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新年あけましておめでとうございます。昨年

末には政権交代があり、今年は例年にもまして

変化の多い年となるかと思われます。当協会は、

主として環境研究・開発にかかわっており、環

境研究の各分野で PD、PO と共に環境研究・

開発の適切な執行に努力してまいります。 

 さて、個別の分野の研究から少し距離をおい

て研究全体の方向はどうなるべきでありまし

ょうか。ここでは本質的に重要な点をみておく

必要があります。日本が環境科学、環境技術の

面で世界に寄与するには何があるか。気候変動

の予測に関する科学は大いに充実する必要が

ありましょう。観測技術、シミュレーションを

含めた予測研究は世界から期待されています。

コンピュータによるシミュレーションシステ

ム、計測技術（とりわけリモートセンシング）

における日本の役割は重要です。 

 生物多様性に関しては対象が複雑なだけに

単純なアプローチだけでは不十分でありまし

ょう。農産・水産業を含めた包括的なアプロー

チが必要ではないでしょうか。 

環境汚染に関しては化学的、生物的さらに物

理的汚染がありますが、新しい汚染源の出現に

は早期対応が不可欠であります。そして、今後

の問題として情報やメンタル（社会的なものを

含む）な汚染の問題も考えておく必要がありま

しょう。 

低炭素型社会、循環

型社会については個別

技術だけでなく社会へ

の実装がとくに必要で、

技術面と文化を含めた

社会全体に拡がる多元

的なアプローチが要求

されましょう。先進技

術に強く柔軟な文化的伝統をもつ日本には期

待が集まってくるところです。 

このように課題は実に広範多様です。なすべ

きことは多い。だが現実は厳しい。予算の制約、

人材の不足は大きく、むしろ逆風です。現状を

変えるのは不可能に近い。しかし、ひるまずに

なすべきことを選択し、研究を推進していくの

が務めであります。大改革を望むところですが、

一気にそれを実現するのは多数の利害の絡み

合いから困難です。それでも、現在の硬直・固

定化した枠組が社会的・経済的変動で変化しえ

る機会があれば、そのたびに可能な限り新しい

（あるべき）枠組に近づけていくことはできる

ことであり、その積み重ねは意味ある進歩をも

たらすと期待しています。 

皆様のご協力を得ながら環境研究の充実と

円滑な実施について努めたいと思います。今年

も一層のご協力をお願い申し上げます。
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新年明けましておめでとうございます。夏が過

