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3 月末から 4 月上旬にかけて、花冷えというのでし

ょうか、寒い日が続きました。寒さで保存されて、

満開の桜が長い間楽しめた一方、春というのにコー

トも脱げない日が続きました。その後も、5 月の気温

になったり、真冬の気温に戻ったり、数日おきにジ

ェットコースター的な気温の変化が続き、いまだに

コートをクリーニングに出せないでいます。いつに

なったら春の空と気温が続くようになるのでしょう

か。体調を崩した方も多いのではないかと思います。 
5 月といえば連休ですが、このような状況ですから、

気象庁も連休中の天気と気温の予想を出せないでい

るのではないでしょうか。連休ぐらいはスカッとし

た青空の暖かい日々が続いてくれることを期待して

います。 
連休といえば、私は 40 年ほど前の 4 月に東京に出

てきましたが、その年の 5 月の連休は快晴で気温

30℃以上の日が連日続いたのをよく覚えています。

私の故郷、北海道旭川市では、5 月の連休の頃に桜が

開花するような気候ですから、気候のあまりの違い

にとまどったことを記憶しています。 
そういえば、25 年ほど前、日本では 5 月の連休頃

に、当時赴任していたパリから、休暇をとって、壁

のあった時代の西ベルリンに車で出かけたときも、

連日 30℃以上の異常気象でした。当時、西ベルリン

でサッカーのワールドカップの試合があったらしく、

東独国境に向うアウトバーンは、若い人たち（ちな

みに当時の私もそうでした）が車をふっ飛ばし、カ

ーレースさながらでした。多くの人が西ベルリンを

目指していたので、東独国境は車の長蛇の列。車に

はもちろん冷房はありません。けれども、30℃の炎

天下を、ほとんど皆がエンジンを切って車を降り、

車を少しずつ押しながら移動をしていました。その

中で 4 歳の子を連れた私たちは、どうして皆さん、

車を降りているのだろうといぶかしみながら、車に

乗ったままアイドリングをしながら進んでいました。

今になって、環境の仕事に携わっていながら、アイ

ドリングのことに気がつかなかったことを恥ずかし

く感じます。 

西ベルリンからは、東ベルリンの博物館などを巡

る観光バスに乗りました。その帰りに「事件」は起

こりました。東ベルリン側国境の検問所で（ちなみ

に西ベルリン側は米軍）、東独のバスガイドが乗車人

数を数えたところ、預かっているパスポートよりも

一人少ないというのです。彼女は顔面蒼白で、何度

も何度も数えなおしています。国境警備員も歯医者

が歯の裏側を見る鏡を大きくしたような道具で、バ

スの下から座席の後ろまで細かにチェックしました

が、見つかりません。気温 30℃の炎天下、冷房なし

のバスに 30 分以上も閉じ込められて、みんな諦め顔

になっていたとき、ガイドが「いた！」と叫びまし

た。 初からいたんです。家内の膝の上でスヤスヤ

の寝ていた４歳のわが息子は。ガイドは、息子のパ

スポートが別になっているのに気がつかなかったわ

けです。この「恐怖」の経験があったので、後に東

ベルリンの人たちが検問所を通り抜けて西ベルリン

に流入している映像を目にしたときには、皆さん以

上に感慨深いものがありました。これも、もう 20 年

も前のことになるんですね。 
協会の業務は順調です。現在、「平成 22 年度地球

温暖化対策技術開発等事業管理・選定等委託業務」

が企画競争で公示されています。地球温暖化対策技

術開発等事業の PO 業務と分科会などの支援業務で

す。昨年度の事業に PO 業務が新たに加わりました。

5 月 6 日が締め切りですので、現在、鋭意企画書を作

成しているところです。この業務はぜひ確保したい

と考えています。 
また、21 年度の決算及び事業報告を承認していた

だく総会及び理事会を 5 月 31 日に開催の予定です。

ここで、一般社団法人の申請のための書類も承認い

ただく予定です。 
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。 
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はじめに 
 タジキスタン国は中央アジア諸国（ウズベキス

