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第１号議案 平成 28 年 1 月１日から平成 28 年 12 月 31 日までの 

事業ならびに会員状況報告の件 
 

１． 本会事業報告 

１－１ 委員会、会合等 

○定時総会(及び表彰式/受賞者講話/特別講演/祝賀懇親会) 

第 91 回定時総会を平成 28 年 2月 26 日（金）13:40 から、学士会館にて開催し、次の議案

について審議の上、原案どおり承認された。 
第１号議案 平成 27 年１月１日から平成 27 年 12 月 31 日までの事業ならびに会員状況報告の件 

第２号議案 平成 27 年１月１日から平成 27 年 12 月 31 日までの貸借対照表，正味財産増減計算書，財産 

目録の承認の件 

第３号議案 平成 28 年度理事・監事の承認の件 

第４号議案 平成 28 年度事業計画ならびに収支予算の承認の件 

【特別講演】｢水素エネルギーキャリア PG の成果と課題」 

（水素部会長、放送大学 客員教授、東京工業大学 名誉教授 秋鹿研一） 

○理事会 5 回 

（1）平成 27 年度第６回定例理事会 平成 28 年 1 月 26 日（火）15:30～17:30 

於：全国家電会館会議室、出席者 16 名（理事 21 名） 

〔審議事項〕 

会長および専務理事から業務報告 

1. 議事録承認の件 

2. 会員入退会 承認の件 

3. 第91 回定時総会議案 承認の件 

①第１号議案 平成27年1月1日から平成27年12月31日までの事業ならびに会員状況報告の件 

②第２号議案 平成27年1月1日から平成27 年12月31日までの貸借対照表，正味財産増減計算書， 

財産目録および公益目的支出計画実施報告書の承認の件 

③第３号議案 平成28年度理事・監事の承認の件 

④第４号議案 平成28年度事業計画ならびに収支予算の承認の件 

4. 平成28 年度 専門部会長交替 承認の件 

5. 規程の改定 承認の件 

・「職員就業規則」の改定 

・「北海道支部規程」の改定 

・「旅費規程」の改定 

〔連絡事項〕 

6. 学生のための国際会議発表支援募集の報告の件 

7. 各部会、委員会、各種行事進捗報告の件 

8. その他（今後の理事会スケジュール等） 

（2）平成 28 年度第 1回定例理事会   平成 28 年 3 月 28 日（月）15：30～17：30 
於：全国家電会館会議室、出席者  14 名（理事 21 名） 

〔審議事項〕 

会長および専務理事から業務報告 

1. 議事録 承認の件 

2. 会員入退会 承認の件 

3. 収支報告（２月末）の件 

4. 委員長選任の件 

5. 表彰委員長及び委員選出の件 

6. 平成29・30 年度役員選出委員会設置の件 

〔連絡事項〕 

7. 第91 回定時総会の報告 

8. 平成28 年度の諸検討課題の件 

9. 会費徴収方法の変更（コンビニ支払導入）の件 

10. 各部会，委員会，各種行事進捗報告の件 
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11. その他（今後の理事会スケジュール等） 

（3）平成 28 年度第２回定例理事会   平成 28 年 6 月 24 日（金）15：30～17：30 

於：全国家電会館会議室、出席者 14 名（理事 20 名） 

〔審議事項〕 

会長および専務理事から業務報告（５月下旬まで） 

1. 議事録承認の件 

2. 会員入退会承認の件 

3. 収支報告（5 月末）の件 

4. 平成 28 年度「論文賞」受賞者承認の件 

5. 学会誌分割(２誌体制への移行)承認の件 

6. 重質油部会「分科会」の設置承認の件 

7.規程の改訂 承認の件 

〔連絡事項〕 

8. 平成 28 年度の諸検討課題進捗状況について 

9. 会費徴収方法の変更－コンビニ支払導入状況について 

10. 表彰委員会のスケジュールについて 

11. 各部会，委員会，各種行事進捗報告の件 

12. その他（今後の理事会スケジュール等） 

（4）平成 28 年度第３回定例理事会（書面審議）平成 28 年 9 月 20 日（火） 

 書面審議 20 名（理事 20 名） 

〔審議事項〕 

1. 議事録承認の件 

2. 会員入退会承認の件 

3. 収支承認の件 

4. 規程の改訂 承認の件 

〔連絡事項〕 

5. 各部会，委員会，各種行事進捗報告の件 

6. その他（今後の理事会スケジュール等） 

(5) 平成 28 年度第４回定例理事会   平成 28 年 11 月 25 日（金）13：00～15：00 

於：日本大学理工学部 駿河台キャンパス 5号館 2階 524 会議室、 

出席者 10 名（理事 20 名） 定足数不足 

書面審議 20 名（理事 20 名）（平成 28 年 11 月 28 日（月）） 

  〔審議事項〕 

   会長および専務理事から業務報告（10月下旬まで） 

1. 議事録 承認の件 

2. 会員入退会 承認の件 

3. 収支報告(10月末)、年度末収支見通し報告の件 

4.「平成28年度学会表彰」学会賞，進歩賞，功績賞，奨励賞 承認の件 

5. 平成29･30年度 役員候補選出 承認の件（役員候補選出委員会報告） 

6. 第92回定時総会招集 承認の件 

7. 平成27･28年度 専門部会長交替 承認の件  

8. 規程の改訂 承認の件 

9. 学会収益向上策について 

10.学会ホームページのリニューアルについて 

〔連絡事項〕 

11. 第13回維持会員懇談会開催の件 

12. 学会誌の2誌体制への移行について 

13. 各部会、委員会、各種行事進捗報告の件 

14. その他（今後の理事会スケジュール等） 

○監事会(監査) 1 回 

・平成 28 年 1 月 18 日（月）13:30～14:30、学会事務局会議室において監査が行われた。 

  平成27年1月1日から平成27年12月31日までの会計および業務監査 
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1.平成 27 年 12 月末における貸借対照表、正味財産増減計算書および財産目録の承認 
2.事業ならびに会員状況についての承認 
3.銀行預金通帳の照合 

○名誉会員・参与懇談会 1 回 

平成 28 年 2月 26 日（金）11:30～12:30、学士会館にて開催された。 

○企画委員会 5 回 

（1）第 1回（4/18） 

・平成 28 年度の諸課題討議 

①会費値上げ ②学会誌の電子化 ③学会ホームページのリニューアル ④部会・研究会の

運営、活性化 ⑤学会誌の分割 

・重質油部会「ハイドロカーボノミクス分科会」の設置審議 

(2) 第 2 回（5/24） 

 ・学会誌の分割（２誌体制への移行）理事会上程案の審議・確定 

 ・平成 28 年度の諸課題集中審議 ①会費値上げ ②学会誌の電子化 

(3) 第 3 回（7/20） 

 ・学会ホームページのリニューアル検討 

 ・学会収益向上策の討議 

(4) 第 4 回（9/13） 

 ・学会収益向上策－理事会答申案の審議 

(5) 第 5 回（11/1） 

 ・学会収益向上策－理事会答申案の確定 

 ・学会ホームページのリニューアル－理事会上程案の審議・確定 

○総務委員会 2 回 (8/25、12/20) 

・職員就業規則改訂の検討、定年退職に伴う新事務局職員の採用の件 

・２誌体制移行に伴う「執筆及び投稿要領」の改訂と制定の承認 

○平成 28 年度役員候補選出委員会 2 回（5/12：RITE 会議室,10/24：RITE 会議室） 

 ・平成 29・30 年度 理事・監事及び会長の候補者選考 

○表彰委員会 3 回(5/12,7/26,10/24) 

・本年度論文賞受賞候補者の決定(2 件) (5/12) 

・本年度書面審査候補者の決定(7/26)  