ぎると年末までは早いですよというようなこと

を書いていたら、本当にあっという間にお正月に

なってしまいました。本年も、よろしくお願いい

たします。また、本年も皆様のご健勝とご発展を

祈念いたします。 

この節目に私の業務報告を数えてみると、今回

で 50 回目ということがわかりました。最初のう

ちは「業務の報告」を書いていましたが、書くこ

とがあまりないので、そのうちに拙いエッセイの

ようなものになり、今日に至っています。いつも

書くネタで苦しんで、苦し紛れに書いていること

も多々ありますので、読まれていらっしゃる方に

は、申し訳ない気もします。また、50 回ともな

るとちょっとマンネリ気味だなという自覚もあ

ります。 

さて、昨年 12 月に衆議院議員選挙が行われ、

与党民主党が大敗し、自由民主党が大勝して政権

を奪回しました。ただ、自由民主党はちょっと一

気に大きくなりすぎたように思います。大きくな

りすぎた民主党が制御不能に陥った轍は踏まな

いとは思いますが、「古きよき時代」に戻るのか、

野党を経験して自由民主党の新しい色が出てく

るのか、これから注視していく必要があります。 

中国も新しい指導体制に移行しましたし、韓国

では初の女性大統領が誕生しました。日中韓とも

新しい指導者に替わりましたので、新たなよりよ

い関係を築いてほしいものです。 

12 月には、フィギュアスケートのグランプリ

ファイナルで、女子は浅田真央選手、男子は高橋

大輔選手が優勝し、女子 3 位の鈴木明子選手、男

子 2 位の羽生結弦選手を加えて、4 人が表彰台に

あがりました。このような明るい話題が今年も続

いてほしいものです。 

また、フィギュアスケートの全日本選手権も行

われ、浅田真央選手が 2 連覇、羽生結弦選手が初

優勝を遂げました。ただ、昨年のように手放しで

喜ぶ浅田選手の笑顔を見ることができなかった

のが残念でした。浅田選手の笑顔は多くの人たち

の心を和ませますので、ここは無理をしてでも笑

顔を見せてほしかったなと思います。 

さて、昨年 12 月にカタールのドーハで、気候

変動枠組み条約／京都議定書の締約国会議が開

催されました。ドーハといえば男子サッカーの

「ドーハの悲劇」を思い起こしますが、調べてみ

るともう 20 年も前のことなんですね。若い人た

ちがわからないのも無理はありません。時がたつ

のは本当に早いです。 

締約国会議では、相変わらず交渉が難航したよ

うですが、最終的には、①全ての国が参加して温

室効果ガス削減を進める新しい枠組み作りに関

して 2015 年 5 月までに交渉のたたき台の文書を

まとめること、②京都議定書を 2020 年末までの

8 年間延長すること（日本は不参加）、③途上国

への資金支援について COP19 で先進国が増額の

方法を提示すること等を内容とする「ドーハ合意」

がまとめられました。１歩前進というところでし

ょうか。 

さて、協会の業務ですが、「平成 24 年度環境

研究総合推進費」については、委員による書面評

価が終わり、ヒアリングの対象となる課題が選定

されました。1 月下旬から 2 月中旬にかけて、７

つの分科会でヒアリングと選考が行われます。 

「地球温暖化対策技術開発等事業」については、

1 月 18 日（金）に椿山荘で成果発表会が行われ

ます。詳しくは P.３をご覧ください。 

本年も引き続き、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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環境省では、エネルギー起源二酸化炭素排出量

の削減を目指した対策技術の開発・実証及び普及

を推進するために、広く民間企業、公的研究機関、

大学等から提案を募集し、優れた技術開発等を促

進する「地球温暖化対策技術開発・実証研究事業

（競争的資金）」を実施しています。 

この度、下記要領で平成 23 年度に終了した事

業の成果を、専門家だけではなく広く市民・国民

の皆様に知って頂くために、「平成 24 年度地球

温暖化対策技術開発成果発表会」を開催します。

 参加を希望される方は、電子メールで、[1]氏

名、[2]勤務先、[3]電話番号、[4] E-mail アドレ

ス を平成 24 年 1 月 11 日（金）12:00 必着で、

ontai@airies.or.jp まで E-mail にてお申し込み

下さい。 

お申し込みの際は、E-mail のタイトルに「地

球温暖化対策技術開発成果発表会傍聴希望」と明

記して下さい。なお、希望者が定員（120 人）を

超えた場合には、受付を締め切ることがあります

ので、お早めにお申し込み下さい。 

 

連絡先：地球温暖化対策技術開発成果発表会事務

局（当協会） 

TEL：03-5812-2105 担当：森本・工藤

  

 

●日時 

平成 25 年 1 月 18 日（金）14:30～17:00 

（開場 13:45） 

●場所 

椿山荘 11 階「マーガレット」 

（文京区関口 2-10-8） 

 

 

 

 

●発表内容（予定） 

○事業成果発表 

・業務用電動二輪車の実用化に向けた一般公道

走行による実走実験（本田技研工業㈱） 

・既存住宅の断熱性能向上のための薄型断熱内

装建材に関する技術開発 

（パナソニック電工㈱） 

・水素・燃料電池社会構築のための負荷対応型

水素精製システムに関する技術開発 

（㈱神戸製鋼所） 

 

 

 

 

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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Global Environmental Research Vol.16 No.2/2012 Ecosystem Services 

Assessment of the Satoyama and Satoumi for a Nature-Harmonious Society を

刊行いたしました。慶應大学 渡邉正孝教授と国連大学高等研究所 西麻衣子氏に

は、Invited Editor として企画から編集までご協力いただきました。Satoyama（里

山）や Satoumi（里海）を経済的な効果という観点から取り上げており、2001 年

に当雑誌で発行しました SATOYAMA 特集号とは、一味違った特集号となってお

ります。 

是非ご高覧ください。 

 Ecosystem Services Assessment of the Satoyama and 
Satoumi for a Nature-Harmonious Society 

 

・Preface  ······························································ M. WATANABE 

・A Review of Japan’s Environmental Policies for Satoyama and Satoumi Landscape Restoration 

·······························T. WATANABE, M.OKUYAMA & K. FUKAMACHI, 

・Valuing Humanity’s Life Support Systems: Inclusive Wealth and Satoyama Landscapes 