タン、カザフスタン、キルギスタン、タジキスタ

ン、トルクメニスタン）にあって、中国、アフガ

ニスタンと長い国境を有しています。「世界の屋

根」といわれるパミール高原を含む 14.3 万 km2（日

本の 40％）の国土をもち、その半分が標高 3,000m
以上の山岳国です。そこに中央アジア唯一のペル

シャ系民族 690 万人（うちタジク人：65％）がイ

スラム（スンニ派）を信じて生活しています。平

均年収はおよそ 356 ドルで中央アジアの 貧国で

す。基幹産業は豊富な水資源を利用した電力です

が、際だった産業が他にないため、ソビエト崩壊

後も牧畜・綿花産業を中心とする農業国としての

道を歩まざるを得ません。加えて、独立後まもな

く内戦状態が続き、経済状態は危機的状況になっ

ています。 

 
タジキスタンは、中央アジアのなかではもっと

も森林率の低い国でもあります。経済活動の停滞

から違法伐採等が続き、森林は国土の 3%まで急速

に減少しました。また、過剰な放牧も自然環境の

悪化する理由に挙げられます。その結果、土砂崩

れや耕土流出、洪水等の災害がもたらされ、この

危機に対してタジキスタン政府は 2008 年の秋、現

地日本大使館を通じて「温室ガス削減と地球温暖

化防止に資する森林再生」に対する協力を要請し

ました。 
 
背景および目標 
 国際社会が協力し、環境やエネルギーなどの地

球規模課題の解決に向けた取り組みを進め、開発

途上国の自立的、持続的な発展を支援する必要が

あります。そのためには、技術の移転ばかりでは

なく、研究者間の交流を通して発展途上国におけ

る固有の問題と地球規模の諸問題に対処するため、

研究協力する必要があります。こうした主旨で、

日本学術振興会（JSPS）および科学技術機構（JST）
は国際協力機構（JICA）と協力し、「研究者派遣

を通じた科学技術外交の推進」を目指しています。 
 
研究調査はどのように 
 タジキスタン国の主要な生態系は高山生態系、

森林生態系（針葉樹林、ポプラ林）、果樹林、草地

生態系、砂漠生態系の 5 つに分類され、カウンタ

ーパート（C/P）とともに現地の実態調査を進めて

います。本年度は高山生態系、ポプラ林、砂漠生

態系の調査研究が予定され、特徴ある生態系の中

で、どのような手順で資金等を投入するのがよい

か等、通常複数の生態系が複合して成立している

モデル流域において解決可能な、現実的なスキー

ム作りを考えています。さらに来年度は、長期滞

在によって、これらの実態調査とこれまでの経験

を統合化し、タジキスタン国に導入すべき手法を

提案したいと考えています。 終的には、これら

の成果を受けて開発調査プロジェクトあるいは技

術開発プロジェクトとして提案する予定です。  
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期待されていること 
 生態系が荒廃する主要な原因は貧困であり、調

査研究の目標を達成するためには「流域単位の住

民の経済生活が向上すれば、流域単位の生態系の

基本である森林が安定的にその機能が維持され、

持続的な生活の継続が保証される」との仮定に立

ち、それらを実践可能とする新しい土地利用の戦

略を検討することが要求されます。 
 具体的には、リモートセンシング技術を導入し

て高山生態系から砂漠の生態系までの多様な生態

系を体系化し、森林の減少や脆弱化した生態系の

現状を時系列的に把握したいと考えています。そ

うすることで、優先して対処されるべき生態系の

特徴とその位置が把握され、修復措置を実施でき

ます。また、これまで国土の数パーセントまでに

減少した Juniper 林（日本のビャクシン属）は生

物多様性を維持しつつ、生態系サービスを包括的

に取り込んだ自然保護区として位置づけます。一

方で、再生可能な森林資源として、草地生態系と

森林生態系との境界領域に注目し、草地の一時的

な家畜の利用を制限する「土地休養区」を設けま

す。そこでは、森林および草地生態系本来の維持

能力を期待し、回復させる手法を導入したいと思

っています。この種の手段として、これまで一般

的に実施されてきた植林は膨大な費用を要しまし

た。また、しばしば目標を形式的に満足させるた

め、 適な立地条件を超えた範囲にまで植林され、

その結果、失敗する例も多数見受けられます。そ

こで、これまで導入されたことのなかった電気柵

や現地で時間と手間暇をかけてできあがる自然の

防御柵を導入した「土地休養区」の試行によって、

自然の修復を図りたいと考えています。 
 ポプラ林には、この国の 大の特徴である山岳

地の豊富な水資源が利用できます。河川からの灌

漑水を導入することにより、大幅な成長が見込ま

れます。建築資材の増産も視野におき、現在はロ

シアから 100％輸入されている木材を国内生産に

切り替える体制や木材市場の開設などは、流域経

済を直接向上させると期待できるような計画です。 
 また、ここに開発される技術はタジキスタン国

ばかりでなく、広く中央アジアの諸国や中東、西

アフリカなどの乾燥地における自然環境修復に貢

献する汎用的な技術になると期待しています。 
 
気になること 
 すでに述べたように、タジキスタンは旧ソビエ

ト連邦の構成国であり、その当時から農業国とし

て食料品の供給国となっていました。その農業労

働組織は、基本的に「コルホーズ」と「ソホーズ」

という構成単位でした。この単語から中学校の社

会の授業を思い浮かべられる方も多いと思われま

す。要するに集団農場であり、圧倒的な軍事力と

中央集権の権力のもと、一切の労働生産計画が中

央政府によって計画されていました。実に 60 年あ

まり、その成果が強要され続けてきたと言っても

良いでしょう。1991 年にソビエト解体が現実とな

りましたが、それ以前からソビエトの経済的な効

率と人権はこの国の根本的な問題であったと思い

ます。独立後、自由に物事を考え、行動する時代

になったにもかかわらず、モデル流域の候補地に

現存するのは、かつてより小さな規模の集団組織

である Dehkan（デフカンと呼ばれる、数家族から

数百の家族を構成する連合体）というもので、こ

れはかつての「生産集団」とどのように異なる組

織なのだろうかと疑念がおこります。 
 「タジキスタン国における自然環境修復調査研

究プロジェクト」において、その目的実現のため

には実行部隊として流域住民参加は不可避であり、

かつ大いにその活躍が期待されます。しかし、そ

の実態は地区長などの影響が強い組織であり、農

自然の環境修復機能を超える過剰な土地

利用により窮した草地生態系と森林生態

系の景観（ヒッサール谷）（平成 21 年 9
月に実施された JSPS 予備調査から） 
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村開発プログラムとして導入されようとしている

