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新型コロナ発生から３年が経ち、第8波は収まりつ

つあるものの終息時期は見通せません。新規感染者

数も死亡者数も世界トップレベルですが（COVID 

Live-Coronavirus Statistics- Worldometer）、

報道での扱いは徐々に小さくなってきているようです。 

ロシアのウクライナ侵攻が始まってから 1年になろ

うとしています。悲惨な状況が続いているはずですが、

報道はやはり少なめです。人々が慣れてきたからでし

ょうか。目新しいことや珍しいことでなければニュース

にはならないとすれば、不思議ではないのかもしれま

せんが。 

気候変動問題も我が国では取り上げられることが

少なくなってきたように見えます。欧米などでは猛暑、

大旱魃、大洪水等が気候変動と関連付けられ大きく

扱われてきているようですが、過去 500 年間で最悪

というヨーロッパの旱魃（Drought in Europe 

August 2022, GDO Analytical Report, EC）や、

昨年末から 3 週間にわたり続いたカリフォルニアの

豪雨など大規模災害が多いからでしょうか。 

ニュースでの扱いが大きくなくても、気候変動を含

む環境問題は小学校から教えられるようになってい

ます。おかげで学生達はある程度の知識を持ち合わ

せていると思われます。しかし、そのためか、環境問題

は新規性がなく研究対象としての魅力に乏しいと捉

えられているという指摘があります。実際、環境研究

分野で博士課程に進む学生が減少してきているとい

うのです。研究所でポスドクの募集をかけても応募者

が集まらないという話もあります。もっとも博士課程で

は、環境分野に限らず、留学生は増えていても日本

人進学者は減少してきているようです（学校基本調

査、外国人留学生在籍状況調査）。 科学技術立国

を目指すのであれば、少子化対策と同様に異次元の

対策が必要かもしれません。 

さて、協会の業務関係では、地域共創・セクター横

断型カーボンニュートラル技術開発・実証事業の成

果発表会が、2 月 9 日にオンラインで開催されます

（https://www.env.go.jp/press/press_01066

.html）。 また、令和 5 年度事業が 2 月 13 日を締

め切りとして公募されています。昨年度と同様に、ボト

ムアップ型に加え、地域共創・セクター横断型テーマ

枠が設けられています。当該枠は「地域社会における

ニーズ及び各省庁における取組について、相互に連

動した課題をテーマとして設定し、様々なステークホ

ルダがイノベーションのパートナーとして参画するもの」

とされています。｢気候変動×建築｣、「気候変動×農

山漁村」、「気候変動×地域交通」が対象です。

（https://www.env.go.jp/press/press_01025

.html） 

環境研究総合推進費関係では、3 月に企画委員

会、追跡評価委員会が開催されます。また、１～2 月

にかけ、環境再生保全機構により令和 5年度新規公

募課題の審査が行われています。 

学術誌については、「日本の 2050 年脱炭素シナ

リオ」を先日会員の皆様にお送りしたところです。定

量シナリオ、投融資、ICT、フルオロカーボン等さまざ

まな分野における現状と課題が含まれています。多く

の方々に興味を持ってお読みいただける内容になっ

ていると思われます。 

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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お正月のおせち料理は普段と違って、遊びに来る