············································ A. K. DURAIAPPAH & E. DARKEY 

・Institutional Crafting and the Vitality of Rural Areas in an Urban World: 

Perspectives from a Japanese Community in the Amazon ·················E.S. BRONDIZIO 

・Evaluating Cultural Values of the Satoyama Using the Preference Method 

······································· ·T. YUMOTO, Y. IWATA & Y. MORIMOTO, 

・Satoumi Ecosystems and a New Commons: 

Ecological and Institutional Linkages between Human and Nature ···············T. AKIMICHI 

・Opportunities and Challenges for Rebuilding and Effective Use of Satoyama Resources 

··································································· R. KADA 

・Biodiversity and Fisheries Resource Management in the Satoumi 

····························H. MATSUDA, M. MAKINO & M. TOMIYAMA 

・The Long-Term Trends of Satoyama Capital Stocks and Ecosystem Services; 

Case Study in Mt. Hakusan Biosphere Reserve and its Vicinity  

································ Y. HORI, N. HAYASHI & H. MATSUDA 

・Regional Value of Provisioning and Regulating Services from Water in Japan 

·······································T. OKADERA & M. WATANABE 

・ Integrated Assessment of Biodiversity and Multi-functionality of Satoyama Landscapes 

··································T. OKURO, Y. JIAO & S. YAMAMOTO 

・ Economic Assessment of Ecosystem Services Provided by the Satoyama and Satoumi 

···························· M. WATANABE, S.TAKEDA,T.OKADA & K. TANJI 

・A Pathway for a Nature-Harmonious Society     ····························· M. WATANABE 
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第２研究分科会：「環境汚染」分野 

今回は、「環境汚染」の分野を対象とする第 2

研究分科会の新規課題から 4 課題を紹介します。 

第 2 研究分科会では今年度、表１に掲げる 13 課

題が採択されていますが、ページ数の関係で全課

題を紹介することができません。これらの研究内

容については環境省の環境研究・技術総合サイト

の新聞報道発表に関する URL

（http://www.env.go.jp/policy/kenkyu/index.ht

ml）をご参照ください。

 

表 1：平成 24年度新規研究課題（第 2分科会） 

B-1201
1,4-ジオキサン汚染地下水の生物浄化
可能性の評価診断ツールの開発と浄化
戦略の実証

池　道彦 大阪大学 H24-26

B-1202
PM2.5規制に影響する汚染混合型黄砂
の組成的特徴と飛来量／降下量に関す
る研究

西川　雅高 (独)国立環境研究所 H24-26

RFb-1201
マグネシウム化合物を吸着剤として利
用するほう素、ふっ素の処理技術の開
発

亀田　知人 東北大学 H24-26

RFb-1202
低分子ポリジメチルシロキサンの高精度
分析方法開発と環境汚染実態の解明

堀井　勇一
埼玉県環境科学国際
センター

H24-26

RFb-1203
河口域における残留性有機汚染物質の
循環とそれが沿岸生態系に与える影響
の定量的評価

小林　淳 熊本県立大学 H24-26

ZB-1201
群馬県に降下した放射性セシウムの動
態解析と将来予測

角田　欣一 群馬大学 H24-25

ZB-1202
福島原発近隣における里山生態系を含
めた除染効果の評価と住民の長期的曝
露評価

小泉　昭夫 京都大学 H24-25

ZB-1203
担体固定化吸着剤を用いた環境中から
の小規模分散型セシウム回収プロセス
の実用化

迫田　章義 東京大学 H24-26

ZB-1204
空気揚土撹拌式洗浄装置を用いた放射
性セシウム汚染土壌の減容化方法の
開発

西嶋　茂宏 大阪大学 H24-25

ZB-1205
放射能汚染土壌の飛散防止・洗浄・固
化を行う生物処理実用システムの開発

片山　新太 名古屋大学 H24-25

ZB-1206
放射能汚染土壌の除染実用化技術の
開発

逸見　彰男 愛媛大学 H24-25

ZRFb-12T1
流域に沈着した放射性物質の移動と消
長に関する文献調査および知見整理

古米　弘明 ?日本水学会 H24

ZRFb-1201

東日本大震災に伴う放射能および化学
物質汚染の将来予測と次災害試料アー
カイブの整備

上野　大介 佐賀大学 H24-25

 

http://www.env.go.jp/policy/kenkyu/index.html
http://www.env.go.jp/policy/kenkyu/index.html
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◎B-1201：1,4-ジオキサン汚染地下水の生物浄化可能性の評価診断ツールの開発と浄化戦略の実証