体質は農業共同作業です。そこで展開されること

は、旧ソビエト時代の集団農業政策、農業協同組

合活動とどれほどの違いがあろうか？この国で

も大切にしたいことは、自由な発想を持った真の

自由農民の自立であり、それを助けることではな

いだろうか？この辺りのことも気にしながら、タ

ジキスタン国の自然環境改善のために協力を続け

て行きたいと思っています。

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

さる 3月 31日（水）

に国連大学のウ・タ

ント国際会議場にお

いて、環境省主催の

シンポジウム「低炭

素社会構築の向けた

ロードマップ～温室

効果ガス削減のため

の中長期目標を達成

するには～」が開催

されました。このシン

ポジウムは、環境省が

3 月下旬にとりまとめた「地球温暖化対策に係る

中長期ロードマップ（議論のたたき台）」をベー

スに、温暖化対策の中長期的な道筋について広く

議論し、国民の理解を深めることを目的として開

催されたものです。 
 

注目を集めていただけに、年度末で、しかも傍

聴者の公募の期間が 1 週間しかなかったにもかか

わらず、応募者は定員の 2 倍近くもあり、抽選と

せざるを得ませんでした。 
シンポジウムでは、冒頭に田島環境副大臣から

地球温暖化対策は成長の柱であること、このシン

ポジウムはロードマップの 初の一歩となる旨の

ご挨拶があったあと、中長期ロードマップの検討 
会座長の西岡先生からロードマップ検討の全体

像についての基調講演、検討会の 5 つのワーキン

ググループの代表から具体的な検討内容について

の報告がありました。さらに、英国大使館から英

国の低炭素社会構築に向けた国家戦略などの報告、

伴教授から中長期ロードマップの経済分析につい

ての報告、企業や自治体の方々からのそれぞれの

取り組みについての報告がありました。シンポジ

ウム２つ分ぐらいの盛りだくさんの内容でしたの

で、傍聴者の方々は熱心に聞き入っていました。 
 このシンポジウムの内容及び発表資料は、環境

省 HP からダウンロードすることができます。 

http://www.env.go.jp/earth/ondanka/mlt_roadma
p/sympo/sympo100331.html 

平成22年3月 JSPS-JICA科学技術研究

者派遣事業 キックオフ プレスリリー

ス（タジク第一テレビ放映） 
 
ステートメントを読み上げるタジキスタ

ン国サハロフ森林局長（左）、JICA タジキ

スタン海保所長(中央右)と角張科学技術派

遣研究員(中央奥) 

田島環境副大臣のご挨拶 パネルディスカッションの様子 
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平成 22年度の第 1分科会担当のプログラムオフ

ィサーを務めることになりました、福山研二です。

不慣れではございますが、よろしくお願い致しま

す。 
私は、この 3 月まで独立行政法人森林総合研究

所に勤めていました。定年退職に伴い、幸いこの

仕事を担当することができて喜んでいます。私自

身、今から 20 年ほど前に始まったこの環境庁のプ

ロジェクトに参加し、熱帯林の昆虫や土壌動物の

調査をやってきたこともあり、恩返しをする良い

機会だと思っています。 近でも平成 15～20 に東

カリマンタンにおいて、温暖化対策としての CDM
植林が熱帯の生物多様性に与える影響に関する 5
年間のプロジェクトを、インドネシア科学院と共

同で実施していました。 
私は大学在学中

より、土壌動物、特

にササラダニ類（右

写真）という微小な

節足動物に興味を

いだき、分類と生態

の研究を始めまし

た。これらの土壌動物は、生物群集の研究材料と

して優れたもので、水生昆虫に並ぶ環境指標生物

として重要視されており、さらに、有機物の分解

という生態系における循環の要となる役割を果た

しています。私は特に、森林の伐採や人工林の植

栽などの、森林生態系に対する人為的改変がこれ

らの土壌動物や土壌生態系にどのような影響を与

えるのかに興味を持ち、研究を進めました。 
林業試験場に就職後は北海道支場に勤務し、森

林害虫の制御に関する研究を行う傍ら、土壌動物

と環境に関連する研究を推進し、人為的に制御し

た実験土壌を用いるという新しい手法を導入し、

土壌動物類がその種によって、環境要因に対して

異なる反応をすることを明らかにしました。トド

マツの害虫であるツガ

カレハという蛾類の個

体数変動を 20 年間にわ

たって追跡調査を行い、

ある周期で変動してい

ることを示しました。 
つくばの本所に転勤

後、土壌動物に関しては、

スギ人工林の林齢に伴

う土壌動物群集の遷移について研究を行い、森林

害虫に関しては、スギ・ヒノキを加害するスギカ

ミキリの発生消長とその要因の研究を行いました。 
再び北海道支所に転勤した際には、地球環境問

題の顕在化に伴い、マレーシアの熱帯林における

生物多様性の研究プロジェクトに参加し、林冠に

生息する訪花性昆虫類と土壌動物の 2 面から研究

を行いました。また、シベリアにおける山火事の

影響に関する研究プロジェクトにも参加し、土壌

動物に対する山火事の影響について研究を実施し

ました。 
その後本所で、野生動物から、昆虫、微生物、

植物や遺伝子まで含む、森林生物の多様性に関連

する課題のとりまとめを行う、研究管理官（現在

は研究コーディネータ）になり、生物多様性およ

び森林被害に関する多くの研究プロジェクトの管

理や立案指導を行ってきました。 
これまでの研究を通じて、害虫などの生物被害

も、生物多様性のバランスが崩れることにより起

こることがわかってきました。さらに、生物多様

性問題は、個々の保全研究も大切ですが、もっと

広い視野に立ち、生物多様性の全体的安定を考え

た施策が重要となります。そのためにも、一般の

人の理解をいかに得るか、そのための教育の方が

むしろ重要であることを実感しました。 
このように、私の研究者としての背景は生物学

や生態学であり、物理化学やモデルが中心となる
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第 1 分科会とはかなり異なりますが、岡目八目と

