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4 月は全般的に気温が低かったですね。それで

も 4 月上旬は一時期暖かくなって、桜はそれほど

遅れることなく満開になりました。わが家のハナ

ミズキは、4 月中下旬の暖かさにつられて結構早

く開花し、例年よりも多くの花をつけています。

しかし、連休前半にツツジで有名な青梅の塩船観

音寺に行ったところ、ツツジは 2～3 分しか開花

していず、冷たい雨まで降られて散々でした。 
近の気温は北海道よりも低い状況が続いて

います。というよりも北海道が異常に暖かいです

ね。私の故郷の旭川市も 25℃にもなっていまし

た。夏の気温です。旭川の桜の開花宣言をしたそ

の日の午後に満開宣言になったとのニュースが

ありましたが、異常に暖かいということでしょう。 
5 月 1 日からはクールビズの開始だそうです。

例年 6 月 1 日からでしたが、昨年から繰り上げら

れたそうです。5 月 5 日は二十四節季の「立夏」

ですので、季節としては合っています。しかし、

5 月、6 月は、昼間はノーネクタイでいいのです

が、朝夕が涼しいこともありますので、郊外に住

んでいるとちょっとためらいます。 
さて、原子力発電所が 5 月 5 日以降すべて停止

する状況になりますので、原子力発電所の再稼働

の問題とも絡んで、夏の電力需給についての検証

が行われています。北海道電力、関西電力、九州

電力で電力が不足するとのデータが示されてい

ます。特に関西電力の不足率が高くなっています。

どうなるのでしょう。幸い東京電力管内は節電を

見込んで余裕があることになっていますので、昨

年のような大幅節電までには至らないようです。

そうはいっても節電が前提ですので、節電を定着

させていかなければなりません。 
一方、東京電力は、4 月からの産業用の電気料

金の値上げに続き、7 月からは一般家庭向けの電

気料金の約 10％値上げを申請しようとしていま

す。家計には大きな負担となることが心配されて

いますが、考えようによっては、電気使用量を

10％下げれば電気料金は変わらなくなるのです

から、この機会に一層の節電に取り組んでは如何

でしょうか。 
節電をやりつくしている家庭はともかく、電気

使用量の多い家庭では、こまめに電気を消すこと

をさらに徹底することで 10％削減は達成できる

ように思います。また、家計の問題はありますが、

思いきって古い冷蔵庫やエアコンを新しい機種

に買い替えれば、もっと削減できます。多くの家

庭で実践できれば、大きな節電となり、地球温暖

化対策になります。つまり、電気料金の大幅な値

上げは、経済界が反対してきた環境税と同様の効

果を生み出す可能性もあるのです。 
さて、協会の業務ですが、平成 24 年度の事業

としては 3 月中に総合評価入札ですでにプログ

ラムディレクター事業と「地域における ESD の

取組強化推進業務」を落札していましたが、予算

の成立とともに事業が始まりました。 
「地域における ESD の取組強化推進業務」に

ついては、2014 年に「国連持続可能な開発のた

めの教育の 10 年」の 終会合が開催される名古

屋と岡山市での「学びあいフォーラム」の開催や

異分野の活動の協力を引き出すマッチング事業

の準備を進めていますが、すでに運用中の

「+ESD ホームページ」の引き継ぎを終了し、運

営を開始しました。

http://www.p-esd.go.jp/top.html 
皆様にお立ち寄りいただき、登録できる活動があ

りましたらぜひ登録をお願いします。 
 一方、当協会のメインの仕事となっている「環

境研究総合推進費」と「地球温暖化対策技術開

発・実証研究事業」のための PO 及び支援事業に

ついては、4 月中旬の入札で落札しました。この

結果、平成 24 年度も環境省の競争的研究資金の

PD・PO 業務や支援業務を当協会が一括して実施

することができることになりました。 
 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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プログラムオフィサー着任のご挨拶 
このたび、第 2 研究分科会担当の PO として採

