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今年の梅雨「は」というか「も」でしょうか、本

来の梅雨らしい、しとしとと降る雨が少なかったで

すね。同じ地域を繰り返し襲う集中豪雨やどこで起

こるか予測のつかない「ゲリラ豪雨」が特徴的であ

ったように思います。毎日のように天候が不安定で

何となく気持ちも落ち着きませんでした。その梅雨

がやっと明けたと思ったら、今度は連日の猛暑です。

暑くて活力が減退しています。亜熱帯になってしま

ったような感じですが、これも地球温暖化の影響で

しょうか。学校も夏休みに入って、気分は夏休みモ

ードになってきていますが、こう暑くては、どこに

も行く気がしません。 
暑い夏のお盆休みにでも寝転びながら、本でも読

んでみませんか。とは言っても、たいした読書家で

もない私が紹介する本ですから、著名なものばかり

で、書店でも目立つところにあります。読もうかど

うしようか悩んでいる人の背中を押す程度のこと

しかできません。 
まず、渡辺京二『逝きし世の面影』（平凡社ライ

ブラリ）です。いろんな本に引用されていたので、

読んでみました。この本は、幕末や明治初期に来日

した外国人たちの滞在記などから、明治維新により

失われたユニークな文明としての江戸時代の人々

の生活の面影を浮かび上がらせようとした本です。

600 ページもあってためらいますが、読みだすとど

んどん読み進んでしまいます。 
ジャレッド・ダイアモンド『銃・病原菌・鉄』（草

思社）は、朝日新聞が今年の 4 月 4 日に掲載した「ゼ

ロ年代の 50 冊」の第 1 位になったのを見て買いま

した。１万 3,000 年前にまで遡って、なぜ人間はそ

の住む地域によってまったく違う発展をとげたの

かという問いへの答えを追い求めた書です。書評に、

これを読んだ後には世界の見方がガラッと変わる

とありましたが、そうなったような気がします。上･

下巻ありますが、知的な興奮を味わいつつ、どんど

ん読めます。 
岡田暁生『西洋音楽史～「クラシック」の黄昏』

（中公新書）は、「クラシック」音楽がどのように

して生まれ、変質し、衰退したのかを系譜学的に捉

えた本です。有名な曲なら聴く、というぐらいの私

でも興味深く読めました。「18 世紀の人々は現代音

楽だけを聴いていたのに対し、19 世紀の人々は現

代音楽とクラシック音楽の両方を聴くようになっ

たが、20 世紀の人々はクラシック音楽しか聴かな

くなってしまった」という言葉が印象的でした。 
佐野眞一『旅する巨人～宮本常一と渋沢敬三』（文

春文庫）は、紀伊国屋書店のホームページによれば、

「日本列島を隅から隅まで旅し、柳田国男以来最大

の業績を上げた民俗学者・宮本常一と、パトロンと

して宮本を生涯支え続けた財界人・渋沢敬三という

対照的な二人の 30 年に及ぶ交流を描き、宮本民俗

学の輝かしい業績に改めて光をあてた傑作評伝」と

いうことです。単行本で読んだのはずいぶん前です

が、宮本常一の民俗学の業績もさることながら、財

界人であるとともに民俗学者でもある渋沢敬三の

すごさにも感激しました。この本に触発されて、宮

本常一の「忘れられた日本人」なども読んでみまし

た。 
どの本も刊行されたのはかなり前ですが、何らか

の賞を受けた本ですので、内容の質は保証されてい

ます。ご一読を。 
さて、協会の業務は順調に進んでいます。7 月下

旬から 8 月中旬にかけて、環境研究総合推進費の中

間評価が行われています。また、７月１日付で一般

社団法人への移行認可申請を正式に提出しました。

先頃、公益認定委員会事務局から、定款の内容につ

いてコメントをいただきましたので、それへの対応

を進めることとしています。 
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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石垣空港からタクシーを飛ばして、ようやく夕

