
口頭発表〔一般講演は講演 10 分 討論 5 分, 依頼講演は質疑を含め 30 分, 特別講演は質疑を含め 60 分〕 

9/25 C  会  場 D  会  場 E  会  場 F  会  場 G  会  場 H  会  場 I  会  場 J  会  場 K  会  場 L  会  場 

 「光触媒」セッション 「環境触媒」セッション 「規則性多孔体の合成と

機能」セッション 

「触媒機能の基盤原理」

セッション 

「燃料電池関連触媒」セッ

ション 

「バイオマス変換触媒」セ

ッション 

「ナノ粒子」セッション 「コンピュータ利用」セッショ

ン 

「協奏機能触媒」セッショ

ン 

 

9:00 座長 阿部竜 座長 上田厚 座長 多湖輝興 座長 岩澤康裕 座長 齋藤守弘 座長 福岡淳 座長 引地史郎 座長 倉本圭 座長 鬼塚清孝  
 3C01 高 発 光 性 ZnS- 

AgInS2 固溶体ナノ粒子

の合成と光触媒への応

用(名古屋大*1･東京理大

*2･大阪大*3)○井岡寛二

*1･足立知弘*1･岡崎健一

*1･工藤昭彦*2･桑畑進

*3･鳥本司*1 

3D01 リン添加ニッケル

モリブデン硫化触媒の

4,6-ジメチルジベンゾチ

オフェンの水素化脱硫

反応活性と表面特性(東
京農工大 )小林健太郎･

○永井正敏 

3E01 B-MFI を前駆体と

した Ti-MFI の調製とシ

クロヘキサンの過酸化

水素酸化への適用(早稲

田大 )松方正彦･○中嶋

敬明･関根泰･菊地英一 

3F01 依頼講演  水中で

の有機金属反応と 2相系

触媒反応(東京農工大)○
小宮三四郎 

3G01 酸化物電極を用い

たアルカリ水電解(九州

大 )○三角優子･松本広

重･石原達己 

3H01 ヘテロポリ酸分解

触媒 H3PNbW11O40/WO3- 
Nb2O5 によるトリオレイ

ンとエタノールのエス

テル交換(鳥取大)○片田

直伸･畑中翼･奥村和･丹

羽幹 

3I01 CuO-CeO2 系触媒に

よる H2 中の微量 CO 選

択酸化反応(九州大)○堀

北雅揮･草場一･永長久

寛･寺岡靖剛 

3J01 Tight-Binding 量子分

子動力学法に基づく誘電

性セラミックスの新規解

析手法の開発(東北大)○
肖紅君･平井敬･鈴木愛･

SAHNOUN, Riadh･古山通

久･坪井秀行･畠山望･遠藤

明･高羽洋充･DEL CARPIO, 
Carlos A.･久保百司･宮本

明 

3K01 キラル Ru および

Irアミド錯体を用いたシ

アノ酢酸エステルのエ

ナンチオ選択的付加反

応(東京工大*1･関東化学

*2)○長谷川康晴*1･渡辺

正人*2･GRIDNEV, Ilya*1･

碇屋隆雄*1 

 

           
          媒」セッショ「生体関連触

ン 

9:15          座長 青野重利 
 3C02 Cu6SnMoS8- 

Cu6SnWS8 固溶体光触媒

による可視光照射下で

の水素生成反応(東京理

大)○奥田務･齊藤健二･

工藤昭彦 

3D02 AlPO4 系触媒の触

媒構造とフロン分解活

性(大分大)○佐藤大悟･

稲尾恭敬･柏木大心･田

久保剛･西口宏泰･永岡

勝俊･滝田祐作 

3E02 フェノール酸化触

媒としての Ti-MCM-68
の調製(横浜国大)○山田

拓･稲垣怜史･窪田好浩 

 3G02 Palladium anode 
catalyst modified with 
TiO2 for CO-tolerant 
polymer electrolyte fuel cell 
(PEFC)(Hokkaido Univ.)○
MUHAMAD, Ernee Noryana･
WANG, Guoxiong ･

TAKEGUCHI, Tatsuya ･

UEDA, Wataru 

3H02 植物油のオゾン処

理における不均一系触

媒の効果(成蹊大)○石井

慶大･國澤香織里･浦崎

浩平･加藤茂･小島紀徳･

里川重夫 

3I02 赤外分光法による

Cu/CeO2 触 媒 上 で の

CO-PROX 反応の検討

(神奈川大)○長谷川稔･

島田直樹･SHEN, Weihua･
吉田暁弘･内藤周弌 

3J02 Studying the carbon 
dioxide absorption by 
alkanolamines using accelerated 
quantum(東北大*1･RITE*2)
○ ISMAEL, Mohamed*1 ･

鈴 木 愛 *1 ･ SAHNOUN, 
Riadh*1･古山通久*1･坪井

秀行*1･畠山望*1･遠藤明

*1 ･ 高 羽 洋 充 *1 ･ DEL 
CARPIO, Carlos A.*1･久保

百司*1･清水信吉*2･宮本

明*1 

3K02 ヘテロキラルロジ

ウム錯体を用いた α-ケ
トエステルの不斉アル

キニル化反応の開発(大
阪大*1･名古屋大*2)○米

澤隆幸*1･柿沼卓宏*1･村

上始*1･岩﨑孝紀*1･大嶋

孝志*1･真島和志*1･西山

久雄*2 

3L02 バシラス属細菌由

来キトサナーゼの活性

に及ぼす表面電荷の改

変および基質結合ドメ

イン付加の影響(東京工

大 )中峯由香子･前田聖

恵･小泉直也･張楊･崎濱

由梨･深沢徹也･八波利

恵･福居俊昭･○中村聡 

           
9:30    座長 穐田宗隆       

 3C03 A(Ga, In)5S8(A=Ag, 
Cu)光触媒の可視光照射

下における水素生成反

応 (東京理大 )○加賀洋

史･奥田務･齊藤健二･工

藤昭彦 

3D03 マンガン系触媒を

用いた三フッ化窒素の

分解反応および貴金属

担持効果(立命館大)○伊

勢幸太･橋新剛･玉置純 

3E03 FT-IR によるチタ

ノシリケート上での酸

化反応の直接観測(東京

工大)○嶋寿･辰巳敬･野

村淳子 

3F03 依頼講演  非ヘム

系金属酵素活性中心を

規範とした触媒機能へ

の展開(名古屋工大)○増

田秀樹 

3G03 固体高分子型燃料

電池 Pt-Ru アノード触媒

の調製法と耐 CO 特性

(筑波大*1･産総研*2)○高

野幸男*1･劉銀珠*1･岡田

達弘*2･中村潤児*1 

3H03 依頼講演  バイオ

マス関連化合物の水素

化分解とカーボネート

化触媒(筑波大)○冨重圭

一 

3I03 固相溶出法で調製

した白金-ペロフスカイ

ト触媒の特異な活性

(3)(産総研)○伊達正和･

野村勝裕･蔭山博之･藤

谷忠博 

3J03 Ultra accelerated 
quantum chemical molecular 
dynamics study of the 
mechanism of hydrogen 
spillover at Pt/γ-Al2O3 catalyst 
surface(Tohoku Univ.)○
AHMED, Farouq･SUZUKI, 
Ai ･ SAHNOUN, Riadh ･

KOYAMA, Michihisa･TSUBOI, 
Hideyuki ･ HATAKEYAMA, 
Nozomu･ENDOU, Akira･
TAKABA, Hiromitsu･DEL 
CARPIO, Carlos A.･KUBO, 
Momoji･MIYAMOTO, Akira 

3K03 キラル SN 配位子

を有する Ru 錯体の合成

とその触媒機能(東京工

大)伊藤正人･○渡邊章･

柴田祐二･碇屋隆雄 

3L03 光合成タンパク質

-色素複合体を利用した

光水素生産反応(大分大

*1･名古屋工大*2)○天尾

豊*1･阿部優佳理*1･藤井

薫*2･奥田歩*2･南後守*2

           
9:45     座長 永井正敏      

 3C04 (Ga1-xZnx)(N1-xOx) 
による水の分解反応の

反応過程及び活性向上

の検討(東京大)○久富隆

史･前田和彦･久保田純･

堂免一成 

3D04 SPE 電解法を利用

した CO2 還元反応(東京

工大)古澤崇･○村山徹･

山中一郎 

3E04 ゼオライト細孔内

に吸着した芳香族化合

物の UV 吸収スペクトル

測定による吸着状態の

検討(大阪府大)○竹内雅

人･日高学･安保正一 

 3G04 有機金属錯体を用

いた燃料電池アノード

極の耐 CO 特性(筑波大

*1･産総研*2)○劉銀珠*1･

岡田達弘*2･中村潤児*1 

 3I04 有機金属シアノ錯

体の熱分解により調製

したペロブスカイト型

酸化物 (La,Sm)(Fe,Co)O3

の触媒活性(愛媛大)○浅

本麻紀子･岩本侑士･原

田昇･山浦弘之･定岡芳

彦･八尋秀典 

3J04 Electronic and 
electrical properties of 
carbon materials ― An ultra 
accelerated quantum chemical 
molecular dynamics study ―
(Tohoku Univ.)○ CHUTIA, 
Arunabhiram ･ MOHAMED, 
Ismael ･ SUZUKI, Ai ･

SAHNOUN, Riadh ･

KOYAMA, Michihisa ･

TSUBOI, Hideyuki ･

HATAKEYAMA, Nozomu･
ENDOU, Akira･TAKABA, 
Hiromitsu ･ DEL CARPIO, 
Carlos A.･KUBO, Momoji･
MIYAMOTO, Akira 

3K04 含窒素不斉配位子

を用いるケトンの触媒

的還元反応(名古屋大)○
稲垣智彦･山田容子･古

田章宏･伊藤惇一･西山

久雄 

3L04 鉄 TPA 錯体のアル

カン酸化活性に対する

置換基効果(京都大*1･同

志社大*2)○古川森也*1･

人見穣*2･宍戸哲也*1･田

中庸裕*1 

           



9/25 C  会  場 D  会  場 E  会  場 F  会  場 G  会  場 H  会  場 I  会  場 J  会  場 K  会  場 L  会  場 

10:00 座長 松岡雅也 座長 橋新剛    座長 原亨和 座長 八尋秀典 座長 兵頭志明 座長 西山久雄 座長 伊東忍 
 3C05 Ta3N5 を用いた Z-

