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Yokohama Port Opening Plaza Room 6

午前の部
Morning Oral Session

座長：伊藤　建（東海大学）
Chair：TakeruIto（TokaiUniv.）
10:00-10:15 M-O5-001

光熱効果を利用したサブミクロン球状粒子のナノ熱源
への応用 / Application of submicrometer spherical 
particles for nano-sized heat sources using 
photothermal effect

小嶋　雅之、越崎　直人（北海道大学大学院工学院）

MasayukiKOJIMA,NaotoKOSHIZAKI（Graduate
SchoolofEngineering,HokkaidoUniversity）

10:15-10:30 M-O5-002
ミセルを用いた新規Sr（II）蛍光分析システムの構築と
そのナノ構造に関する研究 / Study of micelle-
mediated Sr（II） fluorescent analysis system and 
it's nano-structure

阿久津　和宏1）、森　聖治2）（1）総合科学研究機構中性
子科学センター、2）茨城大学理学部）
KazuhiroAKUTSU1）,SeijiMORI2）（1）NeutronScience
andTechnologyCenter,ComprehensiveResearch
OrganizationforScienceandTechnology（CROSS）,
2）FacultyofScience,IbarakiUniversity）

10:30-10:45 M-O5-003
Optical nonlinearity and quantization of Au 
nanomaterials

BoyiZHANG1,2）,RodrigoSATO1）,HiroakiMAMIYA1）,
KeijiOYOSHI1）,MykhailoCHUNDAK1）,
MasatoOHNUMA3）,YoshihikoTAKEDA1,3）
（1）NationalInstituteforMaterialsScience,2）University
ofTsukuba,3）HokkaidoUniversity）

10:45-11:00 M-O5-004
Inverse design of functional materials: Advanced 
machine learning techniques coupled to 
computational experiments

GuillaumeLAMBARD1,2）,RyoYOSHIDA1,2）（1）The
InstituteofStatisticalMathematics（ISM）,2）National
InstituteforMaterialsScience（NIMS））

11:00 ～ 11:15   Coffee Break

午前の部
Morning Oral Session

座長：野間　竜男（東京農工大学）
Chair：TatsuoNOMA（TokyoUniv.ofAgricultureand

Technology）
11:15-11:30 M-O5-005

無機蛍光体（Al2O3:Cr3+）を分散させた農業用フィルム
の開発 / Development of agricultural film 
dispersed with inorganic phosphor（Al2O3:Cr3+）

葛川　和樹1）、石垣　雅1）、宮崎　裕介1）、西原　英治1）、
戸田　健司2）、大倉　央3）、大観　光徳1）（1）鳥取大学、2）新
潟大学、3）メルク株式会社）
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KazukiKUZUKAWA1）,TadashiISHIGAKI1）,
YusukeMIYAZAKI1）,EijiNISHIHARA1）,
KenjiTODA2）,HiroshiOKURA3）,KoutokuOHMI1）
（1）TottoriUniversity,2）NiigataUniversity,3）Merck
Ltd）

11:30-11:45 M-O5-006
セルロースのキラリティーを利用した蛍光キラルセン
サー開発 / Development of chiral fluorescent 
sensors using cellulose-based chirality

井改　知幸1）、鈴木　大介1）、篠原　健一2）、前田　勝浩1）、
加納　重義1）（1）金沢大学大学院自然科学研究科、2）北陸
先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科）
TomoyukiIKAI1）,DaisukeSUZUKI1）,
Ken-ichiSHINOHARA2）,KatsuhiroMAEDA1）,
ShigeyoshiKANOH1）（1）GraduateSchoolofNatural
ScienceandTechnology,KanazawaUniversity,
2）SchoolofMaterialsScience,JapanAdvanced
InstituteofScienceandTechnology）

11:45-12:00 M-O5-007
らせん状ポリイソシアニド誘導体を用いた円偏光発光
材料の開発 / Helical polyisocyanides for use as 
circularly polarized luminescence materials

大久保　光洋、和田　侑也、井改　知幸、前田　勝浩、
加納　重義（金沢大学大学院自然科学研究科）
MitsuhiroOKUBO,YuyaWADA,TomoyukiIKAI,
KatsuhiroMAEDA,ShigeyoshiKANOH（Graduate
SchoolofNaturalScienceandTechnology,Kanazawa
University）

12:00-12:15 M-O5-008
優れたCO2/N2選択性を示すポリマーナノシートによって
表面改質させた高気体透過性膜 / The highly gas 
permeable membrane modified by the polymer 
nanosheets exhibiting superior selectivity of CO2/N2

鈴木　大士1）、安藤　加奈1）、岡村　陽介1,2）、長瀬　裕1）（1）東
海大学大学院工学研究科、2）東海大学マイクロナノ研）
TaishiSUZUKI1）,KanaANDO1）,
YosukeOKAMURA1,2）,YuNAGASE1）（1）Graduate
schoolofEngineering,2）Micro-nanoResearch
DevelopmentCenter,TokaiUniversity）

12:15-12:30 M-O5-009
主鎖にPEOを導入したポリイミドの合成とナノシート
コーティングを用いた気体透過膜の表面改質 / 
Synthesis of polyimide/PEO block copolymers 
and the surface modification of highly gas 
permeable membrane using nanosheet coating

磯野　亨1）、鈴木　大士1）、岡村　陽介1,2）、長瀬　裕1）（1）東
海大学大学院工学研究科、2）東海大学マイクロ・ナノ研
究開発センター）
ToruISONO1）,TaishiSUZUKI1）,
YosukeOKAMURA1,2）,YuNAGASE1）（1）Graduate
SchoolofEngineering,2）Micro-nanoResearch
DevelopmentCenter,TokaiUniversity）

