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環境工学のあり方に関するアンケート
日本環境工学教授協会
会長
環境工学フォーラムなどで議論することを

楠田

哲也

思います。従来は上下水道だけでしたが、

前提に、昨年実施したアンケートの結果を以

河川環境、水資源の循環利用--もはや上下

下のようにまとめました。

水道の考え方ではない、廃棄物の処理と

（内容は事務局で集約）

循環、有限の地球での水資源問題やその
他の資源の枯渇と循環の必要性などが、

１．現在の環境工学のあり方に疑問を感じて
いますか。

加わっております。これらに対応した教
科書が不足しております。上下水道だけ

17

でも視点が変化しておりますし、廃棄物

少し感じている

2

や資源循環では適切な教科書がなかなか

感じていない

8

見つかりません。

わからない

0

感じている

・ 実験・実習、そのための時間。

＜その他の意見＞

・ 広い視野から見た環境の概念。

・ 目的やあり方に特に疑問はないが、一般

・ 大学１年生頃で「現象解明が主題となっ

会員との関係がメールを通してだけなの

て解決策の提案を教える場面が不足」

で、連帯感が乏しくなっているのではな

・ コンセプト、時間、教材共に十分である

いかと思う、２年に一度程度でよいから、

とは言えないであろう。特に今、どのよ

会員の属する学会の機会にでも集まって

うな技術者が社会的要求されているか、

議論や具体的な活動が出来ればと思う。

それを満たすための最小限の教育課題は

・ 疑問ではないが、検討すべきことはある

何であるか等の分析がまず必要なのでは

と感じている。

無かろうか。
・ 基本的考え方、理念的なもの。大義、使

２．現在の環境工学教育で不足している部分

命感。

は何でしょう。
コンセプト

17

３．学生は現行のカリキュラムに満足してい

時間

5

るとお考えですか。

指導者（教育者）

5

満足している

教材

11

わからない

1

すべて

2

＜その他の意見＞
・ 環境工学の対象範囲が急拡大していると

満足していない
わからない

2
18
6

＜その他の意見＞
・ 教える（教えられる）範囲が広すぎて、
何が優先されるべきか不明になっていな

いか？

５．環境工学を今後発展させるためには、ど

・ 現在の所属が環境工学領域ではないので、

のような仕組みが必要とお考えでしょうか。

不明。むしろ学生は何を学ぶべきかにつ

＜IT 系に関して＞

いての確信を持っていないのではないか

・ データベースの整理。

と感じる。

・ データマイニング的な要素。

・ 多分、判断することができない。このよ
うな一般的かつ主観的な質問を行っても
意味がない。

・ キャド、コンピューターグラフィックス
等の応用技術教育の充実。
・ この意味がわかりません。ＩＴ技術を取

・ 工学系の学生を教えているので分からない。

り込むということでしょうか？
・ ＩＴ系とは、一層環境情報を活用するよ

４．環境工学（学科）に進学してくる学生の
資質は近年向上していますか。
向上している
向上していない

うなことが期待される？
・ データ通信、画像などのデータ処理技術

4
10

わからない

8

どちらともいえない

1

・ 学生個々はいつの時代もそれぞれ。どち

の導入。
・ 今以上はあえて必要なし。他分野での発
展を応用すれば済む。
＜人系に関して＞
・ 就職先の開拓。

らともいえない。ただし、進学の人気は

・ 精神的（形而上学的）教育の仕組み。

低迷。

・ 学際的取り組み。

・ 理系離れが著しい中、資質低下を嘆いて

・ 幅広い分野との交流。

も何も解決しない。学生の資質に対応し

・ エコライフデザインに関する技術者。

た教育体制を準備すべき。

・ 人文社会系も含め，幅広い観点から環境

・ すべての分野で資質は低下しているとい

（工学）を教育できる人材。

われていますので、この分野だけでは判

・ 社会工学系の授業の充実。

断できかねます。

・ 何を聞かれているのかわかりません。人

・ ここは高専ですが、中学でのレベル低下
の傾向は顕著です。
・ 本学の場合、来年度からの開設となりま
すのでわかりません。
・ 日常的に接する機会がないので、分から
ない。

文学を入れるあるいは、人材育成？
・ 社会政策論、環境法体系、合意形成論な
ど社会学的視野。
・ NGO,福祉との一体化。
・ 科学、技術、工学、社会経済学等を総合
的に教育研究する組織の充実。

・ 教員の啓発によるものと考えます。

＜IT 以外の技術系に関して＞

・ 何を基準にするかで答えが違う。周辺の

・ 分析機器の価格低下。

土木工学系の学生の中では資質は高い。

・ IT を利用して情報発信できる環境系。

しかし、生真面目すぎて社会での活躍度

・ 博士課程修了学生の積極的受入れ。

で期待薄。

・ 実体験と講義・実験をうまく組み合わせ、

・ 工学系の学生を教えているのでわからない。

モチベーションが高まるような指導が必要。

・ エコライフデザイン：方法論としての工

礎的なことをしっかり教えることが大切。

学として、体系化されるものかもしれま

環境工学の学生は、色んなことを知り、

せん。

議論ができるが、物事の本質を理解する

・ 国策としての環境工学の理念と発展させ
ようとする政策。
・ 生物、化学系の授業の充実。
・ 工学基礎を教育する体系。

ための基礎的な学力が欠けている。だか
ら余り拡げることを考えない方がよい。
・ 就職先の拡大。幅の広い環境問題を解決
するための専門職。

・ 維持管理工学。

・ 総合的な見方、考え方。社会科学の視点。

・ 問題解決にはやはり技術革新と考えます。

・ 総合的な思考能力。

分野ごとに環境保全に寄与できる技術を
生み出すことが必要でしょう。
・ バイオ・化学の環境アセスとの一体化。
・ 文系と理系を融合させた環境学促進のた
めの組織や仕組み。
＜その他の意見＞
・ 環境そのものに触れ、観察し自分のもの
として把えるように教育する。

６．環境工学の卒業生が今後 10 年でどのよ
うな分野に就職すると考えていますか。
・ 現状のように多様な分野。
・ 環境工学の専門性が問われ、現状のまま
では厳しいものになる可能性がある。
・ 国、地方等の機関、建設業、コンサルタ
ント、教員、NPO。

・ “工学”の意味を問いつめること。

・ NPO 法人。

・ “環境”という言葉に対する認識。とい

・ 環境系 NPO、地域リーダー、環境指導員。

うのは、人によって解釈が様々であり、

・ 広く企業ではなく。公共財である環境の

そのことが、
“名称と内容の不一致といっ

管理を職とする場で働く可能性はあるか、

た”認識・解釈を引き起こしていると思

政府、国際機関、研究所、大学だけでは

います。

狭すぎる。NPO が重要か？

・ 持続可能な仕組みに向けた社会経済シス
テムの研究。
・ 上記人材が育つような研究業績を積極的
に評価できる研究体系。

・ エンジニアリング、国、地方自治体、コ
ンサルタント。
・ いままでの分野に加えさらに分野が広が
り、分野を問わなくなる。

・ 環境マネジメント能力の育成。人系、技

・ 特定の分野ではなく、様々な会社や組織

術系の教育の融合による総合能力。

の環境部門、環境担当のセクション。

・ フィールドワークの充実。
・ 本教授協会が、旧衛生工学分野だけでな
く、幅広い旧分野の先生方が会員になっ
ていることから、何か企画することも面
白いかもしれない。
・ 環境学全体が網羅的に理解でき、わかり
やすいテキスト。
・ 教えられることには限界があるので、基

・ あまり現状と変わらないと思いますが、
維持管理業や廃棄物の循環処理業などは
増加すると思います。
・ 総合的な判断力を持つ技術者、政策決定
者、コンサルタント、シンクタンク。
・ 環境工学の内容が今のままでは現状と変
わらず、先細りではないでしょうか。
・ 行政を含めてあらゆる業種、職種。

・ 現状とあまり変らない（環境行政、環境
コンサルタント、環境関連企業）
。
・ わからないが，例えば，気候変動に伴う

７．あなたの立場から、環境工学教育は今後
どのようなものに発展すべきとお考えで
しょうか。

災害保険リスクの算定や CDM プロジェ

・ 「工学」は企業で働くために発展してき

クトへの投資案件審査など，金融・保険

た。
「環境工学」ではなく「環境学」で

関係の仕事も増えるのではないか。

あるべきか？

・ コンサルタント、ゼネコン、環境装置メー
カー、公務員、廃棄物処理業。

・ 自立環境教育、社会工学、救急法、野球
スポーツ。

・ 現状のように多様な分野。

・ 環境の理解、環境改善の実践。

・ 学部と大学院に分けて質問しないと混乱

・ 日本そのものを見直し、自然の恵み、豊

しますが、学部はあらゆる分野に行くで

かさを認識する。

しょう。大学院は各分野の環境部門で

・ 環境工学と一口に言っても、極めて広い

しょうか。国地方含め役所の人気が落ち

分野を網羅する。何が環境工学なのかを

ている感じがします。

はっきりさせること。

・ 今の教育体系では現状と変化ないと思わ
れるが、間口は確実に狭まると思う。
・ 学部レベルでは、一層専門性の低い分野
に就職するのではと想像する。
・ 公務員もひとつの有力なところと考えら
れます。
・ 基本的には変わらない。公務員、環境に
係わるコンサルタント、水や廃棄物の処

