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石油メジャー企業各社はそれぞれの戦略でパンデミックの先にネットゼロ
目標を定めることでエネルギートランジションの取り組みを加速している。
上編では欧州系と米系メジャーのトランジション戦略について解説した。
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製油所の精製段階での CO2 排出量について，熱効率による評価により，
モデル製油所を用いて見直しを実施して，製油所のエネルギー効率と CO2
排出量を算出した。

ゴムの加硫機構と材料設計の将来展望 …… 京都工芸繊維大学 池田裕子……29
加硫はゴム材料にとって重要な加工プロセスである。加硫のパラダイムシ
フトに役立つ「亜鉛化合物が鍵物質となる二相不均一網目構造制御」と「加
硫の新規反応機構」を概説し，網目モルフォロジーの特徴を紹介した。
基礎から学ぶ基礎化学品（シリーズ 4）

……………………………………………………………三井化学 市川真一郎……36
アニリン
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核融合技術の開発状況─日本における ITER 計画の進捗─
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夢のエネルギー源として期待される核融合の研究・開発が国際協力で進ん
でいる。実験炉 ITER が南フランスに建設中で，日本は最重要機器の超伝導
コイルの製作を担い，複数機を納入し，核融合の開発を進展させている。
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目標を定めることでエネルギートランジションの取り組みを加速している。
下編ではコロナ禍とエネルギートランジションの関係について解説した。
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石油タンクのスロッシング被害のうち，スロッシング高さ（波高），油の
溢流量，シングルデッキ型浮き屋根の浮き室の損傷（破損）について，比較
的簡易な方法によってどの程度の精度・確度で予測できるかを述べた。

石油開発の地下リスクの定量化を考える
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石油開発の最初の工程である石油を見つけて評価する「探鉱事業」がどの
ように行われ，そこに内蔵される地下リスクをどのように定量化しているの
かを考えた。
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低・脱炭素社会の実現に向けて，製造時に CO2 を排出しない CO2 フリー
アンモニアへの期待が高まっている。再生可能エネルギーから製造される，
グリーンアンモニアの製造技術を紹介した。
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カーボンニュートラルに向けた物理吸収材に期待される役割

……………………………………………………………… ダウ・ケミカル日本 水本圭一……118
世界中でカーボンニュートラルへ向けた流れが加速している。二酸化炭素
除去技術の 1 つとして，重要な役割を果たす可能性のある，物理吸収材に関
して概説した。本溶液は一定の条件下において非常に優れた性能を示す。

マイクロバブルの基礎原理と排水処理への活用

─油処理，汚泥減容，薬品削減，臭気対策，省エネ，脱色等に
既存設備に後付け可能─ ……………………… エンバイロ・ビジョン 豊岡正志……124
現在，注目を集めているマイクロバブル（ファインバブル）技術，マイク
ロファインバブル発生装置 YJ ノズルと，これを応用し汚泥減容，油分解，
脱臭などを実現するオーザック（OZAC）排水処理システムを紹介した。
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に向けた取り組みの例を示し，主要機器，実証試験について紹介した。
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「製油所の心臓」とも言われる FCC（流動接触分解）装置について，
その歴史・
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（11） …………… 日揮ホールディングス 高野俊行……237
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エネルギー知ってるはず !?

（88）2020 年度冬季における電力市場価格の高騰
…………………………………………………………274

JPIJS だより
弔辞

2021 年度東北支部講演会実施報告 ……………弘前大学 吉田曉弘……280

故 鹿島 實先輩を偲ぶ ……………………………………………名誉会員 藤原康雄……281

学会の窓 ……………………………………………………………………………………………282
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触媒科学計測共同研究拠点による課題解決アプローチ

…………………………………………………… 北海道大学 長谷川淳也……283

少子高齢化社会に立ち向かう省力化技術

─誰でも活躍できる操業現場を目指して─ …………………………284

藤本弘道，コスモ石油 田山真太郎，
原田憲一，
センシンロボティクス 上野智史，東京大学 永谷圭司
ATOUN

石油天然ガス・金属鉱物資源機構

ジェットエンジン技術の進展と航空燃料 ………… IHI 石崎真一郎……295
近年のジェットエンジン技術，その中でも燃料と関わりの深い燃焼器周辺
技術と航空燃料の関連性，また最近の脱炭素の動きの中での今後の燃焼技術
開発の展望などに関して解説した。