用されました松岡正邦です。簡単に自己紹介をさ

せていただきます。 
大学院（東京工業大学大学院理工学研究科）を

修了後、半年間助手として勤務した後、昨年 3 月

に退職するまでの 37.5 年に亘って東京農工大学

の化学工学科で過ごしました。（改組によって学

科名称は何度か変りましたが、省略いたします。）

この間、担当した講義科目の内で主なものを挙げ

ますと、「化学工学（概論）」、「拡散単位操作」、

「移動現象論」、「システム工学（概論）」、「物理

化学」などがあります。 
また、研究分野としては、結晶化の現象論と速

度論とその応用を目的に結晶化工学（晶析操作）

の周辺を行ってきました。結晶化操作は他の分離

精製操作と比べて省エネルギー操作であり、環境

にも優しいという利点がありながら、固体の発生

を伴うことや粒子群を扱うために新たな導入が

敬遠されがちな操作のようです。また、様々な側

面があります。当初は、高度な分離精製の面を意

識して、液相や気相からの結晶化による純度向上

や、光学分割による異性体分離、固液平衡関係を

対象としました。その後は、結晶多形やメカノケ

ミカル操作による固相からの結晶化などのテー

マを手掛けてきました。結晶化現象に関する課題

の多くは、医薬品や食品などファインケミカルズ

関連の産業で解決に迫られている問題と関連し

ています。このために企業からの相談に乗る機会

にも恵まれて、公表できないながらも生産現場の

実際の問題点に接したことは研究の展開上、よい

経験となりました。多形現象の制御や、cocrystal
形成によって溶けにくい物質をいかにして溶け

やすくするかというように、問題の理解と解決に

際して化学工学や物理化学の知識を駆使する必

要がある興味深い分野であると思っています。 

 環境関連の研究

や技術開発で、結晶

や結晶化自体が直

接話題にあがるこ

とは少ないようで

すが、環境汚染物質

をメカノケミカル

操作によって無害

化する試みが報告

されています。身近な食品や調味料の中にも多く

の結晶性の物質が関っている現状をきっちりと

把握する必要があると思っています。 
研究とは別に、大学および学会では多少の管理

や運営の経験もしました。特に大学では、教育者

と研究者としての立場を両立させる難しさを配

慮する必要がある様に感じています。このことは

私自身にとって重要な問題であると認識してい

ました。自分自身が歩んで来た姿を反省しながら、

PO として歩むことになりそうです。 
 昨年 3 月に定年を迎えましたが、大学の環境安

全管理センターで安全な作業環境やエネルギー

使用量の抑制、CO2排出削減などの仕事を手掛け

ています。大学が事業者として置かれている立場

を改めて認識しつつ、環境や安全に対する取り組

みを研究や教育の当事者とは異なる視点で考え

始めて 1 年が経過したところです。これまで、有

効に活用してきた、移動現象論的な解析手法、例

えば伝熱問題や拡散などの速度論や収支論（バラ

ンス論）で果たす化学工学的な考え方は、環境分

野の研究支援に役に

立つものと考えてい

ますので、PO とし

て微力ながらも全力

を尽くす所存です。 
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ブータンの自然 

 ブータンは、いわずとしれた山岳の国であり、

ヒマラヤ山系に連なっていることから、自然環境

もヒマラヤに類似している。ヒマラヤから、東に

のび日本にいたる地域は、植物学者である中尾佐

助などが提唱した「照葉樹林文化」圏であり、自

然環境をはじめ、農業や文化などが類似している

と言われている。確かに、そこらに生えている植

物などは、どこかで見かけたことがあるようなも

のがほとんどであり、農村風景なども、どこか懐

かしい感じがする。 

今回のツアーは、正月ということもあり、あま

り自然に触れる機会はなかったが、標高 3,000ｍ
ほどの崖の上にあるタクツゥアン寺院を訪れる

機会があり、2,500ｍから 3,000ｍまでの自然の

状況を観察することができた。 
 ブータンの国木は、現地ではツェンデン･シン

と呼ばれるイトスギの仲間で、学名は Cupressus 
cornetana という（写真 1）。これは、日本ではス

ギの様な存在であり、寺院やお城には必ず植えら

れており、山の上の寺院への道の脇にも転々と植

えられている。その葉は、スギと同じように燻す

と良い香りがするそうで、寺院の中の大きな香炉

では、一日中焚いているほか、普通の住宅地でも、

焼却炉のような香炉で、焚いているのである（写

真 2）。 

 首都ティンプーは、標高 2,000ｍほどであり、

周辺の山はほとんどマツ林である。このマツは、

五葉松で Pinus wallichiana である。見た感じで

はチョウセンゴヨウマツに似ており、松ぼっくり

もチョウセンゴヨウなみに大きい。ブータンは、

冬の間は乾期になり、ほとんど雨が降らず、乾燥

している。そのため山火事も多いようである。

我々がいた間でも、小規模な山火事が見られた

（写真 3）。そういうこともあるせいか、里に近

いところでは、樹木の密度も低く、木もそれほど

大きいものはない。樹木がなくなった場所では、

近は、マツを植えているそ

うである。 
 

 

