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地下資源開発と環境破壊

アジアの各所において、様々の形で環境破壊が進んでいる。資源開
発の現場では環境破壊の程度が特に酷い。我々の研究グループは、
こ
れまで地下資源の探査や利用のための基礎的な研究に主眼をおいて
いた。人類の持続的発展のためにはエネルギー資源・鉱物資源が不可
欠だからである。しかし、
地下資源開発に伴う環境破壊により、
住民が多
大な被害をこうむることが多い。我々は研究の対象を資源開発による
環境破壊の現状調査にも向けることにした。最初の研究フィールドはイ
ンドネシアの東ジャワのある村であり、
小規模金採掘に伴う水銀汚染問
題がテーマであった。小規模の金を地下から採掘する場合、
砕いた鉱石
に水銀を混ぜて金を水銀に吸収させ、
その後、加熱して水銀を気化さ
せ、
金のみを回収する手法が随所で使われている。水系を通して水銀は
拡散し、
河川や田畑、
井戸が汚染される。当研究地域では、
約10年前よ
り金採掘が始まり、
周辺の村で水銀を使った金の回収が続けられた。こ
の間にこれらの村で使用された全水銀量は数百kgであった。下流域の
水銀汚染は酷く、
水銀粒が容易に識別できるところもある。住民への被
害はまだ始まっていない。おそらくこれからであろう。多くの住民の生活
が金採掘に依存している今、
採掘を中止させることは簡単ではない。ま
ずは、
閉じた空間への水銀のインプットとアウトプットから見える汚染物
質の環境へのインパクトを見積もり、
今後も環境への影響を注視する必

東アジア環境研究機構との連携
東アジア環境研究機構（Research Institute for East Asia
Environments; RIEAE）は、
本学百周年記念事業の一環として発足し
た東アジア環境問題プロジェクトを前身とし、
国際産学官連携による環
境問題の実践的な解決を目指す総長直轄のプロジェクトとして平成21
年4月に設立されました。RIEAEでは、
大気汚染、
河川・海洋汚染、
廃棄
物問題、
砂漠化問題、
食品汚染など、
9つの環境テーマについて、
特に東
アジア諸国において多様化・複雑化する環境問題の実践的解決に向け
て、
本学教員（現在、
50名）をはじめ関連研究機関との連携や民間企業
からの支援を受け、
一元化された機構組織として活動を開始したところ
です。
一方、
アジアを重視した知の世界的拠点大学としての役割を担うた
め、
世界から優秀な学生や若手研究者を招集し、
人材交流と研究教育
による若手人材の育成にも注力していきます。その一環として、
平成21
年度後期から「環境ソリューション学」および「環境の社会経済分析」の
全学共通科目2科目を開講し、
環境リーダー（環境ストラテジスト）の育
成に向けたプログラムを開始しました。
RIEAEでは、
既に、
国際セミナーや国際ワークショップを主催、
共催し
ており、
また本年12月3〜4日（於:九州大学交流プラザ）には東アジア
の環境問題に関する国際会議である「第3回東アジア環境問題国際シ
ンポジウム（EAEP2009）」を開催する予定です。詳しくは、RIEAEの
ホームページ（http://www.q-eaep.kyushu-u.ac.jp/ja/index.html）
をご覧ください。このように、東アジアへの情報発信、国際的なネット
ワーク構築においても具体的な活動を行っています。
附属循環型社会システム工学研究センター（附属循環センター）に
はアジア環境研究室が配置されており、
RIEAEが構築しつつあるネット
ワークを通じて、現場に根付いた研究も展開していく予定です。現在、
附属循環センターのアジア環境情報室では、
RIEAEとアジアの環境研
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要がある。
また、
水銀使用に
よらない環境負荷低減型
の金抽出法の検討も行っ
ているところである。
大規模な資源開発の現
場では、環境への影響も規
模が大きい。
また、
鉱山が閉
山した後も環境汚染が続く
ことが多い。アジア地域で
は大きな鉱山の所有が多
国籍化していることが多く、
閉山後の環境保全が責任
を持ってなされない可能性
がある。種々の資源開発の
ケースにおいて環境へのイ
ンパクトを予測し、被害を
最小化するための指針を
与えるような研究も必要と
東ジャワ、
セロギリ地区の小規模金採掘の様子
なっている。

