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

9/19 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 

 (一般研究) 「生体関連触媒」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 

 「環境触媒」セッション 「光触媒」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 ｢ファインケミカルズ合成触

媒｣セッション 
「工業触媒」セッション 

9:00 座長 日吉範人 座長 伊東忍 座長 武石薫  座長 神谷裕一 座長 石川明生 座長 倉本圭 座長 西山久雄 座長 杉村高志 座長 常木英昭 

 3C01 高分子微粒子担持

金ナノ粒子触媒の調製と

触 媒 活 性 ( 首 都 大 *1 ･

CREST*2)○黒田杏子*1,*2･

石田玉青*1,*2･春田正毅

*1,*2 

3D01 アルカリキシラナ

ーゼの触媒残基近傍に存

在する塩橋の改変による

反応至適pHのアルカリシフ

ト(東京工大)梅本博仁･稲

見麻由子･IHSANAWATI･
八波利恵･福居俊昭･熊坂

崇･田中信夫･○中村聡 

3E01 メンブレンリアク

ター用高温メタノール水

蒸気改質触媒の開発(産総

研*1･日本精線*2)○松村

安行*1･石部英臣*2 

 3G01 減圧下における固

体酸触媒を用いたフルク

トースの脱水反応(名古屋

大)○魚住梨江･清水研一･

薩摩篤 

3H01 タングステン酸化

物添加によるアンモニア

光酸化反応の高活性化(京
都大)○山添誠司･人見穣･

宍戸哲也･田中庸裕 

3I01 Theoretical study on 
ATP hydrolysis in nucleotide-
binding domain of ABC 
transporter(Tohoku Univ.*1 ･

Mochida Pharmaceutical*2)○
PEI, Qiang*1･SAHNOUN, 
Riadh*1･TSUBOI, Hideyuki*1･

KOYAMA, Michihisa*1 ･

HATAKEYAMA, Nozomu*1･

ENDOU, Akira*1･TAKABA, 
Hiromitsu*1･KUBO, Momoji*1･

DEL CARPIO, Carlos A.*1･

NISHIJIMA, Kazumi*2, ･

TERASAKI, Tetsuya*1 ･

MIYAMOTO, Akira*1 

3J01 水中での水素の活

性化(九州大)○小江誠司 
3K01 ITQ-2ゼオライトを

用いたビスフェノール-A
の合成(東京工大)○伴泰

史朗･小松隆之 

3L01 依頼講演 スチレン

モノマー製造用エチルベ

ンゼン脱水素触媒(ズード

ケミー触媒)○三島雄二･

新山一彦･小鷹狩暢明 

           
    「燃料電池関連触媒」セッ

ション 
      

9:15    座長 中村潤児       
 3C02 細孔中に担持した

金ナノ粒子触媒のCO酸

化活性の粒径効果 (産総

研)○多井豊･田尻耕治 

3D02 酸素センサータン

パク質HemATによる特異

的酸素認識とシグナル伝

達(自然科学研究機構)○
青野重利･吉岡資郎･西村

宗十･吉村英哲 

3E02 CuAlO2を前駆体と

する触媒の改質性能 (東
芝)○羽中田佳男･深澤孝

幸･島村慶三･相澤利枝･

福島公親 

3F02 プ ラ ズ マ 合 成

NiO/Al2O3担持ハニカム触

媒によるメタン水蒸気改

質(山梨大)○木村正枝･陳

新･山下寿生･内田裕之･

渡辺政廣 

3G02 修飾Rh触媒による

グリセリンの水素化分解

反応(筑波大)○島尾彰･宮

澤朋久･国森公夫･冨重圭

一 

3H02 有機物分解反応に

おける酸化タングステン

系光触媒の各種金属添加

による高活性化 (産総研

*1･日産自動車*2)○佐山

和弘*1･荒井健男*1･柳田

真利*1･小西由也*1･岩崎

靖和*2･杉原秀樹*1 

3I02 Quantum chemical 
studies for metabolism of 
morpholine by cytochrome (東
北大*1･Polish Academy of 
Sciences*2)○SHAIKH, Abdul 
rajjak*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･久保百司*1･DEL CARPIO,
Carlos A.*1 ･ BROCLAWIK, 
Ewa*2･宮本明*1 