 
写真 1：ブータンの国木ツェンデン･シンの巨木

 

写真 2：住宅の脇にある、焼却炉のような香炉 
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タクツゥアン登山 
 タクツゥアン寺院（写真 4）は、3,000ｍの崖

の上にあるが、登山道は 2500ｍから始まる。神

聖な地域に近いせいと、標高が高いので湿度が高

いせいで、マツの密度も高く、木も大きい（写真

5）。広葉樹も見られるようになり、ヒイラギのよ

うな葉をした灌木が茂っていた（写真 6）。これ

は何だろうと思いながら、さらに登っていくと、

それが大きくなり、葉のトゲがなくなる。どうや

らカシの仲間であるようだ。帰ってから森林総研

の研究者に聞いてみたら、おそらく Quercus 
semecarpifolia だろうとのことであった。常緑で

あり、低いところの葉には、ヒイラギのようなト

ゲがあり、高いところでは丸くなるのである。こ

れは、動物による食害から身を守っているのであ

ろう。おもしろいことに、標高が高くなるにつれ

て、どんどん樹高が大きくなり、3,000ｍの地点

では、30ｍくらいの巨木となっている。その巨木

には、着生シダやサルオガセがまとわりついてお

り、深山幽谷の様相を呈している（写真 7）。こ

れは、熱帯・亜熱帯の高地でよく見られる雲霧林

というものであろうか。高木はそれほど種類は多

くなく、他には、モミの仲間くらいである。 
 灌木としては、アセビ、シャクナゲなどが生え

ている。シャクナゲの花はまだみられなかったが、

アセビにはたくさんつぼみが付いていた（写真8）。
（つづく） 
 
 

 
 

写真 3：あれ、山火事だ！  

 
写真 4：ブータンで一番の聖地、タクツゥアン

寺院 

 
写真 5：登山口 2,500ｍ付近のマツ林 
 

写真 6：Q. semecarpifolia の矮性木。ヒイラギ

のよう
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第 5 研究分科会：「持続可能な社会・政策研究」

分野 
前回に引き続き、第 5 研究分科会（持続可能な

社会・政策研究）の新規課題について、問題対応

型の残り 3 課題をご紹介します。 

なお、今回ご紹介できなかった革新型研究課題

など、環境研究総合推進費の詳細につきましては、

「環境研究・技術総合サイト」

（http://www.env.go.jp/policy/kenkyu/index.ht
ml) をご覧ください。

 
 

◎E-1104：気候変動に配慮したアジア環境先進型流域圏の構築と普及 

代表者：沖 一雄（東京大学) 

 
熱帯地域は種の宝庫であり、その保全は当該国

だけでなく、世界的に取り組むべき大きな課題で

す。熱帯地域の環境に影響を与える重要な要因の

一つは農業であり、それはアジアにおいても同様

です。環境問題と関連して熱帯アジアにおける農

業は、(1)人口増加にともなう食糧・水需要の増

 

写真 7：3,000m 付近での同じ Q. semecarpifolia 。
着生シダとサルオガセがまとわりついてお

り、雲霧林の様相を呈している。 

 
 写真 8：アセビの仲間  

 
写真 9：3,000m 地点での森林の状況。薄いのがゴ

ヨウマツ、 
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大、(2)地球温暖化による農業生産性の低下、(3)
近代農法の普及にともなう環境問題、(4)バイオ

