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7 月 20 日頃に梅雨が明けてから随分暑くなり

ロンドンオリンピックが開幕しました。白熱した

ました。東日本の今年の夏は「平年並みか平年よ

競技が続いていますが、金メダル候補と目されて

りも気温が低い」という 3 ヶ月予報でしたので、

いた選手や団体競技で敗退したり、銀や銅メダル

暑くなってもそんなに続かないだろうと高をく

に終わったりしていますので、13～14 個の予想

くっていたところ、8 月からの 3 ヶ月予報では、

の金メダルの獲得は難しそうな状況ですね。期待

「平年並みか平年より高い」と変わってしまいま

が重圧になってしまう場合も多いですので、一発

した。暑い夏はこれからが本番のようです。オリ

勝負だとうまくいかない場合も多々あると思い

ンピックの競技を見て寝不足気味ですので、暑さ

ます。金メダル候補になっていなかった選手や競

が一層こたえます。

技が次々と金メダルを獲得するような状況が生
じて初めて金メダル数が増えるのではないかと

「平年並み」という言葉を見て、アレっと思い、

思います。

気象庁のホームページを見てみましたら、そのと
おりでした。これまで 1971 年から 2000 年まで

オリンピックに出場できることだけでも大変

の 30 年間の平均値（気温、降水量、日照時間、

なことです。出場するからにはメダルを取りたい

積雪等）が平年値でしたが、これは 10 年ごとに

という選手の気持ちはわかりますが、応援する側

シフトしますので、昨年 5 月 18 日から 1981 年

は、メダルを取れたかどうか、さらにはメダルの

から 2010 年までの 30 年間の平均値が現在の平

種類によって選手や競技を評価するのではなく、

年値になっていました。1990 年代は年平均気温

力を出し切って競技を行った選手には平等に拍

が平年値よりも高い年が多かったので、1971 年

手を送りたいものです。でも、どうしても金メダ

から 2000 年の気温の平年値は、その前の平年値

ルに目が行ってしまいますね。

よりも高くなっていたはずです。一方、この 10

さて、協会の業務ですが、二次募集を行った「地

年も、地球温暖化の影響もあって平年値よりも年

球温暖化対策技術開発・実証研究事業」は、7 月

平均気温が高い年が多かったですので、現在の年

中旬の評価委員会で採択事業が決まりました。

平均気温の平年値は、1971 年から 2000 年の平年

「環境研究総合推進費研究管理・検討事業」に

値よりも、観測点によって異なりますが、0.2℃

ついては、7 月中旬から始まった公害一括計上予

～0.4℃高くなっているとのことです。つまり、

算の平成 23 年度終了課題の「事後評価」と環境

平年並みと言っても、過去の平年並みよりも暑い

研究総合推進費の継続課題の「中間評価」のため

ということです。その平年並みよりも暑いという

のヒアリング分科会は、7 月末でやっと折り返し

夏ですので、うんざりします。

地点に来ています。8 月に 5 回のヒアリング分科
会を開催して、評価に係る一連の業務が一段落し

暑い夏といえば、心配なのは電力です。昨年の
夏の最大電力志使用量は、8 月 18 日 14：00 の

ます。

4,922 万 kW で、今年の冬の最大電力使用量は 2

「地域における ESD の取組強化推進業務」に

月 14 日 17：00 の 5,150 万 kW でした。今年の

ついては、11 月上旬に開催予定の岡山市での

夏の 7 月 31 日までの最大電力使用量は、7 月 27

「ESD 学びあいフォーラム」の内容が固まって

日 14：00 の 5,038 万 kW です。昨年夏ほど経済

きました。名古屋でのフォーラムについては、準

は落ち込んでいませんし、企業に対する節電命令

備が遅れがちですので、これからエンジンをかけ

が出ていない状況でこの最大電力使用量ですの

て内容を固めて行きたいと思います。

で、節電志向は続いているように見受けられます。

引き続き、みなさまのご指導・ご支援のほど、

この暑い中（ロンドンは涼しいようですが）、

よろしくお願いいたします。
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シンガポールに日本人墓地があるのをご存じ