（H24-26）

研究代表者：池 道彦 (大阪大学) 

 

2009 年に水質環境基準に追加された

1,4-ジオキサンは通常の生物処理技術で

は分解不可能であるとされていますが、

本研究代表者らは多様な環境試料から分

解菌の分離に成功し、その活用によって

低コストの分解、処理が可能であること

を示してきました。本研究は、1,4-ジオキ

サンの汚染サイトにおける分解菌のタイ

プと数に基づく地下水の生物浄化可能性

と浄化戦略の評価診断までの浄化戦略の

決定を支援する一連のツールを整備して

実証試験を行い、評価診断ツールおよび

浄化戦略の有効性を検証します。本研究

で確立される一連の手法は、現在既に国

内各地に存在する汚染サイトの環境基準

値以下への効果的な浄化達成を支援する

技術となるものと考えています。 

 

 

 

 

◎B-1202：PM2.5規制に影響する汚染混合型黄砂の組成的特徴と飛来量／降下量に関する研究（H24-26）  

 研究代表者：西川 雅高（(独)国立環境研究所） 

 

黄砂の微小粒子画分（微小黄砂：PM2.5黄砂と

呼ぶ）は大気汚染物質とよく混合することが定性

的に分かってきたが、PM2.5以下の小粒径黄砂に

焦点をあてた長距離輸送や日本周辺域に沈着す

る黄砂に関する研究は非常に遅れている。沈着に

は地域特性があり気象学的および地勢学的要因

に左右されることも分かっているが、観測値とオ

ーダーすら合わないモデル解析事例が頻繁に見

られ、黄砂の影響調査に有用なスポット的地域を

再現できるような沈着量推定モデルは無い。その

ような背景から、本プロジェクトは関連する先行

研究をベースに、1)PM2.5黄砂と大気汚染物質の

複合的汚染を対象とする国際貢献的研究、2)汚染

混合型黄砂の粒径別濃度・フラックス・沈着量に

関する観測情報を直接かつ最大限利用したモデ

ル解析手法の確立とモデル予測精度の向上、3)

黄砂影響研究などに資する沈着前後の黄砂粒径

特性や組成特性変化の解明、4)北東アジア地域に

展開するライダーネットワーク観測データや黄

砂予報情報の継続提供による行政貢献、を目的と

して進められている。 
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◎ZB-1201：群馬県に降下した放射性セシウムの動態解析と将来予測（H24-25）  

研究代表者：角田 欣一（群馬大学） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

群馬県では、福島第一原子力発電所事故による

放射性セシウム汚染の広がりが、いくつかの調査

により判明していますが必ずしも一致した結果と

はなっていません。さらに赤城大沼においては魚

類に暫定基準値以上の汚染が観測されたほか、渡

良瀬川水系のダム湖の魚類にも低レベルの汚染が
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確認されています。こうした湖沼における汚染は、

同程度の放射性セシウムの降下があったと考えら

れる他県の湖沼や県内の利根川水系の湖沼などと

比較してみても、特異的と考えられ、その原因は

明確ではありません。そのため、本研究では、(1)

群馬県内の土壌汚染の状況評価とその経年変化の

観測、(2)湖沼における底質や魚類を含む水棲生物

の汚染状況評価とその経年変化の観測、を行って、

汚染の生態系への影響を総合的に解析し、その原

因究明および将来予測を行い、漁業行政や環境行

政への基礎データとします。 

 

 

◎ZB-1206：放射能汚染土壌の除染実用化技術の開発（H24～25）  

 研究代表者：逸見 彰男（愛媛大学） 

 

