
 

2021 年函館大会プログラム(11 月 11 日・午前) 

A 会場（会議室 A） B 会場（会議室 B） C 会場（武道館 A） 
  

 

 司会 羽田政明氏(名古屋工業大学)(09:15～10:15) 

1A01(09:15～09:30)β-MnO2担持 Pt 触媒上での低温 CO 酸化 
(名古屋大)○永田武史, (名古屋大,京都大-ESICB)織田 晃, 
薩摩 篤 

1A02(09:30～09:45)排ガスからのメタンスリップの抑制に向けた

オゾンを酸化剤とする低温メタン燃焼触媒の探索 
(北海道大)○北川和輝,大友亮一,神谷裕一 

1A03(09:45～10:00)Mn 固溶 TiO2 担体を用いた RuO2 エピタキシ

ャル層の酸化活性制御(名古屋大)○壱橋里紗, 
(名古屋大,京都大-ESICB)織田 晃,(名古屋大)山本悠太, 
(名古屋大,京都大-ESICB)薩摩 篤 

1A04(10:00～10:15)ロジウム微粒子および水溶性亜鉛ポルフィリ

ンを用いた NADH 再生のための光酸化還元系 
(大阪市大)○片桐毅之, 東 正信,天尾 豊 

 
 

休憩(10:15～10:30) 
 
 司会 大友亮一氏(北海道大学)(10:30～11:30) 

1A05(10:30～10:45)電場印加による低温域での三元触媒性能の向

上(早稲田大)○成田優希,重本彩香,大森裕貴,比護拓馬, 
(トヨタ自動車)植西 徹,(早稲田大)関根 泰 

1A06(10:45～11:00)酸化ジルコニウム系複合酸化物の NOx 吸放出

特性(名工大)○望月大輝,西田吉秀,羽田政明 
1A07(11:00～11:15)PGM フリー三元触媒の開発―マンガン複合酸

化物における HC 優先酸化活性と制御因子― 
(名古屋大)○丸市啓輔,酒井亮佑,植田格弥, 
(熊本大,京都大-ESICB)大山順也, 
(名古屋大,京都大-ESICB)織田 晃,薩摩 篤 

1A08(11:15～11:30)La 添加アルミナに担持した白金触媒の NO 酸

化活性(名工大)○栗本慶吾,西田吉秀,羽田政明 

 司会 山口有朋氏(産業技術総合研究所)(09:00～10:00) 

1B01(09:00～09:15) 放線菌 Amycolatopsis sp. NT115 由来ホスフ

ァチジルグリセロール特異的ホスホリパーゼ C の異種組換え

発現検討(福島大)○梶山聖人,松井 萌,杉森大助 
1B02(09:15～09:30)脱ガム酵素ホスファチジン酸ホスファターゼ

の精製と諸特性解析 
(福島大)○松井 萌,藤田大勢,佐藤佑香,杉森大助 

1B03(09:30～09:45)メタン資化細菌中のメタノール脱水素酵素発

現制御によるメタン／メタノール変換(東工大)○伊藤栄紘, 
吉森孝成,(名古屋大)石川聖人,堀 克敏,(東工大)蒲池利章 

1B04(09:45～10:00)コプラ由来バイオオイルの水素化改質の多機

能触媒の設計(東京農工大)○綱川隼矢,銭 衛華 
 
 
 
 

休憩(10:00～10:15) 
 

 司会 銭 衛華氏(東京農工大学)(10:15～11:30) 

1B05(10:15～10:30)Highly efficient degradation of fructose to 
5-hydroxymethylfurfural (HMF) by continuous flow 
processing in multiple solvent system 
(AIST)○P. Chen, A. Yamaguchi, N. Mimura 

1B06(10:30～10:45)動植物性油脂からの新しい炭化水素系バイオ

ディーゼル燃料（HiBD）の液相合成 
(北九市大)○島田 光,平川哲也,朝見賢二, 
(環境エネルギー)谷 春樹,(HiBD 研)村上弥生,藤元 薫 

1B07(10:45～11:30)【招待】触媒によるバイオマス資源の化学品へ

の変換 (北海道大)○福岡 淳 

 司会 里川重夫氏(成蹊大学)(09:00～10:00) 

1C01(09:00～09:15)Ru/Sr1−xBaxZrO3 触媒の担体組成比変化と電

場アンモニア合成への影響(早稲田大)○土井咲英,田中雄太, 
村上洸太,伊東一陽,水谷優太,七種紘規,比護拓馬,常木英昭, 
関根 泰 

1C02(09:15～09:30)CeO2 表面上の水素吸着・移動におけるヘテロ

カチオンドーピング効果の検討と電場アンモニア合成への応

用(早稲田大)○前田竜駒,村上洸太,水谷優太,比護拓馬, 
常木英昭,関根 泰 

1C03(09:30～09:45)風速出現確率を考慮した再生可能エネルギー

利用型アンモニア合成プロセスにおける最適操作条件のシミ

ュレーション検討(長岡高専)○熱海良輔,(東工大)松本秀行 
1C04(09:45～10:00)NH3合成用 Co/MgO 触媒へのアルカリ金属添

加効果の検討(名古屋大)○柴田智子,宮原伸一郎,山田博史, 
(京都大-ESICB)佐藤勝俊,(名古屋大)永岡勝俊 

 
休憩(10:00～10:15) 

 
 司会 程島真哉氏(千代田化工建設)(10:15～11:30) 

1C05(10:15～10:30)アンモニア分解のための高表面積BaTiO3担持

Ni 触媒の開発 
(京都大)○石田晴起,室山広樹,松井敏明,江口浩一 

1C06(10:30～10:45)多量のセシウムを導入したセリアを担体とし

たアンモニア合成用ルテニウム系触媒の活性発現メカニズム 
(成蹊大)○堀 文音,遅沢茉実,深井公輔,宗宮 穣,大島一真, 
里川重夫 

1C07(10:45～11:00)二酸化炭素からの液体合成燃料製造技術開発

（第 1 報）(JPEC)○雨宮正臣,定兼 修,岡本憲一,田畑光紀 
1C08(11:00～11:15)CO2直接FT合成におけるコバルト／シリカの

触媒特性 
(東京大)○原田梢平,(成蹊大)里川重夫,(東京大)小倉 賢 

1C09(11:15～11:30)CO2直接FT合成のためのコバルト系触媒の担

体材料の効果(成蹊大)○下羽恭平,(東京大)原田梢平,小倉 賢, 
(成蹊大)里川重夫 



 

2021 年函館大会プログラム(11 月 11 日・午前) 

D 会場（武道館 C） E 会場（スタジオ A） F 会場（スタジオ B） 
  

 司会 三浦 晃氏(ENEOS)(09:10～10:30) 

（09：10～09：15）装置部会長挨拶 (コスモ石油）鵜澤勝義 
 
1D01(09:15～09:45)【招待】デジタルツイン環境下での次世代プラ

ント運転・保全分野におけるロボティクス技術の展開 
(千代田化工)○井川 玄 

 
1D02(09:45～10:00)Asset Performance Management（APM）シ

ステム導入に向けた Feasibility Study 
(コスモ石油)○真部洋平 

1D03(10:00～10:15)設備管理のためのデジタルツイン導入 
(ENEOS)○甲田梨沙,水野 大,青木秀肇,小野史貴,山本和樹,
藤井達也,池田 純,田中秀明 

1D04(10:15～10:30)広域ガス監視システムの高度化 
(コニカミノルタ)○都築斉一 

 
 
 
 
 

休憩(10:30～10:45) 
 
 
 