方 5 時半の竹富島行きフェリーに間に合った。フ

ェリーと言っても、ボートに毛が生えたような小

さな船である。船内は、夕方ということもあり、

観光客らしきものは私一人である。他は、石垣の

仕事場や学校から島に帰る地元の人たちであり、

色が黒く、眼がくりっとして、ちょっとほおが張

った沖縄らしい顔をした人たちばかりである。そ

れはちょうど田舎のバスに乗ったときの雰囲気

にとてもよく似ており、ほとんどが顔見知りのな

ごやかな話し声で満たされている。夕方と言って

も、まだ日差しは強く、フェリーは海面を飛ぶよ

うに走る。わずか 15 分で着くという。 
以前マレーシアやインドネシアに出かけたと

き、現地の人たちがとてもカラフルな服装をして

おり、それがまたよく似合っていた。そこで、ど

うしても現地の服が欲しくなり、できるだけ地味

なものを選んでくるのだが、それでも日本に帰っ

てみると、とても恥ずかしくて着られたものでは

ない。結局タンスの肥やしになってしまうという

経験をお持ちの方は多いのではないだろうか。や

はり、あの派手な色合いは、熱帯や亜熱帯の強烈

な太陽とその下で咲き乱れる色鮮やかな花々が

あればこそ、なのかも知れない。 

 

沖縄をはじめとする琉球列島は、日本で唯一熱

帯の香りがする場所であり、コバルトの空、乳白

色の珊瑚礁の海、そして咲き乱れる花々は、多く

の観光客を呼んでいる。沖縄の花で有名なのは現

地ではアカバナーと呼ばれるハイビスカス、そし

て、ブーゲンビリアであろう。これらは一年中、

花をつけるため、空港や街路樹、そして家々の庭

を彩っている。しかし、実は沖縄の県の花といえ

ば、ハイビスカスでもブーゲンビリアでもなく、

デイゴなのである（写真 1）。 
デイゴは、アフリカ、インドから東南アジア、

パプアニューギニアや琉球列島などに広く分布

しているマメ科の樹木で 10m を越える大木にな

る。そして、ハイビスカスやブーゲンビリアと違

って、花が春先にしか咲かない。しかし、それだ

けに、大木が一面の真っ赤な花に埋まり、その咲

いたときの見事さは、言葉にできないほどのもの

であるそうな。実は、私自身、見たことはない。

比較的観光客が少ない春先に咲いてしまうため、

写真などでは知っていても、多くの観光客は、実

物を知らないことが多いのかも知れない。しかし、

地元の人たちにとっては、ちょうど春にサクラが

咲き乱れるのを喜ぶように、この花を愛している

のだ。これから訪れようとしている竹富島では、

ちょうど入学式の頃に盛りとなるため、本州のソ

メイヨシノと同じようなものなのだろう。だから

こそ、アカバナーやブーゲンビリアを押しのけて

県の花に選ばれたのではないだろうか。 
そして、このみごとなデイゴの花が咲かなくな

ってしまったのである。 
今から 5 年ほど前に、私の友人の O が、大好

きな石垣島でダイビングを楽しんで帰ってきた

後、｢大変ですよ、石垣島のデイゴが咲かなくな

ったそうです｣と深刻そうに話した。はじめは、

大型台風の影響ではないかともいわれていたの写真１：沖縄の県花、デイゴの花 

（喜友名朝次氏撮影）

写真１：沖縄の県花、デイゴの花 

（喜友名朝次氏撮影）
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だが、よくよく調べたら、虫による被害らしいこ

とが分かった。しかも、これまでにあまり害虫に

もなったことがないような虫で、その名をデイゴ

ヒメコバチ（Quadrastichus erythrinae  KIM）

という、1mm ほどの小さな虫であった。この虫

は、石垣島で被害が発見される 1 年前に、台湾で

新種として記載されたという、全くの新参者なの

である。葉をばりばり食べる害虫ではなく、新芽

などに卵を産み込んで、それを虫こぶという奇形

状態にして、中身を食べるという生活を送る。そ

のため、新しい枝や葉をのばすことができず、花

は全く咲かなくなるばかりか、大木が枯れること

もある（写真 2）。そして、よくよく調べてみる

と、遠くアフリカあたりからやってきたらしいこ

とも分かってきた。そのため、この虫を食べるよ

うな天敵がアフリカ以外にはいないため、現在で

は、台湾や沖縄ばかりでなく、シンガポール、タ

イ、サモア、ハワイ、フィリピン、インド、グア

ム、ベトナムなど世界中に広がってしまったので

ある。今や、地球環境問題は、温暖化ばかりでな

くこのような外来種や生物多様性が重要な話題

となりつつある。今年は奇しくも、生物多様性年

であり、生物多様性条約締約国会議 COP10 が名

古屋で開催されるという。（つづく）

 
 

