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A1  ごみ発生・3R 
【 10 月 22 日（月） 第 2 会場 10:45 – 12:15 】                          座長：岡山 朋子（名古屋大学） 
 
   A1-1 生ごみの発生とライフスタイルに関する調査  

(株)エックス都市研究所 ○秦 三和子、伊藤 綾、中村 優  京都市 三浦 貴弘       

   A1-2 食料品小売店における省容器包装販売の消費者受容性 ―惣菜容器包装と持参容器販売―  
京都市ごみ減量推進会議 ○齋藤 友宣  京都府立大学 山川 肇       

   A1-3 古着の購入状況と衣類の環境負荷情報提示による利用促進の可能性  
京都府立大学 ○山川 肇       

   A1-4 一般廃棄物の減量化・再資源化促進を目的とした一般家庭への情報提供に関する研究  
九州大学 ○植木 裕輔、中山 裕文、島岡 隆行  西南学院大学 小出 秀雄       

   A1-5 多量排出事業者による産業廃棄物処理計画の報告に基づく感染性廃棄物排出量の検討  
(公財)日本産業廃棄物処理振興センター ○大久保 伸、谷川 昇、浅岡 健       

   A1-6 地元から流出した浮遊ごみの沿岸域滞留現象  
鳥取大学 ○岡野 多門、安東 重樹       

Poster1 A1-7 小都市における一般廃棄物中の生ごみの自家処理に関する調査研究  
岩手大学 ○石田 賢、晴山 渉、藤沢 洋明、中澤 廣、鳴海 貴之、小野 育成   

久慈市 宮澤 誠、夏井 正悟 
 

A2  ごみフロー・物質フロー 
【 10 月 22 日（月） 第 2 会場 13:30 – 15:00 】                           座長：橋本 征二（立命館大学） 
  

A2-1 日本と海外における電子マニフェストシステムの比較  
北海道大学 ○金 相烈  (公財)日本産業廃棄物処理振興センター 谷川 昇、濱田 義久、尾崎 弘憲       

A2-2 日本の物質フロー・ストックモデルの構築とその適用  
立命館大学 ○橋本 征二  (独)国立環境研究所 稲葉 陸太、田崎 智宏、南斉 規介、藤井 実、大迫 政浩 

東京農工大学 加用 千裕  みずほ情報総研(株) 高木 重定、藤井 崇、吉川 実  東京大学 森口 祐一       

   A2-3 TMR に基づく材料の包括的自給率評価手法の提案 
       京都大学 ○山末 英嗣、諸冨 恵一朗、奥村 英之、石原 慶一  東京大学 村上 進亮       

   A2-4 紙管リサイクルによるフロー改善がもたらす効果 
近畿大学 ○坂田 裕輔  田中紙管(株) 服部 雄一郎、平野 研一 

A2-5 家庭で消費された記憶媒体の廃棄実態  
京都大学 ○李 鎔一、矢野 順也、浅利 美鈴、酒井 伸一  京都市 濱口 弘行       

   A2-6 マテリアルフローデータに基づいた焼却残渣からの金属類の回収可能性の検討  
大阪市立大学 ○阪井 幸太、水谷 聡、貫上 佳則  金沢大学 長谷川 浩       

Poster2 A2-7 産業廃棄物 終処分場におけるマニフェスト記載情報の信頼性の検討の結果および考察  
(公財)日本産業廃棄物処理振興センター ○浅岡 健、谷川 昇、馬場 寿       

Poster2 A2-8 高知県におけるバイオマス系廃棄物フローを表現する投入産出表の構築 
(独)国立環境研究所 ○山田 正人、石垣 智基  (一財)日本環境衛生センター 立尾 浩一  高知大学 藤原 拓       

Poster1 A2-9 都市ごみ焼却工場焼却灰中の金属含有量調査  
    大阪市立環境科学研究所 ○酒井 護、西尾 孝之、西谷 隆司、北野 雅昭  

 

A3  有料化・経済的手法 
【 10 月 24 日（水） 第 2 会場 9:00 – 10:30 】                           座長：笹尾 俊明（岩手大学） 
  
   A3-1 家庭ごみ有料化における減免措置に関する実態調査  

東洋大学 ○山谷 修作       

   A3-2 使用済み弁当容器の回収促進策の実証分析 ―全国の大学生協へのアンケート調査から―  
福島大学 ○沼田 大輔       

   A3-3 小型家電のボックス回収とピックアップ回収の選択モデル  
西南学院大学 ○小出 秀雄       

   A3-4 廃棄物処理施設のライフサイクルコストと 適更新時期に関する研究  
八千代エンジニヤリング(株) ○入佐 孝一  東北大学 高橋 弘       

   A3-5 産業廃棄物の広域移動と搬入規制：47 都道府県間の広域移動要因分析  
岩手大学 ○笹尾 俊明       

   A3-6 環境会計を用いた環境経営戦略が企業業績に与える影響に関する研究  
静岡県立大学 ○橋山 勇人、尹 大榮       

Poster2 A3-7 レジ袋削減のための有料化政策の有効性及び構造変化の分析と評価 
       関東学院大学 ○安田 八十五、白 永梅       
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A4  住民意識・住民参加 
【 10 月 24 日（水） 第 2 会場 10:45 – 12:15 】                              座長：山川 肇（京都府立大学） 
 
    A4-1 家庭系食品廃棄物の排出実態に関する基礎研究  

大阪工業大学 ○半田 拓也、福岡 雅子       

   A4-2 ペットボトル分別に伴う住民の“煩わしさ”の定量的評価法に関する研究  
福岡大学 ○鈴木 慎也、吉岡 宏樹、立藤 綾子、松藤 康司  東京工業大学 高橋 史武 

   A4-3 イベントでのリユース食器利用 ―参加者への働きかけと影響―  
京都府立大学 ○岡田 真衣、山川 肇       

   A4-4 ライフステージに着目した一般廃棄物管理に対する住民ニーズ調査  
東京工業大学 ○小島 英子、阿部 直也  (独)国立環境研究所 大迫 政浩       

A4-5 循環指標に関するアンケート調査の手法間結果比較と傾向スコア法を用いた補正のための共変量の探索  
京都大学 ○桜井 健太、平井 康宏、浅利 美鈴、酒井 伸一       

   A4-6 徳島県上勝町における廃棄物政策の歴史と「34 分別」の背景  
熊本学園大学 ○藤本 延啓       

Poster2 A4-7 ペットボトル分別に伴う住民の“煩わしさ”の定量的評価法に関する研究(2)  
東京工業大学 ○高橋 史武  福岡大学 鈴木 慎也、立藤 綾子、松藤 康司       

Poster1 A4-8 3R 推進政策のごみ減量・リサイクル促進ポテンシャルの推定  
岡山大学 ○松井 康弘  神戸市 伊藤 遙  岡山市 甲斐 充      

 

A5  廃棄物行政・管理 
【 10 月 23 日（火） 第 5 会場 9:00 – 10:30 】                            座長：渡辺 浩平(帝京大学） 
 
    A5-1 沖縄県の離島におけるごみ処理とリサイクルの課題  

(株)ダイナックス都市環境研究所 ○山本 耕平、南 明紀子  沖縄リサイクル運動市民の会 古我知 浩、湧田 廣       

   A5-2 離島自治体における容器包装リサイクルルート効率化の可能性  
(株)ダイナックス都市環境研究所 ○南 明紀子、山本 耕平  スチール缶リサイクル協会 酒巻 弘三、細田 佳嗣       

   A5-3 家電リサイクル制度の評価・設計のためのマルチエージェントシミュレーション  
東京大学 ○菅原 聖史、村上 進亮、山冨 二郎       

   A5-4 3R 対象物の対策優先度に係るポジショニング方法の開発  
国立環境研究所 ○田崎 智宏  筑波大学 村上 理映  三菱総合研究所 萩原 一仁、森部 昌一、新井 理恵       

   A5-5 地方自治体における廃棄物・3R をとりまく状況の変化について  
(公財)廃棄物・3R 研究財団 ○中村 裕子、八木 美雄       

   A5-6 東日本大震災復旧活動から学ぶ災害廃棄物処理体制の提言  
仙台環境開発株敷会社 ○舟山 重則  北海商科大学 大内 東       

Poster2 A5-7 小型家電リサイクル制度施行に向けた現状と課題分析 ―酒田市の粗大ごみ解体実験結果を事例に―  
東北大学 ○齋藤 優子、劉 庭秀  (株)青南商事 安東 元吉       

Poster2 A5-8 エコタウン構想に向けた生ごみバイオガス化事業実現性の評価  
日本工業大学 ○孰賀 理斗、佐藤 茂夫       

  

A6  廃棄物計画 
【 10 月 22 日（月） 第 2 会場 9:15 – 10:30 】                           座長：金 相烈（北海道大学） 

