
 

 

平成20年度廃棄物学会研究討論会 

於・学士会館 

時間割 

6 月 11(水) 

受付 9:30～ 

時 間 内 容 

10:00～12:00 

202会場・201会場 

202会場 

(1) 「アスベスト廃棄物処理に係る光

学顕微鏡と電子顕微鏡の測定法の共

通化について」 

廃棄物試験・検査法部会企画 

201会場 

(2) 「バイオマス利用はどのような資

源と廃棄物を生むのか？再点検」 

バイオマス系廃棄物研究部会企画

13:00～15:00 

202会場 

平成20年度 廃棄物学会総会 

平成19年度 廃棄物学会賞表彰式 

15:00～18:00 

202会場 

(3) 「循環型社会形成推進基本計画の見直しを受けて」 

学術研究委員会企画

意見交換会 18:00～ 

 
6 月 12 日（木） 

時 間 内 容 

10:00～12:00 

202会場 

(4) 「循環型共生社会のための廃棄物管理システムの広域化」 

廃棄物計画部会企画

13:00～14:50 

201会場 
 ポスターセッション 

15:00～17:00 

202会場 

(5) 「社会システムとして持続可能な最終処分：高規格最終処分とは」 

廃棄物埋立処理処分研究部会企画



 

目 次 

(1) 「アスベスト廃棄物処理に係る光学顕微鏡と電子顕微鏡の測定法の共通化について」 

1-1 アスベスト含有廃棄物の処理における試験法の問題点 

   安全といえる試験法とは？どの試験法も完璧でない！ 

(独)国立環境研究所  貴田 晶子 

1-2 透過型電子顕微鏡によるアスベスト分析について 

(独)国立環境研究所  山本 貴士 

1-3 分析走査型電子顕微鏡法（ＳＥＭ－ＥＤＳ）によるアスベスト分析 

㈱環境管理センター  豊口 敏之 
1-4 光学顕微鏡法によるアスベスト分析の現状と課題 

（元）兵庫県立健康環境科学研究センター  小坂  浩 
1-5 Ｘ線回折法 

㈱リガク  岸   證 

 

(2) 「バイオマス利用はどのような資源と廃棄物を生むのか？再点検」 

2-1 ブタノール発酵の今昔 

九州大学  園元 謙二 

2-2 都市型バイオマス資源である生ごみからのエタノール・メタン二段発酵による 

燃料用エタノールの生産 

熊本大学  木田 建次 

2-3 我が国におけるバイオマスエネルギー研究の展望 

(独)農業・食品産業技術総合研究機構  片山 秀策 

2-4 バイオマスを利用したプラスチック 

  京都工芸繊維大学  小原 仁実 

 



 

(3) 「循環型社会形成推進基本計画の見直しを受けて」 

(4) 「循環型共生社会のための廃棄物管理システムの広域化」 

4-1 一般廃棄物(生ごみ)のバイオマス利活用に関する取り組み 

京都府南丹市  堀江  長 

4-2 メタンガス化による食品リサイクル事業の事例紹介 

㈱市川環境エンジニアリング  中新田直生 

4-3 北海道における生ごみバイオガス化施設の現状と課題、その対応策 

北海道  川嶋 幸治 

 

(5) 「社会システムとして持続可能な最終処分：高規格最終処分とは」 

5-1 社会システムとして持続可能な最終処分：高規格最終処分とは 研究全体の枠組み 

(独)国立環境研究所  井上 雄三 

5-2 産業廃棄物フローのデータベース化と制御方法の検討 

(独)国立環境研究所  山田 正人 

5-3 前処理技術による埋立廃棄物の品質改善 

埼玉県環境科学国際センター  渡辺 洋一 

5-4 安定化促進のための埋立方法改変の検討 

九州大学  島岡 隆行 

5-5 覆土と廃棄物層の透水性が埋立廃棄物の安定化に与える影響 

(独)国立環境研究所  朝倉  宏 

5-6 堆肥化物の覆土利用による焼却灰主体の埋立地の土壌還元化 

福岡大学  田中 綾子 

5-7 最終処分場に対する周辺住民意識の分析 

北海道大学  松藤 敏彦 

5-8 持続可能な処分場－「高規格処分場Integrated Waste Landfill Site」の提案 

(独)国立環境研究所  井上 雄三 

 



 

Ａ 廃棄物全般・３Ｒ全般                           

 A01 日本とマレーシアにおける企業の社会的責任（CSR）の比較研究 

福岡大学 ○林 直行、松藤 康司、田中 綾子 

A02 ＦＲＰの亜臨界水分解技術の実用化開発(1) 

