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━━━━━━━海外業務経験で得たこと━━━━━━
理事

山﨑

たが、小さな子供に対して可愛いからと頭を撫でてはいけな

義広

いことは知りませんでした。頭にはアラ－の神が宿っている

私の初めての海外渡航は、いまから

ので決してなでなでしてはいけないのです。食事の時には不

33 年前にＪＩＣＡ（当時国際協力事業

浄な左手をテ－ブルの上に置かないのもマナ－の一つです。

団）によるマレ－シア国ペナン州バタ

一方、ヒンズ－教徒では、崇拝の対象である牛を食べてはい

－ワ－ス地区下水道計画策定の無償援

けないのです。食事に関して一番付き合いやすいのは華僑の

助業務に参画したのが始まりです。

中国系の民族でした。

当時、東南アジアといえば反日感情

安全に関して一番驚かされたのは、貧しく物騒なカンプ－

が強くエコノミックアニマルと揶揄さ

ン（集落）を車で移動するときには時計をしている左手を窓

れ、現地と言えば治安や衛生状態も少々難ありでした。この

を開け外に出していると刃物で腕ごと切り取られることがあ

時、私は弱冠 23 歳で技術力より英語力、安全性、健康面等で

りますよと言われそれに似ている場所に行ったときです。そ

心配なことばかりでした。プロジェクトチ－ムの中に海外経

れ以来、休みの時など街に出るときには目立たず現地人に近

験豊かな私より 3 つ上のＨ先輩のアドバイスがこの後の海外

い服装でカメラを決して首にぶら提げず大金が入っていそう

業務や旅行をしていくのに非常に役立ちました。

なバッグを持たないことが比較的安心であることなどを学び
ました。
その後、タイ国バンコック市の合流改善計画策定業務に携
わったときには、タイ人というのは東南アジアで日本と同様
に一度も植民地になったことがなく、皇室を愛し、非常にプ
ライドの高い民族であることを学びました。40 年ほど前に、
日本のビジネスマンが面前で知人であるタイ人を罵倒しその
後ピストルで撃たれたという事件があったこと、そして人々
は撃ったタイ人に同情的であるということを知りました。
その後、米国、台湾、ヨーロッパ、韓国や中国等へ仕事や
国際会議、新婚旅行などに行ったときにこの最初の教えを守

（写真はマレーシアでの会議の様子、左端が著者）

り、その国での振舞い方を事前に勉強し気をつけることによ

このＨ先輩のアドバイスは、第一に日本の常識は相手国で

り安全で結構楽しい海外旅行になるものだということを体験

は非常識と思い現地の文化・慣習に慣れ従うこと特に宗教に

し海外旅行好きになりました。

は気をつけること、第二に自分の安全は己で守ること、第三

今年より当ＮＰＯの理事を仰せつかり少しでも水に関して

に街を歩くときは目立たないことでした。マレ－シアには回

社会貢献したいと考えております。できれば日本ばかりでは

教徒、仏教徒、ヒンズ－教徒そしてキリスト教徒等がおり実

なく海外にもＮＰＯ21 世紀水倶楽部として国際貢献できるこ

に多種類の宗教が存在する国であることが特徴です。回教徒

とがあるのではと思っております。

では豚肉やアルコ－ルはご法度なことぐらいは知っていまし
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研究集会「下水道と地域社会」報告
阿部

恭二

水循環に関わる 21 世紀倶楽部、日本下水文化研究会関西支
部、びわこ・水ネット、下水道と水環境を考える会・水澄の
NPO４団体が共催し、平成 21 年９月３日、大阪市此花区の
大阪市下水道科学館において、
「下水道と地域社会～地域と
つながれ下水道～」の研究集
会が開催されました。国土交
通省、滋賀県、大阪府、兵庫