若手社員にとって重要な知的財産教育─山口大学の

知的財産教育プログラムをベースに─ …………………… 山口大学 生田容景……302
新商品開発や模倣品対策など企業活動において知的財産の意識と知識が必
要な場面は少なくなく，社員への知財教育の重要性がうたわれている。特に
若手社員・若手人材への知財教育の重要性・必要性について考えた。

腐食管理に必要な腐食損傷の基礎

…………………………………………………… 千代田化工建設 階上宏則・大林麻衣……309
高経年化した国内の石油精製プラントの設備の安全操業のためには，石油
精製プラントで使用されている材料の損傷について把握することが重要であ
る。腐食管理に必要な腐食損傷について解説した。

埋設構造物の腐食要因と土壌腐食性評価手法

………………………………………………………… ベンチャー・アカデミア 岡本守道……315
土壌埋設構造物の腐食は重要な問題であり，適切な更新時期を検討するた
めには土壌腐食性評価が重要となってくる。土壌腐食の概要と土壌腐食性評
価について述べた。

基礎から学ぶ基礎化学品（シリーズ 4）

……………………………………………………………三井化学 山口貴史……320
イソシアネート
ビスフェノール A…………………………………………三菱ケミカル 原田武志……322
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反射材普及の太陽戦略 ………………………………………… 丸仁 雨森研悟……329
夜間の交通事故予防に欠かせないアイテムである反射材。日本全国の交通
安全活動でたくさん配られているのに，なぜ私たちは反射材を身に着けてい
ないのだろうか。その理由を考察し，対策を提案した。

急激に発達する積乱雲に伴う極端気象の監視・予測技術と
精度向上 ………………………………………………… 防災科学技術研究所 加藤亮平……335
急激に発達する積乱雲に伴って発生する"ゲリラ豪雨"，竜巻，雷，ひょ
うなどの激しい極端気象を監視し予測するための情報を紹介するとともに，
そのような情報を作成する技術や近年の精度向上について解説した。
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私事白書

難聴と向き合う ………………………… 日揮ホールディングス 中田昌伸……324

トピックスニュース
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…………関西大学 檜垣悠華……328

讃嘆石油史！
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JPIJS だより

…………………………………343

関西支部「第 30 回研究発表会」参加報告 ……大阪大学 浜原幸治……344

石油学会認証重油ニッケル分・バナジウム分標準物質第 9 ロット設定経過 ………………345
石油学会認証重油硫黄分標準物質第 50 ロット設定経過 ………………………………………346
石油学会認証重油窒素分標準物質第 20 ロット設定経過 ………………………………………347
Journal of the Japan Petroleum Institute 第 65 巻第 3 号掲載論文 …………………………348
学会の窓 ……………………………………………………………………………………………350
会告 …………………………………………………………………………………………………巻末
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石油学会会長就任にあたって … 東北大学 村松淳司……351

産業プラントの安全確保の最前線 ………………………………352
出光興産

小坂

薫，千代田化工建設 上田邦治，
宇佐美嘉彬，東京海上ディーアール 向後勝敏，
三浦 宏，産業技術総合研究所 和田有司，
熊崎美枝子

東京海上日動火災保険
総務省消防庁
横浜国立大学

旭化成技術技能研修所（AOA）の安全体験教育紹介

………………………………………………………………………… 旭化成 松田修一……364
近年，事故・トラブル経験の少ない社員への危険予知能力を高める体感教
育が重要な課題となっている。旭化成の石油化学部門が設けている，石油化
学プラントオペレーターの技術技能研修所の取り組みを紹介した。

サイバーセキュリティーから見たプラント計装の将来と
急ぐべき取り組み ……………………………………… 名古屋工業大学 橋本芳宏……371
サイバーセキュリティーは重要な課題となっており，その観点から，プラ
ント計装はどう変化が求められているか，そして，喫緊の課題はという話題
を論じた。セキュリティーの議論の糸口にしていただきたい。