・本年度学会賞、進歩賞、功績賞、奨励賞受賞候補者の決定（10/24） 

   学会賞（学術部門）2件、学会賞（技術部門）2件、 

進歩賞（学術部門）3件、進歩賞（技術部門）1件、 

功績賞 1 件、奨励賞 8 件 

・その他表彰選考委員会 11 回 

論文賞－編集委員会(12/8,2/10,3/31) 

奨励賞－液体微粒化部門(Ｈ27 年 11/5,12/18)、バイオマス部門(H27 年 10/23,1/21)、

大会部門（4/8,10/7）、石炭科学会議部門（7/22,10/26） 

○部会長懇談会（平成 28 年 11 月 25 日（金）15：10～16：10 

於：日本大学理工学部 駿河台キャンパス 5号館 2階 524 会議室 

・学会収益向上策について 

・各部会活動の今後について（近況、今後の動き） 

○編集委員会  6 回(2/10,3/31,5/19,7/21,9/27,12/6) 

・総説特集および講座について、2016～2017 年度の編集計画を策定 
・会誌 9 月号（Annual Review 号）の発行 
・投稿論文について、Web 上（J-STAGE）で 新号まで公開継続。 
・学会誌の分割（２誌体制への移行）企画委員会へ発議 

・２誌体制移行に伴う「執筆及び投稿要領」の改訂と制定の審議・承認 

○出版委員会 1 回(12/6)（編集委員会と合同会議） 
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  ・「水素の科学と技術」；一旦白紙に戻し、新たな内容で 2019 年の出版を目指す。 

 ・「エネルギーフローアプローチによる省エネ(仮)」2017 年発刊を目指す。 

○第 25 回大会実行委員会 3 回(3/4,4/8,10/7) 

・第 25 回年次大会(8/9,10：工学院大学新宿キャンパス)(研究発表：146 件) (参加者：361 名) 
【平成 28 年度｢論文賞｣表彰式および受賞者講演】 

【特別講演】「大転換時代のエネルギーイノベーション」 安井 至（（一財）持続性推進機構）  

【基調講演】 1.｢第三の二次エネルギーとしての水素エネルギー」原田 亮（国際石油開発帝石（株））  

2.｢IEA，BP のレポート Energy Outlook（長期エネルギー見通し）の概要紹介」  

奥田 誠（東京ガス(株)）  

3.｢家庭用エネルギー消費と省エネルギー」鶴崎敬大((株)住環境計画研究所) 

4.｢資源リサイクル法としてのプラスチック油化技術の展望」藤元 薫（（一社）HiBD 研究所）  

5.｢バイオマス研究・バイオマス利用の現状と展望」松村幸彦（広島大学）  

6.｢中国で進むエネルギー構造転換の背景と展望：石炭依存からの脱却は続くか？」  

堀井伸浩（九州大学）  

【若手研究者勉強会講演会】 

  「パリ協定を受けた低炭素技術の海外展開（二国間クレジット制度）」伊藤貴輝（環境省）  

○ＭＨ21(メタンハイドレートの生産手法に関する特許および海外動向調査)（受託調査）   

・H27 年度 特許調査ＷＧ（1/5） 
抽出した特許の明細書による解析、評価。報告書のまとめ 

・H27 年度（第 3回）MH21 調査研究会（1/25） 

・H28 年度（第 1回）MH21 調査研究会（6/10） 
平成 28 年度実施計画書について。調査研究の進め方。 

・H28 年度 技術調査ＷＧ（10/21） 
技術調査、文献調査の方法、トピックス文献など 

・H28 年度（第 2回）MH21 調査研究会（12/13） 
特許調査、技術情報調査の進捗状況。報告書のまとめ方 

○IEA/JECC(燃焼改善と排出物低減研究日本委員会) （受託調査） 

・JECC-第 17 期第 2 回定例会議（5/20） 
春の IEA－戦略グループ会議 報告、春の IEA－執行委員会議 報告 

収支報告；第 17 期 1 年目収支決算（見込） 

・JECC-第 17 期第 3 回定例会議（10/17） 
６月ＥＣ会議，ＴＬＭ会議報告 

収支報告；第 17 期２年目収支報告（途中経過） 

○第 13 回維持会員懇談会 (11/25：日本大学理工学部 駿河台キャンパス（御茶ノ水）)  

(参加者  ４８名)             
【講演】「電力・ガスシステム改革：市場経済の視点から」山内弘隆（一橋大学）  

〇学生のための国際会議発表支援 1 件 

 ・スイスにて開催された国際学会（15th International Symposium on Metal-Hydrogen Systems）に

参加した学生に支給した。 

○ＪＳＴワークショップへ向けての意見交換会（9/8） 

【議題】JST ワークショップ「エネルギー社会ビジョンワークショップ」について 

 

１－２ 刊行 

○学会誌｢日本エネルギー学会誌｣ 12 冊を発行（冊子は奇数号発行） 

    第９５巻 第 1 号～第 12 号(第 9号はアニュアルレビュー号) 

（偶数号は J-STAGE のみ。投稿論文の本文は J-STAGE に掲載） 

 

１－３ 部会関連 

(1)石炭科学部会 

・第 53 回石炭科学会議（主催：石炭科学部会，コークス工学研究部会） 

 (共催：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，日本エネルギー学会重質油部会，日本エネルギー学会「エネルギー学」部会) 
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 (10/26～27，テクニカルツアー10/28：福山市生涯学習プラザ（まなびの館ローズコム）

(研究発表：60 件) (参加者：127 名) 
【特別講演】  

  「戦艦大和にまつわる歴史と技術」 戸髙一成（大和ミュージアム館長）  

【招待講演】 

  1.｢鉄鋼スラグ製品を用いた海域環境改善」 宮田康人（JFE スチール（株））  

  2.｢産業技術総合研究所におけるバイオマス利活用の取り組み」 吉田 勝（（国研）産業技術総合研究所） 

  3.｢竹原火力新 1号機 設備更新計画の概要」水本明彦（電源開発(株)） 

【テクニカルツアー】 

  見学先：JFE スチール（株）西日本製鉄所 

・第 53 回石炭科学会議特別企画～セミナー「石炭の研究・技術開発にとりくんで―わたしの自慢―」 

（10/25：福山市ものづくり交流館７F セミナールーム B）(参加者：35 名) 
講演１ 鈴木俊光   

   講演２ 有馬 孝   

   講演３ 加部利明   

   講演４ 西岡邦彦   

   講演５ 飯野 雅   

・第 53 回石炭科学会議実行委員会 3 回(2/1：福山市生涯学習プラザ（まなびの館ローズ

コム），7/22：学会事務局，10/25：福山市ものづくり交流館) 

(2)コークス工学研究部会 

・第 53 回石炭科学会議：石炭科学部会と共催（10/26～27）（石炭科学部会欄参照） 

・第 53 回石炭科学会議実行委員会 3 回(2/1：福山市生涯学習プラザ（まなびの館ローズ

コム），7/22：学会事務局，10/25：福山市ものづくり交流館) 

(3)重質油部会 

・重質油部会幹事会（4/6：（国研）産業技術総合研究所つくば西事業所） 

・重質油部会 ハイドロカーボノミクス分科会設立準備委員会(5/20：（国研）産業技術総合

研究所 臨海副都心センター会議室) 

・第 53 回石炭科学会議～：石炭科学部会と共催（10/26～27）（石炭科学部会欄参照） 

 (4)天然ガス部会 
・天然ガス部会合同シンポジウム～天然ガスの更なる発展に向けて～ 

（11/10：全国家電会館5階講堂）（参加者82名） 
【講演】 

1.｢世界の原油価格と石油市場の動向｣ 小林良和（日本エネルギー経済研究所）  

2.｢世界の天然ガス市場と今後のLNG 貿易｣ 坂本茂樹（エネルギー総合工学研究所）  

3.｢COP21 パリ協定と地球温暖化対策における天然ガスの役割｣ 西尾匡弘（（国研）産業技術総合研究所） 

4.｢MALAYSIA : Implementing the World’s First FLNG Project｣ Zulkurmain Abd Rahman（GM F-LNG2 