3J02 Znを構成元素とす

る複合硫化物光触媒を用

いたCO2還元反応(東京理

大*1･CREST*2)○藤村雄

大*1･原田眞光*1･工藤昭

彦*1,*2 

3K02 固定化ルテニウム

触媒によるヒドロシラン

類のアルコリシス反応(東
京大*1･JST*2)○尾島侑子

*1･山口和也*1,*2･水野哲

孝*1,*2 

 

           
9:30          座長 五十嵐哲 

 3C03 イオン交換樹脂に

担持した金ナノ粒子の触媒

特性(首都大*1･CREST*2)
○岡本真平*1･石田玉青

*1,*2･槇山理沙*1･春田正

毅*1,*2 

3D03 シトクロムP450cam
触媒サイクルにおけるヘ

ムプロピオン酸側鎖の重

要性(大阪大)○林高史･原

田勝好･松尾貴史 

3E03 エタノールの水蒸

気改質反応用Co/FSM-16
触媒の改良(信州大)○郭

穎･三島彰司･岡田友彦･

中島剛 

3F03 メタンの水蒸気改

質反応用リン酸塩担持Ni
触媒の開発(2)―DSS耐性

の検討―(大分大)○平山

武･永岡勝俊･西口宏泰･

瀧田祐作 

3G03 種々のアルミナ触

媒を用いたヘキサフルオ

ロエタンの加水分解反応

(佐世保高専*1･北海道大

*2)○長田秀夫*1･中村直

美*1･森晴樹*1･定金正洋

*2･竹口竜弥*2･上田渉*2 

3H03 層状タングステン

酸の水分解光触媒特性(物
材機構*1･筑波大*2)○海

老名保男*1･福田勝利*1･

赤塚公章*1,*2･佐々木高義

*1 

3I03 Studying the SNPs effect 
on the catalytic functional 
of the CYP enzymes(東北大

*1 ･持田製薬*2)○ ISMAEL, 
Mohamed*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･久保百司*1･DEL CARPIO, 
Carlos A.*1･西島和三*1,*2･

