
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〕 
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 「光触媒」セッション 「バイオマス変換触媒」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 

「工業触媒」セッション (一般研究) 「規則性多孔体の合成と

機能」セッション 

「ナノ触媒」セッション ｢ファインケミカルズ合成触

媒｣セッション 

「環境触媒」セッション 「コンピュータ利用」セッショ

ン 

           
9 : 00 3C01 光電析法を用いて

調製した金属ナノ粒子の

生成機構解析(京都大)○
大山順也･寺村謙太郎･宍

戸哲也･田中庸裕 

3D01 固体酸塩基触媒に

よる糖類からの 5-ヒドロ

キシメチルフルフラール

の直接合成(北陸先端大)
○大原三佳･西村俊･高垣

敦･海老谷幸喜 

3E01 グラフェンまたは

窒素置換グラフェンにお

ける水素吸蔵メカニズム

に関する理論的研究(京
都府大)○瀬戸寛生･リン

トゥルオト正美 

3F01 依頼講演 NEDO 触

媒技術アウトカム調査の

報告(アイシーラボ)○室

井髙城 

3G01 PtRu 触媒の微細構

造とメタノール酸化活性

(日立マクセル)○大門英

夫･黒部友紀子･小野寺大

剛 

3H01 ナノサイズ TS-1 の

新規調製法の開発とその

酸化触媒特性(東京工大)
○渡邉亮太･横井俊之･今

井裕之･野村淳子･辰巳敬

3I01 種々の方法でセリ

アに担持した白金および

金の微細構造と酸化触媒

特性(首都大*1･産総研*2･

大阪大*3)○島田悟史*1･

武井孝*1･秋田知樹*2･竹

田精治*3･春田正毅*1 

3J01 ハーフチタノセン

錯体触媒によるエチレン

と各種置換オレフィンと

の共重合(奈良先端大)○
野村琴広･垣貫健一 

3K01 排ガスモニタリン

グ用混成電位式アンモニ

アセンサの金属酸化物修

飾効果(名古屋大*1･日本

特殊陶業*2)○片桐誠*1･

清水研一*1･柿元志郎*2･

菅谷聡*2･松谷渉*2･薩摩

篤*1 

3L01 実験との融合を指

向した振動スペクトルシ

ミュレータの開発とトラ

イボ材料の表面分析への

応用(東北大)○小野寺拓･

鈴木愛･坪井秀行･畠山望･

遠藤明･高羽洋充･久保百

司･宮本明 
           

9 : 15 3C02 金属担持 TiO2 光触

媒を用いたアンモニアの

光分解反応(神戸大)○北

川健介･西条真吾･市橋祐

一･西山覚 

3D02 固体酸触媒による

無水糖の合成(北陸先端

大)○高垣敦･海老谷幸喜 

3E02 超臨界水ガス化装

置とパラジウムメンブレ

ンリアクターの連結(宇
都宮大)○佐藤剛史･明田

光宏･伊藤直次 

 3G02 炭素担持 Pt 触媒を

低温活性な PROX 触媒に

かえる助触媒について

(学振*1･埼玉工大*2)○庄

将志*1･田中虔一*2 

3H02 層間拡張 MWW 型

ゼオライトへのポスト処

理による Ti の導入と触媒

特性(東京工大)○今井裕

之･横井俊之･野村淳子･

辰巳敬 

3I02 酸性担体に金を担

持する有効な 3 つの調製

法(首都大*1･CREST*2･高

輝度光科学研究セ*3)○大

橋弘範*1,*2･陰地宏*3･本

間徹生*3･石田玉青*1,*2･

武井孝*1,*2･春田正毅*1,*2

3J02 Pd/HPMoV/CeCl3/O2

系によるアセタールを鍵

中間体としたアルデヒド

からの新規合成反応の開

発(関西大)○堀川典秀･玉

祖健一･大洞康嗣･石井康

敬 

3K02 バナジウム系脱硝

触媒における SO2 の酸化

反応挙動に関する研究

(海上技術安全研)○稲葉

利晴･岸武行･高木正英･

平田宏一･村岡英一･永井

建夫･福田哲吾 

3L02 機能性材料構造解

析のための実験融合計算

化学手法の開発(東北大)
○高羽洋充･鈴木愛･坪井

秀行･畠山望･遠藤明･久保

百司･宮本明 

           
           

9 : 30 3C03 酸化チタン光触媒

による 1-ブテンの水和反

応(名古屋大)○米山晶子･

湯沢勇人･吉田寿雄 

3D03 スルホン化活性炭

触媒を用いた多糖類の加

水分解反応(高知大)○恩

田歩武･越智貴史･柳澤和

道 

3E03 Cu-Al-Ox系COシフ

ト反応用触媒における水

蒸気処理の影響の検討

(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 

3F03 依頼講演 石油精製

における高負荷反応塔へ

の触媒充填技術(日鉱金

属*1･新日本ソーラーシ

リコン*2･ジャパンエナ

ジ ー *3) ○ 大 久 保 秀 一

*1,*2･高橋優一*3 

3G03 種々の CNT 担体に

担持した Pt-Ru アノード

触媒の耐 CO 特性(筑波

大)○高野幸男･劉銀珠･

中村潤児 

3H03 疎 水 化 し た

Ti-MCM-68 触媒を用いる

フェノールの酸化反応

(横浜国大)○山田拓･稲垣

怜史･窪田好浩 

3I03 金属酸化物に担持

された金ナノ粒子による

CO 酸化反応;反応活性発

現機構に及ぼすM-O結合

力の影響(京都工繊大)○
飯塚泰雄･平木康浩･薬師

寺光･三浦拓巳 

3J03 Ir 触媒の水素移動能

を用いたエタノールから

酢酸エチルの新規合成法

の開発(関西大)○山本信

行･大洞康嗣･石井康敬 

3K03 Fe(II)ゼオライトに

よる選択的 NO 濃縮(東京

大)○小倉賢･川上功太郎 

3L03 超高速化量子分子

動力学法を用いた金属表

面の酸化反応シミュレー

ション(東北大)○坪井秀

行･稲葉賢二･佐々木由美

子･佐川藍･鈴木裕佳･鈴木

達哉･鈴木愛･畠山望･遠藤

明･高羽洋充･久保百司･宮

本明 
           

9 : 45 3C04 Pt ナノ粒子 TiO2 に

よるベンズイミダゾール

類の光触媒型合成(大阪

大 )○白石康浩･菅野義

経･平井隆之 

3D04 ジルコニア系固体

酸触媒を用いたキシロー

スの脱水反応(東京工大)
○鈴木毅･大友亮一･今井

裕之･横井俊之･野村淳

子･辰巳敬 

3E04 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(2)(産
総研 )○佐藤剛一･東英

生･夏井真由美･西岡将

輝･濱川聡･水上富士夫 

 3G04 チタンやニオブを

ベースとした非白金系遷

移金属酸窒化物系 PEFC
カソード用触媒の開発

(東京大)○高鍋和広･YIN, 
Fengxiang･久保田純･堂免

一成 

3H04 TON 型ゼオライト

の形態制御とその触媒活

性(横浜国大)○金子良大･

稲垣怜史･窪田好浩 

3I04 水素吸蔵処理した

Zr-(Ni, Pd, Pt)系金属間化

合物の CO 酸化特性(東北

大*1･物材機構*2)○遠藤

成輝*1･亀岡聡*1･蔡安邦

*1,*2･平田俊也*2･西村睦

*2 

3J04 Cp2Ni-KOt-Bu-BEt3

系触媒によるベンゼンお

よびナフタレンの直接

C-H アリール化反応(相模

中研)小林修･浦口大輔･

○山川哲 

3K04 NH3による NO の選

択還元反応に対する炭化

水素の影響(産総研)○鈴

木邦夫･佐々木基･羽田政

明･浜田秀昭 

3L04 超高速化量子分子

動力学法を用いたリチウ

ムイオン電池の正極材料

のシミュレーション(東北

大)○下智美･鈴木康浩･高

橋渓･鈴木愛･坪井秀行･畠

山望･遠藤明･高羽洋充･久

保百司･宮本明 
           
           

10 : 00 3C05 コアシェル型金属

担持 TiO2光触媒のエタノ

ールからの水素生成にお

けるシェル厚効果(長崎

大)○江島寛明･中越修･

髙田藤和･田辺秀二 

3D05 さまざまな規則性

メタロシリケート触媒に

よるキシロースの脱水反

応(東京工大)○大友亮一･

鈴木毅･今井裕之･横井俊

之･野村淳子･辰巳敬 

3E05 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･渡部

綾･○坂本裕貴･高松遥･

松方正彦･菊地英一 

3F05 依頼講演 革新的な

触媒新技術の開発―資

源・エネルギー・環境分

野での貢献を目指して

―(三井化学)○藤田照典 

3G05 固体高分子形燃料

電池触媒層における分子

間相互作用の理論解析

(九州大*1･東北大*2)○南

雲亮*1･金寶英*2･鈴木愛

*2･坪井秀行*2･畠山望*2･

遠藤明*2･高羽洋充*2･久

保百司*2･宮本明*2･小倉

鉄平*1･石元孝佳*1･古山

通久*1 

3H05 ヘテロ元素含有メ

ソポーラスシリカへの窒

素導入による表面特性の

変化(東京大)○洪在亨･小

倉賢 

3I05 ポルフィリン誘導

体に保護された金および

白金ナノ粒子の構造解析

(京都大*1･同志社大*2)○
樋口泰弘*1･大山順也*1･

人見穣*2･寺村謙太郎*1･

宍戸哲也*1･田中庸裕*1 

3J05 ルテニウム(0)錯体

上でのアクリル酸メチル

の tail-to-tail 選択的二量

化反応機構(東京農工大)
○平野雅文･坂手結弥子･

小峰伸之･小宮三四郎 

3K05 NOx 吸蔵還元触媒

Pt-Li2O/TiO2 へのアルミ

ナ添加効果(京都大)○北

川恭平･室山広樹･松井敏

明･江口浩一 

3L05 超高速化量子分子

動力学法を用いた太陽電

池電極材料の電子構造解

析(東北大)○広瀬祥･小野

寺真里･呂晨･鈴木愛･坪井

秀行･畠山望･遠藤明･高羽

洋充･久保百司･宮本明 

           
10 : 15 3C06 WO3 担持 TiO2 光触

媒によるアルコール類の

選択酸化(大阪大)○塚本

大治郎･池田真･白石康

浩･平井隆之 

3D06 ニオブ酸による D-
グルコースからの HMF
合成(東京工大*1･東北大

*2･神奈川科学技術アカ

デミー*3)○山下信也*1･

中島清隆*1･北野政明*1･

加藤英樹*2･原亨和*1,*3 

3E06 電場印加触媒反応

によるメタン・エタノー

ルの水蒸気改質と水性ガ

スシフト(早稲田大)関根

泰･○原口将征･富岡真

彦･松方正彦･菊地英一 

 3G06 固体高分子形燃料

電池 MEA の劣化機構に

関する理論的解析(九州

大)○石元孝佳･南雲亮･

小倉鉄平･古山通久 

3H06 FT-IR によるメソポ

ーラス酸化ニオブ上での

アルケンの酸化反応の直

接観測(東京工大)○嶋寿･

田中学･辰巳敬･野村淳子

3I06 Ag/アルミナ触媒に

よるアルコールとアミン

からの直接的アミド合成

における活性種(名古屋

大)○大島啓一郎･清水研

一･薩摩篤 

3J06 新規な含窒素複素

環式カルベン―銅触媒に

よるエノンの不斉共役付

加反応(関西大)○岡本全

生･山本祐子･坂口聡 

3K06 Pd 触媒上での過渡

NOx 浄化性能に及ぼすサ

ポート材表面特性の影響

(マツダ)○越智康博･川端

久也･重津雅彦･住田弘

佑･国府田由紀･栃岡孝宏 

3L06 Ultra accelerated 
QCMD study to investigate 
the interactions in binding 
pocket of Reverse 
Transcriptase(Tohoku Univ.)
○SAHU, Kamlesh Kumar･
SUZUKI, Ai ･ TSUBOI, 
Hideyuki･HATAKEYAMA, 
Nozomu･ENDOU, Akira･
TAKABA, Hiromitsu･KUBO,
Momoji ･ MIYAMOTO, 
Akira 
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10 : 30 3C07 Cr をドーピングし

