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 企 画 セ ッ シ ョ ン 

各研究部会による企画セッションや、実行委員会をはじめとする各種委員会、若手の会からの企画です。

研究発表会の参加者には、これらの企画にも広くご参加いただき、研究発表会さらには本学会を通じての

研究活動、社会活動が活発になされることを狙いとしています。 

※内容が一部変更される可能性があることをご了解ください。 

※最新情報は，各部会の web ページもご覧ください。 http://jsmcwm.or.jp/?page_id=23 

※配付資料は，各部会の web ページにある場合があります。ご確認ください。 

 

岡山大学における廃棄物分野の研究と最近の話題 

10 月 26 日（火） 9:00～10:30 第 6 会場 （ごみ文化・歴史研究部会） 

  
岡山大学での廃棄物分野研究の歩みと最近の話題、今後の展開についての情報の提供と共有を行う。 
 
①岡山大学では、国内唯一の文部科学省 21 世紀 COE 研究拠点となった。岡山大学に在籍する様々

な分野の専門家を取りまとめ，戦略的廃棄物マネジメントに関する多面的な研究と教育を行う教育拠点

の形成に取り組んだ。文部科学省２１世紀ＣＯＥプログラム「循環型社会への戦略的廃棄物マネジメント」

が 2001 年度に択され，廃棄物分野では国内唯一の研究拠点が設置された。日本人学生のみならず海

外からの研究者や学生を受け入れ，多くの有望な人材を社会へ輩出する。 
②21 世紀 COE から引き継いだ組織が 2004 年に設置された「廃棄物マネジメント研究センター」で廃棄

物に特化した研究組織、研究機関である。 
③英文誌 JESSS の発行、環境学研究科（現在、環境生命学域）組織がエディターを勤めている。 
④環境科学シンポジウムの開催協力も行っている。 
 
現在の主な研究分野は熱処理技術に関する研究、バイオマス技術に関する研究、有害性評価に関す

る研究、環境影響評価に関する研究、循環型社会政策、啓発に関する研究、災害廃棄物に関する研究

を行っている。 
 
講演内容と講演者 
１．基調講演 田中勝 岡山大学名誉教授 
２．最近の話題 藤原健史教授 
３．最近の研究 川本克也教授、藤原健史教授、松井康弘准教授、ハボル助教 
 

 
 



岡山大学の廃棄物教育・研究について 
 

岡山大学学術研究院環境生命科学学域 
附属低炭素・廃棄物循環研究センター 

 
岡山大学は廃棄物研究教員が現在４名工学部に在籍し、この分野では指導層の厚い大学

と考えらえる。平成 15 年度に文部科学省 21 世紀 COE プログラム「循環型社会への戦略的
廃棄物マネジメント」が採択されたことをきっかけに専門分野が拡大され、今に至っている。
そこで、講演の前半には 21 世紀 COE プログラムのリーダーであった田中勝 岡山大学名誉
教授に、プログラム実施当時を振り返って、時代背景やその頃の廃棄物研究について講演を
して頂く。岡山大学は 21 世紀 COE プログラムを契機に、学内に廃棄物マネジメント研究
センターを設立した。このセンターは廃棄物に特化した研究を行う組織であり、全国大学の
中でユニークな存在であった。現在は低炭素・廃棄物循環研究センターと名前を変え、低炭
素な廃棄物循環を目指した研究を行っている。講演の後半では、この組織について説明をし
た後、4名の研究者からそれぞれの研究内容について詳しく述べてもらう。 
本稿には岡山大学の教育・研究に関する情報をまとめて掲載した。 
 
（１）廃棄物の教育・スタッフについて 
1)廃棄物関連の大学教員について 
 岡山大学で廃棄物研究に従事している廃棄物研究教員は、旧環境理工学部（現工学部）に
多く、経済学部にも環境経済分野の研究者がいる。廃棄物資源学会の会員でかつ旧環境理工
学部の教員は表１のようである（経済学部には山口氏が在籍されている）。表の中で、田中
勝氏は退職されて岡山大学名誉教授となり、シェクダール・アショック氏は退職された後に
インドに戻ってナグプール大学で教鞭を取られていたが逝去された。現役の教員は松井、藤
原、川本、ハボルの 4人であり、1 大学・１学部の指導教員人数としては充実している。 

