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9 月の東京は、ほとんどお日様を見る機会に恵

まれませんでした。 

関東甲信地方では、9 月中旬の日照時間が地域

平均で平年比 25％となり、9 月中旬としては

1961 年以降で最も少ない記録となるなど、極端

に日照時間が少なかったそうですね。 

さて、4 月に成立した「独立行政法人環境再生

保全機構法の一部を改正する法律」を受け、10

月 1 日から、環境省の環境研究総合推進費業務の

環境再生保全機構への業務移管が始まります。 

環境省が行ってきている推進費業務には、（1）

推進費の基本方針の検討・策定、（2）環境省の行

政ニーズの策定・提示、（3）新規研究課題の公募

及び審査（事前審査、中間審査及び事後審査）、

（4）配分・契約業務、（5）研究者支援・研究体

制強化、（6）環境政策への活用及び推進費制度全

体の管理・評価がありますが、このうち（3）に

ついて 10 月 1 日から、（4）及び（5）について

来年4月1日から環境再生保全機構に移管されま

す。 

これにより、環境省がこれまでアウトソーシン

グしてきていた推進費関連業務についても、相当

部分が環境再生保全機構に移管されることにな

ります。  

中央環境審議会答申において効率的な運営体

制の構築や研究成果の最大化が求められている

中で、今後すべての業務が環境再生保全機構にお

いて内部化されるのか、それとも一部業務をアウ

トソーシングして効率性を追求しつつ、研究管理

体制を充実させ研究成果の最大化に結びつける

道が模索されるのでしょうか。 

いずれにせよ、協会としては、推進費関連業務

が激減する事態に備え、多角経営を一層追求して

いく必要があります。そこで、社団法人である協

会が実施するのにふさわしくかつ実施可能な業

務の競争入札に参加してきていますが、先日、国

立環境研究所から、「技術評価・分析の学術的な

検討及び環境政策等への活用方法の検討支援業

務」を受注することができました。これは、「CO2

テクノロジーアセスメント推進事業」に参画する

機関（9 機間程度）に対して科学的側面からの助

言を行うとともに有識者会合・参画機関調整会合

の運営等を行うというものです。研究経験・管理

の豊富なプログラムオフィサーを多数抱え、研究

部会等の会議を数多く運営してきているという

協会の特徴を活かして十分な成果を上げること

ができるものと考えています。 

そのほかの協会の業務ですが、10月19日（水）

には、平成 28 年度環境研究総合推進費研究成果

発表会が開催されます。この研究成果発表会では、

環境研究総合推進費の平成 27 年度終了課題のう

ち、わかりやすく、関心も高いと考えられる 6 課

題が発表されます。詳しくは、4 ページの「成果

発表会のお知らせ」をご覧ください。皆様のご参

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・実証

事業では、10 月 7 日に評価委員会が開催され、

平成 29 年度公募の重点事項などが議論されます。 

また、協会の会誌の最新号として、「地域にお

ける気候変動適応策の研究の成果と展望」を 10

月中旬に発刊予定です。 

引き続き、皆様のご指導・ご協力のほど、よろ

しくお願い申し上げます。
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東日本大震災の 3 ヶ月後、仙台市で開催された

廃棄物資源循環学会主催のセミナーに参加し、市

内東部の荒浜地区の変わり果てた姿を目撃しまし

た。 

 