いうこともあり、PO 業務では、むしろ外側から客

観的に見ることが重要でないかと考えています。

 
 

 
 
 
この４月から環境研究総合推進費プログラムオ

フィサー（PO）となりました野内勇です。第 2 研

究分野（環境汚染）を先達の原口 PO と分担して

います。 
1984 年に 13 年間勤めた東京都公害研究所（有

楽町）から農林水産省農業環境技術研究所（つく

ば市）に移りました。初めて職を得た東京都公害

研究所では大気汚染の植物影響、例えば光化学オ

キシダント汚染を検知するアサガオの指標性に関

する生理生態的調査研究などを、農業環境技術研

究所ではオゾンの農作物成長・減収量評価、オゾ

ン層破壊に伴う紫外線増加や温暖化の農作物影響、

農耕地から発生する温室効果ガスやその関連物質

のジメチルサルファイドの発生量測定、水田から

発生するメタンの水稲を介した大気中への放出機

構の研究などを行いました。その後、企画調整部

門で研究支援を 4 年、大気環境研究領域長など研

究管理を 8 年間勤めて、2007 年に定年退職しまし

た。 
研究者として失われた12年間の穴を埋めるべく、

東京大学大学院農学生命科学研究科で特任研究員

として、オゾンによる植物被害発現機構に関した

研究に舞い戻り、研究三昧の生活を 3 年間楽しみ

ました。成し遂げたかなという思いで「大気環境

変化と植物の反応」の研究者を終えることができ

ました。代表作は「Mechanism of methane 
transport from the rhizosphere to the 

atmosphere through 
rice plants:土壌圏から

大気への水稲を介した

メタンの移動メカニズ

ム」（Plant Physiology, 
1990）で、吸水に伴って

水稲根内に取り込まれ

た土壌水中に溶存して

いるメタンが根内でガス化し、水稲体内の通気組

織を通って大気に放出されるが、その放出口は葉

の気孔ではなくて、茎（正確には葉鞘が巻き重な

った）と葉の接合部にある割れ目と葉鞘にある微

少な孔であることを発見したものです。農業環境

技術研究所からの数ある論文の中でも被引用論文

のベスト 3 に今なお入っているとのことです。 
科学を目指した研究者として、これまでは必然

的な流れの中にある偶然的な兆しを捕らえよう

（必然の方向性からそっと偶然がこぼれ落ちる。

その小さな動きを見逃さない）とするミクロな視

点でものごとを見ようとしてきたような気がしま

す。しかし、当協会の幅広い PO の仕事には、距

離を置いて客観的にものごとを見るというマクロ

の「視点」が必要なようです。「ミクロ」の視点と

「マクロ」の視点を頭の片隅に常に置いて、PO の

任務を果たしていきたいと思っています。どうぞ

よろしくお願いいたします。
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環境省総合環境政策局総務課環境研究技術室が所

管する競争的研究資金「環境研究・技術開発推進費」

（H21 年度に名称変更）によって採択され、平成

21 年度に実施された研究課題と研究内容について

紹介します。環境省の他の研究資金が目的研究であ

るのに対して、本推進費は広く環境全般にわたる基

礎・応用技術開発を目的として実施されているのが

特徴です。過去 3 年間の研究課題に関する紹介記事

は、当協会の HP [（新着情報）：

http://www.airies.or.jp/whatsnew/index.html]
をご覧下さい。 
本号では、平成 21 年度環境研究・技術開発推進

費で実施された研究課題と研究概要の一覧を、次号

以降（６・７月号）では、これらのうち H21 年度新

規採択課題のいくつかを実施事例としてご紹介する

予定です。 
 
＜追記＞ 
平成 22 年度から、環境研究・技術開発推進費と

地球環境研究総合推進費が統合され、新たに「環境

研究総合推進費」として運営されることになりまし

た。両推進費とも平成 22 年度の新規採択研究課題

はこれまでと同様、それぞれの推進費の運営方針に

よって採択されましたが、統合後の研究対象分野で

ある、①全球システム変動、②環境汚染、③リスク

管理・健康リスク、④生態系保全と再生、⑤持続可

能な社会・政策研究の 5 分野に統合・再編されてい

ます。この環境研究総合推進費の運営方針、研究課

題分野などについては、8 月号以降で「環境研究

前線」の続報として紹介される予定です。 

○公募研究開発領域・研究対象分野と応募・採択状況 

 

平成21年度の採択研究開発課題は例年同様、表１

にまとめた研究開発領域と研究対象分野を対象に公

募が行われ、総数111件の応募がありました。その

後、書面評価による第一次審査、ヒアリング評価に

よる第二次審査による選定が行われ、 終的には第

3 回総合研究開発推進会議で決定されました。採択

された研究課題は23件でした（表２）

 