 
 司会 平子雅浩氏(出光興産)(10:45～11:45) 

1D05(10:45～11:00)回転機の状態監視システム導入と FFT 解析ツ

ールの活用 
(東亜石油)○領家清人 

1D06(11:00～11:15)往復動圧縮機の容量調整として電気式リバー

スフロー方式（eHydroCOM System）の導入について 
(富士石油)○新谷修司 

1D07(11:15～11:30)大容量リチウムイオン畜電池システム・高圧瞬

低補償装置のご紹介 
(東芝三菱電機産業システム)○佐川輝政 

1D08(11:30～11:45)受電設備更新工事の紹介 
(西部石油)○河野一憲,清水秀康 

 

 

 

 司会 蟹江澄志氏(東北大学)(09:15～10:15) 

1E01(09:15～09:30)白金微粒子を触媒としたピルビン酸光還元系

の構築および乳酸生成機構 
(大阪市大)○紀太 悠,東 正信,天尾 豊 

1E02(09:30～09:45)脱水素および水素移動型ベンゾオキサゾール

合成に有効な担持イリジウム触媒の開発 
(香川大)余 涵,○和田健司,馮 旗 

1E03(09:45～10:00)シリカ固定化白金ジシリケート錯体を前駆体

とした担持 Pt ナノ粒子の調製 
(産総研)○西鳥羽俊貴,(筑波大)石坂悠介,(産総研)松本和弘, 
竹内勝彦,(産総研,筑波大)崔 準哲 

1E04(10:00～10:15)ベンチスケールレベルのフロー有機合成装置

を用いたアルドール縮合反応の評価(産総研)○小林靖和, 
(東京理化器械)森井康晴,(産総研)田中輝彦,甲村長利,川波 肇,
増田光一郎,小野澤俊也,佐藤一彦,(東京大,産総研)小林 修 

 
 

休憩(10:15～10:30) 
 
 司会 小河脩平氏(高知大学)(10:30～11:30) 

1E05(10:30～10:45)ゼオライト膜による有機液体高圧透過分離 
(芝浦工大)○野村幹弘,鎌田一輝,松岡正秀,石井克典 

1E06(10:45～11:00)AEI 型ゼオライト膜を用いた酢酸エチル合成

膜反応器の開発(早稲田大)○関根悠真,酒井 求,松方正彦 
1E07(11:00～11:15)CO2吸脱着用 MIL-96 モノリスの開発 

(早稲田大)○堀 隼太,酒井 求,(ENEOS)松本隆也,朝野 剛, 
(早稲田大)松方正彦 

1E08(11:15～11:30)ZSM-5 膜による Fischer-Tropsch 合成生成物

脱水性能の検討(早稲田大)○千原直人,酒井 求,松方正彦 

 司会 中谷直輝氏(東京都立大学)(09:00～10:00) 

1F01(09:00 ～ 09:15)Synthesis of bottle brush polymers by 
stereospecific ring opening metathesis polymerization 
using (arylimido)vanadium-alkylidene catalysts 
(Tokyo Metropolitan Univ.)○S. Mekcham, K. Nomura 

1F02(09:15～09:30)Stereospecific ring opening metathesis 
polymerization of cyclic olefins by (arylimido)vanadium- 
alkylidene catalysts containing NHC ligands  
(Tokyo Metropolitan Univ.)○J. Suthala, Y. Kawamoto,  
K. Nomura 

1F03(09:30～09:45)ノルボルネン／ブタジエン共重合体とポリブ

タジエンのクロスメタセシスによるマルチブロック共重合体

の合成と物性評価 
(広島大)○大塚理輝,田中 亮,中山祐正,塩野 毅 

1F04(09:45～10:00)非環式ジエンメタセシス重合によるバイオベ

ースポリマーの合成 
(都立大)○勇 かのこ, Abdellatif M. M., 野村琴広 

 
休憩(10:00～10:15) 

 
 司会 和田 透氏(北陸先端科学技術大学院大学)(10:15～11:30) 

1F05(10:15～10:30)*BEA ゼオライトを触媒とするテトラヒドロ

フランとアルカンジオールの共重合 
(鳥取大)○古田理紗,菅沼学史,辻 悦司,片田直伸 

1F06(10:30～11:15)【招待】遷移金属触媒によるエチレン・共役ジ

エンの選択的重合(弘前大)○竹内大介 
 
 
 
 
1F07(11:15～11:30)Copolymerization of ethylene with myrcene 

by half-titanocene catalysts 
(Tokyo Metropolitan Univ.)○S. Kitphaitun, K. Nomura 

 



 

 

2021 年函館大会プログラム(11 月 11 日・午後) 
A 会場（会議室 A） B 会場（会議室 B） C 会場（武道館 A） 

 Chair. Dr. T. Murayama (Tokyo Metropolitan Univ.) 
(13:00～14:00) 

1A09(13:00～13:30)【Invited】Dehydrogenative conversion of 
small molecules ― from alcohol electrolysis to methane 
polymerization― (Saitama Univ.)○Hitoshi Ogihara 

 
 
1A10(13:30～14:00)【Invited】Precise synthesis, 

characterization, and reactivity of multi-functional 
catalysts  (Seoul National Univ. Sci. Tech.)○Insoo Ro 

 
Break(14:00～14:15) 

 
 Chair. Dr. T. Higo (Waseda Univ.)(14:15～15:00) 
1A11 (14:15～14:30)Local structure of In-hydride species in 

zeolite and its reactivity for C2H6 dehydrogenation 
(Hokkaido Univ.)○S. Yasumura,  
(Hokkaido Univ., Kyoto Univ.-ESICB) T. Toyao,  
(Hokkaido Univ.) Z. Maeno,  
(Hokkaido Univ., Kyoto Univ.-ESICB) K. Shimizu 

1A12 (14:30～14:45)Highly efficient removal of ethylene at 
0 oC over Au-Pt/zeolite  
(Tokyo Metropolitan Univ.)○M. Lin, H. Wang, T. Shishido, 
H. Miura, M. Haruta, (Tokyo Metropolitan Univ., Yantai 
Univ.) T. Murayama 

1A13 (14:45～15:00)Catalytic reduction of NO to ammonia by 
H2 or CO-H2O over metal oxide supported catalysts 
(AIST)○C. C. Chandan, K. Kobayashi,  
(AIST, TITECH) Y. Manaka, (AIST) T. Nanba 

 
Break(15:00～15:15) 

 
 Chair. Dr. Y. Kuwahara (Osaka Univ.)(15:15～16:00) 
1A14(15:15～15:30)Low-temperature conversion of methane to 

methanol using carbon nanotubes supported catalyst 
(Univ. Toyama)○Y. He, G. Yang, N. Tsubaki 

1A15(15:30～15:45)One-pot synthesis of HKUST-1 monolith 
for CO2 adsorption(Waseda Univ.)○M. Sakai, H. Hori,  
A. Itoh, (ENEOS) T. Matsumoto, T. Asano,  
(Waseda Univ.) M. Matsukata 

1A16(15:45～16:00)Zr doped Ni/CeO2 prepared by flame spray 
pyrolysis for CO2 methanation 
(Yamagata Univ.)○K. Fujiwara, S. Kayano, D. Yoshioka 

 司会 高山大鑑氏(東京工業大学)(13:00～14:30) 