た可視光応答性 Ti 系酸化

物における光触媒活性の

反応温度依存性(東京理

大 )○長澤健二･齊藤健

二･工藤昭彦 

3D07 カーボン系固体酸

触媒によるリグノセルロ

ースの糖化(神奈川科学

技術アカデミー*1･東京

工大*2)○山口大造*1･北

野政明*2･中島清隆*2･加

藤英樹*2･原亨和*1,*2 

3E07 メタン水蒸気改質

反応における触媒層内反

応過程の酸素センサによ

る解析(京都大)○佐分主

税･室山広樹･松井敏明･

江口浩一 

3F07 依頼講演 革新的低

コストを実現する燃料電

池用改質系触媒の開発

(出光興産)○松本寛人 

3G07 白金ルテニウム複

核錯体を用いた新規合金

電極触媒の作製および電

極触媒活性の評価(北海

道大)○大川侑久･上原広

充･魚崎浩平 

3H07 メソポーラス複合

酸化ニオブの酸触媒能

(東京大*1･北陸先端大*2･

東京工大*3･産総研*4)○
田草川カイオ*1･高垣敦

*2･高鍋和広*1･野村淳子

*3･林繁信*4･辰巳敬*3･堂

免一成*1 

3I07 光照射により調製

した Ag ナノプレートの

シクロヘキセンエポキシ

化触媒活性(中央大)○村

山美乃･橋本奈緒美･田中

秀樹 

3J07 Ag/Al2O3触媒を用い

たアルコールによるアミ

ンの N-アルキル化におけ

る活性制御因子(名古屋

大 )○西村雅翔･清水研

一･薩摩篤 

3K07 三元触媒の貴金属-
担体相互作用(1)―Pt-MgO  
の相互作用―(豊田中研)
○田辺稔貴･長井康貴･堂

前和彦･高橋直樹･曽布川

英夫･新庄博文 

3L07 Investigation of  
structures, reactivity and 
enantioinduction process of 
asymmetric organocatalysis 
using ultra-accelerated 
quantum chemical 
molecular dynamics(Tohoku 
Univ.)○MALANI, Hema･
SUZUKI, Ai ･ TSUBOI, 
Hideyuki･HATAKEYAMA, 
Nozomu･ENDOU, Akira･
TAKABA, Hiromitsu ･ KUBO, 
Momoji ･ MIYAMOTO, 
Akira 

           
           

10 : 45 3C08 異なる濃度で Cr と
Sb を共ドープした酸化チ

タンの分光計測(神戸大)
○伊藤晶規･大西洋 

3D08 担持金属触媒によ

るセルロース加水分解反

応(北海道大)○駒野谷将･

小林広和･原賢二･福岡淳 

3E08 ステンレス製ハニ

カ ム を 担 体 と す る

Ni/Al2O3 系構造体触媒の

メタン改質特性とその物

性(静岡大*1･キャタラー

*2)大倉広宙*1･安田一雄

*1･松本豊*2･笠原光一*2･

○福原長寿*1 

 3G08 低圧 CO2 とメタノ

ールからの DMC 合成に

おけるアセトニトリル水

和の促進効果(筑波大*1･

新日本製鐵*2)○本田正義

*1･久野新太郎*1･藤本健

一郎*2･鈴木公仁*2･冨重

圭一*1 

3H08 CVD 法を用いた

Sn-BEA の調製とシクロ

ヘ キ サ ノ ン の

Baeyer-Villiger 酸化への

応用(早稲田大)松方正彦･

○鈴木紘二･関根泰･菊地

英一 

3I08 セレン中心二核ペ

ルオキソタングステート

による過酸化水素を酸化

剤としたスルフィドの効

率的酸化反応(東京大*1･

CREST*2)○平野智久*1･

鎌田慶吾*1,*2･水野哲孝

*1,*2 

3J08 固体塩基触媒を用

いるアセチレンからのビ

ニルエーテル合成(富山

大 )○水野宏一･米山嘉

治･張燚･椿範立 

3K08 三元触媒の貴金属-
担体相互作用(2)―Pt/CeO2 触

媒の Pt 粒成長抑制と Pt
還元挙動―(豊田中研*1･

京都大*2･欧州放射光施

設*3･高輝度光科学研究セ

*4･高エネ研*5･トヨタ自動車

*6)○長井康貴*1･堂前和

彦*1･寺村謙太郎*2･田中庸

裕*2･GUILERA, Gemma*3･

加藤和男*4･野村昌治*5･

田辺稔貴*1･高橋直樹*1･

新庄博文*1･松本伸一*6 

3L08 担持貴金属触媒に

おける反応シミュレータ

の開発(東北大)○鄭善鎬･

鈴木愛･坪井秀行･畠山望･

遠藤明･高羽洋充･久保百

司･宮本明 

           
           

11 : 00 3C09 特別講演 酸化チタ

ン光触媒の新展開(大阪

大)○真嶋哲朗 

3D09 ハイブリッド酸触

媒によるセルロースから

のレブリン酸エステル合

成(産総研)○富永健一･福

島友吏子･佐藤一彦 

3E09 特別講演 水素が関

与する触媒プロセスと反

応分離膜(宇都宮大)○伊

藤直次 

3F09 PROX 触媒レスを目

指 し た 燃 料 電 池 用

Cu-Zn-Al 系シフト触媒の

低温高活性化(出光興産)
○梅木孝･高津幸三･仲井

敏･河島義実 

3G09 固体酸触媒として

のチタニアナノチューブ

(東京工大*1･産総研*2)○
北野政明*1･中島清隆*1･

野村淳子*1･林繁信*2･原

亨和*1 

3H09 アニオン性界面活

性剤を用いたアルミニウム

及びガリウム導入メソポー

ラスシリカの合成(広島大)
○藤原純･角谷定宣･近江

靖則･定金正洋･佐野庸治

3I09 特別講演 ゼオライ

ト・ナノ空間で不安定化

学種を補捉する、貯蔵す

る、利用する(東京大)○尾

中篤 

3J09 金属酸化物担持ル

テニウム触媒を用いるカ

ルボン酸のアルキンへの

付加反応(京都大)○西海

雅巳･三浦大樹･和田健

司･細川三郎･井上正志 

3K09 CO 酸化用高耐熱性

Rh/CeO2 触媒(名古屋大)
○小田智徳･清水研一･薩

摩篤 

3L09 特別講演 Side-on 型

配位遷移金属錯体の反応

解析(兵庫県大)○重田育

照 

           
11 : 15  3D10 マイクロ波を用い

たセルロース系バイオマ

スの糖化処理(豊田中研)
○福島英沖･高木秀樹 

 3F10 低温水性ガスシフ

トのための Cu-ZnO 触媒

の劣化解析(工学院大)○
飯田肇･熊崎建･飯田健･

五十嵐哲 

3G10 カーボン系固体酸

のキャラクタリゼーショ

ン(東京工大*1･東北大*2･

産総研*3･神奈川科学技

術アカデミー*4)○福原紀

一*1･北野政明*1･中島清

隆*1･加藤英樹*2･林繁信

*3･原亨和*1,*4 

3H10 メソポーラスシリ

カ細孔内における界面活

性剤の熱分解挙動と酸触

媒性能(広島大)○角谷定

宣･窪田友香･近江靖則･

定金正洋･佐野庸治 

 3J10 磁性ナノ粒子触媒

の表面高機能化と精密有

機合成反応への応用(大
阪大 )○森浩亮･吉岡直

輝･近藤佑一･山下弘巳 

3K10 Rh/CeO2-ZrO2 触媒

の NO-C3H6-O2 反応活性

に対するエージング処理

の影響(産総研*1･三井金

属*2)○羽田政明*1･法師

人央記*2･佐藤隆広*2･高

木啓充*2･篠田潔*2･中原

祐之輔*2･廣江和美*2･藤

谷忠博*1･浜田秀昭*1 

 

           
11 : 30  3D11 依頼講演 バイオマ

ス変換と触媒との関わり

(産総研)○村田和久 

 3F11 担持ルテニウム触

媒による CO 選択メタン

化触媒の開発(成蹊大*1･

東京大*2)○遠藤健一朗

*1･高廣智基*1･浦崎浩平

*1･菊地隆司*2･小島紀徳

*1･里川重夫*1 

3G11 官能基修飾したカ

ーボン系固体酸の触媒能

(神奈川科学技術アカデ

ミー*1･東京工大*2･産総

研*3)○角野健史*1･山口

大造*1･北野政明*2･中島

清隆*2･林繁信*3･原亨和

*1,*2 

3H11 三次元規則的マク

ロ多孔性金属酸化物の合

成におけるコロイド結晶

テンプレートの熱安定性

の影響(北海道大*1･広島

大*2･三菱レイヨン*3)○
佐々木啓介*1･加藤理加

*1･定金正洋*2･二宮航*1･

中村博樹*3･上田渉*1 

 3J11 依頼講演 銀クラス

ターとアルミナの酸塩基

点の共同作用を利用した

合成反応(名古屋大)○清

水研一 

3K11 ペロブスカイト触

媒の固溶・析出挙動(1)結
晶構造(ダイハツ工業*1･

原研*2･大阪大*3)○谷口

昌司*1･姜天龍*1･上西真

里*1･田中裕久*1･松村大

樹*2･西畑保雄*2･水木純

一郎*2･魚住昭文*3･濱田

幾太郎*3･森川良忠*3 

 

           
11 : 45    3F12 ゼオライト触媒上

でのターシャリーブタンチオ

ールの低温直接分解によ

る新規脱硫プロセスの提

案(成蹊大)○早野慎太郎･

戸谷光男･大貫琢郎･浦崎

浩平･小島紀徳･里川重夫 

3G12 固体酸触媒による

アルコール類の脱水反応

(京都大)○上坂登志夫･宍

戸哲也･寺村謙太郎･田中

庸裕 

3H12 三次元規則的マク

ロ多孔性酸化マグネシウ

ムの合成(北海道大*1･広

島大*2･三菱レイヨン*3)
○加藤理加*1･佐々木啓

介*1･定金正洋*2･二宮航

*3･中村博樹*3･上田渉*1 

  3K12 ペロブスカイト触

媒の固溶・析出挙動(2)反
応特性(ダイハツ工業)○
姜天龍･谷口昌司･上西真

里･田中裕久 
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13 : 00 3C13 高分子球をテンプ

レートとする高活性酸化

タングステン微粒子光触

媒の合成(北海道大*1･広

島大*2)○阿部竜*1･鹿目

直子*1･定金正洋*2 

3D13 特別講演  下水汚

泥 ,畜産糞尿からの石油

化学関連物質製造の可能

性(北海道大)○増田隆夫･

多湖輝興 

3E13 メチルシクロヘキ

サンを 300℃以下でトル

エンと水素にする触媒お

よび反応方式(東京理大

*1･新エネルギー研*2)○
庄野厚*1･河口進*1･相原

昌俊*1･荒巻潔*1･松島宣

昭*1･桑野潤*1･大竹勝人

*1･斉藤泰和*2 

3F13 依頼講演 プロピレ

ン重合触媒の現状と将来

展開(東邦チタニウム)○
藤田孝 

3G13 強固な Ir-Ir 二重結

合を有する二核 Ir 錯体を

用いた新規表面固定化錯

体触媒の設計(分子研*1･

東京大*2･金沢大*3)○邨

次智*1･串田祐子*1,*2･中

井英隆*3･磯辺清*3･佐々

木岳彦*2･唯美津木*1 

3H13 バリウムイオン交

換脱アルミモルデナイト

の酸性質と触媒活性(鳥
取大)○玉川博康･片田直

伸･丹羽幹 

3I13 貴金属担持 SnO2 ナ

ノ粒子の水熱合成とその

特性(立命館大*1･九州大

*2)○橋新剛*1･栗原圭一

*1･佐藤栄亮*1･木下弘章

*1･谷川純也*1･玉置純*1･

金子賢治*2 

3J13 特別講演 協奏機能

分子触媒の化学 :二核協

奏機能分子触媒への展開

(東京工大)○碇屋隆雄 

3K13 特別講演 貴金属ミ

ニマム化に向けた触媒物

質の開発(熊本大)○町田

正人 

3L13 依頼講演 分子軌道

法による相互作用パラメ

ータの第一原理計算と磁

性体等への展開(大阪大)
○川上貴資 

           
13 : 15 3C14 白金担持型酸化タ

ングステンと酸化チタン

の混合光触媒による気相

トルエン高効率分解反応

(北海道大)○川田裕輔･阿

部竜･大谷文章 

 3E14 アンモニア改質に

よる水素製造反応用担持

Ru 触媒での担体効果(大
分大*1･学振*2)○本多恭

子*1･伊吹恵美*1･葛城雅

子雅子*1･河野まなみ*1･

佐藤勝俊*1,*2･永岡勝俊

*1･西口宏泰*1･滝田祐作

*1 

 3G14 無機酸化物に担持

された水酸化ルテニウム

触媒を用いたアルコール

酸化反応の理論的研究

(東京大)○二階堂文也･牛

山浩･山下晃一 

3H14 Al-MCM-68 を触媒

としたヘキサンのクラッ

キング(横浜国大)○武智

一義･稲垣怜史･窪田好浩

3I14 多孔性中空カーボ

ンシェルに内包させたパ

ラジウムナノ粒子の調製

とその触媒機能(大阪大

*1･名古屋大*2)○橋本史

広*1･原田隆史*1･鳥本司

*2･池田茂*1･松村道雄*1 

   