マスエネルギーに対する需要の増大、の４つの問

題に直面しています。これらの問題の緩和のため

には、アジア開発途上国における在来の品種・栽

培法と地域資源の伝統的活用法の中で、有効なも

のは積極的に活用しながら、気候変動に対応した

水・食糧・エネルギーバランスを考慮した環境先

進型流域圏を構築し普及することが望ましく、グ

リーン・イノベーションを推進している我が国が、

各国と協力して取り組む必要があります。  
本研究は、人間が農業を介して経済的に豊かに

なろうとするための行為と、人間生存基盤である

水・食糧・エネルギーに焦点をあて、気候変動に

配慮しながら改革の方向性やインフラ整備の必

要性を示すことによって、アジア環境先進型流域

圏（理想的な流域圏）の構築のための仕組み作り

を提案し普及させることを目的とします。さらに、

プロジェクト終了後も継続して、得られた成果情

報を政府関係者や地域関係者に提供することを

目標として、環境リーダーの養成と技術移転のた

めの環境の整備を行います。なお、本研究は熱帯

アジアの中でも、近年、耕地拡大が進んでいるイ

ンドネシア共和国およびラオス人民民主共和国

を実証試験国として実施します。 研究成果が途

上国の都市政策・計画に反映され、当該国の環境

汚染のみならず、温室効果ガス削減へ寄与するこ

とが期待されます。 
 

 [研究項目及び実施体制] 
①洪水・渇水リスクおよび窒素負荷量の評価（茨

城大学） 
②気象条件・品種特性に配慮した広域評価型イネ

の生育・収量予測モデルの開発（京都大学） 
③流域における食糧生産ポテンシャルの評価と

品種適応地の把握（千葉大学） 
④流域におけるバイオマスエネルギーの需給予

測とCO2削減効果（名古屋大学） 
⑤水・食糧・エネルギーに焦点をあてたアジア環

境先進型流域圏の提案（東京大学）
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◎E-1105：低炭素社会を実現する街区群の設計と社会実装プロセス 

 研究代表者：加藤 博和（名古屋大学） 

 
日本において CO2 排出量長期大幅削減を着実に

達成するためには、各種要素技術の革新はもとよ

り、それらの相互関係を考慮して空間配置を規定

することによって、生活・生産活動に影響を与え

る都市・地域の空間構造を低炭素型に再構築する

ことが不可欠です。 本研究では、個別要素技術

の内容とその空間配置を実物スケールで扱うこと

ができる「街区群」（街区は「街路に囲まれた一区

画」を指す）を評価範囲として設定し、目指すべ

き空間構造の条件と具体デザインを評価するシス

テムを、ライフサイクル思考に基づいて構築し、

実際の都市空間の評価に適用していきます。さら

に、示された低炭素街区群の実現に向けた諸課題

の整理、社会経済制度見直しの方向性を見出しま

す。 
これにより、2020 年・2050 年目標を実現する

方策を時系列的かつ具体的に示し、地球温暖化対

策の地方実行計画の作成への指針を与え、日本の

国土・地域を低炭素でかつ社会経済的にも豊かな

ものとすることを目指します。 
[研究項目及び実施体制] 
①低炭素街区群のデザイン方法論と推進する技

術・制度システム（名古屋大学） 
②低炭素街区群を支えうるエネルギー・資源循環

システム（(独)国立環境研究所） 
③低炭素街区群を支えうるインフラシステム （名

古屋大学） 
④低炭素街区群を支えうる建築システム（慶応義

塾大学） 
⑤低炭素街区群形成の地域展開方策（(財)地球環境

戦略研究機関） 

 

 
◎E-1106：アジア地域を含む低炭素型サプライチェーンの構築と制度化に関する研究  

研究代表者：國部 勝彦（神戸大学） 

 
低炭素社会を実現するためのこれまでの研究や

政策の対象は企業や製品および技術が中心であり、

複数の企業間にわたる製造プロセスのサプライチ

ェーンを対象とする低炭素化のための活動や政策

は、特にアジア地域ではこれまで十分に展開され

ておらず、ここに大きな問題が存在しています。 
本研究は、サプライチェーンを低炭素化するた

めに必要なサプライチェーンの環境負荷の測定・

評価技術を開発して、低炭素型サプライチェーン

を、アジア諸国を含む地域で制度化するための方



 

  8

法を研究します。  
本研究で開発される技術を活用して、日本およ

びアジア地域でのものづくりの低炭素化を促進し、

温室効果ガス排出量および環境負荷の低減に貢献

することを目的とします。 
 

[研究項目及び実施体制] 

①アジア諸国のインベントリデータベースと環境

負荷量測定手法の開発（東京都市大学・電気通信

大学） 
②低炭素型サプライチェーン評価システムの開発

（関西大学） 
③低炭素型サプライチェーンの制度化とアジア地

域を含めた普及方策の研究（神戸大学）

 

 
 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6(金)：会誌編集委員会を開催  

16(月）：温対事業 検討会（斜杭掘関連）に出席（東京） 

18(水)：環境推進費 廃棄物対策課 打合せ(環境省)  

19(木) ：大気環境学会植物分科会に参加（東京） 

20(金) ：温対事業 検討会（波力関連）に出席（東京） 

24(水)：温対事業 検討会(新 BDF 関連)に出席（東京） 

25(木) ：ESD 打ち合わせ（環境省） 

 

* 環境推進費：環境研究総合推進費 

  温対事業：地球温暖化対策技術開発・実証研究事業 

 
 

〒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)

  