 
 

 

 

 

 

 

新しい「環境研究総合推進費」について 

平成 22 年度から、旧環境研究・技術開発推進

費と旧地球環境研究総合推進費が統合されて、新

しく環境研究総合推進費（以下「推進費」）とし

て、運営されることになりました。 
基本的な目的・特徴として、「推進費は、環境

問題が人類の生存基盤に深刻かつ重大な影響を

及ぼすことに鑑み、様々な分野における研究者の

総力を結集して学際的、国際的な観点から総合的

に調査研究及び技術開発を推進し、もって持続可

能な社会構築のための環境保全に 資することを

目的とした政策貢献指向型の競争的研究資金で

す。」（環境省 環境研究総合推進費 HP：

http://www.env.go.jp/earth/suishinhi/ より）、

と述べられています。 
統合に伴って研究対象分野は、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 つにまとめられ、より総合的に課題に対応

できるようになるとともに、地球規模から国内問

題にまたがるような課題での分野の連携や重複

の回避も容易になりました。 

写真２：今にも枯れそうな、デイゴの大木 

（石垣市登野城小学校） 
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研究区分は旧地球環境研究総合推進費と同様、

戦略的研究開発領域、地球環境問題対応型研究領

域、革新型研究領域となっています。運営に関す

る基本方針（公募方針、新規課題の審査・採択、

継続課題の中間評価、終了課題の事後評価など）

や機構（担当部署、研究企画委員会、研究分科会、

プログラムディレクター、プログラムオフィサー

など）についても統一されました。 
昨年度以前から継続中の課題についての内容

の変更はありませんが、中間評価・事後評価など

は統一した手順で行われます。 

 
 

 
第１研究分科会：「全球システム変動」分野 
全球システム変動分野は、地球規模のオゾン層

破壊、温暖化、水循環のほか、全球的環境変化が

与える国内地域への影響などを研究対象とした

課題に取り組みます。旧地球環境研究総合推進費

の全球システム変動分野をそっくり引き継いで

いますが、今回の統合で、海洋循環とそれに伴う

物質等の移動などを研究対象とする課題もこの

分野に入ることになりました。 
平成 22 年度に実施される全球システム変動分

野の課題は、新規 7 課題（戦略型 1、問題対応型

3、革新型 3）を含めて、下表に示す計 25 課題で

す。このうち、戦略型新規 1 課題と問題対応型新

規 3 課題については、続いて概要を紹介します。 

 

表１ 第１研究分科会で実施中の課題

研究区分 課題番号 課題名
研究代表者

（所属機関）
期間 備考

戦略 S-5
地球温暖化に係る政策支援と普及啓発のための気候変動シ
ナリオに関する総合的研究

住　　明正
（東京大学）

H19～22

戦略 S-6
アジア低炭素社会に向けた中長期的政策オプションの立案・
予測・評価手法の開発とその普及に関する総合的研究

甲斐沼　美紀子
（国立環境研究所）

H21～25

戦略 S-8 温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究
三村　信男
（茨城大学）

H22～26 新規

問題対応 A-0601
アジアの水資源への温暖化影響評価のための日降水量グ
リッドデータの作成　(2年延長）

谷田貝　亜紀代
（総合地球環境学
研究所）

H18～22

問題対応 A-0801
グローバルな森林炭素監視システムの開発に関する
研究

山形与志樹
（国立環境研究所） H20～22

問題対応 A-0802
PALSARを用いた森林劣化の指標の検出と排出量評価手法
の開発に関する研究

清野　嘉之
(森林総合研究所）

H20～22

問題対応 A-0803
革新的手法によるエアロゾル物理化学特性の解明と気候変
動予測の高精度化

近藤　豊
(東京大学）

H20～22

問題対応 A-0804 海洋酸性化が石灰化生物に与える影響の実験的研究
野尻　幸宏
（国立環境研究所）

H20～22

問題対応 A-0805
環礁上に成立する小島嶼国の地形変化と水資源変化に対す
る適応策に関する研究

山野　博哉
（国立環境研究所）

H20～22

問題対応 A-0806
気温とオゾン濃度上昇が水稲の生産性におよぼす複合影響
評価と適応方策に関する研究

河野　吉久
（電力中央研究所）

H20～22

問題対応 A-0807
気候変動に対する寒地農業環境の脆弱性評価と積雪・土壌
凍結制御による適応策の開発

廣田　知良
（農業・食品産業技
術総合研究機構）

H20～22

問題対応 A-0808
統合評価モデルを用いた気候変動統合シナリオの作成及び
気候変動政策分析

増井　利彦
（国立環境研究所）

H20～22

問題対応 A-0901
航空レーザー測距法による森林地上部・地下部全炭素収支
の解明

末田　達彦
（愛媛大学）

H21～23
 



 