           
13 : 30 3C15 炭素繊維シートを

基材とする酸化タングス

テン光電極による水中有

機物の高効率分解(北海

道大 )○法邑宏八･阿部

竜･大谷文章 

 3E15 担持ニッケル触媒

を用いたトルエン水蒸気

改質(早稲田大)○井筒義

行･関根泰･関口慶･新井

博久･松方正彦･菊地英一 

3F15 触媒調製法の違い

によるプロピレン重合活性

点の粒子内分布状態に関

する検討(北陸先端大)○
平岡優一･KIM, Sangyull･
谷池俊明･寺野稔 

3G15 In situ 時間分解

XAFS 測定によるニッケ

ル錯体触媒の反応機構解

析(京都大)○朝倉博行･宍

戸哲也･寺村謙太郎･田中

庸裕 

3H15 エタノール転化反

応における ZSM-5型ゼオ

ライトの SiO2/Al2O3 比の

影響(広島大*1･産総研*2)
○原田泰光*1･後藤大助

*1･近江靖則*1･高橋厚*2･

藤谷忠博*2･定金正洋*1･

佐野庸治*1 

3I15 ナノ多孔性ポリマ

ーに担持された高活性 Pd
ナノ粒子触媒の簡便ワン

ポット調製法(川村理研)
○加藤愼治･小笠原伸 

  3L15 水素生成反応、酸素

還元反応の金属依存性に

関するクラスターモデル

DFT 計算(京都工繊大*1･

長崎総合科学大*2)○小林

久芳*1･中薗智哉*1･川田

曜士*1･竹内信行*1･山邊

時雄*2 
           

13 : 45 3C16 酸素欠損型タング

ステン酸ビスマス光触

媒 :光吸収特性と光触媒

活性の関係(北海道大)○
天野史章･野上皓平･大谷

文章 

 3E16 エタノール水蒸気

改質における Co 系触媒

への Fe 添加効果(早稲田

大)関根泰･井筒義行･○

風間淳･松方正彦･菊地英

一 

3F16 修飾 ZSM-5 触媒を

用いた直鎖アルカンの接

触分解反応(3)(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 

3G16 金クラスターの接

合効果に関する理論的研

究(大阪大)○奧村光隆･北

河康隆･川上貴資 

3H16 種々の細孔構造を

有する SAPO-n による

MTO 反応(東京工大)○大

塚彩乃･今井裕之･横井俊

之･野村淳子･辰巳敬 

3I16 構成原子数を制御

したデンドリマー内包サ

ブナノ金属クラスター触

媒の開発(大阪大)○木畑

貴行･前野禅･南茂和･満

留敬人･水垣共雄･實川浩

一郎･金田清臣 

  3L16 MgO 表面の吸着水

が二次電子放出特性に与

える影響の大規模量子化

学計算による解析(東北大

*1･広島大*2)○芹澤和実

*1･大沼宏彰*1･菊地宏美

*2･末貞和真*2･北垣昌規

*2･山下格*1･鈴木愛*1･坪

井秀行*1･畠山望*1･遠藤

明*1･高羽洋充*1･久保百

司*1 
           
           

14 : 00 3C17 タングステン/モリ

ブデン系ビスマス複合酸

化物の光触媒活性におよ

ぼすバンド構造の影響

(北海道大)○北村三佳･天

野史章･大谷文章 

3D17 FeOX 複合触媒によ

る発酵残渣からのアセト

ン製造(北海道大)○舟井

啓･佐藤由実･佐藤康治･

田島健次･多湖輝興･増田

隆夫 

3E17 アルミナ担持 Pt 触

媒によるメタノール液相

改質反応に対する Mo 添

加効果(神奈川大)○坂本

峻彦･吉田暁弘･内藤周弌 

3F17 特別講演 水素化脱

硫触媒の調製と調製化学

(島根大)○岡本康昭 

3G17 鉄ポルフィリン錯

体とハイドロタルサイト

を用いた選択光酸化反応

の反応機構解析(京都大)
○常岡秀雄･寺村謙太郎･

宍戸哲也･田中庸裕 

3H17 特別講演 アンモニ

ア昇温脱離法によるゼオ

ライト酸性質測定とパラ

フィン分解活性(鳥取大)
○丹羽幹 

3I17 カーボンナノチュ

ーブ担持金属触媒のシリ

カ被覆による触媒劣化の

抑制(九州大)○有家隆文･

竹中壮･松根英樹･岸田昌

浩 

3J17 超臨界二酸化炭素

溶媒を利用した tert-ブチ

ルフェノールの立体選択

的水素化反応(産総研)○
日吉範人･山口有朋･佐藤

修･守屋智美･白井誠之 

3K17 鉄を触媒活性点と

する触媒の XANES を用

いた in situ 状態解析(日
産自動車*1･日産アーク

*2)○伊藤淳二*1･花木保

成*1･中村雅紀*1･関場徹

*1･真田貴志*2 

3L17 Eu2+付活蛍光体の励

起エネルギー移動シミュ

レーション(東北大)○大

沼宏彰･山下格･芹澤和実･

鈴木愛･坪井秀行･畠山望･

遠藤明･高羽洋充･久保百

司･宮本明 
           

14 : 15 3C18 酸化タングステン

光アノード上における可

視光誘起高選択的芳香族

水酸化反応(北海道大)○
冨田修･阿部竜･大谷文章 

3D18 FeOX 系触媒による

グリセリンの石油化学関

連有用物質への変換反応

(北海道大)○向田光志･吉

川琢也･舟井啓･多湖輝

興･増田隆夫 

3E18 種々の担持 8-10 族

金属触媒によるエタノー

ル水溶液からの水素生成

(神奈川大)○竹本祥雄･西

内悟俊･野澤寿章･鈴木健

太･坂本峻彦･吉田暁弘･

内藤周弌 

 3G18 Sr2AlNbO6の金属イ

オン規則配列構造と光触

媒機能(九州大)○岩倉大

典･草場一･永長久寛･寺

岡靖剛 

 3I18 有機官能基修飾シ

リカを用いた固定化錯体

触媒の調製(神奈川大)○
引地史郎･小林春奈･春崎

沙織･山岸裕･中澤順 

3J18 酸化チタン光触媒

を用いた芳香環アミノ化

反応における置換基の影

響(名古屋大)○湯沢勇人･

吉田寿雄 

3K18 in situ XAFS による

Al2O3 担持金属触媒の模

擬排ガス下での動的挙動

評価(東レリサーチセ*1･

立命館大*2･高エネ研*3･

豊橋技科大*4)○国須正洋

*1･山元隆志*1･辻淳一*1･

稲田康宏*2･野村昌治*3･

角田範義*4 

3L18 フォージャサイト

型ゼオライト細孔による

ホルムアルデヒドの安定

捕捉に関する計算化学的

考察(東京大)○富田満･増

井洋一･尾中篤 
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14 : 30 3C19 金修飾酸化セリウ

ム(IV)微粒子による可視

光光触媒反応(近畿大)○
田中淳皓･橋本圭司･古南

博 

3D19 CaO 触媒内包型マ

イクロカプセルを用いた

バイオディーゼル燃料合

成に関する研究(宇都宮

大)○古澤毅･吉川朋美･

山田晴菜･倉山文男･佐藤

正秀･鈴木昇 

3E19 レニウム担持シリ

カメゾ多孔体触媒による

エタノールの水蒸気改質

(東京工大)○逢坂有里子･

川村幸･岩本正和 

 3G19 多孔性カーボン粒

子に埋め込まれた白金ナ

ノ粒子触媒によるアルコ

ール酸化反応(大阪大*1･

熊本大*2)○原田隆史*1･

森田好洋*1･NG, Yun Hau
*1･池上啓太*2･池田茂*1･

松村道雄*1 

 3I19 金属ナノ粒子担持

触媒調製へのマイクロ波

照射の利用(大阪大)○白

仁田沙代子･高崎智也･亀

川孝･森浩亮･大道徹太

郎･山下弘巳 

3J19 Design of novel 
molecular imprinted 
catalyst with supported Ru 
complex on surface for 
asymmetric transfer 
hydrogenation in water 
(Institute for Molecular 
Science*1 ･ Univ. Electro- 
Communications*2)○WENG, 
Zhihuan*1,*2･MURATSUGU,  
Satoshi*1 ･ IWASAWA, 
Yasuhiro*2･TADA, Mizuki 
*1  

3K19 リン酸塩担体を用

いる省貴金属触媒の開発

(3)(熊本大*1･三井金属*2)
○村上恭介*1･上村光佑

*1･日隈聡士*1･松田光弘

*1･池上啓太*1･柴茂栄*2･

中原祐之輔*2･佐藤隆広

*2･町田正人*1 

3L19 遮蔽 Fock 交換ポテ

ンシャルを用いた ab-initio 
バンド計算(東北大)○島

崎智実･久保百司 

           
14 : 45 3C20 酸化ガリウム光触

媒によるメタンの二酸化

炭素改質反応における反

応温度の影響(名古屋大)
○吉田寿雄･前田一樹 

3D20 バイオディーゼル

燃料合成反応に対する酸

化カルシウムの固体触媒

作用(同志社大*1･菱光石

灰工業*2)○高津淑人*1･

日高重助*1･角森道人*2 

3E20 Nb 添加 Pt/SiO2触媒

によるエタノールの水蒸

気改質反応―強い金属・

酸化物相互作用の効果

―(筑波大)○伊藤伸一･田

中久教･冨重圭一 

 3G20 酸化コバルト担持

金ナノ粒子をコバルトカ

ルボニルの代替触媒とし

て利用したカルボニル化

反応(九州大*1･CREST*2)
○濱崎昭行*1･原口慎吾

*1 ･劉小浩 *1,*2 ･徳永信

*1,*2 

 3I20 メソポーラスシリ

カ担持貴金属触媒による

アルコールの酸素酸化

(神奈川大)○吉田曉弘･高

橋陽一･畝本和樹･田中眞

穂･内藤周弌 

3J20 シンコニジン修飾

Pd 触媒を用いる α,β 不飽

和カルボン酸の不斉水素

化反応―Amine 不添加プ

ロセスの開発―(兵庫県

大)○金台燕･杉村高志 

3K20 リン酸塩担体を用

いる省貴金属触媒の開発

(4)(熊本大*1･三井金属*2)
○上村光佑*1･村上恭介

*1･日隈聡士*1･松田光弘

*1･池上啓太*1･柴茂栄*2･

中原祐之輔*2･佐藤隆広

*2･町田正人*1 

3L20 分子シミュレーシ

ョンを用いた固体酸化物

形燃料電池(SOFC)におけ

る機械特性(東北大)○松

山健男･中村美穂･島崎智

実･久保百司 

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

           
           
           
           
           