1B08(13:00～13:15)硫黄を中心原子として含む新規ポリオキソメ

タレートの合成(高知大)○上田忠治,山崎直輝,小河脩平 
1B09(13:15～13:30)ポリオキソメタレートの電気化学的酸化還元

反応の解析(高知大)○山崎直輝,小河脩平,上田忠治 
1B10(13:30～13:45)特異な層間特性を持つ有機－無機ハイブリッ

ド型層状シリケートの開発(北九市大)○山本勝俊, 
(産総研)池田卓史,(北九市大)大津柚紀子,塚本悠介,馬 卿 

1B11(13:45～14:00)メカノケミカル反応による Fe 含有非晶質複合

酸化物合成メカニズム(東北大)○二宮 翔,西堀麻衣子, 
田中銀平,大須賀遼太,藪下瑞帆,真木祥千子,蟹江澄志,村松淳司 

1B12(14:00～14:15)YNU-5 ゼオライトへの階層構造の導入とヘキ

サンの接触分解に対する触媒性能の向上 
(横浜国大)劉 青,杉本遼太,稲垣怜史,○窪田好浩 

1B13(14:15～14:30)CON 型ゼオライトにおける界面活性剤の共存

効果と MTO 触媒特性 
(東工大)○澤田真人,松本 剛,保田修平,野村淳子,横井俊之 

 
休憩(14:30～14:45) 

 
 司会 稲垣怜史氏(横浜国立大学)(14:45～16:00) 

1B14(14:45～15:00)TUN 型ゼオライトの新規合成法の開発と酸触

媒反応特性 
(東工大)○陸 遥, Qin F.,Wang Y.,野村淳子,横井俊之 

1B15(15:00～15:15)メタン転換用ゼオライト触媒の開発―メタノ

ール経由型炭化水素の合成― 
(東工大)○中村研吾,保田修平,松本 剛,野村淳子, 
(東北大)藪下瑞帆,大須賀遼太,村松淳司,(東工大)横井俊之 

1B16(15:15～15:30)粒子径および形態の異なる TiO2から合成した

Ti2O3の合成 
(北海道大)○岩本麻子,長尾昌紀,大友亮一,神谷裕一 

1B17(15:30～15:45)固体 CO2 吸収剤を志向したシリカ表面への高

密度アミン修飾 
(都立大)○片岡実織,(都立大,京都大-ESICB)吉川聡一, 
(都立大,京都大-ESICB,JST-PRESTO)山添誠司 

1B18(15:45～16:00)QM/MM ONIOM 法を用いた貨幣金属含有

ZSM-5 によるメタン‐エチレン変換反応の探索 
(京都工繊大)○大石圭悟,湯村尚史 

  司会 天尾 豊氏(大阪市立大学)(13:00～14:00) 

1C10(13:00～13:15)Ce1−xMxO2−δ上の遷移金属原子への CO 吸着の

理論化学的検討(早稲田大)○山口正浩,村上洸太,水谷優太, 
三瓶大志,(物材研)石川敦之,(早稲田大)関根 泰 

1C11(13:15～13:30)水電解用酸素発生極触媒の開発に向けた非貴

金属系複合酸化物の検討(名古屋大)○日佐雄一, 
(京都大-ESICB)佐藤勝俊,(名古屋大)山田博史,永岡勝俊 

1C12(13:30～13:45)固体酸化物電解質を用いた電解セルによるメ

タンの酸化的カップリング反応 
(東京大)○菊地隆司,兒玉 周,藤原直也,(茨城大)多田昌平 

1C13(13:45～14:00)中性水溶液中でのブラウンミラーライト型

Fe-Co 系酸化物の電気化学的酸素発生に対する触媒活性 
(鳥取大)○岡田拓之,辻 悦司,菅沼学史,片田直伸 

 
休憩(14:00～14:15) 

 

 司会 佐藤勝俊氏(名古屋大学)(14:15～15:30) 

1C14(14:15～14:30)CuInS2 光カソードと生体触媒を組み合わせた

可視光応答型 CO2還元系の構築 
(大阪市大)○豊留拓弥,天尾 豊,東 正信 

1C15(14:30～14:45)ギ酸脱水素酵素が触媒する CO2 還元反応にお

ける基質選択性と同位体効果 
(大阪市大)○佐藤涼平,東 正信,天尾 豊 

1C16(14:45～15:00)二酸化炭素を原料とした生体触媒の利用によ

る不飽和ジカルボン酸の合成 
(大阪市大)○竹内未佳,東 正信,天尾 豊 

1C17(15:00～15:15)固体触媒を用いた酸素共存下における CO2 吸

蔵・還元サイクル 
(北海道大)○清水研一,宮﨑眞太,鳥屋尾 隆,前野 禅 

1C18(15:15～15:30)CeO2触媒を用いたCO2由来のエチレンジアミ

ンカーバメートからの環状尿素化合物合成 

(東北大)○寺田ひかり,彭 潔,(大阪市大)田村正純, 

(東北大)藪下瑞帆,(東北大,東ソー)藤井亮太郎, 

(東北大)中川善直,冨重圭一 

 



 

2021 年函館大会プログラム(11 月 11 日・午後) 

D 会場（武道館 C） E 会場（スタジオ A） F 会場（スタジオ B） 
 司会 比佐 大氏(富士石油)(13:00～14:00) 

1D09(13:00～13:15)構造物パノラマ点検システム「Tag Base 360」
による桟橋点検 
(アプリコア MSIS)○石田 剛,成田真朗,市川晴信 

1D10(13:15～13:30)CUI 検査に関するスクリーニング方法の探究

(コスモ石油)○岡本憲明 
1D11(13:30～13:45)常圧蒸留装置の塔頂系配管における材質検討

(富士石油)○安藤貴紘 
1D12(13:45～14:00)産業用ボイラの熱疲労事例と信頼性向上のた

めの取り組み(出光)○田中順也 
 

休憩(14:00～14:15) 
 
 司会 城戸康宏氏(ENEOS)(14:15～15:00) 

1D13(14:15～14:30)製油所における事故事例情報の活用について

(コスモ石油)○大田能孝 
1D14(14:30～14:45)腐食加速試験による防食システムの開発 

(出光)○小倉 剛,釜賀 輝,(苫小牧高専)浅見廣樹,松尾優子, 
中川拓己 

1D15(14:45～15:00)特定屋外貯蔵タンクの浮き屋根（ポンツーン）

損傷解析(出光)○石井 剛 
 
 

休憩(15:00～15:15) 
 
 
 
 司会 長谷川勝義氏(出光興産)(15:15～16:00) 

1D16(15:15～15:30)メンテナンス業界におけるフランジ締結技能

向上の取組みについて(レイズネクスト)○近藤康治 
1D17(15:30～15:45)稼働中プラント架構増設工事における無溶接

工法を用いた施工について(コスモエンジ)○和田 学, 
佐宗大樹,神山 連,(センクシア)高橋秀明,野崎哲夫,菊田 聡 

1D18(15:45～16:00)ガスケット新技術である FISHBONE ガスケ

ットについて(太陽石油)中原誉晃,(太陽テクノ)竹原泰志, 
(アイデン)○弓納持俊夫 

 司会 渡部光徳氏(日揮触媒化成)(13:00～14:30) 