 
    A6-1 エゾシカ死骸の好気性発酵による減量化 ―枝幸式発酵減量法の開発―  

ホクレン農業総合研究所 ○新発田 修治、木谷 祐也、松田 從三   

北海道枝幸町役場 阿部 勝義、高瀬 孝弘、高橋 宗介、岩谷 光晃、遠藤 正勝       

   A6-2 観光を主産業とする島国の廃棄物排出量将来推計に関する研究 ―グアムを例として―  
岡山大学 藤原 健史  八千代エンジニアリング ○伊藤 依理       

   A6-3 発展途上国における廃棄物の分別シナリオと代替処理技術  
(独)国立環境研究所 ○河井 紘輔、大迫 政浩、山田 正人       

   A6-4 IT 利活用による 3R の活性化に関する一考察  
専修大学 ○下村 有加、森本 祥一       

   A6-5 静脈ビジネスの海外技術移転の特徴 ―動脈ビジネスとの比較から―  
(株)九州テクノリサーチ ○佐藤 明史、池隅 達也       

Poster1 A6-6 一般廃棄物不燃・粗大ごみの適正処理に関する研究 ―乾式比重差選別機を用いた処理不燃残さの選別試験―  
埼玉県環境科学国際センター ○川嵜 幹生、磯部 友護、鈴木 和将、渡辺 洋一       

Poster2 A6-7 清掃工場における長寿命化計画への認知に影響を及ぼす要因の分析  
和歌山大学 更田 崇史、○吉田 登、金子 泰純       

Poster2 A6-8 地域特性を考慮したバイオガス発電施設の事業可能性の検討  
東洋大学 ○川見 毅、村野 昭人       

Poster1 A6-9 マニフェストの使用数と電子化率の推計  
(公財)日本産業廃棄物処理振興センター ○谷川 昇、馬場 寿、浅岡 健、竹内 敏   
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A7  LCA・低炭素社会 
【 10 月 24 日（水） 第 7 会場 10:45 – 12:15 】                           座長：平井 康宏（京都大学） 

 

    A7-1 近未来における容器包装の資源循環モデルの開発とシナリオ予測  
みずほ情報総研(株) ○藤井 崇、高木 重定   

(独)国立環境研究所 田崎 智宏、藤井 実、大迫 政浩、橋本 征二、稲葉 陸太  東京農工大学 加用 千裕       

   A7-2 プラスチック製容器包装処理システムにポリ乳酸素材への転換が及ぼす温室効果ガス削減効果に関するシナリオ分析  
   京都大学 ○矢野 順也、平井 康宏、酒井 伸一  大阪ガス(株) 坪田 潤  

   A7-3 建築廃木材中の 14C 比率推定  
京都大学 ○瀬田 寿一郎、平井 康宏、酒井 伸一       

   A7-4 木造家屋解体木材のリユースのライフサイクル CO2評価  
広島修道大学 ○三浦 浩之       

   A7-5 汚泥再生処理センターにおける再資源化のライフサイクルインベントリ分析 ―原単位の精査について―  
和歌山工業高等専門学校 ○鶴巻 峰夫  (公財)廃棄物・3R 研究財団 東海林 俊吉、八木 美雄       

   A7-6 下水処理施設による下水汚泥・厨芥の混合消化事業のライフサイクル評価  
大阪大学 ○中久保 豊彦、東海 明宏  国立保健医療科学院 大野 浩一       

Poster2 A7-7 バイオディーゼル燃料製造副生グリセリン廃液の排水処理脱窒工程への有効利用  
クボタ環境サービス(株) ○安部 剛、橘 峰生  福岡大学 武下 俊宏       

Poster2 A7-8 豊島廃棄物等処理事業における環境性・経済性に関する評価  
早稲田大学 永田 勝也、切川 卓也、○絵内 祐樹、飯塚 壮平、松山 涼子、築山 亮、小野田 弘士、永井 祐二      

  

A8  収集運搬・輸送 
【 10 月 22 日（月） 第 4 会場 9:15 – 10:30 】              座長：谷川 昇（（公財）日本産業廃棄物処理振興センター） 

 
    A8-1 従量制指定袋の導入下におけるペットボトル搬出行動の実態  

福岡大学 ○吉岡 宏樹、鈴木 慎也、立藤 綾子、松藤 康司       

   A8-2 実施設における破砕選別プロセス前後の使用済み小型家電製品等の資源的価値の評価  
早稲田大学 ○若林 英佑、中嶋 崇史、小野田 弘士、永田 勝也       

   A8-3 ETC を活用した建設廃棄物の運搬管理システムの開発と導入(第 2 報)  
(一財)関西環境管理技術センター ○水田 和真、武甕 孝雄  阪神高速道路(株) 建部 実 

阪神高速技術(株) 富澤 康雄、山口 良弘  (株)高速道路開発 筧 和弘 

京都大学 勝見 武  香川高等専門学校 嘉門 雅史 
   A8-4 事業系一般廃棄物の臨時収集運搬対応能力の評価モデルの確立  

福島大学 ○樋口 良之、一重 卓男、石川 友保       

   A8-5 事業系一般廃棄物の臨時収集運搬対応能力の評価モデルの適用方法と有用性の確認  
あいづダストセンター ○一重 卓男  福島大学 樋口 良之、石川 友保       

Poster1 A8-6 一般廃棄物収集運搬業務における委託形態の効率性評価 
        福井環境事業(株) ○杵島 裕子  筑波大学 氷鉋 揚四郎  麻布大学 早川 哲夫       

  

A9  安全対策・リスク管理 
【 10 月 23 日（火） 第 1 会場 9:00 – 10:30 】                      座長：滝上 英孝（（独）国立環境研究所） 
 

    A9-1 廃棄物関連試料の放射能分析に係る精度管理およびクロスチェックについて(1)  
(独)国立環境研究所 滝上 英孝、山本 貴士、○鈴木 剛、竹内 幸生、田野崎 隆雄、大迫 政浩   

             愛媛大学 貴田 晶子  京都大学 酒井 伸一       

   A9-2 腐敗性廃棄物(草本類)の減容化と保管時温度変化に関する検討(速報)  
(株)竹中工務店 ○加藤 利崇、水谷 敦司、川島 哲文  (株)竹中土木 白井 克己、吉開 博幸   

(独)国立環境研究所 遠藤 和人       

   A9-3 湿潤不燃ごみ中のリチウム電池発火について    
          (公財)東京都環境公社 ○橋本 治  日本大学 三橋 博巳       

   A9-4 超高圧水中衝撃波を受けた赤潮の形態変化に関する研究  
東邦大学 ○徳永 久美子、鈴木 実  (株)ミツウロコ 松田 優美 

A9-5 凝集沈殿法によるホウ素除去の基礎的検討  
仙台環境開発(株) ○高谷 敏彦、大内 東       

   A9-6 電気炉スラグ環境影響処理によるフッ素溶出量変化の検討  
京都大学 ○中村 謙吾、米田 稔       
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A10  海外調査 
【 10 月 23 日（火） 第 2 会場 9:00 – 10:30 】                 座長：速水 章一（（一財）日本環境衛生センター） 

 
    A10-1 中華人民共和国における都市廃棄物の現状と循環利用に向けた課題  

(独)国際協力機構 ○村瀬 憲昭       

   A10-2 中国の廃プラスチックの再生利用に関する分析研究  
早稲田大学 ○孟 祥鳳、吉田 徳久       

   A10-3 中国における都市鉱産プロジェクトの実態分析 ―唐山市を事例に―  
東北大学 ○習 開鵬、劉 庭秀、張 政陽  日本学術振興会 車 佳 

   A10-4 パレスチナ西岸地域における廃棄物管理分野の協力支援アプローチの比較  
(独)国際協力機構 ○青木 一誠、水谷 徹哉、吉田 充夫       

   A10-5 廃棄物分野における開発途上国支援のプログラム・アプローチの効果と課題 ―ウランバートル市に対する協力の事例から― 
          (独)国際協力機構 ○吉田 充夫、南 和江      

A10-6 途上国地方自治体による廃棄物リサイクル・センター運営の実例とその分析 ―スリランカの地方自治体を事例に―  
東京工業大学 ○清水 研  国際協力機構 吉田 充夫       

Poster2 A10-7 バンタルグバン 終処分場におけるインフォーマルリサイクル  
東京大学 ○佐々木 俊介       

Poster2 A10-8 ベトナム北部へのわが国の静脈産業の移転戦略について  
(株)エックス都市研究所 ○山口 直久  (株)サステイナブルシステムデザイン研究所 和田 英樹  

(独)国立環境研究所 山田 正人  (株)市川環境エンジニアリング 倉澤 壮児、高野 友理       

  

A11  ごみ文化 
【 10 月 24 日（水） 第 6 会場 9:30 – 10:30 】                    座長：小林 正自郎（JFE エンジニアリング(株)） 

 

    A11-1 Municipal housekeeping とその反復／変形  
○古澤 康夫       

   A11-2 大正 9 年「国勢調査職業名鑑」にみる再資源化関連業と近代産業  
稲村技術士事務所 ○稲村 光郎       

   A11-3 世界 初のごみ焼却炉特許には何が書いてあるか  
○溝入 茂  帝京大学 渡辺 浩平       

   A11-4 ダッカ市における住民参加型廃棄物管理の歴史と JICA 廃棄物管理能力強化プロジェクト ―文献レビュー―  
北陸先端科学技術大学院大学 ○大迫 正弘  八千代エンジニアリング(株) 石井 明男       

  

A12  放射性物質・重金属の挙動 
【 10 月 22 日（月） 第 4 会場 13:30 – 15:00 】                     座長：高田 光康（（独）国立環境研究所） 

 

   A12-1 災害廃棄物仮置場における重金属の挙動  
岩手大学 ○晴山 渉、岸本 光平、鳴海 貴之、山口 勉功、大河原 正文、中澤 廣       

   A12-2 放射性物質汚染廃棄物の仮置保管施設の開発と展開  
大成建設(株) 海老原 正明、○大久保 英也  昭和コンクリート工業(株) 橘 修、坂井 悟       

   A12-3 一般廃棄物焼却処理への放射性物質の移行と焼却灰への濃縮に関する傾向の分析  
(独)国立環境研究所 ○小口 正弘、森 朋子、大迫 政浩、山田 正人  東京大学 森口 祐一       