15 : 15 3C22 依頼講演 ナノ多孔

体を利用するシングルサ

イト光触媒の設計と応用

(大阪大)○山下弘巳 

3D22 ゼオライトに担持

した CaO 触媒のバイオデ

ィーゼル燃料合成(愛媛

大*1･太陽石油*2)○井上

隼*1･浅本麻紀子*1･山口

修平*1･幾島賢治*1･八尋

秀典*1･三重野裕大*2 

3E22 依頼講演 バイオマ

スタールの水蒸気改質に

よる水素・合成ガス製造

触媒の開発(筑波大･JST･
MANA)○冨重圭一 

3F22 依頼講演 NOx 還元

触媒(HC-SCR, NSR)の作

用機構に関する研究(名
古屋大)○薩摩篤･清水研

一 

3G22 依頼講演 銀ナノ粒

子触媒の精密設計と環境

調和型反応への展開(大
阪大)○満留敬人 

3H22 塩素化を経由する

メソポーラスシリカの有

機修飾(帝京科大)○釘田

強志･吉澤沙紀･安保佳菜

子 

3I22 依頼講演 塩基性層

状粘土鉱物を触媒に用い

た研究の現状(北陸先端

大)○海老谷幸喜 

3J22 依頼講演 塩化亜鉛

修飾メソポーラスアルミ

ナの構造と触媒担体とし

ての利用(東京大)○増井

洋一 

3K22 炭化水素による NO
選択還元反応へのオゾン

添加効果(成蹊大)○小黒

正人･浦崎浩平･小島紀

徳･里川重夫 

3L22 依頼講演 異種物質

界面の第一原理計算―触

媒機能メカニズムの解明

に向けて―(産総研)○田

中真悟 

           
15 : 30  3D23 酸化カルシウム系

固体塩基触媒によるトリ

オレインのエステル交換

反応(長崎大)○高田藤和･

中越修･江島寛明･田辺秀

二 

   3H23 メソポーラスシリ

カの精密有機修飾と構造

解析(北海道大*1･アメリ

カエネルギー省*2･アイ

オワ州立大*3)○赤羽紗以

子*1･原賢二*1･WIENCH, 
Jerzy*2 ･ PRUSKI, Marek
*2,*3･LIN, Victor*2,*3･福岡

淳*1 

  3K23 水素を還元剤とす

る Pt 系脱硝触媒における

担体酸性度の効果(大阪

大 )○伊東正浩･武原真

彦･斉藤誠･町田憲一 

 

           
    (一般研究)       

           
15 : 45 3C24 WO3/ゼオライト複

合系光触媒による太陽光

照射下での気相中の有機

物の酸化分解除去(大阪

府大)○山側裕昌･竹内雅

人･安保正一 

3D24 酸化カルシウム触

媒を用いたトリオレイン

とエタノールのエステル

交換(成蹊大)○里川重夫･

向山昂･高木俊輔･浦崎浩

平･山崎章弘･小島紀徳 

3E24 Pd/ZnO 系構造体触

媒のメタノール改質サイ

トの形成に及ぼす前処理

条件の影響(静岡大*1･八

戸工大*2)○港康晴*1･鎌

田佳之*2･福原長寿*1 

3F24 低温プラズマによ

る Au/TiO2 触媒の再生処

理と CO 酸化の促進効果

(産総研)金賢夏･坪田年･

伊達正和･○尾形敦 

3G24 MGa2xIn2(1-x)S4 
( M=Zn, Mn ) 光触媒を用

いた可視光照射下での硝

酸イオンの還元反応(東
京理大)○實藤清佳･岡万

里絵･齊藤健二･工藤昭彦

3H24 酸化チタン担持

MCM-41 の有機物分解に

与えるアルカリカチオン

修飾の影響(大阪大)○西

澤和人･桑原泰隆･亀川

孝･森浩亮･山下弘巳 

3I24 アニオン交換性層

状 Ni-Zn 複塩基性塩固定

化 Rh 触媒の開発(千葉大)
○原孝佳･野澤宗晴･一國

伸之･島津省吾 

3J24 銅担持シリカメゾ

多孔体を触媒とする環状

エーテル類の合成(東京

工大)○石谷暖郎･萩原小

百合･岩本正和 

3K24 炭化水素を還元剤

に用いた NO 選択接触還

元反応―各種金属酸化物

の物理混合系触媒の活性

―(北見工大)○太田隆士･

出口大佑･岡崎文保 

3L24 Large-scale simulation 
of the formation of defects 
in the SiC/SiO2 interface 
during oxidation ― An 
ultra-accelerated tight-
binding quantum chemical 
molecular dynamics study
― (Tohoku Univ.) ○

YACAPIN, John Paul ･

SUZUKI, Ai･HATAKEYAMA, 
Nozomu･ENDOU, Akira･
TAKABA, Hiromitsu ･

KUBO, Momoji ･

MIYAMOTO, Akira 
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16 : 00 3C25 ゼオライト担持

TiO2 触媒を用いたα‐メ

チルスチレンの光酸化反

応(愛媛大)○福羅智浩･今

井陽平･山浦弘之･山口修

平･八尋秀典 

3D25 グリセリンの脱

水・水素化によるプロピ

レングリコールの選択的

生成反応(千葉大)秋山正

樹･○佐藤智司 

3E25 メタノール改質用

Pd/ZnO 系構造体触媒上

の表面化学種と反応性と

の相関(静岡大)○櫛田巧

介･山田智大･福原長寿 

3F25 担持貴金属触媒の

ア ー ク プ ラ ズ マ 合 成

(3)(熊本大*1･アルバック

*2)○日隈聡士*1･池上啓

太*1･松田光弘*1･塚原尚

希*2･町田正人*1 

3G25 ZnGa2xIn2(1-x)S4 光触

媒を用いた犠牲剤存在下

でのCO2還元反応(東京理

大 )○小島有紀･齊藤健

二･工藤昭彦 

3H25 メソポーラスシリ

カ表面フッ素修飾による

疎水性環境場の構築と酸

化チタン光触媒活性に与

える影響(大阪大)○桑原

泰隆･亀川孝･森浩亮･山

下弘巳 

3I25 ハイドロキシアパ

タイト固定化 Pd ナノ粒

子触媒を用いた DDT 類

の水素化脱塩素反応(大
阪大*1･千葉大*2)○橋本

典史*1･原孝佳*2･髙橋佑

輔*1･満留敬人*1･水垣共

雄*1･實川浩一郎*1･金田

清臣*1 

3J25 パラジウム触媒に

よる乳酸ナトリウムの液

相酸化脱水素反応に対す

る空気加圧効果(徳島大

*1･三菱レイヨン*2)○菊

本哲雄*1･田中春樹*1･中

川敬三*1･外輪健一郎*1･

杉山茂*1･前原桂子*2･姫

野嘉之*2･二宮航*2 

3K25 Ba-Y-O 触媒におけ

る NO の直接分解(3) Y の

部分置換効果(九州大)○
後藤和也･石原達己 

3L25 Ultra accelerated 
quantum chemical 
molecular dynamics study 
of the Pt/CeO2 interface
(Tohoku Univ.) ○ ALAM, 
Md. Khorshed ･ SUZUKI, 
Ai ･ TSUBOI, Hideyuki ･
HATAKEYAMA, Nozomu･
ENDOU, Akira･TAKABA, 
Hiromitsu･KUBO, Momoji･
MIYAMOTO, Akira 

           
           

16 : 15 3C26 局所励起光触媒に

よる有機物の完全酸化分

解(北海道大)○田中麻紗

子･天野史章･大谷文章 

3D26 シリカ担持リン酸

触媒を用いたグリセリン

の脱水反応(千葉大)○池

永賢司･山田泰弘･袖澤利

昭･佐藤智司 

3E26 ゾル-ゲル法で調製

したジメチルエーテル水

蒸気改質触媒の担体への

固定(静岡大)○武石薫･塚

本貴弘 

3F26 マイクロ波照射下

におけるペロブスカイト

型酸化物の CO 酸化特性

(九州大)○那須勇作･兵頭

伸哉･永長久寛･寺岡靖剛 

3G26 協奏機能型亜鉛四

核クラスターの配位子効

果の検討(大阪大)○林結

希子･岩崎孝紀･前川雄

亮･大嶋孝志･真島和志 

3H26 壁イオン交換法に

よるチタン系複合酸化物

メゾ多孔体の合成および

キャラクタリゼーション

(東京工大)○徐寅碩･高田

仁･田中大士･岩本正和 

3I26 Ag-Cu どんぐり型ナ

ノ粒子触媒によるアルコ

ールの脱水素反応(東京

工大*1･大阪大*2)○滝沢

翔平*1･望月大*1･山内智

央*2･塚原保徳*2･和田雄

二*1 

3J26 Al-MCM-41 触媒を

用いる向山アルドール反

応(産総研)○岩浪克之･坂

倉俊康･安田弘之 

3K26 一酸化窒素を直接

分解する立方晶 C 型希土

類酸化物触媒(大阪大)○
増井敏行･美馬昂史･今中

信人 

3L26 計算化学手法によ

る燃料電池の電極特性解

析(東北大)○小林大･金桐

賢･金寶英･鈴木愛･坪井秀

行･畠山望･遠藤明･高羽洋

充･久保百司･宮本明 

           
           

16 : 30 3C27 金属フタロシアニ

ン修飾カーボンナイトラ

イド光触媒の検討(東京

大)○鎌田久美子･高鍋和

広･久保田純･堂免一成 

3D27 ハイドロタルサイ

トを用いたグリセリンか

らのグリセロールカーボ

ネートの合成(北陸先端

大)○岩谷賢･西村俊･高

垣敦･海老谷幸喜 

3E27 種々のゼオライト

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)○霜田直

宏*1･菊地隆司*2･江口浩

一*1 

3F27 光析出法を利用し

た Pt/CeO2/ゼオライト触

媒の調製および CO 酸化

反応への応用(大阪大)○
後藤仁彦･白仁田沙代子･

亀川孝･森浩亮･山下弘巳 

3G27 Ru/Pd 触媒によるア

リルエステルの触媒的不

可逆型加水分解反応(九
州大*1･三菱化学*2)中村

麻美*1･濵﨑昭行*1･宇都

宮賢*2･○徳永信*1 

3H27 MCM-41 の細孔径

がスチレン誘導体の二量

化反応活性に与える影響

(東京工大)○伊東祐志･山

村泰三･石谷暖郎･岩本正

和 

3I27 イマージョンアロ

イング法による 2 元系ポ

ーラス合金触媒の調製と

反応特性(東北大)○亀岡

聡･木村知史･石原大輝･

蔡安邦 

3J27  Catalytic use of  
tin ion-exchanged 
montmorillonite (Sn-Mont) 
for the facile one-pot 
synthesis of α-aminonitriles 
from carbonyl compounds, 
amines and trimethylsilyl 
cyanide(Univ. Tokyo) ○

WANG, Jiacheng･MASUI, 
Yoichi ･ WATANABE, 
Kenya･ONAKA, Makoto 

3K27 塩化物イオン耐性

の高い Sn-Pd/活性炭触媒

による水中硝酸イオン還

元(北海道大)○倉持祥子･

坂本啓典･神谷裕一 

3L27 キャリア移動シミ

ュレーションを用いた有

機EL材料の酸素劣化に関

する研究(東北大)○山下

格･芹沢和実･大沼宏彰･鈴

木愛･坪井秀行･畠山望･遠

藤明･高羽洋充･久保百司･

宮本明 

           
           