12 月 6 日（水） 
December 6（Wed.）

横浜市開港記念会館　6号室
Yokohama Port Opening Plaza Room 6

午後の部
Afternoon Oral Session

座長：長田　実（物質・材料研）
Chair：MinoruOSADA（NIMS）
13:00-13:30 Invited M-I6-001

細孔性配位高分子の速度論的合成 / Kinetic assembly 
of porous coordination networks

河野　正規（東京工業大学）

MasakiKAWANO（TokyoInstituteofTechnology）

13:30-14:00 Invited M-I6-002
全固体リチウムイオン電池用ナノ材料創成への新しい
コンセプト / Novel concepts on nanostructured 
materials for an affordable all-solid Li-ion battery

仙名　保（慶應義塾大学理工学部）

MamoruSENNA（FacultyofScienceandTechnology,
KeioUniversity）

午後の部
Afternoon Oral Session

座長：渡邉　友亮（明治大学）
Chair：TomoakiWATANABE（MeijiUniv.）
14:00-14:15 M-O6-003

コンバージョン型FeF3正極の充放電特性への磁性から
のアプローチ / Magnetic approach to the charge/
discharge profile for a conversion-type FeF3 
cathode

高見　剛1）、松井　啓太郎2）、妹尾　博2）、鹿野　昌弘2）、
栄部　比夏里2）、福永　俊晴1）、小林　弘典2）、
松原　英一郎1）（1）京都大学、2）産総研）
TsuyoshiTAKAMI1）,KeitaroMATSUI2）,
HiroshiSENOH2）,MasahiroSHIKANO2）,
HikariSAKAEBE2）,ToshiharuFUKUNAGA1）,
HironoriKOBAYASHI2）,EiichiroMATSUBARA1）
（1）KyotoUniversity,2）NationalInstituteofAdvanced
IndustrialScienceandTechnology（AIST））

14:15-14:30 M-O6-004
光触媒上での有機化合物の分解 / Decomposition 
process of organic compounds by photocatalyst

伊熊　泰郎、井下　亮平、森川　浩、丹羽　紘一（神奈
川工科大学）
YasuroIKUMA,RyoheiISHITA,
HiroshiMORIKAWA,KoichiNIWA（Kanagawa
InstituteofTechnology）

14:30-14:45 M-O6-005
An application of the frequency dependent 
energy equation of the electromagnetic wave: 
The explanation of the photoelectric effect

Md.MUHIBBULLAH1）,YasuroIKUMA2）
（1）BangladeshUniversity,2）KanagawaInstituteof
Technology）
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14:45-15:00 M-O6-006
ゼオライトによるCsおよびSrの固定化の焼成条件 / 
Immobilization of Cs and Sr adsorbed in zeolite 
using heat treatment

髙橋　龍一郎1）、ジョハンエルニ1）、松枝　直人2）、
板垣　吉晃1）、青野　宏通1）（1）愛媛大学大学院理工学研
究科、2）愛媛大学　農学部）
RyuichirohTAHKAHASHI1）,ErniJOHAN1）,
NaotoMATSUE2）,YoshiteruITAGAKI1）,
HiromitiAONO1）（1）GraduateSchoolofScienceand
Engineering,EhimeUniversity,2）Facultyof
Agriculture,EhimeUniversity）

15:00-15:15 M-O6-007
重合性イオン液体とポリ酸クラスタから合成されたハ
イブリッド結晶 / Hybrid crystals constructed from 
polymerizable ionic-liquids and polyoxometalate 
clusters

三澤　寿之1）、渡邉　真幸2）、小野　誠司2）、小林　純1）、
清田　祥生1）、小口　真一1）、岡村　陽介2）、樋口　昌史2）、
長瀬　裕2）、伊藤　建1）（1）東海大学大学院理学研究科、
2）東海大学大学院工学研究科）
ToshiyukiMISAWA1）,MasayukiWATANABE2）,
SeijiONO2）,JunKOBAYASHI1）,YoshikiKIYOTA1）,
ShinichiKOGUCHI1）,YosukeOKAMURA2）,
MasashiHIGUCHI2）,YuNAGASE2）,TakeruITO1）
（1）GraduateSchoolofScience,2）GraduateSchoolof
Engineering,TokaiUniversity）

15:15 ～ 15:30   Coffee Break

午後の部
Afternoon Oral Session

座長：岡村　陽介（東海大学）
Chair：YosukeOKAMURA（TokaiUniv.）
15:30-16:00 Invited M-I6-008

ケイ素含有高分子を基盤とする光機能性材料の創製 / 
Development of optical functional materials based 
on silicon-containing polymers

根本　修克（日本大学工学部）

NobukatsuNEMOTO（CollegeofEngineering,Nihon
University）

16:00-16:15 M-O6-009
アゾ基を含有したインドロカルバゾール誘導体の合成
と物性 / Synthesis and charactarization of 
indolo[3,2-b]carbazole derivatives containing azo 
unit

及川　嶺1）、青山　和樹2）、三村　智紀1）、川本　益揮3）、
長瀬　裕1,2）（1）東海大学大学院工学研究科、2）東海大学
工学部、3）理研）
ReiOIKAWA1）,KazukiAOYAMA2）,
TomokiMIMURA1）,MasukiKAWAMOTO3）,
YuNAGASE1,2）（1）GraduateSchoolofEngineering,
Tokaiuniversity,2）SchoolofEngineering,Tokai
University,3）RIKEN）

16:15-16:30 M-O6-010
疎水性メソゲンを側鎖に導入した親水性分岐ポリアミ
ンのスメクチック構造 - 液晶状態とLB膜 - / Smectic 
structures in liquid crystalline phases and 
langmuir-blodgett films of hydrophilic branched 
polyamines with hydrophobic mesogenic side-
chains