論点で進められました。この総合討論では、下水道が見えな

県、千葉市、八尾市、神戸市

くなっていることに対する危機意識が高まっている現状や、

の後援、大阪市下水道技術協

それをどう乗り越えていくべきかについての意見や提案が活

会の協賛で開かれたこの研究

発になされました。

集会には、自治体職員をはじ

当倶楽部としては、下水道と地域社会の協調を深めていく

め約 100 名が参加し、活発な

ために、今後も継続して「下水道と地域社会」をテーマとす

議論が繰り広げられました。

る研究集会を続けていきたいと考えます。

研究集会は、事例発表と総

なお、研究集会の詳細は、当倶楽部ホームページに掲載さ

合討論の２部構成で行われ、第１部の事例発表では、
「都市の

れています。

中の水辺づくり」のテーマで、行政・大学・住民・小学校の
４者の協働で行われた千葉市こてはし台調整池水辺再生の取

━━━━━━━━━ 会員だより

り組みについて千葉大学グランドフェローの立本英機氏とこ

下水処理水再利用促進を

━━━━━━━━

てはし台自治会長の奥原喬夫氏、
「松本地区せせらぎ水路につ

内田

いて」と題し、阪神・淡路大震災後のまちづくりについて神

9 月 30 日と 10 月 2 日に開催された

戸市松本まちづくり協議会連絡事務局長・松本地区まちづく

ＧＷＩＮ（Global Water Issues and

り協議会会長の中島克元氏、
「見える川と見えない川」のテー

Nanotechnology）国際シンポジューム

マで、大阪府八尾市を拠点として子どもたちの環境交流活動

があり参加してきた。その中でカリフ

を展開しているアクアフレンズ代表世話人の美濃原弥恵氏が

ォルニア大学デービス校の浅野孝名誉

それぞれ講演を行いました。

教授の｢カリフォルニア州の水事情｣な

信一郎

第２部の総合討論では、まず日本下水文化研究会関西支部

どの講演と、カリフォルニア州オレンジ郡水道局のＭ．Ｐ．

運営委員の藤田俊彦氏、びわこ・水ネット理事の田中伊佐雄

Ｗｅｈｎｅｒ副局長の｢水供給に必要とされる新技術｣などの

氏、下水道と水環境を考える会・水澄副理事長の福智真和氏

講演内容が興味深かったので紹介する。

がそれぞれの NPO の活動等を紹介した後、国土交通省下水

カリフォルニア州南部のロサンジェルスやサンジエゴ都市

道部下水道企画課課長補佐の本田康秀氏が「循環のみち下水

圏は慢性的な水不足地域である。カリフォルニア州北部では

道 環境教育の取り組みについて」の話題提供を行いました。

州の年間降雨量の 2／3 が降り、州北部の人口は州全体３、６

総合討論はこれらの講演、話題提供を踏まえ、当倶楽部理

００万人の１／３と少ない。一方、ロサンジェルスなどのカ

事の栗原秀人氏をコーディネーターとして行われましたが、

リフォルニア州南部の降雨量(２００から４００ｍｍ)は全降

①下水道が見えている、②下水道で何ができるか、③どうし

雨量の１／３、人口は全人口の２／３と多くが住んでいて、

たら協働できるか、継続できるか、④これからの夢は──の

圧倒的に州南部では水資源が不足している。
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酔童感話

第4話

天然ガスを使おう！
伊達

萩丸

電気はエネルギーとして使い勝手が良い。昔は電灯だけ位
の利用だったが、現在は冷暖房・調理・はては充電池で自動
車まで動かそうとしている。使用するその場では、確かにク
リーンで安全性の高い電気エネルギーだが、全ての動力・熱
等を電力でまかなうとしたら、あまりに無駄が多くはないだ
ろうか？

ちなみに、1 次エネルギー（石炭・石油等）から

の発電効率は４０％に満たない。発電⇒送電⇒使用機器の効
率と掛け算していくと、ものすごく効率の悪い事が分かるが、
カリフォルニア州は南北に約１２００ｋｍ、これは日本列

