合同研究発表会

日本エネルギー学会関西支部 第 55 回研究発表会
石油学会関西支部 第 19 回研究発表会
今年度の発表会は，石油学会神戸大会（第 40 回石油・石油化学討論会，2010 年 11 月 25 日〜 26 日）と同一会場での併催となり
ます。
●日

時：2010 年 11 月 25 日（木）9：00 〜 20：15

●場

所：神戸国際会議場（神戸市中央区港島中町 6-9-1）http：//www.kobe-cc.jp 「市民広場」駅下車すぐ
505 会議室

プログラム
（口頭発表 討論を含め９分または 12 分；○印は発表者）
【開会の辞】（9：00 〜 9：05）
司会

石油学会関西支部長

神戸宣明氏（大阪大学）

大洞康嗣氏（関西大学）（9：05 〜 9：56）

1. （09：05 〜 09：14）半球型ピリジン配位子の銅との錯化挙動および触媒反応における配位子の影響
（京都大）○堀本裕一郎，徐庭華，仙波一彦，藤原哲晶，寺尾 潤，辻

康之

2. （09：14 〜 09：23）パラジウム触媒存在下ギ酸フェニルを用いた芳香族臭化物のエステル化反応
（京都大）○細木朋哉，片渕優子，岩井智弘，藤原哲晶，寺尾

潤，辻

康之

3. （09：23 〜 09：32）配位結合により金属ポルフィリン部位を導入した超分子配位子の開発
（京都大）○山本啓太，藤原哲晶，寺尾

潤，辻

康之

4. （09：32 〜 09：44）ロジウム触媒を用いる芳香族基質とアルキンの酸化的カップリングによる縮合多環芳香族化合
物の合成
（大阪大）○福谷達矢，平野康次，佐藤哲也，三浦雅博
5. （09：44 〜 09：56）銅塩を用いたアゾール類及びポリフルオロアレーン類の直接アルキニル化反応
（大阪大）○北原雅典，松山直人，平野康次，佐藤哲也，三浦雅博
司会

佐藤哲也氏（大阪大学）（10：00 〜 10：54）

6. （10：00 〜 10：09）ルイス酸触媒によるアセタールと芳香族アルデヒドからの 2H- 及び 4H-3,5- ジホルミルピラン
誘導体の選択的合成
（関西大）○堀川典秀，大洞康嗣，石井康敬
7. （10：09 〜 10：21）イリジウム触媒によるアルコールを用いるメチルエステル類の合成
（関西大）○山本信行，大洞康嗣，石井康敬
8. （10：21 〜 10：30）新規テトラエン配位子の合成とクロスカップリング反応への応用
（大阪大）○大森健弘，岩崎孝紀，寺尾

潤，国安

均，神戸宣明

9. （10：30 〜 10：42）エーテル部で架橋したピレン−アリール連結体の化学
（大阪府大，金沢大）○石橋力弥，池田

浩，前多

肇，水野一彦

10. （10：42 〜 10：54）[2,2]パラシクロファン骨格を含むボロン錯体の結晶構造と光学特性評価
（大阪府大）池田 浩，○村岡峻祐，吉本裕一，水野一彦
司会

池永直樹氏（関西大学）（11：00 〜 11：39）

11. （11：00 〜 11：12）可視光照射による二酸化チタン光触媒上でのベンジルアルコールからアルデヒドへの選択光酸
化反応
（大阪工大）○東本慎也
12. （11：12 〜 11：21）水性ガスシフト反応用 Cu-Zn-Al 触媒に対する La 添加効果
（神戸大）○前田友洋，市橋祐一，西山 覚
13. （11：21 〜 11：30）結晶性固体酸触媒上での過酸化水素による Baeyer-Villiger 酸化反応
（神戸大）○中井康裕，富岡和志，市橋祐一，西山
14.（11：30 〜 11：39）Pt/Ce02/zeolite 触媒の調製とその活性評価
（大阪大）○後藤仁彦，白仁田沙代子，亀川
司会

井上正志氏 （京都大学）（11：50 〜 12：40）

【特別講演】グリーンイノベーションに貢献する蓄電池と材料開発
小林哲彦氏 （産業技術総合研究所）
＜休

憩＞（12：40 〜 13：30）

孝，森

覚

浩亮，山下弘巳

司会

蘆田隆一氏（京都大学）（13：30 〜 14：09）

15. （13：30 〜 13：39）環境応答性金属ナノ粒子を用いた担持金属触媒の粒子径制御とその触媒作用
（大阪大）○熊見彰仁，森 浩亮，山下弘巳
16. （13：39 〜 13：51）可視光応答性ロジウムイオン修飾酸化チタン光触媒における担体物性の影響と電子移動の解析
（近畿大）○北野 翔，橋本圭司，古南 博
17. （13：51 〜 14：00）種々のリン酸塩を触媒担体に用いるエタンの酸化的脱水素反応
（関西大）○辻 邦啓，徳重 信，池永直樹，三宅孝典，鈴木俊光
18. （14：00 〜 14：09）燃料電池モデル触媒としての利用を目指した立方体型白金ナノ粒子の粒子間距離制御
（北陸先端大）○石野陽介，岡田聡子，宮林恵子，三宅幹夫
司会

