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日 時  平成 31 年 2 月 26 日（火）13 時 10 分より 

会 場  学士会館（202 号室） 

東京都千代田区神田錦町 3-28 

TEL．03-3292-5936（代） 

 

 

議   案 

第１号議案 平成 30 年１月１日から平成 30 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 30 年１月１日から平成 30 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 31・32 年度理事・監事の承認の件 

第 4号議案 平成 31・32 年度補欠理事選任の承認の件 

第５号議案 平成 31 年度事業計画ならびに収支予算の承認の件 

第６号議案 正会員会費変更の承認の件 

 

 

 

   

 

一般社団法人  
日本エネルギー学会  
 

The Japan Institute of Energy 
 



第 94 回定時総会ならびに関連行事 
 

次 第 

13:10～14:20 第 94 回定時総会    （202 号室） 

１．開会 

２．会長挨拶 

３．議案審議 

－休憩－ （平成 31 年度第１回）臨時理事会（会長・副会長・専務理事の互選） 

４．閉会 

14:30～15:00 平成 30 年度日本エネルギー学会表彰式  （202 号室） 

１．開会 

２．選考経過報告 

３．表彰楯贈呈 

４．会長挨拶 

５．閉会 

15:10～16:10 受賞者講話     （202 号室） 

1. バイオマスの水熱処理に関する反応工学的研究 

 広島大学 松村 幸彦 

2. 大崎クールジェンプロジェクト(第 1段階) 国内初の酸素吹石炭ガス化複合 

発電実証試験 

 大崎クールジェン株式会社 

3. 数値流体力学を用いた LNG 混合貯蔵の高精度シミュレーション技術の開発 

・実用化 

東京ガス株式会社 

4. 本会の発展に対する功績 

前当会会長、公益財団法人地球環境産業技術研究機構 山地 憲治 

 

16:20～17:20 特別講演     （202 号室） 

「民族性と科学技術のジレンマ」 

中部大学教授、名古屋大学名誉教授、元日本化学会会長 山本 尚 

 

17:30～19:00 祝賀懇親会     （210 号室） 
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第１号議案 平成 30 年 1 月 1 日から平成 30 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 93 回定時総会を平成 30 年 2 月 27 日（火）13:00 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 29 年 1月 1日から平成 29 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 29 年 1 月 1 日から平成 29 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 29 年度事業計画ならびに収支予算の承認の件 

【特別講演】「ＩｏＴ・ＡＩ技術の活用によるデータから価値を生む時代」 

((国研)産業技術総合研究所 人工知能研究センター副センター長 谷川 民生) 

○理事会 5 回 

（1）平成 29 年度第 6回定例理事会 平成 30年 1 月 31 日（水）15:00～17:00 

於：全国家電会館会議室、出席者 15 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 93 回定時総会議案 承認の件 

①第１号議案 平成 29 年１月１日から平成 29 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 29 年１月１日から平成 29 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 

③第３号議案 平成 30 年度 理事・監事の承認の件 

④第４号議案 平成 30 年度事業計画ならびに収支予算の承認の件 

4. 平成 30･31 年度 支部長 承認の件 

〔連絡事項〕 

5. 平成 29 年度の諸検討課題 進捗報告の件 

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 30 年度第１回定例理事会   平成 28年 3 月 27 日（火）15：00～17：00 

於：全国家電会館会議室、出席者 12 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. 表彰委員及び委員 選任の件 

5. 平成 31・32 年度役員候補選出委員会 設置の件 

6. 平成 30 年度専門部会部会長交替 承認の件 

7. 規程の改訂 承認の件 

〔連絡事項〕 

8. 第 93 回定時総会 報告の件 

9. 理事辞任の件 

10. 平成 30 年度の諸検討課題の件 

11．学会のガバナンスについて 

12. 各部会，委員会，各種行事進捗報告の件 

13. その他（今後の理事会スケジュール等） 
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（3）平成 30 年度第 2回定例理事会 平成 30年 6 月 25 日（月）15：00～17：00 

於：東京ガスエンジニアリングソリューションズ（株）会議室 出席者 15 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月末まで） 

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. 事務局長交替 承認の件 

5. 平成 30 年度「論文賞」受賞者承認の件 

6. 規程の制定・改定 承認の件 

・「規程･要領管理規程」の改定 

・諸規程の改定 

・「理事会規程」の改定 

・「アジアバイオマス科学会議学生渡航費補助制度規程」 制定 

・「学生のための国際会議発表支援制度規程」 制定 

・「編集委員会規程」の制定 

・「投稿規程」の改定 

・「著作権規程」の改定 

〔連絡事項〕 

7. 理事辞任の件 

8．学会のガバナンスについて（その２） 

9. 平成 30 年度の諸検討課題進捗状況について 

10. 表彰委員会､役員候補選出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 30 年度第 3 回定例理事会 平成 30年 9 月 20 日（木） 

書面審議 18 名（理事 19 名） 

〔審議事項〕 

会長および専務理事から業務報告（8 月下旬まで） 

1. 議事録承認の件 

2. 会員入退会承認の件 

3. 収支承認(8月末)の件 

〔連絡事項〕 

4. 各部会，委員会，各種行事進捗報告の件 

5. その他（今後の理事会スケジュール等） 

（5）平成 30 年度第 4回定例理事会 平成 30年 11 月 27 日（火）13:00～15:00 

於：日本大学理工学部駿河台キャンパス 1号館会議室、出席者 18 名（理事 19 名） 

〔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 30 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 31･32 年度 役員候補選出 承認の件（役員候補選出委員会報告） 

6．平成 31･32 年度 支部長選任 承認の件 

7．規程の制定、改訂 承認の件 

8．平成 30 年度 諸検討課題について 

9．第 94回定時総会招集 承認の件 

〔連絡事項〕 

10．第 15回維持会員懇談会開催の件 

11. インパクトファクターの件 
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12. 各部会、委員会、各種行事進捗報告の件 

13．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 30年 1月 22 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 29年 1月 1 日から平成 29年 12 月 31 日までの会計および業務監査 

1.平成 29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 30 年 2月 27 日（火）11:50～12:50、学士会館にて開催された。 

○企画委員会 2 回(4/26, 10/1) 

