリスク低減に向けて廃棄物
処理における化学物質排出管理は重要である
が、特に産業廃棄物焼却炉については廃棄物の
性状や処理フロー等が多様、複雑であるために、
排出量の把握、推計が課題である。本研究では、
産業廃棄物焼却に着目し、処理施設の類型に応
じた廃棄物と含有物質のフロー推計、排出実態
調査・解析、室内焼却実験や熱力学平衡計算に
よる排出基礎特性解析に基づく排出係数の作
成を行い、産業廃棄物焼却炉からの排出量推計
の試行と推計手法、基礎データのとりまとめを
行う。
以上により、PRTR 届出外推計における産業
廃棄物焼却施設からの排出量推計の実現、廃棄
物焼却における化学物質管理に向けた基礎的
知見を提供する。

◎3K153004（研究事業）：水銀廃棄物の環境上適正な長期的管理のための埋め立て処分基準の提案
（H27～29 年度）
研究代表者：石垣 智基（国立研究開発法人 国立環境研究所）
水銀に関する水俣条約が発効されると、水銀の
用途が大幅に制限されるため、これまで有価物と
して取引されてきた金属水銀や、水銀回収の対象
となっていた水銀含有物が余剰となり、行き場を
失うことが懸念されている。こうした潜在的な水
銀廃棄物が環境汚染源とならないよう、安全で適
正な長期管理方法について早急に検討する必要
がある。環境放出時の健康リスクが高いと考えら
れる廃金属水銀については、安定化・固型化によ
る移動性の低下と、長期的に安全確保が可能な最
終処分方法が必要である。また、有害廃棄物とし
て自然環境から遮蔽・遮断された処分場、もしく
は固型化等の安全な措置を経たうえで工学的に
管理されている処分場に埋設されることになる。
本研究では、長期的な環境安全性を担保するた
めの処分基準を確立することを目的としている。
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『地球環境』Vol.20 No.2「生命を育む地球環

メンバーでもある植松光夫（東京大学）先生が、

境の変動；将来予測と適応」を刊行しました。本

是非、集大成をという思いからご編纂くださいま

特集号は、IGBP の 25 年にわたる活動の経緯を

した。IGBP は、この 2015 年 12 月をもって終了

まとめたものとなっています。20 年前、まさに、

し、新たにフューチャーアースという自然科学と

IGBP がスタートした際『地球環境』の創刊号に

社会科学の枠を超えた、トランスディスプリナリ

て、地球環境問題に関する国際的取組の 1 つとし

ーな研究へと進展しようとしています。どうぞ、

て取り上げました(IGBP について（大島康行・吉

ご高覧ください。

野正敏）参照)。そのご縁もあり、国際 IGBP SC

＜生命を育む地球環境の変動；将来予測と適応を目指して／目次＞
・

序文： 生命を育む地球環境の変動予測と適応を目指して
……………………………… 植松 光夫

・

生命を育む地球環境の変動；将来予測と 適応を目指して
…………… 植松 光夫・小池 勲夫・甲山 隆司・安成 哲三

・

物理・生態システムさらには人間システムのつながりをモデルで描く
……………………………… 高橋 潔・三枝 信子・及川 武久・
河宮 未知生・ 羽島 知洋・ 山中 康裕・平田 貴文・阿部 彩子

