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2022 年度日本海水学会 
第 73 年会研究技術発表会 

講演要旨集 
 

会 期：2022 年 6 月 2 日（木） 

会 場：オンライン開催 

   第 73 年会 
   6 月 2 日（木） 

9:20 
 9:20～9:30 開会式（会長挨拶） 

9:30～12:00 研究発表会「口頭発表」 
学生セッション 

10:00 

11:00 

12:00 

13:00 
13:00～13:30 特別講演 

13:30～16:00 研究発表会「口頭発表」 
学術研究セッション 

14:00 

15:00 

16:00 

16:00～17:00 第 73 年会総会・学会賞授与式＊ 

17:00 
17:00～17:40 受賞講演 

18:00 

18:00～19:30 オンライン懇親会 
（学生セッション；優秀発表賞発表） 19:00 

19:30 

*学会賞授与式会場：(公財)塩事業センター・海水総合研究所 
〒256-0816 神奈川県小田原市酒匂 4-13-20 
https://www.shiojigyo.or.jp/institute/ 

 
第 73 年会実行委員会 

委員長：武藤明徳（大阪公大） 

副委員長：井上博之（大阪公大），外輪健一郎（京都大） 

委員：石井健（ナイカイ塩業），遠藤宣隆（山口大），門田和紀（大阪医科薬科大）， 

加留部智彦（塩事業セ），熊野淳夫（東洋紡），倉科昌（徳島大）， 

後藤雅宏（九大），鈴木祐麻（鹿島建設），瀬川知昭（鳴門塩業）， 

竹内和久（三菱重工），東郷育郎（サンアクティス），通阪栄一（山口大）， 

比嘉充（山口大），前田光治（兵庫県大），松本真和（日大）， 

松本道明（同志社大），水口尚（琉球大），薮谷智規（愛媛大） 

 
 

      ○：口頭発表者，発表 7 分，質疑 3 分 
 
9:30～10:40 座長：前田光治（兵庫県大院），松本真和（日大院） 
ST01 バイポーラ膜電気透析酸・アルカリ生成プロセスの高エネルギー効率運転条件の検討 

（山口大院・創成）〇平尾壮一朗，杉本 悠，垣花百合子，比嘉 充 
ST02 膜容量性脱イオンの脱塩性能におよぼすイオン交換膜特性の影響 

（信大院・総合理工）〇矢崎智也，坂田拓海，（信大・工）清野竜太郎 
ST03 １価選択性陰イオン交換膜における陰イオン透過性と膜構造との関係 

（山口大院・創成）〇廣谷太志，（山口大・創成）杉本 悠，（山口大院・創成）垣花百

合子，（山口大・BEST） 比嘉南斗，（合同資源）中村優樹，（アストム）土井正一，（山

口大院・創成）比嘉 充 
ST04 格子ボルツマン法を用いた浸透膜表面近傍における塩分濃度のシミュレーション 

（長崎大院・工）〇中村駿吾，山口 豪，奥村哲也，林秀千人 
ST05 新規凹凸構造膜を用いた逆電気透析発電システムでの発電特性評価 

（山口大院・創成）〇田中愛都，氏家 瞭，川﨑大輝，杉本 悠，垣花百合子，比嘉 充 
ST06 深共晶溶媒を用いた固液および液液抽出によるリチウム分離法の開発 

（九大院・工）〇花田隆文，後藤雅宏 
ST07 Thraustochytrium の代謝制御による生理活性物質の高効率生産 

（山口大院・創成）〇藤井柊吾，（大島商船高専）杉村佳昭，（山口大院・創成）福永公

寿，通阪栄一 
  
 10:40～10:50 休憩 
  
10:50～12:00 座長：奥村哲也（長崎大院），通阪栄一（山口大院） 
ST08 ホスホニウム系イオン液体を用いた深共晶溶媒による金属イオンの抽出 

（同志社大・理工）〇吉田旬希，田原義朗，松本道明 
ST09 産業廃棄物中の Ca を活用した CO2 有効利用法の開発 －気-液界面反応場を用いたコン

クリート粉末抽出液からの CaCO3の製造－ 
（日大・生産工）〇松田ゆずは，和田善成，亀井真之介，（塩事業セ・海水総研） 野田

寧，（日大・生産工） 藤井孝宜，松本真和 
ST10 撹拌槽を用いた食塩晶析プロセスの CFD と PBM を連成した解析手法の検討 

（横浜国大）〇池田 椿，三角隆太 
ST11 工業晶析における粒度と母液混入率の関係 

（兵庫県大院・工）〇加藤木健斗，中本叶望，對馬一平，伊藤和宏，新船幸二，山本拓

司，田口翔悟，前田光治 
ST12 CO2ファインバブルと超音波の併用による製塩脱 K 苦汁からの炭酸塩の反応晶析 

（日大・生産工）〇陳 俊霖，和田善成，（塩事業セ・海水総研） 正岡功士，（日大・生

産工）亀井真之介，古川茂樹，松本真和 
ST13 半回分式反応晶析における水酸化ニッケル粒子の結晶成長速度の検討 

学学生生セセッッシショョンン「「口口頭頭発発表表」」ププロロググララムム  ６６月月２２日日（（木木））  
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（横浜国大）〇水野大河，三角隆太，（住友金属鉱山）土岡和彦 
ST14 製塩プロセスにおける CO2 有効利用に向けたファインバブル技術の適用 －ボイラー排