   A12-4 焼却プロセスにおける放射性セシウムの挙動について  
(独)国立環境研究所 ○山本 貴士、滝上 英孝、竹内 幸生、田野崎 隆雄、鈴木 剛、大迫 政浩   

      愛媛大学 貴田 晶子  京都大学 酒井 伸一       

   A12-5 震災がれきの焼却発電を 被災地潤いと PREC のために地元で ―CsCl 等はガス状では存在せず 焼却時に大気中に排出しない―
  

環境保全工学研究所 ○福本 勤       

   A12-6 一般焼却飛灰からのセシウム溶出特性に関する研究  
九州大学 ○澤田 貴矢、渡邉 優香、宋 麗華、島岡 隆行       

Poster1 A12-7 リグニン誘導体のセシウム吸着に関する研究 ―セシウム初期濃度及び吸着時間の関係―  
九州大学 ○李 雪、島岡 隆行  東アジア環境研究機構 渡邉 優香       

Poster2 A12-8 各種粘土鉱物及び自然土壌を用いたセシウム・ストロンチウムの吸脱着反応 

日本工業大学 ○加古 賢一郎、小野 雄策  埼玉県環境科学国際センター 鈴木 和将、川嵜 幹生 

 北海道大学 東條 安匡 
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A13  災害廃棄物の処理 
【 10 月 22 日（月） 第 4 会場 10:45 – 12:15 】                               座長：北辻 政文（宮城大学) 
 

    A13-1  津波による仙台平野の塩害被害の状況と廃棄物を出さない浄化方法の提案  
早稲田大学 ○香村 一夫、宗田 和希、野口 周平  千葉県環境研究センター 栗原 正憲       

   A13-2  地震・津波により発生した廃棄物混じり土砂の特性と有効利用  
京都大学 ○勝見 武  岩手大学 大河原 正文  (独)国立環境研究所 遠藤 和人   

東北工業大学 今西 肇  東北大学 風間 基樹       

   A13-3  繊維質固化処理土工法による津波堆積物の再資源化と人工地盤造成  
東北大学 ○高橋 弘、栗原 弘樹、里見 知昭  (株)森環境技術研究所 森 雅人       

   A13-4  仮設焼却炉運転経験からの災害廃棄物処理について  
川崎重工業(株) 村田 英彰、○藤本 裕史、遠藤 良輔、杉原 英雄、田中 宏史       

   A13-5  釜石市災害廃棄物処理に向けたシャフト炉式ガス化溶融炉の再稼動状況  
日鉄環境プラントソリューションズ(株) ○真名子 一隆、野田 康一 

新日鉄エンジニアリング(株) 越田 仁、長田 守弘  釜石市 岩間 成好       

A13-6  施工者の立場から見た災害廃棄物処理(その１)事業概要と課題全容  
鹿島建設(株) ○間宮 尚、加納 実、本田 豊、八村 幸一、岡 和彦  産業振興(株) 吉浦 潤一       

Poster1 A13-7  大阪市における建物ストックと災害廃棄物発生量の推定 
                  大阪市立大学 ○水谷 聡、阿部 能也、貫上 佳則       

Poster2 A13-8  東日本大震災により発生した災害廃棄物処理に関する一考察  
九州大学 ○川畑 雄大、島岡 隆行、中山 裕文       

Poster2 A13-9  水害廃棄物の仮置場選定支援システムの試作  
岡山大学 ○藤原 健史  浜松市 中村 彰太       

Poster1 A13-10  施工者の立場から見た災害廃棄物処理(その２)効率化に向けて  
鹿島建設(株) ○加納 実、間宮 尚、本田 豊、八村 幸一、岡 和彦  産業振興(株) 吉浦 潤一       

Poster2 A13-11  つくば市で発生した竜巻による災害廃棄物とその処理  
(独)国立環境研究所 ○稲葉 陸太、高田 光康、多島 良、滝上 英孝、寺園 淳、山本 貴士、佐野 和美、大迫 政浩      

  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Poster 1:  10 月 22 日（月） 桜 2F  17:00 - 18:15
Poster 2:  10 月 23 日（火） 桜 2F  13:15 - 14:30
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B1  家電・電子機器等のリサイクル 
【 10 月 22 日（月） 第 6 会場 10:45 – 12:15 】                                   座長：雨宮 隆（(株)テルム) 

 

    B1-1 アジア圏における国際資源循環システムの高度化に関する研究 ―日中における環境負荷統合化指標の開発とE-wasteリサ 
        イクル評価への適用―  

早稲田大学 ○周 洋、李 霖、胡 浩、黒岩 翔、小野田 弘士、永田 勝也       

   B1-2 ICT 機器用 LSI パッケージに含有される金属資源分析  
(株)富士通研究所 ○中澤 克仁、胡 勝治       

   B1-3 使用済み携帯電話の顧客接近型回収の試行および破砕工程における貴金属(Au、Ag)の濃集現象  
大阪大学 ○姉崎 正治、三好 恵真子、山本 高郁       

   B1-4 乾式揺動テーブルによる廃棄物粉砕物の比重分離 
岩手大学 ○中澤 廣、晴山 渉  仙台市 勝尾 俊也       

   B1-5 EDTA 溶液を用いた廃液晶パネルからのインジウム抽出  
大阪市立大学 ○菊野 賢、水谷 聡、貫上 佳則  金沢大学 長谷川 浩       

   B1-6 廃電子基板中の有価金属の回収を目的とした塩化揮発挙動の調査  
秋田大学 ○渡辺 勝央、高崎 康志、細井 明、柴山 敦       

Poster1 B1-7 使用済み電気電子機器の破砕・選別処理実態と物質フローの推計  
山口大学 ○清水 彬行、豊後 敦士、樋口 隆哉       

Poster2 B1-8 ルースパウダー/蛍光 X 線分析法を用いた電子基板中の貴金属 ・レアメタルの定量分析  
明治大学 ○廣川 悠哉、中村 利廣   

 

B2  自動車リサイクル 
【 10 月 22 日（月） 第 6 会場 9:15 – 10:30 】                     座長：加茂 徹（（独）産業技術総合研究所) 

 

    B2-1 日本からの使用済み自動車輸出量推定法の開発  
(独)産業技術総合研究所 ○布施 正暁、恒見 清孝       

   B2-2 中国における使用済み自動車リサイクルの 近動向  
日本学術振興会 ○車 佳  東北大学 張 政陽、習 開鵬、劉 庭秀       

   B2-3 自動車の実解体試験に基づく環境配慮設計(DfE:Design for Environment)の定量化の試み  
早稲田大学 平松 信人、宇津木 隼、○黒岩 翔、中嶋 崇史、小野田 弘士、永田 勝也       

   B2-4 自動車リサイクル部品の活用促進を目的とした環境貢献ポイントシステムの高度化   
早稲田大学 平松 信人、黒岩 翔、○宇津木 隼、中嶋 崇史、小野田 弘史、永田 勝也       

   B2-5 電気炉製鋼プロセスにおける自動車スクラップ利用を介したレアメタルフロー  
東北大学 ○松八重 一代、大野 肇、飯塚 陽祐、三木 貴博、平木 岳人、長坂 徹也、竹田 修   

               (独)国立環境研究所 中島 謙一      

Poster2 B2-6 自動車静脈産業の海外展開に関する一考察  
山口大学 ○阿部 新  一橋大学 平岩 幸弘      

  

B3  建設廃棄物・石膏ボードのリサイクル 
【 10 月 24 日（水） 第 5 会場 9:00 – 10:30 】                         座長：田中 義朗（（独）タケエイ） 

 

   B3-1 ロールスクリーンを用いた解体時に発生する建設系産業廃棄物の選別方法  
東急建設(株) ○中村 宗隆、上野 隆雄、井上 大輔、後久 卓哉、中村 聡、柳原 好孝       

   B3-2 廃石膏ボードを塗料フィラーとして用いた場合の断熱効果に関する研究 
広島工業大学 ○高草 聖司、島川 雄三、今岡 務       

   B3-3 廃石膏ボードのポリ塩化ビニル用充填剤への適用検討と硫化水素発生評価  
(株)トクヤマ ○片岡 誠  サン・アロー化成(株) 安澤 保人、福田 晋也、嶋原 佑介   

                福岡大学 武下 俊宏       

B3-4 溶解ダストに含まれる硫化水素発生抑制物質の同定と抑制メカニズムの解明  
福岡大学 ○武下 俊宏  アイシン高丘(株) 服部 敏裕  (株)ケー・イー・シー 谷口 壯一郎       

B3-5 建築廃木材由来の飛灰中における塩素の化合形態の同定と除去に関する研究  
九州大学 ○酒匂 一樹、島岡 隆行、Amirhomayoun Saffarazadeh       

   B3-6 海水中における製鋼スラグの固化挙動  
広島大学 ○奥田 哲士、吉次 宏二、矢野 ひとみ、片山 貴博、秋山 吉寛、中井 智司、西嶋 渉  

神戸大学 浅岡 聡  放送大学 岡田 光正      

Poster1 B3-7 環境配慮型コンクリートによる放射線遮蔽効果の予測と検証  
(株)フジタ ○久保田 洋、木村 健一、野口 俊太郎、岡谷 周治、宮﨑 文徳   