・ 広範な知識とセンスを基礎として身につ
けさせる。大学院から環境工学を専門と
する人を受け入れる場合にも同じ。
・ 従来の技術の延長線上にある専門技術者
育成の為の教育と、広い視野で環境管理
できる、あるいはある組織の環境業務を
担える人材育成の為の教育が考えられる
と思います。

理プラント・ゼネコンのメーカーなど。

・ 概念的には広がると思いますが、常に実

・ 環境問題の解決を事業の主体にしている

学の部分を大切にしていかないと、苦し

企業は少なく、従来の事業の中で環境に

くなると思います

配慮した活動を行うスタイルがこれから

・ 単に知識を伝達するのではなく、環境問

も続くと思われます。このため特定の分

題の解決に必要なスキルと理念の習得を

野が特に伸びるとは考えにくい。

目指すことによって、個別に分断化され

・ 地方公共団体及び関連する業界。

ている現在の工学他分野に対して差別化

・ バイオ、NGO,市町村。

を図る。

・ 公務員、コンサル、エコビジネス。

・ すべきかどうかわかりませんが、望まし

・ 従来の衛生工学分野のほかに、幅広い意

いのはエコライフデザイナーとして、

味の環境系や間接的に関係する分野への

種々の製造業、サービス業などで活躍で

就職。

きるようになること、と考えています。

・ 技術畑だけではなく、環境管理行政の領
域。
・ リサイクルを重視した業界。

修復、保全、規制を司る分野は、マイナー
であることが望ましい。
・ 目的や手法は異なっていても自然・社会

科学の両者の意味でのトータルサイエン

・ ライフスタイル体験機関。

ス＆テクノロジー。

・ 環境倫理、環境のあり方を教える学問。

・ 持続可能な仕組みに向けたライフスタイ

・ 環境を単に測定して憂える（予測）工学

ルのあり方、省資源、省エネ技術につい

ではなく、問題を解決する知恵と技術を

て環境保全技術について（従来からの継

獲得できる教育へ。

続）
。
・ 理系の枠にとらわれない教育。人文社会
系の学生でもついてこられるような教育。
・ ローカルでも、グローバルに活躍できる
人材教育。
・ 基礎をしっかり勉強した上での実務的な
知識を与える教育。
・ 重要で工学の中でその意義を発信してい

・ 技術教育は必要であるが、工学に限定せ
ず、もっと広い内容で教育をすべきであ
ると思う。
・ 基礎的学問領域を網羅するような方向。
・ 社会経済システムを仰〓型にする要とな
すように。
・ 自然環境教育、社会工学、調査法、救急
法、野外スポーツ。

くことがこれからの工学全体のためにも
必要なことです。

８．環境工学が社会に果たす役割は何とお考

・ 研究分野の細分化が、教育の視野も狭め

えでしょうか。

ていると思われる。複合領域としての視

・ 人を育てる。

野の広い教育が重要。

・ 環境への負荷削減（抑制）のリーダー。

・ ＪＡＢＥＥに記載されているように、工

・ 公共財である環境の管理。

学のなかにあって、機械電気土木などと

・ 狭い意味での環境技術の提供。

違い、環境現象やそこに起きている問題

・ 社会システムの再構築、地域青少年高齢

を正しく認識できる人材を育成すること
が重要である。
・ 生態系を中心としたエコシステムの保全
に関する分野。
・ 学部の教育と大学院の教育との関係、教

者との交流、まちづくり。
・ 環境型社会形成の要に位置づけられると
すれば、極めて大きな役割を担う。
・ 環境問題に取り組む技術者、計画者等を
育て、具体的問題の解決に導くこと。

育と研究の関係をもう少し整理してくれ

・ 環境に対する正しい知識を持ちながら、

ないと答えられない。全体に質問が漠然

技術的に取り組むことができる視点・人

としている。まとめるのも大変だろう。

材を提供する。

そのくらい、環境工学なるものが曖昧。
「北大の環境工学グループの今後」とい
うような設問をしないと、単なる茶飲み
話になってしまう。
・ 土木工学を専攻していますが、自然への
インパクトに対する影響を理解させるこ
とと影響を最小限にとどめる方策や技術。
・ 国際貢献。

・ “環境”を主とした立場で社会に関わる
ことだと思います。
・ 循環型社会への転換では要になる工学だ
と思います。
・ 個別技術と総合化の両面からの環境問題
の解決に指針を与える。
・ 持続的社会の構築、安心と安全の提供。
・ あらゆる意味での不健全な環境（自然・