吉見　剛司1）、森下　裕介2）、志摩　優太2）、山口　翔太2）、
氏家　誠司1）（1）大分大学理工学部、2）大分大学工学部）
TakeshiYOSHIMI1）,YusukeMORISHITA2）,
YutaSHIMA2）,ShotaYAMAGUCHI2）,SeijiUJIIE1）
（1）FacultyofScienceandTechnology,OitaUniversity,
2）FacultyofEngineering,OitaUniversity）

16:30-16:45 M-O6-011
高感度バイオイメージングを実現するリン脂質ポリ
マーブラシ被覆単一量子ドットの合成 / Synthesis of 
phospholipid polymer brush layer-modified single 
QD as highly sensitive bioimaging probe

西澤　慧、井上　祐貴、石原　一彦（東京大学大学院工
学系研究科マテリアル工学専攻）
KeiNISHIZAWA,YuukiINOUE,
KazuhikoISHIHARA（DepartmentofMaterials
Engineering,SchoolofEngineering,TheUniversityof
Tokyo）

16:45 ～ 17:00   Coffee Break

午後の部
Afternoon Oral Session

座長：萩原　俊紀（日本大学）
Chair：ToshikiHAGIWARA（NihonUniv.）
17:00-17:15 M-O6-012

生細胞代謝の精密制御を指向した細胞親和性レドック
スリン脂質ポリマーの分子設計 / Molecular design 
of cytocompatible and redox-active phospholipid 
polymers toward sophisticated electrochemical 
control of cell metabolism

金子　真大1）、石川　聖人2,3）、加藤　創一郎3,4）、
石原　一彦1）、中西　周次3）（1）東京大学大学院工学系研
究科、2）名古屋大学工学研究科、3）大阪大学太陽エネル
ギー化学研究センター、4）産業技術研究所）
MasahiroKANEKO1）,MasahitoISHIKAWA2,3）,
SouichiroKATO3,4）,KazuhikoISHIHARA1）,
ShujiNAKANISHI3）（1）GraduateSchoolof
Engineering,TheUniversityofTokyo,2）Graduate
SchoolofEngineering,NagoyaUniversity,3）Research
CenterforSolarEnergyChemistry,OsakaUniversity,
4）NationalInstituteofAdvancedIndustrialScience
andTechnology）

17:15-17:30 M-O6-013
ホスホリルコリン基含有ポリエステルウレタンからな
る生体適合性エラストマーの調製 / Preparations of 
biocompatible elastomers composed of poly

（ester-urethane）s containing phosphorylcholine 
group

宮下　博壮1）、岩野　篤1）、野上　裕貴2）、岡村　陽介1,3）、
長瀬　裕1）（1）東海大学大学院工学研究科、2）東海大学工
学部、3）東海大学　マイクロ・ナノ研究会開発センター）
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HiroakiMIYASHITA1）,AtsushiIWANO1）,
YukiNOGAMI2）,YousukeOKAMURA1,3）,
YuNAGASE1）（1）GraduateSchoolofEngineering,
UniversityofTokai,2）SchoolofEngineering,
UniversityofTokai,3）Micro-nanoResearch
DevelopmentCenter,TokaiUniversity）

17:30-17:45 M-O6-014
ペプチド修飾層を利用したポリエーテルイミドフィル
ムと金属板の接着性の向上 / Improvement of 
adhesions between polyetherimide films and 
metal plates utilizing peptide-modified layers

鍋谷　真子1）、飯島　一智1）、澤田　敏樹2）、芹澤　武2）、
橋詰　峰雄1）（1）東京理科大学大学院、2）東京工業大学物
質理工）
MakoNABETANI1）,KazutoshiIIJIMA1）,
ToshikiSAWADA2）,TakeshiSERIZAWA2）,
MineoHASHIZUME1）（1）GraduateSchoolof
Engineering,TokyoUniversityofScience,2）Schoolof
MaterialsandChemicalTechnology,TokyoInstitute
ofTechnology）

17:45-18:00 M-O6-015
肺および脾臓への蓄積を回避できる赤血球状ポリマー
粒子の作製と肝硬変治療への応用 / Preparation of 
red blood cell-like particles with ability to avoid 
accumulation in the lung and spleen for the 
treatment of liver fibrosis

山田　翔太1）、林　幸壱朗1,2）、坂本　渉1）、余語　利信1）
（1）名古屋大学未来材料・システム研究所、2）九州大学
大学院歯学研究院）
ShotaYAMADA1）,KoichiroHAYASHI1,2）,
WataruSAKAMOTO1）,ToshinobuYOGO1）（1）Institute
ofMaterialsandSystemsforSustainabilty,Nagoya
University,2）FacultyofDentalScience,Kyushu
University）

12 月 5 日（火） 
December 5（Tue.）

横浜情報文化センター　情文ホール
Yokohama Media & Communications Center, Hall

ポスターセッション
Poster Session

14:00-17:10 M-P5-001
ピコ秒レーザーを用いた穴あきグラファイト負極の作
製およびプレドープ反応の促進 / Fabrication of 
porous graphite anodes with pico-second pulse 
laser and enhancement of pre-doping of Li+ ions 
to laminated graphite anodes with micrometre-
sized holes formed on the porous graphite 
anodes

津田　喬史1）、安東　信雄1）、三橋　直人1）、田邉　豊和1）、
板垣　薫2）、杣　直彦2）、中村　奬3）、林　成実4）、
松本　太1）（1）神奈川大学、2）ワイヤード株式会社、3）長
岡高等専門学校、4）新潟県工業技術総合研究所）