16 : 45 3C28 可視光吸収型メソ

ポーラス有機シリカを用

いた水素生成光触媒系の

構築(豊田中研)○大橋雅

卓･竹田浩之･山中健一･

谷孝夫･稲垣伸二 

3D28 高温水と二酸化炭

素を利用する多価アルコ

ールの脱水反応(産総研)
○山口有朋･日吉範人･佐

藤修･阪東恭子･白井誠之 

3E28 担持 Pd 触媒を用い

たジメチルエーテルの水

蒸気改質による水素製造

(北海道大)○岩佐信弘･清

野慎太朗･秋山嘉成･赤松

勇人･荒井正彦 

 3G28 モリブデン 6 核ス

ルフィドクラスターを触

媒とする反応―ブタノー

ルの脱水素とテトラヒド

ロフランの異性化―(理
研*1･埼玉大*2)上口賢*1･

○長島佐代子*2･武田邦

男*2･千原貞次*2 

3H28 シリカメゾ多孔体

に担持された銅イオンの

状態解析(東京工大)○竹

中久実･田中大士･石谷暖

郎･岩本正和 

3I28 金属カルボニル錯

体を固定化した無機有機

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 

3J28 長鎖ジオールの脱

水による不飽和アルコー

ル生成反応(千葉大)○大

石祐輔･山田泰弘･袖澤利

昭･佐藤智司 

3K28 水素化脱硫触媒の

活性に及ぼす予備硫化雰

囲気の影響(島根大)○田

村健太･日岡一也･荒川賢

一･久保田岳志･岡本康昭 

3L28 担持ニッケル触媒

を用いたメタン酸化的改

質の遺伝的アルゴリズム

による速度論的解析(東北

大*1･秋田高専*2)○小林征

志郎*1･堀口純平*1･山崎

裕一郎*1･小俣光司*1･山

田宗慶*2 
           

17 : 00 3C29 可視光応答性光触

媒を目指すイリジウム錯

体-ゼオライトナノハイ

ブリッドの構築(東京工

大)○徐晨･望月大･和田

雄二 

3D29 担持金属触媒を用

いたリグニンの超臨界水

ガス化反応(産総研*1･一

関高専*2)山口有朋*1･日

吉範人*1･佐藤修*1･阪東

恭子*1･長田光正*2･○白

井誠之*1 

   3H29 銅担持シリカメゾ

多孔体上でのジアゾエス

テルの不斉芳香族 C-H 結

合挿入反応(東京工大)○
佐藤大輔･石谷暖郎･岩本

正和 

3I29 CVD 法により金属カ

ルボニル錯体を固定化した

Metal-Organic Frameworks
(MOF)の創製と触媒反応

(大阪府大)○上田洸造･亀

川孝･松岡雅也･安保正一

3J29 希土類酸化物触媒

による 1,3-ブタンジオー

ルの脱水反応(千葉大)○
後藤洋･山田泰弘･袖澤利

昭･佐藤智司 

3K29 CO2の CO への接触

還元反応―金属酸化物触

媒の活性―(北見工大)○
小笠原知美･岡崎文保 

3L29 リチウムイオン電

池材料設計のためのマル

チスケール計算化学手法

の開発(東北大)○鈴木康

浩･下智美･鈴木愛･坪井秀

行･畠山望･遠藤明･高羽洋

充･久保百司･宮本明 
           
           

17 : 15      3H30 回分式シクロヘキ

サン脱水素反応における

多孔性有機シリカで被覆

された炭素担持 Pt 触媒の

シンタリング耐性(徳島

大 )○中川敬三･谷本裕

亮･外輪健一郎･杉山茂 

 3J30 希土類酸化物上で

の酢酸のアセトン化反応

(千葉大)○瀬川昌希･山田

泰弘･袖澤利昭･佐藤智司 

3K30 フ ロ ン 分 解 用

AlPO4 の結晶構造と活性

低下機構(大分大)○稲尾

恭敬･佐藤大悟･西口宏

泰･永岡勝俊･滝田祐作 
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17 : 30      3H31 配位子交換法により

調製した HMM-phRu+Cp
の触媒反応性(大阪府大)
○渡辺哲二･内原和弘･金

兌鎬･亀川孝･松岡雅也･

安保正一 

 3J31 触媒の固体酸性制

御による炭素-炭素結合

の選択的開裂(ジャパン

エナジー)○松下康一･小

山田真 

  

           
17 : 45      3H32 AlMCM-41上に固定

化した CpRu+C6H6 錯体の

触媒反応性(大阪府大)○
内原和弘･渡辺哲二･金兌

鎬･亀川孝･松岡雅也･安

保正一 

    

           

 触媒学会若手会 「若手交流会 2009」 
日 時：平成 21 年 9 月 29 日 18 時～19 時 
場 所：宮崎大学キャンパス内 大学生協 
若手討論会：(10 分× 5 名)の講演 
懇親会：19 時～21 時 

       

           

9/30 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 「バイオマス変換触媒」セッ

ション 

「表面化学と触媒設計の

融合」セッション 

「燃料電池関連触媒」セッ

ション 

「協奏機能触媒」セッション (一般研究) 「ナノ触媒」セッション 「メタン関連触媒」セッショ

ン 

「環境触媒」セッション 「コンピュータ利用」セッショ

ン 

           
9 : 00 4C01 銅ニオビアを用い

たアルコール光酸化の反

応機構(京都大)○古川森

也･宮武俊明･寺村謙太

郎･宍戸哲也･田中庸裕 

4D01 光触媒を用いたク

ズ茎部の糖化前処理(宮
崎大 )○田畑研二･田畑

宏･小川喜八郎 

4E01 依頼講演 単結晶表

面を用いた固気及び固液

界面プロセスの解明と制

御(北海道大)○高草木達 

4F01 n-C4H10 の酸化的改

質反応の常温駆動  (6)―
ペロブスカイト型酸化物

担持 Rh 触媒―(大分大*1･

学振*2･DOWA エレクトロニ

クス*3)○足立康平*1･佐藤

勝俊*1,*2･宮崎達郎*3･道

明良幸*3･永岡勝俊*1･西

口宏泰*1･滝田祐作*1 

4G01 五核ルテニウムポ

リヒドリドクラスター錯

体によるアンモニア及び

アミン類の N-H 結合活性

化(東京工大)○村田啓介･

鈴木寛治 

4H01 V2O5 の格子酸素を

用いるプロパンの酸化的

脱水素反応(関西大)○福

留健太･池永直樹･三宅孝

典･鈴木俊光 

4I01 Preparation of ordered 
mesoporous Ni-Mg-Al 
oxides and their catalytic 
property for CO2 reforming 
of methane(Kanagawa 
Univ.) ○ SHEN, Weihua ･
MOMOI, Hideaki ･

YOSHIDA, Akihiro ･

NAITO, Shuichi 

4J01 メタンの直接部分

酸 化 反 応 に お け る

Rh/MgO 触媒への CeO2添

加効果(筑波大)○田中久

教･海農理絵･冨重圭一 

4K01 C3H6 酸化反応用

Pd/CeO2 触媒における高

熱負荷の影響(名古屋大)
○佐藤亮太･清水研一･薩

摩篤 

4L01 超高速化分子動力

学計算手法による複雑分

子の光・イオン化反応シミ

ュレーション(東北大)○
王暁蕾･芹澤和実･鈴木愛･

坪井秀行･畠山望･遠藤明･

高羽洋充･久保百司･宮本

明 

           
9 : 15 4C02 ペロブスカイト型

ナノシートの合成とその

再積層体の光触媒特性

(物材機構)○海老名保男･

赤塚公章･佐々木高義 

4D02 担持金属触媒を用

いたビートファイバーお

よびポテトパルプの分解

反応(北海道大*1･日本甜

菜製糖*2)○小林広和*1･

渡辺瑞穂*1･伊藤由起子

*1･原賢二*1･菊地裕人*2･

有塚勉*2･福岡淳*1 

 4F02 Pt-Co 系 高 性 能

PROX 触媒の開発(日産自

動車)○赤間弘･星野真樹 

4G02 S/O 架橋 Ru-Ge 複核

錯体によるシランおよび

CO 活性化(名古屋大)○松

本剛･巽和行 

4H02 ペロブスカイト型

酸化物の A サイト・B サ

イト置換がエチルベンゼ

ン脱水素に及ぼす影響

(早稲田大)○渡部綾･関根

泰･会田知章･松方正彦･

菊地英一 

4I02 メ ソ ポ ー ラ ス

Ni/Mg-Al-O 触媒上でのメ

タン水蒸気改質反応(神
奈川大)○小松原健太･萩

山智也･斎藤泰雅･SHEN, 
Weihua･吉田暁弘･内藤周

弌 

4J02 メタン直接分解反

応―触媒調製法の違いに

よる影響―(北見工大)○
岩橋知之･多田旭男･岡崎

文保 

4K02 Pt/SnO2 触媒を用い

た CO 酸化反応における

水素還元処理の影響(京
都大)○山口敦惟･室山広

樹･松井敏明･江口浩一 

4L02 実験融合計算化学

によるチタニアナノスケ

ルトンの触媒性能評価(東
北大)○畠山望･小野寺真

里･鈴木愛･坪井秀行･遠藤

明･高羽洋充･久保百司･宮

本明 

           
9 : 30 4C03 有機色素と金属酸

化物を用いる 2 段階励起

型可視光水分解反応(北
海道大*1･産総研*2)○今

井陽平*1･阿部竜*1･甲村

長利*2･原浩二郎*2･大谷

文章*1 

4D03 エタノール縮合反

応におけるアパタイト触

媒の活性制御因子(高知

大 )○小河脩平･恩田歩

武･柳澤和道 

4E03 X 線支援非接触原子

間力顕微鏡 (XANAM)に
よる触媒表面の元素分析

(名古屋大*1･北海道大*2･

高エネ研*3)○鈴木秀士

*1･中川雄太*2･木下久美

子*2･小池祐一郎*2･藤川

敬介*2･田旺帝*2･鳥本司

*1･野村昌治*3･朝倉清高

*2  

4F03 PROX 反応における 
Pt-ReOx/SiO2 触媒の活性

点構造(筑波大)○江橋達

也･石田洋一･伊藤伸一･

冨重圭一 

4G03 機能性アミノテザ

ーを有する Ru, Rh, Ir 錯

体の構造とその触媒機能

(東京工大)伊藤正人･○遠

藤慶徳･手島典子･碇屋隆

雄 

4H03 プロパン脱水素に

対するCO2の添加効果(京
都大)○島村憲一･大澤健

太郎･寺村謙太郎･宍戸哲

也･田中庸祐 

4I03 高圧メタン改質反

応用 CoNi/MgO 触媒での

Cr 添加効果の検討(大分

大*1･学振*2･石油資源開

発*3)○阿部陽介*1･佐藤

勝俊*1,*2･若月俊也*3･永

岡勝俊*1･西口宏泰*1･滝

田祐作*1 

4J03 The influence of 
particle size of zeolite on 
the activity of Mo/HZSM-5 
in the methane 
dehydroaromatization(AIST)
○ CUI, Yanbin ･ LU, 
Jiangyin ･ KATO, 
Yoshishige ･ SUZUKI, 
Yoshizo･ZHANG, Zhanguo 