社会）の保全と修復、さらにはその予測
と予防。
・ 持続可能な社会の形成に向けて工学的ア
プローチ。
・ 私は社会科学系の学部に籍を置いていま

提供。
・ 学生に人気の地球環境問題や LCA 関連
を発展するだけでなく、衛生工学分野で
の貢献がないがしろにされないように、
留意すべきである。

すが，私大文科系学生の理科の知識は惨

・ いち早く警告を鳴らし、人間社会の持続

憺たるものです。環境を学ぶ学生ではあ

的発展と自然環境の保全に関する対策を

るのですが，ｐＨの意味がわかっている

講じるように社会に働きかけること。

ものは 1 割に満たないでしょう（中学生

・ 何を答えたらよいか分からない。

はなく大学生です。お間違いのないよう

・ 環境保全に貢献できること。

に）
。だから，酸性雨の定義などチンプン

・ 地域における住民と公共団体との間のイ

カンプンです。そして，彼らは環境と言
えば「街づくり」とか「里山保全」のよ
うな，一見，理科や数学の知識が必要で

ンターフェイス。
・ 物質至上主義からの脱却の科学、エッ
ミッションの少ない効率プロセスの開発。

ないようなテーマにどんどん流れていき，

・ 環境危機の予測、対策技術。

小学校の自由研究みたいな「論文」を書

・ 当面は環境問題と南北問題を工学的に解

いています（文科系といっても，経済学

決し、人類が真に豊かで安全に暮らせる

や社会学の知識があるわけでもないので

ようにすること。

す）
。彼らの公害防止や化学物質対策につ

・ 環境の保全・制御・管理・創造。

いての知識は一般のマスコミと同程度で

・ 今後ますます重要となる。

す。そして，マイナスイオン，トルマリ
ン，ＥＭ菌（ちょっと古いですか）など

９．環境工学分野の若い研究者にとって将来

などの環境・健康系のエセ科学にコロリ

にどのような夢と不安がありますでしょ

コロリと騙されています。理工系の先生

うか。

や学生はそのような現状を殆ど，ご存じ

・ 不安があるのは指導者の側である。指導

ないと思います。文理融合ということが

者がしっかりした見通しを持って立ち向

言われて久しいですが，文理の溝は広が

かえば、大きな夢を育む事ができる。

るばかりです。あと 3 年もすると「ゆと

・ 重大な使命とそれに反して狭い職の可能

り教育」の犠牲者が大学に進学してきま

性。

す。状況はさらに悪化するでしょう。そ

・ 環境管理への関与、就職先。

ういう「大学生」にも環境科学を教育で

・ 恵まれた日本をしっかりと認識すること。

きる環境工学研究者が必要と考えます。

・ 環境工学の広がりを感じるが、同時にい

・ 持続的な経済発展を支える基盤。

わゆる元々環境工学でない分野からの参

・ 公の技術・工学として工学の新しい理念

入も増えている。工学的基礎がはっきり

を打ち出せる分野。
・ 効率、利便性のみを求めがちな工学から
の脱却と、市民へのバランスの良い情報

している分野からの環境へのアプローチ
の方が将来的には受け入れられるのでは
ないか？

・ 研究競争ではサイエンスから環境に切り
込む人との勝負に勝てないという現実と、

できる。
不安：環境の時代といってもパイが小さい。

現場の環境を無視した研究だと批判され

・ 国内市場の行き詰まりに不安あり？

る現実との狭間で、環境を工学として切

・ 理想に燃えて入ってきていかせる道があ

り込むという切り口を明確に打ち出し、

るか、職能としての自信がつかない危険

双方に意義を認めてもらえる立場を築く

と不安。

こと。

・ もう若くないので、回答する資格なし。

・ 学生の就職先がなければ、いずれ研究者

ただしあえて言わせていただければ、夢

の居場所も限られてくると思います。

も不安も余り感じていないように見受け

・ 国際化は範囲の拡大。
・ 循環型社会の形成、地球環境問題、多様

られ、年寄りとして危機感を感じている。
・ 夢：身近なもの、地球レベルのことを含

化する化学物質の管理など、人類にとっ

め環境問題解決に貢献できること。

て大きな課題に対してその解決に貢献で

不安：環境として取り扱うべき範囲の広が

きるという夢がある。一方で特定した専

りが大きくなるにつれ、
環境の専門エキス

門分野を狭く持たない評論家にとどまる

パートとしての独自性を見出せなくなり

おそれもある。

つつあるか？土木の一分野なのか、
それと

・ 夢：エコライフデザインのイノベーション。

も独立した分野なのかを自分なりに、
専門

不安：夢があれば不安などはないのではな

分野として独自性をしっかり認識されな

いでしょうか。

いまま、就職すると、学生は自信をもてな

・ 先端科学を含めあらゆる分野が環境に研

くなった時点で不安になるかもしれない。

究や予算獲得の場を求めてきているので、

・ 若くないので回答できない。

その競合に不安を感じると思う。一方で、

・ 人類の生存に貢献できる研究、自然環境

それらシンプル環境学問に勝ち真のトー

を守ることに貢献できる研究を達成し、

タル・サイエンス＆テクノロジー分野と

自分自身を満足させ得るか。

しての環境工学を確立する夢があるので
は。環境工学はこれから確立するものだ
と考える。
・ 夢は、持続可能な社会の形成への使命感。
不安は、現実の職場での理想とのギャッ
プ。

・ 海外での活躍の場が安全を保証されるの
であれば（安全な地域では）
、国際貢献。
・ 競争社会での生き残りのなかで、競争社
会では解決できない環境問題に取り組む
矛盾。
・ 研究者の職の不安。

・ 文科系は特にそうですが，
「環境」そのも

・ 上記の役割を果たすという夢があるにも

のを生業とする職業が現状では非常に少

かかわらず、現実は不安。自己のやって

ないのが問題です。学生も，大学で環境

いることの全体での位置づけや価値に関

を勉強しても就職は別物と妥協していま

する不安。環境工学の思想・哲学の不足。

すし，そうしなければ，職が見つかりま

他の工学分野が依然として「自己発展的、

せん。

放任的な」発明と開発に明け暮れている

・ 夢：環境問題を自分たちが主導的に改善

現状に対する無力感など。

・ 夢：真に人間が豊かに暮らせる環境作り
に貢献しうる。

卒業生に対する需要があるか疑問である。
・ ボランティア的に地域の自然環境を調査

不安：夢を満たす中心的な役割を担いうる

することを指導的に実践できる研究をし

か。

てほしい。

・ 新しい学問領域として重要性が増すが、

環境工学のあり方検討会からの中間報告
日本環境工学教授協会
会長

楠田

哲也

平成 17 年 5 月 24 日に環境工学の在り方を考

Sanitary engineering を手本にしたものであ

える懇談会を東京大学にて開催し基本的な問

る。これがわが国における嚆矢であり、第 1

題点を整理し、その後のメール討議の結果を

期となる。この時代は理工系学部増設政策が

踏まえ論点をとりまとめた。論点は、

とられたときであったが土木系が関係する学

１．環境工学教育のディシプリンと体系

科として、その後の東京大学の都市工学科を

２．環境に関わる基礎教育科目

含めそれ以上にしばらくの間新設されないこ

３．環境工学の若者に対する魅力の増加方法

とになる。一方、1970 年後半には、工学系で

４．研究と教育の内容の乖離の拡大の縮小

はなく自然科学系に環境科学研究科が設置さ

である。今後、更なる検討を要するものの、

れた。北海道大学と筑波大学である。この頃

現時点で取りまとめた課題を報告する。

から 1970 年代末にかけて、公害激化、法制

なお、環境工学における研究分野は広範に

度強化の時代の中で既存の化学系学科を母体

わたっており、しかもその内容は主動的に

にして環境を冠とした学科が数学科設置され

日々展開しているので本検討では触れないこ

た。これが第 2 期である。その後、1990 年

とにし、対象を教育に絞ることにする。

代に入ると、大学院の拡充が始まり、同時に
地球環境問題が俎上に上るようになり、環境

環境工学教育は史的に大きく変遷している。

を冠とする研究科が設置されるようになった。

環境工学の将来を論じるには歴史を踏まえる

その一方で、土木系学科、化学工学系学科へ

必要があるので、
まず変遷を概略取りまとめ、

の志望者数の減少にともない環境を冠とする

続いて上述の項目にしたがい論点を整理する。

学科としての転換が見立つようになった。こ
れが第 3 期である。今後、地球環境問題、国

１．環境工学教育の史的変遷
わが国の環境工学は衛生工学から展開して

際広域環境問題の具体的な解決に向けて対応
できる人材の育成は増加するであろう。

きた。衛生工学科は北海道大学と京都大学に
1960 年代に設置されたもので、米国の

２．環境工学教育のディシプリンと体系

環境工学教育の最終目標として、環境問題

把握、解決のための方法論の樹立、未知現象

の解決を掲げているところは少なくない。そ

への対処方法、実施上の障害の克服などが必

の内容を見ると、環境問題解決のための環境

要となる。分化した専門知識のみでは環境問

科学を学習するところと環境問題解決のため

題を解決することができないばかりでなく、

の方法論を考察できる能力を身につけさせる

それを適用した場合には、最適解の選択が極

ところに分かれている。この構成は、図―１

めて局所的となり、かえって障害になること

に示すように、教育内容はおおよそ 3 分割で

がある。また、環境問題の解決方策には、

きる。第 1 は「事実知識」と呼ばれるもので、

唯一絶対はないし、価値は科学性によって

現実の対象を理解することを目的とし多数

ではなく、環境の回復によって判断される

の相互に独立な領域化された整合的体系と

ことになる。このような視点での「推論知

して記述される領域知識で、デカルト流の

識」の習得を目指した教育体系はわが国で

発想により、より精緻な解を求め、知の蓄積

はほとんど存在しない。この教育体系の具

を図るもの、第 2 は「利用知識」と呼びうる

体化が当面の課題であり、教育体系の実施

もので、現実的意味や価値の創出を目的と

方法等がそれに続く課題となるであろう。

し相互に独立の領域知識を正しく選出し統
合するための操作知識で、種々の設計に活

３．環境に関わる基礎教育科目

用しようとするもの、第 3 は「適応知識」と

限られた単位数の専門教育においては、学

呼ばれるもので、対象となるシステムの俯

生の能力と教科修得に対する情熱を踏まえる

瞰的操作を目的として未知の領域知識、利

必要がある。従来型のディシプリンを踏まえ

用知識を包括的に推定しつつ利用していく

た基礎教育を実施し、大学院で更なる深化を

ための推定知識で、問題解決を図ろうとする

図るのが通常の形態である。問題解決型の教

ものである。

育の方法論が存在しないので、この形態の教
育はほとんど実施されていない。この問題解
決型のカリキュラムを今後検討する必要があ

事実知識

利用知識

推論知識

る。
また、環境工学教育においては、持続可能

環境科学

性の向上を図ることを謳うことが多いが、持
設計学

続可能性の定義を明確にしないことが多いの
環境学：問題解決

図－１ 環境学の体系

現在の理学的教育は「事実知識」を、工学

で、教科の内容を確定し得ないでいる。持続
可能性の向上を定義し、目標像を定めた上で
の教科の検討が課題となる。

的教育ではそれに加えて「利用知識」を教育
していることがほとんどで、この両者をふく

４．環境工学の若者に対する魅力の増加方法

めて、問題解決のために必要となる基礎的知

環境工学あるいは環境科学は現在の学生に

識を、問題解決を目指す教育としている。し

魅力のある響きを与える。モデルを操り多彩

かしながら、問題解決のためには、全体像の

色の動画で結果を示せるのは確かに現在の若

者の感性をくすぐる。しかしなから、開発途

海外でも通用する実務にも長けた人材の育成

上国にて人類愛に燃えてサニテーションの改

がわが国に欠けているのも確かである。

善に作業服を着て力を尽くすことはほとんど
の場合、範囲外であろう。また、高等教育に

５．研究と教育の内容の乖離の拡大の縮小

おける低年次教育が興味を掻き立てるための

本中間報告では、研究の進展に伴い、研究

時には学問の香りのしない教科で満たされて

内容が教育内容と乖離する傾向にあるのはや

いる現状は学生の低質化への対処の結果であ

むをえないとしている。

り、環境問題解決が単なる稚拙な発想による
表皮的理解のもとでの好奇心を受けたものと

６．国際貢献

なっている問題も存在する。

国際貢献には、留学生教育、技術提供、共

高等教育の魅力を入口（志望先選択）と出

同研究などがある。留学生教育は人道的見地

口（就職）に分けて考えると、入口では若者

に加えて、国家的見地からなされる面もある

の発想に少し悪乗りして人集め戦略上教育機

ため、単純に教育をすればよいということに

関として甘言にて誘惑しているところがある。

はならない。さらに、実務体験等を含め大学

一方、国内だけに限ると出口でそれほど人材

と他組織との連携も必要となる。

を必要としているわけではない。現実は、既

わが国が科学技術の面において諸外国から

存の職場は既成の確立されたディシプリンで

尊敬されるためにあり方の検討が必要である。

教育されている分野の卒業生を求めることが
圧倒的に多い。

今後、論議を重ねていく必要があるので、

学生の稚拙さに支えられた教育を施す側の

会員各位のご意見を事務局宛いただければ幸

二面性と人材の国内需要の少なさは、環境教

いです。

育の不要を示しているものではなく、また、

COE プログラムの紹介
２１世紀 COE プログラム「流域圏の持続可能な水・廃棄物代謝システム」
北海道大学大学院工学研究科環境創生工学専攻
教授
研究教育体系
本 COE 拠点は、具体的な教育研究の目標を、

