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8 月末頃から過ごしやすい気温になり、今年の

韓国の仁川で開催されている第 17 回アジア競

9 月は残暑がほとんどありませんでした。ここ数

技大会は終盤にかかっています。アジア大会だと

年は 9 月の残暑に苦しんでいましたが、なければ

おもしろいように金銀銅のメダルが取れていま

ないで、何か寂しい感じがします。夏物、ビール、

すね。中国、韓国、日本の東アジアがかなりの数

エアコンなどの売り上げが落ち込んだようです。

のメダルを獲得しており、他のアジア地域の国々

9 月 27 日に御嶽山が突然噴火しました。大き

との差が歴然としています。その 3 ヶ国の中では、

な前触れのない噴火で、水蒸気爆発と推定されて

日本は 3 番目で韓国に勝てません。オリンピック

います。紅葉が見頃の天気のよい週末のお昼頃と

でもそうですね。韓国は人口が日本の半分以下な

いう多くの登山客が山頂にいる時間帯に噴火し

のですが、どうしてこうなってしまうのでしょう。

ましたので、山頂付近を中心に多くの犠牲者を出

国の支援体制、ハングリーさなどいろんな条件が

しました。犠牲者の皆さまのご冥福をお祈りしま

あると思いますが、対抗意識ばかりではなく、学

す。

べるところは学んでいくべきだと思います。

東日本大震災以来、地殻の活動期に入っている

いわきのハワイアンズに 1 泊してきました。新

と言われていますが、あまり実感がありませんで

婚時代に旧常磐ハワイアンセンターに宿泊して

した。しかし、犠牲者を伴った今回の噴火で現実

以来 2 度目です。映画「フラガール」で再度脚光

味を帯びてきたように思います。いろんな分野で

を浴びる一方、東日本大震災で痛手を被りました

地殻の変動を考慮した対応を考えていく必要が

が、また復活しているようで、3 連休のせいもあ

ありますね。

って、満室ですごい人でした。施設も大きくなっ
ていて、施設内で 1 万歩も歩いてしまいました。

さて、スポーツの分野では、いろいろな話題が
ありました。まずテニスですが、錦織圭選手が全

常磐ハワイアンセンターは、斜陽となっていた

米オープンでグランドスラム（4 大大会）では日

常磐炭鉱の事業拡大の一環として、当時にぎわっ

本人初、また男子に限ればアジア出身者初の決勝

ていた船橋ヘルスセンターをモデルにフラダン

に進みました。世界ランク第１位のジョコビッチ

スを特色にして立ち上げた施設で、ここの収益を

に勝利しての決勝進出ですので、快挙としか言い

常磐炭鉱に持っていき、炭鉱退職者の退職金など

ようがありません。決勝で敗退して準優勝でした

を賄っていたそうです。結果的には多くの人たち

が、まだまだこれからもいけそうですね。9 月 28

の支えで炭鉱の閉鎖が軟着陸できたということ

日にクアラルンプール大会（優勝 250p）でも優

ですね。

勝し、現在の世界ランキングは７位となっていま

私たちがハワイアンズに行ったのは、家内の母

す。現在行われているジャパンオープン（優勝

方の祖父の法事のためです。家内の祖父は、常磐

500p）で優勝すれば、来週には世界ランキング

炭鉱の栄光の時代から凋落・閉鎖の時代まで見て

が 5 位になる可能性もあります。応援のしがいが

きた方で、常磐ハワイアンセンターの設立にも関

ありますね。

わっていました。

大相撲では、新入幕のモンゴル出身の逸ノ城が

さて、協会の業務ですが、

2 横綱、2 大関を破って横綱白鵬と優勝争いをし

環境研究総合推進費の平成

ました。身長、体重もすごいですので、まさに怪

27 年度新規課題の公募が 9 月

物登場ですね。日本人力士の怪物遠藤は 3 勝 12

25 日から始まりましたので、

敗とふるわず、今後もモンゴルの時代が続く予感

学会などへの広報を開始して

がします。

います。応募の締め切りは、
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11 月 6 日（木）です。また、10 月 16 日（木）