（1）第 1回（4/26） 

1. 平成 29 年度第 3回企画委員会議事録の確認 

2. 平成 30 年度の諸検討課題について 

・平成 29年度の諸検討課題 進捗状況 

・平成 30年度の諸検討課題 

・平成 30年度の諸検討課題 取組み方針（案） 

① 学会誌の完全電子化（機関誌えねるみくす） 

②「機関誌えねるみくす」の魅力アップ 

・えねるみくす編集小委員会運営について 

・えねるみくす平成 31年特集企画等の計画 

③ 学会ホームページの魅力アップ アクセスログの集計 

④ 正会員の差別化   

⑤ 広告収入の増加策 

3. 各部から活動報告（近況報告、前回より進捗あれば） 

4．イベント案内 

（2）第 2回（10/1） 

1. 平成 30 年度第 1回企画委員会議事録の確認 

[審議事項] 

2. 平成 30 年度の諸検討課題について 

平成 30 年度の諸検討課題 取組み方針（案） 

① 学会誌の完全電子化（機関誌えねるみくす） 

② 「機関誌えねるみくす」の魅力アップ 

③ 学会ホームページの魅力アップ  

④ 正会員の差別化 

⑤ 広告収入の増加策 

・各部会・支部の意見集約結果 

[連絡事項] 

3. 各部から活動報告（近況報告、前回より進捗あれば） 

4. イベント案内 

○総務委員会 2 回 (6/15, 11/16) 

(1) 第 1回総務委員会（6/15）書面審議 

1.「編集委員会規程」（案）の件（制定） 

2.「著作権規程」（改定案）の件 

3．「人事考課規程実施要領」（改定案）の件 

(2) 第 2回総務委員会（11/16）書面審議 

1．「職員就業規則」改定の件 

2．「職員給与規程」改定の件 

○表彰委員会 3 回(5/14, 7/20, 11/1) 

・本年度論文賞受賞候補者の承認(2 件) (5/14) 

・本年度選考委員の承認(7/20)  
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・本年度学会賞、進歩賞、功績賞、奨励賞受賞候補者の決定（11/1） 

   学会賞（学術部門）1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）該当なし、 

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(H29 年 12/7, 2/20, 4/4) 

奨励賞－液体微粒化部門(H29 年 11 月, 12/20) 

奨励賞－バイオマス部門(H29 年 10/22, 1/18) 

奨励賞－大会部門（3/7, 10/4） 

奨励賞－石炭科学会議部門（8/17, 10/29） 

○部会長･支部長連絡会 平成 30 年 11 月 27 日（火）15：10～16：20 

於：日本大学理工学部 駿河台キャンパス 1号館会議室 

・平成 30年度 諸検討課題について 

学会機関誌えねるみくすの完全電子化について 

学会機関誌、学会ホームページの魅力アップについて 

・各部会･支部活動の今後について（近況、今後の動き） 

○編集委員会 

2 誌体制移行に伴い、平成 29 年 6 月以降、各紙を担当する 2 編集小委員会の体制に移行し

た。 

・日エネ学会誌編集小委員会  2 回(2/20, 4/4) 

・日エネ学会機関誌えねるみくす編集小委員会 4 回(3/14, 5/22, 9/4, 12/3) 

・総説特集および講座について、平成 30～31 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）で最新号まで公開継続。 

・論文賞表彰について審議 

○出版委員会 1 回(9/4)（編集委員会と合同会議） 

  シリーズ 21世紀のエネルギーの進捗について検討した。 

・第 13 巻「森林バイオマスの恵み」；平成 30年 1 月発刊。 

・第 14 巻「大容量キャパシタ」；平成 31 年 1月発刊。 

○第 27 回大会実行委員会 2 回(3/7, 10/4) 

・第 27 回年次大会(8/8,9：日本大学理工学部駿河台キャンパス)(研究発表:153 件)(参加者:323 名) 

【平成 30 年度｢論文賞｣表彰式および受賞者講演】 

【特別講演】 

1．「安全・安心な社会を目指す安全学」北野大（秋草学園短期大学） 

2．「再生可能エネルギーの研究開発と今後の展開―Fukushima から未来へ，世界へ―」 

中岩勝（（国研）産業技術総合研究所）」 

【基調講演】 

1.「次世代石炭火力発電技術」甘利猛（三菱日立パワーシステムズ（株）） 

2．「長期的気候変動対策に対する天然ガスの役割」西尾匡弘（（国研）産業技術総合研究所） 

3.「海洋エネルギー研究の国内外の状況と水素社会に向けた展開」田中博道（東海大学） 

4.「電気事業とインフラ産業の将来像（Utility3.0）」戸田直樹（東京電力ホールディングス（株）） 

5．「安心・快適・わくわく感の測り方」大倉典子（芝浦工業大学） 

  【若手研究者勉強会講演会】 

「エネルギー需給予測によるこれからのエネルギーのあり方と技術開発への提言」 

大場紀章（エネルギーアナリスト） 

○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） 

・H29 年度（第 3回）MH21 調査研究委員会（1/23） 

報告書の確認 

・H30 年度（第 1回）MH21 調査研究委員会（6/21） 

平成 29 年度第 3回意見交換会の報告、本年度の調査研究委員会の進め方 

・H30 年度（第 2回）MH21 調査研究委員会（11/28） 

特許調査ＷＧ進捗状況の確認、技術調査ＷＧ進捗状況の確認、報告書のまとめ方針確認 

・H30 年度（第 3回）MH21 調査研究委員会（12/18） 

報告書案、研究成果まとめの確認 
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・H30 年度 技術調査ＷＧ（7/25） 

技術調査、文献調査の内容と方法 

・H30 年度 特許調査ＷＧ（10/18） 

特許検索の結果、明細書による評価、評価点の審議、注目特許・要注意特許の抽出 

○ＭＨ21(表層メタンハイドレート回収手法に関する技術調査)（受託調査） 

・H29 年度（第 3回）MH21 調査研究委員会（1/16） 

報告書の確認 

○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 18 期第 2回定例会議（4/13） 

施設見学会（(国研)産業技術総合研究所 福島再生可能エネルギー研究所） 

収支報告；第 18 期 1年目収支決算（見込）、第 18 期 2 年目予算案 

・JECC-第 18 期第 3回定例会議（11/13） 

6 月 TLM 会議報告 

収支報告；収支報告  第 18 期 1年目収支実績、第 18期 2 年目収支実績見通し 

○第 15 回維持会員懇談会 (11/27：日本大学理工学部 駿河台キャンパス 1号館)(参加者  81 名)  