1E09(13:00～13:15)重油直接脱硫装置における原料／製品情報か

らの反応性解析(東京大)○甘蔗寂樹,加藤匠馬,(JPEC)辻 浩二 
1E10(13:15～13:30)RDS 触媒における抽出率の異なる DAO 反応

性評価(ENEOS)○可児正也,佐藤浩一,中川真奈巳,松下康一, 
岩間真理絵,岸田 遼,中岡哉徳 

1E11(13:30～13:45)重質残査油のRFCC原料化のためのRDS触媒

システム開発（第 7 報）実機装置による RFCC 反応性の検証 
(ENEOS)○松下康一,東 正浩,可児正也,岸田 遼,中岡哉徳 

1E12(13:45～14:00)RDS/RFCC 全体最適処理技術開発（第 5 報） 
(出光)○田中隆三,平松義文,坂倉 圭,三浦裕紀,原田真吾 

1E13(14:00～14:15)分子構造情報を活用した RFCC 分子反応モデ

ルの構築（最終）(JPEC)○松本幸太郎,佐瀬 潔,加藤 洋 
1E14(14:15～14:30)多環芳香族の接触分解反応における機械学習

を用いた生成物組成予測 
(信州大)○嶋田五百里,長田光正,福長 博,古山通久 

 
休憩(14:30～14:45) 

 
 司会 中岡哉徳氏(ENEOS)(14:45～16:00) 

1E15(14:45～15:00)多成分系凝集モデル（MCAM）による原油の

混合特性評価手法の検討（第 2 報） 
(JPEC)○橋本益美,辻 浩二,加藤 洋 

1E16(15:00～15:15)アスファルテンのペトロリオミクス分子凝集

体モデル(産総研)○森本正人,佐藤信也,麓 恵理, 
(千葉大)森田 剛,(東京大)関根良輔,原野幸治,中村栄一, 
(関西大)山本秀樹,(北海道大)熊谷治夫, 
(出光,JPEC)田中隆三,(JPEC)鈴木昭雄 

1E17(15:15～15:30)石油精製装置付着物の詳細分析 
(産総研)○麓 恵里,柿沼敏弘,佐藤信也,森本正人,鷹觜利公 

1E18(15:30～15:45)FT-ICR MS の標準試薬による定量性改善の検

討(JPEC)○片野恵太,鈴木昭雄,加藤 洋 
1E19(15:45～16:00)二機能性触媒によるテトラリンのベンゼン誘

導体への変換 
(鳥取大)○関野紗矢香,中島一樹,菅沼学史,辻 悦司,片田直伸 

 司会 野村琴広氏(東京都立大学)(13:00～15:00) 

1F08(13:00～ 13:15) Cycloolefin copolymers bearing pendant 
fluorenyl groups with improved refractive index and low 
birefringence values (Hiroshima Univ.)○H. Yuan,  
R. Tanaka, Y. Nakayama, T. Shiono 

1F09(13:15～13:30)希土類アミドとピリジン誘導体を組み合わせ

た触媒系による共役ジエン類の重合 
(弘前大)○渋田堅斗,竹内大介,(ブリヂストン)高野重永 

1F10(13:30～14:15)【招待】遷移金属錯体の XANES スペクトルシ

ミュレーションと触媒反応解析 
(都立大)○中谷直輝 

 
 
 

休憩(14:15～14:30) 
 
 
1F11(14:30～14:45)Ziegler-Natta 触媒の活性・選択的ナノ構造の

起源について(北陸先端大,DPI)○和田 透, 
(Univ. Torino, DPI)Piavano A.,(北陸先端大)高棹玄徳, 
(北陸先端大,DPI)Chammingkwan P., 
(Univ. Torino, DPI)Groppo E., 
(北陸先端大, DPI)寺野 稔,谷池俊明 

1F12(14:45～15:00)固体 MAO を助触媒とするシングルサイト触

媒の性能評価と高性能化 
(広島大)○阿江一樹,田中 亮,中山祐正,塩野 毅 

 司会 塩野 毅氏(広島大学)(15:00～16:00) 

1F13(15:00～15:15)異種ポリエチレンブレンドをone-pot合成可能

な層状粘土鉱物担持 hybrid 触媒の開発 
(埼玉大)○成田勇揮,田中祐輔,平原実留,荻原仁志,黒川秀樹 

1F14(15:15～15:30)スプレードライ法を利用した MgO ナノ粒子由

来Ziegler-Natta触媒のボトムアップ合成と超高分子量ポリエ

チレン合成への利用 (北陸先端大 )○池田智博 ,和田  透 , 
Chammingkwan P.,谷池俊明 

1F15(15:30～15:45)Improving mechanical properties of graft- 
type nanocomposites using silane modified SiO2 and 
reactive polypropylene prepared by a Ziegler-Natta 
catalyst (JAIST)○D. Zhu, (Kojima Ind.)E. Kurahashi,  
(JAIST)T. Wada, P. Chammingkwan, T. Taniike 

1F16(15:45～16:00)ハーフチタノセン触媒を用いるエチレンと水

酸基含有α-オレフィンとの共重合 
(都立大)○牧野亮司, Kitphaitun S.,野村琴広 



 

 

2021 年函館大会プログラム(11 月 12 日・午前) 

A 会場（会議室 A） B 会場（会議室 B） C 会場（武道館 A） 
 Chair. Dr. N. Shimoda (Tokushima Univ.)(09:00～10:00) 
2A01(09:00～09:30)【Invited】Heterogeneous catalytic conversion 

of C1 gas to value-added chemicals 
( Korea Inst. Ind. Tech.)○Jayeon Baek 

 
2A02(09:30 ～ 10:00) 【 Invited 】 Development of microporous 

titanosilicate catalyst for the oxidation of phenol with H2O2 
(Yokohama National Univ.)○Satoshi Inagaki 

 
 
 

Break(10:00～10:15) 
 
 
 
 Chair. Dr. M. Tamura (Osaka City Univ.)(10:15～11:00) 
2A03(10:15～10:30)Imido(niobium) complex catalysts for olefin 

metathesis polymerization 
(Tokyo Metropolitan Univ.)○K. Chatchaipaiboon,  
K. Nomura 

2A04(10:30～10:45)Depolymerization of lignin by using ionic 
liquid and ethylene glycol 
(Tokyo Univ. Agri. Tech.)○M. Peng, M. Nakabayashi,  
E. W. Qian 

2A05(10:45～11:00)Aerobic oxidation of concentrated acetal- 
protected 5-HMF solutions to FDCA using nitrogen-doped 
carbon-supported cobalt as a non-noble metal catalyst 
(Hokkaido Univ.)○J. Wiesfeld, A. Fukuoka, K. Nakajima 

 
Break(11:00～11:15) 

 
 Chair. Dr. A. Yoshida (Hirosaki Univ.)(11:15～12:00) 
2A06(11:15～11:30) Sugars dehydration with Nb-based mixed 

metal oxide catalysts(Hokkaido Univ.)○D. Padovan,  
(Tohoku Univ.) H. Kato, (Hokkaido Univ.)A. Fukuoka,  
(Hokkaido Univ.)K. Nakajima 

2A07(11:30～11:45)Synthesis of bio-based polyesters by acyclic 
diene metathesis (ADMET) polymerization in ionic liquid 
(Tokyo Metropolitan Univ.)○X. Wang,  
(Chinese Academy Sci.) W. Zhao,  
(Tokyo Metropolitan Univ.) K. Nomura 

2A08(11:45～12:00)Reductive amination of 5-formyl- 
2-furancarboxylic acid to 5-(aminomethyl)furan- 
2-carboxylic acid(Hokkaido Univ.)○T. Boonyakarn,  
J. J. Wiesfeld, A. Fukuoka, (Osaka Univ.) T. Mitsudome,  
(Hokkaido Univ., JST-MIRAI) K. Nakajima 

 司会 豊岡義行氏(石油エネルギー技術センター)(09:00～10:00) 