スキームによる水分解

システムの構築(東京大

*1･東京理大*2･北海道大

*3)○田端雅史*1･佐々木

康吉*2･東正信*3･前田和

彦*1･高田剛*1･阿部竜

*3･工藤昭彦*2･堂免一成

*1 

3D05 セラミックス層コ

ートメソ多孔質シリカの

触媒特性(東京大*1･トヨタ

自動車*2)小倉賢*1･平田

裕人*2･○CHERALATHAN, 
K.K.*1 

3E05 Ti 含有メソポーラ

スシリカナノ粒子の合

成と酸化触媒特性(東京

工大 )○唐牛拓己･太田

誠吾･渡邉亮太･今井裕

之･横井俊之･野村淳子･

辰巳敬 

3F05 依頼講演 担持 Re
触媒によるベンゼンか

らのフェノール直接合

成(東京大)○唯美津木 

3G05 ルテニウム酸ナノ

シート被覆 Pt/C 触媒の

アノード特性における

温度の影響(信州大)○才

田隆広･杉本渉･高須芳

雄 

3H05 1,3-プロパンジオ

ール生成を目指したグ

リセリンの水素化分解

反応触媒の開発(筑波大)
○島尾彰･高祖修一･植

田直幸･国森公夫･冨重

圭一 

3I05 アルミナ担体上へ

の Pd-ペロブスカイト混

合担持触媒の調製と触

媒特性 (九州大 )山下大

輔･浅田照朗･○草場一･

永長久寛･寺岡靖剛 

3J05 MoDTC 潤滑油添加

剤の化学反応に及ぼす摩

擦金属面の影響(東北大)
○小野寺拓･森田祐輔･鈴

木愛･サヌーンリアド･古

山通久･坪井秀行･畠山望･

遠藤明･高羽洋充･デルカ

ルピオカルロス･久保百

司･宮本明 

3K05 テザー型アレーン

配位子を有するルテニ

ウムジアミン錯体の構

造と触媒機能(東京工大)
伊藤正人･○遠藤慶徳･

碇屋隆雄 

3L05 ミオグロビンへの

基質結合部位導入に伴

う酸化触媒活性の向上

(大阪大)○林高史･渡邉

拓朗･松尾貴史 

           
10:15   座長 横井俊之        

 3C06 Mn ドーピングに

よ る ((Zn1+xGe)(N2Ox) の
水分解反応における活

性向上(東京理大*1･東京

大*2)○鵜澤努*1･WANG, 
Xinchen*2･工藤昭彦*1･

堂免一成*2 

3D06 ランタノイドオキ

シ硫酸塩系酸素ストレ

ージ物質の複合化効果

(熊本大)○吉岡文彦･池

上啓太･町田正人 

3E06 Pd 粒子をメソポー

ラスシリカで包含した

複合体の合成(広島大*1･

三菱レイヨン*2)○中村

和晴*1･犬丸啓*1･山中昭

司*1･大谷内健*2･水谷浩

一*2･秋原秀治*2 

 3G06 ダイレクトメタノ

ール燃料電池用白金系

電極触媒における担体

効果(筑波大*1･産総研*2)
○高橋輝宇*1･劉銀珠*1･

岡田達弘*2･中村潤児*1 

3H06 バイオマス由来化

合物の水素化分解によ

るターミナルジオール

合成 (筑波大 )○高祖修

一･島尾彰･植田直幸･国

森公夫･冨重圭一 

3I06 Ni-Zn 複塩基性塩触

媒による過酸化水素を

酸化剤として用いたエ

ノン類のエポキシ化反

応(千葉大)○栗原純･原

孝佳･一國伸之･島津省

吾 

3J06 超高速化量子分子

動力学法およびキネティ

ックモンテカルロ法によ

るマルチスケールエレク

トロマイグレーションシ

ミュレータの開発とCu配
線への応用(東北大)○坪井

秀行･鈴木愛･SAHNOUN, 
Riadh･古山通久･畠山望･

遠藤明･高羽洋充･DEL 
CARPIO, Carlos A.･久保百

司･宮本明 

3K06 面不斉シクロペン

タジエニルールテニウ

ム錯体触媒によるイン

ドールの位置及びエナ

ンチオ選択的アリル化

反応 (大阪大 )○鬼塚清

孝･亀山千明･笹井宏明 

3L06 枯草菌由来の過酸

化水素駆動型シトクロ

ム P450 による非天然基

質の酸化反応(名古屋大

*1･京都大*2･理研*3)○荘

司長三*1･藤城貴史*1･中

島洋*1･松永勇*2･永野真

吾*3･城宜嗣*3･渡辺芳人

*1 

10:30    座長 坂西欣也 座長 山中一郎      
 3C07 新規 Anosovite 型

タンタル系オキシナイ

トライドの合成と光触

媒活性 (東京大 )○高田

剛･堂免一成 

3D07 NOx 還元過程にお

ける Pt-K/アルミナ系

NSR 触媒の活性制御因

子(名古屋大*1･トヨタ自

動車*2)○齊藤良典*1･清

水研一*1･信川健*2･薩摩

篤*1 

3E07 マイクロ波加熱を

用いた鈴木-宮浦クロス

カップリング反応にお

ける触媒担体の効果(横
浜国大 )○谷健作･稲垣

怜史･窪田好浩 

3F07 依頼講演  触媒に

よるセルロース分解反

応(北海道大)○福岡淳 

3G07 遷移金属硫化物を

用いた燃料電池電極触

媒の研究(東京農工大)○
石渡信亨･永井正敏 

3H07 高温水中でのグリ

セリンの脱水反応にお

ける二酸化炭素添加効

果 ( 産総研 *1 ･ National 
Chemical Laboratory*2)山
口有朋*1･日吉範人*1･佐藤修

*1･RODE, Chandrashekhar 
V.*2･○白井誠之*1 

3I07 イオン交換樹脂を

利用する金属ナノ粒子

触媒の調製(大阪大)○花

房明宏･白仁田沙代子･

亀川孝･森浩亮･山下弘

巳 

3J07 超高速化量子分子

動力学計算手法を用いた

プラズマディスプレイ用

MgO 保護膜の二次電子放

出係数算出(東北大*1･広

島大*2)○芹澤和実*1･大沼

宏彰*1･菊地宏美*1･北垣

昌 規 *2 ･ 鈴 木 愛 *1 ･

SAHNOUN, Riadh*1･古山

通久*1･坪井秀行*1･畠山

望*1･遠藤明*1･高羽洋充

*1･DEL CARPIO, Carlos A.*1 

3K07 依頼講演 炭素-水
素結合変換に基づく芳

香環連結反応(名古屋大)
○伊丹健一郎 

3L07 ヘムを活性中心と

するアルドキシム脱水

酵素の性質(自然科学研

究機構*1･富山県大*2)○
青野重利*1･小林克彰*1･

澤井仁美*1･吉岡資郎*1･

加藤康夫*2･浅野泰久*2 

           
10:45 3C08 可視光水分解のた

めの高安定性タンタル

オキシナイトライド薄

膜電極の開発(北海道大

*1･東京大*2)○東正信*1･

阿部竜*1･堂免一成*2･大

谷文章*1 

3D08 ペロブスカイト型

金属酸化物による NOx
吸蔵 -還元反応 (産総研

*1･三菱重工*2)○上田厚

*1･山田裕介*1･勝木将利

*2･氏原ゆう子*2･藤井秀

治*2･田浦昌純*2･栗山信

宏*1 

3E08 メソ多孔質シリカ

のセラミックスコーテ

ィングによるセラミッ

クス/メソ多孔質シリカ

コンポジット合成(東京

大*1･トヨタ自動車*2)○
小倉賢*1･平田裕人*2･

CHERALATHAN, K.K.*1

 3G08 キレート錯体とポ

リ酸を用いた燃料電池

用含窒素 Co-W触媒の研

究(東京農工大)○三瓶文

寛 

3H08 グリセリンの脱

水・水素化による 1,2-プ
ロパンジオールへの変

換反応(千葉大)○秋山正

樹･佐藤智司 

3I08 ハイドロキシアパ

タイト固定化銀ナノ粒

子触媒によるニトリル

の環境調和型水和反応

(大阪大)○満留敬人･森

晴彦･有田修介･水垣共

雄･實川浩一郎･金田清

臣 

3J08 二硫化モリブデン

の自己組織化反応ダイナ

ミクスに対する鉄表面状

態の影響の理論的解析(東
北大)○森田祐輔･小野寺

拓 ･鈴木愛 ･ SAHNOUN, 
Riadh･古山通久･坪井秀

行･畠山望･遠藤明･高羽洋

充･DEL CARPIO, Carlos 
A.･久保百司･宮本明 

 3L08 ヘムの触媒するエ

ンドペルオキシド異性

化反応におけるチオレ

ート軸配位子の高度加

速効果―プロスタグラ

ンジン H2 異性化酵素と

の関連―(名古屋市大)

○樋口恒彦･牧野康平･

鈴木潤･山根健浩･梅澤

直樹･加藤信樹 
           

11:00 座長 吉田寿雄 座長 薩摩篤  座長 冨重圭一  座長 佐藤智司 座長 永長久寛 座長 坪井秀行 座長 引地史郎 座長 樋口恒彦 
 3C09 PbTiO3 の光触媒特

性におよぼす La 置換効

果 (東京理大 )○鵜飼高

広･齊藤健二･工藤昭彦 

3D09 特別講演  排ガス

規制と自動車排ガス浄

化触媒の趨勢―ディー

ゼルエンジン車を中心

として―(岡山大)○仲辻

忠夫 

3E09 種々の構造規定剤

を用いた Ti 含有メソポ

ーラスシリカ薄膜の作

製と親水特性への影響

(大阪大)○堀内悠･浦治

久･亀川孝･森浩亮･山下

弘巳 

3F09 依頼講演  バイオ

マスの燃料変換とエネ

ルギー評価(成蹊大)○里

川重夫 

3G09 ニオブ系酸窒化物

を用いた燃料電池カソ

ード触媒に関する研究

(東京大*1･北陸先端大*2)
○大西良治*1･高橋洋平

*1･高垣敦*2･高田剛*1･

久保田純*1･堂免一成*1 

3H09 ヘテロポリ酸触媒

を用いたピルビン酸エ

ステルのアシル化によ

る α-アシロキシアクリ

ル酸エステルの合成(三
菱レイヨン*1･北海道大

*2)○二宮航*1,*2･定金正

洋*2･内藤啓幸*1･上田渉*2

3I09 多孔性カーボンシ

ェルに内包された白金

ナノ粒子によるアニリ

ンの還元的アルキル化

反応(大阪大*1･名古屋大

*2)○原田隆史*1･岡本な

つみ*1･森田好洋*1･鳥本

司*2･池田茂*1･松村道雄*1

3J09 特別講演 金属/無機

ナノヘテロ界面の触媒機

能―第一原理計算と電子

顕微鏡観察によるアプロ

ーチ―(産総研*1･大阪大

*2)○香山正憲*1･秋田知樹

*1･田中真悟*1･岡崎一行*2 

3K09 セリア担持ルテニ

ウム触媒を用いた芳香

族 C-H 結合のアルケン

への付加反応(京都大)○
三浦大樹･和田健司･細

川三郎･井上正志 

3L09 特別講演  銅タン

パク質による酸素の活

性化と触媒反応への応

用(大阪市大)○伊東忍 

11:15     座長 吉武優      
 3C10 イオン交換を行な

った CsTi2NbO7:Rh の可

視光照射下における光

触媒特性(東京理大)○中

澤遼馬･齊藤健二･工藤

昭彦 

 3E10 メソ細孔を有する

固体触媒細孔内の液相

拡散係数測定(北海道大

*1･豊田中研*2)○中坂佑

太*1･多湖輝興*1･矢野一

久*2･増田隆夫*1 

 3G10 依頼講演  導電性

酸化物担体を用いた

PEFC 電極触媒の開発

(産総研)○五百蔵勉 

3H10 置換ハイドロキシ

アパタイト触媒による

エタノールから 1-ブタ

ノールの合成(高知大)○
小河脩平･恩田歩武･柳

澤和道 

3I10 担持 Pt 触媒上での

炭化水素分解によるカ

ーボンナノチューブの

生成 (九州大 )○井口敏

行･松根英樹･竹中壮･岸

田昌浩 

 3K10 Au クラスターと固

体酸の協奏効果による

1,3-ジカルボニル化合物

のアルケンへの付加反

応 (名古屋大 )○山本拓

実･清水研一･薩摩篤 
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11:30   座長 野村淳子        
 3C11 IrドーピングSrTiO3

の可視光照射下での光

触媒活性に対する反応

温度依存性(東京理大)○
長澤健二･新城亮･齊藤

健二･工藤昭彦 

 3E11 依頼講演  ヒドロ

シリル化法を用いたメ

ソポーラスシリカの有

機修飾(帝京科大)○釘田

強志･丸山浩二･飯島樹

一･観音寺功三 

3F11 依頼講演  電子移

動型触媒作用・反応(東
京工大)○山中一郎 

 3H11 依頼講演  バイオ

エタノールの先にある

もの (東京工大 )葉石輝

樹･笠井幸司･川村幸･○

岩本正和 

3I11 シリカ層で被覆さ

れたカーボンナノチュ

ーブ担持金属触媒の調

製(九州大)○有家隆文･

松根英樹･竹中壮･岸田

昌浩 

 3K11 Ag/Al2O3 触媒を用

いた one-pot 反応―1 級

アルコールによる 2級ア

ルコールの βアルキル化

反応―(名古屋大)○佐藤

涼佑･清水研一･薩摩篤 

 

           
11:45 3C12 熱および表面処理

によるRhドーピングSrTiO3

光触媒の高機能化(東京

理大 )○根本裕章･佐々

木康吉･齊藤健二･工藤

昭彦 

   昼 食  3I12 Li-メソポーラスグ

ラファイト系水素貯蔵

材料の調製と水素吸放

出特性(神奈川大)○中山

保先･菅沢加奈子･堀田

千晶･沈衛華･吉田曉弘･

内藤周弌 

 3K12 アルコール脱水素

反応におけるハイドロ

タルサイト固定化銅ナ

ノ粒子触媒の開発(大阪

大 )○三上祐輔･江端香

織･満留敬人･水垣共雄･

實川浩一郎･金田清臣 

 

           
12:00 昼 食 昼 食 昼 食 昼 食  昼 食 昼 食 昼 食 昼 食 昼 食 

           
          (一般研究) 

13:00 座長 堂免一成 座長 難波哲哉 座長 小倉賢 座長 松方正彦  座長 福岡淳 座長 佐々木岳彦 座長 奥村光隆 座長 穐田宗隆 座長 松橋博美 
 3C13 特別講演  酸化チ

