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令和 3 年年頭所感 ………………………… 経済産業省 下世古光可…… 1

座談会
座談会

─分野横断を経験した私が目指す人材像─ ………………………… 2

石油業界で活躍する人材を考える（上）

眞弓和也，出光興産 藤井義喜，
田嶋祐一，
コスモ石油 川田雄介，筑波大学名誉教授 鈴木久敏
ENEOS

コスモエネルギーホールディングス

コロナ禍における LNG ビジネスへの影響と今後の需給

……………………………………………………… 加藤エネルギー開発リサーチ 加藤

望……11

新型コロナパンデミックによる世界の天然ガス生産への影響，特にコロナ
禍において LNG ビジネスが置かれている現状と今後の方向性を分析した。
経営情報部会「石油・エネルギー産業史 WG」成果報告

ロイヤル・ダッチ・シェルグループの一点係留ブイシステムの
（株）
四日市製油所および
導入と運用─昭和四日市石油

昭和石油
（株）
新潟製油所─ …………………………………… 東京大学 角和昌浩……20

空港における液体爆発物検査 ………………… 大阪大学名誉教授 糸﨑秀夫……27
空港で用いられている液体爆発物検査装置は，瓶や PET ボトルでは近赤
外光スペクトルを，金属缶では超音波速度を計測し，データベースと照合す
る AI 判定により中身の液体が安全物か危険物かの判断を瞬時に行う。
基礎から学ぶ基礎化学品（シリーズ 2）

……………………………………………………日本触媒 田中智章……32
エチレンオキサイド
……………………………………………………住友化学 米本哲郎……34
プロピレンオキサイド

化学装置へのエネルギー伝達手段としてのマイクロ波

………………………………………………………………… マイクロ波化学 萩本陽和……41
通信・放送や電子レンジ等に広く使われるマイクロ波を，化学装置へのエ
ネルギー伝達手段として用いることで，今までにない革新的な化学プロセス
実現への道が開けることを，具体例をあげて説明した。

リチウムイオン電池のリサイクル …… 住友金属鉱山 高野雅俊・山下 雄……47
使用済みのリチウムイオン電池やリチウムイオン電池製造過程で発生する
中間物（製品にならなかった部材や不良品）からニッケル，コバルトおよび
銅を回収する住友金属鉱山のリサイクルプロセスについて紹介した。

公益社団法人

石油学会

JAN. 2021 VOL.44 NO.1
本誌の内容・企画に関してご意見・ご要望を E-mail（book@sekiyu-gakkai.or.jp）でお寄せください。

デガッシングクリーニングの基礎技術

─硫化鉄由来の火災防止対策─ ………………………… 片山ナルコ 東

健一郎……53

石油・石油化学プラントにおける火災は近年においても深刻な問題である。
硫化鉄に起因する火災を抑制するためのオンラインクリーニングに関する基
礎技術を紹介した。

ブルーエコノミー ………………………………………… 東京海洋大学 刑部真弘……59
海藻や植物プランクトン等が吸収する CO2 であるブルーカーボンと，洋
上風力等の CO2 削減技術のブルーリソースを一緒に扱うことによって，ク
レジット流通の仕組みが成立したブルーエコノミー社会が可能になる。
石油業界における水銀を取り巻く環境とその対応（第 7 回）

水俣条約発効後の水銀廃棄物の適正処理 …………野村興産 岩瀬博樹……64
水俣条約の発効により水銀廃棄物処理は規制が強化され，国際的な課題と
なった。水銀廃棄物の適正処理方法および有害廃棄物の輸入制度について紹
介した。

目次裏統計

世界の石油資源 ………………………………………………………… 目次裏

エネルギー知ってるはず !?

（76）第 5 次エネルギー基本計画における
2030 年度の CO2 排出量 ……………………………26

Debutant

初めての海外勤務を経て ……………………国際石油開発帝石 小林

トピックスニュース

航……36

………………………………………………………………………37

ふるさと自慢

福岡県（久留米市），鳥取県（鳥取市）……………………………………40

讃嘆石油史！

巨大タンカーごと原油を盗む

詐欺師たちの国際ネットワーク（承前） ……………… 沙外白雲……46
テレワークあるある
JPIJS だより

………………………………………………………………………58

7th JPI︲KSIEC Joint Symposium 参加報告
…………………………………………………東京工業大学 藤墳大裕……67

Journal of the Japan Petroleum Institute 第 64 巻第 1 号掲載論文 …………………………68
学会の窓

……………………………………………………………………………………………70

会告 …………………………………………………………………………………………………巻末
表紙写真：住友化学（株）千葉工場 クメン法プロピレンオキサイド単産プラント，表紙デザイン：野田澄男，
イラスト：トモ
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JJPI 誌の活用を …………………………… 東京都立大学 野村琴広…… 73
石油業界で活躍する人材を考える（下）

─分野横断を経験した私が目指す人材像─ ………………………… 74

川田雄介，コスモエネルギーホールディングス 田嶋祐一，
眞弓和也，出光興産 藤井義喜，
筑波大学名誉教授 鈴木久敏
コスモ石油
ENEOS

≪特集

石油業界における維持管理の省力化に向けた取り組み≫

ロボットを用いた 3 次元データ取得とディープラーニング
による損傷抽出 …………………………………………… イクシス 山崎文敬…… 86
ロボットやディープラーニングといった新技術を有効にインフラ維持管理業
務に寄与する手法の 1 つとして，デジタルツイン技術による 3 次元一元管理す
る手法を提案した。

超小型 X 線および中性子センサーを用いたインフラ
維持管理用非破壊検査装置開発 …… 静岡大学 小池昭史・青木 徹…… 91
産業プラントの老朽化に伴って喫緊の課題となっている配管検査の高度化，
効率化を実現するために，X 線管厚計，および中性子水分計をロボットに搭載
して運用する検査システムを紹介した。

超音波を用いた連続測定検査技術の海外での展開

………………………………………………新日本非破壊検査 浅野裕一・渡辺一美…… 96
日本の検査技術と検査装置を海外に展開するためには，海外の検査員が技
術を維持・継続できるよう「こだわり」をもってサポートする環境をつくる
ことが大切であると考える。

石油精製・石油化学プラントにおける非破壊検査での
デジタル技術活用事例─不確実性の時代を戦い抜くために─

……………………………………………………非破壊検査 松原重行・藤田涼平……101
デジタル技術が「不確実性」の時代を乗り切る強力な武器となるといわれ
る今，検査会社の立場から，石油精製プラントや石油化学プラントでの設備
の非破壊検査におけるデジタル技術導入に関する取り組みを紹介した。

小型無人航空機ドローンを利用した設備点検事例と
今後の展望 ……………………………………………… 日本工業検査 服部高治……106
近年著しい発展を遂げて広く利用されている無人航空機ドローンについて，
プラント設備点検への適用検討とこれまでの事例を紹介し，設備点検ドローン
の現状と今後の展望について，検査会社の視点で述べた。
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基礎から学ぶ基礎化学品（シリーズ 2）