１．仙台市、伊達政宗のこと 

 最初に仙台市の成り立ちに触れましょう。 

広瀬川の段丘上に発達した宮城県の県都・仙台市

は、昔、千体仏があったことから「千体」、のちに

「千代」と呼ばれ、仙台・伊達(だて)藩の藩祖・伊

達政宗(1567-1636)によって、「仙台」と改名され

ました。 

 政宗は、伊達家17代当主を継ぐと快進撃を続け、

天正 17 年(1589)、弱冠 23 歳にして、会津の名門・

芦名(あしな)氏を破り、百万石を領する南奥州の覇

者となりました。しかし、天下は、秀吉の全国制

覇へと大きく動いており、政宗は秀吉に屈服せざ

るをえませんでした。 

ここで、政宗誕生時点で、戦国三英傑の年齢を

チェックすると、信長 34 歳、秀吉 31 歳、家康 26

歳。もし、政宗が 30 年早く生まれていたら、信長、

秀吉、家康と伍して、天下人の座を争っていたか

もしれません。 

その後、政宗は、天下人・秀吉と家康のもとで、

したたかに生き抜きました。慶長 5 年(1600)の関

ヶ原の戦いでの戦功により 62 万石の所領を得て、

県北の岩出
い わ で

山
やま

城から仙台城に移ると、現在の仙台

市の原形となる城下町の整備を進めました。 

そして、現在、仙台市は人口百万人を超える東

北を代表する大都市へと発展しています。 

 

２．現地視察 

 仙台市では、ガレキ等搬入場として被災した沿

岸部 3 ヶ所（蒲生
が も う

・荒浜・井土
い ど

）に合計約 100ha

の用地を確保・整備していました。搬入場では、

リサイクルを進めるため、アスファルトくず、コ

ンクリートくず、木くず、金属くず、廃家電製品、

自動車等10種類以上の分別に対応できるよう区域

分けを行うとともに、500 トン／日規模の仮設焼

却施設の設置に向けて準備が進められていました。 

 セミナー終了後、仙台市のガレキ仮置き場の一

つ井土搬入場を見学しました。見学バスは、仙台

東インターチェンジから仙台有料高速道に入り、

名取市まで南下したあと仙台空港近くを通り、目

指す井土搬入場に向かいました。 

高速道の盛土が津波の侵入を食い止めたとのこ

とで、高速道を挟んで東西の被災状況は大きく異

なっていました。被災後 100 日が経過し、道路近

    
標高 15.84m の冒険広場の丘(2011.6)            損壊した家屋や自動車 
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くのガレキや被災自動車は除去されていましたが、

搬入場に近づくにつれ、住人の居ない家屋や転倒

した自動車が目立つようになりました。 

 井土搬入場は、海岸公園の一画に位置し、かつ

ては乗馬場があり、防砂林の黒松が生い茂ってい

たとのことですが、津波によって大部分が流され、

一面、宅地造成地のように変わり果てていました。

小高い標高約 16mの冒険広場は何人からの子供た

ちを津波から救ったそうです。 

 足元のツツジなどは塩に浸かったため枯れてい

ましたが、その中で可憐に咲いている塩害に強い

ハマナスを見つけることができ、一瞬、生命の営

みを身近に感じることができました。 

 

３．震災の記憶を残す 

 個人的なことになりますが、40 年以上前、７年

間仙台で大学生活を送りました。テレビで、被災

地を津波が襲うシーンを見るたびに胸が詰まりま

した。風光明媚な三陸海岸、荒浜海岸や JR 常磐線

沿線ののどかな風景が二重写しとなって記憶に蘇

えってきたからです。 

在仙の友人・知人の安否は被災後１週間以内に

メール等で確認できましたが、東北へ向かう気に

はなかなかなりませんでした。そんな時に、廃棄

物資源循環学会で現地セミナーを開催するという

ので、重い腰をあげて、被災地の状況を確認する

ため仙台に向かったわけです。 

ゲンバでは懸命にガレキ処理が進められ、また、

廃棄物資源循環学会ではいち早くタスクフォース

を結成して災害廃棄物分別・処理戦略マニュアル

の作成を行っており、関係各位の血のにじむよう

な努力にはただ敬服するのみでした。 

 

さて、「天災は忘れた頃にやってくる」と云われ

るように、ヒトの記憶は歳月とともに風化して行

くようです。時は流れ、東日本大震災の記憶をど

うやって後世に残すかが気がかりになってきた頃、

静岡県沿岸での津波対策用の「命山」に関する朝

日新聞の記事（平成 23 年 9 月 30 日付）が目に留

まり、改めて仙台市の冒険広場の丘のことが思い

出されました。 

被災地域に、津波避難場所として、ガレキを利

用して丘を築けば、東日本大震災の記憶を後世に

伝えるランドマークとしての役割も果たしてくれ

るのではないかと、しばし考えてしまいまし

た・・・。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

命山（朝日新聞、2013.9.30） 
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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年度

