
 

日本LCA 学会 平成２０年度事業報告書 
（平成20年1月1日 ～ 平成20年12月31日） 

 
日本ＬＣＡ学会は 2004 年 10 月に発足して以来、4 年余りを経過いたしました。その間、学会誌の発行、

講演会、研究発表会の開催などの学会活動も順調で、2008年には、学会単独主催のエコバランス国際会議を

開催するとともに、海外のジャーナルとの連携を推進するなど、活動も国際的になってきております。 
食品研究会の講演会「カーボンフットプリント」が反響を呼び、新しく環境教育研究会がスタートするな

ど研究会活動も活発でした。今後も会員増強に努めるとともに、会員の皆様方の期待に沿う学会活動をして

まいります。 
平成20年度中の主な活動は下記のとおりです。 

 
１． 学会誌の発行（４回）      （ ）は印刷冊数 

Vol.4 No.1   平成20年1月発行  特集「建築のLCA」 （６００冊） 
      Vol.4 No.2 平成20年4月発行  特集「食を巡るLCA」 （６００冊） 
      Vol.4 No.3 平成20年7月発行  特集「エコデザイン」 （６５０冊） 
      Vol.4 No.4 平成20年10月発行     特集「第3回研究発表会からの投稿」 （６６０冊） 
  ・研究論文のWeb掲載を継続 

 
２． 第３回研究発表会の開催および第４回研究発表会発表申込受付および講演要旨受付 

・第３回研究発表会    参加者  ３２６名 
   [会期：平成20年2月28日（木）～3月1日（土） 場所：名古屋大学東山キャンパス] 

・第4回研究発表会 
   [会期：平成21年3月5日（木）～3月7日（土） 場所：北九州国際会議場] 
   発表申込受付：平成20年10月1日（水）～ 11月5日（水） 
      講演要旨受付：平成20年12月18日（木）～ 平成21年1月15日（木） 
  
３． 講演会等の開催（４回） 

第6回共催講演会  日 時： 平成20年3月10日（月) 10:00～17:00 
              場 所： 東京大学本郷キャンパス 山上会館 2階大会議室 
             テーマ： 持続可能性とLCA 
   参加者： ９８名 

第6回単独講演会  日 時： 平成20年6月9日（月）12:00～17:00 
             場 所： 東京大学本郷キャンパス 山上会館 2階大会議室 
             テーマ： LCA的観点での ICTのグリーン社会の役割 
   参加者： ４５名 
    第7回共催講演会  日 時： 平成20年9月3日（水）13:00～17:00 
             場 所： 全日通霞ヶ関ビル 8階大会議室 
             テーマ： ライフサイクル思考に基づく環境教育 
   参加者： ６３名 
    第7回単独講演会  日 時： 平成20年12月19日（金）13:20～17:00 
             場 所： 東京大学本郷キャンパス 山上会館 2階大会議室 
             テーマ： LCAの「素朴な疑問」に答える 
     -製品の買い替えやリサイクルの妥当性と、消費者向けエコ情報 

としてのLCA結果の妥当性- 
   参加者： ５０名 
 
４． 第8回エコバランス国際会議の開催 

テーマ：社会と技術の革新に向けたシステム思考の挑戦 
会 期： 平成20年12月10日～12日  
会 場： 東京ビッグサイト会議棟 および 東京ベイ有明ワシントンホテル 
参加者： ４０６名（２９カ国） 



 

 
会議開催のための準備委員会の開催 
 実行委員会 

第５回   日 時： 平成20年2月7日（木） 17:00～19:00 
         場 所： 東京大学工学部4号館 

第６回   日 時： 平成20年5月14日（水） 17:00～19:00 
         場 所： 東京大学本郷キャンパス工学部4号館2階304会議室 
    第７回  日 時： 平成20年7月16日（水） 17:00～19:00 
          場 所： 東京大学工学部4号館2階422号室 

  第８回   日 時： 平成20年10月2日（木） 17:00～19:00 
         場 所： 東京大学工学部4号館422号室 

 プログラム委員会 
第１回   日 時： 平成20年7月16日（水） 14:00～16:00 

          場 所： 東京大学工学部4号館 
第2回   日 時： 平成20年8月20日（水） 13:30～16:00 

         場 所： 東京大学工学部4号館 
 
５． 研究会活動 

食品研究会の活動 

講演会の開催 
日 時： 平成20年 8月 1日（水）13:30～17:00 
場 所： 東京大学本郷キャンパス 山上会館 大会議室 
テーマ：  カーボンフットプリント 

参加者：   １５５名   

研究会の開催 

第28回 日 時： 平成20年1月31日（木）15:00～17:00 
 場 所： 東京大学 IML棟 ３階会議室 

第29回 日 時： 平成20年2月20日（水）15:00～17:00 
 場 所： 東京大学 IML棟 ３階会議室 

第30回 日 時： 平成20年3月18日（火）15:00～17:00 
 場 所： 東京大学 IML棟 ３階会議室 

第31回 日 時： 平成20年5月19日（月）15:00～17:00 
 場 所： 早稲田大学早稲田キャンパス1号館200号会議室 

第32回 日 時： 平成20年7月22日（火）15:00～18:00 
 場 所： 早稲田大学早稲田キャンパス1号館200号会議室 

第33回 日 時： 平成20年9月29日（月）15:00～18:00 
 場 所： 早稲田大学早稲田キャンパス1号館200号会議室 

第34回 日 時： 平成20年12月16日（火）15:00～17:00 
 場 所： 早稲田大学早稲田キャンパス1号館200号会議室 

 