2B01(09:00～09:30)【招待】革新的プラスチック資源循環プロセス

技術開発の概要―ケミカルリサイクルを中心に― 
(早稲田大)○松方正彦 

 
2B02(09:30～09:45)廃プラスチック触媒分解プロセス開発に向け

た各種プラスチックの粘度特性評価(JPEC)○萩原和彦, 
豊岡義行,高澤隆一,林 宏,齊藤真由美,中村博幸,秋本 淳 

2B03(09:45～10:00)ゼオライト触媒によるポリオレフィンの分解

における溶媒の効果 
(鳥取大)○川谷優也,菅沼学史,辻 悦司,片田直伸 

 
 

休憩(10:00～10:15) 
 
 司会 萩原和彦氏(石油エネルギー技術センター)(10:15～11:30) 

2B04(10:15～10:30)減圧残油とプラスチックの共熱分解における

共熱分解効果(東北大)○熊谷将吾,久須美 諒,博吉汗斯琴高娃, 
齋藤優子,亀田知人,(弘前大)吉田曉弘,(ENEOS)中塚康夫, 
(JPEC)高澤隆一,豊岡義行,(東北大)吉岡敏明 

2B05(10:30～10:45)減圧残油とプラスチックの共熱分解反応機構

に関する検討 
(JPEC)○高澤隆一,豊岡義行,(東北大)吉岡敏明,熊谷将吾, 
(弘前大)吉田曉弘,(ENEOS)中塚康夫 

2B06(10:45～11:00)減圧残油との共熱分解による廃プラ化学リサ

イクルプロセスのためのプラスチック前処理条件の検討 
(弘前大)○吉田曉弘,神 美穂子,(東北大)熊谷将吾, 
(ENEOS)中塚康夫,(JPEC)高澤隆一,豊岡義行, 
(東北大)吉岡敏明 

2B07(11:00～11:15)廃プラスチックのケミカルリサイクルに向け

たプラスチック溶解技術の開発 
(コスモ石油)千代田範人,○難波照代,佐々木里香 

2B08(11:15～11:30)FCC 装置を活用した廃プラスチックのケミカ

ルリサイクル(コスモ石油)○千代田範人,難波照代,佐々木里香 

 司会 多田昌平氏(茨城大学)(09:00～10:15) 

2C01(09:00～09:15)電場触媒反応による CO2 メタネーションの低

温化 
(早稲田大)○片山優希,山田研成,山野遼太,比護拓馬,関根 泰 

2C02(09:15～09:30)構造体触媒システムによる産業プロセス排出

の実 CO2ガスのメタン変換特性 
(静岡大)○福原長寿,赤間 弘,谷口智哉,内田健太郎,渡部 綾 

2C03(09:30～09:45)断熱反応器による CO2 のオートメタン化に関

するエクセルギー評価 
(静岡大)○赤間 弘,谷口智哉,内田健太郎,渡部 綾,福原長寿 

2C04(09:45～10:00)スパイラル形の Ni 系構造体触媒システムによ

る CH4の高速ドライ改質特性 
(静岡大)○波多野修三,種林正貴,渡部 綾,河野芳海,福原長寿 

2C05(10:00～10:15)CO2 から固体炭素を連続捕集する CH4 のドラ

イ改質プロセス―鉄族金属触媒群の炭素捕集特性― 
(静岡大)○種林正貴,波多野修三,渡部 綾,河野芳海,福原長寿 

 
休憩(10:15～10:30) 

 
 司会 小池 充氏(出光興産)(10:30～12:00) 

2C06(10:30～10:45)電場中メタンドライリフォーミングにおける

Ni 系合金触媒および水蒸気前処理の効果 
(早稲田大)○本村彩香,鳥本万貴,関根 泰 

2C07(10:45～11:00)メタンドライ改質用触媒における不純物硫黄

による劣化および炭素析出挙動 
(徳島大)○霜田直宏,水野征将,加藤雅裕,杉山 茂 

2C08(11:00～11:15)低級オレフィン合成を目指した CO2 水素化反

応用新規タンデム型触媒の開発(茨城大)○木下泰嘉, 
(東京大)伊與木健太,(茨城大)山内紀子,小林芳男,多田昌平 

2C09(11:15～11:30)CO2水素化用 ZnZrOx触媒の開発 
(茨城大)○落合 和,(東京大)伊與木健太,(茨城大)山内紀子, 
小林芳男,多田昌平 

2C10(11:30～11:45)CO₂ からの低級オレフィン合成における

Mn，Cu 修飾活性炭担持 Fe 触媒の組成の最適化 
(北九市大)○押方亮介,森 翠,朝見賢二 

2C11(11:45～12:00)PdZn 合金触媒を用いた CO2 からのジメチル

エーテルの一段階合成 
(北海道大)○近川大歩,藤原弘平,岩佐信弘,藤田進一郎 

 

 



 

2021 年函館大会プログラム(11 月 12 日・午前) 

D 会場（武道館 C） E 会場（スタジオ A） F 会場（スタジオ B） 
 司会 浜林郁郎氏(石油連盟)(09:00～10:15) 

2D01(09:00～09:30)【招待】水銀と環境と音楽 
(IH テクノ)○瑞希祐作 

 
 
2D02(09:30～09:45)水銀法かせいソーダ製造プラントの撤去・廃棄

の管理基準について(ダイソーエンジ)○菅 伸治 
2D03(09:45～10:00)水銀含有処理油での RFCC 触媒の寿命評価方

法(IH テクノ)○幾島賢治,(愛媛大)山浦弘之,八尋秀典 
2D04(10:00～10:15)油・ガス田開発における水銀関連情報の集約 

(INPEX ソリューションズ)○金田英伯 
 
 
 
 

休憩(10:15～10:30) 
 
 
 
 
 
 司会 金田英伯氏(INPEX ソリューションズ)(10:30～11:45) 

2D05(10:30～10:45)工業的に使われる不純物除去技術―微量水銀

の除去―(ジョンソン・マッセイ・ジャパン)○下澤健一 
2D06(10:45～11:00)遷移金属添加酸化スズを用いたガス状水銀の

センサ応答(愛媛大)○山浦弘之,小寺愛梨,八尋秀典 
2D07(11:00～11:15)石油精製業の将来と水銀除去の意義 

(石連)○浜林郁郎 
2D08(11:15～11:30)水俣条約と水銀廃棄物の適正処理 

(野村興産)○岩瀬博樹 
2D09(11:30～11:45)石油類中の水銀吸着に及ぼす活性炭上の表面

酸性官能基の影響(愛媛大)○中西祐樹,山浦弘之,髙橋昂佑, 
山口修平,八尋秀典,(IH テクノ)幾島將貴,幾島嘉浩 

 
 
 
 
 司会 藤井重孝氏(千代田化工建設)(09:15～10:15) 

2E01(09:15～09:30)Co 交換 H-BEA 型ゼオライトを用いたジメチ

ルスルフィドの分解(成蹊大)○門永梨奈,(九州大)大島一真, 
(成蹊大)山本千智,内田明日香,青木涼子,里川重夫 

2E02(09:30～09:45)Rh と P の担持状態を制御した SiO2担持リン

化ロジウム触媒の水素化脱硫活性 
(室蘭工大)○小野太輝,神田康晴 

2E03(09:45～10:00)コバルト‐モリブデン系水素化脱硫触媒への

亜鉛添加効果 
(コスモ石油)○山田 晃,関根 翼,佐々木里香,(名工大)羽田政明 

2E04(10:00～10:15)高性能な新規直脱触媒の開発 
(日揮触媒化成)○新宅 泰,山根健治,松元雄介 

 
 

休憩(10:15～10:30) 
 
 
 司会 松元雄介氏(日揮触媒化成)(10:30～11:30) 

