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」ECK2012年 度総会

4月28日に「平成24年度定期総会」を開催し、提出された平成23年
度事業報告、同収支決算報告、平成24年度事業計画、同収支予算の
全議案が承認された。(本年度活動方針については2ページを参照)

施設見学会

役員のデスク待機に代わる会員間の親睦を図る行事として
施設見学会が企画され、4月 10日に横浜地方気象台、8月 29日
に海洋開発研究機構を見学した。

」ECK夏季会員懇談会

え
○田中 秀幸 フィジー
○大久保 卓次 ベ トナム
○谷保 茂樹 南スーダン
○肥後 照雄 アルゼンチン

草の根技術支援プロジェクトからの教訓と提言
環境配慮型工業団地事業準備調査
戦略保険人材育成プロジェクト
中小企業事情～数字から読む亜国
での活動。生活

神奈川県海外技術研修員来 日

」ECKが推薦した神奈川県海外技術研修員、Ms.subia
Pico Claudia Mabel(エ クァドル)、 Mr.Hassan Ahumad
AlbarkOuli(リ ビア)の両氏が8月 22日に来日した。
Ms.Mabelは、神奈り|1県総合リハビリテーションセンターで

介護技術を研修し、Mr.AlbarkOuliは 、慶應義塾大学藤沢
キャンパスで水システムに関する統計分析を研修する予定。

「神奈川から世界へ 神奈川発の国際協力
～草の根技術協力事業活動紹介展」

JICA横浜の草の根技術協力紹介イベントに参加し、」ECKA
が、「フィジー 貧窮沿岸村落における住民参加型生計向上プ
ロジェクト」を、7月 7日から23日までパネル展示した。

海洋研究開発機構(スーパニコンピュータ)
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平成24年度 」ECK活動方針 」ECK理事長 カロ藤 博通

平成24年度はJECK創立10周年にあたり、これまで培ってきた実績に加え、次
の10年に向けたより充実した「会員の親睦、会員による国際協力推進」を実施し

て行きたいと思います。
一方ここ一年の間に、アラブの春、ミャンマーの民主化、タイの大水害、東日本大

震災、EUの金融危機、イラク、アフガンに替わるシリア内戦の拡大と社会、政治、

経済情勢は変動を来たしております。このような世界にあつて平和な社会を構築

するために最も基本となる貧困撲滅を目指し発展途上国援助、国際協力も各国

政府を始め諸llPO団体により地道に進められています。

このような環境の下、」ECK会員は主にJICA専 門家として、それぞれの時代、

発展途上国を中心にその地域の異文化を体験しながら、そこに貢献する技術を
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における相互扶助の一端を担う活動を行っていきます。

1.会員相互の交流、親睦

本年度は特に「会員」相互の交流、参加行事を充実させたく思います。
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⑨F男寧菫雪滅贋姜魚プロジエクト」をはじめ、JECKAの諸活動を協調推進し

たく思います。
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新たな講座を企画していきたいと思います。

又、この横浜国大特殊講座の「講義録」を

記録として残したいと思っております。

3.神奈川県海外技術研修員の推薦、支援

」ECKは創立以来、平成16年 メキシコ、

17年 タイ、19年、21年、22年、23年の4年

エクアドルの技術研修員を推薦、選定され

てきました。 本年度は初めて、エクアドル、

リビアの2カ 国、複数の研修員を推薦し選

定されたことは画期的なことです。 8月か

ら3月までの来日期間中、充分な研修と我

国文化に馴染まれ、帰国後両国交流の礎

になるように支援活動を充実させていきた
いと思います。
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をお願いいたします。

グループ リーダー 活動内容

事務局 植 岡 総会、理事会提案事項の準備、会計、

会員管理、他団体連絡
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企画 谷岡 新規事業の企画

催し。行事 植岡 創立記念シンポジウム、夏季セミナー、

各種行事参加

出前講座 安延 各種出前講座の企画、実施

県海外技術研修員 福田 県海外技術研修員の推薦、研修支援

マ レー シア 日本 国 際 工 科 院 (MJIIT)とそ の 教 育  」EC《損 マレーシア日本国際工科院教授 若林敏雄
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ESEとMPEはいずれも大学院と学部か

からなりいずれも研究による学位取得プログラムであり、授業を受ける必要はほと

んどない。2013年9月 には日本型の授業と研究による修士の学位を取得できるプ

ログラムが設けられる予定である。現在、EGTは大学院のみで、2013年より応用

化学として学部プログラムが設けられる。MOTは大学院のみの構成である。
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いる。その後、3週間の最終試験期間が

