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師走を迎えました。今年も世界では数多くの出

来事があり激動の一年でしたが、アメリカ大統領

戦でのトランプ候補の勝利を受け、今後を注視し

ておられる方も多いのではないでしょうか。 

最近は軌道修正が図られてきているようです

が、メキシコ国境に壁を作るとか、イスラム教徒

の入国禁止と言った過激な主張は、実現するので

しょうか。 

古くは万里の長城、最近でもベルリンの壁など

がありましたし、21 世紀に入っても、イスラム

教の聖地であるメッカには検問所があり異教徒

は決して入ることができないそうです。我が国で

も沖の島は女人禁制で、大相撲の土俵には知事で

あっても女性は上がれないことなどを考えると、

必ずしも突飛な発想ではないのかもしれません

が・・・。 

離脱すると言っていたパリ協定については、今

は、「open mind on whether to pull the U.S. out 

of the Paris Climate Agreement」で、「I’m 

looking at it very closely.」だそうですから、他

の主張の多くも、しばらくは同じような対応にな

るのかもしれません。 

協会にとっても変化の年でした。6月には合志

陽一前会長から大塚柳太郎会長にバトンが渡さ

れました。10 月には、協会が請け負ってきてい

た環境研究総合推進費業務の一部が環境省から

環境再生保全機構に移管されるなど、協会を取り

巻く環境が大きく変わりました。そうした中で、

受注業務の多様化を図る努力を継続し、新たな業

務として、CO2テクノロジーアセスメントに関す

る業務を国立環境研究所から受注しました。また、

法人会員である「いであ（株）」とともにマイク

ロプラスチックのモニタリング手法に関する業

務を環境省から受注しました。 

こうした、新たな収入源の確保と同時に、経費

節減努力も行ってきました。学術誌の「地球環境」

と「Global Environmental Research」について

は、編集委員や投稿者の皆様の献身的なご貢献を

得て発行を続けてきていますが、販売収入を大幅

に上回る経費がかかってきていることを考慮し、

印刷費削減・販売促進に努めています。また、今

後の検討に資するべく、10 月末の「地域の気候

変動適応策の推進：持続可能な社会を目指して」

の発刊にあわせ、アンケート調査を実施し、現在

集計中です。他団体では、経費・紙資源の節減と

いう観点や、インターネットからの情報入手が容

易になってきているということもあってか、紙媒

体での発刊からホームページでの提供に替える

ところや、あるいは廃刊するというところも散見

されます。そうした対応も視野に入れた検討が必

要な時期になってきていると考えています。 

さて、そのほかの協会業務ですが、環境研究総

合推進費については、平成 29 年度新規課題の事

前評価のプロセスが始まり、現在書面審査をお願

いしているところです。来年の 1 月中旬から 2

月上旬にかけて新規課題採択のための研究部会

などが開催されます。  

CO2排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事

業の平成 29年度新規課題の公募は、年明けです。

また 12 月 12 日にはイイノビルで「地球温暖化

対策技術開発成果発表会」が行われます。 

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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前月から引き続き、資源循環領域の新規課題を

ご紹介します（掲載の概要及び図は環境省 HP よ

り引用、一部改編して紹介）。 

資源循環領域は、3R・発生抑制概念のシステム

分析や廃棄物処理システムの適正評価、熱回収効

率の高度化、水銀等 の有害物質管理技術、廃棄物

からのレアメタル等有用物質の回収・リサイクル

システムに関する研究開発、そして循環型社会形

成に向けた地域づくりに関する研究などを推進し

ます。 

平成 28年度新規採択課題の詳細については、推

進費 HP

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

dai/new_project/h28/h28_new_project.html）にて

ご覧になれます。 

 

◎3K163007：炭酸型Mg-Al系層状複水酸化物を利用した廃棄物焼却排ガスの新規処理技術の開発 

（H28～30年度） 

研究代表者：亀田 知人(東北大学） 

 

本方法は、HCl及びSOxに対して、乾式で

Ca(OH)2を使用する従来の中和処理法に比べ、埋

立処分される飛灰量を大幅に減らすことができ、

且つ埋立処分場浸出水の高塩濃度化を防ぐこと

ができる。また、Cl分、S分を資源化することが

できる。さらに、NOxに対して、従来は付加価値

のないN2に還元処理していたが、本方法によりN

分を資源化することができる。加えて還元触媒を

必要としないため、大幅な処理コスト削減が見込

まれる。SCR効率アップのためのボイラ蒸気によ

る再加熱エネルギー分を発電へ回すことができ、

発電効率アップにもつながる。
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◎K162008：有機王水を用いた革新的貴金属・レアメタル回収システムの開発（H28～29年度） 