題について発表してもらいます。詳しくは、ｐ.5

には、平成 26 年度環境研究総合推進費研究成果

の「成果発表会のお知らせ」をご覧ください。皆

発表会が開催されます。この研究成果発表会では、

様のご参加をお待ちしています。

環境研究総合推進費の平成 25 年度終了課題のう

引き続き、みなさまのご指導・ご支援のほど、

ち、わかりやすく、関心も高いと考えられる 6 課

よろしくお願いいたします。

私はつくば市で世帯数 120 世帯ほどの小さな住宅

我が住宅団地は交通量の多い道路から奥まってお

団地の自治会長（KN 区会と呼ぶ）を務めている。

り、閑静な住宅街を形成している。どこの新興住宅

我が住宅団地は、かつては松林丘陵地であったとこ

地でもそうであるように、我が自治会も役員、特に

ろを、民間デベロッパーが研究学園都市創設に合わ

会長のなり手がいない。そんな自治会にあって在住

せて住宅用に開発したものである。つくば市並木地

18 年間で、現役時代の 2002 年度に続いて、2014 年

区に割と近いため、筑波大学や元国立（現独立行政

度には 2 回目の自治会長という貧乏籤を引いてしま

法人）研究機関の関係者がかなりいる。60 歳以上の

った。順番通りならば、2 度目の会長職は 2003 年か

老人世帯と子供が小中学生という若い世帯に二極化

ら数えて 120 年後であるはずだったのだが。
自治会に持ち込まれる苦情のワースト 5 は、ゴミ、

しつつある。住宅団地の北東側には県道土浦―岩井
線が走り、南側は花室川（筑波大学付近の田園に源

路上駐車、バイクの騒音、隣人とのトラブル、犬猫

を発し、つくば市の研究学園地区の東側を流れ土浦

の糞である。ゴミ出しのマナー問題は尽きることの

市を通って霞ヶ浦に注ぐ小さな河川）とそれを囲む

ない永遠の問題で、会長は自治会ニュースに「分別

水田が広がっている。また、西側は北から南に向け

（ふんべつ）をもってゴミの分別（ぶんべつ）を」

て扇形に広がる谷津と呼ばれる低湿地帯で、かつて

と呼びかけるばかりでなく、実際に収集されなかっ

は水田があったが、いつの頃からか耕作放棄地とな

たゴミの分別にかなりの回数駆り出される（法的に

り、現在は乾いた土地ではセイタカアワダチソウと

はかってな開封はできないのだが、そこは・・・・）。

クズが密生し、湿地ではガマが群生している（図 1）
。

恒常的に路上駐車された付近の住民は強いストレス
があるようで、自治会に苦情が持ち込まれる。自治
会といっても注意しにいくのは会長である。夜ふけ
にけたたましいバイク騒音が団地内や花室川沿いの
道路で鳴り響くことがある。団地の若者が騒音元の
場合、親御さんに申し入れるが、それでも埒があか
なければ警察に対処をお願いにいく。これも会長の
役目である。隣人とのトラブルでは「生活音がうる
さい」とか、
「農薬を散布するな」とか、境界フェン
ス設置の際のいざこざなどの苦情が自治会に持ち込
まれる。放っておきたいところだが、時を見て会長
が仲裁に入るわけである。このようなどこにでもあ
る苦情の他に、我が自治会には、資材置き場業者が

図１．我が KN 団地周辺の外観図と産業廃棄物残存跡地

残した 5,000m3 以上の産業廃棄物の山が放置されて
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残渣は放置されたままで、住民はその山を見ては嘆
くという産業廃棄物残渣問題の典型的な現実がここ
にある。
我が団地の西側（隣の区会域内）には、長年にわ
たって人手により保全された自然豊かで閑静な谷津
と呼ばれている低湿地帯がある。この地帯のちょう
ど要の位置に当たる水田であった自然豊かな土地を、
1992 年に地元の O 工業（と言っても家族経営の零
細企業）が資材置き場として転用許可をとり、建築
廃材を大型ダンプで運び込み、野焼きをし、ブルド
ーザー等で穴を掘り焼却灰を埋め立てるという産業

