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〔◎：各分科会主査〕

化学工学誌　アンケートのお願い
　化学工学誌編集委員会では，本誌に対する意見を
数多く集め，今後の企画・編集作業に役立てるため
に，Webを利用したアンケートを実施しております。
　このアンケートは，記事の内容の評価を目的とし
たものではなく，今後の企画・記事に反映させて，
読者に愛される化学工学誌を目指すためのものであ
ります。趣旨をご理解いただき，アンケートにご協
力をお願い致します。

○化学工学誌10号に関するアンケートは，10月上
旬以降，ホームページ上でできるようになります。
回答期間：2021年10月上旬〜2021年11月15日

化学工学誌編集委員会
委員長　橋﨑克雄

○化学工学会ホームページ
　URL：http://www.scej.org/

○ホームページ内マイページの各項目を閲覧する
際，必要となるユーザーIDとパスワードは以下の
通りです。

　　ユーザーID：各個人の会員番号
　　パスワード：各個人の個人情報を変更する際に
　　　　　　　　使用するパスワード

・入会，住所・勤務先等の変更手続きの方法につい
ては，学会ホームページへ

・会告記事に関する御意見は，
kakoushi@scej.org　まで

　お願いいたします。
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　『化学工学』は，内閣府に認可された学術団体である公益社
団法人　化学工学会の会誌で，化学工学ならびに関連分野に
おける最新技術の解説を中心に，時代に適した貴重な技術情
報を提供するものです。

本誌は，著者の意向を尊重し，なるべく原稿そのままの掲載
につとめており，必ずしも本会そのものの意見，主張ではな
いことをお断りいたします。85 巻 10 号（2021）

「化学工学年鑑2021」の発刊にあたって・ ・・・・ 499
1：化学工学一般・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 500

1.1　化学産業界の動向
【基盤技術分野】
2．基礎物性・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 507

2.1　相平衡
2.2　熱力学性質と輸送性質
2.3　計算機の高度利用

3．粒子・流体プロセス・ ・・・・・・・・・・・・・ 510
3.1　熱物質流体工学
3.2　ミキシング技術
3.3　気泡・液滴・微粒子分散工学
3.4　流動層
3.5　粉体プロセス

4．熱工学・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 515
4.1　相変化制御
4.2　プラズマ
4.3　対流伝熱促進・制御
4.4　数値解析

5．分離操作・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 520
5.1　吸着・イオン交換
5.2　蒸留
5.3　膜工学
5.4　固液分離
5.5　抽出
5.6　乾燥

6．反応工学・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 527
6.1　触媒反応工学
6.2　ソノプロセス
6.3　反応分離
6.4　CVDプロセス
6.5　マイクロ化学プロセス
6.6　反応場の工学

7．システム・情報・シミュレーション・・・・・ 533
7.1　プロセスシステム工学全体
7.2　ダイナミックプロセス
7.3　システム医薬

【展開技術分野】
8．バイオテクノロジー・ ・・・・・・・・・・・・・ 538

8.1　バイオプロセス
8.2　生物分離工学
8.3　メディカルテクノロジー

8.4　生物情報
8.5　環境生物
8.6　食糧・食品生産

9．超臨界流体・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 545
9.1　超臨界流体全般
9.2　基礎物性
9.3　材料・合成
9.4-1　バイオマス・天然化合物（抽出・分離）
9.4-2　バイオマス・天然化合物（反応）
9.5　エネルギー

10．資源・エネルギー・・・・・・・・・・・・・・・ 552
10.1　化石資源利用
10.2　蓄熱・ヒートポンプ
10.3　燃料電池
10.4　水素エネルギーシステム
10.5　バイオマス

11．環境化学工学・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 559
11.1　リサイクル・廃棄物処理
11.2　地球環境問題
11.3　水環境
11.4　大気環境

12．エレクトロニクス・実装プロセス工学・・・・ 563
12.1　非水電解
12.2　半導体結晶材料
12.3　リチウムイオン二次電池材料

13．材料・界面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 568
13.1　晶析
13.2　塗布
13.3　機能性微粒子
13.4　ソフトマター工学

14．プロセス安全管理・・・・・・・・・・・・・・・ 572
14.1　学協会の出版動向
14.2　関連標準の動向
14.3　プロセス安全事故解析
14.4　国内保安行政，業界団体等の動向
14.5　プロセス安全に関する研究動向

15．化学装置材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 584
15.1　腐食防食
15.2　有機材料
15.3　表面改質
15.4　クリープ余寿命評価
15.5　装置のメンテナンス

〔本会の動き〕女性技術者ネットワーク　報告･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････589
化学工学論文集第46巻（2020）事項索引・････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････590
INDEX TO JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING OF JAPAN, VOL.53（2020）, Subjects・････････････591
新入会員・･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････594
JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING OF JAPAN掲載論文・･････････････････････････････････････････････････595
次号予告・･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････596

表紙ロゴデザイン　河瀬元明，背景写真　河瀬元明

化学工学85-10.indb   2化学工学85-10.indb   2 2021/09/15   15:49:142021/09/15   15:49:14

公益社団法人 化学工学会 http://www.scej.org/

著作権法により無断での転載等は禁止されています 
 