2E05(10:30～10:45)直接脱硫触媒の堆積スケール分析 
(コスモ石油)○関本敦久,阿部正樹,飯塚千絵,宮成節子 

2E06(10:45～11:00)リモナイト触媒を用いたスラリー床水素化分

解プロセスの触媒活性劣化を考慮した新規反応モデル 
 (千代田化工)○佐藤秀紀,川井英司,藤井重孝 

2E07(11:00～11:15)ゲル骨格補強法を用いたメソ細孔と β-ゼオラ

イトの同時発生による新しい階層構造触媒の作製と接触分解

反応性(三重大)○押村春菜,森 和哉, 
(三重大,三重工研)松浦真也,(三重大)橋本忠範,石原 篤 

2E08(11:15～11:30)熱交換器チューブ表面の汚れ形成に関する検

討(コスモ石油)○飯塚喜啓,深津直矢,小森一幸 

 司会 市橋祐一氏(神戸大学)(09:00～09:45) 

2F01(09:00～09:15)ピリジンと Keggin 型ポリ酸で構成される結晶

性(Py)xPMo12Oy触媒の結晶構造解析と選択酸化能 
(神奈川大)○石川理史,(産総研)池田拓史,(神奈川大)幸谷真芸,
上田 渉 

2F02(09:15～09:30)結晶性 Mo3VOx 複合酸化物への異種金属導入

およびアルカン酸化触媒活性(神奈川大)○吉井絵海,田中良裕,
下田光祐,石川理史,上田 渉 

2F03(09:30～09:45)結晶性 Mo3VOx 複合酸化物触媒を用いたエタ

ンから酢酸への気相選択酸化反応 
(神奈川大)○田中良裕,石川理史,上田 渉 

 司会 石川理史氏(神奈川大学)(09:45～10:30) 

2F04(09:45～10:00)Insight into the effect of oxygen species and 
Mn chemical valence over MnOx on the catalytic oxidation 
of toluene(Univ. Toyama)○H. Zhao, G. Yang, N. Tsubaki 

2F05(10:00～10:15)スラグ流反応器を用いたバナジウム錯体触媒

によるベンゼンの液相酸化反応(神戸大)○石村晃一朗, 
(阪府大)堀江孝史,(神戸大)大村直人,谷屋啓太,市橋祐一, 
西山 覚 

2F06(10:15～ 10:30)プロピレンの接触エポキシ化に対する

UV-LED 励起効果(徳島大)○杉山 茂,沖津育実,橋本一輝, 
霜田直宏,(三菱ケミカル)加藤裕樹,二宮 航 

 
休憩(10:30～10:45) 

 
 司会 佐藤一仁氏(コスモ石油)(10:45～11:45) 

2F07(10:45～11:00)オキシ硫酸チタン(IV)とジルコニウムプロポ

キシドとの固‐液界面反応による硫酸化チタニア‐ジルコニ

ア固体酸の合成(北海道教育大)○松橋博美 
2F08(11:00～11:15)YNU-5 の酸性質に対する脱アルミニウムとイ

オン交換の影響 
(鳥取大)○福井萌麗,森脇 優,辻 悦司,菅沼学史,片田直伸 

2F09(11:15～11:30)パラフィンのクラッキングにおける骨格内元

素の反応性への影響 
(横浜国大)○志村泰充,大類有基,稲垣怜史,窪田好浩 

2F10(11:30～11:45)ナフタレンのメチル化に対する12-ringゼオラ

イトの触媒作用 
(鳥取大)○森脇 優,福井萌麗,辻 悦司,菅沼学史,片田直伸 

 



 

 

2021 年函館大会プログラム(11 月 12 日・午後) 

A 会場（会議室 A） B 会場（会議室 B） C 会場（武道館 A） 
 
 
 
 Chair. Dr. J. Ohyama (Kumamoto Univ.)(13:30～14:30) 
2A09(13:30～14:00)【Invited】Computational studies on atomic 

layer deposition mechanisms of Al2O3  
(Konkuk Univ.)○Ki Chul Kim 

2A10(14:00～14:30)【Invited】Data-driven catalyst discoveries 
based on high-throughput experimentation  
(JAIST)○Toshiaki Taniike 

休憩(14:30～14:45) 
 司会 神田康晴氏(室蘭工業大学)(14:45～16:00) 

2A11(14:45～15:00)Co/MFI ゼオライト触媒のメタンによるベン

ゼンメチル化選択率のイオン交換サイト濃度に対する依存性

(鳥取大)○大塚明歩,金原慶吾,松原仁志,中村浩史郎,辻 悦司,
菅沼学史,片田直伸 

2A12(15:00～15:15)メタンによるベンゼンのメチル化反応に活性

な Co 種の生成条件 
(鳥取大)○松原仁志,金原慶吾,辻 悦司,菅沼学史,片田直伸 

2A13(15:15～15:30)Ce0.8Co0.2O2触媒によるMars-van Krevelen機

構を介するエタン脱水素(早稲田大)○渡辺光亮,細野由希子, 
比護拓馬,(分子研)斎藤 晃,(早稲田大)常木英昭, 
(クボタ)前田 駿,橋本国秀,(早稲田大)関根 泰 

2A14(15:30～15:45)選択的エタン脱水素反応に有効なインジウム

導入ゼオライト触媒の開発(北海道大)○前野 禅, 
(北海道大,京都大-ESICB)鳥屋尾 隆,清水研一 

2A15(15:45～16:00)金属含有ゼオライトによるアルカンの脱水素

環化(北九市大)○今井裕之,野口 琉,江種菜月 
休憩(16:00～16:15) 

 司会 今井裕之氏(北九州市立大学)(16:15～17:30) 

2A16(16:15～16:30)Ga 交換 ZSM-5-アルミナ階層構造複合触媒を

用いた n-ペンタンの選択的環化脱水素反応に及ぼすマトリッ

クスの影響(三重大)○森下翔太,橋本忠範,石原 篤 
2A17(16:30～16:45)Rh 系脱水素触媒の活性に対する B 添加効果

(室蘭工大)○田中希実,(フレイン・エナジー)有川英一, 
永金雅浩,(室蘭工大)神田康晴 

2A18(16:45～17:00)Ru担持がFe系触媒の格子S2−のレドックス挙

動とプロパン脱水素特性に与える影響 
(静岡大)○渡部 綾,依田裕太,横山遵匡,河野芳海,福原長寿 

2A19(17:00～17:15)非担持Ru系触媒の選択的水素化活性に与える

P 添加効果(室蘭工大)○村上茉菜,神田康晴 
2A20(17:15～17:30)還元性金属酸化物上での水素スピルオーバー

を利用した合金ナノ粒子触媒の合成 
(大阪大,京都大-ESICB)○森 浩亮,(大阪大)俊 和希, 
増田晋也,(大阪大,京都大-ESICB)山下弘巳 

 司会 冨重圭一氏(東北大学)(13:00～14:00) 

2B09(13:00～13:15)炭素系固体触媒を用いた様々なアミノ酸の脱

カルボキシ化(高知大)○三金樹生,今村和也, 
(東北大)渡邊 賢,(高知大)恩田歩武 

2B10(13:15～13:30)担持 Ni 触媒によるピログルタミン酸からのピ

ログルタミノール合成 
(鳥取大)○金田玲奈,菅沼学史,辻 悦司,片田直伸 

2B11(13:30～13:45)結晶性酸化チタンによるキシロースからのフ

ルフラール合成(北海道大)○遠藤幸一朗,(東北大)加藤英樹, 
(北海道大)福岡 淳,中島清隆 

2B12(13:45～14:00)単糖・二糖類の還元反応に高活性を示すリン化

ニッケルナノ粒子触媒の開発 
(大阪大)○山口 渉,満留敬人,水垣共雄 

休憩(14:00～14:15) 
 司会 水垣共雄氏(大阪大学)(14:15～15:30) 