子どもたち家族の分も用意することになり、どうしても

作り過ぎになってしまいます。おせち料理といっても自

分で作るのはお雑煮と引き煮しめ（食と旅と環境つ

れづれ話(4)参照）くらいで、黒豆などはできたもの

を買ってきておしまいです。例年と違うのは、今年のお

雑煮用蒲鉾を私の故郷の蒲鉾店から通販で入手し

たことです。この蒲鉾店は東京のデパートにも出品し

ている程の有名店ですが、お雑煮用の紅白の板蒲鉾

やカステラ蒲鉾は東京では手に入りません。これらと

一緒に名産の笹蒲鉾をはじめとして各種の蒲鉾を注

文しました。カステラ蒲鉾は一般には馴染みがないか

もしれませんが、伊達巻きと似たような材料で、名前

のとおり巻いていなくて黄色いカステラ状の蒲鉾です。

蒲鉾感が伊達巻きよりも強いので私の好みで使って

います。 

それから、数の子入り松前漬も作りました。いつも

は出来合い買ってきて、それに数の子を加えて作って

いたのですが、今年は東京で年末にたまたま通りか

かった北海道物産店にあった松前漬の材料パックを

買って作りました。味はうまくできたのですが、北海道

仕様のパックだったためか、大量の松前漬ができてし

まいました。年末から少しずつ食べはじめていたので

すが、正月三が日が過ぎても、大きな保存容器に入

った松前漬は一向に減る気配がありません。そこで

「松前漬 リメイク」と検索してみました。いろいろなリ

メイクレシピが出てきましたが、大量消費できそうなレ

シピは「松前漬で炊き込みご飯」くらいでした。リメイ

ク料理を迷っているうちに、見た目に賞味期限が迫っ

ている感じになりました。そんな頃、昼飯にうどんを食

べようと乾麺を茹でながら、おぼろ昆布うどんのこと

がひらめきました。おぼろ昆布が”アリ”ならば、おぼ

ろ昆布の繊細さには及ばなくても、ネバネバの松前

漬も”アリ”だろうと思いつきました。うどん出汁の塩

気はなしにして、うどんが見えないくらいに松前漬をト

ッピングして食べたところ、これが大正解でした。食品

ロスを防ぎ、かつアイディアへの自己満足で、美味し

く食べることができました。後日談ですが、近くのスー

パーで炊き込みご飯の素の陳列棚に刻み昆布が入

ってややネバネバ感のある袋を見つけました。松前漬

の炊き込みご飯は”アリ”のようです。来年は引き煮し

めも加えて、リメイク炊き込みご飯に挑戦しようと思い

ます。 

おせち料理の食材で賞味期限が短いもののひと

つは蒲鉾です。子どもの頃から笹蒲鉾をおやつ代わ

りに食べていたので、同じようにどんどん消費してい

たものの、そろそろ火を通しておいた方が良いのでは

ないかというタイミングで、おでんを作りました。市販

のおでん種パックに高級な蒲鉾を加えたので、これも

美味しくできました。 

最後まで冷蔵庫に残っていたのは田作り（ごまめ）

です。これも「田作り リメイク」と検索してみると、なん

とまた、炊き込みご飯が出てきました。炊き込みご飯

はリメイクの万能選手なのか？！ しかし、炊き込みご

飯は失敗した時のご飯の処理の難しさを考えてしま

い、天ぷらのかき揚げにしました。引き煮しめを作った

時のゴボウと人参が残っていたので、それも加えまし

た。 

保存が利くものではパック餅や煮小豆がまだ残っ

ています。これは後で、エンドウ豆を買ってきて固めに

茹で、電子レンジで柔らかくした

餅に加えて平たく延ばし、煮小豆

を包んで豆大福にしました。やや

形が男の料理でしたが、一応豆

大福になっていたと思います。 

 

 

 

AIRIES 随筆（131） 

新田 裕史 (環境研究総合推進費 プログラムアドバイザー) 
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環境研究総合推進費では、令和 5年度より戦略研

究プロジェクト３件が立ち上がる予定となっています。 

本号では、令和５年度より 3か年計画で始まる戦略

的研究開発（Ⅱ）の課題「SⅡ-10」について、研究内

容の概要等を公募方針に沿って紹介します。

 

 

【SⅡ-10】：海底プラスチックごみの実態把握及び回収支援に向けた手法・技術の開発 

プロジェクトリーダー：東海 正（東京海洋大学）  

 