表１ 平成 21 年度の研究開発領域と研究対象分野 

研究開発領域 研究対象分野
戦略一般研究

戦略一般研究のうち地域枠

戦略一般研究のうち若手研究

[2] 戦略指定研究

[1] ・大気・都市
・循環型社会
・水・土壌
・自然環境
・リスク管理
・健康リスク評価
・環境ナノテクノロジー研究

※戦略一般研究のうちフィー
ジビリティスタディ（追加募
集）

なお、表 1 にある「戦略指定研究」は、環境省が

主体的・戦略的に行う行政主導の研究開発を行うた

め、予め研究課題を指定して公募するトップダウン

型研究であり、次の４課題の公募が行われました。 
① 化学物質の生態系に対する影響を定量的に評

価する手法の開発 
＜担当：環境保健部企画課 化学物質審査室＞ 

② 土壌汚染分野における迅速で低コストな分析

法の開発 
＜担当：水・大気環境局 土壌環境課＞ 
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③ 自動車から排出されるニトロ有機化合物リア

ルタイム検出器の開発 
＜担当：水・大気環境局総務課 環境管理技

術室＞ 
④ クマ類の個体数推定法の開発に関する研究－

日本版クマ類個体数推定法を確立する－ 
＜担当：自然環境局生物多様性センター 調査

科＞ 
上記の戦略指定研究には 10 件の応募があり、そ

のうちの 6 件が採択されました（表 3 参照）。 
さらに、採択審査終了後の総合研究開発推進会議

および分科会の議論において、今後中長期的な視

点・観点から、①研究の質的レベルの向上、②新規・

独創的研究課題の開拓、③総合的・統合的研究の推

進、④文系研究者の参加、⑤環境研究人材の育成、

などを考慮した研究費の活用・運用が必要という意

見が多く出されました。このような議論を受け、環

境研究技術室で検討の結果、平成 21 年度分から、

課題申請のための準備調査研究（フィージビリティ

スタディ：FS）を追加募集することになり、33 件

のうち、3 課題が採択されました。 
 以上の結果、平成 21 年度は新規採択課題 26 件

（FS を含む）、継続課題 32 件の総計 58 件の研究

課題が実施されました。このうち、新規採択課題

について研究概要を表３にまとめました。なお、

継続研究開発課題についても、当協会ホームペー

ジに紹介されています。 
 

 
表２ 平成 2１年度研究開発課題の研究対象分野別内訳 

１．大気・都市環境・循環型社会 新規課題　３件 継続課題　４件
２．水・土壌環境 新規課題　５件 継続課題　９件
３．自然環境 新規課題　５件 継続課題　３件
４．リスク管理 新規課題　３件 継続課題　５件
５．健康リスク 新規課題　６件 継続課題　５件
６．環境ナノテクノロジー 新規課題　１件 継続課題　６件
７．フィージビリティスタディ 新規課題　３件 継続課題　０件  

 

 表３ H21 年度環境研究・技術開発推進費支援研究実施課題一覧（新規採択分のみ） 

氏名 研究機関

超高感度分光法による
ニトロ化合物リアルタ
イム検出器の開発

山田裕之
交通安全環境
研究所

　自動車から排出されるニトロ化合物を、赤外キャビ
ティーリングダウン吸収分光法を用いてリアルタイム計測
可能な計測装置を開発する。計測対象物質としては、排ガ
ス中に含有されているニトロ化合物のうちの主要物質と
し、一般的な自動車排ガスの計測に求められている数秒間
隔程度のリアルタイム計測を行う。

PTR-TOFMSを用いた
ディーゼル車排ガス中
ニトロ有機化合物のリ
アルタイム計測

猪俣　敏
(独)国立環境
研究所

　ディーゼルエンジンは、PM（粒子状物質）およびNOx（窒
素酸化物）を多く排出するため、大気汚染や健康影響の観
点からPMおよびNOxの排出量の大幅削減が強く求められてい
るが、 新の報告では、後処理装置の部分で人体に有害と
考えられるニトロ有機化合物が生成している可能性が示唆
されている。そこで、本研究では、陽子移動反応－飛行時
間型質量分析計（PTR-TOFMS）の高性能化を行い、シャシー
ダイナモ稼働下でのディーゼル車排ガス中のニトロ有機化
合物の多種類をリアルタイムで検出・定量を行い、ニトロ
有機化合物の排出特性（種類・（全）量・性状）を把握す
ることを目的とする。

土壌無機汚染物質の迅
速・低コスト分析シス
テムの開発

浦野紘平 横浜国立大学

　土壌無機汚染物質の迅速で低コストな分析システムを開
発・評価し、活用方法を提案することを目的とする。具体
的には、土壌からの水溶出/酸抽出の基礎特性を考慮した迅
速な水溶出/酸抽出方法(キット)を開発するとともに、発
色･分光光度方式の感度や精度を向上させて適用範囲を拡大
する技術を開発し、適切な迅速水溶出/酸抽出方法と分析機
器とを組み合わせて、迅速・低コスト分析システムを提案
し、土壌汚染対策の促進を図ることを目標とする。

研究代表者
研究課題名 研究概要

戦略指定研究（平成21-23）
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第二種特定有害物質汚
染土壌の迅速で低コス
トな分析法の開発

丸茂克美
（独）産業技
術総合研究所

　化学組成や鉱物組成の異なる様々な土壌を対象に、次の
研究を実施する：①第二種特定有害物質の溶出特性の把握
と、溶出特性を支配する土壌構成物質の解明、②第二種特
定有害物質の溶出量の時間変化の計算シミュレーションプ
ログラムの作成、③溶出特性を支配する土壌構成物鉱物や
有機物を迅速に把握する土壌特性評価手法の開発、④第二
種特定有害物質の溶出量と含有量の迅速・低コスト分析法
の開発、⑤迅速・低コスト分析法の分析精度を維持するた
め、データ管理用汚染土壌標準試料の作成。