福島原発周辺では、原発事故によって広範な地

域に放射性物質が撒き散らされ、今後、長期間に

わたって、土壌など継続的な放射能除染の取り組

みが求められている。しかし、土壌除染について

は、現在のところ、これといった手立てがなく、

除去した放射能汚染土壌は膨大な量のため、保管

場所にも支障をきたしている。一日も早い、放射

能だけを除くことができる抜本的な土壌除染の実

用化技術の確立が切望されている。 

本研究では、a：土壌粘土鉱物に強く固定された

セシウム、ストロンチウム等の放射性陽イオン核

種を、高陽イオン交換容量ゼオライトを混入して

土壌から剥離し、b：剥離した放射性陽イオン核種

を吸着したゼオライトを土壌から効率的に回収す

るために、ゼオライトを磁化帯びさせ（革新性）、

併せて、土壌からの連続・大量分離処理が可能な

放射性土壌分離用磁選機（先導性）とともに開発

する。この技術は、ヘドロ、瓦礫、残土の除染や

廃棄物からのレアーアース回収の際の放射能除去

技術としても活用可能（発展性）である。 

火力発電所焼却灰（国内 600 万トン/年）を原料

とするゼオライト製造技術（愛媛大学 特許 

第 3357571 号）を発展させ、磁性を帯びさせる目

的で Fe イオンを含む FeO(OH)などの原料をゼオ

ライトの合成原料に混入することによって、放射

能除染専用磁性化高 CEC ゼオライトをつくる（独

創性）ため、産業廃棄物リサイクル資源の利用で、

大量・安価（価格 200 円/kg）に供給可能であり、

環境政策上からも意義深い。
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2(土): 環境推進費 担当課題のアドバイザリーボード 

(アド会合)に出席(名古屋) 

3(月)：環境推進費 現地調査（つくば） 

温対事業 検討会(杭打ち関連)に出席（東京） 

4(火)：環境推進費 担当課題のアド会合に出席 (東京) 

   環境推進費 現地調査（仙台） 

   温対事業 打合せ（環境省） 

   会誌 打合せ 

5(水):環境推進費 現地調査(東京) 

5(水)-７(金)：再生可能エネルギー世界展示会に参加 

(幕張メッセ) 

6(木): 環境推進費 担当課題のアド会合に出席(熊本), 

   ESD 業務 ESDモデル事業委員会に出席及び開催 

支援(横浜ズーラシア) 

7(金):環境推進費 担当課題のアド会合に出席(大阪) 

環境推進費 現地調査(大阪),(つくば) 

10(月):環境推進費 担当課題のアド会合に出席(東京) 

  温対事業 検討会(竹 EtOH関連)（ﾊﾞｲｵﾃﾞｨｰｾﾞﾙ関連) 

に出席(水俣),(京都) 

11(火)：温対事業 検討会(温泉共生関連)に出席(東京) 

12(水)：温対事業 検討会(FCV関連)に出席（東京） 

ESD業務 +ESD Web関連打合せ 

13(木)：環境推進費 担当課題のアド会合に出席 (東京) 

温対事業 検討会(集光 PV 関連)に出席（鶴見） 

14(金): 温対事業 検討会(帯水層蓄熱関連)に出席（東京） 

14(金)-15(土):環境推進費 現地調査 (札幌) 

16(日):環境推進費 担当課題のアド会合に出席 (仙台) 

17(月)：温対事業 検討会(地熱開発・温泉発電関連)に 

出席（新潟） 

18(火):環境推進費 担当課題のアド会合に出席 (東京) 

環境推進費 現地調査(埼玉),(大阪) 

温対事業 検討会(EV 充電車関連)（厚木） 

18(火)-21(金): 環境推進費 担当課題のアド会合及び 

打合せに出席 (札幌) 

19(水):環境推進費 担当課題のアド会合に出席 (東京) 

   環境推進費 現地調査(京都) 

温対事業 検討会(断熱窓関連)に出席（長野） 

19(水)-21(金): 環境推進費 担当課題のアド会合及び 

打合せに出席(新潟),(札幌) 

20(木): 環境推進費 現地調査(大分) 

温対事業 検討会(斜杭掘関連)に出席（東京） 

21(金): 温対事業 検討会(EV ﾄﾚｰﾗｰ関連)に出席（東京） 

25(火):環境推進費 担当課題のアド会合に出席(東京) 

   環境推進費 担当課題の拡大アド会合に出席及び 

開催支援(東京) 

温対事業 検討会(EV ﾀｸｼｰ関連) ,(電動ﾊﾞｲｸ関 

連)に出席(東京) 

26(水):環境推進費 担当課題のアド会合に出席(東京) 

温対事業 検討会(分散電源関連)に出席(本庄) 

27(木):環境推進費 担当課題のアド会合に出席(京都) 

温対事業 検討会(相分離 EtOH 関連)に出席(津) 

28(木):仕事納め 

   環境推進費 担当課題のアド会合に出席(東京) 

* 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等事業 

 ESD業務：地域における ESDの取組強化推進業務 
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