TV 等では、
「電気を使う事」が格好良くて、安全であるかの

島の本州の長さに相当するが、州北部のシャスターダム水や

ように洗脳？している。
「ガスをつかいましょう」という CM

雪解け水等の地表水を水路等で州南部に送っている。その水

はほとんど見た事が無い。

路延長は青森県から北九州市までぐらいの距離らしい。州南

現在、太陽電池パネルによるソーラー発電の家・エコキュ

部等の都市用水はこの州北部からの水源と、コロラド川から

ート（夜間電力による蓄熱）によるオール電化の家、IH クッ

の送水が主で、これでも不足するので地下水を汲み上げてい

キングヒーター等が推奨され、新築の家やマンションはどん

るが、滞水層へ海水が浸透し地下水の塩害汚染問題が発生し

どん電力を使う方向だ。だが、考えて欲しい。自然力（太陽

ている。

光・風力・地熱等）発電が日本の全発電量に占める割合がど

そこで注目されているのが下水処理水の超高度処理である。

れ位あるのか。現在まだ１％程度であり、７０％以上の発電

オレンジ郡（人口約３００万人）では下水処理水を水道局が

量が火力＋原子力なのだ。つまり、無駄の多い発電電力を使

ＭＦ膜やＲＯ膜処理までして地下水滞水層にポンプで圧入し

って、さも「電気の使用によって地球に優しい」という誤っ

て地下水を涵養し、それから水道水源として取り出す大プロ

た考え方をしている。
（図を良く見て欲しい） その上、自然

ジェクトが１９７６年から始まり、２００８年 1 月から２６
５、０００ｍ３／日の処理能力になった。ＲＯ膜処理した超
高度処理水を直接水道水源としないのは市民の抵抗があるた
めである。
カリフォルニア州では今後も人口増加が見込まれ、下水処
理水の水道水源化は重要なプロジェクトで、更に将来の人口
増加による渇水対策として上記の他に農業用水や環境用水を
都市用水に振り分け利用や海水の膜分離法による淡水化事業
も検討されている。
日本の水事情は地域により大きな差があり、多目的ダム建
設による都市用水の確保が常に話題になっているが、地球温
暖化も考慮すれば雨水貯留とそれの渇水地域に遠方より送水
できる水資源受送水パイプラインの建設も 1 つの案である。

力による発電は、太陽光は日照量・夜間で発電量に差がある。

しかし、優先順位として積極的に下水処理水を超高度処理し

風力も風量で差がある。この変動をどうする？

て都市用水化するべきだと思う。

的に安定発電できる、既存の水力・火力・原子力発電に依存
しなくてはならない。
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結局は定量

━━━━━━━ 編集幹事のあと整理

結論として、電気はその力でしか作動しない物、例えば、

━━━━━━

電子計算機や、通信・電灯関係等に使用を優先し、
「お湯を沸

○ 巻頭文は山﨑理事の海外経験の話です。マレーシアとタ

かす」等という、薪炭でも出来る事に使用するのは、極力反

イでの仕事事情の紹介から、「お国変われば･･･」の説明

対だ。

まで発展しています。海外では、最初のきっかけから最

では、日常家庭的に、何が熱エネルギー源として優れてい
るのか？

低の国情条件をクリアさえすればうまくいくことを知り、

それが「天然ガス」だ。

その後、海外旅行好きになられたとのこと。

ご存知の通り、下水汚泥を嫌気性発酵すると、消化ガスが

○ 去る 9 月 3 日の大阪市での研究会「下水道と地域社会」

発生、うち約６割がメタンである。メタン＝天然ガス。現に、

が阿部理事から報告されました。前号（第８号）の栗原

日本の天然ガス田の中心とも言える新潟平野では、天然ガス

理事の巻頭文でさわりの紹介があったものの報告版です。

田の上に広がった田んぼでパイプを地面に突っ込んで火をつ

さらに詳細はホームページに議事録を掲載しています。

けると、先から炎が上がる。

○ 会員だよりは、遠方の会員バージョン第二弾、大阪在住

「下水道指針と解説」では、消化ガスタンクの SRT（固形

の内田会員から。文は大阪よりさらに遠方のカリフォル

物滞留時間）は通常地（寒冷地等を除く日本の平均的気候地）

ニアで考えられた、水資源と下水道処理水再利用につい

で７日程度なので、全日本国民の糞尿＋家畜糞尿＋食物残渣

ての考察です。ビーチの写真はご自身が撮られたものだ

などを全て理想的に嫌気性消化できたなら、かなりの量の消

と言うことです。プロ並みですね。

化ガス＝天然ガスが出来る！しかも７日間程度で！この天然

○ 会員だより連載五回目となる齋藤会員からはエネルギー

ガスは化石燃料ではない。創燃料（造語）なのだ！

効率に関する考察です。堅い話のようですが、本質を突

と言う事は、一回、腐食対策が充分な嫌気性消化槽を作れ

き、読みやすいタッチとなっています。次号以降も続く

ば、まあ３０年位は「
（糞尿等により）枯渇せずに？」天然ガ

そうです。ご愛読ください。

スを発生してくれる。IH クッキングヒーター？電気でお湯を
沸かす？

オール電化の家？

○ 会員だよりコーナーへの投稿を大歓迎します。随時、編

全部エネルギーロスが大きい

集幹事・望月あてメール添付で文と写真をお送りくださ

事をみんな知らない。しかも現在のガスコンロは IH ヒーター

い。直近号に掲載させていただきます。

並に安全設計になっている。

○ 研究集会の報告文中のリンク先では詳しい内容がご覧い

お隣の中国では、メタン＝沼気といい、田舎の方の家には、

ただけます。

必ず一家に人間の残飯・糞便処理用の豚と、農耕動力用の牛

編集幹事・望月

が居て、その糞尿を、地中に嫌気性になるような穴を作り、
パイプを通して、消化ガスを屋内に入れ、初歩的ガスレンジ
とガス床暖房を使っていた。この文明に戻れと言う事ではな
いが、エネルギー源として、最近電気に押され気味になって
いる天然ガスの利用を、もっと見直すべきであると思う。
と言う事で第４話これにて終了。次回は何か季節的なもの
にする予定。
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