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～ 地球・生物・循環・安全・社会の半歩先を語ろう～

　国立環境研究所では、毎年6月の環境月間に合わせ、東京と関西地域で公開

シンポジウムを開催し、研究所の研究成果の発表を行うと共に、皆様との意見

交換等を行っています。本年は、4月に第4期中長期計画の下に活動を開始した

ことを受け、環境問題の重要課題に対して展開してきた研究プログラムを中心

に講演ならびにポスター発表にて成果報告を行いたいと思います。なかでも、

温暖化を代表とする地球環境問題、生物多様性の問題、循環型社会形成の

問題、化学物質をめぐる環境の安全の問題、福島の原発事故に伴う環境問題、

持続的社会をどう作るのかという問題に対して成果を報告させていただき、

「環境」の「今」とその「半歩先」について、皆様とご議論できればと思っており

ます。多数の皆様のご参加を心よりお待ちしております。

国立研究開発法人 国立環境研究所 理事長　住 明正ごあいさつ
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～地球・生物・循環・安全・社会の半歩先を語ろう～

プログラム

※プログラムの内容は、一部変更となる場合があります。

ポスターセッションの要旨は8 ページより

ポスターセッションⅡ
（気候変動、生物多様性、東アジア、計測、化学物質、福島関連、健康分野など）

17:00 17:45～

ポスターセッションⅠ
（気候変動、生物多様性、東アジア、計測、化学物質、福島関連、健康分野など）

11:45 13:00～

休憩14:55 15:10～

開会挨拶 国立環境研究所理事長 住   明 正13:00 13:10～

閉会挨拶 国立環境研究所理事 原澤 英夫16:55 17:00～

①地球をめぐる温室効果ガス ―どこでどれだけ減らせるか？―

地球環境研究センター 三枝 信子
13:10 13:45～

②生物分布の変化を予測し保全に活かす
生物・生態系環境研究センター 角 谷   拓

13:45 14:20～

③環境における安全とはなにか？
環境リスク・健康研究センター 鈴木 規之

14:20 14:55～

④東日本大震災後の災害環境研究で学んだこと、そしてこれから
福島支部 大原 利眞

15:10 15:45～

⑤実践！地域のリサイクルシステムを構築する
資源循環・廃棄物研究センター 田崎 智宏

15:45 16:20～

⑥社会の持続可能性と個人の幸福
社会環境システム研究センター 松橋 啓介

16:20 16:55～
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講  演

地球をめぐる温室効果ガス ―どこでどれだけ減らせるか？―

地球環境研究センター  三枝 信子 

1
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講  演
～地球・生物・循環・安全・社会の半歩先を語ろう～

生物分布の変化を予測し保全に活かす

生物・生態系環境研究センター  角谷 拓

2
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講  演

環境における安全とはなにか？

環境リスク・健康研究センター  鈴木 規之

3
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講  演
～地球・生物・循環・安全・社会の半歩先を語ろう～

東日本大震災後の災害環境研究で学んだこと、そしてこれから

福島支部  大原 利眞

4
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講  演

実践！地域のリサイクルシステムを構築する

資源循環・廃棄物研究センター  田崎 智宏

5
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講  演
～地球・生物・循環・安全・社会の半歩先を語ろう～

社会の持続可能性と個人の幸福

社会環境システム研究センター  松橋 啓介

6
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ポスターセッション

地球温暖化を「見える化」する様々な方法　第3報

宇宙から観た温室効果ガスの挙動 ―「いぶき」（GOSAT）の今と今後―

これは温暖化のせいですか？ ―異常気象の要因分析―

過去1万年間の北太平洋中・深層水循環変動の実態解明 ―南極海における気候変動が引き金か―

パリ合意の意義・課題と今後の温暖化対策

宇宙からの新たな大気・植生リモートセンシング手法の開発

「計画から実施へ」も支援する ―持続可能な都市を目指すアジアの取り組み―

街路空間の構成が屋外熱環境と流れ場に与える影響

東アジアの大気・海洋汚染

ヒ素結合タンパク質の性質に着目した亜ヒ酸の雌生殖毒性解析 

地域と連携した全国湖沼の生物多様性広域評価とモニタリング ―淡水魚と水生植物を指標として―

野鳥における鳥インフルエンザの国内発生状況の特徴

アルゼンチンアリの薬剤防除と生態影響評価

東南アジアの廃棄物埋立地の浸出水管理に人工湿地を導入する

PRTR制度と廃棄物処理における化学物質のフローと環境排出

放射線によってDNAにできる傷を検出する植物の開発と利用

福島県新地町における環境創生研究

災害時における化学物質の環境リスク管理目標に関する研究

子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査） ―5年間の調査で何がわかったか？―

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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ポスター
～地球・生物・循環・安全・社会の半歩先を語ろう～

地球温暖化を「見える化」する様々な方法　第3報 1

（地球環境研究センター 広兼 克憲、町田 敏暢、小熊 宏之、井手 玲子、野村 渉平、松永 恒雄、向井 人史、三枝 信子、横田 達也）
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ポスター

宇宙から観た温室効果ガスの挙動 ―「いぶき」（GOSAT）の今と今後―2

（地球環境研究センター 横田 達也（協力：衛星観測センターのメンバー））
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ポスター
～地球・生物・循環・安全・社会の半歩先を語ろう～