 
表 1 廃棄物研究教員 

 

※経済学部には山口恵子先生が在籍 

廃棄物研究教員 在任期間
田中勝 H12.4～H20.3
シェクダール・アッショック H15.4～H20.3
松井康弘 H15.4～現在
藤原健史 H19.4～現在
川本克也 H25.12～現在
ハボル H30.10～現在



2) 廃棄物関連研究室の卒業・修了生について 
 廃棄物研究教員の所属する研究室が輩出した学部卒業生、修士修了生、博士修了生を表 2
に示す。それぞれ 157 名、78 名、21 名の合計 256 名が岡山大学を巣立っている。そのう
ち、公務員に多く就職している。田中氏が現役のころは博士修了生が多くいたが、最近はア
ジア諸国からの留学生がほとんどである。就職先については、近年、県や市の地方公務員が
多い。民間企業ではゼネコン、コンサルタント、環境プラント、廃棄物処理関係があり、そ
れ以外は一般的な住宅会社、鉄道などである。教員の属する環境理工学部環境デザイン工学
科は土木系学部であるために、建設系民間企業が多くなっている。 
 
 

表 2 廃棄物関連研究室の卒業生・修了生 

 
 
 
 
3)教育 
 大学で提供している廃棄物や環境関係の科目を表 3 に示す。学部基礎教育で 2 科目、学
部専門科目で４科目、大学院修士専門で 4 科目（うち演習 2 科目）、博士専門科目で演習 2
科目である。修士専門科目には 1科目英語のみの講義がある。 
 
 
  

学部卒業生 修士修了生 博士修了生 合計
田中研 55 26 6 87
松井研 30 13 3 46
藤原研 44 32 10 86
川本研 28 7 2 37
合計 157 78 21 256



 
表 3. 工学部及び環境生命科学学域の教育 

 
 
（２）活動について 

1)21世紀 COEが遺したもの 
岡山大学では田中氏らが中心となって、平成 15 年度に文部科学省 21 世紀 COE プログラ
ム「循環型社会への戦略的廃棄物マネジメント」の採択を得た。そのことが、現在でも廃
棄物研究の大きなポジションを維持している理由である。21世紀 COEは、多くの教育・
研究成果を生み出したが、それだけではなく廃棄物マネジメント研究センター（全学組織）
の設立や、英文誌 JESSSの発行、環境科学シンポジウムの定期開催（毎年）という大きな
遺産を残した。 
廃棄物マネジメント研究センターは廃棄物に特化した研究を行う組織であり、他大学に

類を見ないユニークなセンターであった。現在は全学センター組織の改組により、名称を
「低炭素・廃棄物循環研究センター」に変えて環境生命科学学域の附属センターとなってい
る。センター教員は環境学研究科や後の環境生命科学研究科の教員と交流（異動）があり、
一時は土木系教員がセンター教員となったが、現在では表１の廃棄物研究教員がメンバー
となっている。英文誌 JESSS は環境学研究科（現在は、環境生命学域）の教員組織がエデ
ィタとなり論文査読を行うジャーナルであり、毎年、印刷体とオンラインの両方を発行して
いた。このジャーナルは現在も環境生命学学域に継承されている（現在はオンラインジャー
ナルのみ）。環境科学シンポジウムは修士課程、博士課程の学生が英語で発表する発表会で
ある。海外から研究者を呼んでの講演もあり、学生が国際性を身につける良い機会となった。
このイベントも環境生命学学域に引き継がれている。 
 