(株)麻生 近田 孝夫  東栄コンクリート工業(株) 白川 貴美  京都大学 荒木 慶一       

Poster2 B3-8 流動床による砂状建設混合廃棄物からの素材分離技術開発  
長崎大学 ○朝倉 宏  (独)国立環境研究所 山田 正人  日本工業大学 小野 雄策       

Poster2 B3-9 循環資材の化学物質溶出特性評価における撹拌流速の影響  
(独)国立環境研究所 ○石森 洋行、肴倉 宏史、遠藤 和人、石垣 智基、山田 正人       
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B4  金属分離・回収 
【 10 月 23 日（火） 第 6 会場 9:00 – 10:15 】                    座長：澁谷 榮一 （JFE エンジニアリング(株)） 
 
    B4-1 福岡県における使用済み蛍光管からのレアアースリサイクルの取り組み 

            (財)福岡県リサイクル総合研究センター ○梶原 佑介、永野 英男、中村 裕康  

B4-2 東京都内の焼却・溶融処理における希少金属の挙動  
(公財)東京都環境公社 ○辰市 祐久  東京都 茂木 敏  東京都二十三区清掃一部事務組合 井上 宏       

   B4-3 製錬ダストからの金属回収時におけるアルシンの発生特性  
大阪市立大学 ○村岸 弘基、水谷 聡、貫上 佳則  金沢大学 長谷川 浩       

   B4-4 溶融技術による都市ごみ焼却残さ、下水汚泥、土壌からのセシウム分離  
(株)クボタ ○釜田 陽介、西村 和基、佐藤 淳、上林 史朗、阿部 清一       

   B4-5 化成処理スラッジを原料としたリン酸鉄リチウム合成および電極特性  
東北大学 ○佐々木 薫、亀田 知人、本間 格、吉岡 敏明       

 

B5  無機性廃棄物の資源化 
【 10 月 22 日（月） 第 3 会場 9:15 – 10:30 】                          座長：奥田 哲士（広島大学） 

   
B5-1 RO 膜を用いた焼却処理施設における排水リサイクル技術の開発 

        JFE エンジニアリング(株) ○冨田 洋平、平山 敦、山本 浩、鈴木 康夫       

   B5-2 水洗浄による都市ゴミ焼却灰の塩素除去に関する研究  
立命館大学 ○矢野 伸幸、高松 憲史、吉原 福全、向井 明       

   B5-3 廃棄物処理プロセスより発生する副生塩を用いたエコ次亜塩素酸ソーダ生成に関する研究Ⅱ  
住友電工ファインポリマー(株) ○牛越 健一  NPO法人環境創造研究機構 花嶋 正孝  福岡大学 樋口 壯太郎、平角 貴明   

(株)エイト日本技術開発 横山 睦正  (株)ササクラ 平野 悟  ダイソーエンジニアリング(株) 原 金房       

   B5-4 メカノケミカル反応に基づくペーパースラッジ炭化物による PVC からの脱塩素法  
東京農工大学 ○松下 清文、岡山 隆之  東京都立産業技術センター 島田 勝廣       

   B5-5 一般廃棄物溶融スラグの藻場育成材への適用研究  
新日鉄エンジニアリング(株) ○村田 光也、宮谷 寿博  (株)エヌジェイ･エコサービス 関 勇治       

Poster1 B5-6 希土類磁石からの希土類元素の選択的浸出処理法の開発 
     名古屋大学 ○神本 祐樹、吉村 元貴、遠藤 朗、市野 良一       

Poster2 B5-7 海水中での捕集率を高めたケイ酸カルシウム系セシウムイオン吸着材の合成と評価  
兵庫県立大学 ○西岡 洋、五百住 優太、井上 達央、小舟 正文  フジライト工業(株) 田路 順一郎       

Poster2 B5-8 軽金属のリサイクル性に関する熱力学的検討  
東北大学 ○平木 岳人、松八重 一代、長坂 徹也  北京科技大学 シン  ルー   

(独)国立環境研究所 中島 謙一  早稲田大学 中村 愼一郎       

  

B6  プラスチックの資源化 
【 10 月 22 日（月） 第 6 会場 13:30 – 15:00 】                     座長：稲葉 陸太（（独）国立環境研究所） 

 

   B6-1 使用済家電混合プラスチック石油化学原料化プロセスの開発  
(社)プラスチック処理促進協会 ○山脇 隆、尾崎 吉美  新第一塩ビ(株) 大和 多実男       

   B6-2 擬似酵素型光触媒システムを用いたプラスチック・木材系廃棄物の易分解化  
北見工業大学 ○中谷 久之、宮田 祐樹、宮崎 健輔、三浦 雅弘、青山 政和       

   B6-3 食品付着廃プラスチックの燃料化プロセスの開発  
三菱マテリアル(株) ○矢島 達哉、松崎 隆浩、中村 慎、藤江 潤二、立屋敷 久志       

   B6-4 ポリ塩化ビニル(PVC)の脱塩素廃液からの塩素回収  
東北大学 ○庄司 知里、ギド グラウゼ、亀田 知人、吉岡 敏明       

   B6-5 マイクロ波を用いる PET のアルカリ分解における圧力の効果  
崇城大学 ○池永 和敏、伊東 祐輔  大和製罐(株) 山本 雅洋、出蔵 剛、亀山 武彦       

   B6-6 溶融混合炭酸塩共存下の水蒸気ガス化における試料粒子径の影響  
(独)産業技術総合研究所 ○加茂 徹、小寺 洋一  千葉大学 中込 秀樹  東京工業大学 吉川 邦夫、張 尚中       

Poster1 B6-7 廃プラスチック類中間処理施設から排出される VOC 類の光触媒分解装置による処理特性  
(独)国立環境研究所 ○元木 俊幸、川本 克也       

Poster2 B6-8 廃棄タイヤ回収油の自動車燃料化の試み  
(株)三交通商 ○高橋 剛  四日市大学 高橋 正昭、武本 行正  活水プラント(株) 飯田 克己     
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B7  食品廃棄物・生ごみの資源化 
【 10 月 22 日（月） 第 5 会場 9:15 – 10:30 】                       座長：大門 裕之（豊橋技術科学大学）  
 

B7-1 卵殻膜を活用した光機能性材料の開発  
米子工業高等専門学校 ○谷藤 尚貴、渡邉 健太  岡山大学 清水 香穂       

   B7-2 食品廃棄物からのエタノール生成に関する研究  
大阪工業大学 ○小西 利幸、古崎 康哲、石川 宗孝       

   B7-3 既設下水処理場への複合バイオマスの受入れと混合消化の取組み  
鹿島建設(株) ○八村 幸一、塩山 欣春、阿部 芳久、菅野 一敏       

   B7-4 集合住宅における生ごみリサイクルへの参加促進策の効果分析  
(財)福岡県環境保全公社リサイクル総合研究センター ○土田 大輔、田村 聡、新郷 和弘、渡辺 誠   

           楽しい(株) 松尾 隆貴、松永 弥久       

   B7-5 スウェーデン・ヘルシンボリ市域と東三河地域の廃棄物系バイオマスの資源化  
名古屋大学 ○岡山 朋子  愛知県東三河建設事務所 青山 知弘   

豊橋科学技術大学 蒲原 弘継、熱田 洋一、大門 裕之       

Poster2 B7-6 ラマン分光法による廃棄物中に含まれるアミノ酸の定量分析法の開発  
日本大学 ○大塚 麻莉亜、沼田 靖、田中 裕之       

Poster1 B7-7 海洋性食品廃棄物を原料とした医療用材料の抽出プロセスの開発  
日本大学 ○齋藤 宗一郎、北山 智也、篠原 悠太、沼田 靖、田中 裕之       

Poster2 B7-8 卵の内皮が持つ機能を活用した色素増感太陽光電池の改良  
米子工業高等専門学校 ○渡邉 健太、平岡 拓洋、竹内 祐太、松井 郁也、重永 皐月、安部 希綱、谷藤 尚貴       

 

B8  下水汚泥・家畜排せつ物の資源化 
【 10 月 24 日（水） 第 5 会場 10:45 – 12:15 】                       座長：熱田 洋一（豊橋技術科学大学） 

 

    B8-1 豚ふん堆肥炭化物からのカリウム回収における溶出液再利用の効果に関する研究  
宮崎大学 ○土手 裕、関戸 知雄  日立造船(株) 上田 浩三、阪本 亮一       

   B8-2 家畜ふん堆肥への鉛収着特性と堆肥の化学性 
      岐阜大学 ○加藤 雅彦、北原 亘  (株)アイ・エス・ソリューション 佐藤 健       

   B8-3 汚泥燃焼灰からの燐回収に関する基礎研究  
新潟大学 ○林 直希、我孫子 拓郎、清水 忠明、金 熙濬  名古屋大学 神本 祐樹       

   B8-4 下水灰のリン肥料化に向けた重金属類の塩化揮発除去  
名古屋大学 ○外狩 洋希、西元 亜珠香、窪田 光宏、松田 仁樹  (財)下水道新技術推進機構 落 修一       

   B8-5 廃アルカリ利用によるリン回収実証試験及びリン回収プラント稼働コスト試算 
          (地独)岩手県工業技術センター ○菅原 龍江、佐々木 昭仁、阿部 貴志  岩手県 佐藤 佳之   