PETRONAS） 

5.｢ＬＮＧ輸入50 年の歴史と東京ガスの今後の取組み｣ 山本拓郎（東京ガス（株））  

6.｢燃料電池自動車普及に向けた水素インフラに関する取り組みと今後の展望｣ 曽根洋一（水素供給利用

技術協会）  

7.｢家庭用燃料電池エネファームと情報通信技術の融合による新たなエネルギー利用システムの技術開発｣

八木政彦（大阪ガス（株））  

・天然ガス部会施設見学会（11/11：東京電力フュエル＆パワー（株）川崎火力発電所） 

（参加者27名） 

・合同幹事会 2回（第1回6/28：参加者15人, 第2回12/7：参加者11人） 

・天然ガス部会合同シンポジウムに係る打合せ 1回（3/18） 

［資源分科会］ 

・幹事会（8/31） 
［科学・反応システム分科会］ 
・日本エネルギー学会 触媒学会合同シンポジウム ～天然ガスと水素が拓くクリーン・

エネルギーの未来～ (1/29：全国家電会館 ５階講堂)（参加者：83 名) 
【講演】 

1.｢エネルギーキャリアー アンモニア直接燃焼の科学と技術」小林秀昭（東北大学）  

2.｢水素キャリアーとしてのアンモニアの利用と燃料電池への展開｣ 江口浩一（京都大学）  
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3.｢低炭素化技術としてのメタノール合成｣ 小俣光司（島根大学）  

4.｢Cox メタン化反応を利用した新しいエネルギー変換プロセス｣ 菊地隆司（東京大学） 

・幹事会 2回(5/20：大分大学,8/10：工学院大学新宿キャンパス)  

［CBM(コールベッドメタン)・SG(シェールガス)研究会］ 

・第 42 回 CBM・SG 研究会会（2/8：東京ガス(株)本社会議室）(参加者 12 名） 
議事 1. 話題提供「釧路コールマインの岩層メタンガスに関する研究」 松本裕之（釧路コールマイン（株）） 

  2. 話題提供｢中国初のシェールガス田，陪稜（Fuling）の概要｣ 鈴木祐一郎((国研)産業技術総合研

究所） 

・第 43 回 CBM・SG 研究会 （7/26：東京ガス（株）本社）（参加者 13 名） 
議題 1. 話題提供：｢LNG 船から見たシーレーンの確保と国際海上輸送の新たな動き｣ 

   吉武惇二（元 慶応大学） 

2. 話題提供：｢夕張のCBM 試掘試験の概要と経緯｣ 

［GH(ガスハイドレート)研究会］ 

・第 47 回 GH 研究会 (3/28：（一財）エネルギー総合工学研究所 会議室)（参加者：26 名） 
内容 1.｢（一財）エネルギー総合工学研究所の紹介｣ 川村太郎（（一財）エネルギー総合工学研究所）） 

  2.｢（国研）産業技術総合研究所及びメタンハイドレートプロジェクトユニットの紹介」 

山本佳孝（産業技術総合研究所） 

3.｢ゲストホスト濃度境界層における THF ハイドレート膜の成長と多結晶集団の増殖｣ 

長島和茂（明治大学） 

・第 48 回 GH 研究会 (8/10：工学院大学新宿キャンパス)（参加者：37 名） 
議題 1. ｢研究紹介：海底鉱物資源開発を目的とした基盤的技術の研究・開発｣ 

        中島康晴（海上技術安全研究所） 

2. ｢情報提供：エネルギー学会誌「講座：メタンハイドレート（1）」の概要紹介とFiery Ice 2016  

 参加報告｣ 内田努（北海道大学） 

3. ｢情報提供：エネルギー学会誌「講座：メタンハイドレート（2）」の概要紹介｣    

         佐藤幹夫氏（（国研）産業技術総合研究所） 

・第 49 回 GH 研究会(11/16：電力中央研究所 我孫子地区)（参加者：23 名） 
議題 1.研究紹介 CO2 ハイドレートの生成熱を利用するメタンハイドレートの生産増進研究の現状 

     池川 洋二郎 氏（電力中央研究所） 

   2.研究紹介 １０年休まずチクタクチクタク 和歌山県のメタハイ政策 

        桒(くわ) 将倫 氏（和歌山県） 

   3.研究紹介 京都府のエネルギー政策について 髙屋 奈尾子 氏、岡山 祥平 氏（京都府） 

   4.情報提供 エネルギー学会誌「講座：メタンハイドレート」の概要紹介 

   5.情報提供 学会スケジュール 

   6.見学会  電力中央研究所 安孫子地区 メタンハイドレート関係実験施設 

［その他、部会共通］ 

(1)部会メールの配信 16 回の配信  

シンポジウム開催案内、学会大会への発表及び参加募集など 

(2)インターネット天然ガス部会ホームページ更新 

  シンポジウム開催案内など適宜更新掲載 

 (5)バイオマス部会 

・第11回バイオマス科学会議(1/20,21,22(テクニカルツアー)：朱鷺メッセ新潟コンベンシ

ョンセンター ） (研究発表：92件) (参加者：169名) 
テーマ：「米と酒で広がる世界と新たな未来」 

 １．特別講演 座長：小笠原渉（長岡技術科学大学）  

   ①大坪 研一（新潟大学）  

   ②安澤 義彦（朝日酒造（株）） 

   ③鈴木 隆広（八海醸造（株））  

 ２．パネル討論会 司会：高久洋暁（新潟薬科大学） 

   パネラー： 特別講演講師の皆様 

【テクニカルツアー】 

 （見学箇所） ①北越紀州製紙株式会社新潟工場見学（新潟市） 

          ②朝日酒造見学（長岡市） 

・第11回バイオマス科学会議実行委員会 2回（1/19，1/21） 

・第3回アジアバイオマス科学会議(1/19：朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター  

 (研究発表：60件) (参加者：96名) 
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・[リサイクル・バイオマス・ガス化] 三部会（RGB）シンポジウム（5/27）： 

（ガス化部会欄参照） 

・平成28年度「バイオマス夏の学校」（8/30～8/31：栃木県，群馬県内の木質バイオマス関

連施設）(参加者：30名) 
【講演，関連箇所見学】（8/30） 

県北木材共同組合那珂川工場（栃木県那珂川町）国産材製材トップ「トーセン」グループ企業 

【講演】東泉清寿（（株）トーセン） 

【施設見学】学校跡地利用の製材工場，木質バイオマス専焼熱電併給施設，排熱利用の養鰻場 等 

【施設見学】（8/31） 

1.ペレット工場（群馬県上野村，村内森林資源を活用した木質ペレット製造設備） 

2.木質ペレットガス化熱電併給施設（国内唯一のペレットガス化方式による熱電併給設備，隣接のきの

こ加工場に熱電併給） 

・第12回バイオマス科学会議実行委員会 2回（4/25，10/21） 

・第16回バイオマス部会・研究会合同交流会（12/2：鹿児島大学郡元キャンパス） （木

質バイオマス利用研究会が幹事団体として実施） 
【講演会】「バイオマス利用の現状と課題、新技術」 

【施設見学】（12/3）原木集材現場、23,000kW木質バイオマス発電所、チップ工場、薪製造現場等 

・第4回アジアバイオマス科学会議(12/13～14：マレーシア科学大学 ムラド・オーディト

リウム) (研究発表：87件) (参加者：86名) 