【背景と目的】 

近年、マイクロプラスチックを含む海洋プラスチックご

みによる海洋汚染は、喫緊に対策が必要な地球環境問

題の一つと広く認識されている。2022 年に開催され

た国連環境総会において、海洋環境等におけるプラス

チック汚染に関して、法的拘束力のある文書(条約)の

策定に向けた政府間交渉委員会の設置を定めた決議

が採択された。このように、海洋プラスチックごみ対策に

係る各国の関心が高まるなか、これまで本分野におけ

る議論をリードしてきた我が国に対し科学的知見の整

備や効果的な発生抑制対策の事例提供等が一層求め

られているところである。 

「海洋プラスチックごみに関する既往研究と今後の重

点課題(生物・生態系影響と実態)」（令和 2 年 6 月、

海洋プラスチック汚染対策室）では、海底プラスチック

ごみの実態に関する科学的知見の蓄積が重点研究課

題とされており、特に、既存調査において活用されてい

る漁具(底曳網等)による海底ごみの採取は、それぞれ

の漁法における採集効率が不明であるため、海底プラ

スチックごみの密度や海底に蓄積しているプラスチック

ごみの量を推定することができない点が指摘されてい

る。また、海底プラスチックごみは紫外線に晒されにくい

ため、プラスチックの劣化等が進みにくいことが指摘さ

れている一方、海底の底質中からもマイクロプラスチッ

クが検出されることから、海底に生息する生物やプラス

チックごみに付着する生物によるプラスチックの破損等

によるマイクロ化も指摘されていることなど、海底付近

におけるプラスチックごみの変化や実態には不明な点

が多い。海洋に流出したプラスチックごみのうち、マイク

ロ化したプラスチックの回収には、現時点では技術的に

困難な点が多く、できるだけマクロなサイズのうちに採

取、回収することが望ましい。特に、海底に存在するもの

については、特別に採取、回収するとなると必要となる

設備や費用も大きくなることから、漁業者の協力により

日頃の操業の中で入網してくるプラスチックごみを採取

し、陸上に持ち帰って回収すること等が効果的と考えら

れる。しかしながら、上述の通り、漁業者との連携による

回収の効率には漁業による採集効率に不明な点があ

ることや、海底プラスチックごみの密度や海底に蓄積し

ているごみの量が推定できていないことにより、回収作

業を重点的に実施する地点や回収量の目標などの計

画が立てづらいこと、さらには漁業者による海底からの

プラスチックごみ回収の動機づけとなる環境保全や付

加価値向上等の効果が目に見えにくいこと等の課題が

あるため、漁業者との連携は限定的なものに留まってい

る。 

このような状況のなか、海底プラスチックごみの回収

をよりいっそう進めるためには、①海底プラスチックごみ

の分布実態や、様々な漁法における漁業者との連携に

よる海底プラスチックごみの回収効率を把握するため
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の効果的・効率的な調査手法・技術等の確立、並びに

②海底プラスチックごみ回収作業が漁業活動の作業効

率に与える影響を明らかにするための分析手法や、海

洋生物や海洋環境に与える影響を明らかにするための

評価手法の構築、漁業者に海底プラスチックごみの回

収を促す動機づけの分析手法の開発が必要となってい

る。また、近年生態系への影響が懸念されているマイク

ロプラスチックについては、製品製造時にマイクロ化さ

れているもののほかに、製品の使用や環境中での破

砕・劣化等によりマイクロ化するものがあり、特に海中や

海底における劣化や付着生物による微細化の実態はこ

れまで明らかになっていない。より実態に即したリスク評

価とその結果を踏まえた効果的な施策の実施のために

は、③海底におけるプラスチックの劣化、微細化の実態

解明が必要となっている。

 

 

【全体目標】 

海底プラスチックごみの効果的・効率的な実態把握

及び回収支援に向け、海底プラスチックごみの実態把

握及び回収効率の推定に係る手法・技術を開発する。

同時に、漁業者による海底からのプラスチックごみ回収

をよりいっそう進めるため、海底プラスチックごみの回収

支援に向けた手法・技術を開発する。 

さらに、海底におけるプラスチックの微細化の実態解

明に向け、海底プラスチックごみの付着生物、紫外線や

海底環境での物理作用による劣化・微細化等、海底に

おける微細化の実態把握手法を構築する。 

今後の海洋プラスチックごみに関する国際条約の議

論や各国の履行のための支援等のために各国に提供

することを想定しつつ、発展途上国を中心とした各国で

の活用を考慮した手法・技術を提示する。 

 

