
 

2022 年長野大会プログラム(10 月 27 日・午前) 

A 会場（会議室 12A） B 会場（会議室 12C） C 会場（会議室 12B） 
 司会 壱岐  英氏(ENEOS)(9：30～10：30) 

1A01(09:30～09:45)低温電場中における Pt/MoOx 系触媒による逆

水性ガスシフト反応(高知大)○友澤慧大,上田忠治,小河脩平 
1A02(09:45～10:00)低温電場中での Fe 担持触媒を用いた逆水性ガ

スシフト反応 
(高知大)○山岡昌希,上田忠治,小河脩平 

1A03(10:00～10:15)火炎噴霧熱分解法により調製した Pt/CeO2 の

逆水性ガスシフト反応活性(山形大)○藤原 翔,井上博史 
1A04(10:15～10:30)銅亜鉛触媒の結晶構造による逆水性ガスシフ

ト反応への影響(成蹊大)○古川貴之,世木澤慎之輔,柳田晃秀, 
田代啓悟,里川重夫 

 
 
 

休   憩(10:30～10:45) 

 

 

 

 司会 佐々木正和氏(東洋エンジニアリング)(10：45～11：30) 

1A05(10:45～11:00)プラズマ触媒を用いた CH4 ドライ改質におけ

る印加電圧および外部加熱が与える影響の評価 
(東京農工大)○神谷憲児,(岐阜大)小林信介, 
(住友重機工業)湯村正典,中條晃伸,鈴木 崇,(岐阜大)板谷義紀, 
須網 暁,(東京農工大)銭 衛華,  

1A06(11:00～11:15)メタノール酸化的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 

1A07(11:15～11:30)ゾル‐ゲル法により調製した CuCeO2ZrO2 お

よびCuCeO2TiO2複合体触媒を用いたエタノールのCO2改質

反応(三重大)○井上直哉,鳩岡悠生,橋本忠範,石原 篤 

 司会 中島清隆氏(北海道大学)(9：30～10：15) 

1B01(09:30～09:45)ゼオライトの構造おおびアルカリ金属種が乳

酸変換に与える触媒特性の解明 
(高知大)○渡邊郁也,今村和也,恩田歩武 

1B02(09:45～10:00)Na 含有ハイドロキシアパタイト触媒を用いた

乳酸からアクリル酸への脱水反応 
(高知大)○乾 桃佳,松浦友輝,小河脩平,今村和也,恩田歩武  

1B03(10:00～ 10:15)グリセロールの気相脱水反応における

WO3/Al2O3触媒の特異な酸点の解析 
(千代田化工,都立大)○金井隆一,(千代田化工)八木冬樹, 
(都立大)三浦大樹,宍戸哲也 

 
休   憩(10:15～10:30) 

 

 司会 恩田歩武氏(高知大学)(10：30～11：15) 

1B04(10:30～10:45)Alkaline earths titanate mixed metal oxides 
for sugar conversion 
(Hokkaido Univ.)○D. Padovan, (Tohoku Univ.)H. Kato, 
(Hokkaido Univ.,JST-Mirai)K. Nakajima 

1B05(10:45～11:00)イソブタノールからの p-キシレン選択合成を

指向した Zn 担持 ZSM-5 触媒の開発―外表面酸点不活性化処

理の効果―(東工大)○小嶋泰輔,坂主大樹, 
(日鉄エンジ)古屋貴章,(東工大)木村健太郎, 
(京都大)藤墳大裕,(東工大)多湖輝興 

1B06(11:00～11:15)流通系反応器を用いるエタノール水溶液によ

るベンジルフェニルエーテルの連続加溶媒分解反応 
(岩手大)○谷口賢吉,Kusumawati E.,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 石原 篤氏(三重大学)(9：30～10：45) 

1C01(09:30～09:45)熱分解廃棄ガス中のフェノール改質のための

触媒へのアルカリ土類金属添加(九州大)○大島一真, 
(成蹊大)柳田晃秀,田代啓悟,(九州大)岸田昌浩, 
(成蹊大)里川重夫 

1C02(09:45～10:00)ゼオライト触媒を用いたプラスチック熱分解

ガスの変換(成蹊大)○坂本聖空,田代啓悟,(九州大)大島一真,
岸田昌浩,(成蹊大)里川重夫 

1C03(10:00～10:15)PVC共存下におけるPET熱分解によるテレフ

タル酸誘導体の回収(弘前大)○吉田曉弘,本宮拓実, 
(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 

1C04(10:15～10:30)減圧残油とプラスチックの共熱分解効果に及

ぼすプラスチック種の影響(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 

1C05(10:30～10:45)減圧残油と混合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  

 
休   憩(10:45～11:00) 

 
 司会 松方正彦氏(早稲田大学)(11：00～12：00) 

1C06(11:00～11:30)【招待】カーボンニュートラルへ向かう社会に

おける製油所の役割に関するライフサイクル思考 
(東京大)○菊池康紀 

 
1C07(11:30～12:00)【招待】廃プラスチックのケミカルリサイクル

のこれまでとこれから 
(早稲田大)○加茂 徹 



 

2022 年長野大会プログラム(10 月 27 日・午前) 

D 会場（会議室 12D） E 会場（会議室 12E） F 会場（会議室 13A） 
 司会 北澤秀隆氏(コスモ石油)(9：25～10：30) 

(09：25～09：30)装置部会長挨拶 (コスモ石油)鵜澤勝義 

1D01(09:30～09:45)新しい安全文化診断手法の試み 
(ENEOS)○中島美穂 

1D02(09:45～10:00)働き方改革による業務時間削減 
(出光)○作田陽佑 

1D03(10:00～10:15)AI 解析技術を用いた保安情報活用プラットフ

ォーム構築(JPEC)○内田 充,秋本 淳,中村博幸,野崎隆生 
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 牧下知行氏(出光興産)(10：45～11：30) 

1D05(10:45～11:00)デジタルツイン分析予知保全ソリューション

の回転機トライアル事例 
(コスモ石油)○北澤秀隆,太刀川 卓 

1D06(11:00～11:15)AI を活用したプロセス・メカニカル異常検知

システムの導入(太陽石油)○池田拓也,今岡翔平 
1D07(11:15～11:30)数値流体解析によるトリクルベッドリアクタ

ー入口における液拡散シミュレーション 
(コスモ石油)○鈴木伸也,夏原健太,小森一幸 

 

 司会 井口翔之氏(京都大学)(9：30～10：15)  