・日本の森林ＷＧ 
「FIT 木質発電による木材需要の急激な変化と林業の対応」、「木材利用量が増加した後の持続的林業：森林

の再生」、「マテリアル用からエネルギー用までの地域での総合利用」などをメールグループで論議中。 

・「バイオマス利用を含む地域活性化」共同ＷＧ（「エネルギー学」部会と共同） 
成果の出版に向けて執筆活動を継続中。 

・震災復興ＷＧ 
学会誌への小特集掲載に向けて原稿を執筆予定。 

・アジア・バイオマス協議会への協力（ホームページ、メーリングリストの管理） 

・ホームページ：週１回ペースで更新。関連会議の紹介及び報告を掲載。 

・編集協力：「バイオマス利用を含む地域活性化」共同ＷＧの成果出版を企画。 

・バイオマス部会事務局会議 1 回(8/9：工学院大学新宿キャンパス) 

・バイオマス部会総会 1 回(8/10：工学院大学新宿キャンパス) 

 (6)新エネルギー部会 

・新エネルギー部会 「三菱日立パワーシステムズ 太陽熱発電集光・集熱試験設備 見学会」

（共催：日本太陽エネルギー学会）（11/29：三菱日立パワーシステムズ(株)横浜工場） 

 (参加者:30 名) 
1.｢プロジェクトの説明｣ 丸本隆弘（三菱日立パワーシステムズ（株））  

2.｢太陽熱発電集光・集熱試験設備の見学｣ 

・幹事会 1 回(8/9：工学院大学新宿キャンパス) 

(7)ガス化部会 

・ [リサイクル・バイオマス・ガス化] 三部会（RGB）シンポジウム ～廃棄物，バイオマ

ス，石炭等利用技術の 新動向～ (5/27：全国家電会館) (参加者:42 名) 
1.｢バイオマス部会・震災復興 WG の活動と今後の展開」坂西欣也（（国研）産業技術総合研究所） 

2.｢オール近大による福島復興支援プロジェクト」井田民男（近畿大学）  

3.｢エネルギー源としての固形燃料（RDF）の方向性」渡辺洋一（（公財）廃棄物 3R 研究財団） 

4.｢バイオマス発電プラントの事例紹介」笹本裕也（JFE エンジニアリング（株））  

5.｢ 近のシェールガスをめぐる情勢について」大先一正（LNG 経済研究会・中東アナリスト）  

・リサイクル部会，ガス化部会幹事会（8/10：工学院大学新宿キャンパス） 

 (8)燃焼部会 

・平成 28 年度施設見学会（8/31）(参加者：8 名） 
【視察先】①九州大学水素材料先端科学研究センター（HYDROGENIOUS） 

②公益財団法人水素エネルギー製品研究試験センター（HyTReC）  

・「燃焼に関する講習会」～燃焼の基礎から実用まで～（11/4：日本大学理工学部駿河台校 

舎（御茶ノ水）5号館 2 階 524 会議室 (参加者：37 名） 
1. ｢燃焼の基礎と数値計算 ｣渡邊裕章（九州大学） 
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2.「火力発電設備と熱効率」 梅沢修一（東京電力ホールディングス（株）） 

3.「鉄鋼プロセスにおける石炭を中心とした燃焼技術の進展と今後の課題」有山達郎（東北大学名誉教

授） 

・幹事会 2 回(8/10：工学院大学新宿キャンパス，11/4 日本大学理工学部駿河台校舎) 

 (9)液体微粒化部会 

・第 12 回微粒化セミナー (11/18：全国家電会館５階会議室 (参加者：30 名） 
  1.【解説】「液体微粒化の基礎」 林 潤（大阪大学） 

2.【解説】「微粒化の測定法と評価法」座間淑夫（群馬大学） 

3.【機器展示と実習】「噴霧計測装置の体験実習と機器展示（干渉画像法（ILIDS），位相ドップラ法（PDI），

レーザ回折法（LDSA）」 （日本カノマックス（株），西華デジタルイメージ（株），マイクロトラッ

ク・ベル（株）） 

4.【解説・実演】「噴霧ノズルの説明と噴霧実演」 鷲塚泰典（(株)いけうち） 

5.【トピック】｢多噴孔ノズルからの高圧噴射ディーゼル噴霧へのエアエントレイン計測｣ 戸田直樹

（（株）日本自動車部品総合研究所） 

6.【トピック】「高圧 CO2 を希釈剤として用いる高圧 CO2 噴霧微粒化技術の開発―CO2 塗装技術からモ

ノづくり技術への展開―」川﨑慎一朗（（国研）産業技術総合研究所） 

・第 25 回微粒化シンポジウム Twenty-fifth Symposium (ILASS-Japan) on Atomization(日

本液体微粒化学会（ILASS-Japan）と共同主催)  (12/19～20：富山国際会議場 大手町

フォーラム棟) (参加者：135 名)   
   【特別講演】 

1.｢これまでの研究開発振り返と次世代へメッセージ」調尚孝（（株）日本自動車部品総合研究所） 

2.｢Studies on swirl injectors for a liquid rocket engine Studies on swirl injectors for a liquid  

rocket engine」Kyubok Ahn（Chungbuk National University） 

3.｢フェムトリアクターを用いた効率的なナノ粒子の合成とその可能性」松田光夫 （日華化学（株）） 

【オーガナイズドセッションのテーマとオーガナイザ】 

①｢ノズル内流れとキャビテーション｣ 小橋好充（北海道大学） 

②微粒子の製造・利用・用途開発 大嶋元啓（富山県立大学） 

・幹事会 1 回(6/2) 

 (10)省エネルギー部会 

・生活・省エネルギー・エネルギー学部会合同幹事会 2 回 

（9/15，12/26：（一財）電力中央研究所大手町ビル） 

(11)リサイクル部会 

・[リサイクル・バイオマス・ガス化] 三部会（RGB）シンポジウム（5/27）： 

（ガス化部会欄参照） 

・リサイクル部会，ガス化部会幹事会（8/10：工学院大学新宿キャンパス） 

(12)生活部会 
・生活・省エネルギー・エネルギー学部会合同幹事会 2 回 

（9/15，12/26：（一財）電力中央研究所大手町ビル） 

 (13)「エネルギー学」部会 

・アンモニアシンポジウム～水素キャリアとしてのアンモニアの可能性 ―学融合の観点

から―（水素部会と共催）（水素部会欄参照） 

・「エネルギー学」部会 学融合分科会セミナー「温故知新 ～黎明期における日本の電気

事業～」（6/23：東京電力ホールディングス（株）電気の史料館）(参加者：40 名) 

【講演】｢電気事業の歴史～明治期から戦前の関東地方を中心に～」坂本幸治(東京電力ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ（株）)   
【見学】｢史料館見学｣ 

・「エネルギー学」部会セミナー「都市型石炭火力発電所見学とワークショップ体験―エネ

ルギーと環境の共生について，エネルギー大臣の立場で考えるゲームを体験―（9/16：

J-POWER（電源開発(株)磯子火力発電所 ISOGO エネルギープラザ 会議室）(参加者：15 名) 

・「エネルギー学」部会座談会 (10/31)の企画。学会掲載予定(1 月) 

・幹事会（6/23：東京電力ホールディングス(株)電気の史料館 会議室） 

・部会総会・幹事会（8/9：工学院大学新宿キャンパス） 

・部会運営会議 3 回（2/19：筑波大学, 5/26：電中研、7/19：九州大学） 
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・部会運営委員会 4 回（2/2：（一財）電力中央研究所，2/19：筑波大学, 5/26：（一財）電

力中央研究所、3/13：（一財）電力中央研究所） 

・生活・省エネルギー・エネルギー学部会合同幹事会 2 回（9/15，12/26：（一財）電力

中央研究所大手町ビル） 

(14)水素部会 

・アンモニアシンポジウム～水素キャリアとしてのアンモニアの可能性 ―学融合の観点

から―（「エネルギー学」部会と共催）（1/14：全国家電会館)(参加者：約 80 名) 
【講演】 

1.｢水素キャリアとしてのアンモニア｣ 小島由継(広島大学)  