も開催されることになりました。今回は平成 27年度

に終了した課題の中から、特に皆様にわかりやすく関

心の高いと思われる課題を選んで、その研究成果を発

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イトより、“イベ

ント情報”

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

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

い。 

皆様のご来場をお待ちしております。 

 

日時：平成 28 年 10 月 19 日(水)  

13：00～16：30（開場 12：30） 

場所：全日通霞が関ビル 8 階大会議室 A 

（東京都千代田区霞が関 3-3-3） 

定員：120 名（先着順）  参加無料 

主催：環境省 

お問合せ：(一社)国際環境研究協会 

 

＜プログラム＞ 

13：00-1310

1 13：10-13：40 能登半島における里山・里海の恵みのわかちあい
齊藤 修（国連大学サステイナビリティ高等研究所
学術研究官）

2 13：40-14：10
水をすくって生き物調査
－環境DNA研究で何がわかる？－

高原　輝彦（島根大学生物資源科学部生物科学科
助教）

3 14：10-14：40 微細アスベストを迅速に検知できるタブレット蛍光顕微鏡の開発
黒田　章夫（広島大学大学院先端物質科学研究科
教授）

14：40-14：55

4 14：55-15：25 GPS衛星で水蒸気量の長期変動をとらえる
藤田　実季子（国立研究開発法人 海洋研究開発機
構　技術研究員）

5 15：25-15：55
災害廃棄物の再生資源化と復興事業との調和 －分別土砂の有効
利用－

勝見　武（京都大学大学院地球環境学堂 教授 ）

6 15：55-16：25
再導入による希少鳥類の保全：トキ、コウノトリ、ヤンバルクイナの
事例から

永田　尚志（新潟大学 朱鷺・自然再生学研究セン
ター 教授）

16：25-16：30

　開　会
　主催者あいさつ　環境省

　閉　会

休　憩 （１５分）

開催のお知らせ 
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今月は平成 28 年度の新規採択課題から、低炭素

領域（旧脱温暖化社会部会）の 6 課題についてご

紹介します（掲載の概要及び図は環境省 HP より

引用、一部改編して紹介）。 

低炭素領域は、低炭素で気候変動に柔軟に対応

する持続可能なシナリオづくり、気候変動への適

応策に係る研究・技術開発、地球温暖化現象の解

明・予測・対策評価等を推進しています。 

なお、平成 28 年度新規採択課題の詳細について

は、推進費 HP

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

dai/new_project/h28/h28_new_project.html）にて

ご覧になれます。 

 

 

◎2-1601：森林と農地間の土地利用変化に伴う土壌炭素変動量評価とGHGインベントリーへの適用研究 

(H28～30年度)  

研究代表者：天野 正博（早稲田大学） 

 

IPCC2006 年インベントリーガイドラインで

は土壌炭素の貯蔵量がバイオマス、枯死有機物に

比べ大きな炭素プールであることから、各国に土

壌炭素量計測値データベースの拡充、算定モデル

の開発を求めている。我が国では森林土壌、農地

土壌の温室効果ガス(GHG)排出量の報告は、行

政、研究分野とも独立して実施されてきた経緯か

ら森林と農地間での連携が取れておらず、両デー

タ間で整合性が取れていないという問題があっ

た。以上を踏まえ、我が国の土地利用変化に伴う

土壌炭素変動量を、上記 IPCC のガイドラインに

則した形で評価できるようにするため、科学的な

計測値の取得、それを用いた土地利用変化に伴う

土壌炭素の変動量算定手法を開発する。 
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◎2-1602：極端降水評価と気象解析のためのAPHRODITEアルゴリズムの改良 (H28～30年度)  

研究代表者：谷田貝 亜紀代（弘前大学） 

 