研究代表者：松野 泰也（千葉大学） 

 

本研究は、提案者が開発した有機王水精錬プロ

セスと、酸化チタン触媒処理法や粗破砕等の前処

理プロセス等を最適に組み合わせることで、操作

性、経済性および環境調和性の高い革新的な貴金

属・レアメタル回収システムを構築することにあ

る。このシステムが普及すれば、使用済み電気・

電子機器などから貴金属・レアメタルの回収が促

進され、3Rを推進する技術・社会システムの構築、

廃棄物の適正処理と処理施設の機能向上に貢献す

る。 

主な研究内容は、1) 有機王水精錬プロセスでの

貴金属・レアメタル回収率向上の基礎的検討、2) 酸

化チタン触媒処理法による使用済み電気・電子機

器の最適処理方法の検討、3) 手解体、粗破砕、酸

化チタン触媒処理法等の各種前処理法と有機王水

精錬プロセスを組み合わせたシステム全体の最適

操作方法の検討と経済性評価、からなる。本研究

は、東京大学、東京鉄鋼㈱および㈱エコナジーの 3

者による共同研究にて推進する。 

 

 

◎3K163009：災害廃棄物処理の実効性・安全性・信頼性向上に向けた政策・意識行動研究（H28～30 年度） 

研究代表者：浅利 美鈴(京都大学） 

 

本研究では、これまでの災害事例に関する丁寧

な検証を中心に、次のような調査・検討を行い、

政策の実効性を高めるための知見を得ると同時に、

国や自治体に提供することとする。（1）事前対策

の実効性向上に向けた 支援ツール・評価モデル開

発；有効な政策や計画デザインのポイント、その

ための支援ツールを明らかにする。また、計画の

実効性、安全性、住民の理解・協力・自立性等を

軸に、自治体の事前準備の達成度を評価できるよ

うなモデルの構築を目指す。（2）安全性確保の手

段、有害危険物発生予測；安全性の観点からは、

災害廃棄物処理における過去の事故や対応事例等

から、注意すべき製品群などを抽出し、安全性確

保のための手段を検討する。特にアスベストや家

庭系有害危険物については、自治体が利用可能な

発生予測モデルを開発し提供すると同時に、平常

時の管理にも結びつける方策を検討する。（3）住

民理解・自立性の向上に関する研究；被災／支援

経験自治体及びそれ以外の住民を対象としたアン

ケート調査を行い、影響要因や傾向、被災経験、

日頃からの学習・コミュニケーションによる違い

等を明らかにする。事前・事後の情報提供やコミ

ュニケーションの在り方や安全性の確保、個人所

有物（特に貴重品や想いでの品）の扱いなど、計

画に反映させるべき知見に焦点を当て、ガイドラ

イン化等を行う。
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◎3K163010：硝酸性窒素等の有害物を排出しない白金族リサイクルプロセスの開発（H28～30年度） 

研究代表者：成田 弘一(産業技術総合研究所） 

 

今後、一層の厳格化が求めら

れるであろう、貴金属製造・再

製業からの硝酸性窒素等の排

出規制に対応するため、塩素ガ

スや王水など有害な酸化剤を

用いること無く、複数の白金族

が混在するスクラップの中か

ら白金族を溶解し、かつ迅速に

分離する、新しい白金族湿式リ

サイクルプロセスの構築を目

指す。この目的のため、新規白

金族溶解技術と白金族の高効

率相互分離技術の開発を推進

する。
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◎3K163011：大規模災害における廃棄物の災害外力・地域特性に応じた処理技術・管理システムに関する研究

（H28～30 年度） 

研究代表者：中野 正樹（名古屋大学） 

  

本研究では、地域特性を考慮した処理計画の策

定と課題抽出、そして処理に係る科学的根拠の創

出を目的として、「四日市モデル」（四日市市の地

域特性を考慮した、発災から処分・利活用までの

災害廃棄物等処理詳細フローを構築するモデル）

を発展させ、1)様々な影響を受ける災害廃棄物等の

量や質を推定し、2)分別土砂に対し、短期・長期の

力学挙動、環境影響を把握し、3)災害廃棄物の発生

量、処理の場所と時間、復興資材の利活用場所等

を統合的に管理するシステムの要求性能を明らか

にして、災害廃棄物等の処理や利活用を促進する

ための考え方を提案する。
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◎3K163012：捕獲鳥獣の適正かつ効率的な処理システムの構築に関する研究（H28～29年度） 

研究代表者：山田 正人（国立環境研究所） 

 