プラントの AI 自動運転への取り組み……………… ENEOS 田中祐一……376
将来のベテラン運転員不足への対応や保安力向上のため，プリファード・
ネットワークスと共同でプラントの AI 自動運転の開発に取り組んでいる。
2021 年 9 月に川崎のブタジエン装置で 2 日間にわたる AI 自動運転に成功した。

第 23 回世界石油会議ヒューストン大会概要

………………………………………………… 世界石油会議日本国内委員会 事務局……384
2021 年 12 月 5 日～ 9 日，第 23 回世界石油会議が米国テキサス州ヒュー
ストンで開催された。新型コロナウイルス感染拡大により，ヒューストン大
会は当初予定の 2020 年 12 月から 1 年延期され，4 年ぶりの開催となった。

DNA オリガミ法でつくるナノ構造とナノデバイス

………………………………………………………………………… 三重大学 鈴木勇輝……395
DNA を望みの 2 次元・3 次元ナノ構造へと折りたたんでいく DNA オリ
ガミ技術。その設計原理と進歩を振り返りながら，ナノデバイス作製への応
用例を紹介した。
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検討効率化のためのシミュレーター活用事例

……………………………………………………………………… ダイセル 荒谷剛礼……402
重合実験の効率化における重合シミュレーターの活用，および装置設計の
最適化における流体解析シミュレーターの活用について，実例を交えながら
取り組み内容を紹介した。

石油精製装置における腐食管理の基礎

…………………………………………………… 千代田化工建設 階上宏則・大林麻衣……408
石油精製プラントにおいて腐食損傷が懸念される箇所を把握することは，
トラブルの未然防止において重要である。常圧蒸留装置，水素化脱硫装置，
ガス洗浄装置における腐食損傷と使用材質について解説した。

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 !?

（90）国内の一酸化二窒素の排出削減目標
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在外研究 MAP

……………363

（13）…………………… 日揮グローバル 川端賢二……383

Institute for Plastics Processing（IKV）
……………………………………… 三井化学ヨーロッパ 平野泰規……388

私事白書

巡り合わせへの感謝

トピックスニュース
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JPIJS だより

…… 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 下河原麻衣……390

………………………………………………………………………391

レザー・シャー …………………………………………… 沙外白雲……394
第 9 回次世代天然ガス利用を考える若手勉強会の開催報告
……………………………九州大学 大島一真，静岡大学 渡部

石油学会認証軽油硫黄分標準物質第 16 ロット設定経過

綾……414

……………………………………415

学会の窓 ……………………………………………………………………………………………416
会告 …………………………………………………………………………………………………巻末
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サステナブルな社会のエネルギー供給

……………………………………………………… コスモ石油 大塚宏明……417

EU の EV シフト支援策

…………………………………………… 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング 土田陽介……418
欧州連合（EU）で電気自動車（EV）の普及が進んでいる。EU の執行部
局である欧州委員会は，供給と需要の両面でさまざまな支援策を行い，EV
市場を育成しようと躍起になっている。その概要を整理した。

「環境循環型メタノール構想」によるカーボンニュートラル
社会への貢献 ……………………………………………… 三菱ガス化学 嶋田恒平……426
カーボンニュートラルおよび資源循環社会の実現に向け，二酸化炭素や廃
棄物を原料としたメタノール製造技術を実証中である。国内外の企業や自治
体と産業横断的に連携し，本技術の社会実装を推進する構想を紹介した。

世界の COTC への取り組みと日本での実現可能性

………………………………………………………………… 千代田化工建設 田所真一……433
海外ですでに実現されている原油から直接石油化学製品を製造する大型製
油所（Crude Oil to Chemical）の技術的紹介と，日本の製油所において実
現可能性の高い石油化学増産技術を紹介した。

2021 年の世界の石油開発の動きを俯瞰する

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

賢……440

2021 年に世界の石油開発で目立った動きと，それらに影響を与えた要因
を俯瞰した。世界中を震撼させたコロナ禍に伴う低油価や需要急減に直面し
た産油国の政策・契約条件・投資環境は 2020 年に引き続き最も影響を与えた。