4K03 貴金属触媒の脂肪

酸メチルエステル(FAME) 
酸化活性(産総研)○内澤

潤子･難波哲哉･大井明

彦･鳥羽誠･小渕存 

4L03 超高速化量子分子

動力学法を用いた強誘電

体材料の電場応答の解析

(東北大*1･名古屋大*2)○
近藤賢治*1･平井敬*2･肖

紅君*1･小野寺拓*1･鈴木

愛*1･坪井秀行*1･畠山望

*1･遠藤明*1･高羽洋充*1･

久保百司*1･宮本明*1 

           
9 : 45 4C04 遷移金属置換によ

るニオブ系層状酸化物光

触媒の可視光応答化(東
京理大)○中澤遼馬･齊藤

健二･工藤昭彦 

4D04 ケミカルリサイク

ルプロセス開発を目的と

した高温水によるポリブ

チレンテレフタレートの

加水分解(産総研)○佐藤

修･村上由香･増田善雄･

日吉範人･山口有朋･阪東

恭子･白井誠之 

4E04 HAADF-STEM 法に

よる金-酸化セリウム界

面構造の観察(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･島田悟史*2･

春田正毅*2 

4F04 CO 選択メタン化触

媒の開発(その1) ―Ru 添

加 Ni-Al 酸化物系触媒上

における反応機構―(山
梨大)○宮尾敏広･木村正

枝･陳愛華･東山和寿･山

下壽生･渡辺政廣 

4G04 光 学 活 性

Phebox-Ru 触媒によるア

ルデヒド類の不斉アルキ

ニル化(名古屋大)浅井良

介･伊藤淳一･○西山久雄

4H04 酢酸エステルの水

素化反応に対する担持銀

の触媒作用(山口大)○伊

藤卓磨･蓮輪和樹･佐田國

温子･酒多喜久･今村速夫

4I04 依頼講演 アルミナ

の細孔を反応場としたペ

ロブスカイトナノ粒子の

合成(九州大)○寺岡靖剛 

4J04 Ni 系触媒を用いた

低温域におけるメタンの

部分酸化反応(早稲田大)
関根泰･田中啓介･○荒巻

翔･松方正彦･菊地英一 

4K04 炭鉱換気ガス処理

のための低温メタン酸化

触媒の開発(大阪ガス)○
大塚浩文 

4L04 色素増感型太陽電

池マルチスケールシミュ

レータによる電子拡散と

IV 特性の解析(東北大)○
小野寺真里･扇谷恵･鈴木

愛･坪井秀行･畠山望･遠藤

明･高羽洋充･久保百司･宮

本明 
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10 : 00 4C05 遷移金属ドーピン

グ酸化物光触媒を用いた

硫黄系還元剤を含む水溶

液からの可視光照射下に

おける水素生成反応(東
京理大)○金愛美･齊藤健

二･工藤昭彦 

4D05 依頼講演 光駆動型

バイオマス-エネルギー

変換システム(大分大)○
天尾豊 

4E05 金表面上における

ジイソシアニド単分子層

を用いた金属錯体の固定

化(北海道大)○梶義規･原

賢二･福岡淳 

4F05 CO 選択メタン化触

媒の開発(その 2) ―メソ

ポーラス体の適用による

高活性化―(山梨大)○陳

愛華･宮尾敏広･東山和

寿･山下壽生･渡辺政廣 

4G05 ロジウム触媒によ

る炭素-シアノ結合切断

を経るアルケニル化(大
阪大 )鳶巣守･○喜多祐

介･茶谷直人 

4H05 担持 Ru 触媒におい

て塩素と酸素が触媒活性

に与える影響(埼玉大)○
関晴日･大嶋正明･黒川秀

樹･三浦弘 

 4J05 メタン酸化的改質

用Ni系触媒のNiO種と触

媒活性の関係(東北大*1･

秋田高専*2)○堀口純平

*1･中西貴之*1･小林征志

郎*1･山崎裕一郎*1･小俣

光司*1･山田宗慶*2 

4K05 Pt/CeO2-ZrO2-Bi2O3

触媒による CO の室温酸

化(大阪大)○今津隼人･増

井敏行･今中信人 

4L05 量子化学計算に基

づくポテンシャル 適化

機能を実装した分子動力

学計算プログラムの開発

と応用(東北大)○三浦隆

治･鈴木愛･坪井秀行･畠山

望･遠藤明･高羽洋充･久保

百司･宮本明 
       (一般研究)    

           
10 : 15 4C06 A1-xAgxNbB2O6(A = 

K, Rb, or Cs)光触媒を用

いた水の完全分解反応

(東京理大)○ジアチンシ

ン･齊藤健二･工藤昭彦 

 4E06 二酸化チタン(110)
表面に吸着した酸素原子

の求核反応性(神戸大)○
植田真行･安尾真明･木村

健次郎･大西洋 

4F06 CO 選択メタン化触

媒の開発(その 3) ―メタ

ルハニカム触媒の実機適

用性―(山梨大)○小森信

吾･陳愛華･宮尾敏広･東

山和寿･山下壽生･渡辺政

廣 

4G06 ニッケル(0)を触媒

とするオレフィンのエノ

ンへの直接共役付加反応

(大阪大)○端場俊文･大橋

理人･生越専介 

4H06 フェニルシリル化

したジルコニアを触媒と

するエチレンの水素化

(北見工大)森川弘章･片寄

翔也･山田洋文･○射水雄

三 

4I06 CsxPd4-xSiW12O40触媒

よる鈴木-宮浦カップリ

ング(北海道大)○吉田雅

憲･神谷裕一 

4J06 La 系複合酸化物へ

のアルカリ硫酸塩修飾に

よるメタン酸化カップリ

ングの高活性化(埼玉大

*1･埼玉工大*2)黒川祐輔

*1･大槻和生*2･○有谷博

文*2 

4K06 CuO-CeO2 触媒によ

るカーボン微粒子の燃焼

特性(2)(京都大)○羽野茂

樹･室山広樹･松井敏明･

江口浩一 

4L06 固体高分子電解質

膜の劣化機構解明に向け

た理論的解析(東北大*1･

九州大*2)○金寶英*1･金桐

賢*1･鈴木愛*1･古山通久

*2･坪井秀行*1･畠山望*1･

遠藤明*1･高羽洋充*1･久

保百司*1･宮本明*1 
           
  (一般研究)         

           
10 : 30 4C07 LiNbO3 ナノワイヤ

ーの調製と光触媒特性

(東京理大)○古閑一則･齊

藤健二･工藤昭彦 

4D07 ゼオライト触媒を

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･○市

川洋介･田嶋祐一･中林啓

太･松方正彦･菊地英一 

4E07 依頼講演 高感度な

力検出を利用した触媒表

面の微視的化学状態・電

子状態解析(大阪大･さき

がけ)○福井賢一 

4F07 ハードテンプレー

ト法によるメソポーラス

Ni-Fe/CeO2-ZrO2 触 媒 の

CO シフト反応活性(山梨

大 )○渡辺圭太･宮尾敏

広･東山和寿･山下寿生･

渡辺政廣 

4G07 酸化物担持ルテニ

ウム触媒による 2-フェニ

ルピリジン類の直接アリ

ール化反応(京都大)○三

浦大樹･和田健司･細川三

郎･井上正志 

4H07 グリセリン水素化

分解用 Ir-ReOx/SiO2 触媒

における Ir 金属微粒子と

Re 種の相互作用(筑波大)
○新見泰規･高祖修一･天

田靖史･冨重圭一 

4I07 マイクロ波照射下

における不均一触媒を用

いた有機化学反応での反

応促進効果(東京工大*1･

マイルストーンゼネラル

*2･大阪大*3)○太田創之

*1･長南聡*2･望月大*1･山

内智央*3･塚原保徳*3･和

田雄二*1 

4J07 DME 炭酸ガス改質

触媒活性に及ぼすアルミ

ナの物性の影響(北九州

市大 )○村上弥生･瀬戸

究･朝見賢二 

4K07 CeO2 系複合酸化物

の DPM 燃焼触媒特性

(5)(熊本大 )○小林慎太

郎･池上啓太･町田正人 

4L07 In silico study on 
interaction of R249S 
carcinogenic and H168R.
R249S suppressor mutant 
p53 with DNA by ultra 
accelerated quantum 
chemical molecular 
dynamics.(Tohoku Univ.)○
RAUF, Shah･SUZUKI, Ai･
TSUBOI, Hideyuki ･

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

         (一般研究)  

           
10 : 45 4C08 ナノワイヤー構造

を有する可視光応答性複

合酸化物光触媒の合成

(東京理大)○齊藤健二･工

藤昭彦 

4D08 プロトン交換モン

モリロナイトを触媒とす

るアルケンのアリルシリ

ル化反応(東京工大)○松

永繁和･本倉健･宮地輝

光･馬場俊秀 

 4F08 MCM-41からのレプ

リカ白金-炭素複合体の

合成と Nafion/ガスとの界

面の XAFS 評価(千葉大)
○岡和輝･柴田慶之･糸井

貴臣･泉康雄 

4G08 Ag/Al2O3 触媒を用

いた 1 級アルコールによ

るニトリルの one-pot ア

ルキル化反応(名古屋大)
○佐藤涼佑･清水研一･薩

摩篤 

4H08 超音波照射還元に

より作製したコアシェル

Au-Pd ナノ微粒子の 4 ペ

ンテン酸を用いた反応性

評価(大阪府大*1･産総研

*2)○田口昇*1･秋田知樹

*2･田中真悟*2･松岡雅也

*1･堀史説*1 

4I08 動的格子変位効果

によるマイクロリアクタ

ー内での液相触媒反応の

活性化効果(長岡技科大)
○数井雅之 

4J08 バナデートおよび

モリブデート触媒のレド

ックス挙動がプロパン酸

化脱水素反応へ与える影

響(徳島大)○杉山茂･尾崎

あづさ･杉本直登･中川敬

三･外輪健一郎 

4K08 Pr6O11系酸化物にお

けるディーゼルパティキ

ュ レ ー ト の 酸 化 特 性

(3)(九州大)○濱元誠治･

大石哲也･石原達己 

4L08 計 算 化 学 に よ る

PEFCの電極触媒劣化の解

析手法開発(東北大)○金

桐賢･金寶英･鈴木愛･坪井

秀行･古山通久･畠山望･遠

藤明･高羽洋充･久保百司･

宮本明 

          (一般研究) 

           
11 : 00 4C09 SrTiO3:Rh/Sb 光触媒

による可視光水分解の高

効率化(東京理大)○根本

裕章･齊藤健二･工藤昭彦 

4D09 ポスト法による Al
含有層間拡張型  MWW 
型ゼオライトの調製とそ

の触媒活性評価(東京工

大 )○薬師寺光･今井裕

之･横井俊之･野村淳子･

辰巳敬 

4E09 担持バナジウムカ

ーバイド触媒の調製と表

面構造に関する研究(千
葉大)○一國伸之･山口博

司･原孝佳･島津省吾 

4F09 PEFC 用ナノ構造化

電極触媒の設計と予察的

評価(旭硝子)○吉武優･曾

海生･川本昌子･竹中敦

義･世良洋一 

4G09 特別講演 遷移金属

ポリヒドリドクラスター

の反応化学(東京工大)○
鈴木寛治 

4H09 コバルト内包シリ

カ中空微粒子の調製(信
州大)○渡辺のどか･岡田

友彦･榮岩哲二･酒井俊

郎･三島彰司 

4I09 銅担持シリカメゾ

多孔体上でのジアゾ化合

物と α,β-不飽和ケトンの

反応(東京工大)○用瀬英

順･石谷暖郎･岩本正和 

4J09 特別講演 クリーン

エネルギーとケミカルズ

のための GTX 触媒(北九

州市大)○朝見賢二 

4K09 ソルボサーマル反

応を利用した高表面積セ

リアの合成とその触媒担

体効果(京都大)○細川三

郎･島村憲一･井上正志 

4L09 n-ブチルスズ置換タ

ングストリン酸セシウム

塩の合成と分子吸着特性

(北海道大)○三浦裕紀･神

谷裕一 

           
           

11 : 15 4C10 水熱法で調製した

Cr 置換 PbWO4 の可視光

照射下における光触媒反

応(東京理大)○榊淳子･齊

藤健二･工藤昭彦 

4D10 スルホ化した多孔

質カーボン(東京工大*1･

東北大*2･新日本石油*3･

産総研*4)○菅沼学史*1･

中島清隆*1･北野政明*1･

加藤英樹*2･田村朝子*3･

近藤秀怜*3･柳川真一朗

*3･林繁信*4･原亨和*1 

4E10 時間分解 DXAFS 法

を用いた担持 V 触媒のエ

タノール酸化反応機構の

解明(分子研*1･東京大*2･

電気通信大*3)○永松伸一

*1･石黒志*1,*2･村上大輔

*1,*2･岩澤康裕*3･唯美津

木*1 

4F10 遷移金属担持カー

ボンナノチューブのアン

モニア処理による酸素還

元触媒活性(筑波大)○岡

田達弘･宗倉正哲･中村潤

児 

 4H10 Preparation of 
Pt-based bimodal catalysts 
for CO2 reforming of 
CH4(Univ. Toyama)○TAO, 
Kai ･ TERAO, Soichiro ･

ZHANG, Yi ･ YONEYAMA, 
Yoshiharu ･ TSUBAKI, 
Noritatsu 

4I10 多孔性配位高分子

担持金クラスター触媒を

用いた 1 級アミンから 2
級アミンの one-pot 合成

(首都大*1･産総研*2)○石

田玉青*1･河北典子*1･秋

田知樹*2･春田正毅*1 

 4K10 ランタン酸化物を

ドープしたプロパンガス

原料用水蒸気改質反応触

媒(国際石油開発帝石)○
原田亮 

4L10 種々の酸化物に担

持した H4SiW12O40 の酸触

媒作用(北海道大)○張ケ

イコウ･神谷裕一 
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11 : 30 4C11 Photocatalytic 

properties of Bi-Y-V-O 
mixed oxides for water 
splitting(Kyushu Univ.*1 ･

Shanghai Jiao Tong Univ. 
*2)○LIU, Hui*1 ･YUAN, 
Jian*2 ･ SHANGGUAN, 
Wenfeng*2 ･ EINAGA, 
Hisahiro*1 ･ TERAOKA, 
Yasutake*1 