本有害鳥獣等の適正かつ効率的な処理・活用に

係る体系的なシステム構築の研究を行う。地域的

な有害鳥獣の必要捕獲数と収集輸送、食肉・堆肥

としての活用、廃棄物処理システム側の受入れ容

量のバランスを考慮した駆除計画のあり方を提示

する。その上で、燃焼炉への投入を含む作業安全

性を確保し、自治体等の施設を効果的に活用する

ための大型鳥獣の減容化プロセスを検討する。既

存の廃棄物処理システムに減容化プロセスを包含

した、駆除から処理までの一体的な事業スキーム

を提示する。福島県における捕獲イノシシの処理

においては、放射性物質への対策も合わせて提示

する。 

 

 

 

  

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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私の一番の趣味と云えば、この 20数年続けてい

る「城探訪」です。 

 

１．城探訪のきっかけ 

私は、小さい頃から、何故か、歴史や地理が大

好きでした。どうしてかなーと自問してみました。

どうやら、石炭会社に勤務していた父親の転勤で、

九州や北海道などを転々としたことがきっかけに

なったようです。2，3 年ごとに、言葉、食べ物、

気候風土などが異なる土地に移り住むうちに、以

前住んで馴染んだ土地と今住んでいる所とを自然

に比較する習慣が身に付いたようです。こうして、

知らぬ間に、日本各地の歴史や地理についての知

識が膨らみ、それがまた、未知の土地のもつ歴史

や地理などへの興味を加速させるようになってい

ったのかもしれません。 

厚生省に入省し社会人になってから、仕事柄、

全国各地への出張の機会も多く、また関西にも 2

度転勤して延べ 3 年余居住しました。そんなこと

で、土地柄による価値観の相違についても多くを

知るようになりました。 

平成 2 年(1990)、東京都の西部、多摩地方の日

野市に転居しました。その年が八王子城落城の四

百年目ということで、八王子市では城跡の整備を

進め各種イベントを行っていました。 

何気なくミニコミ誌を見ていて、八王子城跡が

ハイキング・コースとなっていることを知り、ぶ

らりと訪ねてみました。 

当時、城といえば、天守が聳えるものという知

識しかありませんでした。しかし、一歩城跡に足

を踏み入れて、ビックリしました。大きな山の至

る所に、曲輪が配置されて厳重に防備が固められ、

大きな堀切によって尾根筋が断ち切られ、そして

崩れた石垣の石が散乱する巨大な山城、それが八

王子城でした。 

誰が、何のために、こんな大きな城を山中に築

いたのかと、疑問は次々に湧き上がり、眠ってい

た歴史好きがむっくりと起き上がってきました。

調べてみると、全国には、数万を数える城址があ

り、身近にも、いくつもの城があり、当然ながら、

それぞれに、歴史を秘めていることが分かってき

ました。 

そんなことで、ハイキングあるいはウォーキン

グしつつ、歴史に直接触れることのできる城探訪

に、すっかり魅せられてしまいました。 

 

   

国宝姫路城（1993.8）                     名古屋城復元天守（1995.3） 
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２．城関係情報 

城址の紀行文を書き始めた頃、聞かれたことが

あります。「何度も城址を訪ねて、それから、紀行

文を書いているのでしょうね」と。「残念ながら、

時間的余裕がないので、ほとんどの場合、一度し

か訪ねていませんよ」と答えました。すると、相

手は、「一回訪ねただけでよく書けるものですね」

と半ばあきれ顔で、それっきり会話は途切れてし

まいました。 

タネを明かしますと、事前に、城のことを 7，8

割方調べておき、机上で粗々のストーリーを頭に

描いておきます。それから、現地でチェックすべ

きポイントを整理しておき、実際に現地を歩き確

認するようにしているのです。 

本題にもどって、城関係情報ですが、最近、城

ブームなのか、大きな本屋さんには、百名城をは

じめとして城関係の書籍が多くならべられており、

どの本が一番かといわれても混乱してしまうほど

です。 

私の流儀では、大好きな司馬遼太郎の「国盗り

物語」、「覇王の家」などをベースに信長や家康の

生涯をたどりつつゆかりの城々をターゲットにし

て関連書籍を手に入れ、さらに孫引き的に図書館

などを利用しながら丹念に書籍に当たるようにし

ています。なお、城が所在する自治体のホームペ

ージには、詳しい現地情報が含まれているケース

が多々あります。 

もっとも、あまり情報にこだわると、「論語読み

の論語知らず」に陥りますので、先ず、気楽に数

多く城を訪ね歩くことをお奨めします。 

 