TakashiTSUDA1）,NobuoANDO1）,
NaotoMITSUHASHI1）,ToyokazuTANABE1）,
KaoruITAGAKI2）,NaohikoSOMA2）,
SusumuNAKAMURA3）,NarumiHAYASHI4）,
FutoshiMATSUMOTO1）（1）KanagawaUniversity,
2）WiredCo.,Ltd.,3）NationalInstituteofTechnology,
NagaokaCollege,4）IndustrialResearchInstituteof
NiigataPrefecture）

14:00-17:10 M-P5-002
表面酸化膜ニッケル繊維を内部電極として用いた金属
基圧電複合材料の内部構造の観察 / Observation of 
microstructure of metal Matrix piezoelectric 
composite using surface oxidized metal fibers

堀切　一輝1）、柳迫　徹郎1）、久保木　功1）、佐藤　宏司2）、
浅沼　博3）（1）工学院大学、2）産業技術総合研究所、3）千
葉大学）
KazukiHORIKIRI1）,TetsuroYANASEKO1）,
IsaoKUBOKI1）,HiroshiSATO2）,HiroshiASANUMA3）
（1）KogakuinUniversity,2）NationalInstituteof
AdvancedIndustrialScienceandTechnology,3）Chiba
University）

14:00-17:10 M-P5-003
スクリーン印刷用孔版の作製のためのエンジニアリン
グプラスチックフィルムへのパルスレーザー穴あけ加
工 / Pulsed Laser drilling of engineering plastic 
films to fabricate through-hole membranes

中村　貴宏1）、関　健斗1）、永瀬　和郎2）、中川　勝1）（1）東
北大学多元物質科学研究所、2）株式会社ミノグループ）
TakahiroNAKAMURA1）,KentoSEKI1）,
KazuroNAGASE2）,MasaruNAKAGAWA1）
（1）InstituteofMultidisciplinaryResearchfor
AdvancedMaterials,TohokuUniversity,2）MINO
GROUPCo.Ltd.）

14:00-17:10 M-P5-004
陽極酸化アルミニウムに吸着したアリザリンの分光学
的特性 / Spectroscopic study of alizarin adsorbed 
on anodic aluminum oxide

富士川　弘枝、山口　祥平、松井　和則（関東学院大学
大学院工学研究科）
HiroeFUJIKAWA,ShoheiYAMAGUCHI,
KazunoriMATSUI（GraduateSchoolofEngineering,
UniversityofKantogakuin）

14:00-17:10 M-P5-005
CoPt磁性薄膜の磁気特性に対する下地層及び保護層の
影響 / Influence of lower stratum and the 
protective layer on magnetic characteristic of the 
CoPt magnetism film

天童　作1）、武田　啓補1）、伊佐地　育圭1）、山根　治起2）、
小林　政信1）（1）千葉工業大学、2）秋田県産業技術セン
ター）
TsukuruTENDO1）,KeisukeTAKEDA1）,
YasuyoshiISAJI1）,HarukiYAMANE2）,
MasanobuKOBAYASHI1）（1）ChibaInstituteof
Technology,2）AkitaIndustrialTechnologyCenter）

14:00-17:10 M-P5-006
ロールプレス法を用いた Ta3N5/KTaO3 複合光電極の
作製 / Fabrication of  Ta3N5/KTaO3 pomposite 
photoelectrode by rolling press method

佐々木　勇太、伊澤　千尋、渡邉　友亮（明治大学大学
院理工学研究科）
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YutaSASAKI,ChihiroIZAWA,
TomoakiWATANABE（GraduateSchoolofScience
andTechnology,MeijiUniversity）

14:00-17:10 M-P5-007
Ag薄膜の熱処理によるナノ構造化 / Nano-structuring 
by heat treatment of Ag thin film

猪俣　忠明1）、小林　政信1）、山根　治起2）（1）千葉工業
大学、2）秋田県産業技術センタ-）
TadahiroINOMATA1）,MasanobuKOBAYASHI1）,
HarukiYAMANE2）（1）ChibaInstituteofTechnology,
2）AkitaIndustrialTechnologycenter）

14:00-17:10 M-P5-008
マイクロリアクターを利用した単分散シリカ微粒子の
精密合成とコロイド結晶への展開 / Precise 
syntheses of monodisperse silica microparticles 
in microreactor for well-organized colloidal 
photonic crystals

山田　陽平1）、大西　耀1）、佐藤　龍2）、小池　尊2）、
土屋　沙織2）、古海　誓一1,2）（1）東京理科大学大学院　理
学研究科、2）東京理科大学　理学部第一部　応用化学科）
YoheiYAMADA1）,HikaruONISHI1）,RyuSATO2）,
TakeruKOIKE2）,SaoriTSUCHIYA2）,
SeiichiFURUMI1,2）（1）GraduateSchoolofScience,
TokyoUniversityofScience,2）DepartmentofApplied
Chemistry,FacultyofScienceDivisionof1,Tokyo
UniversityofScience）

14:00-17:10 M-P5-009
多元マグネトロンスパッタで作製したMAX相含有
Ti-Si-C複合膜の物理的・機械的特性 / Physical and 
mechanical properies of MAX-phase-containing 
Ti-Si-C composite films prepared by multi-target 
magnetron sputtering

園田　勉、中尾　節男（産業技術総合研究所）

TsutomuSONODA,SetsuoNAKAO（National
InstituteofAdvancedIndustrialScienceand
Technology（AIST））

14:00-17:10 M-P5-010
ゾル-ゲルシリカ中の8-ヒドロキシキノリンから調製し
たAlq3の蛍光 / Fluorescence of Alq3 prepared from 
8-hydroxyquinoline in sol-gel silica

