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熊本地震からの研究室復旧と震災廃棄物のリサイクルへ挑む
崇城大学工学部ナノサイエンス学科

池永和敏

１．熊本大地震
今年の熊本の桜も、例年通り誠に忠実に 3 月下旬から約 10 日間、咲き誇り、特に、満開前後
での雨がほとんど無く、素晴らしい花見が楽しめた。その桜並木で有名な熊本城の行幸坂は熊本
震災時の石垣崩落で、今まで閉鎖されていたが、今年は、約 2 年ぶりに、この花見の時期に一般
開放された。全復旧工事が 20 年かかるとも言われている熊本城では、急場凌ぎで補修したあと
が残る石垣や修復工事のための櫓が組まれた天守閣など、今では、熊本地震の被害を身近に知る
ことができる唯一の場所となっている（図 1）。

図１．左図：行幸坂の開放（平成 30 年 3 月 24 日―4 月 1 日）、中左図・中右図：天守閣の鯱の設置、右図：そ
のセレモニーのメッセージ（平成 30 年 4 月 28 日）。すべての写真は、「熊本城 FaceBook」より引用

2 年前の平成 28 年 4 月 14 日は、今年と同じように花見シーズンも落ち着き、弊学でも入学式・
オリエンテーションと新学期の慌ただしくも新緑が香る清々しい日だった。その夜の 20 時、筆
者は趣味のソフトバレーの練習で、熊本市内の清水スポーツセンターに来ていた。21 時 26 分、
ガランガランというハロゲンライトが大きく揺れる音と共に突如として体育館全体が揺れ始めた。
益城町を震源とする熊本地震の、今で言う前震だった（図２）。急いで自宅へ戻り、家族と家の無
事を確認した。福岡の実家への連絡、学生の安否確認、地震のニュースなどを見て、大きな余震
もなく、その夜は過ぎて行った。翌日、大学の中庭では、緊急避難している学生たちが多数いた。
研究室の被害は、軽微であり、数冊の本や廃酸のポリタンクが落下していただけであった。
災害の記憶が薄れて、安心したときの災害の被害は大きくなるので、
「天災は忘れたころにやっ
て来る」と、先人の教訓が伝わっている。しかし、今回の前震の後の本震には全く役に立たなか
った。すなわち、16 日の 1 時 25 分に本震が、安心して戻った人々を襲った。このような、震度
７クラスの連続地震は史上稀にみる地震であった。
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図２．気象庁報道発表資料「平成 28 年熊本地震について」（第 38 報）の図より引用[1]

２．震災からの自立
筆者は、本震直前の１６日０時ごろから自宅で、学科の 2 年のクラス担任として学生の安否確
認を、ノート PC を用いてメールで行っていた。今でもその PC には、履歴が残っていて、16 日
の１時 19 分のメールが本震前の最後のメールであった。履歴にはないが、記憶をもとにすると、
次のような文章、「このメールを書いているときに 2 回ほど小さな余震があり、昨日の地震に比
べると、大したことはない・・・」などと書いているときに、本震が襲ってきた。筆者は、椅子
とともに真後ろに倒れて、箪笥の上に置いてあった物がどんどん落ちて来た。気づくと真っ暗な
中でガラス戸棚が倒れないように必死で抑えていた。なお、運良く停電の時でも画面の明かりが
消えないノート PC を使用していたので、手探りで近くの仕事のデータが詰まったポータブル HD
を見つけて、天の光とも言えるノート PC を抱え、先に避難していた１階の家内と娘と一緒に自
家用車で自宅を脱出した。その直前には、電気も戻っていたが、前日の夕刻から断水が始まって
いたので、一路近くの中学校へ避難した。もうすでに、多くの車と避難の人で、体育館内と運動
場は混雑していた。多発する余震の中、その日は車中泊をした。１６日の夜が大雨との予報だっ
たので、体育館への避難に必要なシートと毛布などを取りに家へ戻った。家の内外は全く無事で
あった。ブレーカーを戻し、昨日の残り湯でお風呂に入り、飲料水やお弁当を手に入れた。
その夜は、予報通りの嵐の様な大雨の音と緊急通報で一斉に鳴るスマホの音で、体育館に避難
した人々は、一睡もできないようであった。その日のお昼までの間、避難所の救援物資は不十分
だったので、断水している自宅で過ごすことにした。なお、近くのスーパーで食料を求め、大学
の貯水タンクから飲料水と入浴用の水をいただいた。約 200L の入浴用の水を運ぶ時のポリタン
クの重さは、今でも忘れられない。水道のありがたさが身に染みて分かった。
地震から 5 日目の 19 日には、自宅の水道が復旧したので、本格的に学科施設と研究室の復旧
作業を行った。5 月 9 日まで学生の出入りの禁止が決定していたので、以下の作業は、ほとんど
筆者 1 人で行った。なお、居室の本棚の倒壊などの復旧作業は後回しにした。水道管断裂による
漏電停電が発生していた。実験室の薬品冷蔵庫の電気を、生き残っていた居室の電源から延長コ
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ードで復帰させた。実験室内の金属設備がさびていることに気づいたので、良く調べたところ、
運が悪いことにクロロシラン系の薬品瓶が冷蔵庫内から落ちて割れていた。その落下個所の中和
や散乱した固体薬品の処理、実験台から落ちた装置の安置、マイクロ波装置の実験室外への救助、
ボンベや冷蔵庫の倒壊防止策など、多数の復旧作業が 5 月 8 日まで続いた（図３）。