附属循環型社会システム工学研究センター長
東アジア環境研究機構プロジェクト推進室長

島岡
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究に関する情報の共有・連携によって、
効率的かつ効果的な情報収集を
行っています。今後は、
附属循環センターとRIEAEとの共催によるセミ
ナーやワークショップを開催したいと考えています。
最後になりましたが、
今後とも附属循環型社会システム工学研究セン
ターと東アジア環境研究機構の活動に対するご支援をお願い申し上げ
ます。

東アジア環境研究機構の組織

- わたしたちの研究紹介 -

環境浄化有機材料研究とシンクロトロン光施設整備

社会基盤研究室 環境機能材料学研究分野では、
大きく分けて２つに
ついて活動を行っています。その1つは、
環境問題解決の為の新規有機
材料の開発･高機能化の研究です。現在、廃液処理施設から生み出さ
れる膨大な重金属廃棄物は、
処理コスト、
最終処分場枯渇等、
様々の問
題を引き起こしています。当研究分野では、
これらの問題を解決を目指
して有機高分子ゲルを用いた重金属の高効率回収の研究を行っていま
す（このテーマは、
近畿大学産業理工学部の西田哲明教授［当センター
協力研究員］
との共同研究として行っています。）。本方法の ①「［吸着
物質／吸着材］重量比を大きくとれる。」、②「広い作動条件で利用可
能。」、
③「特殊な装置を必要とせず簡単に重金属回収が可能。」、
④「吸
着材の繰り返し利用が可能」等々の多くメリットは注目を集め、
大きく新
聞報道されています。もう１つの活動は、
シンクロトロン光施設の建設･
整備による研究支援です。平成13年に鳥栖市に九州初の佐賀県立九
州シンクロトロン光研究センターが建設されましたが、
その主な目的が
地域振興･産業利用である為、
大学研究者が行う基礎研究等での使用
を目的としたビームライン建設が切望されました。この様な状況の下、
九州大学における全学的連携により平成20年度 国立大学法人施設整
備費補助金（大型特別機械整備費）が認められ、
「高輝度放射光利用
実験装置」として九州大学ビームラインが建設されました。当研究分野

社会基盤研究室
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は、
この九州大学ビームライン建設･整備において中心的な役割を果た
してきており、
これからも環境研究に大きく資するものとして積極的に
取り組んでいきたいと考えています。

脱 着
分離した液
脱着後のゲル
高分子ゲルの繰り返し利用による六価クロムの高効率回収

センター活動報告とお知らせ
【研究会・講演会等】

◆2009年5月18日
タイ・チュラロンコン大学の研究者による特別セミナー
（Earth Resources Seminar)

講演題目：
「Evaluation of gas recycling and CO
2 injection
processes in gas condensate reservoirs」
講演者：Phakphum Tangkaprasert and Suwat Athichana
gorn, Chulalongkorn University
（Department of mining and petroleum engineer
ing, Chulalongkorn University, Thailand）
講演題目：
「Life cycle assessment (LCA) of electricity
generation from COGEN plants」
講演者：Pinyo Meechumna and Dawan Wiwattanadate
（Department of mining and petroleum engineer
ing, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand）
共 催：地球資源システム工学部門
場 所：附属循環センター・多目的セミナー室

◆2009年7月11日
中国メガシティにおける循環経済形成に向けた廃棄物管理
講演者：趙由才（Zhao Youcai） 同済大学環境科学与工程学院 教授
講演題目：
「Biological mitigation of methane in refuse landﬁll
」
and Chemical dewatering of sewage sludge
講演者：柴暁利（Chai Xiaoli） 同済大学環境科学与工程学院 准教授
講演題目：
「Waste management towards sustainable and
」
circulative economy in Shanghai
主 催：東アジア環境研究機構
共 催：附属循環型社会システム工学研究センター、NPO法人
廃棄物地盤工学研究会
場 所：附属循環センター・多目的セミナー室

◆2009年8月3日
第2回附属循環型社会システム工学研究センター研究交流会
主

場

催：九州大学工学研究院 附属循環型社会システム工学
研究センター
所：附属循環センター・多目的セミナー室

附属循環センターの情報と交流を深める第2回研究交流会の様子（2009年8月3日開催）

【編集後記】

設立２年目を迎えた附属循環センターでは、各研究分野が本
格的な研究活動を進めております。年２回の発行を目指している
ニュースレター（News Letter No.2）
も軌道に乗り始め、今回
は研究活動の具体的な内容を皆様にお伝えできたかと思いま
す。今後も循環型社会の実現に向けた研究情報を発信して参り
ますので、
ご支援の程、
よろしくお願い致します。
（研究調整担当 高橋 亮平、技術補佐員 境ツヤ子）
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