
2013年 11月 26日 

廃棄物資源循環学会関東支部  

平成 25年度講演会および研究発表会プログラムのご案内 

 

廃棄物資源循環学会 関東支部 

支部長 大迫 政浩 

 

廃棄物資源循環学会関東支部では、支部会員同士の交流ならびに学生、若手研究者の研究発表

（ポスター形式）の場を提供することを目的に、下記のとおり、講演会ならびに関東支部研究発

表会を実施致します。東京工業大学教授の吉川先生から新しいバイオマス系廃棄物のエネルギー

資源化技術に関するご講演をいただくとともに、ポスターによる多くの若手研究者からの発表が

なされます。参加費は無料で事前登録なしに当日参加も可能ですので、奮ってご参加ください。 

 

・ 日時：2013年 11月 30日（土）13:30～17:30 

・ 場所：東京工業大学すずかけ台キャンパス すずかけホール 

（神奈川県横浜市緑区長津田町 4259  最寄り駅：東急田園都市線すずかけ台駅） 

・ プログラム： 

  第１部：講演会（場所：すずかけホール 2 階 集会室１） 

13：30 開会挨拶 大迫 政浩（関東支部支部長） 

13：35 講演会  吉川邦夫（東京工業大学 大学院総合理工学研究科・教授） 

「わが国の環境・エネルギー技術の海外移転の可能性 

-廃棄物・バイオマスの資源化技術を事例として-」 

14：25 研究室紹介 

 明星大学理工学部総合理工学科環境・生態学系 宮脇研究室 

（独）国立環境研究所資源循環・廃棄物研究センター 循環型社会システム研究室 

東京工業大学総合理工学研究科環境理工学創造専攻 吉川・高橋・時松研究室 

第２部：研究発表会（場所：すずかけホール 3階 ラウンジ） 

15：15 ポスター研究発表会 

 別添発表者リスト参照 

  第３部：意見交換会（場所：すずかけホール 2階 レストラン） 

16：15～17：30 意見交換会 

 

 

 

 

 

意見交換会の参加費は 3500円を予定しています。 

研究発表会で発表した学生は、意見交換会は無料となります。 

意見交換会の中で、優秀ポスター賞の発表と表彰を行います。 



 