寺島　玲奈1）、山口　祥平2）、松井　和則2）（1）関東学院
大学理工学部、2）関東学院大学大学院工学研究科）
RenaTERASHIMA1）,ShoheiYAMAGUCHI2）,
KazunoriMATSUI2）（1）CollegeofScienceand
Engineering,KantoGakuinUniversity,2）Graduate
SchoolofEngineering,KantoGakuinUniversity）

14:00-17:10 M-P5-011
種々のMn前駆体を用いたMnドープAgInS2/ZnSナノ
結晶の光学特性への影響 / Comparative studies on 
optical properties of Mn-doped AgInS2/ZnS 
nanocrystals synthesized by various Mn 
precursors as dopants

酒井　瞭1）、大西　耀1）、山根　拓也2）、井戸　里美1）、
金子　希望1）、青井　遼1）、光山　健太2）、古海　誓一1,2）
（1）東京理科大学大学院　理学研究科、2）東京理科大学　
理学部第一部　応用化学科）

RyoSAKAI1）,HikaruONISHI1）,TakuyaYAMANE2）,
SatomiIDO1）,NozomiKANEKO1）,RyoAOI1）,
KentaKOYAMA2）,SeiichiFURUMI1,2）（1）Graduate
SchoolofScience,TokyoUniversityofScience,
2）DepartmentofAppliedChemistry,Facultyof
ScienceDivision1,TokyoUniversityofScience）

14:00-17:10 M-P5-012
Tunable upper critical solution temperature 

（UCST）-type ammonium iodide salts as the draw 
solutes for feasible forward osmosis

HeeyoungJOO,JeongseonPARK,YanLEE
（DepartmentofChemistry,CollegeofNatural
Sciences,SeoulNationalUniversity）

14:00-17:10 M-P5-013
TEMPO酸化を利用した保水性セルロースマイクロ球状
粒子の開発 / Development of water-retaining 
cellulose microsphere prepared using TEMPO 
oxidation method

城崎　智洋1,3）、平木　健太郎2）、龍　直哉1）、佐藤　崇雄1）、
永岡　昭二1,2,3）、伊原　博隆2,3）（1）熊本県産業技術セン
ター、2）熊本大学大学院先端科学研究部、3）くまもと有
機薄膜技術高度化支援センター）
TomohiroSHIROSAKI1,3）,KentaroHIRAKI2）,
NaoyaRYU1）,TakaoSATOH1）,ShojiNAGAOKA1,2,3）,
HirotakaIHARA2,3）（1）KumamotoIndustrialResearch
Institute,2）KumamotoUniversity,3）Kumamoto
InstituteforPhoto-ElectroOrganics（PHOENICS））

14:00-17:10 M-P5-014
Fabrication of thin films of hexahelicene diol and 
evaluation of their optical and 
photoelectrochemical properties

Md.NazmulKAYES1）,MohammadSHAHABUDDIN1）,
MdJalilMIAH2）,MichinoriKARIKOMI1）,
EriNASUNO1）,NorihiroKATO1）,Ken-ichiIIMURA1）
（1）GraduateSchoolofEngineering,Utsunomiya
University,Yoto7-1-2,Utsunomiya,Tochigi,Japan,
2）DepartmentofMechanicalandChemical
Engineering,IslamicUniversityofScienceand
Technology,Gazipur,Bangladesh）

14:00-17:10 M-P5-015
イオン液体担持ＤＭＩを用いたハロゲン化反応 / 
Halogenation using Ionic liquid-supported 
2-chloro-1, 3-dimethylimidazolinium chloride.

五十嵐　悠輔、小口　真一（東海大学　理学部）

YusukeIGARASHI,ShinichiKOGUCHI（Schoolof
Science,TokaiUniversity）

14:00-17:10 M-P5-016
ヒドロキシプロピルセルロース誘導体の物理化学的性
質 / Thermotropic properties of hydroxypropyl 
cellulose （HPC） derivatives

岩見　裕子、氏家　誠司（大分大学理工学部）

YukoIWAMI,SeijiUJIIE（FacultyofScienceand
Technology,OitaUniversity）

14:00-17:10 M-P5-017
Sorbitolコーティング焼成ホタテ貝殻粉末の調製とフ
レッシュ食品への応用 / Preparation of sorbitol-
coated heated scallop-shell powder its 
application to fresh vegetables
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鶴間　愛理、野本　侑李、西尾　茉莉、石川　美紀、
澤井　淳（神奈川工科大学栄養生命科学科）

AiriTSURUMA,YuriNOMOTO,MariNISHIO,
MikiISHIKAWA,JunSAWAI（Departmentof
NutritionandLifeScience,KanagawaInstituteof
Technology）

14:00-17:10 M-P5-018
中空生体活性ガラス/水溶性キチン複合材料の生体活性
に関する粒径の影響 / Influence of particle size on 
bioactivity of hollow bioactive glass / Water 
soluble chitin composites

林　紀佐、永田　謙二、樋口　真弘、池田　幸弘（名古
屋工業大学大学院工学研究科）
KisaHAYASHI,KenjiNAGATA,MasahiroHIGUCHI,
YukihiroIKEDA（GraduateSchoolofEngineering,
NagoyaInstituteofTechnology）

14:00-17:10 M-P5-019
Pt/酸化チタン/カップスタックカーボンナノチューブ
上での酸性水溶液中における酸素還元反応の促進およ
び耐久性の向上 / Improvement of ORR activity and 
durability of Pt electrocatalyst nanoparticles 
anchored on TiO2/Cup-Stacked carbon nanotube 
in acidic aqueous media