写真 1： O 工業跡地の産業廃棄物残渣の山。赤丸で

廃棄物の処分場にしてしまった。野焼きの臭いと煙、

囲んだ左側の山は 1992-1999 年にかけて積み上げら

煤塵に迷惑を被っていた住民は、1993 年頃より O

れた産業廃棄物全体が雑草に覆われている。青四角

工業に直接抗議したり、1994 年にはつくば市当局

で囲んだ右側の白っぽい山が 2013 年 6 月に不法投棄

（ごみ対策課など）に幾度となく通報したが、
「自家

された土砂。撮影：2013 年 3 月 25 日

処理なので問題はない」、「ごみ減らしのためには野
いるという環境問題が重くのしかかっているのであ

焼きも仕方がない」、「産廃は県の管轄であるが、産

る。この産業廃棄物の山は隣の区会域内なのだが、

廃であるとの判断が難しい」、「迷惑はかけないよう

我が区会との境界ラインぎりぎりのところに位置し

にと口頭で伝えてある」などとの回答で、適切な対

（図 1）
、隣の区会側三方には住宅がないという特殊

応がなされないまま、野焼きは一向に収まらず、現

事情があって、我が自治会が主に対応しているので

場には産業廃棄物の山が築かれてしまった。1998 年

ある。

になって「明らかに産廃の野焼きだ」との度重なる

産業廃棄物の不法投棄残渣の問題は我が自治会ば

住民からの通報に対して、市は「産廃ならば県が管

かりでなく、つくば市としても大きな問題なのであ

轄である」と責任の矛先を県に転嫁した。そこで自

る。環境省の調査（
「産業廃棄物の不法投棄等の状況

治会長が茨城県環境保全課に電話すると、その日の

（平成 24 年度）について」
）によれば、つくば市の

うちに県職員が市職員を伴い現場視察をして、野焼

産業廃棄物の不法投棄の残存件数と残存量は、2012

きを即停止させた。この県の素早い措置には 1997

年度末時点で 28 件、171,785 トンであり、残存量は

年 12 月の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の

茨城県でダントツの 1 位で県全体の 31％にも及ぶ。

一部改正で、不法処理禁止強化と処理施設の設置基

全国の市町村別でみてもワースト 20 位以内に入っ

準の強化、およびダイオキシン問題にかかわる廃棄

ているからである。我が自治会の産業廃棄物問題の

物の野外焼却（野焼き）禁止施行（2001 年）の動き

結論を先に言えば、行為者はすでに倒産し、行政は

があったからであろう。
（続く）

改善命令を発したものの絵に描いた餅であり、産廃

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「AIRIES 随筆」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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“ Impacts of the Great East Japan Earthquake and Tsunami on Human Life and Ecosystems “
2014 年も残すところあと 4 ヶ月というところで、

可能な限り最新の情報を盛り込んだ特集となってい

英 文 誌 Global Environmental Research

ますので、また違った発見をしていただけることと

Vol.18No.1 を刊行することができました。9 月上旬

思います。樋口広芳編集委員長が最後まで丹念に責

に、特集号「Impacts of the Great East Japan

任編集委員として編集をしてくださいました。是非、

Earthquake and Tsunami on Human Life and

ご高覧ください。

漸く

Ecosystems」をお送りしましたが、お手元に届いて

2014 年刊行の特集号ですが、和文誌は「地球規模

いますでしょうか。特にお問い合わせをいただきま

の化学物質汚染」、英文誌は「Trends and directions

した方々には、お待たせして申し訳ございませんで

of land change sciences towards regional and

した。

global sustainability」の刊行を予定しています。引

昨年、同じテーマにて和文誌『地球環境』を刊行

き続きよろしくお願いいたします。

していますが、今回の英文誌は、
「この震災で日本が

（文責：森本亮子）

学んだことを海外に発信する」という観点に立ち、

CONTENTS
・Preface ………………………………………………………… H.HIGUCHI
・Impact of Tsunamis on Human Life and Society ………