タン光触媒の新しい展

開(東京大･JST)○立間徹 

3D13 DME を還元剤に用

いた NO 選択接触還元反

応―酸化ガリウム-アル

ミナ系触媒の活性―(北
見工大 )○千葉将貴･半

谷博光･岡崎文保 

3E13 ゼオライト転換法

による高シリカ CHA 型

ゼオライトの合成(広島

大 )○板倉正也･井上貴

之･近江靖則･佐野庸治 

3F13 依頼講演 多次元細

孔ゼオライト MCM-68
およびその類縁体の合

成とポスト処理(横浜国

大)○窪田好浩 

 3H13 特別講演  リグノ

セルロース系バイオマ

スからの液体燃料製造

トータルプロセスの研

究開発(産総研)○坂西欣

也 

3I13 ポリオキソメタレ

ート化合物の合成、構造

と収着特性制御(東京大)
○内田さやか･レスバニ

アルデス･河本亮介･田

上英恵･水野哲孝 

3J13 依頼講演 酸素運搬

蛋白質へムエリスリンの

活性中心の電子構造およ

び化学結合様式に関する

理論的研究(大阪大)○鷹

野優 

3K13 特別講演 細孔性

ネットワーク錯体にお

ける空間化学(東京大)○
藤田誠 

3L13 水存在下でのカー

ボン系固体酸の構造解

析(東京工大*1･産総研*2)
○福原紀一*1･中島清隆

*1･加藤英樹*1･林繁信

*2･原亨和*1 
           
     座長 石原達己      

13:15  3D14 噴霧熱分解法によ

る Ga2O3-Al2O3 複合酸化

物の合成とそのメタン

脱硝性能(京都大*1･関西

電力*2)○渡邊恒典*1,*2･

増田健郎*1･三木徳久*1･

金井宏俶*1･井上正志*1 

3E14 直接導入法による

Al, Ga, Fe 含有 RTH 型ゼ

オライトの合成(東京工

大*1･横浜国大*2)○吉岡

真人*1･稲垣怜史*2･今井

裕之*1･横井俊之*1･野村

淳子*1･辰巳敬*1 

 3G14 ハイブリッド直接

炭素燃料電池による固

体炭素の直接酸化(東京

工大*1･Dstl*2･St Andrews
大 *3)○難波江裕太 *1 ･

POINTON, Kevin D.*2 ･

JAIN, Sneh L.*3･IRVINE, 
John T.S.*3 

 3I14 ナノ構造体への導

入を指向した錯体触媒

活性点の構築(神奈川大)
○金子真実･内山史･名

畑実有子･引地史郎 

  3L14 各種 12-タングス

トリン酸塩の磁性と磁

気分離(北海道大)○後藤

利光･奥原敏夫･神谷裕

一 

           
13:30  3D15 ソルボサーマル法

により調製した Pt/CeO2

触媒の NOx 還元特性(大
阪大 )○伊東正浩･武原

真彦･斉藤誠･町田憲一 

3E15 アルミノシリケー

ト系 8員環ゼオライトを

用いたMTO反応(東京工

大*1･横浜国大*2)○大塚

彩乃*1･稲垣怜史*2･今井

裕之*1･横井俊之*1･野村

淳子*1･辰巳敬*1 

3F15 依頼講演 地球温

暖化対策として求めら

れる触媒の機能・方向性

(三菱化学科学技術研究

セ )瀬戸山亨･○武脇隆

彦 

3G15 中温作動燃料電池

における新規高活性カ

ソードの作製(名古屋大)
○原田敏彦･許弼源･佐

野充･日比野高士 

 3I15 不斉構造を持つ金

属錯体を鋳型にしたシ

リカナノカプセルの調

製とそれを用いた錯体

の吸着(神奈川大)○榎本

ひとみ･栗原啓一･宮尾

敏広･吉田曉弘･内藤周

弌 

3J15 Theoretical investigation 
on formation of enantiomerically 
pure compounds using 
gold catalyzed asymmetric 
synthesis(Tohoku Univ.)○
MALANI, Hema･SUZUKI, 
Ai ･ SAHNOUN, Riadh ･

KOYAMA, Michihisa ･

TSUBOI, Hideyuki ･

HATAKEYAMA, Nozomu･
ENDOU, Akira･TAKABA, 
Hiromitsu ･ DEL CARPIO, 
Carlos A.･KUBO, Momoji･
MIYAMOTO, Akira 

 3L15 12-タングストリン

酸セシウム-銀塩の酸触

媒機能(北海道大)○杉山

明宏･奥原敏夫･神谷裕

一 

           
13:45  3D16 白金および他の金

属を担持したシリカメ

ゾ多孔体触媒による NO
選択還元(東京工大)○古

賀晃子･齋藤知佳･岩本

正和 

3E16 H-Y ゼオライトを

触媒とする Aza-Henry反
応(岐阜大)○谷中佑規･

小村賢一･杉義弘 

 3G16 炭化水素を直接燃

料として使用した中温

作動燃料電池の開発(名
古屋大 )○伊藤健一･許

弼源･佐野充･日比野高

士 

 3I16 Rh および Pt 内包中

空シリカナノ粒子の特

異的な水素吸蔵機構の

解明(神奈川大)○山田祐

泰･吉田暁弘･内藤周弌 

3J16 Theoretical study on 
electronic and electrical 
properties of Ca-doped 
SrCu2O2(Tohoku Univ.) ○
Lv, Chen･Ogiya, Kei･Suzuki, 
Ai ･ SAHNOUN, Riadh ･

KOYAMA, Michihisa ･

TSUBOI, Hideyuki ･

HATAKEYAMA, Nozomu･
ENDOU, Akira･TAKABA, 
Hiromitsu ･ DEL CARPIO, 
Carlos A.･KUBO, Momoji･
MIYAMOTO, Akira 

 3L16 PMMA コロイド結

晶からの 2段階テンプレ

ート法による規則性金

属酸化物構造体の合成

(北海道大)○堀内俊孝･

定金正洋･上田渉 
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14:00 座長 古南博 座長 羽田政明 座長 窪田好浩 座長 宍戸哲也 座長 高須芳雄 座長 恩田歩武 座長 内藤周弌 座長 鷹野優 座長 清水研一 座長 神谷裕一 
 3C17 CaTiO3-BiMO3 

(M=Ga, In)固溶体の光触

媒特性(東京理大)○川原

萌･齊藤健二･工藤昭彦 

3D17 炭化水素を用いた

NO 選択接触還元反応―

酸化セリウムとアルミ

ナ物理混合触媒の活性

―(北見工大 )○出口大

佑･太田隆士･岡崎文保 

3E17 特別講演  応答性

有機基を修飾したメソ

多孔体の細孔ゲーティ

ングと物質移動制御(産
総研)○藤原正浩 

3F17 依頼講演  共鳴ラ

マン分光による可視光

動作光触媒の局所構造

解析(神戸大)○大西洋 

3G17 特別講演 PEFC 触

媒層解析技術の最新動

向(産総研)○長谷川弘･

八木一三 

3H17 依頼講演 固体-固
体界面におけるセルロ

ースの加水分解反応(東
京工大)○原亨和 

3I17 特別講演 構造・粒

子形態制御によるナノ

構造触媒の創製(東京大)
○水野哲孝 

3J17 不規則ナノ多孔質

空間の大規模系分子シミ

ュレーション手法の開発

(東北大)○古山通久･鈴木

愛･SAHNOUN, Riadh･坪
井秀行･畠山望･遠藤明･高

羽 洋 充 ･ DEL CARPIO, 
Carlos A.･久保百司･宮本

明 

3K17 金表面上に形成し

た Ir-かご型ホスフィン

錯体単分子層を触媒と

するアルケンのヒドロ

ホウ素化反応(北海道大)
○秋山龍人･高見仁･原

賢二･高草木達･魚崎浩

平･福岡淳･澤村正也 

3L17 ポリオキソモリブ

デートを用いた斜方晶

MoVSb 複合酸化物の合

成と放射光を用いた微

小単結晶構造解析(北海

道大*1･兵庫県大*2･東京

工大*3)○定金正洋*1･遠

藤敬介*1･鳥海幸四郎*2･

小澤芳樹*2･尾関智二*3･

上田渉*1 
           

14:15 3C18 固体間電子移動で

駆動する Z スキーム型

光触媒系の可視光照射

下での水分解反応(東京

理大 )○佐々木康吉･根

本裕章･齊藤健二･工藤

昭彦 

3D18 DME を用いた NO
選択接触還元反応―シ

リカ修飾アルミナ触媒

の表面吸着種と脱硝活

性の検討―(北見工大)○
藤井義猛･原田良平･岡

崎文保 

     3J18 三次元多孔質構造

を考慮した色素増感 TiO2

電極の電子移動特性解析

(東北大)○扇谷恵･呂晨･

鈴木愛･SAHNOUN, Riadh･
古山通久･坪井秀行･畠山

望･遠藤明･高羽洋充･DEL 
CARPIO, Carlos A.･久保百

司･宮本明 

3K18 多点結合型リンカ

ーを利用した固定化分

子触媒の開発(1)(産総研

*1･マイクロ化学プロセ

ス技術研究組合 *2 ･エ

ヌ・イー ケムキャット

*3)○深谷訓久*1･小野澤

俊也*1･上田正枝*2･斉藤

佳織*1･高木由紀夫*3･坂

倉俊康*1･安田弘之*1 

3L18 アンモニア IRMS-
TPD 法を用いた酸化タ

ングステンモノレイヤー

触媒の酸性質解析(鳥取

大 )○鳥飼達哉･藤本憲

一･片田直伸･丹羽幹 

14:30    座長 横野照尚       
 3C19 ポルフィリン系色

素増感 TiO2 による水の

光分解(石巻専修大)指方

研二･菅原美樹･佐々木

知行･○亀山紘 

3D19 Pt/Al2O3 触媒上に

おける NO除去反応に伴

う吸着種の in situ FT-IR
を用いた経時的観察(東
京工大*1･工学院大*2)○
高橋誠*1･相田隆司*1･太

田口和久*1･五十嵐哲*2 

 3F19 依頼講演  金属酸

化物微粒子光触媒の結

晶構造評価(北海道大)○
大谷文章 

 3H19 カーボン系固体酸

触媒によるセルロース

の加水分解反応の最適

化(東京工大*1･神奈川科

学技術アカデミー*2･産

総研*3)○菅沼学史*1･北

野政明*2･山口大造*2･中

島清隆*1･加藤英樹*1･林

繁信*3･原亨和*1 

 3J19 A QCMD study on 
catalytic similarities and 
substrate binding site 
differences of proteinase 
type enzymes(Tohoku Univ.)
○DEL CARPIO, Carlos A.･
SUZUKI, Ai ･SAHNOUN, 
Riadh･KOYAMA, Michihisa･
TSUBOI, Hideyuki ･

HATAKEYAMA, Nozomu･
ENDOU, Akira･TAKABA, 
Hiromitsu･KUBO, Momoji･
MIYAMOTO, Akira 

3K19 多点結合型リンカ

ーを利用した固定化分

子触媒の開発(2)(マイク

ロ化学プロセス技術研

究組合*1･産総研*2･エ

ヌ・イー ケムキャット

*3)○上田正枝*1･小野澤

俊也*2･深谷訓久*2･斉藤

佳織*2･高木由紀夫*3･坂

倉俊康*2･安田弘之*2 

3L19 金属酸化物で被覆

した MgO の塩基触媒性

質(北海道教大)○松橋博

美 

           
14:45 3C20 色素で増感した

KTaO3 系触媒による水

の光完全分解(10)色素の

酸化還元電位と増感効

果(九州大)○萩原英久･

松本広重･石原達己 

3D20 Rh/Al2O3 触媒上で

の NO-CO 反応に関する

吸着種の in situ FT-IR に

よる反応性の経時的評

価(東京工大*1･工学院大

*2)高橋誠*1･相田隆司*1･

太田口和久*1･○五十嵐

哲*2 

   3H20 含水ニオブ酸を用

いた D-グルコース分解

反応による 5-ヒドロキ

シメチルフルフラール

の合成(東京工大*1･産総

研*2･神奈川科学技術ア

カデミー*3)○山下信也

*1･中島清隆*1･加藤英樹

*1･林繁信*2･原亨和*1,*3 

 3J20 Ultra accelerated 
quantum chemical molecular  
dynamics approach to study 
the interaction of R273C 
mutant p53 with DNA(Tohoku 
Univ.) ○ SHAH, Rauf ･

SUZUKI, Ai ･SAHNOUN, 
Riadh･KOYAMA, Michihisa･
TSUBOI, Hideyuki ･

HATAKEYAMA, Nozomu･
ENDOU, Akira･TAKABA, 
Hiromitsu ･ DEL CARPIO, 
Carlos A.･KUBO, Momoji･
MIYAMOTO, Akira 

3K20 チオール修飾シリ

カを担体とする固定化

錯体触媒の調製(神奈川

大 )○引地史郎･金子真

実･名畑実有子 

3L20 アルミナ担持ニオ

ブ酸化物触媒の酸性質 
(京都大)○北野友之･宍

戸哲也･寺村謙太郎･田

中庸裕 

           
15:00 休  憩 休  憩 休  憩 休  憩 休  憩 休  憩 休  憩 休  憩 休  憩 休  憩 

           
           

15:15 座長 高田剛 座長 岡崎文保 座長 竹内雅人 座長 横野照尚 座長 宮尾敏広 座長 白井誠之 座長 竹中壮 座長 坪井秀行 座長 寺村謙太郎 座長 池永直樹 
 3C22 依頼講演  光触媒