1E01(09:30～09:45)ルチル型 TiO2上での Ir 酸化物原子層・Ir 複合

酸化物サブナノ粒子の設計と触媒特性評価 
(名古屋大)○渡邉航大,織田 晃,沢邊恭一,薩摩 篤 

1E02(09:45～10:00)結晶性 Mo3VOx 複合酸化物粒子の触媒物性に

対する表面被覆効果(神奈川大)○岡倉知宏, 
(北海道大)下田光祐, (神奈川大)石川理史,上田 渉 

1E03(10:00～10:15)金属元素被覆した結晶性 Mo-V 複合酸化物触

媒によるプロパンアンモ酸化 
(北海道大)○下田光祐,(神奈川大)岡倉知宏,石川理史, 
(北海道大)鳥屋尾 隆,清水研一,(神奈川大)上田 渉 

 
休   憩(10:15～10:30) 

 

 司会 小倉 賢氏(東京大学)(10：30～11：30) 

1E04(10:30～10:45)電場印加時の低温 NOx 還元反応のメカニズム

解明(早稲田大)○鵜飼千尋,重本彩香,比護拓馬,成田優希,  
(トヨタ)植西 徹,(早稲田大)関根 泰 

1E05(10:45～11:00)Ni 担持 RuO2 エピタキシャル層上で観測され

る低温 CO 酸化活性 
(名古屋大)○壱橋里紗,織田 晃,山本悠太,沢邊恭一,薩摩 篤 

1E06(11:00～11:15)酸素過剰条件での排ガス浄化活性向上を目指

した白金‐汎用金属複合触媒の開発 
(名古屋大)○森尻康介,佐藤勝俊,山田博史,永岡勝俊 

1E07(11:15～11:30)触媒担体の細孔構造がガスの拡散と反応に与

える影響(名古屋大)○加藤 廉,佐藤勝俊,永岡勝俊,山田博史 
(トヨタ)木下洋平,林 高弘 

 

 司会 山浦弘之氏(愛媛大学)(9：30～10：30) 

1F01(09:30～10:00)【招待】海水およびかん水からのリチウム回収

プロセスの開発(北九大)○吉塚和治 
1F02(10:00～10:15)国際石油市場の変化について 

(石連)○浜林郁郎 
1F03(10:15～10:30)東南アジア諸国における石油天然ガス産業か

ら排出される水銀廃棄物処理の事例紹介 
(野村興産)○岩瀬博樹 

 
 
 
 

休   憩(10:30～10:45) 

 

 

 

 

 司会 浜林郁郎氏(石油連盟)(10：45～11：30) 

1F04(10:45～11:00)石油類中の水銀吸着に与える表面官能基の影

響(愛媛大)○山浦弘之,中西祐樹,山口修平,八尋秀典, 
( IH テクノ)幾島將貴,幾島嘉浩 

1F05(11:00～11:15)水中における活性炭表面への水銀吸着に関す

る研究(愛媛大)○高橋昂佑,山浦弘之,山口修平,八尋秀典 
1F06(11:15～11:30)水銀含有バイオマスを原料とした合成燃料生

成を行う評価実験装置の開発 
(IH テクノ)○幾島賢治,(愛媛大)山浦弘之,八尋秀典, 
(ジーエルサイエンス)佐藤 勉,村下直樹,伊藤巧太 

 



 

 

2022 年長野大会プログラム(10 月 27 日・午後) 
A 会場（会議室 12A） B 会場（会議室 12C） C 会場（会議室 12B） 

 司会 比護拓馬氏(早稲田大学)(13：00～14：00) 

1A08(13:00～13:15)Na‐Fe 系触媒を用いたダイレクト FT 合成反

応における芳香族炭化水素生成の研究(本田技研)○海田千晴,
山本修身,西岡海斗,隅 英明,華山 賢,安田大志 

1A09(13:15～13:30)CO2 からの低級オレフィン合成における活性

炭担持鉄系触媒の還元条件の影響 
(北九大)○安村響生,押方亮介,朝見賢二 

1A10(13:30～13:45)鉄系触媒を用いた CO2 の水素化による低級オ

レフィン合成における炭素担体種の影響 
(北九大)○押方亮介,朝見賢二 

1A11(13:45～14:00)Fischer-Tropsch Synthesis における Al2O3担

持 Ru 触媒の反応挙動の検討(名古屋大)○豊田雅俊, 
佐藤勝俊,Kutubi S.,山田博史,永岡勝俊 

 
休   憩(14:00～14:15) 

 
 司会 小河脩平氏(高知大学)(14：15～15：00) 

1A12(14:15～14:30)NH3合成用 Co/MgO 触媒へのアルカリ金属添

加効果の検討（第 3 報）(名古屋大)○柴田智子,宮原伸一郎, 
山田博史,佐藤勝俊,永岡勝俊 

1A13(14:30～14:45)産業廃棄物を利用したアンモニア分解反応用

Ru 触媒の開発(徳島大)○鳴川了介,霜田直宏,杉山 茂 
1A14(14:45～15:00)非在来型触媒反応によるアンモニア分解 

(早稲田大)○大淵ゆきの,土井咲英,(ヤンマー)御手洗健太, 
川邊 研,(早稲田大)関根 泰 

 
休   憩(15:00～15:15) 

 
 司会 佐藤勝俊氏(名古屋大学)(15：15～16：00) 

1A15(15:15～15:30)H2 雰囲気下での CeO2 表面プロトン伝導の吸

着平衡モデルを用いた定量的説明(早稲田大)○越塚義規, 
松田 卓,常木英昭,(オスロ大)Truls N.,(早稲田大)関根 泰 

1A16(15:30～15:45)NiドープYSZ触媒を用いたメタン水蒸気改質

反応における Ni 電子状態に関する検討 
(早稲田大)○佐々木 淳,永川華帆,三瓶大志, 
(村田製作所)森 直哉, 尾山貴司,佐藤秀人,(早稲田大)関根 泰 

1A17(15:45～16:00)高温水蒸気雰囲気下で優れた耐久性を示すゼ

オライト内包 Ni 微粒子触媒の開発とエタノール水蒸気改質

反応への適用(東工大)○横澤つき, Arayawate S., 
(京都大)藤墳大裕,(東工大)木村健太郎,多湖輝興 

 司会 上谷高明氏(INPEX)(13：00～14：30) 

1B07(13:00～13:45)【招待】シーケンス層序学における時間空間ス

ケール(信州大)○保柳康一 
1B08(13:45～14:00)ジョイント要素を用いた誘発地震予測モデル

の開発―二酸化炭素地下貯留への適用― 
(早稲田大)○片山滉基,古井健二,(INPEX)津坂仁和 

1B09(14:00～14:15)膨潤性ポリマー粒子を含む多成分粒子孔隙体

の浸透率評価(早稲田大)○井戸瑞歩,古井健二 
1B10(14:15～14:30)貯留層モデリング―追加開発意思決定のため

の複合的不確実性評価―(石油資源開発)○髙居勇佑, 
古志真一,渋谷岳史,湯淺 亮,脇園 遼 

 
 
 
 

休   憩(14:30～14:45) 

 
 
 
 