年（大正 5 年）、日本人会が設立され墓地の管理

だろうか？「地球の歩き方」にも紹介されている。

を担当。1942 年（昭和 17 年）、昭南島政府によ

何度か訪れたことがあるが、残念ながら日本人観

り昭南奉公会が設立され墓地の管理を担当。

光客の姿を見たことはない。MRT の KOVAN 駅

1949 年（昭和 24 年）、敵産処分法令により墓地

から徒歩約 20 分。広さは約 3 万 m2、約 900 の

が接収。1953 年（昭和 28 年）、日本領事館が墓

墓標がある。現在はシンガポール公園法により、

地の管理を担当。1973 年（昭和 48 年）、シンガ

墓地ではなく公園と位置づけられている。また、

ポール政府により日本人墓地を含む国内 42 カ所

土地は、1989 年 1 月 5 日からの 50 年リースとな

の墓地の埋葬禁止令が発令。1987 年（昭和 62 年）、

っている。

シンガポール政府より日本人墓地接収の告知。な
お、現在はシンガポール日本人会が管理している。
周辺は閑静な住宅街である。

墓地の案内には、この墓地の歴史が記載されて
いる。1888 年（明治 21 年）、日本人の豪商 3 名
が自己所有の土地を日本人墓地として使用する
ことを当時の英国植民地庁に申請し、3 年後に許
可を取得。これがこの墓地の始まりである。1915
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墓地内には、曹洞宗の御堂、第 2 次世界大戦の
戦死者の慰霊碑、南方軍総司令官寺内寿一元帥の
墓、二葉亭四迷の碑などもある。しかし、何とい
っても一番多いのが、“からゆきさん”の墓標で
ある。若い方はご存じ無いかもしれないが、から
ゆきさんとは、wikipedia によれば、「19 世紀後
半に、東アジア・東南アジアに渡って、娼婦とし
て働いた日本人女性」である。墓地の案内によれ
ば、1877 年（明治 10 年）には 2 軒の娼館があり
日本人女性 14 人が、さらに 1898 年（明治 31 年）
には 364 人が居たとされている。日露戦争当時は
100 軒を越す娼館があったらしい。
墓標の中には○○大姉と掘られているものも
あるが、ほとんどが○○信女と掘られた名も無い
小さい石柱である。彼女たちは、日本が貧しい時
代、国内では食べていけないため海外に売られて
いったわけである。彼女たちが彼の地でどのよう
な思いでいたのか、どのような人生を歩んだのか
を考えると感慨深いものがある。
オーチャードやマリーナベイ・サンズに行くの
も良いが、一度は訪れても価値のある場所である。

第 7 研究分科会：「循環型社会形成・次世代廃

事業））の新規課題についてご紹介します。なお、

棄物処理技術」分野

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」

前回に引き続き、第７研究分科会（循環型社会
形成推進研究事業（以下研究事業）及び次世代循

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

環型社会形成推進技術基盤整備事業（以下次世代

ml) をご覧ください。
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◎K113001（研究事業）
：水銀など有害金属の循環利用における適正管理に関する研究
研究代表者：高岡

昌輝（京都大学大学院工学研究院）
銀以外の有害金属として、鉛とカドミウムの排出

本研究では、水銀などの有害金属の循環利用に
おける適正管理を行うため、基礎的で科学的な知

インベントリの作成と継続的な把握に向けた

見の集積を目的にしている。具体的には、水銀お

PRTR データの活用に関する検討、より網羅的なマ

よび水銀廃棄物の管理状況を把握するとともに、

テリアルフローの作成に向けた追加修正を要する

水銀回収量推計の精緻化と製品由来による水銀の

フローの抽出と整理も目指す。

回収量促進、システムダイナミックス
を用いたマテリアルフローモデルの作
成と検討、より簡便な水銀安定化技術
の開発を目指す。さらには、遮断型処
分場・管理型処分場に保管・処分した
水銀廃棄物からの水銀暴露リスクの定
量的評価、アジアにおける水銀排出実
態の把握も目的にしている。また、水

◎K113011（研究事業）
：有害危険な製品・部材の安全で効果的な回収・リサイクルシステムの構築
研究代表者：寺園 淳 (独立行政法人国立環境研究所)
これまで、電気電子機器に含有されている電池