・

環境変動下における陸域変化研究の歩みと将来
……… 柴田 英昭・石原 正恵・渡辺 悌二・氷見山 幸夫・
甲山 隆司・占部 城太郎・
吉村 暢彦

・

日本における 地球大気化学研究のこれまでとこれから
…… 谷本 浩志・秋元 肇・中澤 高清・小池 真・近藤 豊・
河村 公隆・松見 豊・高橋 けんし

・

アジアにおける 陸域水循環・物質循環プロ セス研究と展望；陸域－大気相互作用研究を中心として
……………………………………………………………………

・

太平洋を中心とした海洋の物質循環と 生態系動態の研究
…………………………………………………………

・

小川 浩史・ 鈴木 亨・ 杉本 隆成・ 齊藤 宏明

人間活動は沿岸域にどのようなインパクトを与えたか；国際共同研究による解析と評価
…………………………………………………………

・

檜山 哲哉・ 三枝 信子・ 八木 一行

柳 哲雄・ 斎藤 文紀・ 山室 真澄・ 小池 勲夫

将来の気候・環境変動理解のための近過去復元研究 ………………… 横山 祐典・ 中塚 武・ 多田 隆治

・ 生物がつなぐ海洋と大気間の物質循環と気候影響 ……… 植松 光夫・武田 重信・野尻 幸宏・谷本 浩志
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環境研究総合推進費

平成 27 年度研究成果発表会

10 月 23 日(金)、都道府県会館において平成 27
年度環境研究総合推進費

画チャンネル

研究成果発表会「環境

（http://www.youtube.com/user/kankyosho）”に

研究の最前線」が開催されました。本成果発表会

て公開を予定しています。

は、平成 26 年度に終了した課題の中から、研究成
果のあがっていて関心の高いと思われるものを選
んで、一般に向けて公開されるものです。
当日は、多くの方にご参加をいただきました。
質疑応答のほか、閉会後に発表者と意見交換をさ
れる姿も見受けられ、熱気あふれる発表会となり
ました。
なお、発表の様子や資料は後日、環境省環境研
究総合推進費 HP“ネット de 成果報告会
（http://www.env.go.jp/policy/kenkyu/special/ho
ukoku/index.html）
”および“You Tube 環境省動

小林氏（茨城大学）

宮本氏（㈱前田製作所/東北大学）

高藪氏（東京大学）

福島氏（(国研)国立環境研究所）

酒井氏（京都大学）

堀井氏
（埼玉県環境科学国際センター）
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2(金)：環境推進費 アドバイザリーボード（アド）会合に出席

会誌打合せ（柏）

（北九州）,（七尾）

22(木)：環境推進費 ワークショップに出席（小倉）

CO2 対策事業 ホームページ等打合せ

23(金)：環境推進費 研究成果発表会を開催（都道府県会館）

5(月)：環境推進費 アド会合に出席（東京）

→ 関連記事掲載

環境推進費 現地調査（札幌）

24(土)：環境推進費 アド会合に出席（米子）

CO2 対策事業 研究会に出席（南草津）

27(火)：環境推進費 アド会合に出席（東京）

8(木)：環境推進費 現地調査（東広島）,（鳥取）

環境推進費 現地調査（東京）

CO2 対策事業 検討会に出席（東京）

CO2 対策事業 検討会に出席（東京）

13(火)：環境推進費 担当課題打合せ（環境省）

28(水)：日本気象学会 秋季大会に参加（テルサ京都）

環境推進費 アド会合に出席（東京）

環境推進費 アド会合に出席（つくば）

14(水)：日本 LCA 学会 「2115 年秋のシンポジウム」に参加

CO2 対策事業 第２回評価委員会に出席及び開催支

（全日通霞ヶ関ビル）

援（法曹会館）

CO2 対策事業 視察および検討会に出席（大洗）

29（木）：環境推進費 シンポジウムに参加（立命館大学）

15(木)：環境推進費 担当課題打合せ（環境省）

環境推進費 現地調査（大阪），（宮崎）

16(金)：環境推進費 担当課題打合せ（環境省）

CO2 対策事業 検討会に出席（東京）

環境推進費 現地調査（つくば）

30(金)：環境推進費 アド会合に出席（東京）,(京都)

19（月）：環境推進費 アド会合に出席（東京）
環境推進費 現地調査（秋田）

＊環境推進費：環境研究総合推進費研究管理・検討事業

19(月)-21(水)：大気化学討論会に参加（東京工業大学）

CO2 対策事業：CO2 排出削減対策強化誘導型技術開発・

21(水)：環境推進費 アド会合に出席（東京）

実証事業

環境推進費 現地調査（東京）
CO2 対策事業 検討会に出席（横須賀）

〒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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