……………………………………………………ENEOS 小林正英……112
イソプロパノール
三菱ケミカル 岩阪洋司……114
……………………………………………………
1, 4︲ブタンジオール

コロナ禍における米国シェールガスへの影響と新大統領の
エネルギー政策 …………………………… 加藤エネルギー開発リサーチ 加藤 望……121
米国シェールガスを取り上げ 2020 年に新型コロナのパンデミックで被っ
た影響および確定したであろうバイデン新大統領の気候変動政策が米国シェ
ールガス産業に与える影響について解説した。

石油プラントに適用する耐熱特殊塗料とその実績

…………………… 伯東 阿野哲也，オキツモ 野﨑恵太，E テックコンサル 車戸

宏……130

塗布することにより，省エネや結露抑制，やけど等の安全性を促進させる，
エアロゾルを使った塗料，耐酸性および耐アルカリ性を持ち，高温に適用で
きる塗料等の紹介とその実績，適用例を紹介した。
石油製品添加剤（第 4 回）

セタン価向上剤 ………………………………………………… 丸和物産 渡辺直人……136
石油業界における水銀を取り巻く環境とその対応（第 8 回）

水銀吸着挙動から見える材料設計 ……………………愛媛大学 山浦弘之……140
活性炭を用いた液相，気相における石油類中の除去挙動に影響を及ぼす因
子について検討している。さらに，水銀蒸気濃度を検知するセンサー開発を
目指した取り組みについて紹介した。

目次裏統計
日本の石油製品需給 …………………………………………………… 目次裏
おすすめの一冊
廣木一亮，里川重夫 著『実験でわかる 触媒のひみつ』
…………………………………… ペトロテック編集委員 髙山大鑑…… 85
テレワークあるある
………………………………………………………………………111
私事白書
私の人生最高レストラン …………………………… 出光興産 楊
路……116
トピックスニュース
………………………………………………………………………117
My 研究室ライフ
静岡大学 福原・渡部研究室 ……………静岡大学 依田裕太……120
巨大タンカーごと原油を盗む 南アフリカ─アパルトヘイト
讃嘆石油史！
…………………………………………………………… 沙外白雲……129
趣味談議
オンラインゲーム ………………………………………………………………135
エネルギー知ってるはず !?
（77）原油使用量に占めるプラスチック製品の割合 ……139
JPIJS だより
熊本大会インターナショナルセッション開催報告
………………………………………………東京都立大学 三浦大樹……145
学会の窓 ……………………………………………………………………………………………146
会告 …………………………………………………………………………………………………巻末
表紙写真：ドローン Phantom3 と Phantom3 で撮影した出光興産（株）北海道製油所［提供：日本工業検査（株）］，
表紙デザイン：野田澄男，イラスト：トモ
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カーボンニュートラル …………………… ENEOS 藤山優一郎……147

2021 年度の経済・エネルギー需給見通し─コロナ禍脱却
道半ばにおけるエネルギー情勢─ ………… 日本エネルギー経済研究所 江藤

諒……148

2021 年度の GDP は前年度比 3. 4 % 増も増加分は前年度の減少の半分強に
とどまる。一次エネルギー供給は，産業活動や輸送の回復により同 2. 6% 増
も 1987 年度以来の低水準。CO2 排出は，同 1. 6% 増も 2013 年度比 22. 7% 減。

米国による経済制裁下におけるイラン石油産業の取り組み

………………………………………………… 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 芦原雪絵……153
米国トランプ政権による対イラン経済制裁の結果，イランの原油輸出量は
過去最低水準まで落ち込んだといわれる。窮状を乗り切るために，イラン石
油産業がこれまで行ってきた各種取り組みについて紹介した。

カーボンリサイクルへの上流技術の貢献を考える

………………………………………………… 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 伊原

賢……160

一次エネルギーにおける水素と炭素の比（H/C）の推移を念頭に，天然ガ
スから水素エネルギーへの移行を目指した「カーボンリサイクルへの上流技
術の貢献」を考えた。

石油精製・石油化学工業における大規模省エネ展開・CO2 削減
技術─最大 20% 削減─ …………………… 千代田化工建設 宮内博之・兵藤伸二……166
省エネ改善余地の大きいプロセスコンプレッサーのモーター化および新設
ガスタービン排ガスの加熱炉燃焼空気への利用によって実現できるさらなる
省エネ効果・CO2 排出削減効果について紹介した。

「インターネット・オブ・エネルギー」による電力・ガス分野
のブレークスルー …………………………… 日本エネルギー経済研究所 吉田昌登……172
アフリカにおける電力・ガス分野のスタートアップ企業による革新的ビジ
ネスモデルと社会課題の解決を実現したブレークスルーの最新動向を紹介す
るとともに，本邦企業へのインプリケーションについて考察した。
基礎から学ぶ基礎化学品（シリーズ 2）

……………………………………………………出光興産 長尾郁也……178
メチルエチルケトン
……………………………………………………三菱ケミカル 梶谷英伸……180
メチルイソブチルケトン
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HSP を使用した重質油汚れ除去薬剤の選定システム

─非危険物で常温で安全に除去するために─ ……… 荏原工業洗浄 関根智一……187
石油精製プラントの重質油汚れを用い，選定した有機溶剤による溶解試験
結果からハンセン溶解球を作成し，非危険物の洗浄剤との相関 RED から，
最適な洗浄剤を選定した。RED が小さいほど溶解度は増加した。

石油プロセス設備の化学洗浄 ………………………… 栗田工業 辛木景亮……193
石油プロセス設備向け化学洗浄剤の効果や使用方法の概論に関して，実例
を交えて解説した。

製油所の排水処理施設における硫化水素の問題と
その対策技術 …………………………………………………… 栗田工業 小島英順……197
製油所の排水処理施設における硫化水素発生の特徴と，硫化水素が原因と
なる問題について概説した。また，硫化水素除去剤や腐食環境改善装置を用
いた硫化水素対策事例について解説した。

フルオレン誘導体の特徴とその用途 ……… 大阪ガスケミカル 宮内信輔……204
石炭由来の化合物であるフルオレン。そのユニークな構造から得られる高
屈折率，低複屈折，耐熱性，カーボン分散性等の特徴と，スマートフォン等
のレンズやディスプレー材料に使用されている事例を紹介した。