【講演】「2050 年へのエネルギーシステムイノベーション」 

当学会元会長、（公財）地球環境産業技術研究機構(RITE) 理事・研究所長 山地憲治 

○学生のための国際会議発表支援 1 件 

・シンガポールで開催された国際学会（The 12th International Conference on Ceramic 

Materials and Components for Energy and Environmental Applications）に参加した学

生に支給した。 

 

１－２ 刊行 

○日本エネルギー学会誌「Journal of the Japan Institute of Energy」（電子版、毎月） 

  査読付き投稿論文 J-STAGE に掲載 

○日本エネルギー学会機関誌「えねるみくす」 6 冊発行（冊子、隔月） 

    特集記事／トピックス 第 97 巻 第 1 号～第 6号 (第 5 号はアニュアルレビュー号) 

 

１－３ 部会関連 

(1)  石炭科学部会 

・第 55 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，重質油部会） 

 (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，(公財)北九州観光コンベンション協会，日本エネルギー学会（ガス化部会、燃焼部会，

｢エネルギー学｣部会)） 

 (10/29～30，テクニカルツアー10/31：北九州国際会議場(研究発表：55 件)) 

(参加者：155 名) 

【特別講演】 「古地図と古写真からみる北九州市の発展」 前薗廣幸（NPO 法人北九州市の文化財を守る会） 

【招待講演】 

  1.｢製鉄プロセスの将来に向けて」 国友和也（九州大学） 

  2.｢低炭素社会に向けた J-POWER 若松研究所の取組み｣ 早川 宏（電源開発(株)）  

3.｢日鉄ケミカル&マテリアル（株）九州製造所における石炭化学の進展」  

中山岳志（日鉄ケミカル&マテリアル（株）） 

【テクニカルツアー】(参加者：24 名) 

  見学先： 1.新日鐵住金（株）八幡製鉄所 

2．（株）ブリヂストン 北九州工場 

・第 55 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―」（10/28：北九州国際会議場）(参加者：72 名) 
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【講演】 

1．｢魅力尽きぬ物質－石炭－」 野村正勝（大阪大学名誉教授） 

2．｢技術開発に携わった半世紀－お金を使った反省記－」  

四方哲夫（(株)オー・エスコンタルティングアソシエイツ） 

3． ｢わたしのボイラーでの失敗とその解決」 牧野啓二 

4． ｢石炭の研究，開発，溝浚い 40 年：充実した時間の思い出」 持田 勲（九州大学名誉教授） 

・第 55 回石炭科学会議 第 1回実行委員会（4/6：北九州国際会議場） 

・第 55 回石炭科学会議 第 2回実行委員会（8/17：学会事務局） 

・第 56 回石炭科学会議 第 1回実行委員会（12/13：学会事務局） 

 

(2) コークス工学研究部会 

・第 55 回石炭科学会議：石炭科学部会と共催（10/29～31）（石炭科学部会欄参照） 

・第 55 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―」（10/28）（石炭科学部会欄参照） 

・第 55 回石炭科学会議 実行委員会(石炭科学部会欄参照) 

・第 56 回石炭科学会議 実行委員会(石炭科学部会欄参照) 

 

(3) 重質油部会 

・第 55 回石炭科学会議：石炭科学部会と共催（10/29～31）（石炭科学部会欄参照） 

【重質油セッション招待講演】 

  1.｢Hansen 溶解度パラメータの高分子炭化水素への応用および Hansen 溶解球法の適用事例」 

山本秀樹（関西大学） 

  2.｢アスファルテンのモデル分子合成の試み｣ 森本正人（産業技術総合研究所）  

・重質油部会委員会 1回（10/29：北九州国際会議場） 

・第 55 回石炭科学会議 実行委員会(石炭科学部会欄参照) 

・第 56 回石炭科学会議 実行委員会(石炭科学部会欄参照) 

・PetroPhase(協賛)実行委員会出席（3/12、5/28、6/21、6/28、7/25、9/27、10/3、11/5、

12/5） 

 

(4) 天然ガス部会 

［資源分科会］ 

・シンポジウム～日本における新たな天然ガスサプライチェーン～（12/13：全国家電会

館）（参加者：47名） 

【講演】 

1.｢天然ガス／LNG Value Chain の最新動向｣ 田村康昌（石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC） 

2.｢Ichthys PJ とINPEX のLNG Value Chain 戦略｣ 鈴木郁雄，東 伸行 （国際石油開発帝石（株）） 

3．｢わが国にとってのLNG Canada の意義｣ 扇谷 靖（三菱商事（株）） 

4．｢原料調達の視点からみたLNG value chain｣ 田中 淳（東京ガス（株）） 

5．｢LNG Value ChainにおけるJERAの取り組み｣ 加藤雄一郎（（株）JERA） 

［輸送・貯蔵分科会］ 

・LNG 船見学会（3/15：ジャパン マリンユナイテッド（株）津事業所）（参加者：12 名) 

【解説】「LNG 船に関する最近の技術動向について」輸送・貯蔵分科会長 田部井純 

【紹介】「ジャパン マリンユナイテッド（株）津事業所の概要」津事業所 管理部 山本昭博 

【見学】「建造中の最新鋭 SPB 型 LNG 船」津事業所 LNG 船建造部長 工藤幸一 
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［CBM(コールベッドメタン)・SG(シェールガス)研究会］ 