によるメタン転化反応

(名古屋大)○吉田寿雄 

3D22 Rh/CeO2-ZrO2 触媒

上での化学量論条件に

おける NO-C3H6-O2 反応

(産総研*1･三井金属鉱業

*2)○羽田政明*1･法師人

央記*2･高木啓充*2･中原

祐之輔*2･廣江和美*2･藤

谷忠博*1･浜田秀昭*1 

3E22 ホウ素化合物によ

るゼオライト細孔の完

全開閉(産総研*1･大阪工

大*2)○藤原正浩*1･北林

剛*2･塩川久美*1･森内隆

代*2 

3F22 依頼講演 In situ ド

ーピング光触媒作用(京
都大)○田中庸裕 

3G22 テトラリン脱水

素・芳香環吸着過程に発

現する金属サイト種の

個性(東京理大*1･ルモッ

クス技研*2)○坂口麻美

子*1･荒巻潔*1･齋藤守弘

*1･庄野厚*1･桑野潤*1･

大竹勝人*1･斉藤泰和*1･

志賀昭信*2 

3H22 担持金属触媒を用

いたセルロース分解に

よるソルビトール合成

(北海道大)○福岡淳･デ

ーペパリッシュ･渡辺瑞

穂･葛西孝治･近藤真弓･

原賢二 

3I22 コバルト酸化物・水

酸化物のナノ粒子の調

製と触媒特性(東京大)○
佐々木岳彦･高橋新･

YANG, Jinhu 

3J22 依頼講演 マンガン

クラスターの磁性の理論

的研究 (大阪大*1･JST*2･

NEC*3･理研*4)○山中秀介

*1,*2･西原慧径*1,*2･庄治

光男*1,*2･中田一人*2･米

澤康滋*1,*2･奥村光隆*1,*2･

中村春木*1,*2･高田俊和

*2,*4･山口兆*1,*2 

3K22 依頼講演  金属微

粒子を担持させた酸化

タングステンによる高

効率可視光誘起光触媒

反応(北海道大)○阿部竜 

3L22 酸型ゼオライトを

用いた 1-ブテンによる

イソブタンのアルキル

化反応 (早稲田大 )関根

泰･○田嶋祐一･市川洋

介･松方正彦･菊地英一 
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15:30  3D23 中空三次元構造を

有する複合酸化物の

NOx 浄化触媒特性(マツ

ダ*1･大分大*2)○鈴木研

二*1･三好誠治*1･岩国秀

治*1･山田啓司*1･對尾良

則*1･原田浩一郎*1･高見

明秀*1･瀧田祐作*2･永岡

勝俊*2･西口宏泰*2 

3E23 層 間 シ リ ル 化

MWW 型ゼオライトの

調製と触媒特性(東京工

大*1･横浜国大*2)○今井

裕之*1･辻内翔*1･稲垣怜

史*2･横井俊之*1･野村淳

子*1･辰巳敬*1 

 3G23 Si-炭素チューブナ

ノコンポジットの合成

と水素吸蔵特性(4)(九州

大 )○市丸慎一郎･松本

広重･石原達己 

3H23 ナフタレン /ベン

ゼン水蒸気改質反応に

おける Ni/MgO 触媒のサ

イクル利用に関する研

究(宇都宮大)○古澤毅･

三浦靖智･郡義彦･佐藤

正秀･鈴木昇 

3I23 Ti 含有シリカ-磁性

ナノ粒子ハイブリッド

触媒の開発(大阪大)○近

藤佑一･杉原孝平･亀川

孝･森浩亮･山下弘巳 

  3L23 放射線照射法によ

り合成した PtCu 二元系

合金ナノ粒子触媒の CO
酸化活性(大阪大*1･東京

工大*2･日立マクセル*3)
○松田和大*1･小原孝介

*1･仁谷浩明*1･清野智史

*1･中川貴*2･大門英夫

*3･山本孝夫*1 
           

15:45    座長 薩摩篤       
 3C24 チタン酸カルシウ

ム光触媒による水とメ

タンからの水素生成反

応 (名古屋大 )○志村勝

也･吉田寿雄 

3D24 エタノール脱硝用

Ag/Al2O3 触媒の性能改

善(バブコック日立)○藤

澤雅敏･加藤泰良 

3E24 レドックス性斜方

晶 Mo3VOx 酸化物の細

孔特性(北海道大)○大村

俊平･古田土克倫･定金

正洋･上田渉 

3F24 依頼講演  担体と

の相互作用による貴金

属粒子の構造変化と再

分散化(京都大*1･東京大

*2)○江口浩一*1･神内直

人*1･松井敏明*1･菊地隆

司*2 

3G24 炭素担持金属ナノ

粒子のメチルシクロヘ

キサンと 2-プロパノール

脱水素触媒特性対比(東
京理大 )○河口進･荒巻

潔･程島真哉･齋藤守弘･

庄野厚･桑野潤･大竹勝

人･斉藤泰和 

3H24 Ni 系触媒を用いた

ナフタレン/ベンゼン水

蒸気改質反応活性への

貴金属添加効果(宇都宮

大)○郡義彦･古澤毅･佐

藤正秀･鈴木昇 

3I24 Marked effect of 
cerium addition upon 
lanthanide oxysulfate/ 
oxysulfide oxygen storage 
systems(Kanagawa Univ.)
○ SHEN, Weihua ･

YOSHIDA, Akihoro ･

NAITO, Shuichi 

3J24 バンド構造による

アノード電極触媒に関す

る理論的研究 (東京農工

大)○冨永弘之･永井正敏 

3K24 AgTaO3光触媒を用

いた水を還元剤とする

CO2 還元反応(東京理大)
○飯塚光祐･齊藤健二･

工藤昭彦 

3L24 チューブ状リアク

ターを使用したケン化

反応におけるアルコー

ルの添加効果(近畿大)○
神應寺厚志･橋本圭司･

古南博･伊藤征司郎 

           
16:00     座長 赤間弘 座長 古澤毅     

 3C25 Dion-Jacobson 系層

状ニオブ酸ナノシート

を利用した水の分解光

触媒特性(物材機構*1･筑

波大*2)○海老名保男*1･

赤塚公章*1,*2･佐々木高

義*1 

3D25 希土類酸化物担持

Pt 触媒を用いた NOx 還

元反応とその反応機構

(大阪大)○元木浩二･伊

東正浩･斉藤誠･町田憲

一 

3E25 少量の異元素を含

む結晶性メソポーラス

酸化ニオブの触媒特性

(東京工大)○田中学･嶋

寿･魯大凌･今井裕之･横

井俊之･辰巳敬･野村淳

子 

 3G25 AlCuFe 準結晶を前

駆物質とした触媒のメ

タノール水蒸気改質反

応―酸化前処理による

活性向上―(東北大)○田

邉豊和･亀岡聡･佐藤二

美･寺内正己･蔡安邦 

3H25 依頼講演  高温高

圧水を利用するオルガ

ノマスからの有用化学

物質製造(産総研)○白井

誠之 

3I25 DNA プログラム自

己組織化の微粒子担持

触媒への応用(産総研)○
前田泰･伊達正和･藤谷

忠博･香山正憲 

3J25 大規模量子化学計

算を用いた貴金属-酸化物

界面電子状態解析(豊田中

研)○倉本圭･石村和也･兵

頭志明 

3K25 SrTiO3 による水を

還元剤とした硝酸イオ

ンの還元反応(東京理大)
○岡万里絵･三石雄悟･

齊藤健二･工藤昭彦 

3L25 金 -イリジウム二

元系触媒によるクロト

ンアルデヒドの選択的

水 素 化 ( 首 都 大 *1 ･

CREST*2) ○ 飯 野 浩 幸

*1,*2･林利生*1,*2･春田正

毅*1,*2･武井孝*1,*2 
           

16:15 座長 亀山紘      座長 島津省吾 座長 小林久芳 座長 阿部竜  
 3C26 層状ペロブスカイト

構造を有する NaA4Nb5O17 

(A=Ca, Sr)光触媒による

水の完全分解反応(東京

理大 )○渋谷友洋･齊藤

健二･工藤昭彦 

3D26 アンモニアを反応

中間種とする高N2選択性

NOx 還元触媒(大阪大)○
斉藤誠･元木浩二･伊東

正浩･町田憲一 

3E26 メソポーラス酸化

物によるトルエンのア

ルキル化(東京工大*1･神

奈川科学技術アカデミ

ー*2)○福井剛史*1･中島

清隆*1･加藤英樹*1･野村

淳子*1･原亨和*1,*2 

3F26 依頼講演 金属ー

担体相互作用―担持 Ni
を例として―(北海道大)
○朝倉清高 

3G26 噴霧プラズマ合成

法による Ni-Fe/CeO2 触

媒の構造と CO シフト反

応に対する触媒活性(山
梨大 )○渡辺圭太･宮尾

敏広･東山和寿･山下寿

生･内田裕之･渡辺政廣 

 3I26 2 つのジスルフィド

結合を有するポルフィ

リン保護配位子による

2nm の金ナノ粒子の選択

的合成(京都大)○樋口泰

弘･大山順也･宍戸哲也･

田中庸裕 

3J26 量子論に基づく超精

密構造解析シミュレータ

の開発(東北大)○畠山望･

鈴木愛･SAHNOUN, Riadh･
古山通久･坪井秀行･遠藤明･

高羽洋充･DEL CARPIO, 
Carlos A.･久保百司･宮本

明 

3K26 多孔性中空シリカ

とチタニア粒子からな

るコア-シェル型光触媒

の機能(大阪大*1･北海道

大*2･名古屋大*3)○小林

秀行*1･池田茂*1･原田隆

史*1･大谷文章*2･鳥本司

*3･松村道雄*1 

3L26 担持 Ir 触媒上での

ジメチルシクロペンタ

ン水素化開環反応にお

ける Ir の粒径効果(北海

道大 )○山本拓真･奥原

敏夫･神谷裕一 

           
16:30  座長 伊東正浩 座長 稲垣怜史       座長 片田直伸 

 3C27 種々の合成法で得

られた BiVO4 光触媒の

表面反応特性(東京理大)
○横手悠美･岩瀬顕秀･

齊藤健二･工藤昭彦 

3D27 炭化水素共存下に

おける Cu-ゼオライト触

媒上での NH3 選択還元

(産総研)○難波哲哉･益

川章一･内澤潤子･小渕

存 

3E27 三次元多孔質炭素

材料を鋳型に用いた結

晶性メソポーラス ZrO2

の調製と触媒特性(東京

工大 )○太田誠吾･渡邉

亮太･横井俊之･野村淳

子･辰巳敬 

 3G27 プラズマ法による

Ni/Al2O3 ハニカム触媒の

メタン水蒸気改質反応

における耐久性(山梨大)
○木村正枝･宮尾敏広･

東山和寿･山下寿生･内

田裕之･渡辺政廣 

3H27 担持金属触媒を用

いた高温水中での紙の

燃料ガス化(産総研)○山

口有朋･日吉範人･佐藤

修･白井誠之 

3I27 四脚型ポルフィリ

ンで被覆された金ナノ

粒子(京都大*1･同志社大

*2)○大山順也*1･人見穣

*2･樋口泰弘*1･宍戸哲也

*1･田中庸裕*1 

3J27 量子分子動力学手

法を用いた電解質膜の劣

化機構の検討(東北大)○金

寶英･鈴木愛･SAHNOUN, 
Riadh･古山通久･坪井秀

行･畠山望･遠藤明･高羽洋

充･DEL CARPIO, Carlos 
A.･久保百司･宮本明 

3K27 金属イオン規則配

列構造を持つペロブス

カイト触媒の合成とAg光
還元特性(九州大)○岩倉

大典･草場一･永長久寛･

寺岡靖剛 

3L27 ペロブスカイト型

酸化物触媒上における

エチルベンゼン脱水素

の反応機構の研究(早稲

田大)関根泰･○渡部綾･

長川健人･松方正彦･菊

地英一 

           
16:45    座長 岡本康昭 座長 楫博幸      

 3C28 LaVO4 の光触媒特

性(東京理大*1･東京工大

*2･神奈川科学技術アカ

デミー*3)○四本賢佑*1･

加藤英樹*2･中島清隆*2･

工藤昭彦*1･原亨和*2,*3 

3D28 NH3-SCR用Fe/ZSM-5
触媒の調製とキャラク

タリゼーション(豊田中

研)○岩崎正興･山崎清･

坂野幸次･新庄博文 

3E28 ミクロ-メソバイモダ

ル多孔性 CsxH4-xSiW12O40

による酸触媒反応(北海

道大 )○岩瀬由香里･奥

原敏夫･神谷裕一 

3F28 依頼講演  新しい

触媒担体としてのダイ

ヤモンド微粒子の利用

(関西大)○鈴木俊光 

3G28 Pt-Co系PROX触媒

における Co の添加効果

(日産自動車)○赤間弘･

星野真樹･小林智明 

3H28 高温水によるポリ

エチレンテレフタレー

トのケミカルリサイク

ル(産総研)○佐藤修･山

口有朋･日吉範人･白井

誠之 

3I28 酸性担体に金ナノ

粒子を担持する新しい

方法:硫化物析出沈殿法

(首都大*1･CREST*2)○
大橋弘範*1,*2･石田玉青

*1,*2･武井孝*1,*2･春田正

毅*1,*2 

3J28 超高速化量子分子

動力学法を用いた酸化雰

囲気における貴金属表面

反応解析(東北大)○鄭善

鎬 ･鈴木愛 ･ SAHNOUN, 
Riadh･古山通久･坪井秀

行･畠山望･遠藤明･高羽洋

充･DEL CARPIO, Carlos 
A.･久保百司･宮本明 

3K28 可視光増感部位を

C-Cシグマ結合を介して

連結したビピリジルパ

ラジウム錯体の合成と

触媒的光反応(東京工大)
○稲垣昭子･中川裕揮･

穐田宗隆 

3L28 過熱液膜状態にあ

る脱水素芳香族化触媒

の流通法反応特性(東京

理大 )○斉藤泰和･相原

昌俊･松島宣昭･程島真

哉･庄野厚･大竹勝人 
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17:00       座長 武井孝    
 3C29 リンを含む Ni 助