松下電工㈱ ○真継 伸、宮崎 敏博、矢野 宏 

A03 一般廃棄物からの金属回収可能性は？ 

（独）国立環境研究所 ○鄭 昌煥、大迫 政浩    

北海道大学 松藤 敏彦 

A04 寒冷地水田におけるメタン発酵消化液施肥試験 

北海道大学 ○中久保 亮、石川 今日子   

ホクレン農業総合研究所 松田 從三   

北海道大学 近江谷 和彦 

A05 ソフト水熱プロセスによる床敷材の改質およびリサイクルに関する研究 

東北大学 ○宮本 徹、木伏 智美、笠井 憲雪、李 志霞、山崎 仲道   

A06 品質改善処理を行った溶融スラグのプレキャストコンクリート用細骨材への適用 

㈱間組 ○佐々木 肇  ㈱フローリック 藤田 康彦  

福祉商事㈱ 関 勇治  日本鋳造㈱ 佐藤 良雄   

宮城大学 北辻 政文 

A07 吸－脱着性を有するフッ素回収材を用いたフッ素分離・回収システム 

秋田県健康環境センター ○成田 修司、梶谷 明弘   

細倉金属鉱業㈱ 荒井 重行  三菱マテリアル直島製錬所 宮本 和法   

細倉金属鉱業㈱ 高柳 悟 

A08 異なる運転条件下での好気固相反応槽内の微生物相の比較 

創価大学 ○渡邉 啓子、長尾 宣夫、戸田 龍樹、黒沢 則夫 

A09 ごみ処理システムに対する住民満足度調査手法に関する研究 

北海道大学 ○松藤 敏彦、佐藤 法世 

A10 圧縮バイオガスを基軸としたエネルギー地域利活用システムの構築 

北海道立中央農業試験場 ○木村 義彰、日向 貴久   

（株）ズコーシャ 保井 聖一   

北海道大学 野口 伸、松田 從三、塚本 隆行   

㈱グリーンプラン 今井 俊行 

A-11 県レベルの広域化を目的としたごみ中継輸送の一考察～岡山県を対象として～ 

岡山大学 ○藤原 健史  ㈱神鋼環境ソリューション 水岡 翔 

岡山大学 日下部 友祐 



 

Ｂ 品目別リサイクル                                 

B01 家電製品のリサイクル施設におけるレアメタルや有害金属の分配挙動 

京都大学 平井 康宏、○竹林 尚紀、酒井 伸一 

B02 プラスチック製容器包装廃棄物の単一樹脂材料リサイクルを導入した 

 カスケードリサイクルによる環境負荷削減効果 

東京大学 ○奥野 亜佐子   

東京大学環境安全研究センター 山本 和夫、中島 典之 

B04 オフィスビルから排出される蛍光灯の分別収集に関する社会実験 

京都大学 ○望月 康平 

B05 生ごみの嫌気的可溶化における温度の影響 

創価大学 ○米本 光治、長尾 宣夫  清水建設㈱ 丹羽 千明 

  創価大学 戸田 龍樹 

B06 小学校の保護者を対象とした食用油の購入～廃棄実態調査 

京都大学 酒井 伸一、平井 康宏、○浅利 美鈴、矢野 順也 

  京都市 中村 一夫 

B07 バイオマス由来燃料の環境性能の比較評価 

京都大学 酒井 伸一、平井 康宏、○矢野 順也   

㈱アーシン 出口 晋吾 

Ｃ 熱処理                                     

C01 PFCs(パーフルオロカーボン)の燃焼・高温分解条件の明確化 

横浜国立大学 ○張 勝郁、米田 和正、小林 剛、 浦野 紘平 

  (有)環境資源システム総合研究所 加藤みか 

C02 ごみ焼却施設における高温・低温2段階集じんによる塩類・重金属の分離捕集 

北海道大学 ○東條 安匡、西本 薫  秋田県立大学 岡田 敬志 

  北海道大学 松藤 敏彦、松尾 孝之 

Ｄ 最終処分・不法投棄                                

D01 地中探査装置による埋設廃棄物の調査について 

㈱クレハ環境 ○諸野 哲夫 

D02 豊島産業廃棄物不法投棄事件と考古学 

国立歴史民俗博物館 ○遠部 慎 

D03 廃棄物のバイオアッセイを用いた安全管理 

東京工業高等専門学校 ○上田 剛将、庄司 良   

（独）国立環境研究所 山田 正人、朝倉 宏   

秋田県立大学 阿部 誠 

 

 



 

Ｅ 有害廃棄物処理                                  

E01 バイオマスガス化装置より廃出されるタールの揮発・燃焼特性 

名古屋大学 ○山本 悠太、鈴木 勝、李 春山、平林 大介、鈴木 憲司 

E02 クリソタイルの分析に及ぼす加熱温度の影響 

㈱環境管理センター ○仲地 史裕、秋山 夕香子、野坂 千恵、岩澤 寿男、豊口 敏之 

Ｇ 廃棄物学会研究部会                                

G01 廃棄物焼却研究部会の活動内容報告 

廃棄物焼却研究部会 

G02 再生製品環境安全性試験の学会規格化について 

廃棄物試験・検査法部会 

G03 ごみ処理の担い手はだれか（行政部会からの投げかけ） 

廃棄物行政部会 

  麻布大学 酒井 裕子  東京都 溝入 茂  麻布大学 早川 哲夫 

G04 レジ袋ＮＯデー「レジ袋10,000人アンケート結果報告」 

消費者市民部会 

 

 