・第 45回 CBM・SG 研究会（11/26：東京ガス(株)）（参加者：11 名） 

【講演】 

1．｢メタンの生産・供給事情がもたらした変化｣ 伊原 賢（石油天然ガス・金属鉱物資源機構） 

2．｢夕張 CBM プロジェクトについて｣ 大賀光太郎（地下資源イノベーションネットワーク） 

【その他】 

勉強会の進め方についてフリー討議 

［GH(ガスハイドレート)研究会］ 

・第 52回 GH 研究会（5/21：産業技術総合研究所 臨海副都心センター）（参加者：27 名） 

【研究紹介 1】「ガスプルームに関する最新研究と教育活動のご紹介」青山千春（東京海洋大学） 

【研究紹介 2】「ホスホニウム型セミクラスレートハイドレートの開発と和歌山高専におけるメタンハイドレー

トに関する取り組み」 綱島克彦（和歌山工業高等専門学校） 

【情報提供】学会スケジュール、他 

・第 53回 GH 研究会（8/10：(株)三井 E&S ホールディングス）（参加者：35 名） 

【報告 1「GH 研究会 50 回の歩み、エッセイに関しての進捗状況報告」 内田 努（北海道大学） 

【講演 1】「砂層型メタンハイドレートを対象としたこれまでのフィールドオペレーション  - 操業の視点によ

る紹介-」 高橋秀明（日本メタンハイドレート調査(株)） 

【講演 2】「カナダ UBC 滞在記」 室町実大（産業技術総合研究所） 

【情報提供】GH 関連学会の紹介、機関誌えねるみくす GH 特集号の進捗報告、他 

［その他、部会共通］ 

・合同幹事会 2回（7/10：東京ガス(株)本社、12/13：石油資源開発(株)本社） 

 

 (5)バイオマス部会 

・第 13 回バイオマス科学会議（主催：バイオマス部会，共催：東北大学大学院工学研究科） 

(1/17～18，テクニカルツアー1/19：東北大学・青葉山東キャンパス（研究発表：83 件)）

(参加者：159 名) 

【パネル討論会】持続可能なバイオマスエネルギー事業のソリューション 

地方自治体：板垣誠弘（山形県最上町）、森林経営：佐藤太一（（株）佐久）、 

事業者：水木宏之（（株）津軽バイオマスエナジー）、技術者：森岡泰樹（（株）タクマ） 

モデレータ：中田俊彦（東北大学大学院） 

【テクニカルツアー】(参加者：24 名) 

  見学先： 1.鳴子温泉 バイオガス施設「エネカフェメタン」 

2.山形県最上町 最上バイオマスエネルギー供給株式会社，丸徳ふるせ，ウエルネスプラザ 

・第13回バイオマス科学会議 第3回実行委員会（1/16：東北大学） 

・第13回バイオマス科学会議 第4回実行委員会（1/18：東北大学） 

・第5回アジアバイオマス科学会議（主催：バイオマス部会，共催：アジアバイオマス協議

会，東北大学大学院工学研究科，広島大学) 

(1/16：東北大学・青葉山東キャンパス（研究発表：48 件)）(参加者：75 名) 

【基調講演】  

「The Potential and Utilization of Oil Palm Biomass in Indonesia」 

Erliza Hambali（Bogor Agricultural University） 

・第6回アジアバイオマス科学会議（7/31：インドネシア、ボゴール農科大学国際会議セン

ター（研究発表：64件））（参加者：76名） 

 【基調講演】 
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 「Trends of Biomass Utilization in Japan Under International Relations」鮫島正浩（東京大学） 

・第14回バイオマス科学会議 第1回実行委員会，第6回アジアバイオマス科学会議実行委

員会（6/11：東広島芸術文化ホールくらら） 

・第14回バイオマス科学会議 第2回実行委員会（11/2：学会事務局） 

・第14回バイオマス科学会議 第3回実行委員会（11/22：東広島芸術文化ホールくらら） 

・[リサイクル・バイオマス・ガス化] 三部会（RGB）シンポジウム (7/4：全国家電会館) 

（ガス化部会欄参照） 

・平成30年度「バイオマス夏の学校」（主催：バイオマス部会，共催：NPO法人バイオマス

産業社会ネットワーク，愛媛大学） 

（9/4～9/5：台風荒天につき中止） 

・バイオマス部会 座談会（9/13：全国家電会館）機関誌えねるみくす1月号掲載 

【パネリスト(五十音順)】 

相川高信（自然エネルギー財団）、坂西欣也（産業技術総合研究所）、鮫島正浩（東京大学大学院） 

泊みゆき（バイオマス産業社会ネットワーク）、中田俊彦（東北大学大学院）、長野麻子（林野庁） 

山地憲治（地球環境産業技術研究機構）、松村幸彦（広島大学大学院） 

【ディスカッション】 モデレータ 松村幸彦 

・ワーキング活動：日本の森林の有効利用ＷＧとバイオマス学ＷＧを実施。 

バイオマス学ＷＧではメーリングリストを立ち上げ、議論を進めてい

る。 

・ホームページ：学会員用ホームページを拡充。 

・幹事会 1回(8/8：日本大学理工学部駿河台キャンパス) 

・総会(8/9：日本大学理工学部駿河台キャンパス) 

 

(6)新エネルギー・水素部会 

・産業技術総合研究所・福島再生可能エネルギー研究所 見学会 

（7/5：産業技術総合研究所・福島再生可能エネルギー研究所（FREA））（参加者：23 名） 

  【見学】 

1．福島再生可能エネルギー研究所概要紹介 

2．実証フィールド等見学 

3．再エネ水素を利用した商用水素ステーション 

4．エネルギー管理棟展示施設（太陽電池製造ライン，太陽電池システム・PCS 評価，風力発電，地熱発電等） 

5．MCH 利用コジェネシステム 

6．純水素利用エネルギー貯蔵システム 

7．アンモニアガスタービン，アンモニア製造試験設備 

8．スマートシステム研究棟 

 

・第 3回シンポジウム 水素製造の新展開 ～水素は再エネの変動吸収対策になりうるか？～ 

（10/19：日本大学理工学部駿河台キャンパス）（参加者：68 名） 

  【講演】 

1．｢持続可能なエネルギー社会構築に向けた水素の貢献可能性｣ 飯田重樹（エネルギー総合工学研究所） 

2．｢太陽電池からの高効率水素貯蔵と，水素貯蔵を利用した小型エネルギーマネージメントの実際｣  

藤井克司（理化学研究所） 

3．｢水素製造技術を活用した再生可能エネルギーの出力変動対策について｣ 加藤 尚（東北電力（株）） 

4．｢蓄電池が駆動する低コスト再エネ水素製造のビジョン｣ 古山通久（物質・材料研究機構） 

・幹事会 2 回（4/16：全国家電会館，8/9：日本大学理工学部駿河台キャンパス) 
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・企画会議 1回（5/2：広島大学） 

 

(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 ～持続可能性社会構築

に向けた資源循環技術，バイオマス利用技術の最新動向～ (7/4：全国家電会館)  

(参加者:38 名) 