温暖化による水循環や気候システムの変化によ

り極端降水現象がどのように変化するか、という

科学的問題や政策決定の前提となる知見を得るこ

とは、IPCC や WCRP などの枠組みでも重要課

題である。世界的に用いられている

APHRODITE 降水データは極端

降水の問題にも利用が期待されて

いるが、日界(日降水量 24 時間の

区切り)が地域により異なることが

ボトルネックとなっている。本研究

は、日界の補正を行うと共に,グリ

ッド化や補正 により失われる情報

を整理、提示する。また補正後可能

となることとして大雨の気象条件 

と AHRODITE 降水情報を対応づ

け、極端現象の科学的理解、予測、

地域により異なる APHRODITE アルゴリズム改

良にも生かす。これらによりアジア各地域および

日本の温暖化 による極端降水や流出など水循環

変化に関する政策決定に貢献する。 

 

 

◎2-1603：二酸化炭素回収・貯留(CCS)の導入・普及の法的枠組みと政策戦略に関する研究（H28～30 年度） 

研究代表者：柳 憲一郎（明治大学） 

 

 わが国は第 4 次環境基本計画（2012 年）におい

て、2050 年までに 80％の GHG 排出削減を目指

しており、2015 年 12 月に採択のパリ議定書では

2020 年までに 26％の削減を公約した。この実現の

ためには、すべての火力発電所への CCS 設置及び

産業用 CCS の導入が必要である。一方、石炭埋蔵

量が豊富なアジア域では、今後多く

の石炭火力の新設が計画されてお

り（国際エネルギー機関、2014）、

排出取引メカニズムによる CCS 導

入も検討を進めることが必要であ

る。研究では、CCS を実現させる

適切な政策手段を見出す。その具体

的な制度設計を行うため、環境経済

評価モデルによる CCS の費用便益

や経済的効果などの経済的側面、社

会受容性などの社会的側面の研究

を通じて、CCS の導入･普及を促進させる法･規制

の枠組み、二国･多国間共同実施に関する枠組み、

CCS の費用分担制度及び社会的受容性手法を見出

す。これらの研究成果を統合させ、CCS を実施可

能とする短期、中長期のそれぞれの社会的制度･政

策戦略に関する具体的な提言を行う。 
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◎2-1604：温暖化に対して脆弱な日本海の循環システム変化がもたらす 海洋環境への影響の検出 

（H28～30 年度） 

研究代表者：荒巻 能史（（国研）国立環境研究所） 

 

 本研究課題は、日本海を対象として温暖化によ

る海水循環の変化がもたらす生物生産や炭素循環

などの海洋生態系への影響を、定量的に検出する

ことを目指す。日本海は小さいながらも外洋と同

じような海水循環システムを持つことからミニ・

オーシャンと呼ばれ、日本海を監視することで地

球規模の海洋環境の変化を比較的短時間で理解で

きる可能性がある。これを裏付けるように、日本

海の海水循環システムが温暖化の影響により急激

に変化し始めていることが分かってきた。海洋

国・日本においては、海洋環境への温暖化影響を

早期に把握して影響予測を行うことは温暖化抑制

策・適応策の決定において極めて重要である。

 

 

 

 

 

◎2-1605：永久凍土大規模融解による温室効果ガス放出量の現状評価と将来予測（H28～30 年度） 

研究代表者：斉藤 和之（（国研）海洋研究開発機構)  

 

全球地下有機炭素量の約半量を含有する

という推定もある巨大な有機炭素貯蔵庫の

永久凍土は、地球温暖化により不可逆な融

解と有機炭素（特にメタンガス）の放出や

北極陸域の社会や生態系への影響が懸念さ

れるが、その変動機構やハザード分布など

の実態解明は不十分で、気候変動予測モデ

ルへの組み込みも遅れている。研究では、

永久凍土が広く分布するアラスカと北東シ

ベリアを対象に、衛星観測と現地調査、さ

らに気候モデルを組み合わせて永久凍土融

解による温室効果ガス放出量の現状評価と

将来予測を行う。研究成果は、気候変動の

安定化目標に関する議論や、地球温暖化へ

の適応策の検討・精緻化に貢献することが

期待される。
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◎2RF-1601 太陽光誘発クロロフィル蛍光による生態系光合成量推定のための包括的モデルの構築  