目次裏統計

世界における石油・ガスの探鉱活動 ………………………………… 目次裏

テレワークあるある
Debutant

………………………………………………………………………159

意識しはじめたこと ……………………………千代田化工建設 三谷友梧……182

トピックスニュース

………………………………………………………………………183

ふるさと自慢

長崎県（長崎市），福井県（越前市） ……………………………………186

讃嘆石油史！

巨大タンカーごと原油を盗む アパルトヘイト（承前）… 沙外白雲……192

在外研究 MAP

University of Minnesota，Johns Hopkins University
…………………………………………… 三菱ケミカル 林

JPIJS だより

幹夫……202

JPIJS 講演会（熊本）開催報告 …………………高知大学 小河脩平……211

Journal of the Japan Petroleum Institute 第 64 巻第 2 号掲載論文 …………………………212
学会の窓 ……………………………………………………………………………………………214
会告 …………………………………………………………………………………………………巻末
表紙写真：国際石油開発帝石（株）ガスパイプライン敷設工事（松本ライン），表紙デザイン：野田澄男，
イラスト：トモ
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新たな時代におけるサステイナブルな石油

……………………………………………………… コスモ石油 鈴木康公……215

ようこそ石油・石油化学業界へ～石油の価値の再発見～≫

座談会

エンジニアリング会社が語るこれからの
エンジニアリング業 ………………………………………………216
千代田化工建設

豊川

東洋エンジニアリング

舜，日揮グローバル 渡邉哲哉，
富永賢一，ENEOS 大山 隆

低炭素社会に向けた移動体用液体燃料の今後

………………………………………………………………… 北海道大学 小川英之……226
移動体に用いられている液体燃料および内燃機関の特徴を踏まえたうえで，
低炭素社会に向けて予想される移動体用エネルギー源とそのあるべき姿につい
て私見を交えながら述べた。

生活に密着している石油化学製品 ………… 丸善石油化学 織田 遼……233
生活に密着している石油化学製品の中から，ポリエチレン製レジ袋を取り
上げ，ポリエチレンの特性から，紙袋との比較を通じてレジ袋の特徴をその
製法から説明した。

生活を快適にする機能性石油化学製品─高性能・高機能化が

進むエアバッグカバー用 TPO ─ ……………………… 住友化学 富永武史……238
オレフィン系樹脂とゴムからなる熱可塑性エラストマーは，自動車用部品を
はじめ多様な用途に使用されている。特にエアバッグカバーへの適用例につい
て最近の開発事例を交えて紹介した。

原油生産における採掘技術とエネルギー経済の
作用を考える ……………………… 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 伊原 賢……243
＂油田のあるところにただ穴を掘ったら出てくる＂くらいに思われがちな原
油生産について，実際はさまざまな採掘技術やエネルギー経済が作用している
ことを解説した。

炭化水素の本質を考え，流れを創ろう …… 早稲田大学 関根 泰……255
液体炭化水素は優れた物性，高いエネルギー密度を持つ。石油化学や大型
移動体は電化・水素利用では成立せず，気候中立条件でも液体炭化水素の合
成と利用は非常に重要であり，それを支えられるのは石油産業しかない。

新時代の石油製品製造技術を考える ………… 成蹊大学 里川重夫……262
再生可能エネルギー由来の水素と大気中の CO2 を原料にして液体燃料を
製造する方法を解説した。現在の技術から脱皮して，化石資源に依存しない
未来志向の石油製品製造技術とは何かについて考えた。
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【これからの石油に関する研究開発】
①平衡論と速度論に基づき反応経路と触媒を設計する

………………………………………………………… 東京工業大学 藤墳大裕……267
反応温度の低下による反応プロセスの省エネルギー化には，相応の反応速度
の向上が必要となる。ナフサ接触分解の低温化を目指した平衡論・速度論に基
づく新規反応系の構築・触媒設計について紹介した。

②多孔質材料の研究 …………………………… 東京大学 伊與木健太……272
結晶性ミクロ多孔質材料であるゼオライトは，石油・石油化学において触
媒等として用いられている。近年は原子レベルでのより精緻な制御による新
たな物性の発現を目指した研究が盛んであり，その紹介と展望を述べた。

③重質油処理のための触媒開発 …………… 鳥取大学 菅沼学史……277
石油製品需要の変化や原油の多様化に伴い，分解プロセスも転換点を迎え
ている。既存プロセスでは触媒構成の変化が進んでおり，また化成品需要の
増加に対応する新規プロセスの開発が検討されている。

④流動接触分解を用いた重質油アップグレーディングと
バイオマス利用………………………………… 信州大学 嶋田五百里……283
流動接触分解を用いた重質油アップグレーディングやバイオマスとの co︲
processing について，最近の研究成果を紹介した。水素移行反応の活用により，
多環芳香族の分解やバイオマス脱酸素の効率化が期待できる。

石油・石油化学業界 Q&A ……………………………………………………288
CO2︲EOR，4 次元反射法地震探査，パリ協定，船舶の GHG 削減，
ADAS︲先進運転支援システム，WTI 価格がマイナス！となったわけ，
新型コロナウイルスの石油需要への影響，第 6 次エネルギー基本計画
先輩から後輩へのメッセージ（第 15 回）

仕事も遊びも常に楽しく前向きに …………… 片山ナルコ 後藤茂晴……296
目次裏統計
世界の石油精製設備推移 ……………………………………………… 目次裏
エネルギー知ってるはず !?
（78）日本の海洋エネルギーの発電可能量 ………………232
テレワークあるある
………………………………………………………………………242
私事白書
新たなリフレッシュ方法 …………………………… ENEOS 柳瀬朝子……250
トピックスニュース
………………………………………………………………………251
趣味談議
チャレンジフード ………………………………………………………………254
讃嘆石油史！
OPEC の南アフリカ禁輸 ………………………………… 河辺翠柳……261
学会の窓 ……………………………………………………………………………………………298
会告 …………………………………………………………………………………………………巻末
表紙写真：さまざまな用途に使われる石油，表紙デザイン：野田澄男，イラスト：トモ
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脱炭素社会への道筋 …………………… 大阪市立大学 天尾 豊……299

座談会

学生に伝えたい石油業界の魅力 …………………………………300
漆迫尚子，出光興産 大代彩乃，
山口創司，INPEX 山部直登，
東京工業大学 藤墳大裕
ENEOS

コスモ石油

ヨーロッパの水素戦略から読み解く低炭素化における
水素の役割 ……………………………………… 日本エネルギー経済研究所 木村謙仁……311
近年，多くの国が野心的な低炭素目標を掲げており，その手段として水素
に注目が集まっている。特に積極的な低炭素化を進めているヨーロッパに焦
点を当て，水素に関する計画やその役割について概観した。

資源大国カナダ─ 2050 年カーボンニュートラルへ向けた新たな

取り組み─ ………………………………… 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 水谷健亮，
Bennett Jones LLP グレゴリー・ホワイトサイド……316
近年，カナダでは低炭素社会を実現するための政策や法制度が整備されて
いる。石油・天然ガス業界にも関連するこれらの取り組みや，新たな事業機
会について紹介した。

常温作動のメタン化技術で拓く CO2 ガスの資源化と固体炭素化

………………………………………………………………………… 静岡大学 福原長寿……322
常温作動のメタン化反応について紹介し，発電機からの排出 CO2 処理の
実施例を示した。また，CH4 のドライ改質で合成ガスを製造しつつ，固体炭
素を効率的に捕集する新規の触媒システムについても紹介した。