2.｢アンモニア合成の新展開｣ 西林仁昭（東京大学）  

3.｢熱化学サイクルとアンモニア｣亀山秀雄（東京農工大学）  

4.｢安全衛生とアンモニア｣山室堅治（中央労働災害防止協会）  

5.｢生物反応とアンモニア｣中島田豊（広島大学）  

・日本エネルギー学会（天然ガス部会、水素部会） 触媒学会 合同シンポジウム  

 ～天然ガスと水素が拓くクリーン・エネルギーの未来～（1/29：全国家電会館)(参加者：

約 50 名)  
【講演】 

1.｢エネルギーキャリアー アンモニア直接燃焼の科学と技術｣ 東北大学 小林 秀昭 

2.｢水素キャリアーとしてのアンモニアの利用と燃料電池への展開｣ 京都大学 江口 浩一 

3.｢低炭素化技術としてのメタノール合成｣ 島根大学 小俣 光司 

4.｢COx メタン化反応を利用した新しいエネルギー変換プロセス｣ 東京大学 菊地 隆司 

・第 3回水素エネルギー講演会 (12/16：全国家電会館)(参加者：約 100 名) 
【講演】 

 1.「海外からの液化水素サプライチェーン構築への取組」 西村元彦（川崎重工業(株)） 

 2.「メタネーション技術に基づく再エネ大量輸送」熊谷直和（日立造船(株)） 

 3.「SPERA 水素Ⓡ有機ハイドライド法による水素供給事業の現状と将来」遠藤英樹(千代田化工建設

(株)) 

 4.「エネルギーキャリアとしてのアンモニア，その実力と課題」栗山常吉（昭和電工(株)） 

・幹事会 3 回（4/26：家電会館，8/9：工学院大学新宿キャンパス，12/16：家電会館） 

・JST 主催エネルギー基盤技術俯瞰(工学)ワークショップへの協力(11/25,26) 

 (15)エネルギー転換・利用に関わる若手研究者の勉強会 

・第14回勉強会(8/9：工学院大学新宿キャンパス) (参加者：約40名)  
（【第25回日本エネルギー学会大会】との合同講演会） 

「パリ協定を受けた低炭素技術の海外展開（二国間クレジット制度）」伊藤貴輝（環境省）  

・幹事会 1回（8/9：工学院大学新宿キャンパス） 

・未来のエネルギー社会のビジョン検討ワークショップ(JST主催）(10/8､11/4：TKP市ヶ谷) 

 

１－４ 支部関連 

(1)北海道支部 

①支部内会議開催実績 
・幹事会・総会 (1/19：北海道大学工学部材料・化学系棟中会議室) 
・庶務幹事会 6 回 (2/17, 4/11, 6/13, 8/2, 9/27, 11/25) 

②支部主催及び共催行事実績 
【主催行事】 

・第 16 回北海道エネルギー資源環境研究発表会 (1/19：北海道大学工学部材料・化学系

棟中会議室 (MC102)) (参加者：36 名) 
【特別講演】 
  1.｢低炭化度炭・バイオマスの触媒ガス化」村上賢治 (秋田大学) 
  2.｢石炭ガス化技術開発の動向・展開」松岡浩一 ((国研) 産業技術総合研究所) 

・平成 28 年度施設見学会 (8/2：日本 CCS 調査 (株) 苫小牧 CCS 実証試験センター及び北

海道電力 (株) 南早来変電所) (参加者：58 名) 
【施設見学】 
  1.日本 CCS 調査 (株) 苫小牧 CCS 実証試験センター CCS 実証システム 
  2.北海道電力 (株) 南早来変電所大型蓄電システム 
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【共催・協賛行事】 

・日本化学会北海道支部 2016 年夏季研究発表会 (7/23：室蘭工業大学) (共催) 
・日本学術振興会石炭・炭素資源利用技術第 148 委員会/北海道エネルギー懇話会合同

研究会 (8/1：千歳商工会議所) (共催) 
・北海道エネルギー懇話会講演会 (11/25：かでる 2.7 北海道立道民活動センター 1040 会議室) (共催) 

・第 5 回エネルギー・マテリアル融合領域シンポジウム「次世代火力発電の実用化に向

けた材料開発」(1/12：北海道大学工学部フロンティア応用科学研究棟鈴木章ホール) (協賛) 

 (2)東北支部 

①支部内会議開催実績 
・東北支部 第 1 回役員会 (5/27：東北電力㈱本社ビル) 

第 2 回役員会 (10/11：ホテルメトロポリタン山形) 
②支部主催及び共催行事実績 

【主催行事】 

・東北支部平成 28 年度講演会（10/11：ホテルメトロポリタン山形）(参加者：38 名) 

1.｢地域におけるバイオマスエネルギー事業について」只隈祐輔（（国研）新エネルギー・産業技 

 術総合開発機構）  

2.｢水素社会の実現に向けた東京都の取り組みについて」堀 哲（東京都環境局）  

3.｢アップドラフトガス化炉によるバイオマス発電所概要」片桐孝志（やまがたグリーンパワー(株)）  

4.｢小水力発電と地域活性化」後藤鉄雄（東日本自然エネルギー(株)） 

【共催・協賛・後援行事】 
・東北再生可能エネルギー研究会 平成 27 年度総会・講演会 
 ～東北地方での水素利用を考える～ (1/19：小田急仙台ビル)(後援) 

   【講演】1.｢CO2フリー水素導入構想と技術開発｣洲河 誠一 (川崎重工業㈱) 
               2.｢アルカリ水電解による再生可能エネルギーからの水素製造｣ 臼井 健敏 (旭化成㈱) 
               3.｢水素社会に向けた Honda の取組み｣ 中川 尊基 (本田技研工業㈱) 

・第 8 回 製鉄・資源に関する Workshop(還元研究会) (1/25―26：作並温泉一の坊)(共催) 
   【講演】1.｢CaO-Fe2O3-FeO 系融液の急冷と生成物｣ 柏谷 悦章 (京都大学) 
               2.｢カルシウムフェライトの CO-CO2 混合ガスによる還元平衡｣ 前田 敬之 (九州大学) 
               3.｢室蘭 6 焼結における層高方向の性状分布｣ 片山 一昭 (北海製鉄㈱) 
               4.｢低炉砂鉄製錬反応における動的状態とその制御に関するプロセス工学的アプローチ｣  
                    松井 良行 (㈱コベルコ科研) 
               5.｢Development of partially reduced iron production technology in travelling grate｣  
                    Sanghan Son (東北大学客員研究員(POSCO)) 
               6.｢実験とシミュレーションに基づくコークス破壊機構の解析技術の開発｣  
                    吉野 絢 (JFE スチール㈱) 
               7.｢ベトナム鉄鋼業の現状と課題｣ 川端 望 (東北大学) 
               8.｢焼結プロセスにおける鉄系凝結材酸化熱の有効利用｣ 藤野 和也 (東北大学) 

・火力原子力発電技術協会東北支部 平成 27 年度技術講演会および見学会  
 (2/4―5：ホテル法華クラブ仙台)(協賛) 

   【講演】1.｢日本のエネルギー政策と電源構成を巡る課題について｣  
                    関口 哲雄 (東北エネルギー懇話会) 
               2.｢火力発電技術の将来展望について｣ 小林 由則 (東京大学) 
               3.｢福島第一原子力発電所における廃止措置の現状と課題｣ 小森 明生 (東京電力㈱) 
               4.｢東北電力㈱女川原子力発電所の安全性向上策における技術的な配慮について｣  
                    若林 利明 (東北電力㈱) 
   【見学会】東北電力㈱女川原子力発電所 

