（一社）日本エネルギー学会

第 54 回石炭科学会議

開催案内

主
共

催：日本エネルギー学会 石炭科学部会，日本エネルギー学会 コークス工学研究部会
催：日本学術振興会 石炭・炭素資源利用技術第 148 委員会，化学工学会 エネルギー部会，
（学会内共催）重質油部会，ガス化部会，燃焼部会
協 賛：新エネルギー・産業技術総合開発機構，石炭エネルギーセンター，石油学会，触媒学会，化学工学会，日本ガス協会，
（予定） 日本鉄鋼協会，日本燃焼学会
本会議の目的は，石炭，重質油の科学および利用技術に関する研究成果の発表および相互討論を通して問題の解決の道を探求
することにあります。化石資源に関心のある研究者，技術者，学生，および企画立案者の方々の参加を期待しています。さらに，
バイオマス，リサイクル分野も含めたエネルギー利用分野の方々の参加を歓迎いたします。
●日
●会

時：2017 年 10 月 18 日（水）～ 19 日（木），テクニカルツアー 20 日（金）
場：秋田ビューホテル
（〒 010-0001

秋田県秋田市中通 2 － 6 － 1）

アクセス→ http://www.viewhotels.co.jp/akita/access/
●懇親会： 10 月 18 日（水）18：00 頃～

於

秋田ビューホテル（無料）

●プログラム：
時間

セッション内容
第１日（10 月 18 日（水））
＜ I 会場＞

セッション内容
第１日（10 月 18 日（水））
＜ III 会場＞
構造・熱物性（1），
9：00～10：20 ガス化・燃焼（1）
9：00～10：20 改質・処理・クリーン化（1） 9：00～10：20
熱分解・コークス（1）
熱分解・コークス（2），
改質・処理・クリーン化（2），
重質油・バイオマス・リサイクル（1），
改質・処理・クリーン化（4），
10：30～11：50
10：30～12：10 灰・微量元素（1），
10：30～11：50
ガス化・燃焼（2）
重質油・バイオマス・リサイク
その他（3）
ル（4）
11：50～13：30
昼食
12：10～13：30
昼食
11：50～13：30
昼食
招待講演（３件）
樋口康二郎 東北電力（株）
13：30～16：30
葛西栄輝 東北大学
鈴木 豊 日鉄住金テクノロジー（株）
特別講演
16：40～17：40
秋山弘子 東京大学
18：00～20：00 懇親会

9：00～10：40

第２日（10 月 19 日（木））
＜Ｉ会場＞
ガス化・燃焼（3）

10：50～12：30 ガス化・燃焼（4）
12：30～13：30

昼食
招待講演（１件）
13：30～14：50 Frank Huggins ケンタッキー大学
その他（1）
15：00～16：20 ガス化・燃焼（5），その他（2）

9：30～16：30

時間

セッション内容
第１日（10 月 18 日（水））
＜ II 会場＞

時間

第２日（10 月 19 日（木））
＜ II 会場＞
9：00～10：40 改質・処理・クリーン化（3）
重質油・バイオマス・リサイクル
10：50～12：30
（2）
12：30～13：30 昼食
重質油・バイオマス・リサイクル
13：30～14：50（3），
灰・微量元素（2）
15：00～16：20 灰・微量元素（3）

第３日（10 月 20 日（金））
テクニカルツアー（東北電力（株）能代火力発電所，ユナイテッドリニューアブ
ルエナジー（株））

プログラム詳細は，決まり次第 HP にて公開予定です。
●テクニカルツアー
9：30

秋田ビューホテル前 発
ユナイテッドリニューアブルエナジー（株）バイオマス発電設備見学
東北電力（株）能代火力発電所見学

16：30

秋田駅 着

17：30

秋田空港 着

※秋田駅，秋田空港到着時刻は予定ですので，列車，飛行機の予約は，十分な時間の余裕をもってお願い致します。

●参加費：（発表者も参加申込みが必要です）
当会会員（不課税） シニア会員・学生会員 協賛団体会員
非会員
非会員学生
共催団体会員（消費税込）
（不課税）
（消費税込） （消費税込） （消費税込）
早期割引（８月 31 日まで）
15,000 円
7,000 円
16,000 円
20,000 円
15,000 円
参加費
通常（10 月 10 日まで）
17,000 円
9,000 円
18,000 円
22,000 円
17,000 円
参加区分

※早期割引は８月 31 日（木）までにホームページより参加申込みをし，９月 29 日（金）までにコンビニ支払いが可能な方
に適用されます。９月 29 日（金）までに支払いが確認できない方は，早期割引が無効となります。また，請求書が必要
な方は，通常参加費となります。
※本会会員のみ不課税，本会会員外（協賛団体の会員も含む）は消費税込みとなります。
※日本エネルギー学会のバイオマス部会，新エネルギー・水素部会，「エネルギー学」部会，省エネルギー・消費者行動部会，
GH 研究会，CBM・SG 研究会に所属している方で，非会員の方は，上記の協賛団体会員価格で参加できます。
※テクニカルツアー参加費（昼食付） 一律 5,000 円（税込）（上記の参加費とは別途必要です）
●参加申込： 日本エネルギー学会 HP により，参加申込みをして下さい。
＜ http://www.jie.or.jp/2017/sekika/sanka.html ＞
●発表論文集について：
・ 発表論文集については，紙の冊子を配布せず，事前に J-STAGE 上に掲載致します。
※（10 月 11 日（水）～ 11 月 17 日（金）の期間限定で掲載します）。
・ 発表論文集の閲覧には参加者の ID とパスワードが必要です。それに伴って，事前参加登録，事前振込が原則となります。
10 月６日（金）までに参加費を振り込まれた方には，10 月 11 日（水）より ID とパスワードを付与致しますので，各自で事
前に閲覧が可能になります。
・ 10 月 10 日（火）以降に参加費を振り込みの方及び当日参加者には，当日会場にて ID とパスワードを付与致します。
・ 当日会場にて希望者には有料で冊子版の要旨集を準備します。
冊子版 3,000 円。※（数に限りがあります）
・参加者は事前に必要な要旨を WEB よりダウンロードしてご持参いただきますようにお願い致します。（会場に無線 LAN 設備
はごさいません。）
●問合せ先：〒 101-0021 千代田区外神田 6-16-9 外神田千代田ビル 4F
（一社）日本エネルギー学会 「石炭科学会議」係
TEL：03-3834-6456
FAX：03-3834-6458
●支払方法： 早期割引：コンビニ支払い用ハガキを送付します。締切：９月 29 日（金）
通常
：下記の銀行振込でお願いします。締切：10 月６日（金）
ゆうちょ銀行
振替口座
00170-9-55504
三菱東京 UFJ 銀行 神田駅前支店 （普）1772623
三井住友銀行
上野支店
（普）7469252
［口座名義
一般社団法人 日本エネルギー学会］
【重要】
※上記の日までに参加費振込がない場合は，事前に講演要旨集の ID とパスワードが発行できません。
※参加費は欠席・解約の場合返却できませんので，予めご了承下さい。