細川三郎氏（京都大学）（14：10 〜 14：55）

19. （14：10 〜 14：19）光フェントン反応による廃水中の有害有機物の完全酸化分解に及ぼす反応条件の影響
（京都大）○中川浩行，山口笑美
20. （14：19 〜 14：31）低品位炭の改質によるガス化反応性の向上
（京都大）○蘆田隆一，Xian LI，西田篤志，牧野三則，三浦孝一
21. （14：31 〜 14：43）反応分離を利用した重質油の高効率軽質化
（京都大）坂上明弘，前川

淳，○小枝祐揮，蘆田隆一，三浦孝一

22. （14：43 〜 14：55）保温材下腐食調査への中性子水分計の適用上の問題と改善
（非破壊検査）○宮本
司会

宏，川田康彦

井田民男氏 （近畿大学）（15：00 〜 15：39）

23. （15：00 〜 15：09）アンモニアを燃料とする燃料電池における電気化学的アンモニア除去に関する基礎的研究
（工学院大）○新井章仁
24. （15：09 〜 15：18）尿素エネルギーシステムにおけるアンモニア生成
（工学院大）○浜野友紀，野原徹雄，雑賀

高

25. （15：18 〜 15：27）バイオマスガスによるディーゼルエンジン運転特性
（工学院大，エコ・エンジニヤリング）○仁ノ平拓也，雑賀 高，長本英俊，酒井裕司，尾嶋

桂，小屋敏行

26. （15：27 〜 15：39）商用車用 DME ハイブリッドシステムの CO2 回収システム
（工学院大）○平野貴之，矢川一輝，雑賀

高，野原徹雄

司会

中川浩行氏（京都大学）（15：45 〜 16：30）

27. （15：45 〜 15：57）中山間地域モデルに基づくバイオマスタウンの構築
（地球エネルギーシステム研）○佐野

寛，本庄孝子，井田民男

28. （15：57 〜 16：06）バイオマス顕熱領域に関する一考察
（近畿大）○井田民男
29. （16：06 〜 16：18）木質中の水分が半炭化によるエネルギー密度向上に及ぼす影響
（近畿大）○渕端 学，阿部周祐，井田民男，澤井 徹，難波邦彦，本庄孝子，佐野

寛

30. （16：18 〜 16：30）果実系廃棄物による高硬度・高密度特性を有した固形燃料の高温挙動観察
（近畿大）○水野 諭，井田民男，渕端

学

【閉会の辞】（16：30 〜 16：35）

日本エネルギー学会関西支部長 井上正志氏（京都大学）

【会長挨拶】（16：50 〜 16：55）
【神戸大会特別講演】（16：55 〜 17：55）
「バイオマスからの燃料・化成品生産（バイオリファイナリー）の現状と展望」
神戸大学大学院工学研究科 教授 近藤昭彦氏
【懇親会】（18：15 〜 20：15）会場：神戸ポートピアホテル本館 B1F「偕楽」

◆参加申込要領◆
（1）申込締切 ：2010 年 11 月 10 日（水）
（2）参 加 費 *：会員 3,000 円，学生 1,000 円，非会員 10,000 円
（研究発表会の要旨集代を含む）
*
研究発表会と石油学会神戸大会の両方に参加される場合の参加費は下記の通りです。参加費：本会会員7,000円，
法人会員の社員で非会員 10,000 円，学生 3,000 円，非会員 13,000 円
（いずれも，討論会と研究発表会の両方の要旨集代を含む）
石油学会神戸大会に参加申し込みをされた方は本研究発表会にも参加できます。
懇親会は石油学会神戸大会と合同で行います。
懇親会費：一般 7,000 円，学生 4,000 円
（参加費，懇親会費は当日研究発表会受付にてお支払いください）
（3）申込方法 ：①氏名，②会員・法人会員の社員で非会員・学生・非会員の別，③所属，④連絡先（勤務先の所在地，TEL，FAX，
E-mail アドレス）をご記入のうえ，電子メールにて下記宛お申し込み下さい。
（4）申 込 先 ：〒 565-0871 吹田市山田丘 2 − 1
大阪大学大学院工学研究科応用化学専攻 国安 均
TEL：06-6879-7389 E-mail：kuni@chem.eng.osaka-u.ac.jp