安藤　風馬、田邉　豊和、大坂　武男、松本　太（神奈
川大学）
FumaANDO,ToyokazuTANABE,TakeoOHSAKA,
FutoshiMATSUMOTO（KanagawaUniversity）

14:00-17:10 M-P5-020
CoPt膜の膜厚変化による磁気特性への影響 / Effect of 
film thickness change of CoPt film on magnetic 
properties

齋藤　裕輝1）、小林　政信2）、山根　治起3）、武田　啓輔1）、
伊佐地　育圭1）、天童　作1）（1）千葉工業大学大学院工学
研究科、2）千葉工業大学、3）秋田県産業技術センター）
YukiSAITO1）,MasanobuKOBAYASI2）,
HarukiYAMANE3）,KeisukeTAKEDA1）,
YasuyosiISAJI1）,TsukuruTENDO1）（1）Graduate
SchoolofEngineering,ChibaInstituteofTechnology,
2）ChibaInstituteofTechnology,3）AkitaIndustrial
TechnologyCenter）

14:00-17:10 M-P5-021
酸化亜鉛半導体の特性改善 / Improvement of 
characteristics of zinc oxide semiconductor

野中　一輝、黒崎　翼、小林　政信（千葉工業大学）

KazukiNONAKA,TsubasaKUROSAKI,
MasanobuKOBAYASHI（ChibaInstituteof
Technology）

14:00-17:10 M-P5-022
金属フタロシアニンを用いた固体高分子型燃料電池用
触媒の創製と活性評価 / Preparation and activity 
evaluation of catalyst using metal phthalocyanine 
for polymer electrolyte fuel cells

新貝　昇大1）、涌澤　尚樹1）、宮田　峻2）、小林　以弦2）、
根本　修克2）、秋本　雅史3）、梅津　一登3）（1）日本大学
大学院工学研究科、2）日本大学工学部、3）クミアイ化学
工業株式会社）

ShotaSHINGAI1）,NaokiWAKUZAWA1）,
ShunMIYATA2）,IzuruKOBAYASHI2）,
NobukatsuNEMOTO2）,MasajiAKIMOTO3）,
KazutoUMEZU3）（1）GraduateSchoolofEngineering,
NihonUniversity,2）CollegeofEngineering,Nihon
University,3）KumiaiChemicalIndustryCompany
Ltd.）

14:00-17:10 M-P5-023
FIB加工による光磁気特性への影響 / Magneto-optical 
characteristics and influence of FIB processing

伊佐地　育圭1）、武田　啓輔1）、山根　治起2）、
小林　政信1）（1）千葉工業大学、2）秋田県産業技術セン
ター）
YasuyoshiISAJI1）,KeisukeTAKEDA1）,
HarukiYAMANE2）,MasanobuKOBAYASHI1）
（1）Chibainstituteoftechnology,2）Akitaindustrial
technologycenter）

14:00-17:10 M-P5-024
異なる温度の有機溶媒中で酸化させたポーラスSiの蛍
光強度の変化 / Change in photoluminescence 
intensity of porous Si oxidized in organic solvents 
with different temperature

馬淵　優貴（富山県立大学）

YukiMABUCHI（ToyamaPrefecturalUniversity）

14:00-17:10 M-P5-025
フォトニック結晶への応用に向けた半導体ナノ結晶の
大量合成 / Gram-scale synthesis of semiconductor 
nanocrystals for light-emitting photonic crystals

山根　拓也1）、大西　耀2）、酒井　瞭2）、山田　陽平2）、
土屋　沙織1）、古海　誓一1,2）（1）東京理科大学　理学部第
一部　応用化学科、2）東京理科大学大学院　理学研究科）
TakuyaYAMANE1）,HikaruONISHI2）,RyoSAKAI2）,
YouheiYAMADA2）,SaoriTSUCHIYA1）,
SeiichiFURUMI1,2）（1）DepartmentofApplied
Chemistry,FaculityofScienceDivision1,Tokyo
UniversityofScience,2）GraduateSchoolofScience,
TokyoUniversityofScience）

14:00-17:10 M-P5-026
シラン修飾窒化ホウ素/エポキシ複合材料の熱伝導性評
価 / Thermal conductivity of epoxy composites 
filled with silane-treated boron nitride

登　羽香奈1）、永田　謙二1）、稲垣　美波2）、水野　菜央1）
（1）名古屋工業大学大学院工学研究科、2）名古屋工業大学
工学部）
WakanaNOBORU1）,KengiNAGATA1）,
MinamiINAGAKI2）,NaoMIZUNO1）（1）Graduate
SchoolofEngineering,NagoyaInstituteofTechnology,
2）SchoolofEngineering,NagoyaInstituteof
Technology）

14:00-17:10 M-P5-027
グリセリン中への高強度レーザー照射による金ナノ粒
子の作製 / High-intensity Laser irradiation 
inducing Au nanoparticles in glycerin

黒田　陸斗1）、中村　貴宏2）、中川　勝2）（1）東北大学工
学部、2）東北大学多元物質科学研究所）
RikutoKURODA1）,TakahiroNAKAMURA2）,
MasaruNAKAGAWA2）（1）FacultyofEngineering,
Tohokuuniversity,2）InstituteofMultidisciplinary
ResearchforAdvancedMaterials,Tohoku
University）
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14:00-17:10 M-P5-028
有機配位子によって保護された微小ロジウムクラス
ターの単分散合成 / Synthesis of monodisperse 
rhodium clusters protected by organic ligand