 5

研究区分 課題番号 課題名
研究代表者

（所属機関）
期間 備考

問題対応 A-0902
植生改変・エアロゾル複合効果がアジアの気候に及ぼす影
響

安成　哲三
（名古屋大学）

H21～23

問題対応 A-0903
大気環境に関する次世代実況監視及び排出量推定システム
の開発

岩崎　俊樹
（東北大学）

H21～23

問題対応 A-0904
温暖化関連ガス循環解析のアイソトポマーによる高精度化の
研究

吉田　尚弘
（東京工業大学）

H21～23

問題対応 A-1001
埋立地ガス放出緩和技術のコベネフィットの比較検証に関す
る研究

山田　正人
（国立環境研究所）

H22～24 新規

問題対応 A-1002 日本海深層の無酸素化に関するメカニズム解明と将来予測
荒巻　能史
（国立環境研究所）

H22～24 新規

問題対応 A-1003
北極高緯度土壌圏における近未来温暖化影響予測の高精
度化に向けた観測及びモデル開発研究

内田　昌男
（国立環境研究所）

H22～24 新規

革新 RF-0901
４次元データ同化手法を用いた全球エアロゾルモデルによる
気候影響評価

竹村　俊彦
（九州大学）

H21～22

革新 RF-0902
亜寒帯林大規模森林火災地のコケ類による樹木の細根発達
と温室効果ガス制御機構の解明

野口　享太郎
（森林総合研究所）

H21～22

革新 RF-0903
日本の落葉広葉樹林におけるメタンおよび全炭化水素フラッ
クスの高精度推定

深山　貴文
（森林総合研究所）

H21～22

革新 RF-1006
航空レーザー測量およびPALSARを用いた森林整備に伴うバ
イオマス量変化の把握

加藤　顕
（千葉大学）

H22～23 新規

革新 RF-1007
GOSAT衛星データを用いた陸域生物圏モデルの改善とダウ
ンスケーリング

市井　和仁
（福島大学）

H22～23 新規

革新 RF-1008
エアロゾルの放射影響の定量化のための二次有機エアロゾ
ルの光吸収特性に関する研究

中山　智喜
（名古屋大学）

H22～23 新規

 

◎S-8：温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究（戦略課題）  

研究代表者：茨城大学 三村 信男 

  

［研究の趣旨・概要］ 
温暖化の影響は、我が国の水資源、森林、農業、

沿岸域、健康といった主要な分野にも大きな影響

が現れることや、分野毎に特に脆弱な地域がある

こと、さらに、気温上昇を 2℃程度に安定させたと

しても一定の被害が生じることは避けられないこ

ともわかった。したがって、緩和策と共に、長期

的な視点で悪影響に備える適応策が必要である。

適応策は地域ごとに異なるため、その計画には、

市町村レベルの気候予測とそれに基づく影響予測

が必要である。 
そこで、第一に、我が国を対象にして、より詳

細な分野毎の高度な影響・適応策評価モデル（ボ

トムアップ型モデル）を開発する。同時に、全国

的なトップダウン型影響予測モデルを開発し、ボ

トムアップ型モデルと併用することで、全国影響

評価の精緻化を図る。これらよって、適応策の実

施が将来の影響リスクをどの程度低減するかを予

測する。第二に、都道府県レベルでの温暖化影響

を把握するため、都道府県や市町村レベルでのモ

ニタリング手法を開発する。さらに、地域レベル

で使いやすい影響予測手法と予測結果の可視化手

法を開発し、地域における適応策策定の支援をす

る。第三に、国内の研究成果を基に、アジア太平

洋地域における適応策実施の優先順位や費用対効

果の分析を行うため、途上国に適応可能な脆弱

性・影響・適応効果評価指標の開発・標準化を行

い、より厳しい影響が予想される途上国における

適応策の計画・実施に貢献する。 
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図１：研究のフロー図（S-8 ） 
 