水素ストリッピング法による省エネルギー CO2 回収技術の開発
……………………………………………………………………… 名古屋大学 町田

洋……327

CO2 を分離回収し利用する CCU の中でも回収した CO2 を再エネ由来の
H2 などにより化学品や燃料に転換するプロセスにおいて，CO2 の回収と利
用を統合した省エネプロセスを提案し，ラボプラントで実証を行った。
基礎から学ぶ基礎化学品（シリーズ 3）

酢酸……………………………………………………………………ダイセル 松田洋和……332
酢酸エチル ………………………………………………………昭和電工 内田 博……334

カーボンブラックの特徴と用途 ………………… 東海カーボン 栗栖研吾……341
カーボンブラックはタイヤやゴムホースなどのゴム製品の補強材として使
用されている。その特徴や用途，今後の開発動向について紹介した。
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強靭でリサイクル可能な自己修復性超分子材料

……………………………………………… 大阪大学 大﨑基史・髙島義徳・原田

明……348

筆者らは，可逆的な結合を用いて機能性高分子材料を設計・合成してきた。
これらは強靭であり，切っても再接合して強度を回復する自己修復性を有し
ている。それらの研究背景から最新の成果までを概説した。

ミクロ構造制御による自己修復性ポリオレフィンの創製
……………………………………………………… 理化学研究所 西浦正芳・侯

召民……353

希土類金属触媒を用いることにより，アニシルプロピレン類とエチレンと
の精密共重合を達成し，水や酸，アルカリ性水溶液中でも自己修復性能や形
状記憶性能を示す機能性ポリマーの創製に成功した。

非定常 HAZOP ─実施経験に基づくひと工夫─

…………………………………………………… HAZOP & プラント安全促進会 松岡俊介……359
非定常操作を対象とした HAZOP 等のリスクアセスメントは，企業に導
入されてまだ日が浅い。プラント設計における適用や研修指導を通じて得た
非定常 HAZOP の実践的な方法，進め方，配慮事項等について解説した。

目次裏統計

世界の製油所能力一覧（上位 20 カ国） ……………………………… 目次裏

新技術紹介

顔認証技術 …………………………………… 三菱ケミカル 古屋光教……321

Debutant

日々，自分を磨く ……………………………………ENEOS 与座正章……336

トピックスニュース

………………………………………………………………………337

ふるさと自慢

静岡県（静岡市），神奈川県（横浜市） …………………………………340

讃嘆石油史！

アパルトヘイトを支えた Sasol と SFF

テレワークあるある

………………………………………………………………………358

エネルギー知ってるはず !?
JPIJS だより

……………… 河辺翠柳……347

（79）世界の電力構成 ………………………………………364

第 8 回次世代天然ガス利用を考える若手勉強会の実施報告
……………………………………………………静岡大学 渡部

綾……365

Journal of the Japan Petroleum Institute 第 64 巻第 3 号掲載論文 …………………………366
学会の窓 ……………………………………………………………………………………………368
会告 …………………………………………………………………………………………………巻末
表紙写真：250 kW 級 SOFC ハイブリッドシステム［提供：三菱パワー（株）］，表紙デザイン：野田澄男，
イラスト：トモ
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若者に石油をつなぐ ………………………… 石油連盟 浜林郁郎……369

座談会

SDGs と ESG 投資（上）………………………………………………370
蟹江憲史，日経 BP 馬場未希，
吉高まり，
東京大学 小宮山涼一，ENEOS ホールディングス 布野敦子，
INPEX 池田幸代，日本エネルギー経済研究所 工藤拓毅
慶應義塾大学

三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング

コロナ禍による石油の洋上備蓄とタンカー市況の高騰

……………………………………………………………………… 商船三井 松田貴裕……382
コロナ禍によって石油需要が落ち込み，石油の海上輸送需要も大きく減少
した。しかし，かつてない石油需要の急激な減少は，タンカー需要の増加と
海上運賃市況の高騰という，一見非常に不合理な結果を招くこととなった。

プロセスシミュレーターの最新動向 … アスペンテックジャパン 田中章平……388
プロセスシミュレーターの技術進歩を振り返り，エンジニアリング業務の
コンカンレト化や，DX の適用事例としてデジタルツインモデルによるオペ
レーションでの活用，AI を活用したモデル化など最新動向を紹介した。

塔内部品選定手順 …………………………………… スルザージャパン 砂田直哉……394
トレイ塔と充填塔の選定から各塔内部品の選定手順までの全体の流れをま
とめた。また，ケースごとに細分化し，どういった現象が起こるのかを説明
したうえで対応策を提案した。選定時に少しでも役に立てば幸いである。

圧力容器等研究開発支援の紹介……………… 高圧ガス保安協会 志賀優多……399
安全な圧力容器を開発するためには，材料試験，構造解析および内圧試験
などを実施し，その健全性を確認する必要がある。圧力容器等の研究開発に
おける一貫した設計支援のための受託試験を紹介した。
経営情報部会「石油・エネルギー産業史 WG」成果報告

椙岡雅俊氏オーラルヒストリー

この 50 年余 石油開発産業の中で見えたこと

……………………………………… 石油・エネルギー産業史 WG 板野和彦・窪田

基礎から学ぶ基礎化学品（シリーズ 3）

寛……404

……………………………………………………………………昭和電工 内田 博……406
酢酸ビニル
……………………………………………………日本触媒 小野寺秀夫……408
無水マレイン酸
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多孔質炭素の特徴と製品への応用展開…………… 東洋炭素 大國友行……415
MgO 鋳型を用いて作製された多孔質炭素を中心に，その特徴と製品の応
用展開について紹介した。細孔構造のつくり分けや，それに伴う機能の変化，
またアンモニア合成触媒担体としての利用について述べた。

生体分子モーターの動作メカニズムとエネルギー論

…………………………………………………………………… 東北大学 鳥谷部祥一……421
われわれの体内では，分子モーターと呼ばれるナノサイズの化学エンジン
が活発に動いて重要な役割を担っている。分子モーターの動作メカニズムと，
そのエネルギー論について，1 分子の動きを見る実験手法を紹介した。

多価カチオン系蓄電池の最新開発動向

………………………………………… 名古屋大学 福塚友和，静岡大学 嵯峨根史洋……427
脱炭素社会の構築に向けて蓄電池が注目されている。リチウムイオン電池
を超える革新型蓄電池として，マグネシウム，カルシウム，亜鉛を電荷担体
とする多価カチオン系蓄電池に関して最近の動向を解説した。