土壌地下水汚染の最近の動向と調査・対策技術

………………………………………………………………………… 栗田工業 塩谷

剛……445

土壌地下水汚染の最近の動向を分析，その課題点や必要なマインドについ
て概説し，最新の調査・対策技術であるダイレクトセンシングや電気発熱法，
さらに浄化対策の設計に必要不可欠な数値解析技術について解説した。

基礎から学ぶ基礎化学品

…………………………………………………………アイシーラボ 室井髙城……451
総括─連載の終了によせて─
化学品フロー（概略）…………………………………………………………………454
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気分をよくする石油製品 : 感光性樹脂

─化粧品に使用される感光性樹脂─ ……………………… サフラン 岸本芳男……461
ここ十数年で広まった爪用ジェルネイルは感光性樹脂の特徴をよく表して
いる。無溶剤，短時間硬化，省エネ，省スペースである。これらの特徴が化
粧品としてどのように適合し，また利用されているかを説明した。

熱電変換技術の現在と今後の展望

……………………………………………………………… 産業技術総合研究所 太田道広……467
熱電変換技術は，省エネルギーや熱マネジメント技術として注目を集めて
いる。熱電変換の基礎から材料，モジュール，評価までを解説し，熱電変換
技術の現状と課題，そして今後の展望について議論した。

薄型有機太陽電池の現状と今後の展望

………………………………………………………………… 理化学研究所 福田憲二郎……474
厚さ 3 µm という驚異的な薄さで発電可能な有機太陽電池の最先端の性能
および，超薄型有機太陽電池を電力源として使用した次世代ウエアラブルエ
レクトロニクスへの応用，将来展望について概説した。
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…………………………………………………………………………… 目次裏

エネルギー知ってるはず !?

（91）再エネ電力の新たな取引制度
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私事白書

……………………425

（14）…………………………… ENEOS 甲田梨沙……432

モータースポーツの世界に飛び込んで！ ………… ENEOS 安武優希……456

トピックスニュース
My 研究室ライフ

………………………………………………………………………457
東京都立大学 有機化学研究室 ………東京都立大学 鵜木邑映……460

讃嘆石油史！

カウンテナンス作戦 ……………………………………… 河辺翠柳……466

ふるさと自慢

滋賀県（長浜市），長野県（諏訪市） ……………………………………473

Journal of the Japan Petroleum Institute 第 65 巻第４号掲載論文 …………………………480
学会の窓 ……………………………………………………………………………………………482
会告 …………………………………………………………………………………………………巻末
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これからの石油学会に期待すること … 近畿大学 古南 博……483
アンモニアの利用≫

燃料アンモニア─ブルー・グリーン製造プロセスと

社会実装に向けて─ ……………… 東洋エンジニアリング 富永賢一・神山慶太……484
代表的な燃料アンモニアであるブルーアンモニアとグリーンアンモニアにつ
いて，製造プロセス構築における課題，マーケット概況，社会実装における普
及予測などを解説した。

脱炭素社会に向けたアンモニア利用ガスタービン
発電システム ………………… 三菱重工業 野勢正和・川上 朋・中村聡介……489
アンモニアをガスタービンの排熱で水素と窒素に分解し，燃料として利用す
るガスタービン発電システムの概要と，そのキーポイントとなる水素・アンモ
ニアの燃焼技術，ガスタービン燃焼器について解説した。

工業炉の脱炭素化に向けたアンモニア燃焼技術開発の紹介

…………………………………………………………………中外炉工業 服部成真……494
工業炉の脱炭素化に向けては，省エネ強化と燃料のカーボンフリー化が鍵
となる。新エネルギー・産業技術総合開発機構にて開発中のアンモニア燃焼
技術を中心に，水素燃焼，省エネ型バーナーに関して紹介した。

カーボンニュートラルに向けた燃料アンモニア設備の
防災リスクアセス自主保安強化 ………… 千代田化工建設 久郷信俊……499
CO2 排出量低減を実現する燃料アンモニア混焼発電設備でのアンモニア（劇
物かつ可燃物）の大量貯蔵・操作に関わり，合理的に安全を担保するために有
効な方法である設備防災リスクアセスメントの概要を紹介した。