中に行われ、3回日の最終試験は少なくとも150分で行わなければならない。コー

スの評価は授業中の2回の試験がそれぞれ20%、 レポートが10%、最終試験が

50%で行われるのが一般的であるが、シラバスである程度自由に設計できる。こ
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は135単位以上である。修業年限は学書
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ものであるが、その弱点を発展的に改宅

jKohzaと名付けられた。講座は、教授、准教授等の数名のスタツフ、研究員と大

颯
全体で2012年においては約3320万 円,
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第2の職場での近況報告 」ECK評議員 大久保 卓次

定年後、幸運にも第2の勤務先となりました(社 )日本水道協会での近

況報告です。

日本水道協会 (」WWA)は、水道の普及とその健全な発達を図ること

を目的に昭和7年に設立され、現在では正会員(水道事業体)約 1,300、

賛助会員(水道関連会社)約 500を 有する公益法人です。」WWAで
は、水道事業の経営や水道の技術及び水質問題について調査研究を

行う他、水道用資機材の検査、給水器具の品質認証等の業務を行つ

ています。私の所属する研修国際部は、水道事業体並びに賛助会員の

職員育成と質的向上を図ることを目的として、事務、技術面の各種研修

会、講習会を開催するとともに、日本の水道が国際社会の中で責任ある

役割を果たすべく国際水協会(IWA)活 動への参画や開発途上国な

どへの上水道技術の貢献等を業務としており、この間に係わった海外
での仕事についてご報告します。

lベトナム国ロンアン省 「環境配慮型工業団地ユーテイリテイ運営事

業準備調査」
2010年 8月、ODAを活用して官民連携でインフラ整備を進めるPPP

方式による国際協力の推進のため、日本企業から提案のあった東南ア

ジアでの9事業力汀ICAにより選定され、その内の一件が当調査案件です。
ベトナムにおける工業団地は、1990年に第1号が建設されて以降、急

速に発展し、調査チームが結成された段階では223工業団地が認可さ

れており、既に171の 工業団地が稼働していましたが、一方では工場廃

水が深刻な環境問題となっていました。対応の一環としてベトナム国首

相通達(2003年)で「市街地にある公害型産業の工場は郊外に移転し

なければならない」と規定されましたが、公害型産業を受け入れる機能

を備えた工業団地が無いため、通達は有名無実となっています。こうし

た状況の中、ホーチミン市に隣接するロンアン省が、三つの条件「日本企

業が運営・管理する工業団地」、「日本製の廃水処理装置の設置」、「日

本の環境基準での運用」が満たされるのであれば公害型産業を受け

入れる工業団地の造成に意欲を示していることから、今回のプロポーザ

ル「ベトナム国環境配慮型工業団地ユーティリテイ運営事業準備調査」

が立案されました。

具体的には、拡張予定の既設工業団地4ケ所(いずれも100ha単位
の大規模なもの)を対象に日本の企業が工業団地全体の廃水処理プ

ラントを建設・運営し、併せて表流水を水源とする上水道を整備して地

下水汲み上げによる地盤沈下を防止しようとする計画です。

ワールドリンクジャパン、野村総研を中心に7社による共同作業で、調

査期間は2010年 12月 から2011年 6月まで、私は上水道施設設計条件
の検討の役割でチームの一員とし参加し、12月 に1週 間、2月 に2週 間

現地調査を行つてきました。水道施設に関しては、工期を3期に分け日

給水量計200,000m3の施設計画を作成しましたが、4ケ所の工業団地

が離れていることから送配水管の布設費が高額となり採算性の確保が

困難な結果となり、当初案でのプロジェクトの実施には至りませんでした

が、本年7月末にJICA海外投融資制度再開後の第1弾として、今回の

調査を基にした工業団地を絞り近場に水源を求め規模を縮小した廃水

処理・上水道PPP事業への融資が決定されました。

2.コロンビア国メデジン市 「第2回ラテンアメリカ上下水道広報関係者
セミナー」

メデジン市公益事業公社(EPM)と米州開発銀行(IDB)の主催で、