メタウォーター(株) 守屋 由介、初山 祥太郎      

   B8-6 アルカリ抽出法で脱リン処理した下水汚泥焼却灰のアスファルト混合物用フィラーとしての適用性  
岩手県 ○佐藤 佳之  岩手大学 小山田 哲也、羽原 俊祐  (株)NIPPO 菊池 明浩  

(地独)岩手県工業技術センター 佐々木 昭仁、阿部 貴志、菅原 龍江       

Poster2 B8-7 地域におけるリン含有廃棄物リサイクルの検討   
(地独)岩手県工業技術センター 菅原 龍江、○佐々木 昭仁、阿部 貴志  岩手県 佐藤 佳之  

 岩手県環境保健研究センター 菅原 隆志、嶋 弘一  岩手県農業研究センター 大友 英嗣  

岩手大学 工藤 洋晃、河合 成直、小山田 哲也、羽原 俊祐、晴山 渉、中澤 廣  （株）NIPPO 菊池 明浩  

コープケミカル（株）森国 博全  メタウォーター（株）初山 祥太郎、守屋 由介、柳瀬 哲也 

 

B9  有機性廃棄物の資源化 1 
【 10 月 22 日（月） 第 5 会場 10:45 – 12:15 】                           座長：金子 栄廣（山梨大学） 

 

    B9-1 もみ殻の完全循環利用による自然循環型農業の確立  
富山県立大学 ○立田 真文  いみず野農業協同組合 中橋 雅彦  富山県 竹内 美樹  

北陸ポートサービス(株) 加治 幸大  富山県高岡農林振興センター 尾島 輝佳       

   B9-2 使用済み紙おむつ再資源化システムの効率化とビジネスモデルに関する研究(１)  
福岡大学 ○大串 美嗣、柳瀬 龍二、立藤 綾子、松藤 康司   

   B9-3 圧搾および熱によるキノコ廃菌床の乾燥 
       新潟大学 ○山田 健太、李 留云、清水 忠明、金 熙濬       

   B9-4 高温・高圧による竹繊維の分離と利用方法への検討  
日本大学 ○江村 和朗、高橋 岩仁、任 中華  道都大学 大沢 吉範       

   B9-5 とうもろこし茎部廃材を利用したグリーンコンポジット用強化繊維の引張強度特性評価  
首都大学東京 ○坂牧 昌、吉葉 正行、栗原 慶  北海道農業研究センター 濃沼 圭一       

   B9-6 廃棄物利用による屋上緑化基盤材に関する研究  
日本大学 ○高橋 岩仁  道都大学 大沢 吉範       
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B10  有機性廃棄物の資源化 2 
【 10 月 22 日（月） 第 5 会場 13:30 – 15:00 】                          座長：神本 祐樹（名古屋大学) 

 
   B10-1  微生物によるセルロース系バイオマスの分解・資化  

東京工科大学 ○小林 聖人、鈴木 義規、斎木 博、下村 美文       

   B10-2  模擬生ゴミを用いた連続プロセスによるエタノールおよびメタン発酵特性の検討  
NPO 法人環境文明 21 ○木科 大介  日本大学 大木 宜章、高橋 岩仁、大森 将希       

   B10-3  エクセルギー効率に基づくバイオマス廃棄物の変換スキーム評価法の検討  
 京都大学 ○前 奈緒子、勝見 武、乾 徹、前 一廣 

   B10-4  下水汚泥の嫌気性消化に及ぼす亜臨界水による前処理の影響  
大阪大学 ○濱田 浩志、池 道彦  リマテック(株)  田中 靖訓、吉見 勝治、杉本 貴志       

   B10-5  水熱反応を前処理技術として用いた高濃度下水汚泥の高効率嫌気性消化  
豊橋技術科学大学 ○熱田 洋一、蒲原 弘継、佐合 悠貴、大門 裕之  名古屋大学 岡山 朋子       

   B10-6  水熱ガス化技術による工場廃水処理プロセスの開発  
大阪ガス(株) ○松本 信行、板倉 啓、山崎 健一  月島環境エンジニアリング(株) 鯵岡 大樹、菊地 孝広、安達 太起夫      

Poster1 B10-7  亜臨界水反応を用いた廃棄物の多目的有価物への変換と循環  
国際環境政策研究会 ○宮代 知直  (株)松井三郎環境設計事務所 松井 三郎       

Poster2 B10-8  ビール工場の有機性残渣からのエネルギー回収  
日本工業大学 ○魏 錦、佐藤 茂夫       

Poster2 B10-9  酵母菌による木質バイオマスの分解・資化  
東京工科大学 ○菰田 直八、小林 聖人、長谷川 智彦、下村 美文、鈴木 義規、齋木 博       

Poster1 B10-10  ラマン分光法によるバイオエタノール製造過程の定量分析方法の開発 
 日本大学 ○篠原 悠太、北山 智也、須藤 龍太郎、齋藤 宗一郎、沼田 靖、田中 裕之       

Poster2 B10-11  ヒノキチオールの抽出と超音波霧化技術による有効利用  
桐蔭横浜大学 ○菅野 匠、佐野 元昭、石河睦生  文化学園大学 米山雄二   神戸工科芸術大学 野口正孝   

IPU・環太平洋大学 川島 德道  東京工科大学 小林 聖人、下村 美文      

Poster2 B10-12  セルロース系バイオマスからの資源回収技術の評価  
長岡技術科学大学 ○齋藤 耕平、中村 明靖、志田 洋介、幡本 将史、小笠原 渉、山口 隆司 

国際石油開発帝石(株) 若山 樹、今田 美郎      

Poster1 B10-13  密閉型ガス化炉によるヒノキ廃材の間接ガス化に関する研究 ―生成ガス組成に及ぼす水分率と圧力の影響―  
松江工業高等専門学校 ○岡 雅浩、本間 寛己、西田 直哉      

 

B11  堆肥化・飼料化 
【 10 月 23 日（火） 第 7 会場 9:00 – 10:30 】                           座長：加藤 雅彦（岐阜大学) 

 
    B11-1  通気反応塔を用いた生物系廃棄物の乾燥過程のシミュレーション  

山梨大学 ○金子 栄廣  共信冷熱(株) 林 和希       

   B11-2  高水分有機性廃棄物の加圧反応による乾燥および堆肥化  
北海道大学 ○岩渕 和則  (株)谷黒組 野呂瀬 幸政  宇都宮大学 下河原 秀文  帯広畜産大学 宮竹 史仁       

   B11-3  植種の種類および量がコンポスト化反応に及ぼす影響  
山梨大学 ○落合 知、金子 栄廣  春日部市 東 勇稀       

   B11-4  堆肥化の初期過程で発生する一酸化二窒素(N2O)の排出挙動  
帯広畜産大学 ○宮竹 史仁、寺井 咲百合、谷 昌幸、加藤 拓、小池 正徳 

農研機構北海道農業研究センター 前田 高輝  岩手大学 前田 武己  北海道大学 岩渕 和則       

   B11-5  福島第一原子力発電事故で汚染された堆肥の汚染原因と処分方法  
福島大学 ○佐藤 理夫、尾形 宏樹、塩谷 昌之、佐藤 幹雄、武田 栄輝  福島県 橋本 久雄       

   B11-6  焼酎かすの飼料化事業の効果測定に関する一考察  
三菱重工メカトロシステムズ(株) ○北村 幸夫  早稲田大学 小野田 弘士、清水 康、大村 健太       

  

B12  バイオガス化・水素発酵 
【 10 月 24 日（水） 第 4 会場 9:00 – 10:30 】                                 座長：金子 栄廣（山梨大学） 

 
    B12-1  セルロースの水素発酵における微生物群集活性に及ぼす培養温度の影響  

東北大学 ○蒋 紅与、サミール エブラヒム ガ－ドゥ、北條 俊昌、李 玉友       

   B12-2  シロップ廃液の UASB メタン発酵における操作条件と微生物叢変化の関係  
東京工業大学 ○中崎 清彦、クオン サンハク、八田 恒平       

   B12-3  高塩分濃度・高 pH 石鹸工場廃液の UASB 処理に関する研究  
大阪ガス(株) ○大隅 省二郎、中山 勝利、坪田 潤  大阪産業大学 津野 洋       

   B12-4  OD 汚泥と廃油揚げの中温混合消化  
金沢大学 ○中出 貴大、池本 良子、戸苅 丈仁、西田 裕之、古 婷婷、中木原 江利       

   B12-5  厨芥オンサイト分散処理のための小型バイオガス化装置の開発  
大阪ガス(株) ○坪田 潤、中西 裕志  (株)ダイキアクシス 大森 大輔、門屋 尚紀       

   B12-6  乾式メタン発酵に関するコスト低減の検討  
栗田工業(株) 三﨑 岳郎、柴田 健、石橋 保、○古賀 哲雄       

Poster2 B12-7  缶詰工場のシロップ排液を利用したメタン発酵システムの開発  
静岡県工業技術研究所 ○酒井 奨  山梨罐詰(株) 松村 英功、望月 光明       

Poster2 B12-8  バイオマスガスを対象としたラマン定量分析技術の開発  
日本大学 ○北山 智也、篠原 悠太、齋藤 宗一郎、沼田 靖、田中 裕之 
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B13  バイオ燃料 
【 10 月 24 日（水） 第 4 会場 10:45 – 12:15 】                              座長：坪田 潤（大阪ガス（株）） 