目次裏統計

石油化学製品生産量，輸入量，輸出量，出荷単価の年別推移（1）… 目次裏

エネルギー知ってるはず !?
テレワークあるある
私事白書

（80）福島水素エネルギー研究フィールド ………………381

………………………………………………………………………387

ドイツが好き！ ………………………………… 丸善石油化学 齋藤香織……410

トピックスニュース

………………………………………………………………………411

30 代から 20 代へのメッセージ
讃嘆石油史！
趣味談議
JPIJS だより

………………………………… 旭化成 佐藤道貴……414

アパルトヘイトを支えた Sasol と SFF（承前） ……… 河辺翠柳……420
テニス観戦（四大大会）…………………………………………………………426
石油学会ジュニア・ソサイアティ（JPIJS）2021 年度代表挨拶
……………………………………………………徳島大学 霜田直宏……433

石油学会認証引火点標準物質第 19 ロット設定経過 ……………………………………………435
石油学会認証引火点標準物質第 20 ロット設定経過 ……………………………………………436
学会の窓 ……………………………………………………………………………………………438
会告 …………………………………………………………………………………………………巻末
表紙写真：SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）17 の目標，表紙デザイン：野田澄男，
イラスト：トモ
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建設作業の生産性向上 ………………………… 日揮 是松寛士……439

座談会

SDGs と ESG 投資（下）………………………………………………440
蟹江憲史，INPEX 池田幸代，
布野敦子，
三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング 吉高まり，日経 BP 馬場未希，
東京大学 小宮山涼一，日本エネルギー経済研究所 工藤拓毅
慶應義塾大学

ENEOS ホールディングス

IMO 硫黄分規制強化後の世界の船舶燃料の需要と供給
……………………………………………………… 石油エネルギー技術センター 原

浩昭……450

IMO の 2020 年 1 月からの硫黄分規制強化は，開始前の懸念事項は問題な
く，非常にスムーズな移行であった。COVID-19 により船舶燃料では一時
的な需要減少はあったものの，比較的影響が小さかった。

脱炭素化社会に向けて石油・天然ガス産業の気候変動対応を
考える ……………………………………… 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 伊原 賢……455
GHG 排出削減に対するエネルギー転換や炭素制約のある未来戦略を考察
し，抽出した内外の石油・天然ガス・エネルギー企業の気候変動対応を探り，
2050 年カーボンニュートラルの実現可能性を考える。

カーボンニュートラル達成に向けたアミンに期待される
役割と課題 …………………………………………… ダウ・ケミカル日本 水本圭一……462
菅首相によって，2050 年までにカーボンニュートラルを目指すことが宣
言された。この野心的な目標達成のためにアミンに期待される役割とその課
題を概説した。

カーボンニュートラルに必要不可欠な水素の利用技術と
その展望 …………………………………………………………… 広島大学 市川貴之……468
カーボンニュートラル実現のうえで，再生可能エネルギーの主力電源化は
避けて通ることはできない。しかし，再エネは調整力を持たず長周期変動も
伴うため，有効利用のために水素エネルギー利用技術は必要不可欠となる。

水素製造触媒の再生挙動の検討 ……………………… 茨城大学 多田昌平……475
触媒前駆体の構造に着目することで，再生可能な触媒の開発を行ってきた。
水素製造反応であるジメチルエーテル水蒸気改質反応とメタン部分酸化反応
に有効な触媒を紹介した。
基礎から学ぶ基礎化学品（シリーズ 3）

……………………………………………………………………日本触媒 福本直広……480
アクリル酸，アクリル酸エステル
……………………………………………………三菱ケミカル 二宮 航……482
メタクリル酸，メタクリル酸エステル
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環境保全と設備寿命延長に対応した新冷却水処理プログラム

…………………………………………………………………… 栗田工業 柳田真里奈……489
冷却水処理に使用される高濃度のリンや亜鉛は環境汚染の一因となってい
る。EU 圏で開発された新規有機リン酸は低環境負荷で高い防食効果を示す。
この防食特性とこれを用いて設計した冷却水処理の効果を紹介した。

バイオディーゼル低温流動性の熱力学的研究
……………………………………… 京都大学 南

英治・ラティファ セニョリータ……495

インドネシアを中心としたバイオディーゼルの高濃度化の動きにより，低
温流動性の課題が顕在化すると思われる。不純物のモノアシルグリセロール
が低温流動性に与える影響を熱力学的視点から解説した。

ポリカーボネート樹脂の特徴とさまざまな製品への展開

………………………………………………………………… 本間技術士事務所 本間精一…502
PC は透明性と耐衝撃性の特徴に加えて耐熱性，耐燃性，耐候性，寸法安
定性などバランスのとれた特性を有し，工業部品から日用品まで広い用途に
使用されている。PC の特徴や材料開発とさまざまな用途展開を解説した。

目次裏統計

石油化学製品生産量，輸入量，輸出量，出荷単価の年別推移（2）… 目次裏

テレワークあるある

………………………………………………………………………449

エネルギー知ってるはず !?
Debutant

（81）日本の洋上風力発電ビジョン ………………………467

組織で働くということ …………………………三菱ガス化学 橋口和弘……484

トピックスニュース

………………………………………………………………………485

30 代から 20 代へのメッセージ

（2） …………………… 千代田化工建設 井上賀貴……488

讃嘆石油史！

禁輸と抜け荷 ……………………………………………… 河辺翠柳……494

ふるさと自慢

中国・長安（現・西安）……………………………………………………501

Journal of the Japan Petroleum Institute 第 64 巻第 4 号掲載論文 …………………………508
学会の窓 ……………………………………………………………………………………………510
会告 …………………………………………………………………………………………………巻末

表紙写真：（株）INPEX 新長岡ライン（天然ガスパイプライン），表紙デザイン：野田澄男，イラスト：トモ
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座談会

再生可能エネルギー社会実装と石油資源

………………………………………………………… 神戸大学 西山

S

8
覚……511

New Normal の就職活動 ……………………………………………512
江﨑将人，ENEOS ホールディングス 村瀬範晃，
守島利子，早稲田大学 中野直哉，
片田直伸

リクルート

東京工業大学
鳥取大学

≪特集

アンモニア（1）≫

エレクトライド触媒を用いたアンモニア製造プロセスの実証

……………………………………………………つばめBHB 岸田和久・田中嘉一……524
エレクトライド触媒を用いた小規模分散型アンモニア生産システムの実現
を目指し，パイロットプラントでの実証試験を行った。その結果，低温・低
圧条件での安定的なアンモニア生産が実現可能な見込みを得た。

自動車用燃料としてのアンモニアの可能性

…………………………………………………………………工学院大学 雑賀

高……529

アンモニアは化学肥料の原料であるが，エネルギー源としても期待できる。
CO2 フリーの代替燃料としてのアンモニアについて解説した。燃焼および燃
料電池による電気化学反応についてそれぞれの事例をあげて考察した。

ニッケルを用いた高性能アンモニア合成触媒の開発

…………………………………………………東京工業大学 北野政明・細野秀雄……534
LaN 等の希土類窒化物の窒素空孔サイトを活性点とする担持 Ni 触媒によ
るアンモニア合成に関する成果を中心に，従来型触媒との作動原理の違いを
解説した。