【個別目標】 

●漁業者による海底プラスチックごみの回収効率の推

定手法の開発 

●水中カメラ等の映像から海底プラスチックごみの分

布等を把握する技術の開発 

●海底プラスチックごみの回収が海洋生物や海洋環境

に与える影響を明らかにするための手法の確立 

●海底プラスチックごみが漁業活動の作業効率に与え

る影響を明らかにするための分析手法の開発 
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●漁業者に海底プラスチックごみの回収を促す動機づ

けの分析手法の開発 

●付着・底生生物の摂食による海底プラスチックごみの

劣化・微細化評価手法の開発 

●生物の付着による海底プラスチックごみの劣化・微細

化評価手法の開発 

●海底プラスチックごみの種類・劣化の実態を反映した

劣化・微細化評価手法の開発 

 

【プロジェクトの研究テーマ及びサブテーマ構成】 

■テーマ１：海底プラスチックごみの実態把握及び回収

効率の推定に係る手法・技術の開発 

テーマリーダー：東海 正(東京海洋大学) 

海底プラスチックごみの効果的・効率的な実態把握

及び回収支援のために、漁業者による回収が想定され

る海域を中心に、既存データも活用しながら、漁業によ

る海底プラスチックごみの回収効率及び広範囲にわた

る分布量の推定、水中カメラ等の映像を用いた海底プ

ラスチックごみの分布量の推定に関わる手法・技術を

開発する。サブテーマ 1-(1)では海底プラスチックごみ

を採取している底曳網の漁法（桁網、ビームトロール、

板曳網、かけまわし式網など）別に採集効率を推定する

手法を整備するとともに、推定した代表的な漁法の採

集効率を用いて既往の底曳網調査海域ごとの海底プ

ラスチックごみの密度等の推定を行う。サブテーマ 1-

(2)では主に既存の水中カメラ等の映像から海底プラ

スチックごみの分布量を定量化するAIを用いた技術の

開発を行い、水中映像が存在する海域について、可能

な限り広範囲での海底プラスチックごみの分布量や密

度を推定する手法を開発する。 

 

■テーマ２：海底プラスチックごみの回収支援に向けた

手法・技術の開発 

テーマリーダー：松下 吉樹(長崎大学) 

海底プラスチックごみの回収が海洋生物や海洋環境

に与える影響を明らかにするための手法を確立する。同

時に、海底プラスチックごみが漁業活動の作業効率に

与える影響を明らかにするための分析手法の開発、な

らびに漁業者に海底プラスチックごみの回収を促す動

機づけの分析手法を開発し、海底プラスチックごみの回

収支援に向けた手法・技術を開発する。サブテーマ 2-

(1) では、代表性のある漁場、海草場、藻場において海

底プラスチックごみとそれにより死亡したと考えられる生

物を定期的に調査して、海底プラスチックごみが海洋生

物に与える影響を明らかにするための手法を開発する

とともに、海底プラスチックごみ回収が藻場に与える影

響を明らかにする手法を開発する。サブテーマ 2-(2) 

では、海底プラスチックごみが漁獲物に混じり採取され、

船上で選別される際に漁業者に与える影響を、人間工

学的手法による労働負荷の分析や視線計測により明ら

かにする方法を提案する。サブテーマ 2-(3) では、海

底プラスチックごみの漁業への影響と回収に関する漁

業者の意識・行動を明らかにするためにインタビューや

質問票調査を実施し、漁業が実施する環境保全活動

が、対象とする水産資源や漁場の付加価値化につなが

るか検討する。 

 

■テーマ３：海底プラスチックごみの摂食・付着による劣

化等、海底における微細化の実態把握手法の構築 

テーマリーダー：河村 知彦(東京大学) 