【講演】 

1．｢木質ペレット製造と木質ペレットガス化熱電併給装置」 中川秀樹（三洋貿易（株）） 

2．｢バイオコークスの新展開について」 井田民男（近畿大学） 

3．｢低濃度 PCB 廃棄物処理の現状について」 長田 容（産業廃棄物処理事業振興財団） 

4．｢小規模ごみ焼却施設での発電の現状について」 森本清幸（三井 E&S 環境エンジニアリング（株）） 

5．｢自動車リサイクルの質の向上に向けた取り組みの現状と課題～ASR 処理を中心として～」 

小野田弘士（早稲田大学） 

 

(8)燃焼部会 

・「燃焼に関する講習会」～エネルギー管理士（熱分野）への第一歩～ 

（12/7：日本大学理工学部駿河台キャンパス）(受講者：32 名） 

【講習会】 

1．｢熱力学の基礎｣ 飯島晃良（日本大学） 

2．｢流体工学の基礎｣ 飯島晃良（日本大学） 

3．｢伝熱工学の基礎｣ 奥村幸彦（香川大学） 

4．｢燃料と燃焼｣ 奥村幸彦（香川大学） 

5．｢計測と自動制御・熱利用設備｣ 神原信志（岐阜大学） 

・幹事会 1 回（8/9：日本大学理工学部駿河台キャンパス） 

 

(9)液体微粒化部会 

・第 14 回微粒化セミナー（日本液体微粒化学会と共同主催） 

 (11/1：東京都立産業技術研究センター 東京イノベーションハブ (参加者：32 名） 

 1.【解説】「液体微粒化の基礎」 天谷賢児（群馬大学） 

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）），

（株）フォトロン 

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

5.【トピックス】東京都立産業技術研究センター 都の産業支援に関する講演及び施設見学 

       （塗装評価施設，塩水噴霧施設，耐候施設など） 

・第 27 回微粒化シンポジウム Twenty-seventh Symposium (ILASS-Japan) on Atomization  

(日本液体微粒化学会（ILASS-Japan）と共同主催) 

(12/17～18：岡山大学創立五十周年記念館（研究発表：33件)) (参加者：82 名） 

【招待講演】 

「Study on Dual-Fuel Combustion and Emission Characteristics in Internal Combustion Engine」 Suhan 

Park (Chonnam National University) 

・幹事会 2 回(4/17：エネルギー学会会議室，6/19：東京都立産業技術研究センター) 
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 (10)省エネルギー・消費者行動部会 

・秋の勉強会「国内外における建築物のエネルギーに関する動向」（参加者 19 名） 

（10/31：早稲田大学 理工学研究所） 

【内容】 

1．話題提供 岸田真一（（株）住環境計画研究所） 

2．講演「蒸暑アジアの建築・エネルギー・サステナビリティ」 高口洋人（早稲田大学創造理工学部） 

3．意見交換 

・合同見学会“産総研・臨海センターで最新のバイオ・IT融合研究を学ぶ” 

（5/15：産業技術総合研究所 臨海副都心センター。｢エネルギー学｣部会欄参照） 

・幹事会 5 回（4/5：電力中央研究所，5/30：電力中央研究所，8/8：日本大学理工学部駿河

台キャンパス，10/2：住環境計画研究所，12/6：電力中央研究所） 

・総会 （8/8 日本大学理工学部駿河台キャンパス） 

 

 (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 ～持続可能社会構築に

向けた資源循環技術，バイオマス利用技術の最新動向～ (7/4：全国家電会館)（ガス化部

会欄参照） 

 

(12)「エネルギー学」部会 

・合同見学会“産総研・臨海センターで最新のバイオ・IT融合研究を学ぶ” 

（5/15：産業技術総合研究所 臨海副都心センター）（参加者 18 名） 

【内容】 

紹介：産業技術総合研究所概要，臨海副都心センター概要，人工知能研究センターの取組み 

見学：リビングラボ，ライフ・テクノロジースタジオ 

・日本学術会議学術フォーラム（「エネルギー学」部会 共催）｢エネルギー科学技術教育の

現状と課題｣（9/8：日本学術会議講堂） 

【話題提供】 

1．｢エネルギー・科学技術教育の現状｣ 藤本 登（長崎大学） 

2．｢理科の実践事例｣ 大谷健一郎（川崎市立野島中学校） 

3．｢社会の実践事例｣ 関谷文宏（筑波大学附属中学校） 

4．｢技術の実践事例｣ 河野卓也（大津市立志賀中学校） 

5．｢参加型エネルギー教育プログラムの実践事例｣ 柳下正治（環境政策対話研究所） 

【パネルディスカッション】 

ファシリテータ：山地憲治（地球環境産業技術研究機構） 

モデレータ：5名の話題提供者 

・学融合分科会見学会「地産地消型水素サプライチェーン実証事業と木質チップ雪氷乾燥シ

ステム見学」（9/21）（参加者 16 名） 

【見学先】 

1．鹿追町環境保全センター（家畜系バイオガスプラント, しかおい水素ファーム） 

2．南富良野町森林組合着・木質チップ雪氷乾燥システム 

・運営委員会 4 回（2/20：電力中央研究所，5/15：電力中央研究所，8/9：日本大学理工学

部駿河台キャンパス，11/19：電力中央研究所） 

(13)エネルギー転換・利用に関わる若手研究者の勉強会 
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・幹事会 1回（8/8：日本大学理工学部駿河台キャンパス） 

 

１－４ 支部関連 

(1)北海道支部 

・第 18 回北海道エネルギー資源環境研究発表会 

（1/16：北海道大学工学部）（参加者：37 名） 

【特別講演】 

1．｢関西電力における技術開発の変遷｣ 香川公司（関西電力（株）） 

2．｢エネルギー制御に挑む ―再生可能エネルギー時代の電力システムとは―｣ 石井英雄（早稲田大学研究院） 

・支部庶務幹事企業視察会 

(6/29：セイコーエプソン(株)千歳事業所)（参加者：8名） 

・平成 30年度施設見学会 

(8/3：北海道電力(株)石狩湾新港発電所)（参加者：25 名） 

・総会 1 回（1/16：北海道大学工学部） 

・幹事会 2 回（1/16：北海道大学工学部，7/26：メール審議） 

・庶務幹事会 5 回（1/16：北海道大学工学部，4/6：北海道大学工学部，6/29：北海道大学工

学部，8/3：施設見学会の移動時，10/15：北海道大学工学部） 

・共催・協賛行事 

 第 7 回エネルギー・マテリアル融合領域シンポジウム（1/11：北海道大学工学部，協賛） 

第 8回エネルギー・マテリアル融合領域シンポジウム（6/20：北海道大学工学部，協賛） 

日本化学会北海道支部 2018 年夏季研究発表会（7/21：北見工業大学，共催） 

講演会「電気炉製鉄システムの新展開」（11/22：北海道大学工学部，共催） 

JFE 条鋼(株)豊平製造所見学会（11/23：JFE 条鋼(株)豊平製造所，共催） 

 