触媒を担持したGa2O3に

よる水の分解反応(長岡

技科大 )○渡辺伸空･西

山洋･井上泰宣･斉藤信

雄･松原浩 

3D29 立方晶 C 型希土類

酸化物による一酸化窒

素の直接分解(大阪大)○
増井敏行･正木裕之･今

中信人 

3E29 均一なメソ細孔を

有する塩基性反応空間

の構築とその塩基触媒

反応への応用(京都大)○
川口徹･宍戸哲也･寺村

謙太郎･田中庸裕 

 3G29 CO 優先酸化にお

ける Pt/Al2O3触媒への微

量 Re 添加効果(筑波大)
○石田洋一･田中久教･

伊藤伸一･冨重圭一･国

森公夫 

 3I29 XAFS によるサイズ

制御金ナノ粒子の反応

性に関する研究(産総研)
○多井豊･野村幸子･田

尻耕治･蔭山博之 

3J29 Quantum chemical 
molecular dynamics study 
of surface reduction 
mechanisms of CeO2 by 
atomic hydrogen(Tohoku Univ.) 
○ ALAM, Md.khorshed ･

SUZUKI, Ai ･SAHNOUN, 
Riadh･KOYAMA, Michihisa･
TSUBOI, Hideyuki ･

HATAKEYAMA, Nozomu･
ENDOU, Akira･TAKABA, 
Hiromitsu ･ DEL CARPIO, 
Carlos A.･KUBO, Momoji･
MIYAMOTO, Akira 

3K29 単核及び二核型

CrOx/SiO2 エチレン重合

触媒における Cr-Cr 間協

同効果による分岐生成

の促進(北陸先端大)○外

崎究･谷池俊明･寺野稔 

3L29 エチルベンゼン脱

水素反応―CO2の反応促

進機構の解明―(関西大)
○斉藤一博･池永直樹･

三宅孝典･鈴木俊光 

           
17:15        座長 山中秀介 座長 稲垣昭子  

 3C30 酸化ガリウム上で

の水素を還元剤とする

二酸化炭素の光還元反

応(京都大)○常岡秀雄･

寺村謙太郎･宍戸哲也･

田中庸裕 

3D30 BaO/Ba-Y-O 触媒に

おける NO の直接分解

(1)(九州大)○後藤和也･

松本広重･石原達己 

3E30 イオン交換法によ

り各種多孔体上に固定

化した有機ルテニウム

錯体のキャラクタリゼ

ーションとその触媒反

応性(大阪府大)○内原和

弘･亀川孝･松岡雅也･安

保正一 

3F30 非担持型ポーラス

合金触媒の調製と反応

特性(東北大)木村知史･

○亀岡聡･蔡安邦 

3G30 メソポーラスシリ

カ担持白金ナノ粒子触

媒による PROX 反応(北
海道大*1･太陽化学*2)○
黄声駿*1･原賢二*1･大久

保泰宏*2･柳正明*2･南部

宏暢*2･福岡淳*1 

 3I30 簡 易 液 相 In-situ 
XAFSによる Y型ゼオラ

イト上 Pd 金属クラスタ

ー形成過程の観察とそ

の触媒の利用(鳥取大*1･

日産アーク*2)○真田貴

志*1,*2･奥村和*1･岸本圭

*1･丹羽幹*1 

3J30 希土類添加アルカ

リ土類硫化物の電子状態

の解明(東北大)○大沼宏

彰 ･鈴木愛 ･ SAHNOUN, 
Riadh･古山通久･坪井秀

行･畠山望･遠藤明･高羽洋

充･DEL CARPIO, Calros 
A.･久保百司･宮本明 

3K30 レニウムスルフィ

ドクラスターを触媒と

するアミンの反応(理研

*1･埼玉大*2)上口賢*1･○

池田典隆*1,*2･長島佐代

子*2･千原貞次*1,*2 

3L30 ヘテロポリ酸担持

薄膜有機シリカマイク

ロ粒子触媒の調製(信州

大 )○田村正樹･岡田友

彦･酒井俊郎･三島彰司 

           
17:30 3C31 水中亜硝酸イオン

の光触媒不均化反応(近
畿大 )○月向仁志･橋本

圭司･古南博 

3D31 担持 Pd 触媒を用

いた N2O の直接分解反

応―活性向上要因の検

討―(筑波大 )○福士広

多･佐藤嘉弘･伊藤伸一･

冨重圭一･国森公夫 

3E31 [-C6H4M(CO)3-](M 
= Cr, Mo)錯体を骨格内

に含有した無機・有機ハ

イブリッドメソポーラ

スシリカの触媒特性(大
阪府大 )○酒井勇輔･亀

川孝･松岡雅也･安保正

一 

3F31 AuZr3金属間化合物

を用いた新規触媒調製

―水素化と選択酸化に

よる組織制御―(東北大

*1･物材機構*2)○遠藤成

輝*1･亀岡聡*1･西村睦

*2･蔡安邦*1,*2 

3G31 担持 Ru 触媒を用

いた CO 選択酸化反応に

おける低濃度 NH3 の影

響(大分大)○萱田佑斗･

樋渡哲也･永岡勝俊･西

口宏泰･瀧田祐作 

 3I31 水熱法によるパラ

ジウム担持酸化スズナ

ノ粒子の合成とその微

細構造観察(立命館大*1･

九州大*2)○栗原圭一*1･

橋新剛*1･玉置純*1･金子

賢治*2 

3J31 大規模系シミュレ

ーションのための分子モ

デリングプログラムの開

発と高速化分子動力学計

算プログラムとの連携(東
北大)○三浦隆治･鈴木愛･

SAHNOUN, Riadh･古山通

久･坪井秀行･畠山望･遠藤

明 ･ 高 羽 洋 充 ･ DEL 
CARPIO, Carlos A.･久保百

司･宮本明 

3K31 二核ルテニウム架

橋ホスフィド錯体上で

のピリジン配位子の挙

動(東京工大)○大林希･

川島敬史･神田英行･高

尾俊郎･鈴木寛治 

3L31 金属硫化物を用い

る高分散担持金触媒の

調製とキャラクタリゼ

ーション(京都工繊大)○
飯塚泰雄･三浦拓巳･橋

本竜也 

           
17:45        3J32 超高速化量子化学

モンテカルロ法に基づく

大規模吸着反応シミュレ

ーション技術の開発と応

用(東北大)○高羽洋充･鈴

木愛･サヌーンリアド･古

山通久･坪井秀行･畠山望･

遠藤明･デルカルピオカル

ロス･久保百司･宮本明 

3K32 二核ルテニウムヒ

ドリド錯体とイミン類

との反応(東京工大)○神

田英行･高尾俊郎･鈴木

寛治 

 

 
 

触媒学会若手会 「若手交流会 2008」 
9 月 25 日（木）18:00～19:00 
場所：名古屋大学 生協食堂「フレンドリィ南部」 

 「若手討論会」：大学院生・若手研究者による発表会，特集「失敗から出た研究成果」 
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    「工業触媒」セッション       

8:45    座長 井上朋也       
    4F01 CaMnO3 ペロブス

カイト触媒による炭化

水素酸化反応(日揮化学)
○小熊一樹･小島千尋･

田中聰 

      

           
 「光触媒」セッション 「環境触媒」セッション 「規則性多孔体の合成と

機能」セッション 

 「メタン関連触媒」セッショ

ン 

「水素の製造と利用のた

めの触媒技術とプロセス」

セッション 

「選択酸化」セッション 「触媒界面の精密化学」セ

ッション 

「協奏機能触媒」セッショ

ン 

｢ファインケミカルズ合成

触媒｣セッション 

9:00 座長 大谷文章 座長 清水研一 座長 近江靖則  座長 椿範立 座長 武石薫 座長 水嶋生智 座長 一國伸之 座長 清野秀岳 座長 野村琴広 
 4C02 依頼講演  遷移金

属酸化物系シングルサ

イト光触媒の反応特性

とその作用機構(大阪府

大)○松岡雅也 

4D02 Pt/セリア触媒の Pt
シンタリング抑制機構

の解明 (4)(豊田中研 )○
畑中美穂･髙橋直樹･田

辺稔貴･長井康貴･鈴木

教友･森川彰･門浦弘明･

新庄博文 

4E02 固相転移法を用い

た窒素導入型ゼオライ

トの合成(東京大)○長谷

川卓･小倉賢 

4F02 高表面積マンガン

材料の開発と工業化(ズ
ードケミー触媒)○塩谷

靖･八田正則 

4G02 酸化ガリウム光触

媒によるメタン転化反

応 (名古屋大 )○前田一

樹･YULIATI, Leny･吉田

寿雄 

4H02 シリカ担持銅触媒

への亜鉛添加によるメ

タノール水蒸気改質で

の一酸化炭素副生の抑

制(産総研*1･日本精線*2)
○松村安行*1･石部英臣

*2 

4I02 Au/炭素系触媒の調

製と選択酸素酸化(首都

大*1･CREST*2)○大勝裕

子*1,*2･木下直人*1,*2･石

田玉青 *1,*2 ･春田正毅

*1,*2 

4J02 依頼講演 環境 TEM
の開発と触媒への応用―

高分解能その場観察技術

の活用―(日立ハイテクノ

ロジーズ)○上野武夫･矢

口紀恵･渡部明 

4K02 小数パラジウムク

ラスターと水素の相互

作用におけるサイズ効

果に関する理論的研究

(大阪大)○薮下広高･北

河康隆･川上貴資･奥村

光隆 

4L02 2,6-キシレノール

から誘導されるオキサ

ルテナサイクルとアセ

チレン類の反応による

ベンゾピランの生成機

構(東京農工大)○平野雅

文･IZIRWAN, Bin Izhab･
小峰伸之･小宮三四郎 

           
9:15    座長 松久敏雄       

  4D03 ロジウムサポート

材の研究(三菱自動車)○
岩知道均一･渡辺哲也･

田代圭介 

4E03 界面活性剤の安定

化効果を利用した BEA
型ゼオライトの合成(北
海道大 )○表上あゆみ･

多湖輝興･増田隆夫 

4F03 依頼講演  工業貴

金属担持粉末触媒の開

発(エボニックデグサジ

ャパン) ○湯本賢一･原

太陽･船橋英雄 

4G03 Ni/BaCO3/BaTiO3

触媒を用いたメタンの

CO2 改質(村田製作所)○
佐藤秀人･斉藤芳則･景

山恵介 

4H03 CuAlO2を前駆体と

する水素製造用触媒へ

の添加物効果(東芝)○羽

中田佳男･島村慶三･深

澤孝幸･相澤利枝･福島

公親 

4I03 液相酸化における

金属酸化物担持金ナノ

粒子触媒の担体とサイ

ズの効果 ( 首都大 *1 ･

CREST*2) ○ 木 下 直 人

*1,*2･石田玉青*1,*2･武井

孝*1,*2･春田正毅*1,*2 

 4K03 貴金属クラスター

のヘテロ接合効果に関

する理論的研究(大阪大)
○奥村光隆･薮下広高･

北河康隆･川上貴資 

4L03 パラジウム触媒に

よるゲラニルスルホン

の合成とファインケミ

カルズ合成への応用(早
稲田大*1･上海交通大*2)
小川竜平*1･濱岡丈晴*1･

今井佑大*1･梅澤和仁*1･

○清水功雄*1･姚雷*2 
           

9:30 4C04 WO3 光触媒を用い

た VOC 分解反応におけ

る助触媒添加効果なら

びに流通型試験におけ

る反応性の評価(産総研

*1･東京理大*2)○荒井健

男*1･堀口真澄*1,*2･柳田

真利*1･杉原秀樹*1･佐山

和弘*1 

4D04 高耐熱アルミナ触

媒の開発(マツダ)○赤峰

真明･川端久也･重津雅

彦･栃岡孝宏･高見明秀 

4E04 水/界面活性剤 /有
機溶媒系での TS-1 ナノ

粒子の調製と酸化触媒

特性評価(東京工大*1･横

浜国大*2)○渡邉涼子*1･

稲垣怜史*2･清川豪*1･今

井裕之*1･横井俊之*1･辰

巳敬*1 

 4G04 メタンの直接部分

酸 化 反 応 に お け る

Rh/MgO 触媒への Co 添

加効果(筑波大)○田中久

教･角茂･冨重圭一･国森

公夫 

4H04 Ni/ZrO2炭化触媒に

よる低温域エタノール

水蒸気改質(東京農工大)
○秋山真人･永井正敏 

4I04 Pd(II)/モリブドバナ

ドリン酸塩/酸素系触媒

によるアミンとオレフ

ィンの酸化的カップリ

ング反応(関西大)○清水

洋佑･大洞康嗣･石井康

敬 

4J04 酸化セリウムに担

持 し た 金 微 粒 子 の

HAADF-STEM 観察(産総

研*1･首都大*2)○秋田知樹

*1･田中真悟*1･田中孝治

*1･香山正憲*1･春田正毅*2 

4K04 Rh-Te 合金ナノ粒

子触媒調製のための Rh
及び Te の錯体設計(東北

大*1･三菱化学*2･北海道

大*3)○小西範和*1･高橋

英志*1･村松淳司*1･大野

博信*2･高橋和成*2･朝倉

清高*3 

4L04 Efficient cyanosilylation 
of sterically bulky ketones 
catalyzed by tin ion-
exchanged montmorillonite 
(Sn-Mont) (Univ. Tokyo)○
WANG, Jiacheng･MASUI, 
Yoichi ･ WATANABE, 
Kenya･ONAKA, Makoto 

           
9:45    座長 室井髙城       

 4C05 VOC 分解用の酸化

タングステン光触媒の

高性能化(産総研*1･東京

理大*2)○佐山和弘*1･林

宏樹*1,*2･荒井健男*1･柳

田真利*1･杉原秀樹*1 

4D05 担持貴金属触媒の

アークプラズマ合成(熊
本大*1･アルバック*2)○
村上恭介*1･上村光佑*1･

池上啓太*1･塚原尚希*2･

町田正人*1 

4E05 中空*BEA 型ゼオ

ライトの合成とその応

用 (東京工大 )○岡本昌

樹･尤晶環･岩元弘 

4F05 依頼講演 Recent 
advancement of zeolites in 
automotive applications 
(Zeolyst International) ○
LI, H.-X. ･ CHU, Y. F. ･

MODEN, B.･CORMER, W. 