2B13(14:15～15:00)【招待】脱炭素社会を目指した地域特性に応じ

た再生可能エネルギー利用システム(北海道大)○石井一英 
2B14(15:00～15:15)Transesterification of bio based fatty acid 

esters by solid base catalysts 
(Tokyo Metropolitan Univ.)○S. Sudhakaran, 
(Chulalongkorn Univ.) P. Unruean, B. Kitiyanan,  
(Tokyo Metropolitan Univ.)K. Nomura 

2B15(15:15～15:30)金属‐酸二元機能触媒によるグリセロールか

らの乳酸連続合成(都立大)○加納絵梨沙,相原健司, 
(都立大,京都大-ESICB)三浦大樹,宍戸哲也 

休憩(15:30～15:45) 
 

 司会 中島清隆氏(北海道大学)(15:45～17:00) 

2B16(15:45～16:00)Ru/TiO2 触媒によるグリセリン酸からアラニ

ンへの転換反応(都立大)○齋藤嗣朗,馮 仕祥, 
(都立大,京都大- ESICB)三浦大樹,宍戸哲也 

2B17(16:00～16:15)担持 Pt 触媒による環状二級アミンを有するア

ミノ酸からアミノアルコールへの水素化 
(鳥取大)○加来知奈実,木村彩代,菅沼学史,辻 悦司,片田直伸 

2B18(16:15～16:30)二機能水素化処理触媒を用いた PFAD の脱酸

素・異性化・クラッキング反応の制御 
(東京農工大)○川野優生,金 基訓,銭 衛華 

2B19(16:30～16:45)アルカンジオール変換に対する Sr 置換ハイド

ロキシアパタイト触媒の組成比の影響 
(高知大)○森 智恵子,中桐麻人,小河脩平,今村和也,恩田歩武 

2B20(16:45～17:00)黒鉛担持 Pt-Pd 触媒を用いるエタノール水溶

液中でのグアイアコールの水素化反応 
(岩手大)○法量大輝,Etty N. K.,七尾英孝,(産総研)佐藤 修, 
山口有朋,(岩手大,産総研)白井誠之 

 司会高垣 敦氏(九州大学)(13:00～14:00) 
2C12(13:00～13:15)電場中での低温メタン水蒸気改質反応におけ

る Ni ドープ YSZ 触媒を用いた検討 
(早稲田大)○永川華帆,高橋綾子,鳥本万貴,本村彩香,中野直哉,
山下玲司,三瓶大志,比護拓馬,常木英昭,(村田製作所)森 直哉,
佐藤秀人,(早稲田大)関根 泰 

2C13(13:15～13:30)メタノール改質反応に対する微量不純物の阻
害効果(都立大)○野本賢俊, 
(都立大,京都大-ESICB)三浦大樹,宍戸哲也 

2C14(13:30～13:45)Cu-In 酸化物の酸化還元を用いたケミカルル
ープによる逆水性ガスシフト反応(早稲田大)○柿原聡太, 
牧浦淳一郎,比護拓馬,(ENEOS)佐藤康司,(早稲田大)関根 泰 

2C15(13:45～14:00)液相メタノールからの水素生成反応を駆動す
る Pt 担持 LaOx修飾 TiN 触媒の開発 
(大阪大)○下地雄貴,(大阪大,京都大-ESICB)森 浩亮,山下弘巳 

休憩(14:00～14:15) 
 司会 壱岐 英氏(ENEOS)(14:15～15:15) 
2C16(14:15～14:30)有機ケミカルハイドライド法による水素の大

量貯蔵・輸送技術の開発―国際間水素サプライチェーン実証―
(千代田化工)○今川健一,河合裕教,岡田将尭,中島悠介, 
岡田佳巳 

2C17(14:30～14:45)有機ケミカルハイドライド法による水素の大
量貯蔵・輸送技術の開発―改良型メチルシクロヘキサン脱水素
触媒の開発―(千代田化工)○程島真哉,今川健一,斉藤政志, 
松井鐘慶,河合裕教 

2C18(14:45～15:00)十勝沖で採取した表層型メタンハイドレート
からの水素生成(北見工大)○坂上寛敏,岡崎文保,山下 聡, 
八久保晶弘,小西正朗,舘山一孝,木田真人,南 尚嗣 

2C19(15:00～15:15)メタン直接改質反応―酸化鉄系触媒の調製法
の検討―(北見工大)○岡崎文保,岩間廣一朗,福島渚生, 
櫻井陽平,坂上寛敏 

休憩(15:15～15:30) 
 司会 雨宮正臣氏(石油エネルギー技術センター)(15:30～16:30) 
2C20(15:30～ 15:45)Insights into synergistic effect of active 

centers over ZnMg/SBA-15 catalyst in direct synthesis of 
butadiene from ethanol 
(Univ. Toyama)○K. Wang, G. Yang, N. Tsubaki 

2C21(15:45～16:00)炭素-酸化物複合担体担持 Fe, Co および Ni 触
媒によるフェノール水の水熱ガス化反応 
(三重大)○五島興恒,橋本忠範,石原 篤 

2C22(16:00～16:15)Pt 担持ゼオライト系触媒を用いる長鎖 n-パラ
フィンの水素化異性化・分解反応制御 
(東工大)○雑賀隆志,(京都大)藤墳大裕,(東工大)多湖輝興 

2C23(16:15～16:30)重質芳香族油を原料とした環境対応ナフテン
溶剤の製造(コスモ石油)○加藤睦美,栢木翔太,鈴木裕也, 
吉田俊男,大塩敦保 

休憩(16:30～16:45) 
 司会 菅沼学史氏(鳥取大学)(16:45～17:30) 
2C24(16:45～17:00)金属間化合物触媒を用いたアンモニアとアル

コールからの第一級アミン合成  
(東工大)○細川大貴,高山大鑑,小松隆之 

2C25(17:00～17:15)金属間化合物を用いたアルコールの脱水素反
応(東工大)○藤原良樹,高山大鑑,小松隆之 

2C26(17:15～17:30)マイクロポーラスシリコチタネートの調製と
その触媒特性 
(横浜国大)○稲垣怜史,宮谷拓斗,番 裕介,村岡美優,窪田好浩 



 

2021 年函館大会プログラム(11 月 12 日・午後) 

D 会場（武道館 C） E 会場（スタジオ A） F 会場（スタジオ B） 
  
 司会 永松茂樹氏(日本環境設計)(13:15～14:30) 
2D10(13:15～13:30) New low-temperature methanol synthesis 

from syngas containing CO2 via self-catalysis of methanol 
and Cu/ZnO catalysts (Univ. Toyama)○F. Chen, G. Yang, 
N. Tsubaki 

2D11(13:30～13:45)Directly conversion of syngas to aromatics 
over Fe-based ZSM-5 catalysts 
(Univ. Toyama)○B. Zhang, G. Yang, N. Tsubaki 

2D12(13:45～14:00)Ce 含有 MFI 型ゼオライト担持パラジウム触
媒による低温メタン酸化カップリング反応 
(東北大)○藪下瑞帆,芳田元洋,大須賀遼太,武藤郁弥, 
(東工大)井口翔之,保田修平,(東北大)根谷 温,堀江真未, 
真木祥千子,蟹江澄志,(東工大,JST-CREST)山中一郎, 
(東工大)横井俊之,(東北大,JST-CREST)村松淳司 