寺崎哲也*1･宮本明*1 

3J03 ALa4Ti4O15(A=Ca，Sr，
Ba)光触媒を用いたCO2還

元反応(東京理大)○飯塚

光祐･藤村雄大･三石雄

悟･工藤昭彦 

3K03 Ru担持GaO2H触媒

上のシトラール水素化反

応に及ぼすPt添加効果(長
岡技科大)○鈴木隼人･井

上泰宣･西山洋･斉藤信雄 

3L03 水/界面活性剤/有機

溶媒を利用したBEA型ゼ

オライトナノクリスタル

の合成(北海道大)○表上

あゆみ･多湖輝興･増田隆

夫 

           
9:45       座長 山崎輝昌    

 3C04 AuPtナノ粒子CO酸

化触媒の放射線による合

成と物性評価(大阪大*1･

東京工大*2･日立マクセル

*3)○小原孝介*1･小泉亜

希子*1･仁谷浩明*1･堀岡

亮*1･川口卓也*1･中川貴

*2･清野智史*1･大門英夫

*3･山本孝夫*1 

3D04 Fe(III)型カテコール

ジオキシゲナーゼの酸素

活性化機構―酸素化活性

のスピン状態依存性―(京
都大*1･同志社大*2)人見

穣*1･奥岡晋一*1･古川森

也*1･南久貴*1･田中庸裕

*1･小寺政人*2･加納航治

*2･○船引卓三*2 

3E04 担持ニッケル触媒

によるエタノールの水蒸

気改質反応(東京農工大)
○秋山真人･大木保徳･永

井正敏 

3F04 水素透過膜を用い

た膜型反応器による炭化

水素からの新しい水素製

造プロセス(13)―加圧の

効果―(九州大*1･石油資

源開発*2)○東実時*1･松

本広重*1･茶木一壽*2･石

原達己*1 

3G04 炭素含有酸化カル

シウムを用いた有機塩素

化合物の分解固定化反応

(JFEソルデック*1･宇都宮

大*2･放送大*3)○小島綾

一*1･加藤守孝*1･平松紅

美*1･玉井司*1･豊田研二

*1･亀谷崇治*1･柳川玲子

*1･高田昌稔*1･持田典秋

*1･古澤毅*2･鈴木昇*2･秋

鹿研一*3 

3H04 Fe2WO6光触媒の可

視光水分解活性とバンド

構造の検討(東京理大)○
須磨明徳･山口岳志･荒川

裕則 

3I04  Effect of mutation on the 
hydrophobicity and flexibility 
of p53 tumor suppressor 
protein and influence of 
mutations on catalytic activity 
of topoisomerase-II enzyme(東
北 大 ) ○ SHAH, Md.abdur 
rauf･SAHNOUN, Riadh･古
山通久･坪井秀行･畠山望･

遠藤明･高羽洋充･久保百

司 ･ DEL CARPIO, Carlos 
A.･宮本明 

3J04 ロジウムカルコゲ

ノラート錯体による水素

分子の不均一開裂とイミ

ンの官能基選択的水素化

(東京大)三角禎之･○清野

秀岳･溝部裕司 

3K04 Co(II)ポルフィリン

ピラー錯体と粘土鉱物に

よるナノ構造体の合成と

オレフィン酸化触媒反応

への応用(千葉大)○森山

亮･原孝佳･一國伸之･島

津省吾 

3L04 水/界面活性剤/有機

溶媒を利用したモルデナ

イト機能性ナノクリスタ

ルの開発(北海道大)○青

木大地･多湖輝興･増田隆

夫 

           
        



 

9/19 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 佐藤智司 座長 林高史 座長 冨重圭一 座長 竹口竜弥 座長 長田秀夫 座長 吉田寿雄    座長 岡田佳巳 

 3C05 プロピレンの気相

エポキシ化における金ナ

ノ粒子触媒へのSiCの混

合効果(首都大*1･JST*2･

産総研*3)○川原潤*1,*2･濱川

哲康*3･JIAHUI, Huang*1,*2･

坪田年*3･春田正毅*1,*2 

3D05  M e th y l o s i nu s 
trichosporium OB3b由来膜

結合型メタンモノオキシ

ゲナーゼの分光学的性質

(東京工大)○谷口智則･田

畠健治･斉藤勝･朝倉則

行･大倉一郎 

3E05 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系触媒の特

性(早稲田大)関根泰･○山

城庸平･福田佳恵･高田光

子･浦崎浩平･松方正彦･

菊地英一 

3F05 プラズマ合成触媒

によるCOシフト反応活

性(山梨大)○渡辺圭太･山

下寿生･内田裕之･渡辺政

廣 

3G05 A Monte Carlo and 
first principle simulation 
study to rationale the 
adsorption mechanism of 
carbon dioxide over 
faujasite zeolite (Accelrys)
○ CHATTERJEE, Abhijit
   

3H05 AgNb13O33 お よ び

NaNb13O33 の光触媒特性

(東京理大*1･CREST*2)○
鵜飼高広*1･細木康弘*1･

加藤英樹*1･工藤昭彦*1,*2

3I05 An automatic approach 
for analysis of the enzymatic 
function of  multimeric 
protein complexes (東北大)
○DEL CARPIO, Carlos A.･
SAHNOUN, Riadh･古山通