・化学工学会東北支部 第 21 回東北ジョイント夏季セミナー  
 (8/25―26：かんぽの宿 一関)(協賛) 

   【講演】1.｢イオン液体混合系の輸送性質｣冨田 大輔 (東北大学) 
               2.｢化粧品・医薬部外品の塗り心地の発現メカニズムとコントロール｣野々村 美宗(山形大学) 
               3.｢第三相を用いた相間移動触媒反応プロセスのシミュレーション解析手法に関する考察｣ 
                    松本 秀行(産業技術総合研究所 再生可能エネルギー研究センター) 
               4.｢昆虫細胞による組換えヒトタンパク質の生産と生理活性物質の探索｣後藤 猛 (秋田大学) 
               5.｢多段階マイクロリアクターを用いたナノマテリアルの迅速連続製造法の開発｣ 
                    石坂 孝之(産業技術総合研究所 化学プロセス研究部門) 
               6.｢クロマト分離技術を基盤とする反応分離プロセスの可能性について｣  
                    福村 卓也 (一関高専) 
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               7.｢レオロジーを活用した粒子分散プロセス解析｣ 菰田 悦之(神戸大学) 

・火力原子力発電技術協会東北支部 平成 28 年度技術講習会および見学会  
 (9/15―16：八戸プラザホテル)(協賛) 

   【講演】1.｢グランドパッキンおよびガスケットについて｣ (日本ピラー工業㈱) 
               2.｢火力発電ボイラの保全技術～損傷メカニズムと非破壊検査技術の紹介～｣ (㈱IHI) 
               3.｢ボイラ停止期間短縮のための新型中間足場｣ (三菱日立パワーシステムズ㈱) 
   【見学会】八戸鉱山㈱八戸石灰鉱山(八戸キャニオン)，むつ小川原国家石油備蓄基地，日本原燃㈱ 

・火力原子力発電技術協会東北支部 平成 28 年度研究発表会および見学会  
 (11/24―25：コラッセふくしま)(協賛) 

   【講演】1.｢運転中の吸収塔ミストキャッチャー高圧洗浄装置の開発｣ 今野 和茂(東北発電工業㈱) 
               2.｢定検時放水路トンネル無抜水による運転への影響調査について｣  
                    阿部 俊逸 (東北電力㈱) 
               3.｢LNG 船の津波対応緊急離桟に関する操船シミュレーション実施結果報告について｣  
                    熊木 勝広(日本海エル・エヌ・ジー㈱) 
               4.｢新仙台火力発電所 第 3 号系列新設工事について｣ 小山 一直 (東北電力㈱) 
         他 4 件 
   【見学会】福島第一原子力発電所，柳津西山地熱発電所 

・第 17 回石炭化学コロキウムおよび第 44 回ケミカルエンジニアリング交流会 
 (12/15：秋田ビューホテル) (共催) (参加者：62 名) 

【講演】1.｢低炭素社会実現のためのカーボンアロイ触媒～炭素表面の触媒特性とその機能発現のため

の材料設計～｣尾崎 純一（群馬大学） 
2.｢石炭の自然発熱および数値シミュレーションによる解析｣櫻井靖紘（出光興産（株）） 
3.｢わが国のエネルギー環境政策における石炭の役割｣山地憲治（日本エネルギー学会会長） 

 (3)関西支部 
①支部内会議(幹事会，委員会等)開催実績 

・支部幹事会 4 回(1/25,4/20,7/5,10/14) 

②支部主催及び共催行事実績 

・関西支部コロキウム 2016（JPIJS 関西地区・石油学会関西支部共催）（8/29～30：

大阪ガス 奥池ロッジ） (参加者：27 名) 
【見学】 1.東燃ゼネラル石油株式会社 堺工場 

2.関西電力株式会社 姫路第二発電所 

【講演】 1.｢SnPt 2 元系触媒による不飽和アルデヒドの選択水素化反応～ Sn と Pt の相対位置が触

媒性能に及ぼす影響～」谷屋啓太（神戸大学） 

2.｢太陽光と光電極を利用した水分解水素製造における酸化反応の有効利用技術」 

  福康二郎（関西大学） 

・見学会（7/5：（株）バイオコール大阪平野）(参加者：13 名) 

・第 32 回関西支部セミナー「―水素社会への挑戦～製造から利用まで― (10/14：大阪

大学中之島センター) (参加者：55 名) 
    1.｢神戸製鋼所の水素社会に向けた取り組みと研究開発｣ 藤澤彰利（（株）神戸製鋼所）  

2.｢水素エネルギーの大規模貯蔵輸送技術と応用展開｣岡田佳巳（千代田化工建設（株））  

3.｢大阪ガスにおける燃料電池開発―新型エネファームtypeS（SOFC）を中心に―｣田畑 健（大

阪ガス(株)） 

  4.｢イワタニの水素社会に向けての取り組み｣宮崎 淳（岩谷産業(株)） 

・合同研究発表会 日本エネルギー学会関西支部第 61 回研究発表会 石油学会関西支

部 第 25 回研究発表会(石油学会関西支部共催) (12/9：京都大学桂キャンパス) (参
加者：63 名)     

【特別講演】 

1.「水素をつくる・はこぶ・ためる・つかう～ CO2 フリー水素エネルギー実現への取組み～」 

原田英一（川崎重工業(株)） 

2.「希少元素使用量減量を指向した自動車排ガス浄化触媒」田中庸裕（京都大学） 

 (4)西部支部 

・Ｇ７北九州市エネルギー大臣会合開催記念 第２回西部支部エネルギー技術講演会 

『九州から世界へ、エネルギーの未来をうらなう』（4/21：北九州市国際会議場） 

(参加者：59 名) 
・共催：北九州市 

・協賛：日本化学会，石油学会，化学工学会，日本機械学会，日本鉄鋼協会， 
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第５号議案 平成 29 年度事業計画ならびに収支予算の承認の件 

 
 