 
 司会 中川裕幸氏(石油資源開発)(14：45～16：00) 

1B11(14:45～15:00)Evaluation of roughness due to calcite dissolution in 
crude oil/brine/rock system: Implications for low salinity water flooding 
(Hokkaido Univ.)○Y. Wan, X. Hao, T. Hasegawa,  
Y. Elakneswaran 

1B12(15:00～15:15)Cloud computing を用いた複数のヒストリー

マッチングモデルの作成と不確実性評価 
(JX 石油開発)○渡辺大輝,塔筋雄太, 
(シュルンベルジェ)山邉浩立 

1B13(15:15～15:30)ケミカルによるシェールの浸透性改善に関す

る検討(九州大)○岡本 隆,菅井裕一,Nguele R.,江崎丈裕 
1B14(15:30～15:45)ナノエマルションを用いた石油増進回収技術

に関する検討 
(九州大)○葉山理一,Nguele R.,菅井裕一,江崎丈裕 

1B15(15:45～16:00)次世代 MEOR（原位置原油分解メタン生成）

技術の開発(産総研)○前田治男,須田 好,(INPEX)五十嵐雅之,
岩間弘樹,(産総研)玉木秀幸,坂田 将,眞弓大介 

  
 
 司会 藤井重孝氏(千代田化工建設)(13：15～14：15) 

1C08(13:15～13:30)ゲル骨格補強シリカ‐ゼオライト階層構造触

媒による低密度ポリエチレンの接触分解反応に及ぼすゼオラ

イトの種類の影響(三重大)○水野皓大,橋本忠範,石原 篤 
1C09(13:30～13:45)ノルマルセタン中でのポリプロピレンの触媒

分解(早稲田大)○松下真大,加茂 徹,酒井 求,松方正彦 
1C10(13:45～14:00)ゼオライト触媒を用いたノルマルセタン中の

ポリエチレンの触媒分解(早稲田大)○三浦えり,加茂 徹, 
酒井 求,松方正彦 

1C11(14:00～14:15)ポリオレフィンの触媒分解に対する共存物質

の影響(鳥取大)○増田大毅,川谷優也,菅沼学史,辻 悦司, 
片田直伸 

 
休   憩(14:15～14:30) 

 

 司会 近江靖則氏(岐阜大学)(14：30～16：00) 

1C12(14:30～14:45)ナフサ低温接触分解による低級オレフィン高

効率製造を指向した貴金属微粒子内包 ZSM-5 ゼオライト触

媒の開発(東工大)○中谷のどか,中谷理佳子, 
(京都大)藤墳大裕,(東工大)木村健太郎,多湖輝興 

1C13(14:45～15:00)軽質アルカンの脱水素のためのゼオライト触

媒開発(北九大)○今井裕之,野口 琉,大嶋章裕 
1C14(15:00～15:15)炭素析出とともに活性が向上するエタンおよ

びプロパンの接触脱水素反応(徳島大)○杉山 茂,幸泉旭彦, 
岩城昂尚,霜田直宏,(三菱ケミカル)加藤裕樹,二宮 航 

1C15(15:15～15:30)電場触媒反応による低温プロパン脱水素反応

(高知大)○住吉虹輝,上田忠治,小河脩平 
1C16(15:30～15:45)環状C5成分の脱水素反応によるシクロペンタ

ジエン製造のための担持 Pt 系触媒の開発 
(埼玉大)○浮田龍一,平原実留,荻原仁志,黒川秀樹 

1C17(15:45～16:00)シリカ担持 Ir 触媒によるメチルシクロペンタ

ンの加水素分解 
(横浜国大)○稲垣怜史,前川裕城,若月陸人,窪田好浩 

 



 

2022 年長野大会プログラム(10 月 27 日・午後) 

D 会場（会議室 12D） E 会場（会議室 12E） F 会場（会議室 13A） 
 司会 増子敏昭氏(ENEOS)(13：00～14：30)  

1D08(13:00～13:15)ボイラー過熱器管溶接部のクリープ損傷によ

る開孔事例(コスモ石油)○永田陽平 
1D09(13:15～13:30)ドローンを活用した配管スクリーニング検査

の有効性について 
(コスモ石油)稲垣和寿,(非破壊検査)○藤垣博敏 

1D10(13:30～13:45)保温材下腐食（CUI）検査計画立案へのデータ

マイニング技術の活用(ENEOS)○村上翔太,藤本佳介 
1D11(13:45～14:00)タンク底板中央部の腐食事例と検査手法の検

証(出光)○中村 充,鶴岡寛樹 
1D12(14:00～14:15)熱交換器・ボイラーチューブの水浸 UT 検査技

術（FREND 検査）の取組みについて 
(レイズネクスト)○藤田 覚,小畠雅史 

1D13(14:15～14:30)設備検査への API 基準導入による信頼性改善

事例(出光)○石川博規,石崎陽一 
 
 
 

休   憩(14:30～14:45) 

 
 
 
 司会 釜賀 輝氏(出光興産)(14：45～16：00) 

1D14(14:45～15:00)水素化脱硫装置のリアクターエフルエント配

管減肉に対する流動状況の影響 
(コスモ石油)○夏原健太,鈴木伸也,小森一幸 

1D15(15:00～15:15)ニードルコークスの概要 
(ENEOS)○大山 隆 

1D16(15:15～15:30)カーボンニュートラルへの取組みと水素用水

電解整流器の紹介(東芝三菱電産シス)○吹上 哲 
1D17(15:30～15:45)燃料アンモニアによるエネルギーのカーボン

ニュートラル化(IHI)○須田俊之 
1D18(15:45～16:00)新素材を使った新たな省エネへのチャレンジ

(ENEOS)○松本佳織 

 司会 大須賀遼太氏(東北大学)(13：00～14：00) 

1E08(13:00～13:15)ケギン型ポリオキソメタレートへのプロトン

吸着における支配因子の理論化学的検討 
(早稲田大)○秋山広夢,三瓶大志,山口正浩,高島千波, 
中井浩巳,(高知大)小河脩平,上田忠治,(早稲田大)関根 泰 

1E09(13:15～13:30)CO2吸脱着過程における SiO2担体上のアミン

酸化劣化機構の解明(九州大)○田中滉大,北條 元,永長久寛 
1E10(13:30～13:45)ジルコニウムアルコキシドの 1,4-ブタンジオ

ール中での加熱処理による球状ジルコニア粒子の生成 
(群馬大)○岩本伸司,五十嵐 瞳,小島徹也,杉山歩哉 

1E11(13:45～14:00)固相転換法による MFI ゼオライト内包金属微

粒子触媒の開発と触媒反応への応用(東工大)○遠藤海咲, 
中谷のどか,叶 家楠,木村健太郎,(京都大)藤墳大裕, 
(東工大)多湖輝興 

 
休   憩(14:00～14:15) 