4G05 メタンの酸化的改

質反応用微量 Pd 修飾 Ni
触媒上のバイメタル微

粒子の構造解析(筑波大)
○吉田香織･田中久教･

国森公夫･冨重圭一 

4H05 エタノールの水蒸

気改質におけるペロブ

スカイト担持 Co 触媒へ

の Fe の添加効果(早稲田

大)関根泰･○風間淳･松

方正彦･菊地英一 

4I05 Cu/Nb2O5 を用いた

アルコール選択光酸化

反応 (京都大 )○槻尾大

輔･宮武俊明･寺村謙太

郎･宍戸哲也･田中庸裕 

4J05 依頼講演 ポリマー

保護金クラスターの空気

酸化触媒活性―サイズ依

存性とその起源―(北海道

大･CREST)○佃達哉 

4K05 ビタミン B12 修飾

ハイパーブランチポリ

マーの創製と触媒反応

特性(九州大*1･日産化学

*2)○久枝良雄*1･田原圭

志朗*1･西将史*1･嶌越恒

*1･田中章博*2 

4L05 Michael 反応のため

の有機塩基固定化固体

酸触媒の開発(東京大)○
富田満･本倉健･唯美津

木･岩澤康裕 

           
10:00 座長 荒井健男 座長 池上啓太   座長 冨重圭一 座長 永井正敏 座長 西口宏泰  座長 久枝良雄 座長 佐藤智司 

 4C06 可視光応答性タン

グステン酸ビスマス光

触媒による気相光酸化

分解反応(北海道大)○野

上皓平･天野史章･阿部

竜･大谷文章 

4D06 セリア系担体上に

おける Pt 分散性の測定

(豊田中研*1･トヨタ自動

車*2)○田辺稔貴*1･長井

康貴*1･高橋直樹*1･新庄

博文*1･高木信之*2･平林

武史*2･松本伸一*2 

4E06 コア -シェル構造

の MFI 型ゼオライトを

触媒に用いたトルエン

のメチル化(東京工大)○
長船行雄･岡本昌樹 

 4G06 メタンの高圧酸化

改質用 Ni/Sc2O3 触媒の

活性の検討(東北大)小林

征志郎･○小俣光司･堀

口純平･石井秀知･山田

宗慶 

4H06 電場印加反応場で

の触媒反応によるエタ

ノール等の分解(早稲田

大)関根泰･○富岡真彦･

松方正彦･菊地英一 

4I06 Catalytic selective 
oxidation of alcohols 
over crystalline Mo-V-O 
complex oxide(Hokkaido 
Univ.)○UEDA, Wataru･
WANG, Feng 

 4K06 コバロキシムから

ニッケルへのメチル基

移動を利用したアセチ

ル CoA 合成酵素モデル

反応 (名古屋大 )○松本

剛･小寺麻衣･伊藤幹直･

巽和行 

4L06 Al-MCM-41 触媒を

用いる 3成分ストレッカ

ー型反応(産総研)○岩浪

克之･徐ハナ･崔準哲･坂

倉俊康･安田弘之 
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   (一般研究)        

10:15   座長 吉武英昭        
 4C07 窒素ドープ型酸化

タングステン光触媒に

よる太陽照射下での有

機物の完全酸化分解反

応(大阪府大)○清水ゆか

り･竹内雅人･安保正一 

4D07 超微細貴金属触媒

の研究(日産自動車)○若

松広憲･中村雅紀･白鳥

一幸･菊地博人･内藤哲

郎･菅克雄 

4E07 窒素含有チューブ

状酸化チタンの調製と

評価(岡山大*1･岡山理大

*2)○廣瀬慶計*1･森俊謙

*1･大久保貴広*1･黒田泰

重*1･橘高茂治*2 

 4G07 La2O3 系触媒を用

いたメタンの酸化カッ

プリング(早稲田大)関根

泰･○田中啓介･荒巻翔･

松方正彦･菊地英一 

4H07 担持白金触媒上で

のエタノール液相改質

反応における担体効果

(神奈川大*1･日産自動車

*2)○竹本祥雄*1･近藤浩

正*1･坂本峻彦*1･宮尾敏

広*1･羽賀史浩*2･星野真

樹*2･吉田暁弘*1･内藤周

弌*1 

4I07 α-および β-MoO3上

でのメタノール部分酸

化反応(豊橋技科大)○坂

井修･大北博宣･角田範

義･水嶋生智 

4J07 酸化チタン単結晶

上に蒸着した金の構造と

電子状態および CO 反応

特性(産総研)○中村功･高

橋厚･伊達正和･藤谷忠博 

4K07 ピリジルメチルア

ミン系 3 座配位子の銅

(II)錯体と過酸化水素の

反応(大阪市大*1･ミネソ

タ大*2･兵庫県大*3･金沢

大 *4) ○ 国 下 敦 史 *1 ･

SCANLON, Joseph D.*2･

石丸裕士*3･本多郁*4･小

倉尚志*3･鈴木正樹*4･

CRAMER, Christopher J.*2･

伊東忍*1 

4L07 シリカ担持Dawson
型ヘテロポリ酸触媒に

よる Freidel-Crafts 反応

(鳥取大)○伊藤将･米川

通世･奥村和･丹羽幹 

           
10:30    座長 藤島浩    座長 秋田知樹   

 4C08 酸化タングステン

光触媒の表面修飾によ

る酸素還元反応の活性

化とその機構(北海道大)
○高見仁･阿部竜･大谷

文章 

4D08 ペロブスカイト型

複合酸化物触媒による

カーボン微粒子の燃焼

特性(京都大*1･東京大*2)
○羽野茂樹*1･松井敏明

*1･菊地隆司*2･江口浩一

*1 

4E08 超臨界二酸化炭素

溶媒とグラファイト担

持金属触媒を用いる芳

香族炭化水素の水素化

反応 (産総研 )○日吉範

人･山口有朋･佐藤修･

RODE, Chandrashekhar V.･
増田善雄･白井誠之 

4F08 依頼講演  ゼオラ

イト触媒の劣化の解析

とプロセス設計のため

のモデル化(日本触媒)○
常木英昭 

4G08 銅系触媒上でのジ

メチルエーテルの炭酸

ガス改質反応(北九州市

大*1･JFE 技研*2)○瀬戸

究*1･朝見賢二*1･茂木康

弘*2･斎間等*2･鹿田勉*2

4H08 種々のアルミナ担

持 8-10 族金属触媒上で

のエタノール液相改質

反応(神奈川大*1･日産自

動車*2)○坂本峻彦*1･原

科良輔*1･宮尾敏広*1･羽

賀史浩*2･星野真樹*2･吉

田暁弘*1･内藤周弌*1 

4I08 Au/NiO 触媒による

バイオエタノールから

の酢酸合成 (首都大*1･

CREST*2) ○ 末 永 隼 也

*1,*2･武井孝*1,*2･石田玉

青*1,*2･春田正毅*1,*2 

4J08 赤外分光法を用い

た水分解光触媒に有効な

noble-metal/Cr2O3(コア /シ
ェル)助触媒の機能の解明

(東京大)○吉田真明･前田

和彦･片山正士･高鍋和広･

久保田純･堂免一成 

4K08 依頼講演  蛋白質

複合体空間を利用した

金属触媒反応 (名古屋

大･さきがけ )○上野隆

史 

4L08 塩基触媒アルドー

ル反応における反応操

作の簡略化(横浜国大)○
山口仁司･稲垣怜史･窪

田好浩 

           
10:45 4C09 高活性 3 次元規則

的マクロ多孔構造酸化

タングステン光触媒の

開発(北海道大)○国奥広

伸･阿部竜･佐々木啓介･

定金正洋･大谷文章 

4D09 Al2O3上に担持した

Ptの粒子径が NO酸化特

性に及ぼす影響(いすゞ

中研 )○前川弘吉･大角

和生･藤田哲也･中村圭

介･田代欣久 

4E09 炭素担持体とハイ

ドレートを用いたガス

吸蔵 (筑波大 )○土屋泰

斗･中村潤児 

 4G09 Reinvestigation of 
the effect of SiO2/Al2O3 
ratio on the catalytic 
performance of Mo/HZSM-5 
in the dehydroaromatization 
of methane(AIST) ○ LU, 
Jiangyin･KATO, Yoshishige･
SUZUKI, Yoshizo･ZHANG, 
Zhan-guo 

4H09 ゾル -ゲル法で調

製したジメチルエーテ

ル水蒸気改質触媒に関

する研究(静岡大)○武石

薫 

4I09 アニオン交換性粘

土固定化新規 Pd-アミノ

酸錯体触媒を用いた酸

素分子を酸化剤とする

アルコール酸化反応(千
葉大 )○澤田純矢･原孝

佳･一國伸之･島津省吾 

4J09 QXAFS 法による室

温での Pd クラスターの形

成過程解析(鳥取大*1･高

輝度光科学研究セ*2)○奥

村和*1･松井公佑*1･本間

徹生*2･平山明香*2･真田

貴志*1･丹羽幹*1 

 4L09 Ag シリカ触媒によ

るアルコールを用いた

芳香族化合物のアルキ

ル化反応(名古屋大)○宮

本裕士･清水研一･薩摩

篤 

           
11:00 座長 佐山和弘 座長 高橋直樹 座長 白井誠之 座長 岡田佳巳 座長 張戦国 座長 濱川聡 座長 山中一郎  座長 小宮三四郎 座長 尾中篤 

 4C10 酸化タングステン

光電極によるベンゼン

からの高選択的ヒドロ

キノン生成反応(北海道

大)○富田修･阿部竜･大

谷文章 

4D10 酸素イオン伝導性

を有する材料を用いた

PM 燃焼触媒の耐久性に

ついて(マツダ)○山田啓

司･鈴木研二･原田浩一

郎･高見明秀 

4E10 カーボンナノチュ

ーブ担持耐 CO 性アノー

ド触媒の特性(筑波大*1･

産総研*2)○前川昌平*1･

高野幸男*1･劉銀珠*1･岡

田達弘*2･中村潤児*1 

4F10 依頼講演 芳香族

化合物の製造プロセス

における工業用ゼオラ

イト触媒(三菱化学)○浜

名良三 

4G10 メタン直接分解反

応―Fe2O3-SiO2 系触媒へ

の NiO 添加効果―(北見

工大 )府金慶介･松長太

一･岡崎文保･○多田旭

男 

4H10 特別講演  ジメチ

ルエーテルからの水素

製造における Cu 系スピ

ネル触媒の高活性化と

劣化抑制(京都大)○江口

浩一 

4I10 特別講演 選択酸化

における金触媒の担体

とサイズの効果 (首都

大･CREST)○春田正毅 

4J10 Ni コロイドを前駆体

とした担持 Ni 触媒上のチ

オフェノールカップリン

グ反応(千葉大)○土田理･

原孝佳･一國伸之･島津省

吾 

4K10 Pt/SiO2 触媒を用い

た水素還元による芳香

族ヒドロキシルアミン

合成(産総研*1･マイクロ

化学プロセス技術研究

組合*2)○竹中康将*1･清

洲高広*2･崔準哲*1･坂倉

俊康*1･安田弘之*1 

4L10 特別講演  ホスフ

ァイト配位子を用いる

錯体触媒プロセスの開

発(三菱化学科学技術研

究セ)○高井正樹 

           
11:15 4C11 水の分解反応に対

する d10s2-d0 電子状態を

持つ PbWO4-PbMoO4 固

溶体の光触媒作用(長岡

技科大 )○藤野健介･藤

枝雅樹･井上泰宣･斉藤

信雄･西山洋 

4D11 プロトン導電体に

よる活性酸素生成とそ

のディーゼルパティキ

ュレート燃焼特性(産総

研*1･名古屋大*2)○冨田

衷子*1･田尻耕治*1･日比

野高士*2 

4E11 塩基を付加したカ

ーボン材料の合成(東京

工大*1･産総研*2)○矢後

寛人*1･中島清隆*1･加藤

英樹*1･冨田育義*1･林繁

信*2･原亨和*1 

 4G11 パラジウム導入バ

ナジン酸マグネシウム

のプロパン酸化脱水素

反応に伴うレドックス

挙動(徳島大*1･三菱レイ

ヨン*2)○杉山茂*1･平田

祐規*1･中川敬三*1･外輪

健一郎*1･前原桂子*2･安

川隼也*2･姫野嘉之*2･二

宮航*2 

  4J11 Pt-HOPG モデル触媒

における CO 吸着エネル

ギーの異常な低下 (筑波

大)○畠大悟･呉準杓･近藤

剛弘･中村潤児 

4K11 Ni(0)存在下でのニ

トリルと不飽和炭化水

素の触媒反応(大阪大)○
井川雅資･大橋理人･生

越専介 

 