平成 29 年度の主たる事業計画 
 

１．指針 
 

地球温暖化防止対策、エネルギー価格変動、エネルギーセキュリティなどの観点から、より一層

の省エネルギーを進めながら、化石エネルギー、再生可能エネルギー、原子力などのエネルギーミ

ックスや対応技術を考えることは、日本のエネルギー政策に課せられた大きな課題である。特に

2011 年 3 月 11 日の東日本大震災、2015 年 12 月 12 日のＣＯＰ２１「パリ協定」採択を受けて、

エネルギーの安定供給やエネルギーの有効利用はより重要性を増している。 
エネルギーに関連する各分野において、専門的かつ幅広い情報、人脈を有する当学会は「環境の

時代における化石資源と再生可能エネルギーのそれぞれの役割とそれを支える技術」に関する情報

発信が大切である。学会活性化の要諦は部会および支部の活性化が基本であり、会員および社会の

要望に対応するために、学会の委員会、部会、支部の活動の更なる活性化を図り、諸課題の解決に

貢献して行く。財務・運営タスクフォースの提言や中期計画に沿って財務を強化しつつ、諸活動を

進める。 
 

２．委員会・部会・支部の活動方針および行事計画等 

（１）委員会活動方針 

委員会 活動方針 

企画委員会 ①部会、委員会と連携し、活発な学会活動を推進するための方策を検討する。 

②産・官・学や他学会と連携を図り、地球環境問題などの課題への対応を検討する。

③会員に特典を供与するため、会員へのサービスの改善を検討する。 

④理事会、会員増強委員会と連携し、維持会員の拡充を推進する。 

⑤ホームページの充実やメディア対応など積極的な広報活動を推進する。 

⑥財務・運営タスクフォースの提言をフォローし、学会収益向上策を推進する。 

総務委員会 ①一般社団法人に対応したガバナンスの向上（規程の見直し等）を図る。          

②学会の運営について随時必要な改善を図る。財務委員会と連携して受託研究に頼ら

なくても運営できる体制を検討する。 

③規程に沿って、事務局の人事体制を効率化、強化を図る。 

財務委員会 ①学会経営の健全性を確認しながら、厳しい経済環境に対応して今後の安定的運営策

を策定する。受託研究に頼らなくても運営できる財務収支を推進する。 

②財務・運営タスクフォースのフォローや中期計画の実施を通じて、財務収支の黒字

基調を継続する。安定運営に必要な正味財産を確保する。 

表彰委員会 ①表彰委員会において、応募件数増に繋がるよう対策を検討する。 

 特に維持会員の新技術が応募対象になるよう周知方法等を検討する。 

②功績賞、技術部門の候補については応募が広がるように検討する。 

③必要に応じて表彰規程および表彰規程実施要領を改訂し、選考を適切に実施し、

より有意義な表彰を行う。 

会員増強委員会 ①会員にとってより魅力ある学会にする為の具体策を検討して実施する。     

②エネルギー、環境に関連する各種団体、企業等の入会勧誘策を検討して実施する。

③維持会員増強策を理事の協力のもと具体的に進める。                          

編集委員会 ①論文特集、講座を企画するなど、論文誌としての会誌の一層の充実を図る。 

②Annual Review 号（9月号）の各分野の内容を充実して継続する。 

③各部会との連携（総説記事、講座の企画など）を引き続き強化する。 

④会誌の電子化、インパクトファクター取得等について検討を引き続き進める。 

⑤CiNii の終了に伴い、1月号より J-STAGE に全記事を掲載する。 

⑥学会誌の２誌体制移行に伴い、編集方針の見直しを検討する。 
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委員会 活動方針 

出版委員会 ①各種図書のタイムリーな出版に向けて、編集委員会、各編集ＷＧ・執筆者・出版

会社・学会事務局との調整を図りながら推進する。 

②学会誌の総説特集、講座等を活用して出版への企画を行う。 

国際委員会 ①学会の各種企画や年次大会において、各部会等と協力しながら海外からの講演を推

進する。 

②アジア・太平洋地区の関係者と情報交換を通じて協力・連携を図る。 

大会実行委員会 ①第26回年次大会(8/1,2) 名古屋(ウインクあいち)を円滑に推進する。            

②大会の中でタイムリーな内容の特別講演、基調講演等を企画、実施する｡ 

③大会の中で論文賞の表彰を行い、学会誌への論文投稿を促す。 

④大会の中で幹事会の開催など各部会の活動を促す。 

⑤学会誌の全記事J-STAGE掲載と併せて要旨集のJ-STAGE掲載を進める。 

 

 

（２）部会活動方針および行事計画等 

部会 活動方針 行事計画等 

石炭科学部会 ①石炭科学会議の活性化を図るため、多く

の石炭研究および技術開発分野を取り入

れるよう積極的な活動を推進する。 

②若手研究者・技術者への研究・技術の継

承を目的として、石炭科学会議特別セミナ

ー「石炭の研究・技術開発に取り組んで―

わたしの自慢―」を企画する。 

③学振148委員会、JCOAL、NEDO等の諸機関

との連携を通して，若手石炭研究者や技術

者の人材育成を推進する。 

 

①第 54 回石炭科学会議開催（10 月 18～

10 月 20 日，秋田）、日本学術振興会 148

委員会との合同開催 

②第 26 回年次大会「石炭・重質油等」

セッションへの参加 

③実行委員会・幹事会の開催（2月，8

月, 10 月） 

コークス工学      

研究部会 

①コークス工学の深化と製造・利用技術の

革新のための議論交換の場を提供する。 
②コークス生産技術の深化と関連産業への

技術トランスファーおよび石炭資源の有

効利用技術について議論する。 
③石炭科学部会との連携により、石炭科学

会議への研究発表と勧誘活動を行う。 
④コークス・ノートの発刊により、コーク

ス工学に関する情報の発信と部会員の増

加に努める。 
⑤コークス工学における若手の研究者と技

術者間の交流・討議の場を設けて活性化を

図る。 
 

①第 54 回石炭科学会議開催（10 月 18～

10 月 20 日，秋田）を石炭科学部会と共

同開催。「コークス」セッションの企画

②実行委員会・幹事会の開催（2月，8

月, 10 月） 

③学会誌 Annual Review 号（9月号）の

「コークス」執筆 

重質油部会 ①産学官連携を通じた重質油、特に重質油

の有効利用拡大を目指した活動を図る。 

②重質油およびハイドロカーボノミクスの

将来の用途、適用可能な要素技術と課題の

リストアップを行う。 

③重質油の動向に関する情報収集と発信を

図る。 
 

①勉強会（1～2回） 

②第 54 回石炭科学会議の共催 
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部会 活動方針 行事計画等 

天然ガス部会 我が国の基幹エネルギーの１つである天然

ガスに関して、その利用拡大を更に進める

ため、資源、輸送・貯蔵、利用、科学・反

応システムの４つの分科会において情報

交換・情報提供を推進する。 
② 分科会に加え、非在来型天然ガスとして

注目されているＣＢＭ・ＳＧ（コールベッ

ドメタン・シェールガス）及びＧＨ（ガス・

ハイドレート）に係る２つの研究会におい

て、情報交換及び研究活動を行っていく。

③ 各分科会及び研究会では、研究発表、シ

ンポジウム、講習会、見学会等の活動を、

独自にまたは合同で行い、部会メンバー（及

び天然ガスに関心を持つ人達）の情報の共

有や交流を深めていく。 
 

 

①部会全体 部会活動のより活発化を

図るため、４分科会及び２研究会連携

の下、部会合同のシンポジウムを秋頃

に開催する。 

②分科会  各分科会で見学会、講演会

等を実施する。 

③研究会  各研究会で各々数回の研

究会を実施する。 

バイオマス部会 ①バイオマス関連の情報交換、情報発信の

場とする部会としての目的を遂行する。 
 

①年次大会(8 月)にて総会の開催 

②夏の学校(9 月頃予定) 

③第 12 回バイオマス科学会議（1月

18-20 日、東京）の実施、及び第 13 回

バイオマス科学会議（2018 年 1 月、仙

台）、第 5回アジアバイオマス科学会議

の準備 

④バイオマス関連部会・研究会合同交流

 会 

⑤三部会（RGB）シンポジウム（ガス化

部会・リサイクル部会と合同） 

⑥アジア・バイオマス協議会への参加 

⑦出版、編集への協力 

⑧ホームページの拡充、ホームページへ

の広告募集 

⑨受託調査等への協力 

 

 

新エネルギー部会 ①学会内において新エネルギー技術開発

(太陽エネルギー、風力エネルギー、水力

エネルギー、地熱エネルギー等の再生可能

エネルギーや、未利用エネルギー、クリー

ンエネルギー等の利用に関する技術開発)

に関連する研究の促進や活性化を図る。 

②セミナー開催等を通して、上記の研究分

野の研究者間の情報交換や交流を行う。 

③上記の研究を行っている関係者で日本エ

ネルギー学会に加入していない方々の学

会への入会を促す。 

④年次大会での会員の研究発表を積極的に

行うと共に非会員への発表を勧誘する。 

 

 

①新エネルギーセミナーの開催 

②年次大会(8 月)への積極的な研究発表

ならびに参加者勧誘 

③新エネルギー技術の開発や促進を行

っている他団体との交流 
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部会 活動方針 行事計画等 

ガス化部会 ①シンポジウムを年１回開催し、リサイク

ル部会、バイオマス部会との合同とする。

②見学会、勉強会等を適時開催し、他部会

および他学協会との連携も視野に入れる。

①幹事会 

②三部会（RGB）シンポジウム（リサイ

クル部会、バイオマス部会と合同(5月)