学部教養教育 学部専門科目 修士専門科目 博士専門科目

SDGs:循環型社会
システム学

廃棄物マネジメ
ント

廃棄物工学 廃棄物工学特論

SDGs:地球と環境 環境影響評価学 環境政策論 廃棄物計画学特論

環境装置工
学

International 
Solid Waste 
Management

環境衛生基礎B 廃棄物管理循環学
演習
環境計測制御学演
習



2)低炭素・廃棄物循環研究センターの方針 
 センターの教育・研究・社会貢献は以下となっている。 
「教育」については、現実の課題とその解決のアプローチに関して、知識と経験に基づいた
リアリティのある講義を行う。 

「研究」については、アジアや世界に役立つ、低炭素・物質循環社会の構築に向けた、技術
とマネジメントに関する先端的研究を行う。具体的には低炭素・廃棄物関連の先端研究の
実施し、共同プロジェクトの推進や研究ワークショップの開催、廃棄物関連 NGO との連
携、企業との共同研究などを行う。 

「社会貢献」については、低炭素・物質循環型社会の必要性の周知と実践を促すための啓発
活動、アジアを中心とする海外への協力、留学生の受け入れである。具体的には、公開講
座で一般市民への廃棄物教育を行い、市民イベントを開催して ESDの観点からの環境学
習を行い、国際協力ではアジア学生を対象として廃棄物の教育プログラムを提供するな
どである。 

 
3) 低炭素・廃棄物循環研究センターの活動 
 センターの活動について３つ紹介する。 
・岡山県生涯学習大学連携講座：平成 26年度より、毎年その年にテーマを変えて講義を行
っている。 

表 4  公開講座のテーマ 

 
 
・親子で学ぶ環境学習を目的に環境イベントの開催 
市民イベント「集まれ！未来のエコ博士」の名称で「環境」に関する展示、実験、工作、ク
イズなどのブースを開設している。午前と午後の部に分けて、近隣小学生・中学生やその
保護者が参加。一般参加者もあり。スタッフも合わせて約 150 人が参加保護者に対して
「廃棄物を使った手芸教室」や岡山市環境局による「桃太郎のまち岡山コンポスト講習会」
を開催している。 

 

開催年 テーマ
平成26年度 「ごみに関する最近の話題から、循環型社会に向けた市民の役割について考える」
平成27年度 「生ごみ」もっと使おうや バイオマス廃棄物の活かし方」
平成28年度 「廃棄物リサイクルのあれこれ ～リサイクルの動向を探る～」
平成29年度 「ごみでストップ地球温暖化～３Rで二酸化炭素ば減らそう～」
平成30年度 「どうしょうるん？容器包装ごみとリサイクル～最近の話題～」
令和元年度 「災害と廃棄物：災害後のごみゃどーだしゃーえー？
令和2年度 （コロナのため中止）
令和3年度 「よ～考えられぇ。プラスチックごみとの付き合い方」



  
 
  
 
 
 
 
 
 
・研究活動発表会 
センターは廃棄物資源循環学会の後援を得て「中四国からの廃棄物資源循環研究発信発表
会」を開催している。研究発表および環境活動発表を中心としており、若手研究者の発表
セッションを設けて廃棄物分野の研究交流を高めている（平成 29 年度～令和元年度） 

岡山県産業振興財団が岡山コンベンションホールで、毎年 11 月に開催している B-Netフォ
ーラムにセンターの研究教育活動及び専任教員の研究紹介を行っている（平成 29 年度～
令和元年度） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



・国際協力 
• フエ大学院大学特別コース英語講義への協力 
• 文部科学省概算要求：学官パートナーシップによる交流（東南アジア） 
• JICA/JST：SATREPS 事業「アジア低炭素社会のシナリオ開発」への参加（マレーシア・
ジョホールバル） 

• 外務省：さくらサイエンス事業への参加（2015年度、2016年度、2017年度）：対象国 東
南アジア・太平洋島しょ国 

• JICA：草の根プロジェクト「カンボジア・トンレサップ湖における水上集落住民参画型プ
ラスチック汚染対策」事業(2021 年度~） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）研究について 
 廃棄物研究教員の研究キーワードは次の通りである。 
 