2011年 11月 3日～4日に開催された「自然災害時における上下水道関連

組織の広報・情報発信(断水、気候変動、汚染、風評等への実際の対

応等)」 をテーマにしたセミナーです。参加者はコロンビア、メキシヨ、ハイ

チ、エクアドル、チリ、ウルグアイ、プラジル、米国(IDB)からの広報担当

者、弁護士、ジャーナリスト等約40人でした。」ICAから費用は主催者持

ちで日水協から誰かと派遣要請があり、東日本大震災の後、全国の水

道事業体による地震・津波被災地の応急給水、応急復旧支援活動の

連絡調整で岩手へ行ったこと、2010年 10月に 新潟市で開催された「日

米台湾水道地震対策ワークショップ」の事務局を担当したことから、私
が適任と言うことになり初めて南米に足を踏み入れてきました。セミナー

では各参加者30分の発表時間でしたが、私の報告は階段席の講堂ヘ

場所を移し、EPMの職員等聴講者300人。90分の時間を与えられました

ので、日本の水道、地震及び被害の概要、日本全国の水道で取り組ん

だ復旧支援活動等についてプレゼンを行ってきました。
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3.「ASIA WATER 2012」 マレーシア国クアラルンプール市
2012年 3月27日 ～29日 に開催された、「上下水道事業の継続性と効

率性」をテーマとするマレーシア水道協会(MWA)主催の上下水道国

際会議と上下水道関連企業展示で、マレーシア、シンガポール、インドネ
シア、中国、台湾、インド、韓国、スウェーデン、オーストリア、オランダ、デン

マーク、US,EUなどから会議参加者数約500名、出展企業数約70041と

隔年開催で7回 日となる大規模なものでした。

会議直前にMWAより「人材育成」についてJWWAヘプレゼン要請
と初日か二日目の時間枠選択の提示があり、2スロット用意してくれるなら
「東日本大震災」のプレゼンをするのも可能と伝えたところ、国内外の参
加者がぜひ聞きたがっている絶好のトピックであると承諾され、昼間のセ

ミナーで「人材育成とJWWAの研修プログラム」をプレゼンし、「東日本

大震災とJWWAの復旧支援活動」の講演は、夕方のMWA年次カン

ファレンスデイナーで功労者表彰式の後の特別講演(聴講者400人 )と

して編成され、それぞれ30分のプレゼンを二つ行つてきました。

こういう機会に恵まれましたのも、」ECKでの皆様からの刺激を受けた

おかげと思っています。今後ともよろしくお願いいたします。

ベトナム導水路調査 MWA会長及び受賞者



インド国・ムンバイ情報 」ECK理事。JECKA理事長 中之薗 賢治

2011年 11月 から2012年 1月までの3か月間インド国マハ

ラシユトラ州ムンバイ市・プネ市。ナシク市。オーランガバッド市の

水道事業の現状と将来計画の調査で派遣された。今回は、
ムンバイ市の情報について記載する。

ムンバイの都市としての歴史は、1534年にポルトガルがグ
ジヤラートの土侯からこの地域を譲り受けたことに始まる。
1661年、ポルトガルのカタリナ王女カンギ1リスのチャールズ2世
と結婚する際、ボンベイ(ムンバイの旧名称)は、持参金として
イギ1リス側に委譲された。ボンベイ市は、7つの島から成り立っ
ていた。その後埋立事業が開始されインド国の本土とつなが
り繁栄し、インド最大の都市となった。1995年に英語での公式
名称がボンベイ(BOmbay)から、現地語 (マラーテイー語)での

名称にもとづくムンバイ(Mumbai)へ と変更された。
我々は、ムンバイ市で古いフォート地区に拠点をおいて水

道事業の情報収集を行った。
フォート地区の港の近くに、有名なインド門があり毎年多くの

旅行者が訪問している。この門と並行して有名なホテル、ター

ジマハールホテルが建
設されている。何年か
前に爆弾騒ぎがあり、ホ
テルに入るには厳しい

チェックを受けてから入
ることになる。

このホテルの周りは
昼夜を問わず、警備が
厳しく安全なため、多く
の市民と外国人が早朝

からウォーキングを行っている。早朝には家のない家族、男性
が歩道に薄いシーツを巻いて寝ている光景がよく見られる。
昼間は気温も上がるので、観光客が多いが、夜になると夕涼
みに来る老人。若いカップル・子連れの親子・観光客が目立
つ。馬から台車までキンキラに光った馬車が走っている。時に
は、若い女性が外国人男
性客を誘っている光景も
見られる場所である。