 
    B13-1  木質系廃棄物を対象とした酵素糖化反応を促進する前処理技術の開発  

大成建設(株) ○山本 哲史、斎藤 祐二、大場 美保、酒井 佳人   

大栄環境(株) 山田 眞、下田 守彦、江口 崇 

   B13-2  精製バイオガスの吸着貯蔵及び燃焼特性試験の実施報告  
栗田工業(株) 石橋 保、三崎 岳郎、古賀 哲雄  (株)東洋設計 ○西嶋 真幸、齋藤 伴哉       

   B13-3  高衝撃粉砕による秋田スギからのバイオエタノール製造プロセスの低コスト化の検討  
秋田県産業技術センター ○遠田 幸生、竹村 卓也、佐藤 和美、沓名 潤子   

秋田県立大学 伊藤 新、高橋 武彦、小林 淳一  中央化工機商事(株) 郷地 元博       

   B13-4  農産廃棄物カスケード型循環利用バイオエタノール製造システムの構築  
(地独)北海道立総合研究機構工業試験場 ○北口 敏弘、三津橋 浩行、山越 幸康 

神戸大学 山田 亮祐、近藤 昭彦  北海道大学 宮下 和夫       

   B13-5  FTS 反応による木質バイオマス資源の有効利用  
東京工科大学 ○坂間 雄一郎、鈴木 義規、齋木 博、下村 美文、軽部 征夫       

   B13-6  接触分解法により製造したバイオ軽油燃料の車両への適用評価  
(株)タクマ ○佐藤 和宏、林 一毅、角田 芳忠       

Poster1 B13-7  バイオディーゼル燃料洗浄排水を用いた微生物生産の高効率化  
広島市立大学 ○豊田 竜、香田 次郎、中野 靖久、矢野 卓雄       

Poster2 B13-8  タンニンを用いた高効率エタノール生成技術に関する研究  
山形大学 ○菅野 青伊、高畑 保之、高橋 幸司      

Poster2 B13-9  油脂熱分解法による BDF の製造と評価 
             鶴岡高専 ○高橋 克彦、佐藤 司、宍戸 道明  金綱バイオ燃料研究所 金綱 秀典  

イワテック 宮崎 正  オー・エフ・シー 岡田 信司  長岡技術科学大学 竹中 克彦  
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一 般 セ ッ シ ョ ン 
 

  

C1  焼却技術 
【 10 月 22 日（月） 第 3 会場 10:45 – 12:15 】                           座長：高岡 昌輝（京都大学) 

 
    C1-1 画像解析によるストーカ式焼却炉内の燃焼挙動の把握  

(株)タクマ ○山崎 裕貴、井藤 宗親  大阪大学 林 潤、赤松 史光       

   C1-2 数値シミュレーションによるストーカ炉内燃焼挙動解析(第二報)  
JFE エンジニアリング(株) ○傳田 知広、中山 剛、内山 武、岩﨑 敏彦  東北大学 小林 秀昭       

   C1-3 焼却処理過程における放射性セシウムの挙動解析のためのマルチゾーン平衡計算の開発  
(独)国立環境研究所 ○倉持 秀敏、大迫 政浩       

   C1-4 焼却施設における耐火材内へのセシウムの浸透調査  
(独)国立環境研究所 ○水原 詞治、川本 克也       

   C1-5 高速燃焼型ストーカ式焼却炉による高効率ごみ発電運転事例  
荏原環境プラント(株) 塚本 輝彰、○佐瀬 正光、佐々木 稔       

   C1-6 中国山東省威海市向け大型ストーカ式焼却炉設備の納入・運転状況  
荏原環境プラント(株) ○黒澤 和重、塚本 輝彰  青島荏原環境設備有限公司 作 大介、田 書営、王 正兵       

  

C2  排ガス処理 
【 10 月 23 日（火） 第 3 会場 9:00 – 10:30 】                    座長：瀬川 道信（（株）エックス都市研究所) 

 
    C2-1 重曹の脱塩・脱硫性能の推定  

日立造船(株) ○古林 通孝、臼谷 彰浩、濱 利雄、杉村 枝里子       

   C2-2 塩化水素ガスによるトリカルシウムアルミネートの塩化反応に関する基礎的検討  
東北大学 ○飯塚 淳、粕谷 光希、小野寺 直美、柴田 悦郎、中村 崇       

   C2-3 活性白土を用いたごみ焼却排ガス中クロロベンゼンの脱塩素効果に関する研究  
北海道大学 ○高橋 滋敏、黄 仁姫、松尾 孝之、松藤 敏彦、東條 安匡       

   C2-4 励起アンモニアによる低温無触媒脱硝法の開発  
(株)アクトリー ○増井 芽、村田 豊、田中 努  岐阜大学 神原 信志       

   C2-5 都市ごみ焼却飛灰中鉛による芳香族有機塩素化合物の生成への寄与  
京都大学 ○藤森 崇、谷野 佑太、大下 和徹、高岡 昌輝       

   C2-6 ピストン圧縮による有害ガスの分解基礎特性  
東邦大学 ○手塚 隆一、橋川 麻由、鈴木 実       

Poster1 C2-7 排水処理における負荷軽減を考慮した運転手法  
大阪市立環境科学研究所 ○高倉 晃人、西谷 隆司      

Poster2 C2-8 都市ごみ焼却施設からの微小粒子状物質の排出実態把握  
京都大学 ○塩田 憲司、今井 玄哉、水野 忠雄、大下 和徹、高岡 昌輝  

  

C3  ごみ発電・熱利用 
【 10 月 24 日（水） 第 3 会場 10:45 – 12:00 】                    座長：安田 憲二（（社）国際環境研究協会) 

 

C3-1 廃棄物発電ボイラの減肉特性  
川崎重工業(株) ○竹田 航哉、松下 康樹、内田 博之       

   C3-2 廃棄物発電ボイラの高温腐食に及ぼすダスト粒子径の影響  
川崎重工業(株) ○下村 育生、竹田 航哉       

   C3-3 低空気比高温燃焼における熱回収と焼却炉耐久性の考察  
川崎重工業(株) 村田 英彰、臼井 勝久、岩﨑 陽介、○谷口 暢子       

   C3-4 高効率廃棄物発電プラントボイラの環境解析と過熱器管の高温腐食損傷解析  
首都大学東京 ○竹村 和真、吉葉 正行、森田 拓之  JFE エンジニアリング(株) 鈴木 康夫   

日本電子(株) 高倉 優      

   C3-5 全連続式一般廃棄物焼却施設におけるエネルギー回収状況の分析  
北海道大学 ○松藤 敏彦、劉 小鳳       

Poster2 C3-6 東日本大震災後の発電設備を有する一般廃棄物焼却施設の対応  
埼玉県環境科学国際センター ○鈴木 和将  JFEテクノリサーチ（株） 大畠 誠   

(独)国立環境研究所 川本 克也       

Poster1 C3-7 セラミックス伝熱管を用いた低温廃熱回収システム  
東京ガス(株) ○井川 純子、土屋 吉巳、片山 州央  コバレントマテリアル(株) 安藤 正博、小島 泰治       
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一 般 セ ッ シ ョ ン 
 

 
 

C4  焼却主灰・飛灰 
【 10 月 24 日（水） 第 3 会場 9:00 – 10:30 】                    座長：西谷 隆司（大阪市立環境科学研究所) 

 
   C4-1 ガスエンジン排ガスを用いた焼却主灰の無害化促進(エージング)技術に関する研究  

大阪ガス(株) ○前田 洋、石倉 健志、藤井 岳  京都大学 高岡 昌輝       

   C4-2 都市ごみ焼却灰溶融処理時の石灰の影響  
大阪工業大学 ○水口 弘務、渡辺 信久       

   C4-3 石炭フライアッシュへのホウ素移行過程の追跡  
東北大学 ○柏倉 俊介、溝口 修史、張 嘉婧、長坂 徹也       

   C4-4 溶融飛灰の山元還元への取り組みの現状  
早稲田大学 ○竹原 裕人、宇津木 隼、胡 浩、中嶋 崇史、小野田 弘士、永田 勝也       

C4-5 灰溶融炉付設焼却施設における放射性元素等の挙動  
(独)国立環境研究所 ○川本 克也、倉持 秀敏、田野崎 隆雄、竹内 幸生       

   C4-6 焼却処理におけるセシウム挙動の把握と揮発防止技術の開発  
JFE エンジニアリング(株) ○多田 光宏 宮越 靖宏 辻 猛志 澁谷 榮一 

Poster2 C4-7 リン酸アルミニウムで処理した飛灰安定化物中鉛の溶出挙動  
菱光石灰工業(株) ○貝掛 勝也、角森 道人  宮崎大学 関戸 知雄、土手 裕       

Poster2 C4-8 福島原子力発電所事故後における都市ごみ焼却灰中の放射性核種  
明治大学 ○岩鼻 雄基、小池 裕也、北野 大、中村 利廣      

Poster1 C4-9 カラム試験による都市ごみ溶融スラグを利用した土木資材の重金属溶出に関する研究  
宮崎大学 ○芳野 弘和、関戸 知雄、尾上 幸造、土手 裕  宮崎県衛生環境研究所 森下 敏朗、中村 公生   

(独)国立環境研究所 肴倉 宏史       

Poster2 C4-10 土壌溶融スラグからのセシウムなどアルカリ金属の溶出挙動  
(株)クボタ 釜田 陽介、○西村 和基、佐藤 淳、上林 史朗、阿部 清一       
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一 般 セ ッ シ ョ ン 
    