渡辺

義公

術”及び “人間の反応に関わる技術”を、先
端技術と融合した教育研究を推進しています。

環境の管理と創生をベースとした、持続可能

図１が本 COE 拠点の目指す環境社会工学

な流域圏新文明施設の構築に置いています。

（Socio Environmental Engineering）の研

目標を達成するために、
“質の利用と変換の技

究教育体系です。

教育成果
以下に、若手研究者の育成の教育理念と具

先端技術
IT

バイオ技術

健康リスク

人間の反応

ナノ技術

体的取組について説明します。

水質変換技術
廃棄物処理
・処分技術

環境リスク
合意形成

質の利用・
変換技術

新機能性材料

便益・コスト

施設設計技術

持続可能な流域圏
新文明施設
沿岸域管理

土壌管理

陸水管理

環境管理 ・ 環境創生

図1 本拠点のめざす環境社会工学
「Socio-Environmental Engineering」の教育研究体系

一つ目は、技術の融合による新分野の開発
に貢献する研究者の育成、二つ目は語学力と
研究能力において国際的センスとレベルを持
つ研究者の育成です。具体的取組としては、
英語教育と異分野知識の強化を目的とした
“Intensive course”と、新たな研究テーマの
創出や研究の融合のための、若手研究者の勉
強会の実施が挙げられます。今年度も

研究成果

“ Chemistry

for

Construction

and

融合的研究として世界水準にあると考えら

Environmental Technology”
などのIntensive

れる二つの研究、
“ナノ技術と水質変換技術の

course を計画しています。若手研究者勉強会

融合”
、
“ナノレベルの視点からの施設設計技

の成果として 4 名が今年度の文科省科研費に

術”を紹介します。

採択されました。

先ず、渡辺が行っている“ナノ技術である
分離膜と水質変換技術の融合”の研究では、

事業推進者の有機的結合

浄水処理から下水処理までの広範に適用が可

先ず、三つのサブグループ間で積極的に融

能な、膜ろ過システムの設計マトリックスを

合的研究を推進してきました。その例として、

提案しその有効性を実証しました。この研究

社会基盤グループと水代謝グループによる

は“膜ろ過機構の基礎研究”と“水処理用の

「コンクリート腐食機構の解明と対策技術の

新規分離膜の開発”に関する研究としても世

開発」や廃棄物代謝グループと水代謝グルー

界的評価を受けています。

プによる「埋立地の延命化と安全性の向上に

世界最高水準にある研究の 2 例目は、上田

関する研究」が挙げられます。融合的研究教

らが行っている“コンクリートの長期耐久性

育の更なる展開のために、今年度の工学研究

評価手法の開発”です。本研究は世界で始め

科の改組で,「環境創生工学専攻」と「環境循

て、圧縮強度を与えず、コンクリートの圧縮

環システム専攻」の二つの専攻へ事業推進者

破壊現象をメソスケールモデルで再現した点

を集中化し,融合化を図りました。水代謝シス

で高く評価されています。この研究ではさら

テム講座と社会基盤施設管理工学講座が専攻

に、力学的作用と環境作用を考慮し、ナノレ

を構成するのは極めて斬新的です。

ベルからの力学・物理・化学・生物学的抵抗
性の制御による耐久性材料の開発と、その長
期耐久性評価を行っています。構造物の長寿
命化は建設廃棄物の発生抑制の基本です。

ホロニック・パス的発想の具現化
適切な時空間規模の自律したサブシステム
を調和させて、全体システムを構築する概念
である「ホロニック・パス」は本拠点の研究

理念です。その具現化について、水代謝シス

これは、都市部インフラ施設の建設現場と解

テムと廃棄物代謝システムについて説明しま

体現場に、モバイル型の生コンプラントと廃

す。

骨材再生プラントを設置し、生コンの運搬・

図 2 は、浄水場の大規模化・集中化と長距

搬入や廃材の搬出・運搬を不要とする「建設

離配水を行っている大阪府水道システムです。

材料のクローズドリサイクルシステム」です。
廃骨材再生プラントは実用化段階にあり、生

*膜ろ過による各建物・地区での飲用水の上質化
*ハイブリッド下水処理による非飲用水源の創生
*老朽配水管の更新が不要

コンプラントは試作機ができています。

ハイブリッド型下水処理場
（非飲用水源の創生）

建物・地区
地表水源

非飲用水
村野浄水場

地下水源
飲用水
淀

川

大阪市

現場サイト

処理施設

新設
現場
下水処理場

都市域

現場サイト

膜ろ過浄水場

解体
現場

小型生コン
工場

放流

処理施設

ネットワーク
センター

モバイル型生コンプラント

大阪湾

モバイル型再生処理プラント

原図：大阪府水道部

岬町

図 2 ホロニック・パスの具現化
（大阪府における新しい水代謝の提案）

村野浄水場は世界屈指の大規模浄水場で、高
度浄水処理を行い、高度処理水は巨大な配水

●トラックミキサー
による小型化
→従来の1/5の敷地
●複数のプラントの
ネットワーク化による
生コン出荷の最適化
●超高度処理水の有効利用
●輸送削減による環境負荷・
コストの大幅な削減

●湿式すりもみ方式（超高度処理水の有効利用）
●比重選別ジグによる骨材の分離・回収・洗浄
→ 高品質再生骨材の製造コスト低減
●バイオセパレーティング
硫黄酸化細菌によるペースト部の脆弱化

図 3 ホロニック・パスの具現化
（建設材料のクローズドリサイクルシステム）

システムによって府下の自治体に送られます。
和歌山県との県境の岬町には数日もかかって
水道水が届きます。このようなシステムでは
管の老朽化と長距離配水による水質劣化が問

将来構想
最後に、拠点の発展的継続計画について説
明します。

題です。老朽管の更新には巨額の費用と長期
間を要します。
「ホロニック・パス的発想」で
は、老朽管の更新は一部のみとし、村野浄水
場は通常の急速ろ過処理のみを行うことで、
各市町村に用水を供給し、それぞれで適当な
規模で水道水を上質化します。これによって、

継続拠点のパ－トナ－
Forschungszentrum Karlsruhe
Institute of Technical Chemistry
*Water and Geotechnology Division
*Division of Chemical-Physical Processing
*Thermal Waste Treatment Division
*Division of Technology-Induced
Material Flow

The Biodesign Institute
(Arizona State Univ. , USA)
Center for Environmental
Biotechnology

老朽配水管の更新費用を削減し、浄水場から
蛇口までの輸送距離の短縮による水道水の上
質化が可能となります。膜ろ過による高度な
下水処理を行えば、処理水の貯留や地下水涵
養によって非飲用系の自己水源の創生も可能
です。
「ホロニック・パス的発想」による廃棄物
代謝システムの具現化の例がこの図 3 です。

水資源の
再生・循環技術

渡辺
COE拠点

水代謝グループ

環境リスク評価
合意形成プロセス
ホロニック・パス

公共政策大学院

LCA, シナリオと戦
略の立案

持続的発展のための革新的技術

継続拠点

廃棄物の資源化・
処分技術

耐久性材料
の開発

廃棄物代謝グループ

長寿命構造物
の設計法
社会基盤管理グループ

先端技術との融合

図 4 拠点の発展的継続計画：Center for Sustainability and
Technology

図 4 は総合工学と先端技術を融合して、持
続可能な流域圏新文明施設を構築するために、
COE プログラム終了時に設立を計画中の
「Center for Sustainability and Technology」