井上　順太1）、藏重　亘2）、根岸　雄一2）（1）東京理科大
学大学院総化学研究科、2）東京理科大学理学部）
JuntaINOUE1）,WataruKURASHIGE2）,
YuichiNEGISHI2）（1）GraduateSchoolofChemical
ScienceandTechnology,TokyoUniv.ofSci.,2）Faculty
ofSci.,TokyoUniv.ofSci.）

14:00-17:10 M-P5-029
ポリシロキサンを基盤とするイオン液体を用いた架橋
高分子の創製 / Preparation of cross-linked 
polymers from polysiloxane-based ionic liquids

市川　司、片寄　裕也、根本　修克（日本大学工学部）

TsukasaICHIKAWA,YuyaKATAYOSE,
NobukatsuNEMOTO（CollegeofEngineering,Nihon
University）

14:00-17:10 M-P5-030
ポリエーテルエーテルケトンの表面改質条件が無機層
形成に与える影響 / Effect of surface modification 
conditions for poly（ether ether ketone） 
substrates on following inorganic coating thereon

前場　敬、飯島　一智、橋詰　峰雄（東京理科大学大学
院総合化学研究科）
TakashiZEMBA,KazutoshiIIJIMA,
MineoHASHIZUME（GraduateSchoolofChemical
ScienceandTechnology,TokyoUniversityofScience）

14:00-17:10 M-P5-031
Photo-controllable L/UCST behavior of branched 
polyethylenimine in aqueous solutions

YeongbongMOK1）,MinwooNOH1）,GyuchanKIM1）,
YoungjunSONG1）,HeejinKIM1）,SeulahKIM1）,
SihyeongYI1）,Ji-hunSEO2）,YanLEE1）（1）Department
ofChemistry,SchoolofNaturalSciences,Graduate
SchoolofSeoulNationalUniversity,2）Korea
University）

14:00-17:10 M-P5-032
フタロシアニンシートの合成、構造と磁性 / 
Synthesis, structures, and magnetic properties of 
phthalocyanine sheets

田代　慎1）、大倉　秀亮1）、萩原　政幸2）、木田　孝則2）、
酒井　政道1）、福田　武司1）、鎌田　憲彦1）、
本多　善太郎1）（1）埼玉大学大学院理工学研究科、2）大阪
大学大学院理学研究科先端強磁場科学研究センター）
MakotoTASHIRO1）,SyusukeOKURA1）,
MasayukiHAGIWARA2）,TakanoriKIDA2）,
MasamichiSAKAI1）,TakeshiFUKUDA1）,
NorihikoKAMATA1）,ZentaroHONDA1）（1）Graduate
SchoolofScienceandEngineering,SaitamaUniversity,
2）CenterforAdvancedHighFieldScience,Graduate
SchoolofScience,OsakaUniversity）

14:00-17:10 M-P5-033
チエノチオフェン骨格を有するポリ（テトラメチルシル
アリーレンシロキサン）誘導体の合成とその物性 / 
Synthesis and properties of  poly

（tetramethylsilarylenesiloxane） derivatives with 
thienothiophene based moiety.

西澤　衣吹1）、味戸　宏樹1）、三嶋　亮仁2）、森平　真伍2）、
根本　修克2）（1）日本大学大学院工学研究科、2）日本大学
工学部）
IbukiNISHIZAWA1）,HirokiAJITO1）,
RyoutoMISHIMA2）,ShingoMORIHIRA2）,
NobukatsuNEMOTO2）（1）GraduateSchoolof
Engineering,NihonUniversity,2）Collegeof
Engineering,NihonUniversity）

14:00-17:10 M-P5-034
湿式高圧ジェットミルにより処理されたセルロース粉
末液のレオロジー特性 / Rheological properties of 
cellulose powder suspension treated by wet high 
pressure jet milling

岩坪　聡（富山県工業技術センター）

SatoshiIWATSUBO（ToyamaIndustrialTechnology
Center）

14:00-17:10 M-P5-035
グラフェン充填ポリスチレン/ポリメタクリル酸メチル
複合材料の電気抵抗率における相構造と表面修飾の影
響 / Influence of phase structure and surface 
modification on electrical resistivity of graphene-
filled polystyrene/poly（methyl methacrylate） 
composites

安達　裕規、永田　謙二、福田　純也、屠　策（名古屋
工業大学大学院工学研究科）
YuukiADACHI,KenjiNAGATA,JunyaFUKUTA,
CeTU（GraduateSchoolofEngineering,Nagoya
InstituteofTechnology）

14:00-17:10 M-P5-036
精密担持合金クラスターの助触媒利用による水分解光
触媒の高活性化 / Improvement of water-splitting 
photocatalytic activity of BaLa4Ti4O15 
photocatalyst  by precise loading of bimetallic 
cluster

林　瑠衣、藏重　亘、吉野　駿、若松　光祐、高山　大鑑、
岩瀬　顕秀、工藤　昭彦、根岸　雄一（東京理科大学大
学院理学研究科）
RuiHAYASHI,WataruKURASHIGE,ShunYOSHINO,
KosukeWAKAMATSU,TomoakiTAKAYAMA,
AkihideIWASE,AkihikoKUDO,YuichiNEGISHI
（GraduateSchoolofScience,TokyoUniversityof
Science）

14:00-17:10 M-P5-037
ZnO-Mの光学的・電気的特性 / Optical and electrical 
properties of ZnO-M

黒崎　翼、武田　啓輔、伊佐地　育圭、野中　一輝、
小林　政信（千葉工業大学）
TsubasaKUROSAKI,KeisukeTAKEDA,
YasuyoshiISAJI,KazukiNONAKA,
MasanobuKOBAYASHI（ChibaInstituteof
Technology）