• 川本克也教授 
• 研究テーマ：排水・廃棄物等の適正で安全な処理と資源・エネルギー再生技術の開発 
• キーワード：熱処理技術、有害物質評価、触媒化学 
• 藤原健史教授 
• 研究テーマ：循環型社会形成を目指した廃棄物マネジメントに関する研究 
• キーワード：物質循環システム、低炭素社会、災害廃棄物 
• 松井康弘准教授 
• 研究テーマ：廃棄物処理計画のシステム解析に関する研究 



• キーワード：システム解析、処理計画、教育啓発 
• ハボル助教(準メンバー） 
• 研究テーマ：廃棄物の戦略的管理のための物質フローと環境・資源影響分析 
• キーワード：物質フロー分析、環境・資源影響分析、LCA 
 
各メンバーがカバーする廃棄物研究分野を図 1に示す。 
熱処理等の装置工学分野の実験研究および安全性の評価に関する研究を川本がカバーして
いる。環境影響評価と循環型社会については、藤原、松井、ハボルがカバーしているが、藤
原は資源化システム、松井はボトルリユースやフードロス、食用油などの食品関係、ハボル
は水銀やプラスチックなどの物質、のように評価の対象が異なる。プラスチックに関しては、
川本がマイクロプラスチックの有毒性について、ハボルはプラスチックのマテリアルフロ
ーを切り口に研究を行っている。バイオマスを対象とした実験研究については、川本が熱分
解改質、藤原がメタン発酵やコンポストの研究を行っている。災害廃棄物については藤原が
排出量推計の研究を行っている。 
 

 
 

図 1 岡山大学の廃棄物研究マップ 
 
（４）さいごに 
 岡山大学の廃棄物研究グループは、国内外の研究ネットワークを強化し、大学、研究機関、
自治体、企業団体の方々との連携を図りながら、新しい廃棄物問題にチャレンジしてゆき
たいと考えています。これからもご協力ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い致します。 

岡山大学の廃棄物研究マップ
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POPs の汚染実態と制御方策 

10 月 27 日（水） 9:20～10:50 第 4 会場 （物質フロー研究部会） 

  
残留性有機汚染物質（POPs）に関するストックホルム条約の規制対象物質は、2004 年の発効当初 12

物質であったところ、その後の POPs 検討委員会での審査・附属書改正により増加を続け、直近の締約

国会議（2019 年 4 月～5 月）では、「ジコホル」「ペルフルオロオクタン酸（PFOA）とその塩及び PFOA 関

連物質」が廃絶対象として追加され規制対象物質は 30 物質群にまで増えました。また、附属書への追

加を審議中の POPs 候補物質も控えています。このような新規 POPs への対応が求められる一方、当初

からの規制対象である PCB については、その処理期限が近づいてきています。本企画セッションでは、

POPs の動態と制御方策についての情報共有を図り、今後の展望について議論を深めます。 
 
（敬称略） 
１．「有機フッ素化合物 PFAS による汚染地域での調査：大阪、沖縄での事例を中心に」 
原田浩二（京都大学） 
 
２．（仮）「新規 POPs の分解処理における挙動：SCCPs, DecaBDE, そして PFOA に関して」 
藤森崇（龍谷大学） 
 
３．（仮）「ポリ塩化ナフタレンの溶出挙動」 
水谷聡（大阪市立大学） 
 
４．「ポリ塩化ビフェニルの対策による排出量削減効果のシナリオ解析」 
小柴絢一郎（京都大学） 
 
各パネリストに 20 分（発表 15 分＋質疑 5 分）程度の話題提供をいただきます。 
 
 