 

［研究項目及び実施体制］ 

研究項目及び実施体制を以下に示す。 

① 統合評価モデルによる温暖化影響評価・適応政策

に関する研究((独)国立環境研究所) 

② 温暖化ダウンスケーラの開発とその実用化（筑波

大学、(独)海洋開発研究機構、北海道大学） 

③ 気候変動による水資源への影響評価と適応策に関

する研究（東京大学、東北大学、国立保健医療科学

院、東洋大学） 

④ 沿岸・防災リスクの推定と全国リスクマップ開発

（東北大学、福島大学、国土技術政策総合研究所、

静岡大学、東京大学） 

⑤ 地球温暖化が日本を含む東アジアの自然植生に及

ぼす影響の定量的評価（(独)森林総合研究所） 

⑥ 農業・食料生産における温暖化影響と適応策の広

域評価（(独)農業環境技術研究所、(独)農業・食品

産業技術総合研究機構 果樹研究所、埼玉県環境科

学国際センター） 

⑦ 温暖化の健康影響－評価法の精緻化と対応策の構

築（筑波大学） 

⑧ 媒介生物を介した感染症に及ぼす温暖化影響評価

と適応政策に関する研究（国立感染症研究所） 

⑨ 温暖化適応政策による地域別・部門別の受益と負

担の構造に関する研究（名城大学、東北文化学園大

学、兵庫県立大学、(財)日本総合研究所） 

⑩ 地域社会における温暖化影響の総合的評価と適応
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政策に関する研究（法政大学、(財)電力中央研究所、

東京農工大学、埼玉県環境科学国際センター、(財)

東京都環境科学研究所、神奈川県環境科学センター、

長野県環境保全研究所） 

⑪ 亜熱帯化先進地九州における水・土砂災害適応策

の研究（九州大学） 

⑫ アジア太平洋地域における脆弱性及び適応効果指

標に関する研究（茨城大学、(独)国立環境研究所、

(財)地球環境戦略研究機関、国際連合大学) 

 

 
 
◎A-1001：埋立地ガス放出緩和技術のコベネフィットの比較検証に関する研究 

研究代表者：(独)国立環境研究所 山田 正人 
  
［研究目的］

本研究課題は、温暖化対策の中心が緩和策・適

応策の実施へと移りつつあるなかで、メタンの放

出源である廃棄物埋立地に対して、我が国国産の

緩和策でありコベネフィットでもある準好気性埋

立技術を途上国で適用することを目指している。

様々なスケールでの実験で､埋立地で生ずる現象

を定式化することにより、準好気性埋立技術の性

能を評価する手法を開発し、他の埋立地ガス放出

緩和技術と比較検証する。そして、当技術の温室

効果ガス放出防止と水質汚濁防止に対する優位性

を国際社会に認知させることで、我が国が排出削

減の約束を果たし、アジア等途上国における環境

政策を主導することに貢献する。 

 

 
図 2：研究のフロー図（A-1001） 



8
 

◎A-1002：日本海深層の無酸素化に関するメカニズム解明と将来予測 
研究代表者：(独)国立環境研究所 荒巻 能史  

 
[研究目的] 
 日本海は「ミニチュア大洋」とも呼ばれ、海洋

研究のための格好の“実験場”を提供している。

日本海の深層海水は外洋の海洋大循環のおおよそ

20 分の 1 程度の時間スケールで循環していると考

えられており、地球温暖化に対する環境影響の応

答が早く、「海洋大循環（深層循環）の停滞」や「海

水温の上昇」などの物理環境的影響をいち早くキ

ャッチできる可能性がある。 
 そこで、2010～2012 年に実施が決定している日

本海全域を対象とした大規模海洋観測を利用して、

日本海深層における総合的な物理・化学観測を実

施し、深層水の特性変質を時空間的に把握するこ

とで日本海深層の無酸素化プロセスを解明し、そ

の将来予測を行うことを目的とする。 
 
[研究項目及び実施体制] 
 研究項目及び実施体制を以下に示す。 
①溶存酸素濃度の高精度時空間マッピングによる

日本海深層の無酸素化の将来予測（(独)海洋研究

開発機構） 
②日本海深層における海水混合と水塊変質過程の

解明（国立大学法人九州大学） 
③マルチトレーサーを活用した日本海底層水の起

源推定と循環機構の解明（(独)国立環境研究所） 
④鉛直多層ボックスモデルを用いた日本海底層水

の海水年齢と漸減する溶存酸素濃度の再現実験

（国立大学法人北海道大学）

 