14:00-17:10 M-P5-038
窒素および遷移金属含有ナノグラファイトの合成と磁
性 / Synthesis and magnetic properties of 
nitrogen and transition metal containing nano-
graphite
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菊池　智史1）、萩原　政幸2）、木田　孝則2）、酒井　政道1）、
福田　武司1）、鎌田　憲彦1）、本多　善太郎1）（1）埼玉大
学大学院理工学研究科、2）大阪大学大学院理学研究科先
端強磁場科学研究センター）
SatoshiKIKUCHI1）,MasayukiHAGIWARA2）,
TakanoriKIDA2）,MasamichiSAKAI1）,
TakeshiFUKUDA1）,NorihikoKAMATA1）,
ZentaroHONDA1）（1）GraduateSchoolofScienceand
Engineering,SaitamaUniversity,2）CenterforAdvance
HighMagneticFieldScience,GraduateSchoolof
Science,OsakaUniversity）

14:00-17:10 M-P5-039
AZO薄膜がCoPt磁性層へ与える影響 / Effect of AZO 
thin film on CoPt magnetic layer

武田　啓輔1）、伊佐地　育圭1）、山根　治起2）、
小林　政信1）（1）千葉工業大学、2）秋田県産業技術セン
ター）
KeisukeTAKEDA1）,YasuyoshiISAJI1）,
HarukiYAMANE2）,MasanobuKOBAYASHI1）
（1）ChibaInstituteofTechnology,2）AkitaIndustrial
TechnologyCenter）

14:00-17:10 M-P5-040
2つの二十面体コアを有するAu25（SR）5（PR3）10Cl2に
おけるPd原子の選択的置換効果 / Effect of palladium 
substitution on biicosahedral Au25（SR）5（PR3）10Cl2
若山　彰太1）、ナイアーラクシュミー 2）、高木　隼次郎2）、
ホサインサキアット2）、藏重　亘2）、根岸　雄一1,2）（1）東
京理科大学大学院総合化学研究科、2）東京理科大学大学
院理学研究科）
ShotaWAKAYAMA1）,LakshmiVNAIR2）,
ShunjiroTAKAGI2）,SakiatHOSSAIN2）,
WataruKURASHIGE2）,YuichiNEGISHI1,2）（1）Graduate
SchoolofChemicalsciencesandTechnology,Tokyo
UniversityofScience,2）GraduateSchoolofScience,
TokyoUniversityofScience）

14:00-17:10 M-P5-041
β型チタン合金の機械的性質に及ぼす初期組織の影響 / 
Effect of initial structures on the mechanical 
properties of β titanium alloy

朝比奈　洋、久保木　功、柳迫　徹郎（工学院大学）

HiroshiASAHINA,IsaoKUBOKI,
TetsuroYANASEKO（KogakuinUniversity）

14:00-17:10 M-P5-042
ファイバーエアロゾルデポジション法による炭素短繊
維から成る３次元構造体の形成 / Formation of three-
dimensional structures composed of carbon short 
fibers by fiber aerosol deposition method

森　正和1）、西川　雅仁2）、池田　直3）、仁科　勇太3）、
狩野　旬3）（1）龍谷大学理工学部、2）龍谷大学大学院生、
3）岡山大学大学院）
MasakazuMORI1）,MasatoNISHIKAWA2）,
NaoIKEDA3）,YutaNISHINA3）,JunKANO3）
（1）FacultyofScienceandTechnology,Ryukoku
University,2）GraduateschoolofRyukokuUniversity,
3）GraduateSchoolofNaturalScienceandTechnology,
OkayamaUniversity）

14:00-17:10 M-P5-043
イオンペアクロマトグラフィー及び親水性相互作用ク
ロマトグラフィーを用いた親水性金クラスターの高分
解能分離 / High resolution separation of 
hydrophilic gold clusters with ion pair or 
hydrophilic interaction chromatography

島　大佑1）、吉田　佳奈2）、浜田　幸太3）、新堀　佳紀1）、
根岸　雄一1,2,3）（1）東京理科大学大学院総合化学研究科、
2）東京理科大学大学院理学研究科、3）東京理科大学理学部）
DaisukeSHIMA1）,KanaYOSHIDA2）,
KoutaHAMADA3）,YoshikiNIIHORI1）,
YuichiNEGISHI1,2,3）（1）GraduateSchoolofChemical
sciencesandTechnology,TokyoUniversityofScience,
2）GraduateSchoolofScience,TokyoUniversityof
Science,3）DepartmentofAppliedChemistry,Tokyo
UniversityofScience）

14:00-17:10 M-P5-044
Island growth in the seeded growth of colloidal 
Au nanostructures

王　国慶1,2,3）、居城　邦治2）、前田　瑞夫3）、殷　亜東1）
（1）カリフォルニア大学リバーサイド校　化学系、2）北海
道大学電子科学研究所、3）理化学研究所　前田バイオ工
学研究室）
GuoqingWANG1,2,3）,KuniharuIJIRO2）,
MizuoMAEDA3）,YadongYIN1）（1）Departmentof
Chemistry,UniversityofCalifornia,Riverside,
2）ResearchInstituteforElectronicScience,Hokkaio
University,3）BioengineeringLaboratory,RIKEN）

14:00-17:10 M-P5-045
単結晶マンガン酸化物ナノワイヤーのモルフォロジー
制御水熱合成 / Morphology controlled 
hydrothermal synthesis of single-crystalline 
manganese oxide nanowires

石川　龍馬、本多　善太郎、鎌田　憲彦、福田　武司（埼
玉大学大学院理工学研究科）
RyomaISHIKAWA,ZentaroHONDA,
NorihikoKAMATA,TakesiFUKUDA（Graduate
SchoolofScienceandEngineering,Saitama
University）

Sym
posium

 M

− 108 − − 109 −