状でのフロー・処理過程を把握するとともに、代

類・トナーや水銀を含有する健康機器等は十分な

替策として安全面や資源回収の観点からも望まし

回収・リサイクルが行われていないため、金属ス

い回収・リサイクルシステムの構築を目的とする。

クラップの火災を含む事故や重金属による環境汚

これらの成果により、処理段階での事故リスクの

染を生じた事例が報告されている。本研究では、

低減と、消費者の分別意識や資源回収率の向上と

家庭や事業所から廃棄される有害危険な製品・部

製品設計への提言に基づいたリサイクルシステム

材を抽出し、火災事故や環境汚染に至る原因や現

の構築を目指す。
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◎K113015（研究事業）
：中間処理残さ主体埋立地に対応した安定化促進技術の開発
研究代表者：東條 安匡（北海道大学工学研究院）
本研究では、中間処理残さ主体の埋立地で問題
となっている、焼却灰の固結による通気/通水性の
悪化、極端な偏り流れによる洗い出しの遅れや重
金属と有機汚染物質の長期的溶出等について、埋
立工法と埋立構造の改善によって解決することを
目指す。具体的には、埋立地において物理探査と
ボーリングを行い、層内の流動状況を把握して安
定化遅延の影響要因を特定する、焼却灰の固結が
安定化に及ぼす影響を明らかにするとともに、廃
棄物の混合埋立による固結回避と通気/通水性の改
善手法を提案する。また、機能性覆土による有害
物質捕捉機構を解明し、それを活用した設計の確
立も目的としている。

◎K113017（研究事業）
：産業廃棄物マニフェスト情報の信頼性の確保と多面的活用策の検討
研究代表者：谷川

昇

（公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター）
性を明確にする。

本研究では、産業廃棄物の種類と量に関する情
報がマニフェストに記載されていることに注目し、
その情報の活用による産業廃棄物の量のながれを
より正確に把握するとともに、産業廃棄物の処
理・処分施設の適正かつ効率的な維持管理を実現
して、産業廃棄物の適正処理とリサイクルを一層
推進することを目指す。具体的には、現行におけ
るマニフェストの運用実態およびマニフェスト情
報の活用実態と多面的活用のニーズを明確にする、
処理の対象となる産業廃棄物の排出実態とマニフ
ェスト情報を比較して記載事項の信頼性を定量的
に明らかにする、海外の電子マニフェストシステ
ムや国内のマニフェストシステムにおける情報内
容と活用方法を明らかにして、その多面的活用策
の要点やバーゼル条約のシステムとの連携可能性
を明確にすることが目的である。これらの成果か
ら、産業廃棄物のリサイクル促進など多面的活用
方策を提案し、かつ電子マニフェスト普及率の向
上と紙マニフェストの効率的利用との両立の可能
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◎
◎K113019（
（研究事業）
：農産廃棄物
物カスケード
ド型循環利用バイオエタノール製造シ
システムに関
関する研究
北口
研
研究代表者：

敏弘（地方独立行
行政法人北海
海道立総合研
研究機構）

本研究では
は、北海道十
十勝地方など
どで大量に発
発生

肥料等として圃場に還元
元するなど、
れる焼却灰を肥

す
するビートト
ップ（収穫
穫の際に事前
前に切り取られ

業廃棄物カスケード型の循環利用エタノール製
製
農業

る葉部、茎部、根部の一部
部）、麦桿、ジャガイモ
モ地

造シ
システムの確立を目指す。
。

上
上部、
豆殻など
どのセルロー
ース系農産
廃
廃棄物を対象
とし、それら
ら廃棄物か
ら 有価物を回
回収して廃棄
棄物カスケ
ー
ード利用を図
り、安価なバ
バイオエタ
ノ ール製造技
技術体系を確
確立するこ
と で二酸化炭
炭素排出量の
の削減に寄
与
与するととも
に、エタノー
ール蒸留残
さ のサーマル
ルリサイクル
ル後に得ら