図３．左図：本震後の筆者の居室、右図：復旧後の筆者の居室（８階建ナノサイエンス学科棟の５階）

３．研究活動の再起動
大学の方針に沿って、5 月 9 日（月）の週を第 1 週として講義の回数を最大 12 回とする短縮
型の前期が始まった。筆者の前期も最大週７コマを含む過密講義と初めての英語での大学院講義
が万全の準備もなくスタートした。もちろん、このような状態で、マイクロ波装置の動作確認や
修理が整わない状態での卒業研究の再起動は極めて困難であった（図４）。

図４．本震後の初めての実験再開（平成 28 年 5 月 16 日の池永研究室、装置：Initiator）

遡ること、熊本地震の２カ月前の平成２６年２月１０日の卒業研究発表会において、永光浩樹
君が Biotage 社のマイクロ波装置 Initiator（図４中の装置）を用いた「ガラス繊維強化プラスチ
ック(GFRP)の完全リサイクルの技術」
（MD 法）について発表していた[2]。この MD 法は７年前
の東日本大地震の前後から続けていた常圧マイクロ波法の改良法であった。当時はリン酸三カリ
ウムを触媒に用いて５時間反応するマイクロ波分解法であった[3]。実用化のリサイクル技術とし
ては、無触媒の分解方法が必要であると思い続けていた。数年前に加圧マイクロ波法によってポ
リエチレンテレフタレートの無触媒加水分解が促進されることが分かり、それを契機に GFRP の
分解へ応用したことにより、上記 MD 法が開発された[4]。東日本大地震の津波で打ち上げられた
廃船の処理には間に合わなかったが、実用化に耐える技術が完成していた。
筆者が 1 人で実験室の復旧活動をしていた合間に、これらのことが思い出された。さらに、救
助した装置の中で、唯一稼働が可能な機器として Initiator が実験室内のドラフトの中で、壁に斜
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めに傾いて救出を待っていた姿が、とても印象的であった。それら２つのことが常に頭の中にあ
ったので、東日本大地震の津波で打ち上げられた廃船と同じ材質の GFRP の廃バスタブが熊本地
震のがれき中に多数存在することに気付くには、そう時間はかからなかった。
当研究会の平成２６年度総会の講演会（６月１７日）の特別講演として「熊本地震の震災廃棄
物について、：一般家庭プラ系廃棄物の状況」を報告する機会を得ることができた。地震 2 か月
後の熊本地震の現状報告としては、いち早いものである。また、被災者の 1 人として、いただい
た声援の御礼も兼ねての、特別講演の申し入れであった。もちろん、筆者の研究活動の再起動の
きっかけとして「がれき中の廃バスタブのリサイクルの可能性」についての発表の意味も含んで
いた[5]。
４．熊本地震で発生したがれき中の廃バスタブの分解リサイクル
廃 GFRP の分解については、先に述べた MD 法をそのまま利用して廃バスタブの分解実験を繰
り返した。なお、がれき中の GFRP 製の廃棄物は、次の２種類に大別された。バスタブではない
が浴室の壁・床や農業用水タンクなどのフィラーが入っていない比較的やわらかい GFRP 製の廃
棄物の GFRP-A と、フィラーの入っている硬い GFRP 製の廃バスタブの GFRP-B であった。
廃 GFRP の分解実験の結果の詳細については、
「環境浄化技術」[6]と「産学官連携ジャーナル」
[7]に寄稿したので、割愛した。この小文では、先の２報の執筆後に分かった樹脂分解物を用いた
硬化物の熱重量分析の結果を基にした熊本地震で発生したがれき中の廃バスタブのリサイクルの
評価について紹介する。
５．廃バスタブの樹脂分解物からの硬化物の作製と熱重量分析による評価
MD 法の概要は分解反応と樹脂再生反応（架橋反応）からなり、その概要を図５に示した。こ
の項で述べる硬化物の作製は樹脂再生反応を示している。エチレングリコールモノアリルエーテ
ル(EGMA)を用いて分解して得られた樹脂分解物から得られた硬化物(HM-EGMA)と架橋剤とし
てスチレンを用いた標準硬化物(HM-St)との熱重量分析の比較することにより、HM-EGMA の架
橋構造の緻密さを確認した。