海底におけるプラスチックの微細化の実態解明に向

け、付着・底生生物の摂食、生物の付着、ならびに紫外

線や海底における物理作用による海底プラスチックご

みの劣化・微細化評価手法を開発する。サブテーマ 3-

(1) では、陸域で排出され海域に流出・滞留する各種

プラスチックごみが河川内から浅海域を経て深海底に

輸送される過程において、各種動物の意図的・非意図

的な摂食による微細化の実態とその速度およびメカニ

ズムを明らかにする。サブテーマ 3-(2)では各種プラス

チックごみ表面に付着する動植物を用いた飼育実験、

各種付着生物の粘着物質を用いた化学的実験等によ

り、各種プラスチックの劣化・微細化のプロセス、メカニ

ズムを調べ、付着生物種やプラスチックの状態・形状に

より比較する。また、劣化・微細化の程度を客観的に評

価する手法を開発・確立する。サブテーマ 3-(3) では、

浅海(藻場や大陸棚)から深海に至る海底で採取した

プラスチックごみの材質や劣化等実態を把握するととも

に、実態を反映した劣化プラスチックを作製して実験的

な検討を行うことにより、海底における主に物理作用を

通じたプラスチックの劣化・微細化の機構を解明し、そ

の実態を評価する手法を開発・確立する。
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地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技術

開発・実証事業について、令和５年度新規課題の一次

公募がはじまりました。  

 

●公募実施期間：令和 5年１月 12日（木） ～ 

  同年２月 13日（月）17:00 まで 

 

公募の詳細は、環境省 報道発表資料よりご確認くだ

さい。  

環境省報道発表資料：

https://www.env.go.jp/press/press_01025.h

tml 

環境省では、令和５年２月９日（木）に地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技術

開発・実証事業における成果発表会を開催することとなりました。  

本成果発表会は、地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技術開発・実証事業にお

いて創出された開発・実証成果について広く情報発信を行い、優れた技術の社会実装を更に

推進・加速することを目的に開催します。 

 

【開催日時】令和５年２月９日（木）13:00～15:30  

【開催方法 】Microsoft Teams によるオンライン開催  

【定員】500名程度（先着順） 

◆参加ご希望の方は、下記 URL の申込用フォームから 2 月 8 日（水）15:00 までにお申

し込みください。 

【申込用フォーム】https://forms.office.com/r/Q5RTBzEwKT 

 

◆プログラム等詳細は、下記 URLより報道発表資料をご覧ください。 

【報道発表資料】 https://www.env.go.jp/press/press_01066.html  
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ASSOCIATION OF INTERNATIONAL RESEARCH INITIATIVES FOR 

ENVIRONMENTAL STUDIES 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

１/４(水)：仕事始め 

5(木)：CO2対策事業 応募相談会を開催（Web会議） 

6(金)：CO2対策事業 環境省打合せ（Web会議） 

10(火)：CO2対策事業 応募相談会を開催（Web会議） 

11(水)：CO2対策事業 フォローアップヒアリング（Web会議） 

12(木)：CO2対策事業 フォローアップヒアリング（Web会議） 

13(金)：CO2対策事業 フォローアップヒアリング（Web会議） 

CO2対策事業 知財打合せ（Web会議） 

16(月)：CO2対策事業 環境省打合せ（Web会議）  

    CO2対策事業 検討会に出席（Web会議） 

CO2対策事業 フォローアップヒアリング（Web会議） 

17(火)：推進費制度 環境省打合せ（Ｗｅｂ会議） 

20(金)：CO2対策事業 環境省打合せ（Web会議） 

23(月)：CO2対策事業 検討会に出席（Web会議） 

24(火)：CO2対策事業 キックオフミーティングに出席（Web

会議） 

25(水),26(木)：推進費制度 R5年度新規採択ヒアリング

（自然共生部会）に参加（Web会議） 

CO2対策事業 検討会・実証検分に出席（四日市） 

26(木)：CO2対策事業 検討会・実証検分に出席（御殿場） 

27(金)：推進費制度 R5年度新規採択ヒアリング（統合部

会）に参加（Web会議） 

    CO2対策事業 実証検分に出席（つくば） 

30(月)：推進費制度 環境省打合せ（Web会議） 

31(火)：推進費制度 R5 年度新規採択ヒアリング（気候変動

部会）に参加（Web会議） 

CO2対策事業 キックオフミーティングに出席（Web会議）  

 

＊推進費制度：環境研究総合推進費制度運営・検討業務 

  CO2 対策事業：地域共創・セクター横断型カーボンニュート

ラル技術開発・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 

 