金属微粒子内包ゼオライトの調製と触媒反応への応用

……………………………………………………… 東京工業大学 多湖輝興・藤墳大裕……541
固体酸触媒能と金属触媒能の独立制御を可能とする，金属微粒子内包ゼオ
ライトの調製の概略と構造に関する検討結果を示した。触媒反応への展開と
して，メタン改質，およびメタノールからのオレフィン合成を紹介した。

基礎から学ぶ基礎化学品（シリーズ 3）

………………………………………………………………ジェイ・プラス 寺﨑 渉……546
テレフタル酸
アジピン酸 …………………………………………………………旭化成 山崎純一……548
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欧米での製油所を活用したバイオ燃料製造の取り組み動向

…………………………………………………… 石油エネルギー技術センター 田中祐二……555
欧米の製油所で進められている動植物油の水素化や Co-processing による
再生可能ディーゼル燃料製造技術に注目するとともに，バイオマス資源のバ
イオ原油への原料変換技術について現状と動向を調査した。

石油製品（第 1 回）

自動車ガソリン …………………………………………………ENEOS 渡邊 学……562
輸送用燃料として広く使われている自動車ガソリンに関して，その販売量
の推移，要求される品質と性能，規格，製造方法と基材の性状，さらには非
化石燃料の活用などを解説した。

2020 年度研究助成報告書
結晶性 Mo3VOx 複合酸化物への金属元素導入・
骨格金属置換に立脚した酸化活性制御 …………神奈川大学 石川理史……569
低温メタン部分酸化反応を可能とする新奇触媒反応場の構築
………………………………………………………………………名古屋大学 織田

目次裏統計

石油価格の推移（スポット価格）……………………………………… 目次裏

30 代から 20 代へのメッセージ
テレワークあるある
私事白書

My 研究室ライフ

………………………………………………………………………540

………………………………………………………………………551
東京農工大学 銭研究室 ………………東京農工大学 川野優生……554

エネルギー知ってるはず !?

趣味談議
JPIJS だより

………………………… 日揮グローバル 粥川智生……523

宇宙のカケラに魅せられて ………… 日揮ホールディングス 倉本美紀子……550

トピックスニュース

讃嘆石油史！

晃……576

（82）世界の石油確認埋蔵量と可採年数 …………………560

抜け荷の追跡 ……………………………………………… 河辺翠柳……561
釣り ………………………………………………………………………………568
第 25 回 JPIJS ポスターセッション報告 ……神奈川大学 石川理史……582

学会の窓 ……………………………………………………………………………………………583
会告 …………………………………………………………………………………………………巻末
表紙写真：つばめ BHB（株）アンモニア製造パイロットプラント，表紙デザイン：野田澄男，イラスト：トモ
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生産現場のニューノーマル ……………… 出光興産 藤方恒博……585

座談会

New Normal 下での研究開発のアプローチ …………………586
菅谷信敬，出光興産 鞆津典夫，
西村純一，東京工業大学名誉教授 比嘉邦彦

ダッソー・システムズ
ENEOS

≪特集

2020 年度受賞講演（1）≫

【学会賞】高機能性材料の新規調製法の開拓と石油化学関連
プロセスへの応用─企業と大学で─

………………………………………………………………関西大学 三宅孝典……597
企業と大学でゼオライトや金属有機構造体などの種々の機能性材料を調製
し，触媒，イオン交換材料等に応用し，新規な機能を見いだしてきた。これら
の研究開発に関して，その発想とブレークスルーについて紹介した。

【奨励賞】二酸化炭素の吸着と化学変換を可能とする
機能集積型ナノ多孔体触媒の開発

………………………………………………………………大阪大学 桑原泰隆……604
地球温暖化対策のため，CO2 を回収後有用化合物に変換する技術の開発が
求められている。多孔体の空間内に複数の機能を集積化することで，CO2 か
らのギ酸合成反応に対し活性と耐久性に優れた固体触媒を開発した。

【奨励賞】新規合金材料を基盤とした高効率 NOx 還元および
アルカン脱水素触媒の開発 ……… 北海道大学 古川森也……610
合金材料を用いた新規触媒設計手法である「擬二元系合金」
「金属間化合物
の表面修飾」等を用いて，NOx 還元反応やアルカン脱水素反応において極めて
高性能な触媒の数々を開発するとともに学理構築を推進した。

【奨励賞】現地ニーズに即した石油随伴水処理技術と
油性廃棄物の減量化処理技術の開発

─オマーンでの事例紹介─ ………………清水建設 小島啓輔……614
ポリマーを含む石油随伴水の処理，RO 濃縮水の有効利用に関する検討，
過熱水蒸気を用いた油性廃棄物の炭化処理について，その内容を紹介した。

基礎から学ぶ基礎化学品（シリーズ 3）

………………………………………………………………三井化学 市川真一郎……620
塩化ビニル
…………………………………………………………旭化成 加藤高明……622
アクリロニトリル
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IMO 硫黄分規制強化後の船舶用燃料品質

…………………………………………………… 石油エネルギー技術センター 原

浩昭……629

国際海事機関（IMO）による，船舶燃料の新たな硫黄分規制が 2020 年 1
月より開始された。規制強化開始前の懸念事項と規制強化前後での性状比較，
ISO 規格外の発生状況について解説した。

生分解性プラスチックとバイオマスプラスチック

─正しく理解し，的確に開発する！─ …………………… 東京大学 岩田忠久……635
環境中で分解する「生分解性プラスチック」と植物バイオマスから生産さ
れる「バイオマスプラスチック」の開発の課題，最近の研究成果および今後
の展望について解説した。

数理最適化技術を応用したプラント全体最適化

…………………………………………………………… 東洋エンジニアリング 高瀬洋志……643
石油精製・石油化学産業ではすでに多くの省エネ化が施されてきたが，昨
今，さらなる改善が求められている。この困難な課題に対する糸口の 1 つと
なりうる数理最適化技術を応用した検討技術 HERO を紹介した。

石油製品（第 2 回）

灯油の実用性能と品質 …………………………出光興産 西垣厚利・高橋大介……649
灯油の主な用途である暖房用ストーブの構造と，燃焼性や貯蔵安定性とい
った灯油品質について解説した。また近年の貯蔵に関する研究結果も交え，
取り扱い上の注意点や灯油の有用性について紹介した。