若手の会活動報告と今後の展開～コラボの種の創出～ 

10 月 27 日（水） 11:00～12:30 第 4 会場 （若手の会） 

若手の会は、廃棄物業界に係る大学及び公的研究機関に所属する若手の研究者と民間企業に勤め

る若手の実務者のコミュニティです。 
本セッションでは、若手の会での最近の活動について、報告を行います。さらに、若手の会の今後の

展開として、他学会との繋がりやコラボ、「新しい」研究を発想できるように「若手の目線」での切り口で、

他学会にも所属している研究者から他学会での研究トピックや活動について、紹介いただきます。紹介

いただいた内容を踏まえて、講演者とセッション参加者の皆様とともに、コラボや「新しい」研究を発想に

繋がるように意見交換を行います。「若手」とはありますが参加者の年齢制限はありません。皆様、奮って

ご参加下さい。 
 
プログラム（予定） 
1．若手の会での活動報告 
２．若手の会の今後の展開 
廃棄物資源循環学会の研究トレンド・トピックや活動紹介 
北海道大学 落合知氏 
日本水環境学会の研究トレンド・トピックや活動紹介 
東京工業大学 小山光彦氏 
土木学会環境システム委員会での研究トレンド・トピックや活動紹介 
北九州市立大学 藤山淳史氏 
 
総合討論 
司会：伊藤新氏（エックス都市研究所） 
パネラー：落合氏、小山氏、藤山氏 
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陸域から流出するプラスチックごみに関する調査手法と実態について 

10 月 27 日（水） 9:20～12:30  第 5 会場 （廃棄物試験・検査法研究部会） 

 
 詳細は，全国環境研協議会研究発表会のご案内をご参照ください。 
 
 
産廃分野における最近の関心事項― 脱炭素、プラスチック資源循環法への対応、SDGs 取組の現状と今後 

10 月 27 日（水） 9:20～10:50 第 6 会場 （産廃研究部会） 

 
昨年春以降の新型コロナウイルス感染症拡大により、ニューノーマルの進展とともに産業活動の変革

が進んでいる。産廃業界も、現業での対応の難しさを抱えながらも、できるところから WEB 会議やテレワ

ークの導入も進み、本業においても業務効率化、省力化などの模索が続いている。 
さらに本年 8 月には、国から「廃棄物・資源循環分野における 2050 年温室効果ガス排出実質ゼロに

向けた中長期シナリオ（案）」が発表され、本業界においても今後大きな転換が必要となることから、各社

において今後の対応や経営戦略の見直しが課題となっている。 
また、令和元年 5 月に公表されたプラスチック資源循環戦略、本年 6 月に成立したプラスチック資源

循環法への対応として、より一層リサイクルを進めるため、効率的な選別や関係者の協力連携等が課題

になっている。 
そこで、経営塾 OB 会では緊急アンケートを実施し、本業界における現在の課題認識等の実態を調

査したので、前半はその内容について報告する。 
後半は、SDGs に積極的に取り組む処理業者の事例紹介の後、本業界における SDGs 取組の現状と

今後について意見交換を行う。 
 
プログラム 
 ＜ 産廃分野における最近の関心事項 
― 脱炭素、プラスチック資源循環法への対応、SDGs 取組の現状と今後 ＞ 
 
第一部 
１） 産業廃棄物処理業経営塾 OB 会とは 
２） 廃棄物資源循環学会研究部会との連携強化について 
３） 産廃分野における最近の関心事項（アンケート結果） 
 
第二部 
１） SDGs 取組事例紹介 
２） SDGs 取組の現状と今後（意見交換） 

 
 

バイオマス利活用により脱炭素社会をどう創ることができるか～自由討論～ 

10 月 27 日（水） 11:00～12:30 第 6 会場 （バイオマス系廃棄物研究部会） 

近年、SDGs（持続可能な開発目標）の推進に加え、脱炭素社会の構築に向けて社会全体の意識が

大きく変わりつつある。脱炭素と言えば、再生可能エネルギーばかりが注目されており、その中でも太陽

光・風力・地熱発電そして木質バイオマス発電が考えられている。しかし、それぞれ導入数には頭打ちと

なっているのが現状である。その理由は導入できる場所の限界や導入準備期間を長く要するため 2030
年までに得られる普及は限られてくる。一方、地域のバイオマスを利用しエネルギーに変えるバイオガス