4D11 脱塩素 PVC のスル

ホン化物を触媒としたエ

タノールの気相脱水反応

(信州大)○倉澤真理恵･魚

谷洋介･森本昌季･宇佐美

久尚･岡田友彦･三島彰司 

4E11 In situ QXAFS およ

び FT-IR による担持 Ni リ
ン化物触媒の HDS 反応

条件下構造解析(産総研

*1･バージニア工科大*2･

北海道大*3)○阪東恭子

*1 ･山口有朋 *1 ･ GOTT, 
Travis*2･OYAMA, S. Ted 
*2･宮崎晃太朗*3･和田敬

広*3･宮本剛志*3･高草木

達*3･朝倉清高*3 

4F11 PEFC 用炭素担持 Pt
カソード触媒のシリカ被

覆による耐久性向上―炭

素担体の検討―(九州大)
○松森裕史･竹中壮･松根

英樹･岸田昌浩 

 4H11 直接 H2O2 合成反応

の H2/O2 分圧依存性(東京

工大)○出口隆･岩本正和 

4I11 フェニルシリル化

ジルコニア上でのエチレ

ンの重合(北見工大)○森

川弘章･山田洋文･射水雄

三 

 4K11 担持 Ni 触媒を用い

たエタノール水蒸気改質

による水素生成(豊橋技

科大)○佐伯貴紀･水嶋生

智･大北博宣･角田範義 

4L11 メタクロレイン選

択酸化におけるモリブド

バナドリン酸触媒の担持

による触媒性能低下要因

(北海道大*1･三菱レイヨ

ン*2)○菅野充*1･安川隼也

*2･二宮航*1,*2･内藤啓幸

*2･神谷裕一*1 

           
11 : 45 4C12 高表面積を有する

タンタル酸塩の合成と光

触媒活性(東京工大)○佐

久間潤哉･今井裕之･横井

俊之･辰巳敬･野村淳子 

4D12 シリカ固定化ヨウ

化アルキルアミノピリジ

ニウム塩触媒を用いる常

圧二酸化炭素雰囲気での

環状カーボネート合成

(東京工大*1･東京大*2･電

気通信大*3)○本倉健*1･

板垣真太朗*2･岩澤康裕

*3･宮地輝光*1･馬場俊秀

*1 

4E12 ゼオライトに担持

した原子状 Pd 触媒によ

る鈴木・宮浦カップリン

グ反応(鳥取大)○奥村和･

松井公佑･丹羽幹 

4F12 CeO2 系酸化物の酸

素還元活性と PEFC 用燃

料電池電極特性(九州大)
○原田宏紀･石原達己 

 4H12 安価な金属をベー

スとした新しい水分解用

助触媒の開発(東京大)○
大野智之･前田和彦･堂免

一成 

4I12 モリブデン 2 核錯体

を触媒としたラジカル反

応の開発(大阪大)○山田

晃平･劒隼人･真島和志 

 4K12 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･森卓哉･石川哲

也･市橋祐一･西山覚 

4L12 結晶性 MoV 複合酸

化物生成におけるアニオ

ン性ユニットの形成とカ

ウンターカチオンの効果

(北海道大*1･広島大*2)○
遠藤敬介*1･定金正洋*2･

上田渉*1 

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

           
           
           
  「生体関連触媒」セッション     「選択酸化」セッション    

           
13 : 00 4C13 窒素ドープ型チュ

ーブ状酸化チタンの新規

調製法と試料の特性(岡
山大*1･岡山理大*2)○廣

瀬慶計*1･大久保貴広*1･

橘高茂治*2･黒田泰重*1 

4D13 特別講演 触媒・酵

素・抗体の共通点と違い

について―スーパー抗体

酵素の発見とその後の展

開―(大分大)○宇田泰三 

4E13 依頼講演 表面増強

赤外分光で観る電極触媒

反応―Pt 表面における

C1 化合物の酸化反応

―(北海道大)○大澤雅俊 

4F13 特別講演 燃料電池

用カーボンアロイ触媒開

発の現状と今後の展開

(NEDO)○宮田清蔵 

4G13 不 均 一 系

Zigler-Natta 触媒を用いた

プロピレン重合における

ルイス塩基化合物の作用

機構の理論的解明(北陸

先端大)○谷池俊明･寺野

稔 

4H13 太陽電池グレード

の Cu(In,Ga)Se2(CIGS) 薄
膜の水素製造用光カソード

特性(東京大*1･東京工大

*2)○横山大輔*1･嶺岸耕

*1･片山正士*1･高田剛*1･

久保田純*1･山田明*2･小

長井誠*2･堂免一成*1 

4I13 依頼講演 イオン液

体担持金属酸化物触媒に

よる選択酸化(東京工大)
○谷口裕樹 

4J13 バイモダル触媒を

用いた植物油の水蒸気改

質(富山大)○荒野裕行･張

燚･米山嘉治･椿範立 

4K13 Pd-Cu 触媒とヒドラ

ジンを用いた脱硝反応に

おける生成物選択性に及

ぼす反応溶液条件の影響

(原研 )○門脇春彦･加藤

篤･富岡修･目黒義弘･高

橋邦明 

4L13 チオール保護 Au ナ

ノ粒子担持触媒の CO 酸

化活性に対する段階的な

硫黄除去の効果(産総研)
○多井豊･山口渡･田尻耕

治･蔭山博之 

           
13 : 15 4C14 水分解を指向した

可 視 光 応 答 光 触 媒

BaTaO2N の調製法の検討

(東京大*1･北海道大*2)○
森裕貴*1･田端雅史*1･東

正信*2･前田和彦*1･高田

剛*1･阿部竜*2･堂免一成

*1 

   4G14 MgCl2 上 の 孤 立

TiCl3種が有するプロピレ

ン重合特性の評価(北陸

先端大*1･日本ポリプロ

*2)○和田透*1･香西育*2･

谷池俊明*1･寺野稔*1 

4H14 環境浄化を目的と

した CuO-WO3 光触媒の

高性能化(東京理大*1･産

総研*2)○林宏樹*1,*2･草

間仁*2･小西由也*2･杉原

秀樹*2･郡司天博*1･佐山

和弘*2 

 4J14 フィッシャー・トロ

プシュ合成用高性能 Co
触媒の開発(北九州市大)
○柚田恭志･黎暁紅 

4K14 ジメチルエーテルを還

元剤に用いた NO 選択的

還元―金属担持 Al2O3 触

媒を用いた低温域活性の

検討―(北海道大)○桑名

晃裕･奥翔伍･吉田和希･

下川部雅英･荒井正彦 

4L14 アルコールの高効

率液相脱水素反応におけ

る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 

           
13 : 30 4C15 可視光水分解を目

的とした高効率タンタル

(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･

堂免一成*2･阿部竜*1 

 4E15 グラファイトの電

子状態変化が及ぼす金属

微粒子との相互作用への

影響(筑波大)○近藤剛弘･

呉準杓･畠大悟･本間裕二

郎･鈴木哲也･新川慶太

郎･町田考洋･松島龍夫･

中村潤児 

 4G15 新規 ansa 型ジルコ

ノセン-イリジウム ELHB
ヒドリド錯体を用いたア

レーン C-H 活性化反応の

制御(東京工大)○塩谷泰

佑･大石理貴･鈴木寛治 

4H15 各種の金属ポルフ

ィリン錯体とハイドロタ

ルサイトを用いた選択光

酸化反応(京都大)○揖澤

輝学･常岡秀雄･大山順

也･寺村謙太郎･宍戸哲

也･田中庸裕 

4I15 ヘテロポリ酸系触

媒を用いた乳酸誘導体の

変換反応(三菱レイヨン

*1･北海道大*2･広島大*3)
○二宮航*1,*2･定金正洋

*3･安川隼也*1･内藤啓幸

*1･上田渉*2 

4J15 スラリー床反応器

における LPG直接合成触

媒(北九州市大)黎暁紅･○

友延徹平 

4K15 硫化ルテニウム触

媒の水素化脱硫活性に対

する前処理効果(室蘭工

大)○神田康晴･中村琢･

小林隆夫･上道芳夫･杉岡

正敏 

4L15 ジオールからラク

トンへの酸素酸化反応に

おけるハイドロタルサイ

ト固定化金ナノ粒子触媒

の開発(大阪大)○能島明

史･満留敬人･水垣共雄･實

川浩一郎･金田清臣 

           
           

13 : 45 4C16 窒化ガリウム-酸化

亜鉛固溶体の犠牲試薬存

在下での水分解光触媒活

性(東京大)○前田和彦･堂

免一成 

 4E16 Pt/HOPG モデル触

媒の活性とグラファイト

の電子状態(筑波大)○鈴

木哲也･近藤剛弘･中村潤

児 

 4G16 酸により促進され

る(2-アリルフェノキソ)
ルテニウム (II)錯体の炭

素-水素結合切断反応―

ブレンステッド酸による

協奏機能的結合切断機構

の解明―(東京農工大)平
野雅文･久我寿典･小峰伸

之･○小宮三四郎 

4H16 WO3 光触媒を用い

た光触媒-電解ハイブリ

ッドによる水素製造(東
京理大*1･産総研*2)○荒

野大輔*1･小野澤伸子*2･

草間仁*2･杉原秀樹*2･三

石雄悟*2･郡司天博*1･佐

山和弘*2 

4I16 アルミナ担持水酸

化ルテニウム触媒を用い

たアルコールとアンモニ

アからの酸化的ニトリル

合成(東京大)○大石高路･

山口和也･水野哲孝 

4J16 依頼講演 In-situ 分

光法による Fe および Co
触媒上での FT 合成活性

種形成のその場観察(東
北大)○小泉直人 

4K16 Fe-MFI 系触媒上で

の実バイオエタノールか

らの低級オレフィン合成

反応機構(石巻専修大*1･

徳島大*2･三和澱粉*3)○
山崎達也*1･菊池尚子*1･

加藤雅裕*2･吉川卓志*3･

和田守*3 

4L16 水蒸気からの活性

酸素生成を利用したメタ

ンからメタノールへの直

接酸化反応(名古屋大)○
坂本陽介･平林大介･鈴木

憲司･李炳益･日比野高士 
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14 : 00 4C17 In-situ ATR-SEIRAS
法によるPt/GaN水分解光

触媒のフェルミレベルの

観測(東京大*1･北海道大

*2)○吉田真明*1･山方啓

*2･高鍋和広*1･久保田純

*1･大澤雅俊*2･堂免一成

*1 

4D17 バシラス属細菌由

来キトサナーゼのループ

領域改変に基づく基質特

異性の変換(東京工大)中
峯由香子･崎濱由梨･鈴木

麻美絵･深沢徹也･八波利

恵･福居俊昭･竹中章郎･

○中村聡 

4E17 極低温 STS/IETS 測

定による表面修飾された

グラファイトの局所電子

状態計測(筑波大)○本間

裕二郎･町田考洋･呉準

杓･近藤剛弘･中村潤児 

4F17 依頼講演 水溶液中

における白金触媒表面酸

化過程のリアルタイムそ

の場観測(日本電気)○今

井英人 

4G17 アルカン水酸化活

性の向上を目指したニッ

ケルおよびコバルト錯体

触媒の分子設計(神奈川

大)○中澤順･奥田秀穂･

引地史郎 

4H17 高分散担持バナジ

ウム酸化物を用いたプロ

ピレンの選択光酸化反応

の反応機構(京都大)○工

藤康太郎･寺村謙太郎･宍

戸哲也･田中庸裕 

4I17 Redox に伴う斜方晶

Mo3VOx 酸化物のミクロ

細孔性変化(北海道大*1･

広島大*2)○大村俊平*1･

古田土克倫*1･定金正洋

*2･上田渉*1 

 4K17 MFI ゼオライトの

室温付近におけるC2H2吸

着特性(岡山大*1･京都工

繊大*2)○板谷篤司*1･湯

村尚史*2･大久保貴広*1･

小林久芳*2･黒田泰重*1 

4L17 ペロブスカイト系

複合酸化物を用いた貴金

属触媒の新規再生方法(産
総研)○伊達正和･野村勝

裕･蔭山博之･藤谷忠博 

           
14 : 15 4C18 赤外分光法を用い

た光電極の光励起ダイナ

ミクス(北海道大*1･東京

大*2)○山方啓*1･吉田真

明*2･久保田純*2･大澤雅

俊*1･堂免一成*2 

4D18 マンガンサレン錯

体の分子内有機塩基担持

によるカタラーゼ様活性

の高度化(名古屋市大)○
樋口恒彦･則武幸延･加藤

信樹･梅澤直樹 

4E18 HOPG 担持金属クラ

スターモデル触媒におけ

るグラファイト表面物性

の影響(筑波大)○畠大悟･

呉準杓･新川慶太朗･近藤

剛弘･中村潤児 

 4G18 面不斉シクロペン

タジエニルルテニウム錯

体触媒を用いた位置選択

的不斉アリル位置換反応

の開発(大阪大)○神林直

哉･鬼塚清孝 

4H18 可視光応答型酸化

チタン薄膜で構築した積

層型光触媒を用いた水の

分解反応(大阪府大)○戸

出良平･福本章平･松岡雅

也･安保正一 

4I18 分子状酸素による

ベンゼンからの直接フェ

ノ ー ル 合 成 : 高 活 性

ZSM-5 担持 Re-Pt 触媒の

調製とキャラクタリゼー

ション(電気通信大*1･分

子研*2)○王林勝*1･唯美

津 木 *2 ･ 永 松 伸 一 *2 ･

MALWADKAR, Sachin*1･

岩沢康裕*1 

休  憩  4L18 酸化物担体への白

金ナノ粒子の担持過程の

追跡(九州大)○木村加奈･

MOCAER, Laure･永長久

寛･寺岡靖剛 

        (一般研究)   