男性に聞くと、家族と

言つても家が狭く多くの

子供と一緒に住んでい

るので、旦那の寝る場
所が無く、家の軒の下、
歩道に寝ていると話して

くれた。
ムンバイ市の6割の

人々は、スラム街に住ん
でいる。調査で中に入つ
ても出てくることが難しい

と言われている。何人住
んでいるのか、家はどの
ように建てられているの
かわからない状況であ
る。昨年実施した国勢
調査で、スラム街に住んでいる人 の々数をどのようにして数え
たのか疑間に思っている。

世界遺産は、ムンバイ市に7か所ある。このフォート地区周
辺では、1800年後半から1900年前半に建設された建物を

多数見ることが出来る。私も日曜日の朝一番にウォーキングを
兼ねて見てきたが歴史
のある建物は今でも目
に焼き付いている。
特に一番古いChma_
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nus駅の建物は世界遺
産に登録されている。何
回か電車に乗ったが、
電車の中でも男女一緒

, cと 、女性だけの車両に
丁こ 分かれている。乗ってい

るときのマナーは良い

が、降りる時のマナーの

悪さには唖然とした。降

りるときは我先、乗るとき
は降りる人より先に乗り込
む光景がいたるところで

見受けられた。
駅で電車を待っている人々     市内の交通手段は、タ

クシーか乗り合いバスが一般的だが、朝夕は通勤ラッシユで大
変混雑している。電車を見ても出入り回のドアーはなく、オープン

式ですから旅客たちは、体を半分以上外に出して乗っている。
インドでは、宗教の違いはあるが、11月から1月 にかけて多

くの結婚式が行われる。この時期は気候も良くどこの州でも行
われる。私もニューディー市。ナシク市・プネ市・ムンバイ市で見
てきた。披露宴は、会費制が多く一般の人でもお金を支払え
ば参加できる。私も1,000ルピア支払って参加した。宗教上の
しきたりがあるが、お祝いの席上では皆一緒という感じだった。
結婚式典は、午後8時ごろから始まり、食事をしながら楽しん
でいた。夜11時頃になると太鼓をたたいて踊りが始まり、花火
を上げたりして永延と続く。若いカップルが誕生する光景はど
こに行っても気持ちは一緒だと感じた。

最後に夜の食事は、

外国人はビアーホール

で食事を兼ねてビール

を飲み、仲間と長時間
にわたつて話をしてい

る。私も100年前から続
いているビアーレストラン

で、チョットー杯と食事を

した。インターナシヨナル

なので色 の々国の人 と々話しする機会があり楽しい雰囲気を

楽しむことが出来た。

何故、インドの話を記載するのに、インド料理の話がないの?

理由は、インドに着いた当初から朝・昼・夜3食カレーカレー

攻めにあい、1週間後カレー味が鼻につき拒否反応が出まし
たので日本食もどきで食べていました。日本食美味しいでし
た。

世界遺産の駅

インド門とタージマハールホテル

旧市街と新市街
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UTMは研究拠点大学に認定された。従って、M」IITも研究を重

視した政策がとられ、教員も研究7割、教育3割の割合で従事しなけ

ればならない。年末には年間の実績を自己申告し、その割合に従って

教員評価を受けることになる。

MJIITの教員及び学生数を表2に示す。2011年は実績数であり、

表2 教員及び学生数の推移 (計画)

2012年以降は計画数である。日本人教員は現在9名であるが、2015

年には41名が計画されている。これらの教員はコンソーシアム大学か

らの推薦によつて派遣されている。現在の学部生はESE 33名 、MPE
32名の計65名であるが、9月 には新入生109名 、編入生12名の計

121名が新しく加わる。なお、現在の大学院生数は63名である。

表1 ′Kohza

講座名 講座名

l. Ecological Engineering 6. Tribology & Precision Machining

2. Air Resources 7. Vehicle System Engineering

3. Intelligent Dynamics System 8.Centre for Lipids Engineering Applied Research

(CLEAR)(UTMに属し、協力講座 )

4. Communication System & Networks
9。 Centre for Artiflcial lntelligence&Robotics

(CAIRO)(UTMに属し、協力講座 )5. Advanced Devices and Materials Engineering

年 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

教員数 37(4) 80(16) 151(32) 221(38) 259(41) 275(25) 279(20)

