
第 63回年会 

会 期：2021年 5月 24日（月），25日（火）
会 場：オンライン開催

1 日目・5月 24 日（月）午後 

［第 25回 JPIJSポスターセッション］（11：45～14：45）（別掲プログラム参照）
［会長挨拶］（14：50～14：55） 石油学会会長  松下 敬

［来賓挨拶］（14：55～15：00）
司会 武脇 隆彦（三菱ケミカル） 

［受賞講演-学会賞］（15：00～15：45）
「高分散担持金属・酸化物触媒および金属有機構造体の新規調製法の開拓と

石油化学関連プロセスへの応用」

関西大学環境都市工学部 教授 三宅 孝典

司会 松方 正彦（早稲田大学）

［特別講演］（16：00～17：00）
「世界のカーボンプライシングの動向と日本における展望 」

早稲田大学 政治経済学術院 教授 有村 俊秀

カーボンプライシングは、温室効果ガス削減の政策手段として各国で導入された。本講演では、その導入状況と事

後検証の成果を紹介する。そして、日本における新たなカーボンプライシングの導入の可能性を展望する。 

［特別講演］（17：00～18：00）
「製造業における DXの深化と探索」

(株)三菱ケミカルホールディングス 執行役員
先端技術・事業開発室 デジタルトランスフォーメーショングループ 浦本 直彦

デジタル技術とデータを活用した企業の変革を目指すデジタルトランスフォーメーション（DX）の取り組みは、
製造業においても注目を集めている。本講演では、DXを、既存のビジネスにおける競争的優位性の向上（深化）
と新しいビジネスや製品サービスの構築による顧客価値創造（探索）の両面から議論し、それを実現するための仕

組みについて紹介する。

2 日目・5月 25 日（火） 

［依頼講演］（A会場，13：00～14：50）
「ニューノーマル時代の働き方とダイバーシティ推進」(13:00～13:25)  

出光興産(株)執行役員
 広報，サステナビリティ戦略担当（兼）サステナビリティ戦略室長 寺上美智代

コロナ禍により、働く場所や働く時間、価値観などが大きく変わってきたなかで、 これらをニューノーマルと捉

え、職場におけるダイバーシティ推進についてもチャンスと捉え、推進にドライブをかけていくことがより重要と

なってきている。

「デジタル技術導入による製油所高度化への取り組み」(13:25～13:50) 
ENEOS(株)技術計画部 次世代技術グループマネージャ 福元誠悟

ENEOSでは、製油所におけるプラント運転や設備管理をより高度に、より効率的に行うために、デジタル技術の
活用を推進している。その取り組みについて紹介する。



「AIプロセス予測の最前線」(14:00～14:25) 
千代田化工建設(株) デジタルトランスフォーメーション本部副本部長 豊川 舜

千代田化工建設では AI技術をプロセスシミュレーションと組み合わせ、これまで困難であった精度の高いプロセ
ス予測に取り組み、プロセスの特性や、予測の目的に応じた適切な手法を開発している。本講演では、弊社が開発

した予測技術とともに、適用事例を紹介する。

“Upgrading of unconventional crude and heavy fraction using supercritical fluids”
(14:25～14:50)   School of Mechanical Engineering & SKKU Advanced Institute of Nano  

Technology, Sungkyunkwan University, Assoc. Prof. Jaehoon Kim 
Supercritical fluids have unique physicochemical properties such as gas-like viscosity, liquid-like density, zero 
surface tension, and reactivity, which can be controlled by adjusting temperatures and pressures. These 
factors make supercritical fluids particularly suitable to upgrade unconventional crude and heavy fractions. 
In this talk, the use of supercritical water and supercritical methanol in the upgrading of unconventional 
crude oil and heavy fraction is presented. The beneficial reactions associated with supercritical fluids such as 
cracking, hydrolysis, and esterification resulted in reducing the acidity of high acid crudes and in increasing 
the light fractions. The role of supercritical fluids in the biomass liquefaction is also discussed. 

［受賞講演-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」（C会場，10：15～15：45）
日揮ホールディングス(株)サステナビリティ協創部 寺谷 彰悟

「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―」（C会場，15：00～15：30）
日本大学生産工学部 助手 赤津 憲吾

［受賞講演-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」

（B会場，16：15～16：45） 大阪大学大学院工学研究科 講師 桑原 泰隆

「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」

（A会場，11：30～12：00） 北海道大学触媒科学研究所 准教授 古川 森也

「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」

（A会場，15：00～15：30） 東京都立大学 都市環境科学研究科 特任教授 村山 徹

「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」

（A会場，15：45～16：15） 静岡大学学術院工学領域 准教授 渡部 綾

「現地ニーズに則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」

（C会場，15：30～16：00） 清水建設(株)技術研究所 主任研究員 小島 啓輔

［第 69回研究発表会］（9：45～17：15）（別掲プログラム参照）

参加費

（要旨集代含む）普通（個人）会員 5,000円，維持（法人）会員会社社員 7,000円，非
会員 10,000円，学生会員 2,000円，学生非会員 3,000円

申込方法 本会ホームページ（https://www.sekiyu-gakkai.or.jp）から web申込み。お申込
み後のキャンセルは原則としてできません。インターネットを利用できない環境の方は



下記にお問い合わせください。

事前申込締切 5 月 10 日(月)。（締切日を過ぎてのお申込みは，参加費に一律 1,000 円加算
いたします）

払込方法 クレジットカード払い，現金書留，または下記の銀行口座へお振り込みくださ

い。郵便振替希望の方には所定の振込用紙を送付します。

振込先 三菱UFJ銀行 西池袋支店(普)4630709 口座名 シヤ）セキユガツカイ

問い合わせ先

公益社団法人石油学会 年会申込係（〒101-0041東京都千代田区神田須田町 1-8-4陽友神
田ビル 電話 03-6206-4301，FAX 03-6206-4302) 

広告・機器展示募集   

本年会特設サイト（大会ホームページ）に機器・展示コーナーおよびバナー広告を設け

ます。出展（有料）をご希望の方は下記までお問い合わせ下さい。 

     (株)明報社（担当：後藤）電話 03-3546-1337，FAX 03-3546-6306 