           
14 : 30 4C19 Ta3N5 を酸素生成系

に用いたヨウ素レドック

ス系 Z-スキームによる水

の全分解反応(東京大*1･

北海道大*2)○田端雅史

*1･東正信*2･前田和彦*1･

高田剛*1･阿部竜*2･堂免

一成*1 

4D19 銅含有アミン酸化

酵素活性中心のモデル化

とアミン酸化反応への応

用(大阪大)○伊東忍･田渕

佳恵･国下敦史･杉本秀

樹･藤枝伸宇 

4E19 HOPG の表面状態変

化が及ぼす分子の衝突散

乱挙動への影響(筑波大)
○呉準杓･近藤剛弘･畠大

悟･本間裕二郎･新川慶太

郎･町田考洋･中村潤児 

4F19 依頼講演 電気化学

-光電子分光法を用いた

Pt 系電極における酸素還

元反応の解析(山梨大)○
脇坂暢･内田裕之･渡辺政

廣 

4G19 依頼講演 鉄触媒ク

ロスカップリング反応の

協奏制御(京都大)○畠山

琢次 

4H19 有機保護 Ag ナノ粒

子を利用した担持金属触

媒の粒子径制御(大阪大)
○熊見彰仁･森浩亮･山下

弘巳 

4I19 チタノシリケート

触媒の形態制御と酸化触

媒特性(東京工大)○横井

俊之･唐牛拓己･清川豪･

今井裕之･野村淳子･辰巳

敬 

4J19 アルミナ上に担持

されたニオブ酸化物の構

造と酸性質(京都大)○北

野友之･宍戸哲也･寺村謙

太郎･田中庸裕 

 4L19 LaMnO3 ペロブスカ

イト型酸化物の VOC 酸化

分解特性(九州大)○永長

久寛･兵頭伸哉･寺岡靖剛 

           
14 : 45 4C20 New method to 

prepare Tantalum(V) 
Nitride with enhanced 
activity for photocatalytic 
hydrogen evolution(Univ. 
Tokyo)○YULIATI, Leny･
JAE-HUN, Yang･MAEDA, 
Kazuhiko ･ TAKATA, 
Tsuyoshi ･ DOMEN, 
Kazunari 

4D20 2 核マンガン錯体に

よる触媒的カテコール空

気酸化反応(同志社大)○
船引卓三･中山一紀･谷川

英治･人見穣･小寺政人 

4E20 Catalytic property 
and characterization of 
Ni/Ce2Zr2Ox (x=7-8) active  
for methane steam 
reforming(Univ. Electro- 
Communications*1 ･

Institute for Molecular 
Science*2)○MALWADKAR, 
Sachin*1 ･ TADA, 
Mizuki*2 ･ ISHIGURO, 
Nozomu*2 ･ NAGAMATSU, 
Shin-ichi*2 ･ IWASAWA, 
Yasuhiro*1 

  4H20 光触媒反応に起因

する電荷測定(九州産業

大*1･九州大*2)○川口俊

郎*1･渡辺康太郎*1･一木

博文*1･惟永和人*2 

4I20 水素共存下におけ

るプロピレンのエポキシ

化反応(大分大)○持田達

也･西口宏泰･永岡勝俊･

滝田祐作 

4J20 赤外分光法による

酸化セリウム表面上での

H2O と CO の反応観測(山
口大 )○櫻旭輝･酒多喜

久･今村速夫 

  

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

           
           
           
           

15 : 15 4C22 依頼講演 マルチフ

ィジックス計算科学によ

る光触媒反応ダイナミク

ス(東北大)○久保百司 

4D22 コロール鉄錯体を

有するヘムタンパク質の

酸化触媒活性評価(大阪

大*1･奈良先端大*2)○林

高史*1･林昭浩*1･松尾貴

史*2 

4E22 赤外線化学発光法

を用いた Rh foil 上の

CO+N2O 反応の反応ダイ

ナミクス(筑波大)○酒井

茂政･渡辺整･伊藤伸一･

冨重圭一 

4F22 サブナノ Pt クラス

ター担持グラフェンナノ

シートを用いたアノード

極の耐 CO 特性(筑波大

*1･産総研*2)○劉銀珠*1･

本間格*2･中村潤児*1 

4G22 Ni(0)触媒を用いた

高効率ティッシェンコ反

応(大阪大)○星本陽一･生

越専介 

4H22 過酸化水素による

酸化チタンの結晶形態別

溶解(三重県工研*1･三重

大*2)○増山和晃*1･森澤

諭*1･金子聡*2･勝又英之

*2･鈴木透*2･太田清久*2 

4I22 Ir/TiO2 触媒による酸

素・水素を用いた炭化水

素の部分酸化(東京工大)
ビンティイズマエルアズ

ハニ･○山中一郎 

4J22 赤外分光法による

有機カチオン交換モルデ

ナイトへの水の解離吸着

に関する研究(山梨大)○
依田英介 

  

           
15 : 30  4D23 各種脱水素酵素と

光エネルギーを利用した

二酸化炭素-メタノール

変換プロセス(大分大)○
天尾豊･宮谷理恵･渡辺智

絵 

4E23 自 己 再 生 触 媒

LaFeO3 における貴金属

(Pd、Rh、Pt)の固溶析出特

性に関する第一原理的研

究(東北大*1･大阪大*2)○
濱田幾太郎*1･魚住昭文

*2･森川良忠*2･柳瀬章*2･

吉田博*2 

4F23 カーボンナノチュ

ーブ担体を用いた耐 CO
燃料電池アノード触媒の

担体効果(筑波大)○高橋

輝宇･劉銀珠･中村潤児 

4G23 Ni 触媒を用いたア

ルミナサイクルの生成―

イ ミ ン と ア ル キ ン と

AlMe3 の環化縮合―(大阪

大)○岸崎治･大橋理人･

生越専介 

4H23 Ti 含有メソポーラ

スシリカ薄膜への貴金属

ナノ粒子の固定化とプラ

ズモン共鳴効果による

R6G 色素の発光特性への

影響(大阪大)○堀内悠･島

田真･亀川孝･森浩亮･山

下弘巳 

4I23 Direct Synthesis of 
Acetic Acid from Methane 
by Liquid Phase Oxidation 
(5)(Kyushu Univ.) ○

RAHMAN, Abul Kalam 
Md. Lutfor ･ KUMASHIRO, 
Masako･ISHIHARA, Tatsumi

4J23 ア ン モ ニ ア

IRMS-TPD 法を用いた

TiO2担持 WO3,MoO3,V2O5

触媒の酸性質解析(鳥取

大)○鳥飼達哉･西泰宏･

片田直伸･丹羽幹 
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15 : 45 4C24 Effect of 

Modification of Metal 
Cations on Photocatalytic 
Activity of Sm2Ti2S2O5 

Oxysulfide for Water 
Splitting(Univ. Tokyo)○
ZHANG, Fuxiang･MAEDA, 
Kazuhiko ･ TAKATA, 
Tsuyoshi ･ DOMEN, 
Kazunari 

 4E24 コバルト酸化物ナ

ノ結晶の形状制御と酸化

反応への応用(東京大)○
佐々木岳彦･向江友佑･高

橋新･YANG, Jinhu 

4F24 PEFC 用シリカ被覆

カーボンナノチューブ担

持 Pt アノード触媒の CO
被毒耐性(九州大)○竹中

壮･河島健治･山之内良

成･松根英樹･岸田昌浩 

4G24 コバルト酸化物担

持金ナノ粒子が触媒する

オレフィンのヒドロアミ

ノメチル化反応(九州大)
○劉小浩･濵﨑昭行･山根

義弘･徳永信 

4H24 シリカ-金属ポルフ

ィリン複合体を触媒とし

たシクロヘキセンの選択

的エポキシ化反応機構

(宮崎大)○白上努･山崎陽

介･松本仁･保田昌秀 

4I24 熱 処 理 活 性 化

Co(NO3)2(phen)/XC72 電

極による触媒的中性H2O2

合成(東京工大)○岩崎達

也･田澤慧･村山徹･山中

一郎 

4J24 Al2O3 で被覆した

MgO の塩基点の構造(北
海道教大*1･埼玉工大*2)
○松橋博美*1･有谷博文*2 

  

           
           

16 : 00 4C25 Cu-Ag-Ga-In 系層状

金属硫化物光触媒を用い

たソーラー水素生成反応

(東京理大)○加賀洋史･齊

藤健二･工藤昭彦 

 4E25 Rh(110)上の N2O 分

解;放出される N2 の空間

分布と分解活性種の配向

(筑波大)○櫻井雅崇･松島

龍夫･近藤剛弘･中村潤児 

4F25 CO tolerance of 
carbon supported Pt/MoOx 

catalyst by water-gas shift 
reaction in polymer 
electrolyte fuel 
cell(Hokkaido Univ.) ○

MUHAMAD, Ernee 
Noryana ･ TAKEGUCHI, 
Tatsuya ･ WANG, Feng ･

WANG, Guoxiong ･

YAMANAKA, Toshiro ･

UEDA, Wataru 

4G25 イリジウムピラゾ

ール錯体触媒によるアミ

ノアルケンの分子内ヒド

ロアミノ化反応(東京工

大 )○柏女洋平･桑田繁

樹･碇屋隆雄 

 4I25 Pd アノード上での

電解酸化カルボニル化に

よるDPCの直接合成―ア

ルキルアミン添加効果

―(東京工大)○村山徹･荒

井悠二･山中一郎 

   

           
16 : 15 4C26 CZTS 粒子の合成と

光触媒特性(宇都宮大*1･

信州大*2)○松本太輝*1･

橋本佳男*2･和久井敦*2･

酒井勝*2･村上泰*2 

  4F26 固体高分子形燃料

電池における PtRu アノ

ード触媒の構造制御と

CO 耐性(北海道大)○山中

俊朗･竹口竜弥･汪国雄･

MUHAMAD, Ernee 
Noryana･上田渉 

4G26 Cp*Ru(PN)触媒を用

いたトリオール類の高選

択的ラクトン化反応(東
京工大)伊藤正人･○大澤

康子･椎橋彬･碇屋隆雄 

 4I26  Pd アノード上での

電解酸化カルボニル化に

よるDPCの直接合成―ナ

トリウムフェノキシド添

加効果―(東京工大)○林

外茂彦･村山徹･荒井悠

二･山中一郎 

   

           
16 : 30 4C27 CuGa5S8光電極の光

電気化学特性と表面修飾

の効果(東京大)○嶺岸耕･

横山大輔･片山正士･久保

田純･堂免一成 

  4F27 中温作動燃料電池

の MEA における無機-有
機コンポジット膜とカソ

ードの特性評価(名古屋

大 )○藤原慶祐･原田敏

彦･金永成･日比野高士 

4G27 光 redox触媒を用い

たエナミン類のオキシア

ミノ化反応(東京工大)○
小池隆司･穐田宗隆 

     

 
 