クリーン燃料アンモニアの社会実装に向けた取り組み

……………………………………………………………………三井物産 二宮大介……504
クリーンアンモニアの需要としてのポテンシャルに加え，事業化に向けた
製造・ロジスティクスにおける現状と課題，およびクリーンアンモニアサプ
ライチェーン構築における三井物産の取り組みを紹介した。

国内石油製品価格と燃料油価格激変緩和補助金

……………………………………………………… 日本エネルギー経済研究所 橋爪吉博……509
ガソリン・灯油等の一般消費者を対象とする国内石油製品小売価格の形成
メカニズムを説明するとともに，原油価格高騰による国内物価対策として，
政府が実施している補助金等について紹介した。
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尿素…………………………………………………………………… 三井化学 飯島朋範……519
尿素の合成は有機化学の始まりでもある。また，空気中の窒素を原料とし
たアンモニア直接合成法，BASF による尿素合成の工業化は，化学産業の原
点となっている。歴史，製法，用途と昨今の状況を中心に尿素を概観した。

コンクリート分野における CO2 削減・有効利用技術の
現状と今後の展開 …………………………………………… 鹿島建設 取違 剛……524
早期の社会実装が期待されている，セメント・コンクリート分野での CO2
削減・有効利用技術について，世界な潮流を示したうえで，同技術に関する
現状の整理，開発状況，および今後の展開の可能性について述べた。

日本におけるリスクベースメンテナンス規格とその現状

……………………………………………………………………… 群馬大学 岩崎

篤……529

製造施設を含む老朽化構造に対する経済的合理性に基づく保全意思決定法
として，リスクベースメンテナンス（RBM）が注目されている。RBM およ
び日本における RBM 規格について概説した。

2021 年度研究助成報告書
意図的に単座配位子を導入した配位高分子による不均一触媒反応
…………………………………………………………………………京都大学 田部博康……535

分解軽油（LCO）からベンゼン類を製造するプロセスの開発

…………………………………………………………………………鳥取大学 菅沼学史……539

触媒的脱水素芳香環形成を鍵とするアンモニアを直接窒素源とした
芳香族アミン類の新規環境調和型選択合成プロセスの開発
………………………………………………………………………東京大学 谷田部孝文……545
目次裏統計
石油価格の推移（スポット価格）……………………………………… 目次裏
エネルギー知ってるはず !?
（92）日本国内の CO2 市場 ………………………………508
私事白書
趣味のサウナについて ……………………………… 出光興産 井上亮平……514
トピックスニュース
………………………………………………………………………515
30 代から 20 代へのメッセージ
（15）…………………………… 日揮 山内香緒里……518
讃嘆石油史！
ジョー・スペンサー ……………………………………… 河辺翠柳……523
JPIJS だより
第 26 回 JPIJS ポスターセッション優秀賞受賞の声（1）
………………………………………………… 神奈川大学 石川理史……550
学会の窓 ……………………………………………………………………………………………551
会告 …………………………………………………………………………………………………巻末
表紙写真：ブルーアンモニアの ISO コンテナ（ブルーアンモニアの ISO コンテナによる国際輸送実証試験でア
ラブ首長国連邦から日本に到着して東京港青海埠頭から搬出された。写真は 2021 年 12 月 8 日に名古屋市南区の
車庫で撮影）［写真提供：（株）日輪］，表紙デザイン：野田澄男，イラスト：トモ
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…………………… 出光興産 山本順三……553

実装置に AI を導入するためのユーザーと
メーカーの熱い討論（上）……………………………………………554
長谷川貴将，旭化成 中山雅彦，
澤 敏昭，千代田化工建設 三木卓典，
日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ 藤永和也，
栗田工業 水野 誠，Fracta Leap 新田 直，
千代田化工建設 古市和也
ENEOS
旭化成

≪特集

2021 年度受賞講演（1）≫

【学会賞】固体触媒によるセルロース・キチンからの
有用化学品合成………………………… 北海道大学 福岡 淳……566
セルロースとキチンの固体触媒による変換について，研究の背景と経緯を紹
介した。セルロース分解では弱酸点をもつ炭素触媒がセロオリゴ糖合成に有効
である。キチンからは各種の有機窒素化合物を合成できる。