図５． EGMA による GFRP の樹脂分解物を用いる硬化物の生成予想スキーム

標準的な配合比を用いてそれぞれの硬化物を作製した（表１）。HM-EGMA で、スチレンの 25％、
50％、75%、100%重量分を樹脂分解物(DR-EGMA)で置き換えた硬化物をそれぞれ HM-EGMA25、
HM-EGMA50、HM-EGMA75、HM-EGMA100 とした。なお、硬化物の表面がべとついていた
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ので、HM-EGMA75 と HM-EGMA100 の硬化は不十分と考えて、それら 2 つの熱重量測定は行
わなかった。分解反応に通常の 2-3 倍の時間がかかり、その際に副生する EGMA の単独重合物
（アリル基が存在しないオリゴマー）の含有量が予想以上であったことが、不十分な硬化の原因
と考えている（図６）[8]。
表１．硬化物作製の配合表

硬化物

不飽和ポ
リエステ
ル

架橋剤(2 g)

硬化剤

HM-St

6g

スチレン:
DR-EGMA =2.0 : 0.0

0.12 g

HM-EGMA25

6g

スチレン:
DR-EGMA =1.5 : 0.5

0.12 g

HM-EGMA50

6g

スチレン:
DR-EGMA =1.0 : 1.0

0.12 g

図６．樹脂分解物（DR-EGMA）と EGMA 単独重合物の 1H-NMR 分析の比較

それぞれの硬化物の熱重量分析（株式会社日立ハイテクノロジーズ製示差熱熱重量同時測定装
置、TG/DTA7220、室温―500℃、昇温速度：２℃/１分、アルゴン雰囲気下）を行ったところ、
HM-EGMA25 と HM-EGMA50 の熱重量変化は HM-St の熱重量変化とほぼ同じ曲線となった（図
７）。HM-EGMA25 と HM-EGMA50 の硬化反応では、スチレンの 2 重結合の代わりに樹脂分解
物中のアリル基が架橋反応に有効に働いて、HM-St の架橋構造と同等の緻密さを形成していると
予想された。つまり、スチレンの替りに 50％分の樹脂分解物が使用可能であることが示唆された。
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図７．硬化物（HM-EGMA25、HM-EGMA50 および HM-St）の熱重量分析の比較

６．今後の MD 法の展望
炭酸カルシウムのフィラーが含まれていた GFRP-B は、これまで使用してきた GFRP の試験
片と比べると極めて強固であり、予想以上に分解反応の時間が必要であった。現在、アリル基を
持つ樹脂分解物を用いた再生 GFRP の製造に向けて準備中である。この実験は災害で発生した廃
バスタブを使用した水平リサイクルの初めての評価となり、その内容を今年の 7 月の高分子学会
グリーンケミストリー研究会との合同発表会（東北）において、報告する予定である。
本 MD 法が今後の GFRP のリサイクル技術の発展に寄与できることを祈念して、本小文を閉じ
る。
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