（H28～30）年度） 

研究代表者：加藤 知道（北海道大学） 

 

太陽光に誘発されたクロロフィル蛍光(SIF)を生

態系光合成量の普遍的な指標として生かす

ことが近年期待されており、人工衛星から

の SIF 観測の計画（GOSAT2 など）や、地

上観測データも蓄積されつつある。一方、

この観測 SIFを利用したより高度な生態系

機能の理解や、生態系 CO2吸収量の推定精

度向上のためには、SIF を再現する基礎的

なシミュレーションモデルの開発が大きな

課題である。本研究では、個葉光合成プロ

セスモデルと３次元放射伝達モデルを組み

合わせた、SIF を利用した包括的な生態系

光合成量推定モデルを構築する。本モデル

は、途上国における森林破壊の進行や炭素

吸収源としての森林資源量の正確な把握を

通して、REDD+等の環境政策メカニズムに

貢献すること、および農業分野においては

干ばつ等の極端気候の作物生長への影響を

即時的･広域的にモニタリングすることに

貢献し、途上国における食料危機対策など

への重要な情報を提供す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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ASSOCIATION OF INTERNATIONAL RESEARCH INITIATIVES FOR 

ENVIRONMENTAL STUDIES 

 

 

  

 

 

 

 

8/31(水)-9/2(金)：エアロゾル科学・技術討論会に参加（大阪

府立大学） 

1(木)： CO2 対策事業：実験視察（東京） 

1(木),2(金)：日本植物細胞分子生物学会に参加（上田） 

2(金)：日本学術会議シンポジウム「市民と科学者で考えるこ

れからのエネルギー」に参加（日本学術会議講堂） 

環境推進費 担当課題の打合せ（佐渡）,(環境省) 

5(月)：環境推進費 アドバイザリーボード（アド）会合に出席

(兵庫) 

    環境推進費 担当課題の勉強会に出席（環境省） 

CO2 対策事業 検討会に出席（東京）  

6(火)：環境推進費 現地調査（兵庫） 

6(火)-8(木)：化学工学会秋季大会に参加（徳島大学） 

7(水)-9（金）：大気環境学会年会に参加（北海道大学） 

8(木),9(金)：環境科学会年会に参加（横浜） 

9(金)：環境推進費 担当課題の勉強会に出席（環境省） 

CO2 対策事業 実験視察（呉） 

12(月)：環境推進費 第 2 回企画委員会を開催（商工会館） 

13(火)：環境推進費 戦略課題打合せ会合に出席（東京） 

13(火),14(水)：日本生物環境工学会年会に参加（金沢工業

大学） 

15(木)：環境推進費 担当課題の勉強会に出席（環境省） 

      CO2 対策事業 検討会に出席（宮古島） 

16(金)：環境推進費 担当課題の勉強会に出席（環境省）  

     環境推進費 アド会合に出席（つくば） 

20(火)：環境推進費 戦略課題のワーキング会議に参加 

（神戸） 

環境推進費 アド会合に出席（東京）,(兵庫) 

23（金）：環境推進費 アド会合に出席（東京） 

     環境推進費 現地調査（環境省） 

     環境推進費 担当課題の打合せ（環境省） 

26(月)：環境推進費 現地調査（札幌） 

27(火)：環境推進費 担当課題のシンポジウムに出席 

（江戸東京博物館） 

27(火)-29(木)：廃棄物資源循環学会に参加（和歌山） 

30(金),10/1(土)：CO2 対策事業 検討会および視察（盛岡） 

＊環境推進費：環境研究総合推進費研究管理・検討事業 

CO2 対策事業：CO2 排出削減対策強化誘導型技術開発・

実証事業 

  

〒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 

 Homepage：http://www.airies.or.jp 
(日本学術会議協力学術研究団体) 

 