環境教育研究会の活動（4月より活動開始） 

     研究会の開催 
第1回 日 時： 平成20年4月8日（木）17:00～19:30 

 場 所： 共立女子短期大学 本館15階1524B室 
第2回 日 時： 平成20年6月4日（水）10:00～12:00 

 場 所： 共立女子短期大学 本館15階1524B室 
第3回 日 時： 平成20年8月8日（金）16:00～18:00 

 場 所： ビジネススクールインターナショナル 7階Room E 
第4回 日 時： 平成20年12月22日（月）15:30～18:00 

 場 所： ビジネススクールインターナショナル Room F 
学生部会（仮称）の設立 

   平成20年12月10日 設立集会の開催 



 

 
６． 学会運営のための会議等 
 総会 
  第6回総会（定期総会） 
  日 時： 平成20年2月28日（木）17:30～18:10 
  場 所：  名古屋大学東山キャンパス IB電子情報館2階大講義室 

 議 案： 第１号議案 平成19年度事業報告書(案)および収支決算書(案)について 
 第2号議案 平成20年度事業計画書(案)および収支予算書(案)について 

  第7回総会（定期総会） 
  日 時： 平成20年12月10日（水）17:30～18:00 
  場 所：  東京ビッグサイト会議棟６階605+606号室 
  議 案： 第１号議案 役員の任期満了に伴う次期役員選任(案)について 

 第2号議案 平成21年度事業計画(案)および収支予算(案)について 
理事会 

  第15回 日 時： 平成20年1月28日（月）10:00～11:30 
       場 所： 東京大学ＩＭＬ５階会議室 
       議 題： ①平成19年度事業報告（案）および収支決算見込み（案）について 
    ②平成20年度事業計画（案）および収支予算（案）について 

第16回 日 時： 平成20年2月28日（木）0:30～13:30 
          場 所： 名古屋大学東山キャンパス IB電子情報館北棟10階101講義室 
  議 題： ①学会事務局の変更およびそれにともなう会則変更（案）について 

                ②平成19年度事業報告（案）および収支決算（案）について 
③平成20年度事業計画（案）および収支予算（案）について 

         ④平成20年度委員会委員の承認について 
         ⑤平成20年度研究会の承認について 

第17回 日 時： 平成20年10月8日（水）書面審議 
  議 題： ①次期役員選挙実施に伴う選挙管理委員会の設置について 

第18回 日 時： 平成20年12月3日（水）15:30～17:00 
          場 所： 東京大学本郷キャンパス 山上会館 2階203会議室 
  議 題： ①役員の任期満了に伴う次期役員選任(案)について 

                ②平成21年度事業計画(案)および収支予算(案)について 
③学生部会の設置について 

         ④学会賞の創設 
 役員改選 

   20年12月末日をもって任期満了となる次期役員選挙の実施 
     公示   10月13日 

    推薦および自薦による立候補の締切 11月10日 
 総会での承認  12月10日 
 任期   平成21年1月1日～22年12月31日 
 

 学会誌編集委員会 
  第15回 日 時： 平成20年3月4日（火）17:00～19:30 

  場 所： 商工会館  会議室 
第16回 日 時： 平成20年6月13日（金）～20日（金） 

       メール審議 
 第17回 日 時： 平成20年8月25日（月）15:00～17:30 

          場 所： ビジネススクールインターナショナル 7階RoomF 
第18回 日 時： 平成20年11月27日（木） 10:00～12:30 

        場 所： ビジネススクールインターナショナル 7階RoomF 
 
 総務委員会 

  第11回 日 時： 平成20年2月20日（水）18:00～19:00 



 

  場 所： 未踏科学技術協会 会議室 
第12回 日 時： 平成20年9月26日（金）13:30～14:30 

  場 所： 未踏科学技術協会 会議室 
  第13回 日 時： 平成20年11月28日（木）10:00～11:00 

  場 所： 未踏科学技術協会 会議室 
 
年会関連 
   第3回研究発表会実行委員会 
  第3回 日 時： 平成20年2月27日（水）16:00～17:00 
      場 所： 名古屋大学東山キャンパス IB電子情報館1階 IB012講義室 

第4回  日  時：  平成20年5月12日（月）15:00～17:30 
         場  所：  東京大学工学部5号館3階 大会議室 
 
   第４回研究発表会実行委員会 
  第１回 日 時： 平成20年7月15日（火）15:00～17:30 
      場 所： 東京大学工学部5号館337号室 
  第2回 日 時： 平成20年11月27日（木）15:00～17:30 
      場 所： 東京大学工学部5号館337号室 

第４回研究発表会プログラム編成委員会 
  第１回 日 時： 平成20年11月27日（木）13:00～15:00 
      場 所： 東京大学工学部5号館337号室 
 
 企画委員会 

第9回 日 時： 平成20年2月29日（金） 12:10～13:00 
         場 所： 名古屋大学東山キャンパス IB電子情報館北棟10階101講義室 
 第10回 日 時： 平成20年7月16日（水） 16:00～17:45 
  場 所： ビジネススクールインターナショナル 7階RoomE 
 
７．平成20年12月31日現在の会員数および年度内の会員の移動は下記のとおり 

平成20年度末  賛助会員：52団体（53口） 正会員：355名 学生会員：114名 
年度内の移動  賛助会員：入会 8団体（8口） 退会  1団体（1口） 

      正 会 員：入会 63名            退会 37名 
        学生会員：入会 50名            退会 33名 

 
[参考] 平成17年度末の会員数    賛助会員：  43団体 44口    正 会 員：  235名   学生会員： 42名 

平成18年度末の会員数    賛助会員：  44団体 45口    正 会 員：  274名   学生会員： 63名 
平成19年度末の会員数    賛助会員：  45団体 46口    正 会 員：  329名   学生会員： 97名 
 