【技術進歩賞】溶剤脱れき，重油脱硫および重油流動接触
分解を組み合わせた重質油処理技術の開発

……………………………………………………………………ENEOS 松下康一……573
脱れき油の特徴を考慮した 2 種のシミュレーター（寿命予測，差圧予測）
の構築と高脱窒素選択性触媒の開発により，実機重油脱硫装置へ適用し，残
油流動接触分解原料と船舶用燃料の併産が可能な重質油処理技術を確立した。

【奨励賞】メタン水蒸気改質用光触媒およびコバルト系
FT 合成触媒の開発 ………… 産業技術総合研究所 志村勝也……578
半導体光触媒を用いた室温でのメタン水蒸気改質ならびにコバルト触媒によ
る Fischer-Tropsch（FT）合成に高活性な固体触媒の調製方法と触媒活性支配
因子について紹介した。

【奨励賞】N-ヘテロ環状カルベン-パラジウム錯体および
その固定化触媒に関する研究

……………………………………………………エヌ・イー ケムキャット 水﨑智照……583
従来の N-ヘテロ環状カルベン-パラジウム錯体固定化触媒は，固定化の際
に配位子の特徴である窒素上置換基による活性制御を犠牲にしていた。今回，
その活性制御を可能とする新規錯体固定化触媒の創出に成功した。

中東の脱炭素領域で頭角を現す UAE とサウジアラビア

………………………………………………………… 三井物産戦略研究所 増野伊登……593
UAE とサウジアラビアは，再生可能エネルギーへの転換や水素分野への投
資強化等を通して中東の脱炭素化をリードしている。国外展開も積極的で，
脱炭素化への対応が遅れる中東諸国でもプレゼンスを拡大する可能性がある。
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持続可能な航空燃料（SAF）の動向

…………………………………………………… 石油エネルギー技術センター 原

浩昭……600

民間航空会社の CO2 削減の取り組みにおいて，持続可能な航空燃料（SAF）
の導入が重要な要素となっている。そこで，航空会社の CO2 削減目標，
SAF の製造方法・生産動向・燃料性状などを解説した。

高分子のダイナミクス─重要性と理論・計算による予測の困難─

…………………………………………………………………… 名古屋大学 増渕雄一……607
高分子のダイナミクスとは，高分子材料中の多様な構造の時間変化を包括
した言葉である。高分子材料の利用，製造，解析に深く関わる。理論と計算
による予測もある程度可能だが本質的な困難を打開できていない。

IoT センサー導入の壁とリース活用の展望

………………………………………………………………… 千代田化工建設 米山

徹……613

プラント産業でも IoT 機器への期待は高まっているが，実際にはさまざ
まな課題があり，導入に至らないケースがあると聞く。それら課題を解決す
る 1 つの選択として，IoT 機器のリース，サブスクリプションを考察した。

脱炭素社会に向けた化学洗浄技術の紹介 ……… 栗田工業 南 宏明……618
脱炭素社会でニーズが高まると予想される化学洗浄技術を解説し，事例を
紹介した。

目次裏統計
ふるさと自慢
私事白書

世界の石油製品需要構成の推移 ……………………………………… 目次裏
福岡県（田川市），千葉県（柏市） ………………………………………565
思い出の 634 m …………………………………… ENEOS 角谷真夕子……588

トピックスニュース

………………………………………………………………………589

30 代から 20 代へのメッセージ
讃嘆石油史！
JPIJS だより

（16） ………………………… 出光興産 大場幸太……592

アバダーン製油所の歴史

概要 ………………………… 河辺翠柳……599

第 26 回 JPIJS ポスターセッション優秀賞受賞の声（2）………………623

Journal of the Japan Petroleum Institute 第 65 巻第 5 号掲載論文 …………………………624
学会の窓 ……………………………………………………………………………………………626
会告 …………………………………………………………………………………………………巻末
表紙写真：鏡池の紅葉［写真提供：（公財）ながの観光コンベンションビューロー］，表紙デザイン：野田澄男，
イラスト：トモ
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持続可能で循環型の製品のための EU 戦略に
どう向き合うか ………………………………… 信州大学 村上 泰……627