燃焼部会 ①地球温暖化や化石燃料の枯渇の問題を解

決すべく実践的な燃焼技術の調査と育成

を行う。 

②燃料の諸特性に特化した燃焼技術につい

て調査研究を行い、見学会や講習会を通し

て社会への啓蒙や貢献を行う。 

③関連部会と連携を強化し、部会運営の効

率化を図る 

 

①見学会の開催（10 月頃） 

②燃焼の基礎に関する講習会の開催 

（11 月頃） 

③部会・幹事会の開催（3回/年）   

液体微粒化部会 ①会員へのフィードバックおよび部会委員

参画のメリットに重点をおいた方向で部

会活動を進める。 

 

①第 13 回微粒化セミナー（11 月頃予定，

日本液体微粒化学会と共同主催）  
②第 26 回微粒化シンポジウム（於東京，

産業技術総合研究所 臨海副都心セン

ター 別館）（12 月 19-20 日，日本液体

微粒化学会と共同主催） 
③部会委員会（年 3 回程度） 
 

省エネルギー部会 ①省エネルギーセンター等との連携を強化

し、活動方針に沿った活動を行う。 

②環境と調和した新しいエネルギー需給構

造、社会システムの構築に向けて検討を進

める。 

③省エネルギー技術者、研究者の連携推進、

省エネルギー技術シーズの「実用化」、「導

入・普及」の促進への貢献を目指す。 

 

①三部会（LSE：省エネルギー、生活、「エ

ネルギー学」）見学会の開催 

②年次大会における省エネルギー部会

セッションの開催 

③幹事会（年 2～3回程度） 

④部会（大会における部会開催、メール

による議論を中心に適宜開催） 
⑤生活部会との統合に向けた協議 

 

リサイクル部会 ①部会企画行事により情報収集、情報交流

の場を設ける。 

②部会活動の成果をまとめ、社会に提言す

る。 

③循環型社会構築に資する活動を行う。 

④他の部会や学会との連携による活動を行

う。 
 

①部会および幹事会 

②三部会（RGB）シンポジウム（ガス化

部会・バイオマス部会と合同）(5月) 

③部会主催講演会(廃棄物資源循環学会

やプラスチックリサイクル化学研究会

と共同開催予定) 

 

生活部会 ①分野融合のため、他部会との共催を含め

たセミナー、見学会、勉強会等を実施する。

②啓蒙活動等を実施する。 

 

①HPを利用した生活部会委員からの生

活者向け情報発信 

②年次大会における生活部会セッショ

ンの開催 

③幹事会（年1回程度） 

④他部会との見学会・セミナーの共同実

施 

⑤省エネルギー部会との統合に向けた

協議 

 

 

31



32 

部会 活動方針 行事計画等 

「エネルギー学」 

部会 

①シンポジウム（セミナー）の開催：他学

会、他部会との共催も含めて、シンポジウ

ム（セミナー）を開催していく。 

②エネルギー知識の啓蒙：エネルギー知識

啓蒙のための単行本の出版を検討する。 

 

① シンポジウム（セミナー）の開催。

②他部会、他学会とのセミナー・セッシ

ョンの共催。五島列島における洋上風

力・水素見学会(エネルギー・資源学会

との共催，5月を予定)。三部会（LSE：

省エネルギー、生活、「エネルギー学」）

見学会の開催 

③ 年次大会における「エネルギー学」

セッションの開催 

④ エネルギー知識啓蒙のための単行本

の出版の検討 

幹事会(年3回程度) 

 

水素部会 ①シンポジウム（セミナー）の開催：6月頃

に他部会と連携してシンポジウム（セミナ

ー）を開催する。 

②年次大会(8/1,2)で部会員の研究発表を

積極的に行う。 

③水素エネルギー利活用知識の啓発を行

う。 

④引き続き、水素部会への勧誘を進める。

⑤他部会及び他の学会関連活動の充実。 

①日本エネルギー学会（水素部会及び天

然ガス部会、）と触媒学会との合同シン

ポジウムの開催 

②第４回水素エネルギー講演会の開

催：（6月頃）他部会および他学会と連

携して「再生可能エネルギー」をテー

マに開催する。 

③年次大会（8月）で部会員の研究発表

を行う。 

④毎週の部会メーリングリストが配信

する水素関連ニュースにより水素エネ

ルギー利活用知識の啓発を行う。 

⑤水素関連書籍の検討。 
 

エネルギー転換・利

用に関わる        

若手研究者の      

勉強会 

①産・学・官における若手研究者が意見交

換できる場を提供し、懇親を深め、今後の

研究・開発を合目的かつスムーズに進めて

いくための研究者間の人と知識の有機的

なネットワークを構築していく。 

②2050 年のエネルギー社会像をキーワード

として、各部会の若手（40 歳未満）の交流

と意見交換を活発化するためワークショ

ップを開催する。 

 

①第 14 回勉強会(年次大会内)の開催 

 (8 月年次大会期間中)  

②幹事会 (年 1～2回程度) 

③2050 年のエネルギー社会を考えるワ

ークショップの開催 
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（３）支部活動方針および行事計画等 
 

支部 活動方針 行事計画等 

北海道支部 ① 北海道内の関連機関の実態を踏まえ、

地域性を生かした「エネルギー・資源・

環境」に関わる主催行事を開催する。 

②北海道内の他の学協会等との有機的な

連携や各種事業の共催を積極的に進め、

支部会員への情報発信の強化を図る。 

第 17 回北海道エネルギー資源環境研究発

表会 (1/17：北海道大学工学部材料化学系

棟中会議室) 
②エネルギーセミナー・施設見学会 (5 月)
③日本化学会北海道支部 2017 年夏季研究

発表会 (共催) 
④北海道エネルギー懇話会講演会 (共催)
⑤日本学術振興会石炭・炭素資源利用技術

第 148 委員会研究会 (共催) 
⑥第 6 回エネルギー・マテリアル融合領域

シンポジウム (協賛) 
⑦幹事会・総会 (1 月) 
⑧庶務幹事会 (1 月, 4 月, 7 月, 10 月) 
 

東北支部 ①エネルギーに関わる講演会や研究会を

企画開催する。 

②東北・新潟地区における産学官の連携

を促進する。 

③他の学協会との連携や共催を進める。

 

①講演会及び見学会の開催 

②他関連学協会との共催行事 

③役員会 

関西支部 ①石炭、重質油のみならずバイオマス等

の新エネルギーも含めたセミナー等を通

して横断的にエネルギーに関する情報と

討論の場を提供する。 

②エネルギー源のみならず省エネルギー

などのエネルギーの有効な使用方法に関

する情報の場を提供する。 

①見学会(1月) 

②「エネルギーの未来を担う若手のための

コロキウム2017」（石油学会関西支部共

催）(8月) 

③第33回セミナー(10月)（石油学会関西支

部共催） 

④第62回研究発表会（石油学会関西支部共

催）(12月) 

⑤幹事会(1月,4月,7月,10月)  

  

西部支部 ①石炭，水素，バイオマスをキーワード

としたシンポジウム、セミナーを継続。

②九州経済産業局殿と連携し、西部支部

の地域性を生かしたセミナーの企画。

③九州大学炭素センター殿等と連携し、

海外への CCT 技術移転などを見据えた

勉強会、セミナーを通じた知識の深化

を図る。 

④地域のエネルギーをキーワードとした

新たな取組み方針を検討 

⑤他学会（石油学会，機械工学会，化学

工学会等）の関連支部との連携による学

会活動の活性化 

 

① 低炭素システム研究会（共催，10 月）

② 講演会および見学会の開催（5月） 

③ 支部企画研究発表会の開催(11 月) 

④ 役員会（5月，8月，11 月） 
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