これは温暖化のせいですか？ ―異常気象の要因分析―3

（地球環境研究センター 塩竈 秀夫）
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ポスター

過去1万年間の北太平洋中・深層水循環変動の実態解明 
―南極海における気候変動が引き金か―4

（環境計測研究センター 内田 昌男）
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ポスター
～地球・生物・循環・安全・社会の半歩先を語ろう～

パリ合意の意義・課題と今後の温暖化対策5

（社会環境システム研究センター 増井 利彦、久保田 泉、藤森 真一郎、芦名 秀一、花岡 達也）
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ポスター

宇宙からの新たな大気・植生リモートセンシング手法の開発6

（環境計測研究センター 西澤 智明、杉本 伸夫、松井 一郎、清水 厚、日暮 明子、及川 栄治、神 慶孝）
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ポスター
～地球・生物・循環・安全・社会の半歩先を語ろう～

「計画から実施へ」も支援する 
―持続可能な都市を目指すアジアの取り組み―7

（社会環境システム研究センター 藤野 純一（IGES）、五味 馨、芦名 秀一、増井 利彦、
藤原 和也1、内藤 彩1、岡 和孝 1、日比野 剛 1、越智 雄輝 2、榎原 友樹 2、

藤原 健史 3、倉田 学児 4、西岡 秀三 5、甲斐沼 美紀子 5、石川 智子 5、井上 美智子 5）
〔1：みずほ情報総研、2：E-konzal、3：岡山大学、4：京都大学、5：地球環境戦略研究機関（IGES）〕
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ポスター

街路空間の構成が屋外熱環境と流れ場に与える影響8

（社会環境システム研究センター 一ノ瀬 俊明、林 曄（現：中国・瀋陽建築大学）、山尾 幸夫 1、毛利 英明 2）
〔1：地球環境研究センター、2：気象庁気象研究所〕
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ポスター
～地球・生物・循環・安全・社会の半歩先を語ろう～

東アジアの大気・海洋汚染9

（地域環境研究センター 高見 昭憲）
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ポスター

ヒ素結合タンパク質の性質に着目した亜ヒ酸の雌生殖毒性解析10

（環境リスク・健康研究センター 宇田川 理、加藤 綾華、小林 弥生、平野 靖史郎）
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ポスター
～地球・生物・循環・安全・社会の半歩先を語ろう～

地域と連携した全国湖沼の生物多様性広域評価とモニタリング 
―淡水魚と水生植物を指標として―11

（生物・生態系環境研究センター 松崎 慎一郎、中川 惠、高村 典子）
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ポスター

野鳥における鳥インフルエンザの国内発生状況の特徴12

（生物・生態系環境研究センター 大沼 学）
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ポスター
～地球・生物・循環・安全・社会の半歩先を語ろう～

アルゼンチンアリの薬剤防除と生態影響評価13

（生物・生態系環境研究センター 坂本 佳子、熊谷 直喜、林 岳彦 1、五箇 公一）〔1：環境リスク研究センター〕
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ポスター

東南アジアの廃棄物埋立地の浸出水管理に人工湿地を導入する14

（資源循環・廃棄物研究センター 尾形 有香、石垣 智基、蛯江 美孝、山田 正人）
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ポスター
～地球・生物・循環・安全・社会の半歩先を語ろう～

PRTR制度と廃棄物処理における化学物質のフローと環境排出15

（資源循環・廃棄物研究センター 小口 正弘、山田 正人、倉持 秀敏、由井 和子）
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ポスター

放射線によってDNAにできる傷を検出する植物の開発と利用16

（福島支部 玉置 雅紀）
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ポスター
～地球・生物・循環・安全・社会の半歩先を語ろう～

福島県新地町における環境創生研究17

（福島支部 藤田 壮、大場 真、平野 勇二郎、中村 省吾、五味 馨、戸川 卓哉）
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ポスター

災害時における化学物質の環境リスク管理目標に関する研究18

（環境リスク・健康研究センター 小山 陽介、鈴木 規之）
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ポスター
～地球・生物・循環・安全・社会の半歩先を語ろう～

子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査） 
―5年間の調査で何がわかったか？―19

（エコチル調査コアセンター 磯部 友彦、山崎 新）
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MEMO
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PROCEEDINGS OF PUBLIC SYMPOSIUM 2016, 
NATIONAL INSTITUTE FOR ENVIRONMENTAL STUDIES

　国立環境研究所では、毎年６月の環境月間にあわせて公開シンポジウムを

開催しています。

　また、４月と７月には、つくば本構で一般公開を行い、講演、パネル展示、

体験型イベントなどにより、環境問題についてわかりやすく説明します。

　今年の「夏の大公開」は7月23日（土）の予定です。「夏の大公開」の情報は、

国立環境研究所のホームページ（http://www.nies.go.jp/）で随時お知らせ

します。



〒305-8506 茨城県つくば市小野川16-2

つくばエクスプレス「つくば駅」よりバス10分

JR常磐線「ひたち野うしく駅」よりバス13分

東京駅より高速バスで65分「つくばセンター」よりバス10分

※いずれも「環境研究所」バス停で下車

http://www.nies.go.jp/

kouhou@nies.go.jp/

企画部広報室　TEL.029-850-2309

：

：

：

：

：

所 在 地

交 通 アクセス

公式ホームページ

E - m a i l

お 問 い 合 せ

公開シンポジウム2016

6 /17 6/24

この印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における

「印刷」に係る判断の基準に従い、印刷用の紙へのリサイクル

に適した材料「Aランク」のみを用いて作製しています。
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