2D13(14:00～14:15)Ce 含有ゼオライト担持金属触媒による低温メ
タン酸化カップリング反応(東北大)○大須賀遼太,芳田元洋, 
根谷 温,(東工大)保田修平,(東北大)二宮 翔,藪下瑞帆, 
真木祥千子,西堀麻衣子,蟹江澄志,(東工大)横井俊之, 
(東北大,JST-CREST)村松淳司 

2D14(14:15～14:30)La-Ca-Al-O 系ペロブスカイト触媒を用いた電
場中でのメタン酸化カップリング 
(高知大,早稲田大)○小河脩平,(早稲田大)竹野友菜, 
手塚玄惟,(高知大)上田忠治,(早稲田大)関根 泰 

休憩(14:30～14:45) 
 司会 楊 国輝氏(富山大学)(14:45～16:00) 
2D15(14:45～15:00)一酸化窒素を酸化剤とした Pt/Al2O3 触媒によ

るメタン転換反応(九州大)○山﨑達也,高垣 敦, 
(北九市大)宋 揚,黎 暁紅,(都立大)宍戸哲也,(産総研)阪東恭子,
小平哲也,(九州大)Song J. T.,渡邊源規,石原達己 

2D16(15:00～15:15)担持 Pt 触媒によるメタンの低温活性化に対す
る担体の影響(都立大)○菅沼伸哉,(九州大)高垣 敦, 
石原達己,(産総研)阪東恭子,小平哲也,村上純一, 
(都立大,京都大- ESICB)三浦大樹,宍戸哲也 

2D17(15:15～15:30)分子状酸素を酸化剤とした Ir 酸化物触媒によ
るメタン部分酸化 
(熊本大)○入倉百花,大山順也,芳田嘉志,町田正人 

2D18(15:30～15:45)In-situ UV-vis 分光法を用いたメタノール直
接合成反応中 Cu 含有 CHA の活性種解析 
(熊本大)○土村佑香,大山順也,芳田嘉志,町田正人 

2D19(15:45～16:00)二酸化炭素転換用金属含有ゼオライト触媒の
設計と合成(東工大)○松本 剛,保田修平,横井俊之 

休憩(16:00～16:15) 
 司会 崔 準哲氏(産業技術総合研究所)(16:15～17:15) 
2D20(16:15～16:30)二酸化炭素転換用金属含有ゼオライト触媒の

性能評価(東工大)○保田修平,松本 剛,横井俊之 
2D21(16:30 ～ 16:45)A newfound zeolite catalyst for highly 

efficient carbonylation 
(Univ. Toyama)○J. Yao, G. Yang, N. Tsubaki  

2D22(16:45 ～ 17:00)Selective conversion of CO2 into p-xylene 
over a ZnCr2O4-ZSM-5 catalyst 
(Univ. Toyama)○W. Gao, G. Yang, N. Tsubaki 

2D23(17:00～17:15)還元型モリブデン酸化物を用いたプラズモン
誘起逆水性ガスシフト反応(大阪大)○楠 和樹, 
(大阪大,京都大-ESICB,JST-PRESTO)桑原泰隆, 
(大阪大,京都大-ESICB)山下弘巳 

 司会 山田淳也氏(INPEX)(13:00～14:30) 

2E09(13:00～13:45)【招待】沈み込み帯と付加体のメタンフラック

ス―持続可能な天然ガス資源― 
(北海道大)○鈴木德行 

2E10(13:45～14:00)基礎試錐「日高トラフ」の掘削結果とその意義

(石油資源開発)○長原 薫,瀬能 修 
2E11(14:00～14:15)日本国内 26 年ぶりのジャッキアップリグ使用

に向けて(三井石油開発)○山市 剛,峯岸政人,森川 豪,前田純二 
2E12(14:15 ～ 14:30) 炭 酸 塩 岩 に お け る Low Salinity 

Waterflooding EOR のメカニズム解明―静電反発説検証の事

例紹介―(INPEX)○上谷高明,竹谷未来,海藤ひろみ, 
(北海道大) Hao X., Yogarajah E.  

 
 

休憩(14:30～14:45) 
 

 司会 中川裕幸氏(石油資源開発)(14:45～16:00) 

2E13(14:45～15:00)A coupled geochemical model to predict oil 
recovery during low salinity waterflooding 
(Hokkaido Univ.)○Y. Elakneswaran 

2E14(15:00～15:15)微生物による泡の生成作用を利用した石油増

進回収法に関する研究(九州大)○伊藤美羽,菅井裕一 
2E15(15:15～15:30)粒子径の異なる SiO2 ナノ粒子分散液による濡

れ性改質作用の検討(秋田大)○根岸慶輔,阿部一徳 
2E16(15:30～15:45)酸処理における二相ステンレス鋼チュービン

グの選択溶解の抑制 
(INPEX)○水上裕貴,安井彩乃,平野 奨,砂場敏行 

2E17(15:45～16:00)炭酸塩岩貯留層酸処理におけるワームホール

現象の研究(早稲田大)○古井健二,(JOGMEC)石渡友章, 
土屋慶洋,伊藤義治 

 
休憩(16:00～16:15) 

 
 司会 菅井裕一氏(九州大学)(16:15～17:30) 

2E18(16:15～16:30)天然ガス処理プロセスにおける水銀の分配予

測技術(INPEX)○山田淳也,渋谷健広,川崎 緑,大塚町恵, 
小林 淳,(マレーシア工科大)辻 智也 

2E19(16:30～16:45)Evaluation of crude oil emulsion type and 
stability by electrokinetic properties 
(Hokkaido Univ.)○X. Hao, S. Afrin,  
(JOGMEC) M. Shimokawara, Y. Kato, R. Kitamura, 
(Hokkaido Univ.) Y. Elakneswaran 

2E20(16:45～17:00)INPEX の生物多様性保全の取組みについ

て (INPEX)○川口奈月,山本汐音,野尻 渉,佐々木直人 
2E21(17:00～17:15)中国とインドのネットゼロへの道 

(JOGMEC)○竹原美佳 
2E22(17:15～17:30)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(JOGMEC)○伊原 賢 

 
 
 司会 樋口文孝氏(出光興産)(13:15～14:15) 

2F11(13:15～13:45)【招待】自動化に向けた課題―ISA-TR106 よ

り―  
(東工大)○渕野哲郎 

 
2F12(13:45～14:15)【招待】AI･データ分析による廃棄物処理施設

の自動運転技術  
(JFE エンジ)○小嶋浩史 

 
休憩(14:15～14:30) 

 
 司会 渕野哲郎氏(東京工業大学)(14:30～16:00) 

2F13(14:30～15:00)【招待】プロセス産業における多変量解析の活

用と高度制御への展望 
(AspenTech)○油座章雄 

 
 
2F14(15:00～15:30)【招待】外乱が生じる実環境に対応した化学プ

ラントの運転変更ガイダンス 
 (NEC-産総研)○窪澤駿平 

 
 
2F15(15:30～16:00)【招待】石油化学プラントにおける自律自動運

転実用化事例について 
(日本マイクロソフト)○安並 裕 

 
 
 

休憩(16:00～16:15) 
 
 司会 森田真澄氏(富士通エンジニアリングテクノロジーズ) 

(16:15～17:15) 

2F16(16:15～16:45)【招待】プラント設備や制御への AI 技術の適

用について 
(横河電機)○小渕恵一郎 

 
2F17(16:45～17:15)【招待】FCC 最適運転 AI システムとその将来

展望 
(千代田化工)○入倉基樹 

 