D1  浸出水処理／モニタリング 1 
【 10 月 22 日（月） 第 1 会場 10:45 – 12:15 】                                  座長：関戸 知雄（宮崎大学） 
 
    D1-1  大型実験槽を用いた埋立地からのメタン発生量予測手法に関する検討  

福岡大学 ○平田 修、松藤 康司、立藤 綾子、柳瀬 龍二  JFE エンジニアリング(株) 松永 仁史       

   D1-2  準好気性廃棄物処分場で発生する埋立ガスのガス成分・温度特性 
室蘭工業大学 ○吉田 英樹       

   D1-3  循環式準好気性埋立における循環浸出水の曝気効果に関する研究(その 2)  
福岡大学 ○坂田 明光、立藤 綾子、松藤 康司、澤村 啓美       

   D1-4  適正管理下における準好気性埋立構造の浸出水浄化効果に関する考察  
福岡大学 ○柳瀬 龍二、平田 修、松藤 康司  福岡市 小山田 謙二、梶原 宏、丹生 和則       

   D1-5  循環式準好気性埋立システムを用いた浸出水の簡易浄化法に関する研究  
福岡大学 ○小林 亮、立藤 綾子、松藤 康司、柳瀬 龍二  福岡市 小山田 謙二、村上 哲哉       

   D1-6  エコファン(ECO-FAN)等による浸出水簡易浄化システムに関する研究(その１)  
福岡大学 ○吉村 之仁、荻本 晃弘、立藤 綾子、松藤 康司       

Poster2 D1-7  終処分場における塩類溶出制御システムに関する研究(その 3)  
福岡大学 ○平角 貴明、為,田一雄、樋口 壮太郎  クボタ環境サービス(株) 矢羽田 聡彦       

Poster1 D1-8  横型人工湿地法による浸出水処理 
       東北工業大学 ○江成 敬次郎、矢野 篤男、小浜 曉子、岡沼 美香、熊谷 芳樹、佐藤 和明   

仙台環境開発（株） 下川 洋介  リコー東北（株） 鈴木 大輝      

Poster2 D1-9  一般廃棄物埋立処分場における浸出水のアナモックス反応による脱窒素処理について  
(公財)東京都環境公社東京都環境科学研究所 ○山﨑 実、辰市 祐久 

(公財)東京都環境公社環境計測センター 和田橋 勝       

Poster2 D1-10  集排水管近傍での浸出水 pH 低下メカニズムの検討  
明星大学 ○宮脇 健太郎、高根沢 雄希       

Poster1 D1-11  埋立地ガス放出緩和技術の温室効果ガス排出抑制機能評価モデルの開発  
(独)国立環境研究所 ○石垣 智基、石森 洋行、山田 正人  京都府 東川 拓司 

Poster2 D1-12  家畜埋却模擬カラム実験から発生するガスとカラム内の物質収支に関する研究  
宮崎大学 ○藤原 尚洋、関戸 知雄、土手 裕、鈴木 祥広、稲垣 仁根、森田 哲夫       

Poster2 D1-13  厚さの異なるベントナイト混合土層に関する落とし戸・浸透量実験  
宇都宮大学 ○今泉 繁良、藤田 泰之、小野 泰樹  八千代エンジニヤリング 宇佐見 貞彦 

  

D2  浸出水処理／モニタリング 2 
【 10 月 22 日（月） 第 1 会場 13:30 – 15:00 】                            座長：立藤 綾子（福岡大学） 

 

    D2-1  キレート剤に起因する浸出水中の難分解性物質の対策技術 その 2  
福岡大学 ○為,田一雄、内田 正信、樋口 壯太郎       

   D2-2  キレート処理飛灰が埋立管理に与える影響(その 3)  
福岡大学 ○内田 正信、為,田一雄、樋口 壯太郎   

西日本環境リサーチ(株) 西尾 宗馬、濱崎 義浩、柚田 恭志  北九州市立大学 楠田 哲也       

   D2-3  多機能盛土 R 型による放射性物質汚染汚泥の放射線遮蔽効果  
旭化成ジオテック(株) ○安藤 彰宣  北九州市立大学 伊藤 洋  日鉄環境エンジニアリング(株) 大石 徹   

   NPO 法人環境技術支援ネットワーク 加藤 隆也      

   D2-4  終処分場廃棄物埋立層における金属類の賦存形態と性状変化の検討  
早稲田大学 ○奥野 愛実、片岡 咲恵、香村 一夫  福井県衛生環境研究センター 田中 宏和       

   D2-5  電気探査 IP 法を用いた廃棄物埋立層内メタル濃集ゾーンの把握  
早稲田大学 ○桜間 俊典、中田 純平、小山 研也、若林 恭子、伊藤 貴宏、香村 一夫   

                  福井県衛生環境研究センター 田中 宏和      

   D2-6  複数の物理探査を用いた 終処分場における内部構造の把握手法の検討  
埼玉県環境科学国際センター ○磯部 友護  千葉県環境研究センター 大石 修    

(一財)日本環境衛生センター 大野 博之  (独)国立環境研究所 遠藤 和人 

Poster1 D2-7  産業廃棄物 終処分場におけるマニフェスト運用の状況分析  
(公財)日本産業廃棄物処理振興センター ○武田 雄志、谷川 昇、馬場 寿、浅岡 健       

Poster2 D2-8  省力型３次元電気探査による埋立地盤の調査・探査方法の適用性について  
東急建設(株) ○椿 雅俊、笠谷 政仁、有田 剛、後藤 正司  (株)ジオ・ヴェスト 竹内 睦雄   

                平塚地質(株) 平塚 賢二郎      

Poster2 D2-9  管理型産業廃棄物処分場の埋立層内に賦存するイオン類に関する一考察  
福井県衛生環境研究センター ○田中 宏和  福井資源化工(株) 藤井 直幸、大家 清紀   

(独)国立環境研究所 石垣 智基、遠藤 和人、山田 正人 

Poster1 D2-10  模擬実験による埋立廃棄物の比抵抗および充電率に関する検討  
早稲田大学 ○小山 研也、片岡 咲恵、中田 純平、櫻間 俊典、若林 恭子、伊藤 貴宏、香村 一夫 

         福井県衛生環境研究センター 田中 宏和 

Poster2 D2-11  廃棄物層調査における電磁探査法の適用事例(3)  
千葉県環境研究センター ○大石 修  早稲田大学 香村 一夫  埼玉県環境科学国際センター 磯部 友護   

福井県衛生環境研究センター 田中 宏和 

Poster2 D2-12  終処分される産業廃棄物の分類ごとの性状調査と管理方法の検討  
(有)環境資源システム総合研究所 ○浦野 真弥  埼玉県環境科学国際センター 渡辺 洋一 

日本工業大学 小野 雄策  (公財)日本産業廃棄物処理振興センター 谷川 昇 
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D3  埋立地早期安定化 
【 10 月 23 日（火） 第 4 会場 9:00 – 10:30 】                         座長：高橋 史武（東京工業大学） 

 

    D3-1  海面 終処分場の集水暗渠モデルによる pH 等挙動調査  
大阪湾広域臨海環境整備センター 樋口 進、森本 佳宏  中央開発(株) 束原 純、○前田 直也、太田 勇希       

  

   D3-2  閉鎖した海面 終処分場に適用可能な安定化促進工法への取り組み (その 1)  
(一財) 日本環境衛生センター ○永岡 修一、八村 智明  福岡大学 佐藤 研一、藤川 拓朗、杉山 詠一 

(財)愛知臨海環境整備センター 飛田 靖之、富田 洋平 

   D3-3  海面廃棄物 終処分場における中間処理内製化に関する考察  
国土交通省国土技術政策総合研究所 ○根木 貴史、渡邉 祐二、淺井 正 

(一財)みなと総合研究財団 小田 勝也、築地 健太朗 

   D3-4  海面廃棄物 終処分場経営シミュレーションの感度分析  
国土交通省国土技術政策総合研究所 根木 貴史、渡邉 祐二、淺井 正 

(一財)みなと総合研究財団 ○小田 勝也、築地 健太朗 

   D3-5  簡易なガス抜き管による埋立地メタンガスの削減効果 ―マレイシアにおける事例研究―  
福岡大学 ○松藤 康司、柳瀬 龍二、立藤 綾子 

   D3-6  終処分場埋立層における金属類の資源的価値の検討  
早稲田大学 ○大森 雅史、奥野 愛実、片岡 咲恵、香村 一夫  福井県衛生環境研究センター 田中 宏和 

(独)国立環境研究所 石垣 智基 

Poster1 D3-7  霧状酸化剤による環境修復技術の開発と実施研究  
福岡大学 ○川鍋 良治、樋口 壮太郎、内田 正信、為,田一雄  (有)ジェイ環境 米村 孝介       

Poster2 D3-8  焼却主灰の固結化が塩類洗い出しに与える影響に関する基礎的検討  
北海道大学 ○東條 安匡、石井 美香子、松尾 孝之、松藤 敏彦       

Poster2 D3-9  産業廃棄物処分場跡地における有用植物栽培試験(第 2 報)  
福井県衛生環境研究センター 田中 宏和、山崎 慶子  福井資源化工(株) 藤井 直幸、○大家 清紀       