目次裏統計

世界の石油製品需要構成の推移 ……………………………………… 目次裏

エネルギー知ってるはず !?
Debutant

（83）合成燃料の現状と課題

……………………………609

思いやり ……………………………………………コスモ石油 田中辰弥……624

トピックスニュース

………………………………………………………………………625

30 代から 20 代へのメッセージ

………………………… 三井金属鉱業 岩品克哉……628

讃嘆石油史！

抜け荷の追跡（承前） …………………………………… 河辺翠柳……634

ふるさと自慢

広島県（広島市），静岡県（三島市） ……………………………………642

テレワークあるある
JPIJS だより

………………………………………………………………………648

第 25 回 JPIJS ポスターセッション

優秀賞受賞者の声（1）…………654

Journal of the Japan Petroleum Institute 第 64 巻第 5 号掲載論文 …………………………655
学会の窓 ……………………………………………………………………………………………658
会告 …………………………………………………………………………………………………巻末
表紙写真：五稜郭公園，表紙デザイン：野田澄男，イラスト：トモ
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学校で学ぶ側，教える側の視線から…

…………………………………………………… 北海道教育大学 中村秀夫……659

2020 年度受賞講演（2）≫

【論文賞】フーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴質量分析
による重質油成分のコア構造解析

………………………………………日揮ホールディングス 寺谷彰悟……660
CIDFT-ICRMS による重質油の分析と重質油中に含まれる成分のコア構造
解析を実施した。開発したコア構造解析方法を適用することにより，重質油の
物性・反応性に大きく影響するコア構造情報の取得に成功した。

【論文賞】アスファルト混合物の持続可能な分別再資源化技術
の確立に向けて─水熱分解法による老化アスファルトの

若返り─ ……………日本大学 赤津憲吾・加納陽輔・秋葉正一……666
水熱分解法による老化アスファルトの回復は，化学的性状より，従来の再
生方法に見られない酸化度合いの減少を確認した。また，動的粘弾性状より，
アスファルト混合物への再生利用の可能性を示唆した。

【奨励賞】低温空気浄化のための酸化ニオブ担持金ナノ粒子
触媒の開発 …………………………… 東京都立大学 村山 徹……672
固体酸性質を有する酸性酸化物を代表して Nb2O5 や Ta2O5 に金ナノ粒子を
担持した触媒を開発した。これらは，室温においても CO 酸化反応や NH3 の
選択触媒酸化に活性を示した。

【奨励賞】硫化水素を活用した低級アルカン脱水素反応に
関する研究 ………………………………… 静岡大学 渡部 綾……678
硫酸イオンで修飾した遷移金属触媒がプロパン脱水素に優れた特性を示し，
格子硫黄が活性種として機能することを見いだした。また，反応場に硫化水素
を共存させて格子硫黄を復元する新規な脱水素プロセスを開拓した。

食と農業の変遷から今を考える─世界の近代化で発展した
食システムの問題の本質とは？─

……………………… 名古屋大学 山根裕子……685

農業は 1 万年以上前から世界の各地域の環境に適した形で営まれてきたが，
世界が近代化する過程で大きく変容し，資本主義を軸とした食のシステムは
環境に大きな負荷をかけている。歴史を追って問題の本質の説明を試みた。
基礎から学ぶ基礎化学品（シリーズ 3）

………………………………………………………………三井化学 上原与志一……692
アクリルアミド

P2C プロセスを用いたカーボンリサイクルのビジネスモデル

……………………… 東芝エネルギーシステムズ 大田裕之・村松武彦，東芝 水口浩司……701
炭素循環社会に向けて，CO2 を大量に電気分解して CO に変換し，化成品
を製造する P2C（Power to Chemicals）の実用化を進めている。この技術
により CO2 を従来比で約 8 割削減する代替燃料が製造できる。

公益社団法人

石油学会

OCT. 2021 VOL.44 NO.10
本誌の内容・企画に関してご意見・ご要望を E-mail（book@sekiyu-gakkai.or.jp）でお寄せください。

2050 年ゼロエミッションに向けた CCS のポジション（上）
……………………………………………………… 加藤エネルギー開発リサーチ 加藤

望……708

温室効果ガスのうち CO2 排出削減に向け有力視され 2050 年には CO2 削減
目標のうち 10 % 以上を担うといわれている CCS を取り上げ，その現状と
将来に向けた課題への取り組みについて述べた。

石油メジャーズから学ぶデジタルトランスフォーメーション
………………………………………………… 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 伊原

賢……715

コロナ禍や脱炭素化の流れの中で，技術戦略をリードする石油メジャーズ
のデジタルトランスフォーメーション（DX）活動がどのように行われ，企
業戦略として生かされているのか，そこから示唆されることを考えた。
石油製品（第 3 回）

軽油の実用性能と品質 …………………………出光興産 香取広平・清水俊行……722
ディーゼルエンジンの高効率，低排出への期待が年々高まっている。ディ
ーゼル車や燃料油を取り巻く環境の変化とそれに伴い求められる軽油の品質
について低温流動性，燃焼性などの観点から紹介した。

目次裏統計

世界の原油・石油製品フロー 2020 …………………………………… 目次裏

エネルギー知ってるはず !?

（84）家庭部門の二酸化炭素排出量

……………………683

おすすめの一冊
松永猛裕 編・著『化学物質の爆発・危険性ハンドブック 評価と対策』
…………………………………………………… 編集委員 髙田智至……684
幾島賢治，幾島嘉浩，幾島將貴 著『石油産業と自動車産業のグリーンリカバリー』
…………………… 日本プロゴルフ協会所属 トーナメントプロ 善 憲之……691
先輩から後輩へのメッセージ
（16）先達はあらまほしき，同世代は管鮑の交わり ……………………… 猪俣

誠……694

私事白書

丹……696

パンダンリーフの香り ……………………………… INPEX 陳

トピックスニュース

………………………………………………………………………697

30 代から 20 代へのメッセージ
讃嘆石油史！
趣味談議

国際石油メジャーズ ……………………………………… 河辺翠柳……707
ボードゲーム ……………………………………………………………………714

テレワークあるある
JPIJS だより

（5）……………………… 片山ナルコ 花野雅登……700

………………………………………………………………………721

第 25 回 JPIJS ポスターセッション

優秀賞受賞者の声（2）…………729

学会の窓 ……………………………………………………………………………………………730
会告 …………………………………………………………………………………………………巻末
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座談会
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これまでの 15 年，脱炭素社会への 30 年

……………………………………………………… 名古屋大学 永岡勝俊……731

カーボンリサイクル技術………………………………………………732
日本ガス協会
東京工業大学

≪特集

S

藤峰智也，石油エネルギー技術センター 餅田祐輔，
山中一郎，産業技術総合研究所 高木英行

アンモニア（2）≫

プラズマの圧力スイングを用いたアンモニア合成

………………………………………………………………東京工業大学 森

伸介……742

プラズマを用いたアンモニア合成反応に関する最近の研究動向について概
説するとともに，筆者らが行っているプラズマの圧力スイングを用いたアン
モニア合成に関して紹介した。