図 3：日本海の模式図 
 

                       

図 4：日本海における深層循環像 
 
 
◎A-1003：北極高緯度土壌圏における近未来温暖化影響予測の高精度化に向けた観測及びモデル開発研究 

 研究代表者：(独)国立環境研究所 内田 昌男 

 
[研究目的] 
本研究課題は、テーマに沿って収集される各種観

測データを用いて、海洋研究開発機構およびハー

バード大学で開発されてきた陸域生態系モデル

（ED2.0-peat）をベースに北極圏土壌炭素動態モ

デルを開発し、モデルによって再現された炭素動

態が 14C 同位体などの観測に基づく平均滞留時間

や CO2 放出速度と整合するかどうかを検証する。

温暖化が激化して炭素収支が非平衡状態にあると

考えられる地域の炭素収支は再現することが難し
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い。そこで本研究課題では、土壌圏の炭素動態・

蓄積・分解のメカニズムを解明するための観測研

究と、生物地球化学的プロセスと気候へのフィー

ドバックを含めた土壌炭素動態モデルの開発研究

を並行して行う。 
 
［研究項目及び実施体制］ 
研究項目及び実施体制は以下のとおりである。    
①土壌有機炭素分解の実態把握と生物地球化学的

メカニズムの解明に関する研究 （(独)国立環境

研究所） 
②微気象・物理・水文プロセスの総合観測と変動

量評価に関する研究（北見工業大学） 
③温室効果ガスのフラックス観測とその起源の定

量的評価（筑波大学） 
④土壌炭素動態モデルの開発および高精度化（(独)
海洋研究開発機構） 
また、研究のイメージを図に示す。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

図５：研究のイメージ図（A-1003） 
 

 

 

 
“Desertification Control and Restoration of Ecosystem 

Services in Northeast Asia” 
 
 

8 月初旬、英文誌 ‘Global Environmental 
Research’ Vol.14 No.1“ DesertificationCont- 
rol and Restoration of Ecosystem Services in 
Northeast Asia” を刊行致します。  

東京大学大学院 農学生命科学研究科准教授 
大黒俊哉先生には Invited Editor として、およ

そ 1 年の間、今特集号の編纂にご尽力いただき

ました。 

 
 近未来温暖化により高い炭素循環フィードバック？→その予測精度は不十分 

   将来予測の高精度化に向けたモデル開発のための観測データの積み上げと検証可能な 

モデル開発が必要！ 

観測地（分析方法、現地での観測協力体制、観測プラットフォームの整備は完了）→直ち実施可能！ 
・11 サイト、アラスカ、北緯 60〜75 度(南北約 1000km),タイガ・ツンドラ凍土帯）観測協力：アラスカ大、北極

圏研究センター(IARC）(Director Prof. Hinzman 承認済み) 

 

目的・目標 

緯度土壌圏における土壌有機炭素動態を中長期

的に予測するための観測とモデル開発 

土壌圏の炭素動態・蓄積・分解のメカニズムを解

明するためのデータ取得と生物地球化学的プロ

セスと気候へのフィードバックを含めた土壌
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「砂漠化問題」は日本人にとってあまり身近

なものではないかもしれませんが、同じアジア

には大きな影響を受けている人々がいること

を改めて認識させられる特集号となっており

ます。是非ご高覧ください。 
各論文のタイトル及び著者は以下の通りで

す。 

－CONTENTS－ 

 
・Preface      ………………………………………… T. Okuro 

 
I. New Perspectives on the Desertification Issue  
・The Current Status of Desertification Issues with Special 

Reference to Sustainable Provision of Ecosystem Services 
 in Northeast Asia   ……………………………… T. Okuro 

・Aims, Principles and Measures for Combating  
Desertification in Northeast Asia …… T. Wang & X. Xue 