３．天守探訪 

 城と云えば、その華は何と言っても「天守」に

尽きるでしょう。 

 明治 4 年(1871)の廃藩置県によって明治新政府

の体制が固まってくると、明治 6 年(1873)、廃城

令を公布して、幕藩体制の象徴である城の破却を

進めました。その結果、多くの城は破却され、昭

和 20年(1945)の米軍大空襲によって、水戸城、名

古屋城、大垣城、和歌山城、岡山城、福山城、広

島城の７名城が次々に失われ、さらに昭和 24 年

(1949)、北海道に唯一存在した松前城天守も失火で

焼失しました。現在、江戸時代から現存する天守

は、弘前城、松本城、犬山城、丸岡城、彦根城、

姫路城、備中松山城、松江城、宇和島城、松山城、

丸亀城、高知城のわずかに 12しかありません。 

 さて、天守は、統治の象徴として、城下町中心

部の領民が望める高所などに多く築かれました。

ですから、現在でも築造されれば観光の目玉そし

て地域のランド・マークとして十分通用すること

になります。ということで、現在、復元天守 14（築

城資料をもとに忠実に再建されたもの。木造 5、鉄

筋コンクリート造 9）、復興天守 14（天守が存在し

たことは歴史的事実だが、築城資料がなく不完全

な再建）、模擬天守 51（天守の存在そのものが疑問

視されているもの）の合計 79天守が、全国各地に

建造されています。 

時間があれば、近くの天守を訪ねてはいかがで

しょうか。その時には、是非、城の歴史にも目を

向けていただきたいと思います。 

 

 

 

 

 

大阪城復興天守(1994.5) 
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ASSOCIATION OF INTERNATIONAL RESEARCH INITIATIVES FOR 

ENVIRONMENTAL STUDIES 

 

  

 

 

 

1(火)：環境推進費 現地調査 (東京) 

2(水)：環境推進費 アドバイザリーボード（アド）会合に出席 

（東京） 

環境推進費 現地調査 (東京) 

CO2 対策事業 検討会に出席（東京） 

4(金)：環境推進費 アド会合に出席(奈良) 

5(土)：環境推進費 アド会合に出席(福井) 

7(月)：CO2 対策事業 検討会に出席（東京）  

8(火)：環境推進費 H29 新規課題打合せ（ERCA） 

10(木)：環境推進費 アド会合に出席（札幌） 

     環境推進費 現地調査（愛媛） 

12(土),13(日)：環境動物昆虫学会に参加（信州大学） 

13（日）：環境推進費 担当課題打合せ（協会） 

14(月)：CO2 対策事業 打合せに出席(東京) 

14(月),15(火)：環境推進費 H29新規課題打合せ（ERCA） 

15(火)：環境推進費 アド会合に出席（東京） 

     CO2 対策事業 打合せに出席（東京） 

16(水)： CO2 対策事業 検討会に出席（京都） 

17(木)：環境推進費 H29 新規課題打合せ(ERCA) 

     CO2 対策事業 実験サイト視察（大阪） 

18(金)：CO2 対策事業 打合せに出席（協会） 

21(月)：環境推進費 戦略課題調整会合に出席（東京） 

CO2 対策事業 打合せ（協会） 

    マイクロプラ事業 ワーキンググループを開催 

（環境省） 

     テクアセ事業 全体会合を開催 

22(火)：国立環境研究時 第 14回環境研究シンポジウムに

参加（一橋講堂） 

     環境推進費 アド会合に出席（東京） 

      CO2 対策事業 検討会に出席（宮古島） 

23(水・祝)：環境推進費 アド会合に出席（新潟）  

24(木)：環境推進費 現地調査（山形） 

25(金)： CO2 対策事業 検討会に出席（愛知） 

26(土),27(日)：環境推進費 シンポジウム及びアド会合に出

席（東京） 

28(月)：環境推進費 現地調査（名古屋） 

29(火)：環境推進費 アド会合に出席（京都） 

     環境推進費 現地調査（つくば） 

30（水）：環境推進費 アド会合に出席（つくば） 

     環境推進費 公開成果発表会に出席（東京） 

     テクアセ事業：第１回推進委員会を開催（東京） 

＊環境推進費：環境研究総合推進費研究管理・検討事業 

CO2対策事業：CO2排出削減対策強化誘導型技術開発・

実証事業 

  テクアセ事業：技術評価・分析の学術的な検討及び環境

政策等への活用方法の検討支援業務 

  マイクロプラ事業：マイクロプラスチックのモニタリング手法

の標準化及び調和に向けた検討業務 

 

〒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 

 

(日本学術会議協力学術研究団体) 