 

 司会 稲垣怜史氏(横浜国立大学)(14：15～15：30) 

1E12(14:15～14:30)Ru 含有ゼオライトの直接合成および酸化的メ

タン転換活性(東工大)○于 牧遠,保田修平,忰熊俊紀,松本 剛,
野村淳子,横井俊之 

1E13(14:30～14:45)ゼオライト上に導入した Cr 種の状態とその触

媒性能評価 
(東工大)○忰熊俊紀,保田修平,于 牧遠,野村淳子,横井俊之 

1E14(14:45～15:00)Al ペアサイトを有するゼオライトの合成と

Sr2+イオン交換特性評価(東北大)○今西佳保,藪下瑞帆, 
大須賀遼太,真木祥千子,蟹江澄志,(東工大)横井俊之, 
(東北大)村松淳司 

1E15(15:00～15:15)調製法の異なるチタノシリケートに対する酸

処理の触媒反応への影響(東工大)○山田駿介,保田修平, 
松本 剛,野村淳子,(産総研)今 喜裕,(東工大)横井俊之 

1E16(15:15～15:30)8 員環ゼオライトの合成および細孔特性に及

ぼす界面活性剤添加効果(東工大)○上舘和史,伊賀悠大, 
澤田真人,松本 剛,保田修平,野村淳子,横井俊之 

 Chair Dr. S. Furukawa(Hokkiado Univ.)(13：00～13：30) 
1F07(13:00～13:30)[Invited]Nano-metal phosphides as green 

sustainable hydrogenation catalysts 
(Osaka Univ.) ○T. Mitsudome 

 
 Chair Dr. S. Nishimura(JAIST)(13：30～14：30) 
1F08(13:30～13:45)Protection strategy for selective oxidative 

esterification of HMF-dimethylacetal to 
dimethylfuran-2,5-dicarboxylate with Au/CeO2 
(Hokkaido Univ.)○N. Sheet, J. J. Wiesfeld, A. Fukuoka, 
K. Nakajima 

1F09(13:45～14:00)Stereospecific ring opening metathesis 
polymerization of cyclic olefins by vanadium-alkylidene 
catalysts containing N-heterocyclic carbene ligands 
(Tokyo Metropolitan Univ.)○J. Suthala, K. Nomura 

1F10(14:00～14:15)Synthesis of bio-based network polymers by 
acyclic diene metathesis polymerization 
(Tokyo Metropolitan Univ.)○L. O'Hari P. Go, K. Nomura 

1F11(14:15～14:30)Conversion of N-acetylglucosamine derived 
from marine biomass chitin over ion-exchanged 
montmorillonite(AIST)○K. Yamazaki, N. Hiyoshi,  
A. Yamaguchi 

 
Break(14:30～14:45) 

 
 Chair Dr. Y. Kuwahara(Osaka Univ.)(14：45～15：45) 
1F12(14:45～15:15)[Invited]Low-dimensional assembling of 

iron-aqua complexes for designing post-TiO2 
(NIMS) ○Y. Ide 

1F13(15:15～15:30)Development of thermally stable highly 
dispersed supported polyoxometalate cesium salts 
(Univ. Tokyo)○T. Suzuki, T. Yabe, K. Wachi, K. Yonesato, 
K. Suzuki, K. Yamaguchi  

1F14(15:30～15:45)Crystalline Zr3SO9 oxides with superior acid 
catalytic property to the conventional sulfated 
zirconia(Kanagawa Univ.)○M. Tao, S. Ishikawa,  
(AIST)T. Ikeda, (Hokkaido Univ.) S. Yasumura, Y. Jing, 
T. Toyao, K. Shimizu,  
(Hokkaido Univ. Education)H. Matsuhashi, 
(Kanagawa Univ.)W. Ueda 



 

 

2022 年長野大会プログラム(10 月 28 日・午前) 

A 会場（会議室 12A） B 会場（会議室 12C） C 会場（会議室 12B） 
 司会 高鍋和広氏(東京大学)(9：00～10：15) 

2A01(09:00～09:30)【招待】再生可能エネルギーと炭化水素の未来 
(早稲田大)○関根 泰 

2A02(09:30～09:45)CO2水素化反応用 Co/CeO2触媒への 13, 14 族

元素添加効果 
(名古屋大)○新家康弘,佐藤勝俊,山田博史,永岡勝俊 

2A03(09:45～10:00)自己自立型メタネーション―加熱を必要とし

ない CO2の新しいメタン変換ルート― 
(静岡大)○福原長寿,赤間 弘,内田健太郎, Verma P.,渡部 綾 

2A04(10:00～10:15)二酸化炭素からのメタン変換のための担持ル

テニウム触媒の調製条件の影響 
(名工大)○三田剛志,西田吉秀,羽田政明 

 
 
 
 

休   憩(10:15～10:30) 

 
 
 
 司会 菅沼学史氏(鳥取大学)(10：30～11：30) 

2A05(10:30～10:45)北海道内の温泉付随ガスからの水素生成 
(北見工大)○荒井昌也,坂上寛敏,岡﨑文保,木田真人, 
南 尚嗣,(北海道総研)大森一人,林 圭一,鈴木隆広 

2A06(10:45～11:00)メタン直接改質反応―酸化鉄触媒におけるア

ルミナ添加効果―(北見工大)○櫻井陽平,岩間廣一朗,岡﨑文

保 
2A07(11:00～11:15)メタン直接改質反応―バイオメタンの利用―

(北見工大)○福島渚生,岩間廣一朗,岡﨑文保 
2A08(11:15～11:30)メタン直接改質反応―共存ガスの影響― 

(北見工大)○佐藤 黎,岩間廣一朗,岡﨑文保 

 司会 栗原正典氏(早稲田大学)(9：00～10：00) 

2B01(09:00～09:15)AI 画像認識技術によるカッティングス記載自

動化の試み(JX 石油開発)○水谷雄太,原田拓哉, 
(JOGMEC)南條貴志,石丸卓也,(伊藤忠テクノ)藤澤好民, 
井上翔太,酒井博隆,渡辺健太 

2B02(09:15～09:30)電磁探査における深層ニューラルネットワー

クを用いた逆解析の適用可能性 
(早稲田大)○上田 匠,西野玉城,中西賢吾 

2B03(09:30～09:45)頁岩層の不連続面分布を考慮した坑井安定性

解析モデルの開発(早稲田大)○佐田 哲,古井健二 
2B04(09:45～10:00)環境社会管理の変遷および資源開発事業者と

しての取組み(INPEX)○安齋竜平,井下太貴,木櫛安哲 
 

休   憩(10:00～10:15) 

 

 司会 鈴木知行氏(JX 石油開発)(10：15～11：30) 

2B05(10:15～10:30) A quantitative approach to evaluate the 
effect of temperature and homogenizing conditions on 
crude oil emulsion stability 
(Hokkaido Univ.)○X. Hao, (JOGMEC)M. Shimokawara, 
Y. Kato, R. Kitamura, (Hokkaido Univ.)Y. Elakneswaran 

2B06(10:30～10:45)保管温度の変化に伴う無機粒子存在下におけ

る原油エマルジョンの生成と安定性 
(北海道大)○服部秋真,Hao X.,(JOGMEC)加藤是威, 
下河原麻衣,北村龍太,(北海道大) Elakneswaran Y. 