・Paradigm Integration between Equilibrium and  
Non-equilibrium Concepts for Evaluating Vegetation  
Dynamics in Rangeland Ecosystems  ………… T. Sasaki 

・Recent Trends in Soil Degradation Research in Drylands: 
Soil Organic Carbon, Temperature and Water as 
Affected by Land Use and Climate Change  

………………… A.Hoshino  
 
II. Advances in Ecological and Engineering Approaches to Combating Desertification  
・Simultaneous Monitoring of Livestock Distribution and Desertification  

……………………………………………… K. Kawamura & T. Akiyama 
・New Restoration Engineering in Northeast Asia    …………………………………………  K.Yoshikawa 
・Responses to Water Stress and a Functional-structural Growth Model of Plant Species Growing  

in Semi-arid Desertified Areas of Northeast Asia  ………………… H. Shimizu, S. Ito & H. Sasakawa 
・Integrating Ecosystem Engineering and Spatial Heterogeneity Concepts: Toward a Biologically  

Diverse Mongolian Steppe      ………………………………………………………………… Y. Yoshihara 
 
III. Integrated Approaches to Restoration and Sustainable Use of Ecosystem Services  
・Is Desertification Reversion Sustainable in Northern China?  A Case Study in Naiman County,  

Part of a Typical Agro-pastoral Transitional Zone in Inner-Mongolia, China  ………… X. Zhao et al. 
・Desertification Emerges through Cross-scale Interaction    ………………………………… K.Takeuchi 
・Involvement of Local Communities in Restoration of Ecosystem Services in Mongolian  

Rangeland     ……………………………………………………………………………………… U. Jamsran
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ASSOCIATION OF INTERNATIONAL RESEARCH INITIATIVES FOR 
ENVIRONMENTAL STUDIES 

 

 

7/1(木)：環境推進費 第１回企画委員会に出席 

7/2(金)～4(日)：日本微量元素学会に出席(京都) 

7/3(土)：環境推進費 担当課題のアドバイザリーボード 

会合に出席(新潟)  

7/5(月)：環境推進費 担当課題のアドバイザリーボード 

会合に出席(滋賀)  

7/6(火)：日本学術会議分析科学分科会に出席 

環境推進費 担当課題の打合せに出席(京都)  

7/7(水): 環境推進費 担当課題のアドバイザリーボー

ド会合に出席(仙台),(京都),(東京) 

7/8(木)：温対化事業 統一精度説明会に出席（岡山） 

7/9(金)：環境推進費 担当課題のアドバイザリーボー 

ド会合に出席(東京) ,(京都) 

温対化事業 水素供給検討会に出席 (神戸) 

会誌編集委員会を開催 

7/12(月)：環境推進費 担当課題のアドバイザリーボー

ド会合に出席（つくば） 

7/14(水)：公害防止試験研究費第 2 研究分科会に出席及

び開催支援 

7/15(木)：環境推進費 担当課題のアドバイザリーボー

ド会合に出席（つくば） 

7/16(金)：公害防止試験研究費第 4 研究分科会に出席及

び開催支援 

 

7/20(火)：環境推進費 担当課題のアドバイザリーボー

ド会合に出席(東京) 

7/22(木)：環境推進費 担当課題のアドバイザリーボー 

ド会合に出席(東京),(福岡) 

7/23(金)：環境推進費 担当課題のアドバイザリーボー 

ド会合に出席(東京) 

7/24(土),25(日)：環境推進費 担当課題のアドバイザリ 

ーボード会合に出席（敦賀） 

7/26(月)：環境推進費 担当課題のアドバイザリーボー 

ド会合に出席(東京) 

温対化事業 統一精度説明会に出席（仙台） 

7/27(火)：環境推進費 担当課題のアドバイザリーボー 

ド会合に出席(東京) 

温対化事業 統一精度ブロック会議に出席

（仙台） 

7/28(水): 環境推進費 担当課題のアドバイザリーボー 

ド会合に出席(愛媛) 

7/29(木):環境推進費 第1研究分科会中間評価ヒアリン 

グに出席及び開催支援 

7/30(金)：環境推進費 担当課題の事前打ち合せに出席 

7/30(金),31(土):環境推進費 担当課題のアドバイザリ 

ーボード会合に出席(札幌) 

* 環境推進費：環境研究総合推進費 

  温対化事業：地球温暖化対策技術開発等事業
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