(2)東北支部 

・平成 30年度講演会・見学会 

（10/17：産業技術総合研究所 福島再生可能エネルギー研究所）（参加者：24 名） 

【講演，見学】 

1．｢福島再生可能エネルギー研究所の概要説明｣ 坂西欣也（産業技術総合研究所） 

2．｢福島再生可能エネルギー研究所の水素キャリア及びアンモニア研究の紹介｣ 難波哲哉（産業技術総合 

3．福島再生可能エネルギー研究所内見学      研究所） 

4．｢エネルギーキャリアとしてのアンモニアによる発電技術開発について｣ 須田俊之（（株）IHI） 

5．｢石炭ガス化複合発電 IGCC の現状と展望｣ 石橋喜孝（常磐共同火力（株）） 

・平成 30年度第 1回役員会（5/16：東北電力(株)) 

・平成 30年度第 2回役員会（12/11：東北電力(株)) 

・共催・協賛行事 

 第 10 回製鉄・資源に関する Work shop（還元研究会）（1/18-19：秋保温泉緑水亭，共催） 

 東北再生可能エネルギー研究会 平成 29 年度講演会（2/1：小田急仙台ビル，後援） 

 平成 29年度技術講演会および見学会（2/8-9：コラッセふくしま，協賛） 

 学都 仙台・宮城サイエンスデイ（7/15：仙台市，名義後援） 

 第 23 回東北ジョイント夏季セミナー（9/3-4：福島・晴風荘，協賛） 

 平成 30年度技術講習会および見学会（9/20-21：秋田市民交流プラザ，協賛） 

再エネテクノブリッジ in 秋田（10/10-12：秋田市民交流プラザ他，後援） 

第 23 回基礎化学工学講習会（10/22-23，10/29-30，11/5-6：東京理科大，協賛） 

第 61 回プロセス設計技術講演会・見学会ならびに第 47 回ケミカルエンジニアリング交流 
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会（11/2：秋田・日本新金属㈱，協賛） 

平成 30 年度研究発表会および見学会（11/29-30：八戸プラザホテル，協賛） 

(3)関西支部 

・見学会 

（7/31：富山市エコタウン，8/1：関西電力(株)黒部川第四発電所）（参加者：14 名） 

・合同セミナー 第 34 回日本エネルギー学会関西支部セミナー ―多様なエネルギー利用

への挑戦：最新技術およびその展望― 

（10/19：大阪大学中之島センター(石油学会関西支部共催)）（参加者：35 名） 

【講演】 

1．｢Daigas グループの冷熱利用｣ 中川政和（大阪ガス（株）） 

2．｢中規模（1.5 kg/h 程度）の高圧水素を製造する再エネ由来水素ステーション関連技術の開発・実証｣  

藤澤彰利（（株）神戸製鋼所） 

3．｢再生可能エネルギー水素貯蔵のためのアンモニア合成｣ 難波哲哉（産業技術総合研究所） 

4．｢太陽エネルギー利用の可能性と展望｣ 瀬戸山亨（三菱ケミカル（株）） 

・合同研究発表会 日本エネルギー学会関西支部第 63 回研究発表会 石油学会関西支部  

第 27 回研究発表会 (12/14：関西大学千里山キャンパス) (参加者：47 名) 

【特別講演】 

1.｢グリニャール試薬を用いる古くて新しいカップリング反応｣ 神戸宣明（大阪大学大学院） 

2.｢均一系遷移金属触媒を用いる高効率官能基化反応の開発｣ 辻 康之（京都大学大学院） 

・幹事会 4 回（1/25：アーバネクス備後町ビル，4/24：アーバネクス備後町ビル，8/1：支部

見学会移動時，10/19 大阪大学中之島センター） 

 

(4)西部支部 

・第 3回エネルギー技術講演会・見学会 

（8/24：三菱重工業(株)・長崎造船所，三菱記念会館）（参加者：41 名） 

 【内容】 

1．三菱重工業・長崎造船所および史料館見学 

2．講演１「風力発電の現状と洋上風力の開発状況」弥富裕治（三菱重工業(株)） 

3．講演２「潮流発電の現状と新式潮流発電システムの開発」経塚雄策（長崎大学） 

・第 18 回九州低炭素システム研究会 

（10/10：小倉ＡＩＭビル）（参加者：75 名） 

 【講演】 

1．｢東芝のＣＯ２分離回収について」 鈴木健介（東芝エネルギーシステムズ（株）） 

2．｢最新鋭高効率石炭火力発電について｣ 酒井和人（三菱日立パワーシステムズ（株）） 

3．｢竹の高付加価値化と総合利活用｣ 山田浩之（バンブーマテリアル（株）） 

4．｢エネルギーキャリアとしてのアンモニア｣ 市川貴之（広島大学） 

・第 3回 学生・若手研究発表会 

（11/22：小倉ＡＩＭビル）（参加者：57 名） 

1.口頭発表：９件 

2.ポスター発表：１５件 

   【特別講演】 

「第 5次エネルギー基本計画と電気・ガス自由化」 

救仁郷豊（東京ガスエンジニアリングソリューションズ） 

・幹事会 2 回（8/28：TKP 博多駅筑紫口ビジネスセンター，11/22：小倉ＡＩＭビル) 
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・共催・協賛行事 