2B07(10:45～11:00)LNG 基地における工業用水で発生した微生物

誘起腐食事例と浸漬試験(INPEX)○砂場敏行,水上裕貴, 
(秋田大)宮野泰征,(海洋研究開発)若井 暁 

2B08(11:00～11:15)INPEX における危機管理の取り組みについて

(INPEX)○諸江功裕,寺西孝裕,井上正喜  
2B09(11:15～11:30)日本の石油開発産業史を考える 

(JOGMEC)○伊原 賢 

 司会 上田 渉氏(神奈川大学)(9：00～10：15) 

2C01(09:00～09:30)【招待】気候変動，脱炭素と激動する環境下で

の石油産業のサバイバルを考える(JOGMEC)○伊原 賢 
2C02(09:30～09:45)液体金属インジウム触媒によるメタン脱水素

多量化反応(東工大)○井口翔之,西川祐太,中谷鮎美, 
鈴木綾子,(北海道大)朝倉清高,(東工大)山中一郎 

2C03(09:45～10:00)担持 Pt 触媒を用いたメタン脱水素カップリン

グ反応(埼玉大)○荻原仁志,友野 樹,髙村 陸,黒川秀樹  
2C04(10:00～10:15)根留触媒による低温乾式メタン転換 

(Cornell Univ.)庄司州作,(Fuzhou Univ.)Peng X., 
(静岡大)渡部 綾,(名古屋大)山本悠太,徳永智春, 
(NIMS,筑波大)橋本綾子,(NIMS)上田茂典, 
(静岡大)福原長寿,(東工大)宮内雅浩, 
(高知工科大)藤田武志,(NIMS,埼玉大)○阿部英樹 

 
 

休   憩(10:15～10:30) 

 

 

 司会 荻原仁志氏(埼玉大学)(10：30～11：30) 

2C05(10:30～10:45)シリカ担持ニッケル触媒のメタンドライリフ

ォーミング雰囲気におけるその場 STEM 観察 
(九州大)○山本知一,川見洋一郎,松田潤子,(長崎大)中越 修, 
瓜田幸幾,(久留米高専)松村 晶 

2C06(10:45～11:00)触媒インフォマティクスによるメタンの活性

化を実現する二成分合金の探索(福岡工大)○蒲池高志, 
(東工大)吉田将隆,(九州大)辻 雄太,吉澤一成 

2C07(11:00～11:15)金属水素化物による低級アルカン変換反応 
(工学院大)○前野 禅,(北海道大)安村駿作,胡 笑鳴,鳥屋尾 隆,
清水研一 

2C08(11:15～11:30)酸化白金触媒によるメタンの低温酸素酸化と

アルミナ担持白金触媒によるシアン化水素合成 
(九州大)○高垣 敦,山﨑達也,辻 雄太,吉澤一成,松田潤子, 
石原達己,(産総研)阪東恭子,(都立大)宍戸哲也 

 



 

2022 年長野大会プログラム(10 月 28 日・午前) 

D 会場（会議室 12D） E 会場（会議室 12E） F 会場（会議室 13A） 
 司会 岡本 悟氏(ENEOS)(9：00～10：30) 

2D01(09:00～09:15)CCR 再生塔の多点温度計改善 
(西部石油)○河本 信 

2D02(09:15～09:30)運転中における不断水工法を用いた冷水塔更

新工事の紹介(富士石油)○田中秀汰,北野裕二 
2D03(09:30～09:45)高性能断熱材の適用とその施工方法 

(コスモエンジ)○豊内謙太郎,本島 卓,佐々木晋也, 
(ニチアス)友納靖司 

2D04(09:45～10:00)加熱炉管表面温度計対応変更に係る取り組み

(富士石油)○近藤悠也 
2D05(10:00～10:15)CSL 型熱交換器へのカンプロファイルガスケ

ット適用(出光)○長谷川 就 
2D06(10:15～10:30)製油所計器室の無溶接工法による施工 

(東亜石油)○宮部恭輔 
 

休   憩(10:30～10:45) 

 

 司会 雨宮正臣氏(石油エネルギー技術センター) 

(10：45～11：30) 

2D07(10:45～11:00)オンラインサンプリング‐加熱脱着 GC 法に

よる代替燃料ガス中の不純物分析 
(アジレント・テクノ)○関口 桂,中村貞夫 

2D08(11:00～11:15)リン化ロジウム触媒による選択的水素化脱硫

反応(室蘭工大)○神田康晴,宮本亜未 
2D09(11:15～11:30)XAFS 測定による HDS 触媒の硫化挙動解析

(日揮触媒化成)○松元雄介,藤野李紗,田川和成,関 浩幸, 
(九州大)杉山武晴,(九州大)永長久寛,(島根大)久保田岳志 

 司会 和田 透氏(北陸先端科学技術大学院大学)(9：00～10：15) 

2E01(09:00～09:15)非環式ジエンメタセシス重合による光学活性

ジオール部位を有するバイオベース脂肪族ポリエステルの合

成(都立大)○勇 かのこ,野村琴広 
2E02(09:15～09:30)モリブデン‐アルキリデン錯体触媒を用いた

非環式ジエンメタセシス（ADMET）重合によるバイオベー

スポリエステルの合成(都立大)○小嶋美華,野村琴広 
2E03(09:30～09:45)ノルボルネン／ブタジエン共重合体と部分水

素化ポリ共役ジエンと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 

2E04(09:45～10:00)ニッケル錯体/EtAlCl2 からなる不均一系触媒

を用いたブテン低重合によるバイオジェット燃料の製造 
(埼玉大)神坂 樹,春田真吾,平原実留,荻原仁志,〇黒川秀樹 

2E05(10:00～10:15)モンモリロナイト担持 4 族メタロセン／後周

期遷移金属錯体からなる hybrid エチレン重合触媒の開発 
(埼玉大)○田中祐輔,(日本ポリケム)山本和弘, 
(埼玉大)平原実留,荻原仁志,黒川秀樹 

 
休   憩(10:15～10:30) 

 

 司会 野村琴広氏(東京都立大学)(10：30～11：30) 

2E06(10:30～10:45)Relationship between molecular structure of 
internal donors and catalytic performance: Impact of alkyl 
groups of phthalates(JAIST, DPI)○M. Khoshsefat,  
P. Chammingkwan, M. Terano, T. Taniike 