希土類酸化物を利用した Ru 系高活性アンモニア合成触媒
の開発 ………………………………… 京都大学 佐藤勝俊，名古屋大学 永岡勝俊……747
グリーンアンモニアの製造を志向し，温和な条件で高活性を示す希土類酸化
物担持 Ru 触媒の開発に取り組んだ。希土類の強い塩基性と高温還元処理によ
って発現する動的な効果を利用して高性能な活性点を創出した。

再生可能エネルギー由来水素を利用した
アンモニア合成プロセスのための Ru/C 触媒の開発
…………………………………………………………産業技術総合研究所 西

政康……753

CO2 排出量の削減に向けて新しいアンモニア合成技術の開発が求められてい
る。MgO 鋳型炭素を担体とする Ru 触媒の開発と再生可能エネルギー由来水
素の利用を想定した変動条件での触媒性能について紹介した。

SPERA 水素®（有機ケミカルハイドライド）による
国際間水素サプライチェーン実証 …………… 千代田化工建設 仁平雅之……759
来るべき水素を利用しての安定的なエネルギー供給システムの確立に向け実
施した，ブルネイ・ダルサラーム国～川崎臨海部間の約 5000km を結ぶ水素
サプライチェーン実証事業について，概要と成果を紹介した。

製油所で使用される脱硫触媒……………………… 日揮触媒化成 関 浩幸……769
クリーン燃料を製造するためには脱硫プロセスが必要であり，製油所では
各留分ごとに脱硫工程がある。一般的な脱硫触媒の活性発現や特徴を説明し，
さらに各留分の脱硫に適した触媒設計について解説した。

公益社団法人

石油学会

NOV. 2021 VOL.44 NO.11
本誌の内容・企画に関してご意見・ご要望を E-mail（book@sekiyu-gakkai.or.jp）でお寄せください。

紙パウダーを利用したプラスチック代替素材の開発

…………………………………………………………… 環境経営総合研究所 松下敬通……776
わが国のプラスチック循環戦略とプラスチック代替に寄与する紙の微細な
パウダーと合成樹脂を混練した複合素材（MAPKA）ならびに MAPKA 事
業の海外評価について解説した。

2050 年ゼロエミッションに向けた CCS のポジション（下）
…………………………………………………… 加藤エネルギー開発リサーチ 加藤

望……781

温室効果ガスのうち CO2 排出削減に向け有力視され 2050 年には CO2 削減
目標のうち 10 % 以上を担うといわれている CCS を取り上げ，その現状と
将来に向けた課題への取り組みについて述べた。
石油製品（第 4 回）

A 重油………………………………………………………………コスモ石油 遠藤史弥……788
日本独自の燃料油である A 重油について需要動向，品質・規格，製造方法，
今後の動向を解説した。

目次裏統計

世界のエネルギー消費量の推移 ……………………………………… 目次裏

テレワークあるある
Debutant

………………………………………………………………………758

憧れが止まらない …………………………………コスモ石油 竹田彩乃……764

トピックスニュース

………………………………………………………………………765

30 代から 20 代へのメッセージ

………………… 日揮ホールディングス 金田哲子……768

讃嘆石油史！

南ア石油物語

ふるさと自慢

富山県（下新川郡朝日町），北海道（札幌市） …………………………787

JPIJS だより

第 12 回触媒科学研究発表会参加報告 ………名古屋大学 日佐雄一……793

前史

白雲，風に随う …………………… 河辺翠柳……775

石油学会認証引火点標準物質第 21 ロット設定経過 ……………………………………………794
Journal of the Japan Petroleum Institute 第 64 巻第 6 号掲載論文 …………………………795
学会の窓 ……………………………………………………………………………………………796
会告 …………………………………………………………………………………………………巻末
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東京 2020 パラリンピックに思う

……………………………………… 石油エネルギー技術センター 髙橋直人……797

IoT センサーの活用状況と今後の展望（上）………………798
ENEOS

甲田梨沙，旭化成 平山和彦・細野達也，
井川 玄，日本エマソン 今任邦治，
山路雅人，片山ナルコ 東 健一郎

千代田化工建設
横河電機

日本のカーボンニュートラルの取り組みと
GHG アカウンティング …………………………………… 九州大学 板岡健之……810
地域や団体あるいは事業の温室効果ガスの排出や削減を勘定したものを，
GHG アカウンティングと呼ぶ。日本のカーボンニュートラルを目指す取り
組みに関するアカウンティング上の問題・課題について議論した。

炭素（カーボン）繊維のリサイクル

………………………………………………… 自動車用動力伝達技術研究組合 藤井

透……816

温室効果ガスの 1 つである CO2 の削減が喫緊の課題として取り上げられ
ている。そのため，世界の CO2 排出で大きな割合を占める運輸，すなわち
自動車からの CO2 削減が強く求められている。

海水からの Mg 採取と Mg を用いた CO2 固定化

…………………………………………………………………… アンヴァール 櫻井重利……824
「日本を資源大国に！」構想実現のため純国産金属素材としてマグネシウ
ムを海水からつくる技術開発を紹介した。またマグネシウムを使った新しい
CO2 固定方式（CCS）と発電方式について述べた。

プラント定期修理時の作業環境測定と安全機器管理

─外注化による安全性向上と効率化─ ………… ドレーゲルジャパン 砂山洋樹……829
プラント定期修理において，通常業務に加え作業エリアの環境測定や安全
機器管理などが現場の大きな負荷となっている。一方で，働き方改革の導入
に伴い，その管理も困難になっている。業務の外注化と効果について述べた。

ドーピング型可視光応答性光触媒を用いた水分解および
環境浄化・ウイルス不活化 ………………………… 東京理科大学 山口友一，
東京農工大学

中田一弥，東京理科大学 工藤昭彦……837

光触媒は，資源・エネルギー・環境・健康問題を解決しうる魅力的な材料
である。ドーピング型可視光応答性光触媒を用いた水分解および環境浄化・
ウイルス不活化の応用について紹介した。
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ウェアラブルデバイス用電源としてのバイオ燃料電池
………………………………………… 東京理科大学 四反田

功，筑波大学 辻村清也……844

ウェアラブル機器の新しい電源として，バイオ燃料電池が大きな関心を集
めている。バイオ燃料電池の動作メカニズムを紹介し，ウェアラブルデバイ
スの電源と自己駆動型センサーへの応用事例に関して最新動向を解説した。

レドックスフロー電池の開発動向と展望…… 住友電気工業 守口正生……851
世界的に大型の定置型蓄電池の導入は急速に進む見込みであり，普及に向
けたコスト，性能，安全性といった課題に対し，大型蓄電池技術としてレド
ックスフロー電池の開発動向と導入事例および今後の展望を紹介した。
石油製品（第 5 回）

C 重油

………………………………………………………………ENEOS 渡邊

学……858

C 重油は，発電所用のボイラーや各種工業用炉の燃料，船舶用主機などの
大型ディーゼル機関や陸上の発電用ディーゼル機関の燃料などに用いられて
きた。バンカー重油も C 重油に該当する。C 重油について解説した。
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