クマ類の個体数推定法
の開発に関する研究

米田政明
(財)自然環境
研究センター

　クマ類は狩猟鳥獣の中でも特に注意深い保護管理が求め
られている。クマ類の保全及び保護管理計画等作成のた
め、地方公共団体等が今後実施する個体数調査に対して、
遺伝マーカ等による高精度かつ費用対効果の高い標準調査
法を提供することを目的として、次の4課題に関する研究を
行う。(1)ヘア・トラップ法による個体数推定法の確立に関
する研究、(2)個体数推定に関わる効果的なDNA分析法の確
立に関する研究、(3)補完法・代替法の開発に関する研究、
(4)個体群モデルによるモニタリング手法及び生息数推定法
の確立に関する研究。

マイクロコズムを用い
た生態系リスク影響評
価システム手法の開発

稲森悠平 福島大学

　マイクロコズムを用いた汎用化可能な水圏の生態リスク
評価手法を開発することを目的とする。対象とするマイク
ロコズムは、水圏生態系に及ぼす化学物質の影響評価試験
のツールとして位置づけられる生産者（藻類）、捕食者
（微小動物）、分解者（細菌類）が存在し、単一種の純粋
培養系のみでは得ることのできない、自然生態系に存在す
る微生物間相互作用、物質循環、エネルギーフローなどの
生態系の要素を含んでおり、生態系機能のモデルとしての
フラスコマイクロコズムを用いたリスク影響評価システム
の確立化を図る。

揮発性有機化合物の低
温完全燃焼を実現する
新しい環境浄化触媒の
開発

今中信人 大阪大学大学院

　工場などから排出される揮発性有機化合物（VOC）の総量
削減を目的とし、現在、対応が困難な中小企業での利用が
期待できる新規なVOC浄化触媒を開発する。具体的には、当
研究室で開発したPt/CeO2-ZrO2-Bi2O3/γ-Al2O3触媒を基材と

し、触媒燃焼法によるエチレン、トルエン、アセトアルデ
ヒド、ホルムアルデヒドの浄化活性を評価する。さらに、
一酸化炭素やメタンの燃焼活性もあわせて評価する。達成
目標として、150℃程度の浄化温度において、現状より大容
量の排ガスに適用でき、できるだけ白金使用量を抑制した
触媒の開発を目指す。

降雨に伴う流量増大時
の栄養塩多量流入に対
する内湾生態系の応答
に関する研究

井上隆信
豊橋技術科学
大学

　赤潮、貧酸素水塊の発生を抑制し、三河湾に健全な生態
系を回復するための科学的な根拠に基づく具体的な手法を
提案すること、及び緊急の課題である貧酸素水塊の発生予
測手法の開発を目標とする。具体的には、降雨に伴う流量
増大時の流域からの流入負荷機構を解明して、栄養塩の流
入が赤潮、貧酸素水塊の発生に寄与していることを実測調
査とモデルで明らかにすること、生態系において重要なア
マモ場、アサリ漁場への影響及び役割を明らかにすること
を目的とする。

リモートセンシングを
活用した水域における
透明度分布の高頻度測
定手法の開発

福島武彦 筑波大学

　いくつかの方式の透明度推定モデルを開発し、MODIS、
SeaWiFS、MERISといった衛星画像に適用し、高頻度で透明
度分布を推定し、実測値との比較からその精度評価を行
う。霞ヶ浦、琵琶湖、東京湾などの閉鎖性水域で基本成分
の固有光学特性のデータベースを作成し、水質成分や透明
度推定モデルの構築に役立てる。また、水中分光消散係数
を連続測定し、透明度を連続測定する方法を確立する。透
明度を規定する要因として、植物プランクトン、無機濁
質、溶存有機物のいずれが各水域で も支配的であること
を明らかにする。

現地観測データとGIS
の統合的利用によるア
マモ場の生態系総合監
視システムの構築

仲岡雅裕 北海道大学

　沿岸生態系の重要な構成要素であるアマモ場を対象に、
現地観測データとリモートセンシングデータを統合したGIS
データベースを作成し、これをもとに環境・生物多様性・
生態系機能間の関連性解析を行うことにより、アマモ場の
生物多様性と生態系機能の広域かつ長期にわたる変動を監
視するシステムを構築することを目的とする。気候・環境
条件および人為的開発の程度が異なる3海域（北海道東部、
東京湾、瀬戸内海）を対象域とする。
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サロベツ湿原と稚咲内
湖沼群をモデルにした
湿原・湖沼生態系総合
監視システムの構築

冨士田裕子 北海道大学

　サロベツ湿原と稚咲内砂丘間湿地・湖沼群を対象に、湿
原・湖沼生態系の構造解明、及び人為的影響の実態把握と
劣化のメカニズム解明を通じて、生態系を広域的に監視す
るシステムを構築する。具体的には、1）砂丘間湿地の形成
史や環境変動との関係解明、2）生物群集と環境要因の関係
解析、モニタリングに有効な指標種群の特定、3）表層地下
水流動機構、地表水・地下水交流特性、及び湿原・湖沼群
の水収支の解明と、モニタリングに必要な水文情報の抽
出、4）リモートセンシング・GISを用いた広域生態系監視
システムの構築を行う。

指標生物群を用いた生
態系機能の広域評価と
情報基盤整備

日浦　勉 北海道大学

　本研究課題は、JaLTERを中心としてモニ1000、Japan
Flux、PENといった現状の各生態系観測ネットワークの連携
を強化することによって森林生態系における生態系総合監
視システムを構築し、生態系機能の時空間的変動を明らか
にするための指標生物群を特定することを目的とする。