K113023（研
研究事業）：家
家庭系有害廃
廃棄物(HHW
W)の現状把握
握と回収シス
ステム構築の
のための研究
研
研究代表者：
松藤

敏彦（北海道大学
学工学研究院
院）

日本では、家庭内で使い
い残し、廃棄
棄物になった
た
時
時の処理に困
る各種化学製
製品等への政
政策的対応は
は
十
十分であると
は言えない。
。他方、欧米
米では家庭系
系
有
有害廃棄物(H
HHW)管理の
の政策対応や
や社会システム
が
が進展してお
り、見るべきものがある
る。本研究で
で
は 歴史的経過
は、
過の違いを踏
踏まえ、HHW 管理技術
術や
政
政策の日米欧
欧比較、消費者
者を対象としたアンケー
ー
ト調査等による HHW 排出・処理状況
況把握を通じ
じ、
日本で採択可
可能な回収方
方策案の検討
討を目的とす
する。
さらに、自治体、市民団体
体、事業者の
の協力を得て
て
排
排出管理モデ
ル実験を行い
い、その結果
果で得られた
た
質
質・量データ
を活用しつつ
つ、 将来実
実践可能な回
回収
ス
スキームの在
り方、特に生
生産者（製造
造者、販売者
者）
の
の役割を検討
討して、社会システムに関
関する提案を
を
行
行う。
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4(水）：環境推進費 担当課題のアドバイザリーボード（ア

20（金）：環境推進費 中間評価ヒアリング（第６分科会）を

ド）会合に出席（東京）

開催（全日通霞ヶ関ビル）

環境推進費 現地調査（東京）

環境推進費 現地調査（つくば）

ESD 業務 打合せ（環境省）

温対事業 検討会（斜杭掘関連）に出席（東京）

5(木) ,6(金)：環境推進費 現地調査（札幌）

23（月）：環境推進費 担当課題のアド会合に出席（大分）

9(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（地中熱関連）に出席（東京）

温対事業 検討会（低騒音風力関連）に出席

24（火）：日本学術会議連続シンポジウムに参加（東京）

（東京）

25（水）：環境推進費 中間評価ヒアリング（第２分科会）を

10(火) ：温対事業 評価委員会に出席及び開催支援

開催（全日通霞ヶ関ビル）

ESD 業務 フォーラム打合せ(名古屋)

26（木）：環境推進費 担当課題のアド会合に出席（長野）

11（水）：環境推進費 戦略課題検討会に出席および開催

環境推進費 現地調査（つくば）

支援

温対事業 検討会（可搬蓄熱関連）に出席

環境推進費 現地調査（東京）

（中津川）

12（木）：環境推進費 公害一括計上（第２分科会）を開催

28（土）、29（日）：環境推進費 担当課題のアド会合に出

（全日通霞ヶ関ビル）

席（東京）

13(金)：環境推進費 公害一括計上（第 4 分科会）を開催

30(月)：環境推進費 中間評価ヒアリング（Ｓ-8）を開催

（全日通霞ヶ関ビル）

（全日通霞ヶ関ビル）

環境推進費 担当課題のアド会合に出席（愛媛）

環境推進費 担当課題のアド会合に出席（大阪）

会誌編集委員会を開催

温対事業 打合せ（水蒸気バイナリ関連）に出席

14(土)：環境推進費 担当課題のアド会合に出席（東京）

（環境省）

17（火）：環境推進費 担当課題のアド会合に出席（東京）,

31(火)：環境推進費 担当課題のアド会合に出席（東京）

(つくば),(名古屋)

温対事業 検討会（温泉共生関連）に出席（東京）

18（水）：環境推進費 企画委員会に出席(環境省)
* 環境推進費：環境研究総合推進費研究管理・検討事業

温対事業 検討会（温泉発電関連）に出席

温対事業：地球温暖化対策技術開発・実証研究事業

（松之山）

ＥＳＤ業務：地域における ESD の取組強化推進業務

19（木）： 温対事業 検討会（ＰＶ遠隔関連）に出席（東京）

〒110-0005 東京都台東区上野 1-4-4
TEL：03-5812-2105
FAX：03-5812-2106

(日本学術会議協力学術研究団体)

E-mail：airies@airies.or.jp
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Homepage：http://www.airies.or.jp