石油学会 九州・沖縄支部講演会（1/19：北九州学術研究都市産学連携センター） 

 【講演】 

1．「有機－無機ハイブリッド型多孔体の来し方行く末」山本勝俊（北九州市立大学） 

2．｢メソ多孔有機シリカを用いた光触媒系の構築｣ 脇 稔（(株)豊田中央研究所） 

3．｢金属ホスホネート系ナノスペース材料の開拓｣ 前田和之（東京農工大学） 

石油学会 九州・沖縄支部講演会（12/12：北九州学術研究都市産学連携センター） 

 【講演】 

1．ゼオライト分離膜の用途展開  上野信彦（三菱ケミカル） 

2．石油精製触媒におけるゼオライトの利用 三津井知宏（日揮触媒化成） 

 

１－５ 受託調査関連 
 

No. テ ー マ 名 委託元 期 間 委員長 

1 
メタンハイドレートの生産手法に

関する特許及び海外動向調査 

（国研）産業技術総合

研究所 
H30.4－H31.2 栗原 正典 

2 
日本 IEA 燃焼研究－燃焼に関する

省エネルギーと排出物低減 

IEA             
研究会維持会員 

H30.6－H31.5 森吉 泰生 
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２．会員状況報告 

 

 平成 29 年度末数 増（＋） 減（－） 平成 30 年度末数 

維

持

会

員 

特級 3 0 0 3 
1 級 2 0 0 2 
2 級 3 0 0 3 
3 級 7 0 0 7 
4 級 19 0 0 19 
5 級 92 1 3 90 

小計 126 1 3 124 
名誉会員 16 0 0 16 
正 会 員 1,301※2 107 142 1,266※3 

小計 1,317 107 142 1,282 
賛助会員 103 7 10 100 

会員数 合計 1,546 115 155 1,506 
 
 但し、年度末退会数を含む。 

※1 (平成 28 年末)   内 シニア会員 226（17%）、学生会員  119（9%） 
※2 (平成 29 年末)   内 シニア会員 231（18%）、学生会員  102（8%） 
※3 (平成 30 年末)   内 シニア会員 222（18%）、学生会員  139（11%） 

 
 
  
 

平成３０年度事業報告 附属明細書 

  

平成３０年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第３４条 

第３項に規定する附属明細書「事業の内容を補足する重要な事項」が存在しないので、作成しない。 

 



























27 
 

第 3号議案 平成 31･32 年度理事・監事の承認の件 

 
 

平成 31・32 年度の理事および監事の候補者は次の通りです。  

なお、本会定款第 20 条、及び理事、監事及び会長の選出に関する規程第 12 条の候補者の

公示に関する規程により学会ＨＰにて公示を行い、締切日の平成 31 年 1 月 10 日（木）まで

に異議の申し出はありませんでした。 
 

○ 印は会長候補者 
 

 

 

 

第４号議案 平成 31・32 年度補欠理事選任の承認の件 
 
平成 31・32 年度の補欠理事として次の候補者を承認願います。  

 

１．平成 30 年度第 5回理事会（平成 31 年 1 月 30 日）議決済 

   日本エネルギー学会 事務局長 福田 一樹 
 

理      事（五十音順） 

秋澤 淳 東京農工大学   定梶 潤 東京電力ホールディングス(株)   

天谷 賢児 群馬大学   菅原 勝康 秋田大学   

安藤 宣明 (一社)日本エネルギー学会   鷹觜 利公 (国研)産業技術総合研究所   

池島 賢治 大阪ガス(株)  谷口 一德 出光興産（株）   

池永 直樹 関西大学   成瀬 一郎 名古屋大学   

板谷 義紀 岐阜大学   藤井 良基 ＪＦＥスチール(株)   

児玉 竜也 新潟大学   藤山 優一郎 ＪＸＴＧエネルギー(株)   

齋藤 公児 新日鐵住金(株)   牧野 尚夫 (一財)電力中央研究所 〇

坂西 欣也 (国研)産業技術総合研究所   八木田 浩史 日本工業大学  

笹山 晋一 東京ガス(株)   行本 正雄 中部大学   

清水 忠明 新潟大学       

監      事（五十音順） 

島田 秀顕 東芝エネルギーシステムズ(株)   水本 明彦 電源開発（株）   
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第５号議案 平成 31 年度事業計画ならびに収支予算の承認の件 

 

平成 31 年度の主たる事業計画 
 

１．指針 

SDGs(Sustainable Development Goals)に謳われているように、持続可能な社会構築に向けて、

地球温暖化防止等の環境保全、エネルギー資源の多様化、エネルギー自給率とコスト、安全性など

の観点から、より一層の省エネルギーや資源循環を進めながら、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最適化することは、日本のエネルギー・環境

政策に課せられた大きな課題である。最近では、2016 年 11 月「パリ協定」発効、2018 年 7月「第

5次エネルギー基本計画」閣議決定、2018 年 12 月「COP24」におけるパリ協定の実施指針の採択を

受けて、エネルギーの安定供給やエネルギーの高効率利用に加え、究極の低炭素社会における化石

資源のあり方を模索することも喫緊の課題として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 学会 100 周年記念行事の企画を行う。 

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 学会誌の２誌体制移行に伴い、変更した編集方針に基づき、各誌編集小委員会に 

おいて会誌の一層の充実を図る。 

② 各部会との連携（特集記事／トピックス、講座の企画など）を強化する。 

③ Annual Review 号（9月号）の各分野の内容を充実して継続する。 

④ 機関誌えねるみくすの全記事を J-STAGE に掲載する。 

⑤ 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。 
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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、編集小委員会、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 学会誌の特集記事、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28回年次大会(8/7～8) (関西大学千里山キャンパス)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。 

 

（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 日本学術振興会第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 56 回石炭科学会議開催（10/29-

31，名古屋）、日本学術振興会第 148

委員会との合同開催、テクニカルツ

アー 

② サイドイベントとして特別企画～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―」（10/28, 

名古屋） 

③ 実行委員会・幹事会の開催（4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 56回石炭科学会議開催(10/29-

31,名古屋）を石炭科学部会と共同

開催。「コークス」セッションの企

画,運営、サイドイベントの共催 

② 実行委員会・幹事会の開催（4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 Petro Phase 国際会議協賛 

② 日本エネルギー学会誌特集号の企画 

③ 第 56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 ① 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。 