ガスおよび苦汁を用いた炭酸塩の製造－ 
（日大・生産工）〇中里 舞，和田善成，（塩事業セ・海水総研） 正岡功士，（日大・生

産工） 亀井真之介，岡田晶樹，松本真和 
 

12:00～13:00 休憩 
 

 
 

13:00〜13:30 座長：武藤明徳（大阪公立大学・工） 
「沿岸生態系による炭素吸収・貯留機能 －ブルーカーボン－」      
大阪公立大学大学院工学研究科海洋システム分野 教授 中谷直樹 先生   
    
 
 

      ○：口頭発表者，発表 12 分，質疑 3 分 
 
13:30～14:30 座長：遠藤宣隆（山口大院） 
AC01 ウメの脱水挙動に与える塩の種類の影響 

（塩事業セ・海水総研）〇中山由佳，鴨志田智之，野田 寧 
AC02 太陽光を用いた高エネルギー効率海水淡水化 

（産総研）〇藤原正浩，山内しのぶ 
AC03 ベンチュリ管を用いた海洋微細藻類の浮上濃縮 

（兵庫県大院・工）〇伊藤和宏，田口翔悟，山本拓司，前田光治 
AC04 苦汁から製造される水酸化マグネシウムの高純度化技術－カルシウム混入機構の検討－ 

（塩事業セ・海水総研）〇峯尾隼人，加留部智彦，正岡功士 
14:30～15:15 座長：矢沢勇樹（千葉工大院） 
AC05 機械学習を用いた Ca 水酸化物の連続晶析における操作条件の検討 

（同志社大・理工）〇木村太一，（同志社大・理工）吉田幹生，（徳寿工作所）原田 諒，

谷本秀斗，（日大・生産工）松本真和，（同志社大・理工）白川善幸 
AC06 海水電解の電解セルおよび運転条件による正極反応の制御 

（山口大院・創成）〇遠藤宣隆，（山口大・工） 権藤 守，正田一成 
AC07 電子線グラフト重合法による陰イオン交換膜の開発 －ジアミン架橋剤を用いた 1 価イ

オン選択透過性能の付与－ 
（塩事業セ・海水総研）〇高橋沙季，佐々木貴明，永谷 剛，（AGC エンジニアリング） 
田柳順一 

15:15～16:00 座長：伊藤和宏（兵庫県大院）  
AC08 超音波照射を用いた脱 K 苦汁からのドロマイトの合成と蛍光材料化 

（日大・生産工）〇亀井真之介，（塩事業セ・海水総研） 正岡功士，（日大・生産工）  

学学術術研研究究セセッッシショョンン「「口口頭頭発発表表」」ププロロググララムム    

 

特特別別講講演演 

古川茂樹，松本真和 
AC09 汽水域における鉄の溶解性に及ぼすフルボ酸の影響 

（千葉工大・工）〇矢沢勇樹，（千葉工大院・工）美濃耕介，（千葉工大・工）渡邉風香，

尾上 薫 
AC10 画像解析による粒径測定の塩への適用について（第 2 報） －市販食用塩を用いた妥当性

確認－ 
（塩事業セ・海水総研）〇鴨志田智之，野田 寧 

 
 
 

 
9:30～10:40 座長：前田光治（兵庫県大院），松本真和（日大院） 

10:50～12:00 座長：奥村哲也（長崎大院），通阪栄一（山口大院） 
13:30～14:30 座長：遠藤宣隆（山口大院） 
14:30～15:15 座長：矢沢勇樹（千葉工大院） 
15:15～16:00 座長：伊藤和宏（兵庫県大院） 
 

座座長長一一覧覧 
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学学術術研研究究セセッッシショョンン「「口口頭頭発発表表」」ププロロググララムム    

 

特特別別講講演演 

古川茂樹，松本真和 
AC09 汽水域における鉄の溶解性に及ぼすフルボ酸の影響 

（千葉工大・工）〇矢沢勇樹，（千葉工大院・工）美濃耕介，（千葉工大・工）渡邉風香，

尾上 薫 
AC10 画像解析による粒径測定の塩への適用について（第 2 報） －市販食用塩を用いた妥当性

確認－ 
（塩事業セ・海水総研）〇鴨志田智之，野田 寧 

 
 
 

 
9:30～10:40 座長：前田光治（兵庫県大院），松本真和（日大院） 

10:50～12:00 座長：奥村哲也（長崎大院），通阪栄一（山口大院） 
13:30～14:30 座長：遠藤宣隆（山口大院） 
14:30～15:15 座長：矢沢勇樹（千葉工大院） 
15:15～16:00 座長：伊藤和宏（兵庫県大院） 
 

座座長長一一覧覧 