の構想です。このセンターは、環境社会工学

リ ゾ ナ 州 立 大 学 の 「 Center

for

構想の三角形の 2 辺に示したハ－ドな技術で

Environmental Biotechnology」とは連携に

ある、
「水資源の再生・循環技術」
、
「廃棄物の

向けての活動を開始しました。

資源化・処分技術」
、
「耐久性材料の開発」
、
「長
寿命構造物の設計法」の更なる発展を目指し

本 COE プログラムは本年 5 月に中間評価

ます。ここで研究開発した技術は、
「環境リス

を受けました。後半の 2 年半では、評価書で

ク評価」や「合意形成プロセス」をホロニッ

指摘された点を考慮しながらプログラムの発

ク・パス的発想によって総合化して、
「流域圏

展を図りたいと考えています。

の新文明の構築」に貢献できます。今年度北

なお、本文は、北海道大工研究科の「広報・

大に設置された、文理融合型の公共政策大学

情報管理室」が発行した「えんじにあ Ring」

院との連携も強化します。本センターと関連

第 361 号に掲載した内容に加筆したものです。

があるドイツのカールスルーエ研究機構の
「Institute of Technical Chemistry」及びア

環境工学に入門して２０数年間の経験と感想
東北大学大学院工学研究科
助教授
１．上下水道工学から入門し、環境工学へ
私にとりまして環境工学への入門は大学進

李

玉友

第一志望として選びました。入試の結果、配
属大学は第一志望を実現できなかったものの、

学の選びへ遡ります。大学への進学年度は

専門に関しては、志望通りでした。それで沿

1978 年でした。当時、中国では「文化大革命」

海地方の山東省から西安の大学（現：西安建

という長年の社会混乱から教育の秩序がやっ

築科技大学）に入学し、衛生工学系（大学卒

と取り戻され、大学入試の全国統一試験を実

業の時点で環境工学系に改名されていたが）

施する初めての年でした。当時の入試制度で

で上下水道専門を勉強することになりました。

は、専門と大学に関する志望調書を個人的に

卒業論文を書く時、活性汚泥法を用いたフェ

出せるものの、配属に関してはあくまで入試

ノール系排水（コークス廃水）処理の研究を

管理委員会による振り分けに従うことが義務

補助したので、
「好気性消化による余剰汚泥の

づけられていました（もちろん、現在選択の

減量化」についてまとめました。当時、多く

自由化が進み、そのような理不尽な制度がな

の同級生が「卒論」として設計を行っている

くなった）
。知識も情報も乏しい中、何となく

のに対して、研究論文を書くのが比較的に珍

社会開発において水のことが重要という認識

しかったと記憶しています。振り返れば、卒

がありましたので、
「上下水道工学」を専門の

論研究は私の環境工学研究のスタートでした。

修士課程は、沿海地方にある天津大学の土

と関連微生物など、時間経過とともに研究の

木系環境工学専攻に進学し、土木系の「環境

内容は若干変わってきました。現在、①「バ

工学研究室」で勉強しました。天津大学は化

イオエネルギー・エコエネルギー」の分野で

学工学系がつよいので、土木系環境工学の履

生かすバイオマス利活用技術の開発、②環境

修内容にも化学工学専攻の「反応工学」や「移

衛生工学分野で排水・下水汚泥・生ごみ・家

動速度論」などの科目が組み込まれていた。

畜排泄物の処理やリサイクル（エネルギー回

そのような履修科目は環境工学の勉強にとて

収とリン回収）のためのシステム化・効率化

も役立つものでした。修士論文の研究は卒論

を図る内容、③環境微生物学の発展に寄与す

の経験を生かして、
「活性汚泥法における代謝

る内容、三つのメインテーマを絞って研究を

産物の生成と浄化限界に関する実験的・動力

進めております。近年、
「持続可能な発展」の

学的検討」という基礎的な内容でした。この

概念が世界的に定着しており、国内でも「循

ように、私は修士課程までは上下水道工学を

環型社会の形成」
、
「バイオマスニッポン総合

中心とした勉強をしてきたが、研究内容を次

戦略の推進」が進められている中、嫌気性生

第に「環境工学」へシフトしました。これは

物処理技術の社会的ニーズが増えていると実

1980 年代における世界的な流れだったと思

感しています。

います。中国でも土木関係の「衛生工学」は
「環境工学」へ改名され、その後さらに「環
境科学と技術」へ拡張されているようです。

３．環境工学教育と研究の方向性について
環境というキーワードは様々な分野で広く
使われている中、われわれの教育と研究のア

２．嫌気性生物処理の研究とともに 20 年間

イデンティティと方向性を考える時、
「環境工

修士課程を修了した直後、1985 年 6 月東北

学とは何か？」について改めて問い直す必要

大学工学部土木工学専攻松本順一郎先生の研

があると思います。衛生工学と土木工学の教

究室（当時は汚染制御工学研究室という名称

育影響を強く受けてきた私としては、環境工

であった）に留学する機会に恵まれました。

学教育の守備範囲として次の内容は重要であ

そして、野池達也先生ご指導の下、嫌気性生

ると考えています。

物処理の研究を始めました。振りかえてみれ

（１）環境施設： 上下水道・廃棄物処理施

ば、日本に留学してから大学の教育研究と民

設・快適環境創造施設等

間企業における研究開発を併せて約 20 年間

（２）環境動態： 環境動態解析、モニタリ

経験しましたが、一貫して排水処理・廃棄物

ング、環境微生物と環境生態学、自然再生等

処理を中心とした環境保全工学の研究に従事

（３）地球環境への取り組み：球温暖化、酸

し，特に有機性排水・廃棄物の嫌気性処理に

性雨、砂漠化、海洋汚染などへの対応等

関する基礎的研究や技術開発を携わってきま

（４）環境計画と管理の手法：社会環境管理

した。研究テーマは汚泥の嫌気性消化、嫌気

や計画的手法による環境保全

性ろ床や UASB 法による有機性廃水の処理、
グ

教育・人材育成という観点から、社会ニー

ラニュール汚泥や嫌気性微生物の構造解析、

ズをよく考えなければ卒業生の就職は問題が

生ゴミや家畜廃棄物のメタン発酵、水素発酵

あると思います。環境工学の教育カリキュラ

ムを組み立てる場合、ミニマムのコンセサス

繋がります。また、環境科学の学際分野・未

（環境工学という以上、少なくともここまで

踏分野へのチャレンジは今後とも重要ですが、

勉強するという基準）と各大学のアイデン

如何にして環境工学のアイデンティティや独

ティティの両方を考慮する必要があります。

創性を維持しながら、社会におけるわれわれ

一方、環境工学の研究に関しては、近年バ

の分野のリーダーシップを発揮するかは問わ

ラエティに富んだ研究は行われているようで

れると考えられます。一方、従来環境工学の

すが、テーマの細分化、システム化または学

主要な研究対象とされてきた環境保全施設

際分野・未踏分野へのチャレンジなどの傾向

（水質、上下水道、廃棄物管理システム）関

が見られます。個人的には、環境工学に関わ

連の研究は「循環」
、
「ゼロエミッション」
、
「サ

る個別の現象を細分化して詰めていきますと、

ステナビリテイ」などの新しい理念やキー

いずれ環境微生物学、環境化学、環境水理学

ワードを取り入れて、技術革新を図る必要が

に繋がるし、またシステム化の研究は環境シ

あると考えます

ステム学、環境計画学、環境生態学の発展に

大学改革・改組等
寄附講座「日中環境技術研究講座」の設置と
「京大―清華環境技術共同研究・教育センター」の開設
京都大学大学院工学研究科都市環境工学専攻
教授
京都大学大学院工学研究科では環境産業関
連企業 29 社からの寄附によって寄附講座
「日
中環境技術研究講座」を平成 17 年 10 月 1 日