M.YOSHINO

・Disaster Responses of the Geospatial Information Authority of Japan
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…………………………………………………………… H.UNE & M.KOARAI
・The Influence of Man-made Structures and Land-use on the Behavior of
Tsunami from the 2011 Great East Japan Earthquake: Some Examples
from the Pacific Coast of Tohoku and Hokkaido
………………………………………………… K. HIRAKAWA & T. KOMATSU
・Damage to Coastal Vegetation Due to the 2011 Tsunami in Northeast Japan
and Subsequent Restoration Process: Analyses Using Remotely Sensed Data …………… K.HARA
・Tsunami-induced Changes in a Shallow Brackish Lagoon Ecosystem (Gamo Lagoon) in Sendai Bay,
Japan ………………………………………………………………………………………… G. KANAYA et al.
・Changes in Abalone and Sea Urchin Populations in Rocky Reef Ecosystems on the Sanriku Coast
Damaged by the Massive Tsunami and Other Environmental Changes Associated with the Great East
Japan Earthquake in 2011 …………………………………………………………… T. KAWAMURA et al.
・Invasion of Seawater and Marine Sludge into Arable Land …………………………… S.MATSUMOTO
・The State of Fishing Industry in Fukushima after the Nuclear Power Plant Accident ……… N. YAGI
・An Outline of Disaster Waste Management for the Great East Japan Earthquake from a Technological
and Administrative Point of View ………………………………………………… M.OSAKO & R.TAJIMA
・Drift Simulation of Tsunami Debris in the North Pacific………………………… H. KAWAMURA et al.
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dou/event/index.html#presentation）をご覧くださ

当協会ニュース“環境研究最前線”でもご紹介し
ている、環境研究総合推進費の研究成果発表会が今

い。

年度も開催されることになりました。今回は平成 25

皆様のご来場をお待ちしております。

年度に終了した課題の中から、特に皆様にわかりや

日時：平成 26 年 10 月 16 日(木)

すく関心の高いと思われる 6 課題を選んで、その研

13：00～16：30（開場 12：30）
場所：都道府県会館１階 101 大会議室

究成果を発表いたします。発表内容や参加申し込み
の詳細は、環境省 HP 内の環境研究総合推進費のサ

（東京都千代田区平河町 2-6-3）

イトより、
“イベント情報”

定員：120 名（先着順）

（http://www.env.go.jp/policy/kenkyu/suishin/hou

主催：環境省

参加無料

お問合せ：(一社)国際環境研究協会
13：00～13：10

開 会
主催者挨拶 環境省

13：10～13：40

伝統的知識を活かした持続可能なアジア農村社会づ
東京大学国際高等研究所
武内 和彦
くり
サステイナビリティ学連携研究機関長

13：40～14：10

低炭素でいつまでも暮らしていけるまち
―街区群―をデザインする方法

14：10～14：40

日本の人工衛星「いぶき」で、温室効果ガスを高精度
森野
にはかる

加藤 博和

(独）国立環境研究所 地球環境研究センター
衛星観測研究室 主任研究員

休 憩 （15分）

14：40～14：55
14：55～15：25

勇

名古屋大学大学院環境学研究科
准教授

(地独)北海道立総合研究機構
北口 敏弘 産業技術研究本部ものづくり支援センター
工業技術支援グループ 主査

畑作残渣からバイオエタノールを作る
―有用物質の共生産によるコスト削減―

国立公園がニホンジカの密集地帯？
酪農学園大学 農食環境学群
15：25～15：55 ―シカの生態系への影響把握、季節移動の解明、そ 吉田 剛司
教授
して個体数調整に向けて―
(独）産業技術総合研究所
15：55～16：25 残留性有機フッ素化合物を用いて海洋大循環を探る 山下 信義
環境管理技術研究部門 上級主任研究員
16：25～16：30 閉 会