発電は、小規模・廉価化そして効率の改善により、まだまだ導入できる可能性を秘めている。さらに災害

対策としても有効となる。 
 脱炭素社会の構築、特に、9 年後に迫る 2030 年までに達成すべき一次目標のためには、あらゆる

施策を考える必要がある。脱炭素社会に向けては、再生可能エネルギーの生産だけではなく、様々な

手法を考えることができるはずである。真の水素社会は 2050 年に向けての研究としてはよいが、現時点

では現実的ではない。そこで 2030 年に向けた現実的なバイオマス利活用についての議論を行う。現在、

中部地方にて、脱炭素先行地域施策に関し精力的に活動されている講演者を迎え、本研究発表会二

日目（26 日・火）午後に開催される特別プログラム「脱炭素社会をどう創るか～将来展望の産学官民の
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役割～」を受けて、そのフォローアップを行います。また、バイオマス利活用に焦点を絞り、脱炭素社会

をどう創ることができるかを自由に討論します。現時点では、下記のテーマを準備していますが、他に何

かあれば、事前に、本部会長の大門裕之（豊橋技術科学大学、daimonn@tut.jp）まで、どうぞお気軽に

ご連絡願います。日頃、抱いている素朴な疑問やご意見でも結構です。 
 
【プログラム】 
司会・主旨説明） 大門裕之（バイオマス系廃棄物研究部会長、豊橋技術科学大学）  
話題提供）環境省中部地方環境事務所 曽山信雄 氏 ； 脱炭素先行地域【30 分】 
総合討論）話題提供への質疑応答の後、下記のテーマごとに参加者による自由討論【60 分】 
◆バイオガス発電 対 燃料化（燃焼） 
◆広域処理の在り方、民間への業務委託 
◆メタン発酵システムを成功させるための具体的手法と現実問題 
◆最新のメタン発酵管理技術、ガス量の予測やＡＩの導入状況 
◆メタン発酵システムの小規模化（縦型乾式を含む） 
◆海岸などに打ち上げられるバイオマス利活用 
◆ミミズを活用した廃棄バイオマスの資源化 
◆バイオマス利活用に関する最新のトピックス、土壌中炭素一時固定案 
◆非電力エネルギーであるバイオガスの役割とバイオガスからの水素生産 
◆カーボンニュートラルメタンの製造 

 
 

資源循環におけるマスバランス方式の利点と課題（仮称） 

10 月 27 日（水） 11:00～12:30 第 7 会場 （リサイクルシステム・技術研究部会） 

 

マスバランス方式は、原料の投入量と製品の産出量の収支に基づいて、一定の割合でリサイクル原

料やバイオマス原料（持続可能原料）が投入されたプロセスからの産出のうち任意の製品に、持続可能

原料の投入割合を上限として、リサイクル認証あるいはバイオマス認証を与えることができる仕組みです。

パーム油の認証では以前から活用されている概念ですが、近年、プラスチック業界でも国内外で導入

が進んでいます。既存プラントの活用が可能といったメリットから、我が国においても特にケミカルリサイ

クルの分野での導入が期待されていますが、トレーサビリティの確保や環境影響削減の観点では議論

すべき課題もあります。 

本企画セッションでは、認証パーム油とケミカルリサイクルへのマスバランス方式の適用事例や計画に

ついて紹介いただくとともに、認証パーム油の経験をもとに、プラスチック資源循環の分野におけるマス

バランス方式の利点と課題について議論したいと思います。 

 

プログラム 

 

【講演】 

１． ユニリーバ・ジャパン サステナビリティに関する取り組み 

  〜プラスチックがごみにならない循環型社会の実現に向けて〜 

増田有紀氏  ユニリーバ・ジャパン株式会社 

２． （仮）プラスチック分野におけるマスバランス方式の導入について 

板東健彦氏  三菱ケミカル株式会社 

３． ライフサイクルの観点から見たマスバランス方式の利点と課題 

中谷隼氏  東京大学 

 

【パネルディスカッション】 

 テーマ （仮）マスバランス方式の利点と課題について    

 パネリスト  中谷隼氏  東京大学 

         増田有紀氏  ユニリーバ・ジャパン株式会社 

         板東健彦氏  三菱ケミカル株式会社 

 ファシリテーター  織朱美氏  上智大学 

 