化学センシングナノ粒
子創製による簡易型
オールプリント水質検
査チップの開発

チッテリ
オ・ダニエ
ル

慶應義塾大学

　グローバルに使用可能な紙ベースの水質センシングチッ
プを、インクジェットプリント技術で開発することが目的
である。この場合、１）全てのセンシング材料を同一の条
件でプリントすることを可能とするナノ粒子状化学センシ
ングインクを開発して使用する。２）多様性のあるインク
ジェットプリント技術の利点と低コストな紙基板の使用に
より作製されるセンサーは、安価かつ簡便迅速に水サンプ
ルの多項目同時定量をする。このような簡易センサーは、
発展途上国のみならず、先進国における一般家庭などでも
利用可能である。

ディーゼル排気ナノ粒
子の脳、肝、腎、生殖
器への影響バイオマー
カー創出・リスク評価

井上健一郎
（独）国立環
境研究所

　先行当該研究において、ディーゼル排気ナノ粒子
（NRDE）の吸入曝露が特に低濃度曝露で、血漿テストステ
ロン濃度や妊娠動物の血漿エストラジオールやコルチコス
テロン濃度等を上昇させることを明かにした。さらに、
NRDE曝露による主要臓器（脳、肝臓、腎臓及び生殖器）重
量の増加が確認され、臓器毎での悪影響の可能性が示唆さ
れた。本研究では、NRDE曝露による1)テストステロン等性
腺ホルモン系への影響のNOAELを検討・決定し、2) 上記臓
器への影響とメカニズムを詳細に検討することで、影響バ
イオマーカーを創出することを目的・目標とする。

妊娠可能な女性を対象
とする難分解性有機汚
染物質の体内負荷低減
の介入研究

仲井邦彦 東北大学

　難分解性有機汚染物質（POPs）の周産期曝露により、出
生児の成長と発達の遅れや偏りが報告されている。胎児お
よび新生児はPOPsに対して感受性が高いと懸念され、妊
娠・出産を迎える女性のPOPs体内負荷量を低減しておくこ
とが必要と考えられる。本研究では、若年の女性を対象
に、POPsの体内負荷量低減の介入調査を実施する。POPs曝
露源は主に魚介類であることから、汚染度の高い魚介類に
関する情報を整理し、その情報提供による介入調査とす
る。POPsの生体内半減期は3-6年と長いため、研究期間を長
めに設定する。

妊婦におけるダイオキ
シン摂取が胎児健康に
及ぼす影響のリスク評
価に関する研究

月森清巳
福岡市立こど
も病院

　母体から児へのダイオキシン類移行動態、胎児の蓄積
量、子宮内ダイオキシン類曝露と児の健康影響との関連、
ダイオキシン類の胎盤毒性に関する基礎的研究、さらに米
国National Children’s Studyの実施現場（産科施設）と
情報交換ならびにサンプル収集、解析の国際的共通化を計
ることで、その後の発育・発達過程に大きな影響を与えう
るヒトにおける胎児・乳児期のダイオキシン曝露の影響の
リスク評価および毒性発現機構を明らかにすることを目的
とした。

微量化学物質の胎児・
新生児期曝露と乳幼児
のアレルギー疾患の関
連性に関する研究

森　千里 千葉大学

　蓄積性化学物質の曝露が生体にさまざま影響を及ぼすこ
とが知られるようになってきた。アレルギー疾患の発症と
の関連についても影響の可能性が示唆されているが、明確
なエビデンスはない。本研究では、出生時曝露レベルとそ
の後のアレルギー疾患発症との関連を210例と小規模ではあ
るが追跡調査することで両者の関連性を調べる。そのた
め、210例の臍帯中の化学物質曝露量、塩素化有機化合物
(ポリ塩化ビフェニル、主要な農薬類)、臭素化難燃剤 (臭
素化ジフェニルエーテル (PBDE)、重金属 (カドミウム、
鉛、水銀) 等を測定する (ただし、本研究ではPBDEと重金
属の一部を対象とする)。被験者については、臨床現場ある
いはアンケート調査でアレルギー症状について調査する。
曝露量とアレルギー疾患との関連性を統計的に解析する。
さらに、これらの結果は、どの程度の曝露があればアレル
ギー疾患の発症や増悪に影響するかという定量的データが
得られる。
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小児先天奇形発症にお
ける環境リスク評価法
の基盤整備

緒方　勤
国立成育医療
センター

　本研究の目的は、小児先天奇形発症を対象とする環境リ
スク評価法の基盤整備を行うことである。このため、評価
法の指標となるバイオマーカーの開発、および、臍帯血・
胎盤バンキングシステムの整備を行う。バイオマーカーと
しては、相関解析および機能解析で有意と判定された感受
性遺伝因子、および疾患責任遺伝子のメチル化パターンや
発現量を用いる。バンキングシステムの整備では、分子生
物学的解析試料と暴露量測定試料の両者を対象とする。さ
らに、連結可能匿名化の臨床情報を採取し、今後の研究に
役立てることを目標とする。

受容体AhRの転写活性
化を伴わないダイオキ
シン類の新たな毒性発
現メカニズムの解明

遠山千春 東京大学

　ダイオキシン類の多様な毒性メカニズムを解明するた
め、in vitro実験系で発見された”AhRのノンジェノミック
経路”が、in vivoでのダイオキシンの毒性発現過程に関与
するとの仮説を立て、ダイオキシン曝露マウスで発症する
水腎症をモデルとして明らかにすることを目的とする。具
体的には、毒性に関与する分子(cPLA2, cSrc, COX-2)とそ
れらが構成する経路である”AhRのノンジェノミック経路”
が水腎症発症に与える影響を解明する。