武田

信生

に、清華大学および京都大学の大学院生の教
育にも携わることになった。
去る平成 17 年 10 月 11 日、清華大学深圳

から平成20 年9 月30 日までの3 年間設置し、

研究生院において京大―清華環境技術共同研

この講座の研究・教育活動を中国国内で展開

究・教育センター開所式が、12 日には記念シ

するために、
清華大学深圳研究生院
（深圳キャ

ンポジウムが開催された。開所式には日本側

ンパス）内に「京大―清華環境技術共同研究・

から横山副学長、
荒木副学長・工学研究科長、

教育センター」を開設した。寄附金額は年間

関係教授および寄附企業の代表者等が、中国

4 千 6 百万円（3 年間合計 1 億 3 千 8 百万円）

側から清華大学副学長、深圳研究生院院長、

であり、津野 洋教授（兼任）
、管 运涛助教

深圳市副市長、関係教授および中国産業界代

授、水野忠雄助手が着任した。助教授および

表者等が参加し、盛大に挙行された。

助手は深圳研究生院に長期滞在（出張）し清

本講座の特色は以下に要約される。

華大学教員と協働して研究を推進するととも

① 多くの企業からの共同寄附によってい

る；あらゆる産業分野が環境に関連して
いるといっても過言ではなく、中国の

と考えられたこと。
④ 環境問題の前線に活動拠点を開設；深圳

経済・資源・環境には無関心ではいられ

市はこの 25 年の間に小さな漁村から 1

なくなっている。寄附という行為を通じ

千万人といわれる人口にまで急成長した

て共同参画してもらうことによって情報

都市であり、日本企業も約 480 社が進出

の共有や産学官の連携がより積極的に推

しているといわれている。それだけに、

進できると考えられたこと。

抱えている環境問題は深刻であり中国に

② 寄附講座の活動を海外において展開；環

おける環境研究・教育を展開していくに

境分野の研究を遂行し、その成果を活か

は最適の地であると考えられたこと。

していくためには現地において調査・実

中国は、人口 13 億を有し、また現在の経

験・検証することが必須であり、東アジ

済成長からみて、
きわめて広大な市場であり、

アにおいて最も経済発展が著しく環境問

経済界に及ぼす効果も大きい。本講座の活動

題が深刻になっている中国にその焦点を

を通じて、中国における人脈形成、人材育成

当てることは妥当であると考えられたこ

が効率的に行われる上に、
日本側での効果
（着

と。

任教員・実習学生の国際教育・経験育成）も

③ 中国人教員（助教授）を雇用；清華大学

高い。広域環境問題、我が国の環境問題、中

との共同研究・教育を円滑に進めていく

国の環境問題の解決に寄与し、学術発展にも

ためには中国人教員と日本人教員の緊密

大きく貢献するものと期待される。さらに、

な連携が必要であり、研究・教育活動に

清華大学との協働により中国における環境分

中国人教員が関与することが重要である

野の COE となる可能性もある。

環境・エネルギー工学専攻元年
～大阪大学“環境工学”の新たなフェーズへ
大阪大学大学院工学研究科
助教授 池 道彦
日本で初めて“環境”を冠した学科・専攻
として、大阪大学の環境工学分野での研究・

学部も改組され、
『環境・エネルギー工学科
（工
学部）
』が誕生する。

教育を先導してきた『環境工学専攻（大学院
工学研究科）
』は、今年度より原子力工学専攻

新専攻での教育の特徴は、いわゆるダブル

と融合する形で『環境・エネルギー工学専攻』

（マルチ）メジャーであり、(1)環境マネジメ

（専攻長：盛岡通教授）に改組され、新たな

ント、(2)共生環境デザイン、(3)循環型材料・

展開をスタートさせた。平成 18 年度からは

資源システム、(4)共生エネルギーシステム、

(5)保全・共生システム、(6)量子エネルギー、

匠、相談者、助言者、あるいは仕事の後見人

(7)環境リスク管理の７つの教育プログラム

を指し、
本プログラムでは企業や国の研究所、

から、修士・博士論文研究を進める専門分野

自治体などから修士／博士論文研究のアドバ

を主プログラムに定めるとともに、それに加

イザー、トレーナー、アセッサーとして実践

えて少なくとも一つの副プログラムを選択し、

メンターを招聘し、学生の教育を接点とした

それぞれに帰属する講義・演習科目から所定

新しいタイプの実効ある社会連携につなげて

の単位数を履修させる。また、修士論文研究

いくことを目指している。実践メンターによ

も異なるプログラムに属する複数の教員から

り教育を受け、一定以上の成果を得た学生は

指導を受けることを原則としており、多様な

メンターの参画する国内外の研究プロジェク

視野から幅広い環境・資源・エネルギーの問

トに参加させ、プロジェクトマネージメント

題を解決する、あるいは予見し予防すること

の能力も身につけさせることを狙っている。

のできる技術者、研究者を育成することをめ
ざしている。学部教育が本格化するのは 2 年

特色ある教育プログラムの構築と呼応する

後であり、細部は確定していない部分もある

形で、新規な研究プロジェクトとして、東京

が、専攻と同様にダブルメジャーの思想での

大学、京都大学、北海道大学、茨城大学との

教育メニューが準備されている。

5 大学連携で実施する【戦略的研究拠点育成
プログラム：サステイナビリティ学連携研究

専攻教育プログラムのうち(7)環境リスク

機構構想】の実施を提案している。人類を含

管理は、
【新興分野人材養成プログラム：環境

めた地球生態系の存続を左右する現実社会の

リスク管理のための人材養成（平成 16 年 10

問題解決を図るサステイナビリティ学の樹立

月～）
】とリンクしており、学内の専任教員の

を目的とするプロジェクトの枠組みの中で、

みでなく、環境リスク管理に精通した第一線

大阪大学は本専攻を中心とした全学組織とし

の研究者や実務者を外部から招いた講師陣の

て【サスティナビリティ・サイエンス研究院

講義・演習を受けることができる。本プログ

(RISS:

ラムは、一般の社会人の方々が、科目等履修

Sustainability Science)】
（代表：宮原秀夫総

生あるいは特別セミナー受講生として多数受

長）を設立し、サステイナビリティに寄与す

講しておられることから、大学の価値観から

る技術マネジメントおよび基盤技術開発を担

のみではないグループ・ディスカッションも

う予定である。実際の研究活動としての本格

期待される場となっている。一方、先ほど採

的始動は平成 18 年度以降となるが、現在学

択された【魅力ある大学院教育イニシアティ

内の非常に幅広い機関に属する環境系研究者

ブ ：実 践力向上のメンター制と

の大連携が進められている。

Research

Institute

for

PB(Project-based)リーダー養成】も、専攻で
の教育の特徴的なスタイルを反映したもので

以上のように大阪大学においては、改組に

あり、机上の学問ではなく実践的な知識と考

よって誕生した『環境・エネルギー工学専攻』

え方を身につけた学生を育成するプログラム

を核とした様々な大型プロジェクトの立ち上

である。メンターとは仕事や人生の上での師

げが相次いであり、工学研究科における環境

工学専攻と原子力工学専攻という斬新な融合

を誘発しつつあるのが現状といえよう。

が、全学の環境教育・研究のさらなる大融合

大学・高専ニュース
（１）教育研究組織の改組、計画等
■京都大学

■北九州市立大学

日中環境技術研究講座（寄附講座）が平成 17

16 年度より、環境、情報、バイオテクノロ

年 10 月 1 日発足．
（詳細は当専攻武田教授の

ジー、ナノテクノロジー等の最先端技術分野

記事をごらんください。
）

や地域に著しく貢献する分野の技術開発機能

（文責 高岡昌輝）

を高め、その成果を事業化することを目的と
した北九州市立大学国際環境工学部技術開発

■東京大学

センターの設置及び運営が始まった。

平成 17 年度科学技術振興調整費戦略的拠点

現在、設置承認済みのセンターは、エコデ

形成プログラムとして採択された「サステイ

ザイン研究センター、
循環技術研究センター、

ナ ビ リ テ ィ 学 連 携 研 究 機 構 (Integrated

地域エネルギー環境開発センターの３つであ

Research System for Sustainability Science,

る。以下、筆者が関係しているエコデザイン

IR3S)」が発足（8 月 1 日）
。東京大学（幹事）
・

研究センターを中心に紹介する。

京都大学・大阪大学・北海道大学・茨城大学

エコデザインとは

が連携し、総合的な学術分野「サステイナビ

エコデザインという言葉はサステイナビリ

リティ学」の創成と、サステイナビリティ学

テイと同様に、建築物や工業製品など形があ

教育プログラムの実施を目指す。
将来的には、

るものから、資源循環などのプロセス、そし

東大に地球持続戦略研究イニシアティブ

て地域経済社会の設計のようなソフト領域ま

（TIGS）
、京大に京都サスティナビリティ・イ

で広く使われるようになった。エコデザイン

ニシアティブ（KSI）
、阪大にサステイナビリ

研究センターが意図するエコデザインは、循

ティ・サイエンス研究院（RISS）
、北大にサス

環型社会の基盤を構成するエネルギー/資源

テイナビリティ・ガバナンスプロジェクト

について原材料の採取から生産、加工、使用/

（SGP）、茨大に地球変動適応科学研究機関

利用、再利用、再資源化、廃棄という製品/

（ICAS）
）
（いずれも仮称）を設立し、ネット

サービスのライフサイクル全ての段階で、資

ワーク型研究拠点として充実をはかることを

源効率/環境効率を高め、製品/サービスの性

計画中である。

能や付加価値を飛躍的に高めことを目的にし
（文責 小貫元治）

た(1)未来価値創造の考え方，(2)関連する技
術開発、(3)マネジメント手法の開発、(4)人

材育成を柱としている。

た評価・計画手法を提示すること

具体的な調査・研究テーマ

(3)ナノ技術・技術（例えば廃木材からのコン

エコデザイン研究センターは北九州市立

ポジット建材生産）を織り込んで資源循環

大学国際環境工学部の研究を基盤としながら

を経済社会に軟着陸させる技術開発を進め

も関連分野における大学・企業との共同

ること

研究・開発を通して、以下のようなテーマで

(4)循環型社会で最も基本となる資源・エネル

地域のエコデザイン化に貢献すべく研究を進

ギーマネジメントを中心に環境共生街区設

めている。

計（例えば市庁舎）
、景観の豊かさ設計（例

(1)循環型社会の、
特に需要サイドにおける製

えば門司港レトロ地区）を行い、北九州地

品・サービスとの関係を再考することで、

域での住宅、公共施設の環境共生化を推進

経済発展と環境負荷低減を同時に実現する

すること

モデルを提案し、それによって「環境首都
の実現」に資すること

(5)自然環境の浄化、ビオトープ化、環境モニ
タリングの推進

(2)先進国の都市環境インフラの再構築、
途上
国の都市環境インフラの戦略的整備におい

(6)大学として「環境首都創造」の根幹となる
環境市民の育成

て、環境経済的制約、循環指向を包含させ

（文責 松本 亨）

（２）人事
■東北大学

工学部社会基盤工学科 松井 佳彦教授

環境保全工学分野長の野池達也教授が平成

（平成 17 年 5 月 1 日付け

17 年3 月31 日付で東北大学から定年退職し、

北海道大学大学院工学研究科へ転出）

4 月 1 日付けで日本大学大学院総合科学研究

（文責 湯浅 晶）

科の教授（環境科学専攻）として再就職され
た。

■京都大学

環境保全工学分野の助手河野孝志先生は平成

○平成 17 年 7 月 1 日

17 年3 月31 日付で東北大学から定年退職し、

山下尚之講師

4 月1 日付けで株式会社タクマに再就職された。

独立行政法人土木研究所水循環研究グループ

（文責 李 玉友）

から京都大学大学院工学研究科附属流域圏総
合環境質研究センターの講師に着任。

■岐阜大学

○平成 17 年 10 月 1 日

工学部社会基盤工学科 李 富生助教授

津野 洋 教授

（平成 17 年 4 月 1 日付け 着任）

京都大学大学院工学研究科都市環境工学専攻

日中環境技術研究講座（寄附講座）の教授を

水野 忠雄 助手

兼任
（環境システム工学講座水環境工学分野）
。

京都大学大学院工学研究科都市環境工学専攻

管 运涛 助教授

日中環境技術研究講座（寄附講座）の助手に

清華大学工程学部環境工程系から京都大学大

着任（新規採用）
．

学院工学研究科都市環境工学専攻日中環境技

（文責 高岡昌輝）

術研究講座（寄附講座）の助教授に着任。

（３）シンポジウム・講演等

■北海道大学

加登録数は 33 カ国から 332 名で、IWA

１．COE Intensive Course

(International Water Association)が会議終

21 世紀 COE プログラム「流域圏の持続可能な

了後に行った調査では、約 90%の参加者から

水・廃棄物代謝システム」
（拠点リーダー：渡

満足との回答を得た。

辺義公）では昨年に引き続き、英語による特
別集中講義「Environmental Biotechnology

３．11 月 17 日（木）
、11 月 18 日(金)の 2

2005 - Fundamentals and Applications - 」

日間、第 13 回衛生工学シンポジウムを開催

を 6 月 9 日～24 日にわたって開講した。
今年

した。本年度は 2 つの企画セッションを実施

度の講師陣は Prof. J. G. Kuenen（TU Delft,

し、
「安全安心な廃棄物処理を目指して―田中

the Netherlands）、Prof. Roger Ben Aim

信壽先生が残した足跡―」は，本年 3 月に急

（INSA Toulouse, France）
、Prof. Dick van

逝された田中信壽先生が研究されたテーマを

der Kooij（KIWA, the Netherlands）
、Prof.