Poster1 D3-10  廃棄物処分場跡地の掘削・選別処理工事例  
(株)大林組 ○柴田 健司、鯉田 昭雄、小竹 茂夫       

Poster2 D3-11  鉄酸化細菌の電気還元培養による廃棄物 終処分場埋立物中の金属可溶化に関する検討  
(独)国立環境研究所 ○中川 美加子、石垣 智基、山田 正人  福井県衛生環境研究センター 田中 宏和 

Poster2 D3-12  焼却残渣埋立地における多環芳香族炭化水素の長期的な放出予測  
(独)国立環境研究所 ○佐藤 昌宏  北海道大学 東條 安匡、松尾 孝之、松藤 敏彦       

Poster1 D3-13  紫外線照射による一般廃棄物焼却飛灰中の鉛不溶化促進に寄与する触媒・含水比・紫外線波長の影響  
福岡大学 ○隈本 祥多、藤川 拓朗、佐藤 研一  (独)国立環境研究所 肴倉 宏史、藤森 崇       

Poster2 D3-14  閉鎖した海面 終処分場に適用可能な安定化促進工法への取り組み(その 2)  
福岡大学 ○杉山 詠一、佐藤 研一、藤川 拓朗  (一財)日本環境衛生センター 永岡 修一、八村 智明 

(財)愛知臨海環境整備センター 飛田 靖之、富田 洋平      
 

D4  不法投棄・土壌汚染 
【 10 月 24 日（水） 第 7 会場 9:00 – 10:30 】                         座長：吉田 英樹（室蘭工業大学） 
 
    D4-1  廃棄物埋立地盤中に含まれる帯状廃棄物の応力伝達に関する基礎的実験  

九州大学 ○川井 晴至、島岡 隆行  前田建設工業 坂口 伸也 

(公財)産業廃棄物処理事業振興財団 山脇 敦 

   D4-2  豊島における情報共創システムの開発と高度化および周辺海域における水質の変遷の分析  
早稲田大学 ○飯塚 壮平、絵内 祐樹、築山 亮、永井 祐二、切川 卓也、小野田 弘士、永田 勝也       

   D4-3  ダイオキシン類の微生物分解に及ぼす土壌成分の阻害影響  
福岡大学 ○河島 弘治、鈴木 慎也、立藤 綾子、松藤 康司       

   D4-4  埋立地での水銀保管における環境リスク評価  
東京工業大学 ○小桧山 早帆、高橋 史武      

   D4-5  熱処理・燃焼分解による活性炭に保持された F 分の計測とその阻害要因  
大阪工業大学 ○山本 周作、渡辺 信久、高田 光康、西岡 良太 

(財)ひょうご環境創造協会兵庫県環境研究センター 竹峰 秀祐  京都大学 藤井 滋穂、田中 周平       

   D4-6  火山灰土壌の汚染水浄化資材としての可能性 ―北海道地域に分布する火山灰土壌についての基礎的検討―  
早稲田大学 ○平岩 良太、吉良 彰悟、香村 一夫       

Poster2 D4-7  不法投棄等現場の廃棄物を用いた安息角試験による簡易法面安定評価手法  
NPO 法人最終処分場技術システム研究協会 ○土居 洋一  (公財)産業廃棄物処理事業振興財団 山脇 敦 

埼玉県環境科学国際センター 川嵜 幹生 

Poster1 D4-8  環境修復サイトでの細菌叢を利用した安定化評価方法の検討  
三重県保健環境研究所 ○巽 正志、岩出 義人、宇佐美 敦子、新家 淳治、柘植 亮、秋永 克三、山口 哲夫 

三重県 西田 憲一  産業医科大学 福田 和正、谷口 初美  三重大学 粟冠 和郎 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Poster 1:  10 月 22 日（月） 桜 2F  17:00 - 18:15
Poster 2:  10 月 23 日（火） 桜 2F  13:15 - 14:30
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一 般 セ ッ シ ョ ン 
    

E1  廃石棉 
【 10 月 22 日（月） 第 7 会場 13:30 – 15:00 】                  座長：川嵜 幹生（埼玉県環境科学国際センター） 

 

E1-1 石綿含有成形板の破砕実験による石綿飛散状況の把握  
京都大学 ○川端 信裕、平井 康宏、酒井 伸一 

E1-2 一般廃棄物処理施設における石綿含有物及び石綿飛散状況の調査  
(独)国立環境研究所 山本 貴士、○貴田 晶子  (一財)日本環境衛生センター 小田原 伸幸、藤吉 秀昭 

   E1-3 スレート建材中のアスベストの常温分解法の研究  
佐賀大学 ○田端 正明  (株)環境アネトス 庄野 章文 

   E1-4 アスベスト含有保温材の効率的溶融無害化のための研究 ―破砕機及び投入用スクリュウコンベアの選定試験―   
飛島建設(株) ○内田 季延、関 眞一 

   E1-5 東日本大震災アスベスト含有建材判別報告  
北海道立総合研究機構 高橋 徹、飯島 俊匡、高橋 裕之  北電総合設計(株) 松原 高司   

(株)ドーコン 阿部 公一  (株)環境科学開発研究所 ○齊藤 進  うえてつ(株) 上野 敬恭   

(株)アールアンドイー 齊藤 富明  (株)リガク 岸 證 

   E1-6 震災による建物倒壊現場におけるアスベスト含有建材の迅速判別方法の開発  
 北海道立総合研究機構 ○髙橋 徹、飯島 俊匡、髙橋 裕之  北電総合設計(株) 松原 高司   

(株)ドーコン 阿部 公一  (株)環境科学開発研究所 齊藤 進  うえてつ(株) 上野 敬恭 

(株)アールアンドイー 齊藤 富明  (株)リガク 岸 證 

Poster2 E1-7 アスベスト含有建材の迅速判定法(建材断面画像の解析法検討) 
 埼玉県環境科学国際センター ○渡辺 洋一、川嵜 幹生、磯部 友護、鈴木 和将  日本工業大学 小野 雄策 

 

E2  有害廃棄物 1 
【 10 月 22 日（月） 第 7 会場 9:15 – 10:30 】                      座長：肴倉 宏史（（独）国立環境研究所） 

 

E2-1 ニカド電池(Cd)及びリチウムイオン電池(Co)のフロー解析  
京都大学 ○浅利 美鈴、酒井 伸一 

E2-2 飛灰中のセシウムの洗浄分離に関する研究  
福岡大学 ○樋口 壯太郎、加藤 隆也、為,田一雄、内田 正信  (独)国立環境研究所 大迫 政浩   

(株)神鋼環境ソリューション 野下 昌伸  

E2-3 都市ごみ焼却飛灰中セシウムのジオポリマー化による不溶化処理  
京都大学 ○中村 尊郁、高岡 昌輝、大下 和徹、塩田 憲司 

E2-4 転動ミルによる余剰水銀の硫化技術の開発  
京都大学 ○高岡 昌輝、福田 尚倫、大下 和徹、塩田 憲司 

E2-5 焼成ギブサイトによる白金の回収および再資源化に関する基礎的研究  
    近畿大学 ○井上 健二、緒方 文彦、川﨑 直人      

   

E3  有害廃棄物 2 
【 10 月 22 日（月） 第 7 会場 10:45 – 12:00 】                 座長：藤原 周史（（一財）日本環境衛生センター） 

 

E3-1 超高圧水中衝撃波を受けた微細藻類の電子顕微鏡観察  
東邦大学 ○鈴木 実、徳永 久美子、宇田川 洋一、小野 貴美 

E3-2 有機合成用廃ウラン触媒の塩化揮発処理における塩化水素および酸素濃度の検討  
名古屋大学 ○澤田 佳代、平林 大介、榎田 洋一 

E3-3 「空気流動真空蒸発法」による VOC を含有した廃溶剤の新たな再生技術  
慶應義塾大学 ○田中 茂、司馬 里佳 

E3-4 廃安定器の部位別 PCB 汚染実態調査の結果について  
日本環境安全事業(株) ○黒澤 淳  (公財)産業廃棄物処理事業振興財団 山下 正芳       

E3-5 インドの e-waste リサイクル労働者における微量元素曝露の実態  
愛媛大学 ○阿草 哲郎、Annamalai Subramanian、高橋 真、岩田 久人、田辺 信介 

E-Parisaraa Pvt. Ltd., India Peethambaram Parthasarathy  Nijalingappa College, India Keshav Bulbule       
Poster2 E3-6 シロアリ駆除剤(クロルピリフォス)及び前駆物質の焼却処理による熱分解生成物のメダカへの生物毒性影響に関する研究  

千葉県環境研究センター ○半野 勝正、吉澤 正  東京大学 尾田 正二、三谷 啓志  大阪大学 中野 武 

Poster1 E3-7 産業廃棄物焼却施設における PFOS 含有泡消火薬剤の分解処理について(第２報)  
(株)クレハ環境 堀口 司、大岡 幸裕、阿部 美明、○白土 典広 

Poster2 E3-8 産業廃棄物焼却施設における廃クロルデン剤の分解処理について  
(株)クレハ環境 小林 正喜、大岡 幸裕、○草野 洋平 

Poster1 E3-9 石炭灰中の有害元素の封じ込め技術の開発  
東北大学 小川 泰正、須藤 孝一、○井上 千弘 

Poster2  E3-10 重金属類を対象とした発光バクテリアによる土壌汚染評価手法の開発 ―メッキ金属(Sn, Zn, Ni, Cu, Ag)に関する急性毒性評価― 
(独)産業技術総合研究所 ○杉田 創、駒井 武、井本 由香利、今泉 博之 

      