福井県三方湖の自然再
生に向けたウナギとコ
イ科魚類を指標とした
総合的環境研究

吉田丈人
東京大学大学
院

　水辺生態系の自然再生に資する総合的環境研究を、福井
県三方湖とその流域を対象にして実施する。ウナギやコイ
科を含む魚類相は三方湖生物多様性を特徴づける生物群で
あるが、近年その生物多様性が顕著に低下しつつある。主
因として、水環境の劣化と水系連結の分断化が疑われてい
る。本研究では、ウナギとコイ科魚類を指標とした自然再
生の具体的な計画立案を支える科学的情報を整備するた
め、生息環境や水系連結の総合的かつ詳細な評価を行うと
ともに、実行可能性が高い対策を試験的に実施し、自然再
生における順応的な取組みの契機とする。

ゼオライトろ床と植栽
を組み合わせた里川再
生技術の開発

木持　謙
埼玉県環境科
学国際セン
ター

　里川の再生のためには、水質改善と水生生物復活の両面
の機能を持った技術の研究開発が強く望まれる。本研究で
は、ゼオライト成形体と植物を活用し、水質浄化施設とビ
オトープの長所を組み合わせ強化した、里川の再生技術の
研究開発を行う。具体的には、低コスト・低エネルギー消
費を前提とし、①窒素を中心とした水質浄化特性・浄化機
構の解析と浄化性能向上、②地域住民等での対応を視野に
入れた浄化施設の維持管理技術の構築と検証、③魚類を中
心とした水生生物の生息・産卵場所の創造と導入効果の解
析、の3点から研究開発を行う。

有明海流域における溶
存態ケイ素流入負荷量
算定方法の開発

熊谷博史
福岡県保健環
境研究所

　近年有明海では、数々の生態系異変が生じている。植物
プランクトンの種の変遷も一要因としてあげられている
が、珪藻を含む植物プランクトンの優占種の変遷を論じる
には、必須栄養塩として窒素・リンに加え溶存態ケイ素を
考慮する必要がある。そこで有明海流域における深層水中
の溶存態ケイ素濃度把握調査及び降雨時流出調査により、
溶存態ケイ素の流出負荷量の算定方法を開発し、溶存態ケ
イ素負荷量を算定する。さらに得られた溶存態ケイ素負荷
量算定結果と他の栄養塩負荷量を用い、これらの変遷が有
明海沿岸生態系の変動に与えた影響を検証する。

貧酸素水塊が底棲生物
に及ぼす影響評価手法
とモニタリング技術の
開発に関する研究

堀口敏宏
（独）国立環
境研究所

　「第７次水質総量規制のあり方（H21年3月諮問）」の検
討に資するため、平成20年度から設置されている「閉鎖性
海域中長期ビジョン策定に係る懇談会」での議論を踏ま
え、魚介類の生息域確保や再生産の場の確保、無生物域の
解消のために必要なDO目標の設定とその監視体制の構築に
向けて、①DO目標値設定のための標準試験法並びにデータ
解析手法の提案、②魚介類の代表種に対するDO耐性実験の
試行と当該試験法の妥当性の検証、及び③底層DOの定期観
測結果に基づいたDO目標の達成度または達成確率の推定手
法の開発を行う。

戦略一般研究―若手枠研究（平成21-23）

戦略一般研究―地域枠研究（平成21-23）

戦略一般研究―フィージビリティースタディー（平成21年）
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Wind Disaster Risk and Global Environment Change 
すでにお手元に届いているかと思いますが、英

文 誌 ‘Global Environmental Research’ Vol.13 
No.2 “Wind Disaster Risk and Global 
Environment Change”を刊行いたしました。編集

委員会委員 吉野正敏先生のご企画により、東京工

芸大学教授・国際風工学会（IAWE）会長でいらっ

しゃいます田村幸雄先生を責任編集委員にお招き

し、編集を行ってまいりました。一編一編が大変

充実したものとなっております。どうぞご高覧く

ださい。

神経生理学に基づく騒
音評価指標の開発と健
康リスクの評価―覚醒
反応と低周波音の知覚

松井利仁 京都大学

　「環境騒音による覚醒反応」と「低周波音の知覚」に関
する計測評価方法について、これまでの騒音計測技術が依
拠していた中高音帯域を対象とした「音響心理学」の知見
ではなく、外部刺激に対する覚醒反応や低周波音知覚の
「神経生理学」的知見に基づいた、新たな騒音評価指標や
リスク評価方法の開発を試みる。現状の評価指標は必ずし
も人間の反応と整合性のないことが知られているが、新た
な指標を利用することで、より効率的・効果的な騒音評
価・対策を提案する。
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１(木)：新 PO 着任 環境省に着任あいさつ 

2(金)：会誌編集委員会開催 

7(水)：PO 打合せ 

14(水)：PO 打合せ 

16(金)：日本分析化学会総会に出席 

21(水),22(木)：国立環境研究所外部評価委員会に出席  

26(月),27(火)：生物多様性条約 COP10 プレシンポジ

ウムに出席（東京）  

28(水)：環境省・PD/PO 会議を開催 

30(金)：「IPCC 問題の検証と今後の科学の課題」シン

ポジウムに出席 (日本学術会議講堂) 
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