④ 機関紙「えねるみくす」に天然ガス関連

の記事掲載を企画していく。 

① 部会全体 

部会員のための部会メールによる情

報提供やホームページの充実を図っ

ていく。 

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 14回バイオマス科学会議(1月

16-18 日､東広島)の実施及び第 15

回バイオマス科学会議（2019 年 12

月、郡山）の実施。第 7回アジアバ

イオマス科学会議（2019 年 12 月、

郡山）の実施。 

④ バイオマス関連部会・研究会合同交

流会への協賛（1月 15日） 

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協力 

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・ 

水素部会 

① 学会内において新エネルギー・水素関

連技術開発(再生可能エネルギー、未利

用エネルギー、水素エネルギー等の利

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 セミナー開催やメーリングリスト等を

通して、上記の研究分野の最新研究動

向を発信し、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、学会への加入を促しつ

つ非会員へも発表を勧誘する。 

 

① 新エネルギーや水素関連技術のセミ

ナー・見学会の開催 

② 水素エネルギーに関する本の出版に

向けた協議 

③ 総説特集の企画 

④ 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 

⑤ 新エネルギー・水素エネルギー技術

の開発や促進を行っている他団体と

の交流、特に世界水素エネルギー会

議を積極的な交流の場として活用す

る 

⑥ 部会ホームページの更新・拡充 

⑦ メーリングリストによる情報発信 
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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 気候変動問題に対応する実践的な燃焼

技術の調査を行ない，燃焼技術者を育

成する。 

② 燃焼技術や環境技術に関連する先進的

施設の見学会や燃焼の講習会，エネル

ギー学会大会への発表を通して，社会

への啓蒙や貢献を行う。 

③ 委員の若返りを図り，活動を活性化す

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） 

④ 大会でのセッションの企画 

 

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。 

② 会誌「えねるみくす」へ向けた微粒化関

連記事の協力を行う。 

 

 

 

① 第 15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 28回微粒化シンポジウム（12 月

開催予定） 

③ 部会委員会（年 3回程度） 

 

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 部会主催講演会や見学会(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) 

 

省エネルギー・消

費者行動部会 

① 省エネルギーセンター等との連携を強 

② 化し、活動方針に沿った活動を行う。 

③ 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。 

④ 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 EECB公開セミナー（省エネ、消費者

行動関連）や見学会の開催 

② 「エネルギー学」部会及び他部会と

の連携講演会や見学会の開催 

③ 年次大会における省エネルギー・消

費者行動部会セッションの開催 

④ 幹事会（年3回程度） 
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   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 エネルギー政策に関する意見交換を行

う。 

③ 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。 

・3/1 に政策分科会 講演会

「AI/ICT/IoT関連技術のエネルギー

分野への応用」を開催(場所産総研臨

海副都心センター) 

・その他シンポジウム・セミナーの 

開催を検討中。 

② 他部会、他学会とのセミナー・セッ

ションの共催。EECBと共催の見学会

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 第5次エネルギー基本計画：2050へ

の提言”に関する意見交換会を行

う。 

⑤ エネルギー知識啓蒙のための単行本 

の出版の検討 

⑥ 幹事会(年 3回程度) 

 

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。 

② 2050 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 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) 

③ 2050年のエネルギー社会を考えるワ

ークショップの開催 

 

 

（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。 

① 第 19 回北海道エネルギー資源環境研

究発表会 (1/22：北海道大学工学部材

化系棟中会議室) 

② 施設見学会 (主催) 

③ 日本化学会北海道支部 2019 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 9 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) 
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支部 活動方針 行事計画等 

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(10 月下旬～

11 月中旬（予定）：仙台市) 

② 他関連学協会との共催行事 

・ 第 11 回  製 鉄 ・ 資 源 に 関 す る

Workshop(還元研究会)(1/24-25：宮城県

大崎市，共催) 

・東北再生可能エネルギー研究会  

平成 30 年度総会・講演会(2/1：仙台市， 

後援)  

・火力原子力発電技術協会東北支部 

 平成 30 年度技術講演会および見学会

(2/7-8，仙台市，協賛) 

・学都 仙台・宮城サイエンスデイ 

(仙台市，名義後援) 

・化学工学会東北支部 第 24回東北 

ジョイント夏季セミナー(協賛) 

・火力原子力発電技術協会東北支部 

 平成 31 年度技術講習会および見学会

(協賛)  

・第 24 回基礎化学工学講習会(協賛) 

・火力原子力発電技術協会東北支部 

 平成 31 年度研究発表会および見学会

(協賛) 

・再エネテクノブリッジ(後援) 

③ 役員会(5月，11 月(予定)) 

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(7月) 

② 「エネルギーの未来を担う若手のた

めのコロキウム2019」（石油学会関

西支部共催）(8月) 

③ 第35回セミナー(10月)（石油学会関

西支部共催） 

④ 第64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 九州大学グリーンテクノロジー研究

教育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（6月） 

③ 支部企画研究発表会の開催(11 月) 

④ 他学会関連支部行事の協賛 

⑤ 役員会（6月，8月，11月） 
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第６号議案 正会員会費変更の承認の件 

 
下記の正会員会費の変更につき、承認願います。 
 

2020 年 1 月より、正会員を対象に、当学会機関誌えねるみくすの電子媒体化を実施する

ことに伴い正会員の会費を変更するものです。本件は会費に関する案件のため総会承認

事項となります。総会での承認を受け、会員規程第５条を下記の通り改定します。 
 
（現行） 
（会費） 
第５条 会員は、その種別により、会費として毎年以下に定める年額を原則前納す

るものとする。 
      正会員 年額  8,400 円 

ただし正会員のうち学生会員及びシニア会員は年額 4,200 円とする。 
 
（改定案） 
（会費） 
第５条 会員は、その種別により、会費として毎年以下に定める年額を原則前納す

るものとする。 
 

会員種別 会費 A（円／年、不課税） 会費 B（円／年、不課税） 
正会員 8,400 10,400 

シニア会員 4,200 5,200 
学生会員 4,200 （設定なし） 
会費 A：‘学会機関誌えねるみくす’を電子媒体より閲覧する会員に適用 
会費 B：‘学会機関誌えねるみくす’を電子媒体閲覧＋冊子購読する会員に適用 
 

 
（参考）今後の予定 
  2019 年 4 月～6 月 正会員・シニア会員・学生会員へ冊子配布希望の有無を 

確認の上、確定。 
  2019 年 11 月  新会費による会費請求書の送付。 
  2020 年 1 月  会費 A 会員はえねるみくす 1 月号より電子媒体から閲覧。 

会費 B 会員には冊子配布を継続。 
 
 