2E07(10:45～11:30)【招待】リビング配位重合触媒の開発とシクロ

オレフィン共重合体への応用(広島大)○塩野 毅 

 Chair Dr.N.Shimoda(Tokushima Univ.)(9：00～10：00) 
2F01(09:00～ 09:15)CeO2-supported bimetallic Ni-Ag catalyst 

for ammonia synthesis from NO-CO-H2O 
(AIST)C. Chaudhari,  
(AIST, Tokyo Inst. Tech.)〇Y. Manaka, (AIST)T. Nanba 

2F02(09:15～09:30)Plasmon-assisted hydrogenation and 
dehydrogenation reactions of noble metal nanoparticles 
(Shizuoka Univ.)○P. Verma, (Osaka Univ.)K. Mori,  
Y. Kuwahara, (Shizuoka Univ.)R. Watanabe,  
(Osaka Univ.)H. Yamashita,  
(Shizuoka Univ.)C. Fukuhara 

2F03(09:30～09:45)Effect of Ca addition on the catalytic activity 
of BaTiO3 for oxidative coupling of methane 
(Nagoya Inst. Tech.)○R. Gan, Y. Nishida, M. Haneda 

2F04(09:45～10:00)CO2 hydrogenation reaction over 
Pd-containing MWW zeolite catalyst 
(Tokyo Inst. Tech.)○W. Yang, S. Yasuda, S. Balu, M. Yu, 
T. Kaseguma, T. Yokoi 

 
Break(10:00～10:15) 

 

 Chair Dr. R. Watanabe (Shizuoka Univ.) (10：15～11：15) 
2F05(10:15～10:30)Direct synthesis of carbamates as 

polyurethane raw materials from low-concentration of CO2 
equivalent to thermal power plant exhaust gas 
(AIST)○H. Koizumi, K. Takeuchi, K. Matsumoto,  
N. Fukaya, K. Sato, (Tosoh)M. Uchida, S. Matsumoto,  
S. Hamura, (AIST)J.-C. Choi 

2F06(10:30～10:45)Design of efficient catalyst for higher 
alcohols synthesis via CO2 hydrogenation 
(Tokyo Univ. Agriculture Tech.)○M. Zhao, N. Kawamoto, 
K. Kamiya, E. W. Qian  

2F07(10:45～11:15)[Invited]Oxidative coupling of methane over 
alkaline tungstate catalysts (Univ. Tokyo)○K. Takanabe  

 



 

 

2022 年長野大会プログラム(10 月 28 日・午後) 

A 会場（会議室 12A） B 会場（会議室 12C） C 会場（会議室 12B） 
 司会 天尾 豊氏(大阪公立大学)(13：00～14：00) 

2A09(13:00～13:15)トルエン水素化反応に対して高い Pt 質量比活性を示す

Pt1Co単原子合金触媒の設計 
(名古屋大)○藤田尭久,織田 晃,山本悠太,沢邊恭一,薩摩 篤 

2A10(13:15～13:30)静電場印加時の二酸化炭素固体吸着材特性  
(早稲田大)○増田拓海,七種紘規,千島健伸,三瓶大志,村上洸太,関根 泰 

2A11(13:30～13:45)CO2プラズマ処理ガスからの炭素捕集用触媒の開発 
(岐阜大)○村田大介,宮本 学,近江靖則,上宮成之,今井 勉,神原信志 

2A12(13:45～14:00)Pt 担持モリブデン亜酸化物触媒を用いた光ケミカルルーピ

ングによるCO2還元(大阪大)○岸村 拓,楠 和樹, 
(大阪大,JST-PRESTO)桑原泰隆,(大阪大)山下弘巳 

 
休   憩(14:00～14:15) 

 

 司会 藤原 翔氏(山形大学)(14：15～15：30) 

2A13(14:15～14:30)鉄鋼スラグを原料とした CaO 系酸化物複合体への転換と

CO2回収への応用 
(大阪大,JST-PRESTO)○桑原 泰隆,(大阪大)花木愛子,山下弘巳 

2A14(14:30～14:45)ギ酸からの水素生成反応におけるPdAg二元系合金触媒への

Cr添加の効果(大阪大)○藤田達也,森 浩亮,山下弘巳 
2A15(14:45～15:00)GaOx修飾Pdナノ粒子触媒を用いたCO2水素化によるギ酸

合成(大阪大)○森 浩亮,畑 拓仁,山下弘巳 
2A16(15:00～15:15)フッ化物触媒によるCO2と廃棄金属ケイ素からのギ酸・メタ

ノール合成(横浜国大,東工大)○本倉 健,(東工大)中尾海輝,中川智尋, 
(産総研,東工大)眞中雄一 

2A17(15:15～15:30)１気圧 CO2を原料とした環境調和的なポリウレタン原料合

成(産総研)○竹内勝彦,陳 銘予,小泉博基,松本和弘,深谷訓久,崔 隆基, 
(東ソー)重安真治,松本清児,羽村 敏, (産総研)崔 準哲 

 
休   憩(15:30～15:45) 

 

 司会 田代啓悟氏(成蹊大学)(15：45～16：45) 

2A18(15:45～16:00)廃棄物処理ガスを原料とする DME 製造プロセスの実現可

能性とCO2削減の検討(静岡大)○塩谷真生,武田和宏,武石 薫 
2A19(16:00～16:15)二酸化炭素を原料とする可視光駆動型不飽和ジカルボン酸

の合成系構築(大阪公大)○竹内未佳,東 正信,天尾 豊 
2A20(16:15～16:30)生体／可視光吸収色素を用いた CO2およびアセトンから生

分解性高分子原料のワンポット合成 
(大阪市大)○紀太 悠,(大阪公大)東 正信,天尾 豊 

2A21(16:30～16:45)芳香族アミン上での光化学的CO2固定化反応の開発 
(東工大)○五味杏介,松本 剛,保田修平,野村淳子,横井俊之 

 司会 福永哲也氏(出光興産)(13：00～14：00) 

2B10(13:00～13:45)【招待】接触分解プロセスにおけるバイオマス原料のコプロ

セッシング―実験および機械学習を用いた反応解析― 
(信州大)○嶋田五百里 

2B11(13:45～14:00)バイオオイルの接触分解反応における油脂の添加効果 
(信州大)○田中葉子,長田光正,福長 博,高橋伸英,嶋田五百里 

 
 
 
 

休   憩(14:00～14:15) 

 

 

 

 司会 今井裕之氏(北九州市立大学)(14：15～15：15) 

