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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】

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。

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
…………………………………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。

　バイオマス利用

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。

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。

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
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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

Bennett Jones LLP　グレゴリー・ホワイトサイド……316

…………………………………石油天然ガス・金属鉱物資源機構　水谷健亮，

　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。

取り組み─

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。
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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）
……………………………………………………………………ダイセル　松田洋和……332

………………………………………………………昭和電工　内田　博……334酢酸エチル
酢酸

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。
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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
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　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。
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座談会　New Normal の就職活動 ……………………………………………512

リクルート　江﨑将人，ENEOS ホールディングス　村瀬範晃，
東京工業大学　守島利子，早稲田大学　中野直哉，
鳥取大学　片田直伸

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

…………………………………………………………旭化成　山崎純一……548アジピン酸
テレフタル酸
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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　晃……576
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座談会　New Normal 下での研究開発のアプローチ…………………586

ダッソー・システムズ　菅谷信敬，出光興産　鞆津典夫，
ENEOS　西村純一，東京工業大学名誉教授　比嘉邦彦

【奨励賞】二酸化炭素の吸着と化学変換を可能とする

………………………………………………………………大阪大学　桑原泰隆……604

　　　　 機能集積型ナノ多孔体触媒の開発

　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
………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。

　　　　 アルカン脱水素触媒の開発

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

…………………………………………………………旭化成　加藤高明……622アクリロニトリル
塩化ビニル

【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

………………………………………………………………関西大学　三宅孝典……597

　　　　 プロセスへの応用─企業と大学で─

　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】現地ニーズに即した石油随伴水処理技術と

………………清水建設　小島啓輔……614

　　　　 油性廃棄物の減量化処理技術の開発

　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。

　　　　 ─オマーンでの事例紹介─
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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。
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………………………………………日揮ホールディングス　寺谷彰悟……660

　　　　 による重質油成分のコア構造解析
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【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

……………日本大学　赤津憲吾・加納陽輔・秋葉正一……666

　　　　 の確立に向けて─水熱分解法による老化アスファルトの

　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。

　　　　 若返り─

【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
……………………………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。

　　　　 触媒の開発

【奨励賞】硫化水素を活用した低級アルカン脱水素反応に
…………………………………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
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………………………………………………………………三井化学　上原与志一……692アクリルアミド
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　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。
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　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 5000�km 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。

再生可能エネルギー由来水素を利用した

…………………………………………………………産業技術総合研究所　西　政康……753

アンモニア合成プロセスのための Ru/C 触媒の開発

　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。
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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。
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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。

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。

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。

時　評　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

座談会　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，
千代田化工建設　井川　玄，日本エマソン　今任邦治，
横河電機　山路雅人，片山ナルコ　東　健一郎

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

東京農工大学　中田一弥，東京理科大学　工藤昭彦……837

…………………………東京理科大学　山口友一，　　　

　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。

環境浄化・ウイルス不活化



公益社団法人　石油学会

DEC. 2021 VOL.44 NO.12

目次裏統計 　わが国の石油諸税 ………………………………………………………目次裏

30 代から 20 代へのメッセージ 　（7） ……………東洋エンジニアリング　金子鉄太郎……809

私事白書 　進化しています，最近の図鑑 ………………………出光興産　村田充子……832

トピックスニュース 　 ………………………………………………………………………833

My 研究室ライフ 　日本大学 保科研究室 ……………………日本大学　近藤絢心……836

讃嘆石油史！ 　南ア石油物語　前史　ローデシアの石油途絶 ……………河辺翠柳……843

テレワークあるある 　 ………………………………………………………………………850

趣味談議 　ボッチャ …………………………………………………………………………857

JPIJS だより 　2021 年度 JPIJS 討論会─石油産業の役割と若手エンジニアの未来像─
 ………………………………………………室蘭工業大学　松野弘太……866

弔辞　故 関根和喜先生を偲ぶ …………………………………………神戸大学　阪上隆英……867

学会の窓 ……………………………………………………………………………………………868

第 44 巻索引 ………………………………………………………………………………………巻末

会告 …………………………………………………………………………………………………巻末

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。

表紙写真：EMERSON ワイヤレス腐食・エロージョンモニタリング Permasense® システム，
表紙デザイン：野田澄男，イラスト：トモ

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。