           
11:30    座長 常木英昭       

 4C12 光触媒反応を利用

したカーボン-白金ナノ

粒子複合体の合成およ

びその酸化触媒機能(大
阪大 )○森田好洋･NG, 
Yun Hau･原田隆史･池田

茂･松村道雄 

4D12 CeO2系複合酸化物

の DPM 燃焼触媒特性

(4)(熊本大)村田祐一郎･

小林慎太郎･池上啓太･

○町田正人 

4E12 メソポーラス非晶

質チタニアのリチウム

イオン電池正極特性(横
浜国大 )○吉武英昭･濱

口真伍 

4F12 依頼講演  アダマ

ンタン合成触媒の開発

と工業化(出光興産*1･日

揮触媒化成*2)○小島明

雄*1･斎藤昌男*1･緒方政

光*2鶴田俊二*2 

4G12 依頼講演  ハイブ

リッド触媒によるガソ

リンの直接合成(北九州

市大)○黎暁紅 

  4J12 Pt-HOPG モデル触媒

における触媒活性と界面

相互作用(筑波大)○綿引

健二･鈴木哲也･岩崎陽介･

近藤剛弘･中村潤児 

4K12 Ni(0)存在下、シク

ロプロピルケトン類と

エノン類の反応(大阪大)
○玉置喬士･長田潤枝･

大橋理人･生越専介 
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11:45         座長 生越専介  
 4C13 光励起電子による

赤外吸収検出法の高感

度化 (神戸大 )○丸山規

司･大西洋 

4D13 Ag/CeO2 触媒によ

る PM燃焼反応と酸化還

元特性(名古屋大)○川地

浩史･清水研一･薩摩篤 

4E13 PEFC用炭素担持Pt
カソード触媒のシリカ

被覆による高耐久性化

(九州大)○松森裕史･松

根英樹･竹中壮･岸田昌

浩 

    4J13 マイクロリアクタ

ーに組込んだ弾性表面波

触媒による液相有機反応

の活性化(長岡技科大)○
浅利龍介･西山洋･斉藤信

雄･松原浩･井上泰宣 

4K13 鈴木－宮浦カップ

リング型重縮合による

all-trans ポリ (フェニレ

ンビニレン ) の立体制

御合成(京都大)○脇岡正

幸･山本康貴･武藤雄一

郎･小澤文幸 

 

           
12:00 昼 食 昼 食 昼 食 昼 食 昼 食 昼 食 昼 食 昼 食 4K14 四座ホスフィン－

モリブデン(0)錯体を利

用した芳香族アルデヒ

ドの pinacol 型および

McMurry 型カップリン

グ(東京大)○清野秀岳･

西山麻衣･溝部裕司 

昼 食 

           
12:15         4K15 撹拌速度による反

応選択性の制御―水/ヘ
キサン二相系での触媒

的アリル化反応―(東京

農工大 )○古菅裕文･小

峰伸之･平野雅文･小宮

三四郎 

 

           
12:30         昼 食  

           
           
           
         (一般研究)  

13:00 座長 和田雄二 座長 菊地隆司 座長 奥村和 座長 船橋英雄 座長 朝見賢二 座長 関根泰 座長 寺村謙太郎 座長 大西洋 座長 野村淳子 座長 山川哲 
 4C16 金属カチオン交換

Y ゼオライトを触媒と

する光化学的メチルケ

トン合成(大阪大)○塚本

大治郎･白石康浩･平井

隆之 

4D16 硝酸イオン還元反

応への電気化学メンブ

レンリアクタの適用

(6)(熊本大*1･菱彩テクニ

カ*2)○日隈聡士*1･安居

院綾子 *1 ･ 山口剛 *2 ･

HASNAT, Mohammad*1･

池上啓太*1･町田正人*1 

4E16 錯体重合法を応用

した酸窒化物系燃料電

池カソード触媒の合成

と特性(東京大*1･北陸先

端大*2)銀鳳翔*1･○陳佳

*1･高垣敦*2･高田剛*1･

久保田純*1･堂免一成*1 

4F16 特別講演 温故知

新・不均一固体プロピレ

ン重合触媒の調製法―

ソルベイ触媒を例にし

て―(ルモックス技研)○
志賀昭信 

4G16 特別講演  エチレ

ン共存下でのメタン転

化反応およびエチレン

転化反応によるプロピ

レンの合成(東京工大)○
馬場俊秀 

4H16 依頼講演  高耐久

性銅-アルミ系複合酸化

物 CO シフト反応用触媒

の開発(京都大)○宍戸哲

也 

4I16 Direct phenol 
synthesis by selective 
oxidation of benzene with 
molecular oxygen on 
Re-Pt/HZSM-5 catalyst
(Univ. Tokyo*1･Mitsui 
Chemicals*2) ○ WANG, 
Linsheng*1 ･ TADA, 
Mizuki*1  ･ OIKAWA, 
Takashi*2 ･ FUJIWARA, 
Kenji*2 ･ IWASAWA, 
Yasuhiro*1 

4J16 CVD 法による Ni-Mo
脱硫活性相の選択的調製

と水素化脱硫特性 (島根

大)○田村健太･久保田岳

志･岡本康昭 

4K16 Rh/Al2O3/NiAl(100)
における(CH3)2S の解離

および硫黄脱離反応(名
古屋大*1･広島大*2)○野

本豊和*1･八木伸也*1･曽

田一雄*1･生天目博文*2･

谷口雅樹*2 

4L16 依頼講演 プロセ

ス化学を指向した N-メチ

ルイミダゾール触媒の

利用(関西学院大)○田辺

陽 

           
13:15 4C17 Cr 含有疎水性シリ

カによる炭化水素類の

可視光部分酸化(大阪大)
○大原啓志･白石康浩･

平井隆之 

4D17 Pd-Cu 担持触媒と

ヒドラジンを用いる硝

酸イオンの分解反応に

おける触媒活性に及ぼ

すPd-Cu組成比および担

体の影響(原研)○門脇春

彦･加藤篤･富岡修･目黒

義弘･高橋邦明 

4E17 放射線照射法によ

り合成した直接ギ酸型

燃料電池用 Pd 二元系触

媒の内部構造と活性(大
阪大*1･東京工大*2･日立

マクセル*3)○川口卓也

*1･堀岡亮*1･仁谷浩明

*1･清野智史*1･中川貴

*2･大門英夫*3･山本孝夫*1

   4I17 活性化 V 触媒によ

る O2 を用いたベンゼン

の部分酸化反応(東京工

大 )○川野洋平･小林広

和･山中一郎 

4J17 表面固定化 Ru クラ

スターを用いた選択的ニ

トリル水素化反応 (東京

大)○石黒志･唯美津木･岩

澤康裕 

4K17 In situ ATR-IR 分光

法による高圧二酸化炭

素下のイオン性液体の

観測(学振*1･スイス連邦

工科大 *2)○關祐威 *1 ･

GRUNWALDT, Jan-dierk*2･

BAIKER, Alfons*2 

 

           
13:30      座長 亀岡聡     

 4C18 ルテニウム錯体を

内包した金属カチオン

交換ゼオライトの光触

媒特性評価(大阪大)○河

嶋将慈･亀川孝･森浩亮･

山下弘巳 

4D18 Pt/CeO2-ZrO2-Bi2O3/ 
γ-Al2O3 触媒によるトル

エンの低温完全燃焼(大
阪大 )○今津隼人･増井

敏行･今中信人 

4E18 Pt/HOPG における

Pt 粒子の形態と電子状

態(筑波大*1･豊橋技科大

*2)○岩崎陽介*1･近藤剛

弘*1･綿引健二*1･本間裕

ニ郎*1･須田善行*2･中村

潤児*1 

  4H18 CO シフト反応用

Cu-Al-Ox 系触媒の DSS
水蒸気処理下での酸化

還元挙動の検討(2)(北陸

先端大*1･京都大*2)○西

村俊*1･海老谷幸喜*1･宍

戸哲也*2･田中庸裕*2 

4I18 結晶性 Mo3VOx 複

合酸化物触媒を用いた

水中アルカン選択酸化

(北海道大)○藤澤拓己･

定金正洋･上田渉 

4J18 モレキュラーイン

プリンティングRu単核錯

体の表面設計と形状選択

的エポキシ化反応制御(東
京大)○木下睦雄･唯美津

木･佐々木岳彦･岩澤康裕 

4K18 MFI ゼオライト中

の一価銅イオンの特異

性―室温での Xe 吸着の

観点から―(岡山大*1･京

都工繊大*2)○鳥越裕恵

*1･森俊謙*1･大久保貴広

*1･小林久芳*2･後藤和馬

*1･石田祐之*1･黒田泰重

*1 

4L18 イリジウム錯体触

媒を用いたアセトンと

ジオールとの反応によ

るジケトンおよびヒド

ロキシケトン類の合成

(関西大)○井内洋介･大

洞康嗣･石井康敬 
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13:45   座長 日比野高士        
 4C19 メソポーラス有機

シリカ/Re 錯体複合体に

よる CO2 還元光触媒反

応(豊田中研*1･東京工大

*2)○竹田浩之*1･大橋雅

卓*1･谷孝夫*1･石谷治

*2･稲垣伸二*1 

4D19 La-Mn-O 系複合酸

化物触媒によるベンゼ

ン酸化分解反応(九州大)
○兵頭伸哉･草場一･永

長久寛･寺岡靖剛 

4E19 放射線照射法で合

成した DMFC 用 PtRu 触

媒のメタノール酸化活

性 (大阪大*1･東京工大

*2･日立マクセル*3)○景

山悟*1･堀岡亮*1･仁谷浩

明*1･清野智史*1･中川貴

*2･大門英夫*3･山本孝夫

*1 

  4H19 水性ガスシフト反

応に活性なアルミナ担

持 Cu 触媒への遷移金属

酸化物の添加効果(愛媛

大 )○相方邦昌･川西悠

介･浅本麻紀子･山浦弘

之･八尋秀典 

4I19 メタン-COからH2O2

を用いた液相酸化によ

る酢酸の合成 (1)(九州

大 )○神代政子･松本広

重･石原達己 

4J19 Design and asymmetric 
hydrogenation performance 
of a molecular imprinting 
chiral Ru complex catalyst 
on a silica surface(Univ. 
Tokyo) ○ YANG, Yong ･

TADA, Mizuki･IWASAWA, 
Yasuhiro 

4K19 軽油の超深度脱硫

反応に供した NiMo 触媒

上の配位不飽和サイト

に関する検討(東北大)○
小泉直人･浜辺雄輔･鄭

城鳳･鈴木彦太郎･山田

宗慶 

4L19 イリジウム錯体触

媒を用いるエタノール

の Guerbet 反応によるブ

タノールの合成(関西大)
○子田佳太郎･大洞康

嗣･石井康敬 

           
14:00 座長 亀川孝 座長 増井敏行  座長 室井髙城 座長 杉山茂  座長 定金正洋   座長 杉村高志 

 4C20 メソポーラス有機

シリカ/ビオロゲン/白金

光触媒による水素生成

反応(豊田中研)○大橋雅

卓･中島清隆･山中健一･

青木昌雄･谷孝夫･稲垣

伸二 

4D20 Ru/SnO2 触媒の微

細構造変化と反応特性

(京都大*1･東京大*2)○神

内直人*1･三津井知宏*1･

松井敏明*1･菊地隆司*2･

江口浩一*1 

4E20 起動停止耐久性能

に優れた燃料電池用

Cu-Zn-Al 系水性ガスシ

フト触媒の開発(出光興

産*1･鳥取大*2)○梅木孝

*1･河島義実*1･高津幸三

*1･仲井敏*1･奥村和*2 

4F20 依頼講演 新しい

オレフィン系ポリマー

の創製を目指したポス

トメタロセン触媒の創

製―高機能化ポリオレ

フィンのための触媒設

計―(奈良先端大)○野村

琴広 

4G20 NiO-SiO2 複合微粒

子触媒上のメタン熱分

解による CNT 生成(関西

電力*1･京都大*2･日産化

学*3･ファインセラミッ

クスセ*4)○寺島さよ*1･

矢ヶ崎えり子*1･井上正

志*2･石井憲一*3･高橋誠

治*4 

4H20 バイオマス水蒸気

ガス化用触媒上の Ni 微
粒子凝集抑制・再分散に

おける MgO添加効果(筑
波大)○櫻井卓也･王磊･

国森公夫･冨重圭一 

4I20 H2 の気相酸素を用

いた接触酸化による過

酸化水素合成(15) 加圧

の効果(九州大)○野村要

平･畑佑以子･松本広重･

石原達己 

4J20 ニオブカーバイド

触媒調製時の炭化温度低

下を目的としたコバルト

添加に関する研究 (千葉

大)○山口博司･原孝佳･一

國伸之･島津省吾 

 4L20 N-メチルイミダゾ

ール (NMI) 触媒を利用

する β-ケトエステルの

高速・高立体補完的・堅

牢なエノールスルホニ

ル化反応―新規クロス

カップリング対応基質

の合成―(関西学院大)○
仲辻秀文･上野可菜子･

西角浩･田辺陽 
           
 (一般研究)          