2B12(14:15～14:30)ジェット燃料粗油製造における環状化合物生成に及ぼす反

応条件の影響(北九大)○佐野凌大,朝見賢二,(環境エネルギー)谷 春樹, 
(HiBD研)村上弥生,藤元 薫 

2B13(14:30～14:45)ココナッツオイルからバイオジェット燃料製造のための多

機能触媒の設計(東京農工大)○綱川隼矢,神谷憲児,銭 衛華 
2B14(14:45～15:00)低水素圧下でのキシロースからのキシリトール選択合成を

目指した炭素担持銅微粒子触媒の開発 
(京都大)○藤墳大裕,平岡 拓,山口祐季,(東工大)多湖輝興,(京都大)河瀬元明 

2B15(15:00～15:15)超臨界二酸化炭素を溶媒とする担持金属触媒を用いたメト

キシフェノールの水素化反応(産総研)○山口有朋,村上由香,日吉範人 
 

休   憩(15:15～15:30) 

 

 司会 藤墳大裕氏(京都大学)(15：30～16：30) 

2B16(15:30～15:45)Fe 粒子と水から反応中発生する in situ 水素を用いたキシ

ロースの水素化分解における反応経路の推定 
(神戸大)○松原宏太,樋口凌雅,谷屋啓太,荻野千秋,市橋祐一,西山 覚 

2B17(15:45～16:00)Oxidative esterification of acetal-protected HMF to 
dimethyl 2,5-furandicarboxylate using a nitrogen-doped 
carbon-supported cobalt catalyst 
(Hokkaido Univ.)○J. J. Wiesfeld, K. Nakajima 

2B18(16:00～16:15)Sustainable catalytic transesterification of polyesters using 
heterogeneous TiO2-supported MoOx catalyst 
(Tokyo Metropolitan Univ.)○S. M. A. H. Siddiki, K. Nomura 

2B19(16:15～16:30)植物原料からの直鎖および架橋ポリエステルの合成とセル

ロースナノファイバー複合化による機械特性評価 
(都立大)○松本佑一,野村琴広, Go L. O'Hari P. 

 司会 宍戸哲也氏(東京都立大学)(13：00～14：15) 

2C09(13:00～13:30)【招待】触媒インフォマティクスによるメタン酸化触媒の

設計(北海道大)○高橋啓介 
2C10(13:30～13:45)ハイスループット実験を基盤とするデータ駆動型触媒研究

―メタン酸化カップリング触媒の開発―(北陸先端大)○谷池俊明 
2C11(13:45～14:00)Ce含有MFI型ゼオライト担持金属触媒を用いた低温メタン

酸化カップリング反応(東北大)○大須賀遼太,根谷 温,芳田元洋,藪下瑞帆, 
(東工大)保田修平,(東北大)真木祥子,蟹江澄志,(東工大)横井俊之, 
(東北大)村松淳司 

2C12(14:00～14:15)メタンからメタノールへの直接酸化に有効なCuゼオライト

触媒の探索と反応機構解析(熊本大)○大山順也,土村佑香,芳田嘉志, 
町田正人,(北陸先端大)西村 俊,(北海道大)髙橋啓介 

 
 

休   憩(14:15～14:30) 

 

 

 司会 矢部智宏氏(東京大学)(14：30～15：45) 

2C13(14:30～14:45)メタノール直接合成反応におけるCu含有CHAの活性種構

造解析(熊本大)○土村佑香,大山順也,芳田嘉志,町田正人 
2C14(14:45～15:00)メタンからメタノール，さらには低級オレフィンの直接合成

を可能にするゼオライト触媒の創製(東工大)中村研吾,Xiao P.,保田修平, 
松本 剛,(東北大)大須賀遼太,藪下瑞帆,村松淳司,(東工大)○横井俊之 

2C15(15:00～15:15)金属リン酸塩触媒によるメタンからホルムアルデヒドへの

直接酸化反応(東工大)○鎌田慶吾,松田蒼依,舘野晴香,小原和彦,原 亨和 
2C16(15:15～15:30)Pd とRu 複合酸化物上の酸素移動によるメタンから含酸素

化合物への部分酸化(北九大)趙 明,宋 揚,東久保大樹,森山将成,今井裕之, 
(産総研)阪東恭子,(九州大)高垣 敦,(北九大)○黎 暁紅 

2C17(15:30～15:45)担持 Cu-W 触媒を用いたメタンからホルムアルデヒドへの

選択酸化(熊本大)○岩井宏興,大山順也,芳田嘉志,町田正人 
 

休   憩(15:45～16:00) 

 

 司会 大山順也氏(熊本大学)(16：00～17：00) 

2C18(16:00～16:15)二核鉄導入ポリオキソメタレートを前駆体とした鉄酸化物

サブナノクラスター触媒によるメタン選択酸化 
(東京大)○矢部智宏,和知慶樹,鈴木崇哲,米里健太郎,鈴木康介,山口和也 

2C19(16:15～16:30)ゼオライト担持金属触媒によるメタンの酸化的改質反応 
(東京大,北海道大)○小林広和,(北海道大)Li L.,加藤寿也,福岡 淳 

2C20(16:30～16:45)メタンによるベンゼンメチル化反応に対するCo/MFIゼオラ

イトのAl間距離の影響(鳥取大)○辻 悦司,(東北大)尾澤伸樹, 
(鳥取大)金原慶吾,松原仁志,大塚明歩,菅沼学史,(東北大)久保百司, 
(鳥取大)片田直伸 

2C21(16:45～17:00)Co/MFI触媒上でのメタンによるベンゼンメチル化における
気相組成の制御による選択性と反応速度の向上(鳥取大)○坂本大河, 
大塚明歩,松原仁志,辻 悦司,菅沼学史,片田直伸 



 

2022 年長野大会プログラム(10 月 28 日・午後) 

D 会場（会議室 12D） E 会場（会議室 12E） F 会場（会議室 13A） 
 司会 松下康一氏(ENEOS)(13：00～14：00) 

2D10(13:00～13:15)高性能な新規直脱脱メタル触媒の開発 
(日揮触媒化成)○山根健治,新宅 泰,松元雄介 

2D11(13:15～13:30)飽和脂肪酸添加による重質油脱硫活性の向上

(コスモ石油)○時津総一郎,小森一幸, 
山田 晃,(名工大)羽田政明 

2D12(13:30～13:45)リンと亜鉛が水素化脱硫触媒に使用するアル

ミナ担体へ与える影響(コスモ石油)○山田 晃,小森一幸, 
(名工大)羽田政明 

2D13(13:45～14:00)亜鉛‐チタンまたは亜鉛‐ホウ素添加直接脱

硫触媒の開発 
(コスモ石油)○鈴木伸也,山田 晃,小森一幸,(名工大)羽田政明 

 
休   憩(14:00～14:15) 

 

 司会 神田康晴氏(室蘭工業大学)(14：15～15：00) 