座談会

実装置に AI を導入するためのユーザーと
メーカーの熱い討論（下）……………………………………………628
誠，Fracta Leap 新田 直，
藤永和也，
千代田化工建設 三木卓典，旭化成 澤 敏昭，旭化成 中山雅彦，
ENEOS 長谷川貴将，千代田化工建設 古市和也
栗田工業

水野

日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ

≪特集

2021 年度受賞講演（2）≫

【論文賞】触媒活性劣化を考慮したスラリー床水素化分解
プロセスの反応モデル ………千代田化工建設 川井英司・
藤井重孝・佐藤秀紀・和田幸隆・武田

大……640

スラリー床の水素化分解は，究極の重質油改質装置と位置づけられているが，
複雑な化学反応を伴う。本研究は，この現象をモデル化することで，生産計画
の改善と CAPEX/OPEX 低減に大きく貢献するものである。

【論文賞】溶融塩中 CaH2 還元剤によるナノ構造合金粉末の
合成とその触媒材料への応用の試み

……………………………………… 産業技術総合研究所 小林靖和……649
溶融塩中 CaH2 から生成するヒドリドイオン（H-）と Ca 金属が示す強力
な還元力に注目し，Al や Ti，Y などを含む酸化物からナノ構造を有する合
金粉末を合成した。触媒材料として水素化への応用を試みた。

【奨励賞】実油中の多環芳香族類選択的転換のための固体
酸触媒および関連技術の開発 …… 鳥取大学 菅沼学史……655
実油中の多環芳香族類を選択的に転換する反応を利用した新規重質油変換
プロセスについて紹介した。主に，塩基性含窒素化合物の吸着除去，アルキ
ル多環芳香族の脱アルキル化，テトラリンの開環について概説した。

【奨励賞】触媒前駆体中の Cu2＋配位構造に着目した
新規 CO2 水素化触媒の開発 ……… 茨城大学 多田昌平……660
触媒前駆体中の Cu2＋配位構造に着目しながら金属 Cu ナノ粒子形成過程を
調べた。触媒前駆体 Mg1-xCuxAl2O4 からつくられる金属 Cu ナノ粒子は 5 nm
前後の大きさで，CO2 水素化反応に高い性能を示した。

【奨励賞】C-H 結合の活性化に基づく環境調和型有機分子
変換のためのルテニウム触媒系の開発

……………………………………………… 東京都立大学 三浦大樹……665
Ru/CeO2 触媒がさまざまな C-C 結合生成反応に対し，優れた触媒活性を
示すことを見いだした。また不活性 C-H 結合の活性化など Ru に特有の触
媒機能を生かした C-C 結合形成反応を新規に見いだした。
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バイデン米大統領の中東歴訪後の中東新秩序

……………………………………………………………… 元・帝京平成大学 須藤

繁……677

バイデン大統領は就任後初めて中東を訪問した。イスラエルは I2U2 の提
案国でありアラブ諸国との関係改善を進める。油価高騰の中で増産を要請さ
れたサウジアラビアと OPEC プラスの対応から今後の石油動向を考察した。

石油開発プロジェクトの経済性評価を考える

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

賢……686

脱炭素化社会への移行が叫ばれる現代社会においても，化石燃料資源の存
在なくして経済活動を語ることはできない。新規石油開発プロジェクトの経
済性評価の目的と概念を紹介し，その実際も解説した。

粉体物性試験の解説─せん断試験と流動性試験─

……………………………………………………………………… 出光興産 籠田康人……692
粉体プロセスを設計するうえで，対象となる粉体の物性を正しく把握する
ことが極めて重要である。粉体物性の代表的な評価手法であるせん断試験と
Carr の流動性試験について，それぞれ概略を解説した。

回転機器の技術（第 1 回）

大型クライオジェニックポンプの振動低減対策に関する
事例紹介 ………………………………………………………… 宮崎日機装 近藤陽介……698
顧客の厳しい振動要求仕様を達成すべく，LNG 出荷用大型クライオジェ
ニックポンプの振動低減対策を実施した。振動低減として考慮した検討内容
および実施対策の事例を紹介した。