14:15 座長 亀川孝       座長 中村潤児   
 4C21 チタン酸ナノチュ

ーブの水熱処理による

TiO2 光触媒の結晶構造

制御(九州工大)○釜井孝

晃･村上直也･横野照尚 

4D21 金ナノ粒子担持

PET 不織布による常温

空気浄化(NBC*1･首都大

*2)○渡部泰佳*1･小林由

佳*1･中山鶴雄*1･武井孝

*2･春田正毅*2 

4E21 Pt/Ce-NbOx 系 CO
シフト触媒の Nb の効果

(日産自動車 )○小林智

明･赤間弘 

 4G21 カプセル型触媒を

用いるホルミル化反応

(富山大)髙橋稔･○劉勇･

張燚･米山嘉治･椿範立 

4H21 ペロブスカイト型

酸化物を担体とした水

性ガスシフト反応用触

媒(早稲田大)関根泰･○

高松遥･荒巻翔･松方正

彦･菊地英一 

4I21 膜触媒を用いた O2

と H2からの H2O2の直接

合成(東京工大)○平木大

介･田澤慧･村山徹･山中

一郎 

4J21 チタニア担持 Co-Mo
硫化物触媒の水素化脱硫

活性に及ぼす酸素処理効

果(島根大)○大木利晃･久

保田岳志･岡本康昭 

 4L21 アルコール類に対

する酸化インジウムの

触媒作用(千葉大)○瀬川

昌希･袖澤利昭･佐藤智

司 

           
14:30    座長 五十嵐哲  座長 八尋秀典     

 4C22 光電着法により白

金を担持した二酸化チ

タンモデル触媒のAFM観

察(神戸大)○片岡凉美･

木村建次郎･大西洋 

4D22 CO oxidation over 
metal oxides ― Remarkable 
influence of pretreatment 
on catalytic activity ―

(Tokyo Metropolitan Univ.*1･

JSPS*2 ･ CREST*3)○ 

YUNBO, Yu*1,*2･TAKEI, 
Takashi*1,*3 ･ OHASHI, 
Hironori*1,*3 ･ HARUTA, 
Masatake*1,*3 

4E22 固体酸と Cu-Fe ス

ピネルを用いたジメチ

ルエーテル水蒸気改質

触媒の開発(京都大*1･東

京大*2･JST*3･出光興産

*4)○霜田直宏*1･菊地隆

司 *2 ･ FAUNGNAWAKIJ, 
Kajornsak*3･福永哲也*4･

江口浩一*1 

4F22 固体酸触媒を用い

たバイオマス由来アセ

トンからのオレフィン

選択製造(北海道大)○多

湖輝興･岩貝和幸･坂元

真梨子･増田隆夫 

4G22 Low temperature 
methanol synthesis in 
slurry phase over 
Cu-based catalyst(Univ. 
Kitakyushu) ○ HU, Bao 
Shan･YAMAGUCHI, Yoko･
FUJIMOTO, Kaoru 

4H22 灯軽油の水蒸気改

質による水素製造のた

めの触媒開発(早稲田大)
関根泰･○新井博久･千

原崇弘･松方正彦･菊地

英一 

4I22 Pd-Au/TiO2 を用い

た気相水素存在下での

プロピレンの部分酸化

(大分大*1･九州大*2)○西

口宏泰*1･持田達也*1･柿

原俊明*1･永岡勝俊*1･野

村要平*2･石原達己*2･滝

田祐作*1 

4J22 分子線反応装置を

用いた金属表面上の NO, 
N2O 還元反応(筑波大)○
阪口嘉一･渡辺整･伊藤伸

一･冨重圭一･国森公夫 

 4L22 高温水中での多価

アルコールからの環状

エーテル合成(産総研)山
口有朋･日吉範人･佐藤

修･○阪東恭子･白井誠

之 

           
14:45 4C23 デラフォサイト型

酸化物を用いたエタノ

ールの光触媒反応(宇都

宮大 )○三塚聖･岩井秀

和･江川千佳司 

4D23 パルス法を用いた

希土類酸化物担持 Rh 触

媒上での CO 酸化挙動に

関する研究(大分大)○河

野崇･久保政和･萱田佑

斗･永岡勝俊･西口宏泰･

瀧田祐作 

 4F23 修飾 ZSM-5 触媒を

用いた直鎖アルカンの

接触分解反応(2)(産総研

*1･丸善石油化学*2)○井

上朋也*1･杉山洋貴*1･大

瀧憲一郎*1･澤田悟郎*2･

春名健志*2･古川拓郎*2･

川原正雄*2･濱川聡*1･清

住嘉道*1･水上富士夫*1 

4G23 講演中止 4H23 CoMo 炭化物触媒

の水性ガスシフト反応

活性(東京農工大)○青木

裕介･永井正敏 

4I23 Gas-phase epoxidation 
of propylene with O2 and 
H2 over Au/mesoporous 
TS-1(Tokyo Metropolitan 
Univ.*1 ･ CREST*2) ○

HUANG, Jiahui*1,*2･TAKEI, 
Takashi*1,*2 ･ OHASHI, 
Hironori*1,*2 ･ HARUTA, 
Masatake*1,*2 

4J23 赤外線化学発光法

を用いた Rh 単結晶上の

CO+NOおよびCO+N2O反

応(筑波大)○渡辺整･中尾

憲治･伊藤伸一･冨重圭一･

国森公夫 

 4L23 α,ω-アルカンジオ

ールの選択的脱水反応

(千葉大)○阿部克俊･袖

澤利昭･佐藤智司 

           
15:00 休  憩 4D24 Ag/CeO2 触媒によ

る CO 酸化反応における

活性制御因子(名古屋大)
○小田智徳･清水研一･

薩摩篤 

 休  憩 休  憩 休  憩 4I24 SMSI-PtTiO2 触媒に

よるベンゼンの直接水

酸化(東京工大)○山中一

郎･松田裕充 

休  憩   

           
           
           
           
           
           



9/26 C  会  場 D  会  場 E  会  場 F  会  場 G  会  場 H  会  場 I  会  場 J  会  場 K  会  場 L  会  場 

15:15 座長 市橋祐一   座長 里川重夫 座長 小俣光司 座長 宍戸哲也     
 4C25 カーボンナイトラ

イド(C3N4)の可視光照射

下における光触媒活性

(東京大*1･マックスプラ

ンク研*2･岡山大*3)○前田

和彦*1･WANG, Xinchen*2･

西原康師 *3 ･THOMAS, 
Arne*2 ･ ANTONIETTI, 
Markus*2･堂免一成*1 

  4F25 リン添加 NiMo/ 
Al2O3 硫化物触媒による

カルバゾールの水素化

脱窒素活性反応と表面

特性(東京農工大)○坂本

苑絵･永井正敏 

4G25 担体表面修飾によ

るFT合成触媒の開発(富
山大 )○遠藤祐輔･花山

孝司･張燚･米山嘉治･椿

範立 

4H25 Pd 膜を用いた水素

分離における共存二酸

化炭素、水蒸気の影響

(1)(産総研)○佐藤剛一･

東英生･西岡将輝･濱川

聡･鈴木敏重･水上富士

夫 

   4L25 酸化チタン光触媒

を用いた芳香環アミノ

化反応(名古屋大)○湯沢

勇人･吉田寿雄 

15:30          座長 平野雅文 
 4C26 可視光応答型光触

媒窒化ガリウム酸化亜

鉛固溶体の活性向上に

関する研究(東京大)○坂

本尚之･前田和彦･久保

田純･堂免一成 

  4F26 高温超臨界乾燥法

により調製したCo-Re/SiO2

触媒上での Fischer-Tropsch
合成 (工学院大 )○坂本

圭･飯田肇･五十嵐哲 

4G26 Design and 
modification of zeolite 
capsule catalyst, a confined 
reaction field, and its 
application in one-step 
isoparaffin synthesis from 
syngas(Univ. Toyama)○
YANG, Guohui･ZHANG, Yi･
YONEYAMA, Yoshiharu･
TSUBAKI, Noritatsu 

4H26 n-C4H10の酸化的改

質反応の常温駆動(4)―
複合酸化物担体による

還元温度の低温化―(大
分大 )○佐藤勝俊･福田

渉･足立康平･永岡勝俊･

西口宏泰･瀧田祐作 

   4L26 依頼講演  デンド

リティック分子を用い

た機能集積型ナノ触媒

の開発(大阪大)○水垣共

雄 

           
15:45    座長 増田隆夫       

 4C27 Ce、Co 系熱触媒と

可視光応答型光触媒を

組み合わせた VOC(トル

エン)分解に関する研究

(東京大 )○染川正一･

YULIATI, Leny･石川麻

子･石川明生･堂免一成 

  4F27 依頼講演  触媒反

応の動力学とプロセス

開発(触媒学会)○出口隆 

4G27 スパッタリング法

による高性能金属―ゼ

オライト複合触媒の調

製方法―(富山大)○平野

萩祐･米山嘉治･張燚・田

口明・阿部孝之・椿範立

4H27 n-C6H14の高圧水蒸

気改質反応用担持 Ni 触
媒の担体効果の検討(大
分大*1･ルネッサンス・エ

ナジー・リサーチ*2)○安

達健二*1･佐藤勝俊*1･岡

田治*2･永岡勝俊*1･西口

宏泰*1･瀧田祐作*1 

    

16:00 座長 横野照尚          
 4C28 可 視 光 応 答 型

WO3・TiO2系光触媒への

Pt 添加効果(神戸大)○西

条真吾･谷口賢晃･市橋

祐一･西山覚 

    4H28 CaTiO3 系薄膜型反

応器による合成ガス製

造(産総研)○星靖･濱川

聡･盧金鳳･伯田幸也･林

拓道･井上朋也･佐藤剛

一･水上富士夫 

   4L28 シンコニジン修飾

Pd/C を用いる不斉水素

化反応―修飾剤のキノ

リン環上の置換基効果

―(兵庫県大)○金台燕 

           
16:15      座長 佐藤剛一     

 4C29 Ta3N5光電極による

水分解の検討(東京大*1･

北海道大*2)○西村直之

*1･片山正士*1･高田剛

*1･阿部竜*2･久保田純

*1･堂免一成*1 

    4H29 Pt/perovskiteによる

メタン水蒸気改質の酸

素同位体を用いた反応

機構解析(早稲田大)関根

泰･○井筒義行･松方正

彦･菊地英一 

   4L29 オレフィンメタセシ

スを利用したDefect-Free共
役ポリマーの精密合成-
原子効率に優れた精密

合成新手法の開発(奈良

先端大 )○山本修央･伊

藤隆介･藤木道也･野村

琴広 
           

16:30 4C30 可視光応答型酸化

チタン薄膜光触媒を用

いたバイオマスを含む

水からの水素の分離生

成 (大阪府大 )○福本章

平･竹内雅人･松岡雅也･

安保正一 

    4H30 メタンDSS水蒸気

改質用 Pt-Ni/Mg(Al)O 触

媒の調製法(広島大*1･京

都大*2)○LI, Dalin*1･西田

和史*1･YINGYING, Zhan*1･

宍戸哲也*2･近江靖則*1･

佐野庸治*1･竹平勝臣*1 

   4L30 新規ポリマー担持

触媒の創製を指向した

表面修飾球状ポリマー

の精密合成新手法の開

拓(奈良先端大)○野村琴

広･渡邉木綿･藤木道也･

大谷久貴 
           

16:45      4H31 Ni-Ru/Mg(Al)O 触媒

によるプロパンのDSSオー

トサーマル改質反応(広島

大*1･京都大*2)○西田和史*1･

LI, Dalin*1 ･YINGYING, 
Zhan*1･宍戸哲也*2･近江

靖則*1･佐野庸治*1･竹平

勝臣*1 

    