2D14(14:15～14:30)アルミナ担体の水熱処理による水素化脱硫触

媒活性の影響(コスモ石油)○髙橋駿佑,山田 晃,鈴木伸也, 
小森一幸, (名工大)羽田政明 

2D15(14:30～14:45)分解重油水素化脱硫装置におけるガード触媒

の物性最適化検討(コスモ石油)○薄井大輔,関根 翼,辻 浩二 
2D16(14:45～15:00)分解重油水添脱硫装置における触媒性能推定

方法の構築(コスモ石油)○関根 翼,薄井大輔,辻 浩二 
 
 

休   憩(15:00～15:15) 

 

 司会 永松茂樹氏(日本環境設計)(15：15～16：45) 

2D17(15:15～15:30)製油所の脱炭素化に向けた技術開発 
(JPEC)○加藤 洋,佐瀬 潔,鈴木昭雄,松本幸太郎,片野恵太 

2D18(15:30～15:45)機械学習に基づく処理原油成分情報のリアル

タイム予測モデルの開発（第 1 報） 
(明治大)○吉塚淳平,谷脇寛明,(JPEC)橋本益美,松本幸太郎, 
加藤 洋,(明治大)金子弘昌 

2D19(15:45～16:00)FT-ICR MSによる蒸留性状推定精度の改善検

討(JPEC)○片野恵太,鈴木昭雄,松本幸太郎,加藤 洋 
2D20(16:00～16:15)コプロセッシングにおける熱交換器ファウリ

ング解析モデルの開発（第 1 報） 
(JPEC)○佐瀬 潔,鈴木昭雄,加藤 洋 

2D21(16:15～16:30)石油精製装置付着物の平均分子構造解析 
(産総研)○麓 恵里,柿沼敏弘,佐藤信也,森本正人,鷹觜利公 

2D22(16:30～16:45)散乱法によるファウリング物質の高次階層構
造の検討(千葉大)○森田 剛,(産総研)麓 恵里,森本正人, 
(出光,JPEC)田中隆三,(JPEC)鈴木昭雄 

  
 
 司会 押木俊之氏(岡山大学)(13：15～14：30) 

2E08(13:15～13:30)架橋型フルオレニルアミドジメチルチタン錯

体を用いたエチレン／ノルボルネングラジエント共重合体の

合成とその物性 
(広島大)○右佐林汰一,田中 亮,中山祐正,塩野 毅 

2E09(13:30～13:45)均一系チタン錯体触媒による植物油のトラン

スエステル化触媒の開発とポリエステル分解触媒への適用

(都立大)○大木友理子,青木智志,荻原陽平,野村琴広 
2E10(13:45～14:30)【招待】石油精製との組み合わせを指向するポ

リオレフィンの触媒分解 
(鳥取大)○片田直伸,川谷優也,増田大毅,菅沼学史,辻 悦司 

 
 
 

休   憩(14:30～14:45) 

 

 

 

 司会 塩野 毅氏(広島大学)(14：45～15：45) 

2E11(14:45～15:00)機械学習ポテンシャルによる Ziegler-Natta触

媒ナノ構造の非経験的構造決定 
(北陸先端大)○筑間弘樹,高棹玄徳, 
(Georg August Univ.)Behler J.,(北陸先端大)谷池俊明 

2E12(15:00～15:15)開環メタセシス重合用錯体触媒となるタング

ステン前駆体の 183W NMR による分析 
(岡山大)○押木俊之,永井大登,佐野航介,(理研)越野広雪, 
(日本電子)小松功典,武藤仁美 

2E13(15:15～15:30)X 線全散乱によるメチルアルミノオキサンの

構造解析 
(北陸先端大)○和田 透, Chammingkwan P.,谷池俊明 

2E14(15:30～15:45)溶液 XAFS 手法を用いたハーフチタノセン触

媒によるシンジオ特異的スチレン重合の機構解析 
(都立大)○岩瀬龍祐,伊澤 樹,吉川聡一,山添誠司,野村琴広 

 司会 本倉 健氏(横浜国立大学)(13：00～14：00) 

2F08(13:00～13:15)Ga 系触媒を用いるエタノールからのアセトア

ルデヒド合成(関西大)○規井健人,福 康二郎,池永直樹 
2F09(13:15～13:30)種々のゼオライト触媒を用いた水素共存下で

の直鎖パラフィンの接触分解 
(横浜国大)○志村泰充,西村京輔,北川拓也,稲垣怜史,窪田好浩 

2F10(13:30～13:45)強酸で修飾した高表面積 Fe2O3 触媒によるメ

タクロレイン選択酸化(北海道大)○澤田将吾, 
(三菱ケミカル)菅野 充,二宮 航,(北海道大)大友亮一,神谷裕一 

2F11(13:45～14:00)炭化ニッケルナノ粒子触媒を用いたニトリル

化合物から 1 級アミン類への選択的水素化反応 
(大阪大)○山口 渉,清飛羅大樹,満留敬人,水垣共雄 

 
休   憩(14:00～14:15) 

 

 司会 眞中雄一氏(産業技術総合研究所)(14：15～15：00) 

2F12(14:15～14:30)ジルコニア担持パラジウム触媒によるニトリ

ルの選択的水素化反応 
(名工大)○岸本真明,西田吉秀,羽田政明 

2F13(14:30～14:45)SMSI 効果を活かした含窒素有機化合物合成

用担持イリジウム触媒の開発 
(香川大)○和田健司,余 涵,馮 旗 

2F14(14:45～15:00)流体中における細菌のプラスミド接合伝達に

関する影響(静岡大)○渡辺立人,武田和宏 
 

休   憩(15:00～15:15) 

 

 司会 池永直樹氏(関西大学)(15：15～16：30) 

2F15(15:15～15:30)水蒸気共存下での低温選択的エタン脱水素反

応高性能触媒の検討(早稲田大)○佐藤将希,渡辺光亮, 
比護拓馬,常木英昭,(クボタ)前田 駿,橋本国秀, 
(早稲田大)関根 泰 

2F16(15:30～15:45)Direct synthesis of gasoline-ranged olefins 
from syngas over a Na promoted Fe@Na-ZSM-5 capsule 
catalyst 
(Univ. Toyama)○X. Sun, Y. He, G. Yang, N. Tsubaki 

2F17(15:45～16:00)Electrochemical reduction of CO2 to 
multi-carbon products using copper-based catalysts 
(Univ. Toyama)○W. Wang, Y. He, G. Yang, N. Tsubaki 

2F18(16:00～16:15)Low temperature oxidative coupling of 
CH4 over cerium oxide based catalyst 
(Univ. Kitakyushu)○E. G. Maulidanti, M. Awaji,  
R. Osaki, K. Asami 

2F19(16:15～16:30)Mo 系硫化物触媒による CO からのメタンチオ

ール合成―収率向上の検討― 
(静岡大)○渡部 綾,大場那津,赤間 弘,(九州大)大島一真, 
岸田昌浩,(静岡大)Verma P.,福原長寿 

 