学部生 65 270 510 750 900 960 960

大学院生 47 135 690 950 1200 1450 1450

3M」IITの特徴

MJIITは日本の新しい教育支援の形態であり、今後のODAのモ

デルケースであると言われている。日本型の教育を現地教育と融合さ

せ、発展的な教育を実施し、マレーシアにとって必要な人材育成を図

り、国家の発展に貢献するというものである。以下に展開している

MJIITの特徴を述べる。

(1)教育では、卒業時の到達目標を設定し、それを達成するカリキユ

ラムを含む教育全体をデザイン、作成、文書化する学習成果基盤型

教育いわゆるOBEに基づいた教育を実施し、基礎力、応用力、実践

力を身につけることができる。

(2)研究では、「JKohza」 という制度を導入し、先輩―後輩のつなが

りを重視する中で、研究を行い、問題発見解決能力を身につけること

ができる。特に、5S(整理、整頓、清掃、清潔、躾)と改善というコンセ

プトを取り入れ、チームワーク、責任感、対処能力を養うことができる。

(3)カリキュラムにおける、「人間カプログラム」により人間にとって必

要とする自信、決断、自立、協調性、リーダーシップ等の能力開発を促

進し、インターンシップによる体験を通して日本的な労働文化を育み、

人間力を高めることができる。

UTM国際キヤンパスにあるM」ⅡT校舎

2、 3階は事務及び教学関係部署 (正面向かって左側)

4、 5階は教員室、6階以上は,Kohza研究・実験室。

正面向かって右側2階から10階は教室及びJKohza用

研究・実験室

(4)全体として知、情、意を取り入れた教育が実施され、国際性豊

かな、有能な人材が育成される。

4.終りに

当初MJIITは独立した大学としてスタートするはずであったが、諸

般の事情によりUTMの 1つの学部組織として開学した。事実上の開

校は2011年 9月であつたが、2012年 6月 1日にマレーシアからナジブ首

相、日本から鳩山由紀夫元首相を迎えて開校式が盛大に行われた。

ナジブ首相は、M」IITは東方政策の集大成であり、マレーシアにとっ

て有能な人材を育成し、将来、マレーシアの教育・研究をリードしてく

れることを期待していると述べた。派遣された教員として、責任の重

大さを痛感し、今後目標を達成すべく最善の努力を尽くすことを誓っ

た次第である。

M」IITは日本からの留学生も歓迎している。欧米に留学せずとも

経済的にも安く、研究開発力、実践力や国際力等を培うことができる。

多くの高校生がチャレンジしてくれることを期待してやまない。

UTMキャンパスにあるモスク

KLには数キロ毎にモスクがあり、一際高い2つの塔の上

にはスピーカーが4個ついており、アザーンが流れる。

尚、塔の間に、ツインタワー、手前の塔の右側にKLタワー

が見える。



メキシヨ国の水環境改善の進捗状況 」ECK評議員 工藤 員也

1.はじめに
皆さんは“ドン・ロドリゴン日本見聞録"をご存知だろうか?

1609年07月 25日 (慶長14年 9月 )、 千葉県御宿町の沖に難破
した一般の船、これが今から403年前に遡るメキシヨと日本の交
流の原′点である。

漂着したドン・ロドリゴン(後に徳川家康と渡り合ったと言われ
る)の回想の粗筋を見てみよう。
「溺死者50名 に達し、我等は神の御慈悲により救われた。陸に
達した者の多くは裸で、航海士によればここは日本ではなく無人
島か、また太平洋中の何処かであるか知る者はなかった。すぐ
稲田を発見したため、これによって食料品の保証を得たが、島
の住民次第では武器もなく防御の手段もなく我 の々生命の安全
も難しい」との不安に反し彼らは日本人の手厚い介護を受けた。
現在、御宿の海岸に、この事件の記念碑が建てられ両国の

友好の印となっている。このような歴史を一切知らず、2001年に
渡航することとなった自分とメキシヨとの間に何か不思議な縁を
感じる。(イ ンターネットに“メキシコの文化にふれる"と入力すると
カルチャーショックを受けた当時11年前の自分の気持ちが書き
込まれている。)

2.再びメキシコの地を踏む
縁があって、11年後の再び環境整備の業務でメキシコに渡

ることとなった。当然のことながら、業務上のメンバーとは初めて
の出会いだったが久しぶりに再会する知人のような思いにとらわ
れたのは何故だったのだろうか?欧米人と再会しても決して味あ
うことのできない不思議な感覚である。