目次裏統計

世界の原油・石油製品フロー 2021 …………………………………… 目次裏

最近始めたこと

DIY，ランニング ………………………………………………………639

エネルギー知ってるはず !?
私事白書

（93）「ライフサイクルアセスメント」での
自動車の CO2 排出量 ………………………………648

水素化脱メタル触媒と私

トピックスニュース
My 研究室ライフ

………………………… ENEOS 名越美樹……672

………………………………………………………………………673
徳島大学 杉山研究室

……………………徳島大学 岩城昂尚……676

讃嘆石油史！

アバダーン製油所の建設と増強 ………………………… 河辺翠柳……685

JPIJS だより

JPIJS 討論会参加報告─石油産業の役割と若手エンジニアの未来像─
……………………………………………………高知大学 山岡昌希……703

学会の窓 ……………………………………………………………………………………………704
会告 …………………………………………………………………………………………………巻末
表紙写真：
（株）INPEX 新潟県 南長岡ガス田 越路原プラント・越路原発電所，表紙デザイン：野田澄男，イラスト：
トモ

C

O

N

T

E

N

T

Petroleum Technology
～石油学会情報誌～
時

評

S

11

アフターコロナ時代における石油学会の役割

………………………………………………………… 徳島大学 霜田直宏……705

DAC：大気中 CO2 選択的吸収剤の開発

……………………………………………………… 神戸学院大学 稲垣冬彦・村上

遼……706

アミンを用いた CO2 回収では，含水による CO2 加熱放出時のエネルギー
増大が課題であった。大気中水分を含まず CO2 を選択的に回収する新たな
DAC（Direct Air Capture）技術を開発した。

電子実験ノートの役割と期待効果……… ダッソー・システムズ 菅谷信敬……711
電子実験ノートの目的と期待効果として，実験の記録における課題を示し，
電子実験ノートがどのようにその課題を解決するかを解説した。また，電子
実験ノートの活用や情報システムとしての側面にも言及した。

中国における新エネルギー車市場の拡大とその背景

……………………………………………………………………… 城西大学 小林哲也……717
中国における新エネルギー車の動向は，中国の政策に大きく依存しており，
「官製市場」としての色彩が強い。今後のさらなる普及には，安価な完成車
の投入と充電インフラの普及が鍵となる。

米国の水素動向 ……………………………… ジョンズ・ホプキンス大学 疋田文子……722
米国は豊富な地下資源とインフラを活用し，水素生産をリードしてきた。
近年，米国政府もクリーンな水素に多大な資金を投じ，大型生産拠点で生産
を増加させようとしている。しかし，インフラ面での課題が残っている。

木材の利用促進に向けたイオン液体処理技術

……………………………………………………………… 森林研究・整備機構 神林

徹……730

化石資源への依存軽減に向け，カーボンニュートラルかつ再生可能な資源
である木材の代替利用技術の開発が進められている。木材の新たな処理技術
として期待されているイオン液体処理について，最近の動向を紹介した。

自動車内装表皮材用ポリウレタンビーズ

…………………………… サンノプコ 山本孝典，三洋化成工業 能勢謙太・小川裕之……735
自動車内装表皮材に求められる高物性・高耐久とスラッシュ成形性を両立
し，さらに自動車の軽量化，高意匠化に対応した新規ポリウレタンビーズに
ついて，カーボンニュートラル実現に向けた取り組みとともに紹介した。

カーボンニュートラルな排水処理の実現に向けた
微生物発電セルの開発 …………………………………… 栗田工業 小松和也……747
次世代排水処理技術として期待される微生物燃料電池について，実規模サ
イズの発電セルにおいて世界最高レベルの性能での安定運転を達成した。
2020 年代の実用化を目指して，今後，実排水での実証を進めていく。
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過去を振り返ると見えてくる！ 技術の進化（第 1 回）

30 年間の自動車動力源の技術変遷と次世代自動車の普及
……………………………………………………………………… 北海道大学 柴田

元……752

地球温暖化問題に対して自動車会社では次世代自動車の研究開発が進めら
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