＜循環型社会部会（第 3 部会）＞
なお、平成 26 年度新規課題は、環境省の報道発表

循環型社会部会は、3R・適正処理技術やシステム
開発、熱回収効率の高度化、廃棄物からの有用物質

資料

の回収・リサイクルシステムに関する研究開発、そ

（http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=

して循環型社会形成に向けた街づくりや地域づくり

24819&hou_id=18391）に掲載されていますので、

に関する研究などを推進します。

そちらもご参照ください。
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◎3K143002（研究事業）
：水銀廃棄物の安定処分技術及び評価に関する研究（H26～28 年度）
高岡 昌輝（京都大学）
本研究では、これまで開発した化学的に安定な硫
化水銀を作成する技術に加え、多重の防護を考慮し
て物理的な安定性(固化体)技術を検討し、より安全な
水銀安定化合物を製造する技術を開発する。さらに
現状では、現実に処分したときに想定される様々な
現象への詳細な評価は行われていないことから、大
気への移行と単純な溶出試験だけではなく、処分場
で想定される様々な反応を考慮した促進試験の開発
を行う。その試験による結果をフィードバックして、
より安定な硫化水銀固化体を作成することを目指す。
水銀廃棄物については、実際の処分場環境を模擬し
た処分セルにおいて、実際の水銀挙動を年単位で調
査する。さらに、これまで長期間にわたって処分さ
れてきた水銀含有廃棄物の経年変化を調べるため、
実際の処分場等でボーリング調査を行い、実環境下
での水銀挙動を調査する。

◎3K142004（研究事業）
：ホタテガイ中腸線を用いた廃電子基板からの貴金属回収技術の開発（H26～27 年度）
富田 恵一（ (地独)北海道立総合研究機構）
小型家電廃棄物等の電子基板に含有されている金
やパラジウムなどの貴金属を対象に、粉砕、焙焼、
浸出、ホタテガイ中腸線廃棄物由来の吸着材を用い
た吸着及び後処理工程からなる廃電子基板からの貴
金属回収処理フローを組み立て、これらの各工程に
おける処理条件を検討し、新規貴金属回収プロセス
を構築する。具体的には各工程に関して、以下の各
項目について検討を行う。
１．廃小型家電からの貴金属類の浸出前処理方法の
検討
２．廃電子基板からの貴金属進出条件の検討
３．実規模での吸着を考えたベンチスケールでの吸
着試験
４．貴金属メタル回収条件の検討
５．プロセス全体の検討
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◎3K143006（研究事業）
：将来の社会・技術変化を見据えた静脈系インフラの連携によるエネルギー回収
（H26～28 年度）
吉田 登（和歌山大学）
本研究は、低炭素社会や人口減少などの将来社

フラとの連携、(3)静脈インフラ全体の施設維持補

会制約下で静脈インフラ連携により廃棄物からの

修・更新を踏まえた連携、さらに資源・エネルギ

エネルギー回収最大化を目指す連携モデルを構築

ーの入出力に影響を及ぼす(4)人口動態変化を踏ま

する研究である。分散―広域、3R 資源循環―エネ

えた静脈インフラの連携、事業化を見据えた社会

ルギー回収、延命化―技術革新の軸を基に、都市

展開を目指す(5)静脈系インフラ再構築の社会展開

規模とインフラ条件に応じて、(1)清掃工場と下水

の 5 つのサブテーマを組み合わせ、包括的な静脈

処理場との連携、(2)既存動脈インフラと静脈イン

インフラ連携モデルを構築する。

◎3K143008（研究事業）
：廃ネオジム磁石からのレアアースのリサイクルシステムの開発（H26～28 年度）
吉塚 和治（北九州市立大学）
本研究では、急速に普及している電気自動車や
ハイブリッド車の駆動モーターであるネオジム磁
石の工程スクラップおよび市中スクラップから、
安定供給の確保が求められている中・重希土類の
分離回収プロセスを開発する。特に、中小規模の
事業所においても経済性が成立すると期待される
吸着分離法を利用したレアアースの分離回収プロ
セスの開発を行い、地方自治体レベルでのレアア
ースのリサイクルシステムの要素技術を確立する。
研究方法としては、まず工程スクラップを対象と
したリサイクルシステムを開発した後に、市中ス
クラップへの発展拡張を行う。
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◎3K143010（研究事業）
：アジア諸国における使用済み電気電子機器・自動車の排出量推計と金属・フロ
ン類の回収システムの効果測定（H26～28 年度）
寺園 淳（(独)国立環境研究所）
まず、アジア諸国における使用済み電気電子機