ポスター発表リスト 

番号 発表者名 所属 題名
1 田中康寛、宮脇健太郎 明星大学 不燃破砕残渣の資源化に向けた基礎調査

2 鈴木義知、宮脇健太郎 明星大学 有害金属等の固定化と長期挙動

3 伊藤翼、宮脇健太郎 明星大学 各種吸着材のセシウム吸着特性

4 齋藤大将、高橋廣大、宮脇健太郎 明星大学 最終処分場浸出水のpH低減化

5 櫻澤佐利、宮脇健太郎 明星大学 不燃破砕残渣の長期環境影響

6 大森雅史, 高田康平, 奥野愛実, 片岡咲恵, 大迫政浩,

石垣智基, 肴倉宏史, 田中宏和, 香村一夫
早稲田大学 最終処分場埋立層における金属資源の有効活用の検討

7 宗田和希, 野口周平, 西入佳奈子, 香村一夫 早稲田大学
東日本大震災における 仙台平野稲作地の津波被害に起因する塩害分布とそ

の浄化法の検討

8 高田康平, 片岡咲恵, 奥野愛実, 田中宏和, 香村一夫 早稲田大学 最終処分場埋立層内における金属類の賦存量と性状変化の検討

9 宮副雄太 、椿雅俊、有田剛、竹内睦雄、平塚賢二郎 東急建設 省力型3次元電気探査による埋立地盤の調査・探査方法の適用

10 小山研也、櫻間俊典、若林恭子、伊藤貴宏、横瀬隆

司、大森雅史、竹内睦雄、田中宏和、香村一夫
早稲田大学 廃棄物埋立層内のメタル濃集ゾーン把握に対する電気探査の有効性の検討

11 伊藤貴宏，小山研也，若林恭子，横瀬隆司，大迫政

浩，原雄，香村一夫
早稲田大学 電気探査を用いた廃棄物埋立層内の水みち把握

12 恩田紘樹、鈴木崇、小松秀和、皆瀬慎、早川崇之、大

矢充、藤田健一

群馬県立群馬産業

技術センター
有機ベントナイトを用いたバイオディーゼル油製造用廃食用油の品質向上

13 野口周平、香村一夫、栗原正憲 早稲田大学 東北地方に分布する火山灰土壌が有する重金属吸着能の評価

14
尾形有香, 石垣智基, 蛯江美孝, 神保有亮, Noppharit
Sutthasil, Chart Chiemchaisri, 山田正人

国立環境研究所 タイ王国ノンタブリ処分場における人工湿地を用いた浸出水処理の開発

15 水原詞治、川本克也 国立環境研究所 焼却炉内耐火物におけるセシウムの溶出特性

16 落合知、金子栄廣 千葉県庁 生分解性プラスチック分解に伴う微生物群集構造の変遷

17 加古賢一郎, 村上大, 小野雄策 日本工業大学 最終処分場での重金属溶出と覆土との関係（２）

18 岡部優, 小野雄策 日本工業大学
廃石膏粉を利用した太陽熱温水器による床下冷暖房と温水利用システム

の開発

19 石井淳, 五井直人, 小野雄策 日本工業大学 廃石膏ボード類の埋立時に発生する硫化水素ガスの評価

20 山下大貴, 小野雄策 日本工業大学 管理型最終処分場における産業廃棄物の洗出し作用について

21 中島知樹, 山梨大樹, 小野雄策 日本工業大学 再生砕石中の石綿砕石の混入率とその建築資材の種類について

22 山梨大樹, 中島知樹, 小野雄策 日本工業大学 大学内の建築物に使用されている石綿含有建材の調査

23 五井直人, 石井淳, 小野雄策 日本工業大学 廃石膏ボード類の埋立時における硫化水素の発生とその防止対策

24 櫛田泰幸, 小野雄策 日本工業大学 廃棄物の搬入管理のための簡易分析法の開発-汚泥について－

25 村上大, 加古賢一郎, 小野雄策 日本工業大学 埋立地における内部保有水浄化のための機能性覆土の開発

26 井上維史, 小野雄策 日本工業大学 簡易浄化装置による油分量の多い排水の浄化

27 小栗朋子、梶原夏子、松神秀徳、石垣智基、山田正

人、滝上英孝
国立環境研究所 災害廃棄物仮置き場における金属類の排出挙動評価に関する基礎的検討

28 高橋博明, 高橋史武, Seo Yong-chil 東京工業大学
Prelininary estimate of mercury distribution of disaster wastes
generated by the Great East Japan Earthquake

29 吉田飛雄士, 高橋史武, 鈴木慎也, 上田康平, 菅田尚
之, 松藤康司

東京工業大学
回収ペットボトルの１６分別詳細調査が示す「キャップはずし」の心理トリガー

的効果

30
Yuan Ying, Sungwornpatansakul Paweetida, Shuo
Cheng, Kunio Yoshikawa 東京工業大学

Biodiesel Production from Wood Pyrolysis Oil and Biomass Pyrolysis
Oil

31
Chanyavanick Prut, Chinnathan Areeprasert,
Kunio Yoshikawa 東京工業大学

Pilot-scale Hydrothermal Treatment of Paper Sludge for Solid Fuel
Production

32
Shunsuke Nakamura, Siriwat Unyaphan, Kunio
Yoshikawa 東京工業大学 Tar Removal by Low-viscosity Tar for Biomass Gasification

33
Maharani Pradani, Hiroaki Sumida, Kunio
Yoshikawa 東京工業大学

Hydrothermal Treatment of Food and Plant Residue for Organic
Fertilizer Production

34 Sun Xiaohan 東京工業大学
Effects of hydrothermal process on the nutrient release of sewage
sludge

35
Bakhtiyor Nakhshiniev, Biddinika Muhammad
Kunta, Gonzales Hazel Bantolino, Sumida Hiroaki,
Yoshikawa Kunio

東京工業大学
Enhancing Rice Straw Composting Process Through Hydrothermal
Treatment for High-quality Organic Fertilizer Production



東京工業大学すずかけ台キャンパスへのアクセス 

 

最寄り駅：東急田園都市線すずかけ台駅（キャンパスまで徒歩１０分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すずかけホールへのアクセス 

 

 

 

 

 

改札を出て、左折。
階段を上ります。

上り坂を登ったら、左折。
道路（国道246号）を
くぐってキャンパスへ。

すずかけホール
集会室１は右手側の建物の２階
ラウンジは左手側の建物の３階
左右の建物は３階で連絡しています。