10年以上を経た近代メキシコではあるが生活環境に予想以
上の変化が感じられた。貨幣価値、物価、為替レート、安全対策、
生活レベル等が大きく変わったように感じたが、それ以上に水環
境に関するメキシコ政府行政の変化には驚くべきものがあった。

メキシコ国の首都圏は下水道の回収率は高いが、基本的に
は雨水合流方式であり、2001年 当初まではその殆どの汚水が
無処理で放流されていたことを記憶している。都市部は海抜
2,000mを超える高地に位置するために下水道汚水は首都圏
北部のイダルゴ州の農業地帯に流れ着く。

1,000万人を超える首都圏の汚水は悪臭を放ちながら、下流
の農村部の水系伝染病を招き、寄生虫等の健康被害を与えて
いた。地方都市の河川もほぼ同様な汚染がみられ、水浴を楽し
む子供たちの健康を害し、皮膚病にはえていたのを思いだす。

3.水行政と環境改善の飛躍
メキシコ政府は1992年に国家水法を制定し、更に1995年国

家開発計画の中で環境事業に重点目標を定め、主要都市部
の衛生改善に努めていた力認001年頃は殆どの地域においても
下水道汚水の改善は見られなかった。その後の政府による新た
な国家開発計画(2007年 ～2012年 )のもと国家水計画(2007

年～2012年 )が作成されており、同国家水計画において7つの
目標とその達成指標が設定さたこともあり、水質保全の一元的
責任機関である国家水委員会(CONAGUA)の主導のもと、連
邦・州。自治体・水ユーザーが連携して優先水関連プロジェクトを
実行し完結しつつある。
現在では、地方自治体の主要都市ではかなりの割合で下水

道整備が進行し、欧州や日本の支援も有効に活用し最新の処
理技術を取り入れている。

国家水計画の対象地域は(図 -1)に示すメキシヨ連邦地域と
近隣州のグレロ州、モレロス州、プエブラ州、トラキシカラ州の4
州であり、優先水関連プロジェクトが着実に展開された。
特にメキシヨの観光資源として重要なアカプルコの所在地ゲ

レロ州は下水道環境の改善政策が優先された。グレロ州最大
規模の下水処理場は最新技術を取り入れて施工された。

4

(総工事費:160億円,処理方式:活性汚泥方式 ,処理能力 :

116,0001ゴ /日 )

通常、中南米は施工が簡単

“

ニシャルコストの低いラグーン
方式が大部分を占めるが、メキシコは上述の本格的な活性汚
泥方式がかなりの割合で各州に設置されており、環境改善政
策のハードルの高さが伺える。又(図 -1)に示したケレタロ州、ハリ
スコ州の下水処理プラントは三井物産が地元の大手企業を参
画させて実現化した下水道事業である。サン・ルイス。ポトシ州も
近年、住友商事が州政府から受注した事業である。どちらも完
成後の維持管理業務を視野にいれた長期の契約(BOT)であ
る。単なる技術指導に留まらず下水道事業としての営業指導を
展開している。

4.今後の課題
現在、メキシコの課題は中小規模市町村の下水道環境の改

善であり、国家水計画の目標とする“大規模集合処理に適さな
い地域、貧困層地域における効率的汚水処理方法の検討"で

ある。CONAGUAの 要請に基づいて2010年 02月より中小規模
下水道施設の指導を行ってきたが、2011年末からゲレロ州チル
バンシンゴ地域のアモヒレカ村、テペチコトラン村の2ヶ所に200
ゴ/日規模プラントを建設中である。現在、私の業務を引き継い
で後続専門家が施工指導を行っており、本年度末には完成の
予定ある。

メキシコにおいて、日本独自に開発された“土壌浄化方式"は、

初めての経験である。CONAGUAは余剰汚泥の発生量が少
なく、維持管理の容易なことに起因するランニングコストの軽減

等に、強い期待をもって取り組んでいる。将来、メキシヨにおいて

も、住民の生活環境に対する意識が向上し、悪臭等の2次公害
に厳しい要求が出された場合に、土壌浄化方式は大きな効果
が期待される。又、未だ実現はして無いが、メキシヨ政府は中小
規模処理プラントの計画に太陽光エネルギー取り込もうと意欲
的に取り組んでいる。ちなみに日本のエネルギー政策と違い、反
原発の方針を明確に打ち出している。

(国
‐1)日本自社が設立した最新処理プラントの地城