7 名の卒業生が紹介し、その足跡をたどった。

Markus Boller（EAWAG, ETH,Swizerland）

また、
「歌登町におけるディスポーザー社会実

の 4 人で、対象は大学院修士課程学生。2006

験―下水道の新たな可能性―」は，歌登町、

年も前期、後期それぞれ講師陣、テーマを変

国土交通省国土技術政策総合研究所からディ

えつつ開講する予定である。

スポーザの導入経緯、効果などを発表してい
ただいた。

２．6 月 6 日～8 日、ホテルロイトン札幌で

（文責 松藤敏彦）

「3rd IWA Leading Edge Conference &

■東京大学

Exhibition

１．第 3 回東南アジア水環境国際シンポジウ

on

Water

&

Wastewater

Treatment Technologies」が開催された。

ム開かれる。
（平成 17 年 12 月 6 日～8 日）

Program Committee の渡辺義公が開催実行

昨年行われたベトナム・ハノイでの第 2 回シ

委員会を組織し、水代謝システム講座の教職

ンポジウムに引き続き、第 3 回のシンポジウ

員、学生の協力も得て成功裡に終了した。参

ムを初回と同様、タイ・バンコク郊外のアジ

ア工科大学院（AIT)にて開催した。

地球と文明の未来」

今回のシンポジウムでは、東南アジアにおけ

共 催：東アジア研究型大学連合・日本経済

る水問題に関連する研究プロジェクトである

新聞社

東北大学ならびに愛媛大学が主管となってい

日 時：平成18年2月4日(土)13:00～17:00

る RR2002 プログラム、山梨大学の 21 世紀

場 所：東京大学 安田講堂

COE プログラム、東京大学の 21 世紀 COE

連絡先：東京大学サステイナビリティ学連携

プログラムのバンコク部会それぞれのスペ

研究機構

シャルセッションも並行して行われたことに

TEL:03-5841-1544

より、より幅の広い会議シリーズとなった。

http://www.ir3s.u-tokyo.ac.jp/

3 日間の会議に延べ 13 ヵ国から約 120 名の

（文責 小貫元治）

参加者を得た。
口頭発表、ポスター発表それぞれにおいて、

■京都大学

様々な分野からの参加者によって

１．
第 28 回京都大学環境衛生工学研究会シン

活発な討議が行われた。

ポジウム
開催日：平成 18 年 7 月 18 日（火）
、19 日（水）

２．第 8 回水環境制御研究センターシンポジ

会場：京都大学百周年時計台記念館（京都市）

ウム開かれる。
（平成 17 年 11 月 24 日）

参加者：120 名予定

「地下水利用における諸問題と地下水・土壌
のバイオレメディエーションの現状」と題し

２ ． 4th International Conference on

て、東京大学山上会館でシンポジウムを開催

Combustion, Incineration/Pyrolysis and

した。産・官・学それぞれの立場からの講演

Emission Control（4th i-CIPEC）

が行われ、120 名近い参加者があった。

開催日：平成 18 年 9 月 26 日（火）～29 日（金）

（文責 栗栖 太）
３．サステイナビリティ学連携研究機構公開

会場：京都大学百周年時計台記念館（京都市）
参加者：200 名予定
（文責 高岡昌輝）

シンポジウム「サステイナビリティ学が拓く

（４）その他のニュース
■大同工業大学

の組織化―授業改善のためのフィードバッ

平成 17 年度「特色ある大学教育支援プログ

クループ形成の試み

ラム」採択
取組名称：全教員を対象にした公開研究授業

（文責 堀内 将人）

雨天時都市流出水中の生物利用性重金属と水生生物への毒性評価

古米弘明

古米弘明
（N.N.Aung）

佐藤弘泰

佐藤弘泰

片山浩之

小貫元治

清水 芳久

田中 宏明

藤井 滋穂

山田 春美

田中 宏明

高岡 昌輝

日高 平

東京大学

東京大学

東京大学

東京大学

東京大学

東京大学

京都大学

京都大学

京都大学

京都大学

京都大学

京都大学

京都大学

非光合成細菌による低分子有機物からの嫌気性水素発酵に関する基礎的研究

飛灰上でのダイオキシン類再合成機構の解明およびその抑制技術の評価

擬似成熟社会における健康関連微生物のリスク評価とその制御

廃水のオゾンおよびオゾン・過酸化水素処理における活性酸素種等の挙動に関する研究

有機フッ素化合物の都市水循環環境での汚染動態調査とその対策に関する研究

都市排水系での難分解、極性有機物質（P3）の汚染実態と制御方法に関する研究

膜ろ過による下水２次処理水中微量汚染物質の除去：ろ過膜及び微量汚染物質特性の影響

活性汚泥中のPHA蓄積細菌群集の解明と廃水からの生分解性プラスチック生産への応用

都市水循環が水中病原微生物の発生動向に与える影響の解明

下廃水処理プロセス中の糸状性細菌に寄生するバクテリオファージの探索と利用

沿岸域における底泥の輸送と物質変換機能の解析のための複合微生物群集解析手法の応用

活性汚泥中におけるアンモニア酸化細菌の種組成の解析と機能向上に関する研究

藤井 滋穂

伊藤 禎彦

森澤 眞輔

松井 康人

江崎哲郎

江崎哲郎

島岡隆行

京都大学

京都大学

京都大学

九州大学

九州大学

九州大学

アジア・メガシティの大規模廃棄物処分場環境モニタリング手法構築のための現地調査

地下岩盤の力学及び透水連成試験法の確立とＧＩＳ数値モデルの構築

中国華北平原における地下採掘に起因する地盤沈下とその影響の予測と保全対策の研究

化学物質過敏症患者に対する生物学的暴露指標の開発

環境化学物質によるヒト健康リスクの予見的評価法の開発と事例研究

水道水質に対する需要者の不安感を軽減できる情報公開技法に関する研究

自然再生事業評価のための植生機能定量化手法の開発

大河内 由美子 薬剤耐性遺伝子を指標とした有機性廃棄物再生利用過程における安全性評価手法の開発

京都大学

京都大学

湖沼微生物群の芳香環開裂酵素機能遺伝子プロファイリングに基づく有機物の特性評価

矢木修身

東京大学

浅海域のもつ富栄養化抑制機能の定量評価

西村 修

東北大学

研究課題

氏 名
（研究代表者）

大学等名

環境工学分野の平成１７年度科学研究費採択状況

1,600

4,400

2,300

900

600

1,100

1,700

2,200

700

15,800

250

1,200

6,700

4,400

2,800

2,200

13,650
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研究経費
研究期間
（何年目）の
（当年度）（千円） （年数）
区別

基盤研究（Ｂ）

基盤研究（Ｂ）

基盤研究（Ｂ）

特別研究員奨励費
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種 別
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楠田哲也

楠田哲也

神野健二

久場隆広

堀内将人

二神種弘

九州大学

九州大学

九州大学

九州大学

九州大学

大同工業大学

広島工業大学

地盤生態系の富栄養化による地盤の生物劣化と地盤災害の誘発機構

低濃度広域型アンチモン汚染の現状と健康リスクの評価および汚染対策に関する研究

脱窒脱リン細菌の単離とその生化学的情報の下水高度処理システム最適運転管理への応用

トリブチルスズを含む海底堆積汚泥中の地層処分に関する実用化研究

ＩＣタグを用いた下水管渠の維持管理技術の基本設計

生物生息空間の自己修復機能を有する水域環境設計手法

ごみ埋立地における焼却灰中有機物と重金属のインタラクションに関する研究
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平成 17 年度総会報告
平成年 17 月 7 月 29 日
（金）
に案内を送信し、

北米環境科学教授協会活動の紹介、

7 月 30 日（土）に討議期間を設けて総会を開

連携

催致しました。特にご異議はございませんで

アジアの環境工学教育・研究の現状

したので、以下に概要を報告致します。

調査
国際会議・シンポジウム・セミナー

[平成 16 年度総会議事]

等の案内等

1．平成 16 年度事業報告

アジア環境工学教授協会準備調査

１）委員会の改組
企画委員会

ｆ．団体特別会員の募集
ｇ．産学連携研究の推進

現行の常置委員会は一旦解散し、常置

研究課題、卒論・修論・博論課題、

委員会は幹事、事務局幹事を中心とす

助成研究課題等の団体特別会員等へ

るルーチンワーク対応型、課題対応型

の広報

の委員会のみとする。また必要に応じ

団体特別会員等の関心課題、要望課

て臨時の委員会を設ける。

題の会員への通知・広報

２）委員会に基づく活動

その他、産学連携研究要望課題の募

ａ．広報

集、会員への斡旋

ニュースレターの編集・発行
ホームページの拡充：リンク集の充実
ｂ．企画

2．平成 16 度決算
項

目

教育、研究、国際（アジアを含む）
、会

収

入

員からの要望事項に関わる調査・分析、

繰越金

その他、本協会の活動全般の企画
ｃ．教育

予算（円）
375,522

375,522

会費
正会員

624,000 450,000(150 名)

博士論文・修士論文・卒業研究題目

准会員

13,500

の収集・報告

学生会員

10,000

大学院入試情報の収集・提供、カリ

個人特別会員 10,000

キュラム調査、他

団体特別会員

ｄ．研究

決算（円）

0

1,500(１名)
0
10,000(１名)
0

入会金

科学研究費補助金採択課題調査；区

正会員

30,000

15,000(5 名)

分・研究組織・
（金額）等

准会員

7,500

0

環境工学関連研究助成課題調査；助

学生会員

10,000

0

成主体・金額等

個人特別会員

0

0

団体特別会員 200,000

0

ｅ．国際

委員会

京都銀行

147,061

広報委員会

0

0

みずほ銀行

表彰委員会

0

0

郵便口座

245,300

研究委員会

0

0

合

430,977

教育委員会

0

0

国際委員会

0

0

雑収入(京都銀行利息) 0

4

収 入 計

1,280,522 852,026

計

0

未 払 い 金
項

目

金

宅配便送料
支

出

計

額

24,960
24,960

事務局費
事務委託費

210,000 210,000

備品費

10,000

1,944

編集費

100,000

63,000

内訳：NL No.12 \31,500
NL No.13 \31,500
通信郵送費

120,000

81,710

印刷費

120,000

88,305

[会計監査]
上記の決算は、平成 17 年 6 月 15 日海老瀬潜
一氏、平成 17 年 7 月 7 日尾崎博明氏
の監査を受け、証拠書類と照合の上、適正で
あると確認された。

内訳：NL No.12 \34,650
NL No.13 \26,460

3．平成 1７年度事業計画

封筒

幹事会（企画委員会）に基づく活動

雑費

\27,195

10,000

1,050

委員会費

ａ．広報
ニュースレターの発行（No.14 は 7 月、

調査費

100,000

0

No.15 は 12 月発行予定）

会議費

10,000

0

会員名簿発行

交通費

100,000

0

ホームページの拡充；リンク集の充実

通信費

30,000

0

印刷費

60,000

0

教育、研究、国際（アジアを含む）
、会員

人件費

180,000

0

要望事項などに関する

20,000

0

調査・分析、その他、本協会目的に関す

消耗品費
予備費

210,522 406,017

支 出 計

1,280,522 852,026

ｂ．企画

る活動全般の詳細についての企画
ｃ．教育
博士論文・修士論文・卒業研究題目の収

繰

越
項

金
目

現 金

集・報告
H16→H17（繰越内訳）
38,616

大学院入試情報の収集・提供、カリキュ
ラム調査，他

ｄ．研究

収入合計

1,241,517

科学研究費補助金採択課題調査；区分・
＊１

研究組織・
（金額）等

188 名（名誉会員 7 名、顧問 18 名を含めず）

環境工学関連研究助成課題調査；助成主

＋38 名（会費未納分）

体・金額等

+ 4 名（平成 1７年度新入分）
＊２

ｅ．国際

3 名+2 名（平成 16 年度会費未納分）

北米環境科学教授協会活動の紹介・連携

+ 2 名（新入分）

アジアの環境工学教育・研究の現状調査

＊３

5 名（新入分）

国際会議・シンポジウム・セミナー等の

＊４

1名

＊５

案内

10 社（新入分）

アジア環境工学教授協会準備調査

------------------------------------支出の部

ｆ．団体特別会員の募集

委員会活動費（幹事会、企画委員会）

ｇ．産学連携研究の推進
研究課題、卒論・修論・博論課題、助成

調査費

100,000

研究課題などの団体特別

会議費

10,000

会員等への広報

交通費

50,000

その他、産学連携研究要望課題の募集、

通信費

30,000

会員への斡旋

印刷費

60,000

人件費

100,000

4．平成 17 年度予算案（単位；円）

消耗品費

20,000

事務局経費

収入の部

事務委託費

会費

210,000

690,000

＊１

備品費

10,000

10,500

＊２

編集費

100,000

5,000

＊３

通信郵送費

120,000

10,000

＊４

印刷費

350,000

団体特別会員 100,000

＊５

正会員
准会員
学生会員
個人特別会員
入会金
正会員

12,000

准会員

3,000

学生会員

5,000

計
前年度繰越金

835,500
406,017

（名簿印刷を含む）
雑費

10,000

予備費

71,517

支出合計

1,241,517
以上

事務局からのお知らせ
1）会費請求について
会費納入のお願いを本年 3 月頃に発送予定です。
当会の運営にご協力をお願い致します。

2）入会のご案内
ご入会ご希望の方がおられましたら、事務局までお知らせください。入会申込書を送付
させていただきます。また、入会申込書はホームページからもダウンロードできます。

環境工学教授協会 事務局
住
所
〒600-8815
京都市下京区中堂寺粟田町 93 京都リサーチパーク 4 号館 3 階 ITEC
（有）セクレタリー・オフィス・サービス内
E-mail：jaeep-office@s-off.com

jaeep-office@sec-off.com
電話：075-323-4511
FAX：075-323-4512
URL http://www.s-off.com/member/jaeep/