日本の処理技術による回収・破壊の効率を求める。

器・自動車の排出量について、特定の部品・材料

さらに、アジア諸国での精錬施設とフロン類処理

に着目しながら、将来を含めた推計を行う。次に、

施設などの整備状況を、文献調査、現地調査によ

各地の適正処理と不適正処理の状況を想定し、処

って把握する。これらの研究成果を基に、適正な

理プロセスの違いによって生じる金属回収量につ

処理施設の整備と日本などへの越境移動を組み合

いて、文献調査、現地調査およびラボ実験などに

わせた複数の回収システムのシナリオを検討して、

よって試算する。フロン類についても、現地調査

その効果と課題を示す。

によって放出の状況を確認するとともに、現地と

◎3K143016（研究事業）
：都市廃棄物からの最も費用対効果の高い資源・エネルギー回収に関する研究
（H26～28 年度）
藤井 実（(独)国立環境研究所）
良質なマテリアルリサイクルの一定規模での実
施と両立しながら、廃棄物からのエネルギー回収
効率を最大化する技術・システムを提案し、その
費用対効果を自治体の政策担当者等が評価可能な
ツールを作成する。このために、主として以下の 4
項目の研究を実施する。
資源・エネルギー回収を高度化するオプション
・複合発電施設のプロセス設計とモデル化
・資源・エネルギーの地域利用モデルの作成都市
規模にあわせた最適化
・施設と収集の総合的最適化モデルの作成中長期
のエネルギー回収計画と評価
・長期総合シミュレーションツールの作成と政策
提言
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ASSOCIATION OF INTERNATIONAL RESEARCH INITIATIVES FOR
ENVIRONMENTAL STUDIES

1(月）：環境推進費 アドバイザリーボード（アド）会合に出

第 55 回 大気環境学会年会に参加（愛媛大学）

席（横浜）

17（水)：環境推進費 アド会合に出席（愛媛）

温対事業 検討会（広域運用関連）に出席（稚内）

温対事業 打合せ（データセンター省エネ関連）に

1(月),2(火)：環境推進費 現地調査（佐賀）

出席（環境省）

3(水)：温対事業 検討会（鉄道網利用エネルギー関連）に

18（木）：木材学会公開シンポジウムに参加（東京大学）

出席（大阪）

温対事業 打合せ（建物外皮関連）に出席（環境

5(金)：環境推進費 第２回環境研究企画委員会に出席

省）

（環境省）

19（金）：環境推進費 現地調査（大阪）

8(月)環境推進費 アド会合に出席（つくば）

22(月)：環境推進費 アド会合に出席（つくば）

環境推進費 現地調査（島根）

環境推進費 循環型部会打合せ（環境省）

9(火)：環境推進費 現地調査（京都）

23(火)-26(金)：第 63 回高分子討論会に参加（長崎大学）

9(火)-11(木)：日本生物環境工学会年会に参加（明治

24(水)：環境推進費 アド会合に出席（京都）

大学駿河台キャンパス）

環境推進費 現地調査（つくば）

10(水)：温対事業 検討会（移動空間誘導関連）に出席

29(月)：環境推進費 循環型部会打合せ（環境省）

（東京）

温対事業 検討会（中小 ZEB 関連）に出席（東京）

11(木)：環境推進費 アド会合に出席（東京）

30(火)：温対事業 検討会（EV シェア関連）に出席（東京）

12(金)：環境推進費 アド会合に出席（東京）
15(月)-17(水)：第 25 回廃棄物資源循環学会に参加

*環境推進費：環境研究総合推進費研究管理・検討事業

（広島工業大学）

温対事業：CO2 排出削減対策強化誘導型技術開発・実

16(火),17(水)：日本海洋学会秋季大会に参加（九州大学）

証事業

16(火)：温対事業 検討会（潜熱輸送関連）に出席（東京）
17(水)-19(金)：化学工学会秋季大会に参加（九州大学）

〒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

(日本学術会議協力学術研究団体)

Homepage：http://www.airies.or.jp
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