
・日時：2023 年 3月 3 日（金）13：30～17：00

・場所：お茶の水女子大学 国際交流留学生プラザ（〒112-8610 東京都文京区大塚 2-1-1）

：多目的ホール、オンライン(現地、オンラインハイブリッド開催）

：多目的ホール、オンライン(現地、オンラインハイブリッド開催）

：Commons2(現地開催のみ発表者優先）

第１部：講演会（場所：多目的ホール、オンライン）

13：30 開会挨拶 宮脇 健太郎（関東支部支部長）

13：35 講演会

「環境技術の変遷・発展と今後 – 物質・処理・脱炭素等をめぐって -」

川本 克也　氏

14：40 研究活動紹介

株式会社神鋼環境ソリューション

株式会社エックス都市研究所

休憩 14：55～15：10

第２部：研究発表会（場所：Commons2）

15：10～16：00 第 1 部 ポスター研究発表・企業展示

16：00～16：50 第 2 部 ポスター研究発表・企業展示

※ポスターは 13：00 より展示できます。

※発表者以外の学会正会員による複数投票で優秀ポスター賞を選定します。

次ページにお茶の水女子大学へのアクセス等を載せてあります。

令和4年度 廃棄物資源循環学会関東支部 講演会・研究発表会 参加案内

2023年3月3日（金） お茶の水女子大学 国際交流留学生プラザ

共催：お茶の水女子大学　SDGs推進研究所

講　演　会

研究活動紹介

研究発表会

岡山大学名誉教授、（独）環境再生保全機構 環境研究総合推進費プログラムオフィサー

プログラム

1



お茶の水女子大学までのアクセスと講演会場の場所

● JR 池袋駅から

「新宿、荻窪方面行」茗荷谷駅下車東京メ

トロ丸ノ内線

「新木場方面行」護国寺駅下車東京メトロ

有楽町線

「春日駅（一ツ橋）行」大塚2丁目下車都

営バス-都 02 乙

● JR 東京駅 又は JR 御茶ノ水駅から

「池袋方面行」茗荷谷駅下車東京メトロ丸

ノ内線

● JR 大塚駅から

「JR 錦糸町駅行」大塚 2 丁目下車都営バ

ス-都 02

国際交流留学生プラザ
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企-3 企-4

企-5 企-6

クボタ環境エンジニアリング株式会社 株式会社プランテック

企業展示

一般財団法人九州環境管理協会 日鉄エンジニアリング株式会社

企-1 企-2

株式会社タクマ 株式会社神鋼環境ソリューション

株式会社エックス都市研究所 一般財団法人日本環境衛生センター

荏原環境プラント株式会社 日立造船株式会社

企-9 企-10

企-7 企-8
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　ポスター番号が奇数の方は、15：10～16：00 の間、偶数の方は、16：00～16：50の間で研究発表を
行っていただきます。

番号 発表タイトル 発表者名 所属

研究発表

P-6

水質浄化剤を指向した使い捨てカイロを
出発原料とする新規多孔性材料の合成

活性炭素繊維を用いた廃棄物焼却炉排ガ
スからの水銀除去

次世代バイオディーゼル燃料の建設機械
に対する適合性

反応分子動力学を用いたリグニン熱分解
挙動の解明

建設発生土中の再生利用に資する中和処
理の最適化

メカノケミカル処理がホタテ貝殻のリン
回収に及ぼす効果

P-1

P-2

P-3

P-4

P-5

亀田龍太朗 工学院大学

椎名基貴

松本訓昂

芝浦工業大学大学院 社会
基盤学専攻

埼玉工業大学 工学部　生
命環境化学科

立石 新
東邦大学理学部 生命圏環

境科学科

株式会社プランテック安藤 伴憲

本多宗一郎 西松建設株式会社

P-12

P-13

P-14

P-15

P-16

P-7

P-8

P-9

P-10

P-11

CO2-UFB水の表面積ごとの気相への移行

焼却形式が異なる都市ごみ焼却飛灰中重
金属の連続溶出試験

太陽光発電を活用した小規模下水処理場
の電力需要マネジメントモデルの構築

最終処分場の高pH浸出水対策技術の検討

下水汚泥・生ごみ・し尿浄化槽汚泥の混
合消化施設における防食被覆の劣化事例

関野梨名 明治大学

Dispersant template法により合成した
ジオポリマーの酸処理による高比表面積

化
北風佑貴

埼玉工業大学　工学部　生
命環境化学科

松本 紋奈 明星大学大学院

イギリスと日本の近時のプラスチック資
源循環政策

板橋千明
早稲田大学大学院　環境・

エネルギー研究科

藤本真 明星大学

反応分子動力学法に基づくヘミセルロー
スの熱分解挙動の解明

佐藤遼太
工学院大学 工学部 機械工

学科

奥野文佳
お茶の水女子大学　生活科
学部　人間・環境科学科

ReaxFF反応力場に基づく分子動力学シ
ミュレーションの一般廃棄物初期熱分解

への適用
櫻井優矢 工学院大学

津田直弥

国立研究開発法人土木研究
所　先端材料資源研究セン
ター　材料資源研究グルー

プ

焼却灰埋立層のCO2-UFB水を用いた中和 岸智央 明星大学

4



P-20

P-21

P-27

P-28

P-29

P-30

反応分子動力学法に基づくポリスチレン
の解重合反応の解明

高周波誘導加熱を利用したアルミニウム
樹脂複合材料からアルミニウムの回収

電磁波加熱及び外部加熱により回収され
た炭素繊維の引張特性評価

ポリカーボネートの加フェノール分解に
対する各種LDHs触媒の活性と耐溶出性の

評価

地盤改良材としてサイディング切粉の有
効利用の可能性

焼却炉排ガスからの水蒸気分離回収

反応分子動力学に基づくプラスチック共
熱分解の評価

P-22

P-23

P-24

P-25

P-26

P-17

P-18

P-19

熊谷秀人
工学院大学工学部機械工学

科

廃棄物発電の地産率・地消率を高める 
操炉計画の検討と効果の分析

埜村綾乃 お茶の水女子大学

　ポスター番号が奇数の方は、15：10～16：00 の間、偶数の方は、16：00～16：50の間で研究発表を
行っていただきます。

番号 発表タイトル 発表者名 所属

大井　優祐
工学院大学　工学部　機械
工学科　リサイクル工学研

究室

使用済みPETを出発原料とする多孔性材
料の合成と水質浄化剤への応用

岩谷伸太郎
東邦大学大学院理学研究科 

環境科学専攻

奥村直生 工学院大学

ねぎの葉身部を原料とした活性炭の調製 羽鳥和希
埼玉工業大学　工学部　生

命環境化学科

奥村諒大 工学院大学機械工学科

Dispersant template法によるカオリナ
イトからのジオポリマーおよびゼオライ

トの合成
福田隼希

埼玉工業大学工学部本郷研
究室

武山 彰宏 株式会社プランテック

廃石膏ボード水平リサイクルに向けた水
分量推定調査

後藤雅輝 明星大学

加藤遥馬
芝浦工業大学 工学部 土木
工学科 地盤工学研究室

1,10-デカンジオールから誘導したエチ
ルエステルによる焼却飛灰中鉛の溶出抑

制
加世田大雅 明治大学大学院

内藤　研
日本大学理工学研究科 物
質応用化学専攻 化学工学

研究室

高周波誘導加熱を用いたCFRPリサイクル
における加熱特性評価

葛西　裕貴
工学院大学　修士課程　機

械工学専攻
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