久･坪井秀行･畠山望･遠藤

明･高羽洋充･久保百司･宮

本明 

3J05 講演中止 3K05 N-ヒドロキシフタル

イミド触媒を用いたジフ

ェニルエタン類の酸素酸

化によるフェノール類の

合成(関西大)○中村亮太･

大洞康嗣･石井康敬 

3L05 バイオマス由来ア

セトンからのオレフィン

合成(北海道大)○坂元真

梨子･多湖輝興･増田隆夫

           
10:15        座長 小江誠司   

 3C06 Auクラスターの金

属酸化物への吸着に関す

る理論的研究(大阪大*1･

首都大*2)○木下昌典*1･

薮下広高*1･北河康隆*1･

川上貴資*1･奥村光隆*1･

春田正毅*2･山口兆*1 

3D06 麹菌由来のアポ型

チロシナーゼの再構成と

酸化触媒機能 (大阪市大

*1･月桂冠*2)○伊東忍*1･

村田理章*1･下川千寿*1･

秦洋二*2･中村幸宏*2 

3E06 DME水蒸気改質反

応におけるCu-Feスピネ

ル触媒の活性および耐久

性への添加物効果(京都大

*1･JST*2･出光興産*3)○霜

田直宏 *1 ･KAJORNSAK, 
Faungnawakij*2･松井敏明

*1･菊地隆司*1･河島俊一

郎*2･福永哲也*3･江口浩

一*1 

3F06 Pt/TiO2触媒のCO変

成反応耐久特性(堺化学)
○志知明･家門彰弘･清水

宏益 

3G06 担持白金触媒によ

る水中NO2
－とNH3からの

N2生成(北海道大)○汪誠

凱･坂本啓典･神谷裕一･

奥原敏夫 

3H06 タングステンブロ

ンズ型構造を有するNb系
複合酸化物光触媒による

水の完全分解反応(東京理

大*1･CREST*2)○三石雄

悟*1･工藤昭彦*1,*2 

3I06 機能性希土類材料に

おける特性と構造欠陥との

関連性の量子化学的検討

( 東 北 大 ) ○ 大 沼 宏 彰 ･

SAHNOUN, Riadh･古山通

久･坪井秀行･畠山望･遠藤

明･高羽洋充･久保百司･

DEL CARPIO, Calros A.･宮
本明 

3J06 シリカ担持コンパ

クトホスフィン -Rh触媒

による嵩高いケトンの水

素化とヒドロシリル化(北
海道大)○浜坂剛･落田温

子･川守田創一郎･原賢

二･澤村正也 

3K06 吸着法で調製した

Sn/Pt/SiO2触媒上でのγ -
ブチロラクトンの水素化

―Snの微量添加による活

性向上―(神戸大)齋藤悠

太･國澤雅晴･市橋祐一･

○西山覚･鶴谷滋 

3L06 メタンの高圧水蒸

気改質のためのRu/ZrO2

触媒の劣化挙動 (工学院

大)○村松達志･植村佐智

子･五十嵐哲 

           
10:30       座長 ヘン・パラー  座長 清水功雄 座長 井上朋也 

 3C07 低温CO酸化活性を

有 す る Au(OH)3/La(OH)3 

(首都大)○奥田一平･武井

孝･春田正毅 

3D07 pMMOの銅二核中

心におけるメタン活性化

に関する理論的研究(九州

大)○塩田淑仁･吉澤一成 

3E07 ジメチルエーテル

水蒸気改質触媒とその酸

点に関する研究(静岡大)
○武石薫 

3F07 Pt-Fe/モルデナイト

担持ハニカム触媒による

改質ガス中のCO選択酸

化反応(山梨大)○前田修

孝･松島隆朗･山下寿生･

内田裕之･渡辺政廣 

3G07 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 (4)(熊
本 大 ) ○ 安 居 院 綾 子 ･

HASNAT, Mohammad Abul･
池上啓太･町田正人 

3H07 水分解反応に対す

るf0d0電子状態の新規Ce
酸化物光触媒 (長岡技科

大)○森大志郎･斉藤信雄･

西山洋･松原浩･井上泰宣

3I07 計算セル分割による

マルチスケール分子動力学

計算プログラムの開発とマ

ルチプロセスによる高速化

( 東 北 大 ) ○ 三 浦 隆 治 ･

SAHNOUN, Riadh･古山通

久･坪井秀行･畠山望･遠藤

明･高羽洋充･久保百司･

DEL CARPIO, Carlos A.･宮
本明 

3J07 依頼講演 金属水酸

化物を基盤とした固体触

媒による環境調和型酸化

反応系の開発(東京大)○
山口和也 

3K07 シンコニジン修飾

不斉水素化触媒に適した

パラジウム炭素の調製お

よび改質法とその機構解

析(兵庫県大*1･島根大*2)
○内田敬之*1･横田麻衣

*1･杉村高志*1･森安恵美

*2･久保田岳志*2･岡本康

昭*2 

3L07 接触改質プロセス

におけるガス相用酸化亜

鉛系塩素除去剤の開発(ズ
ードケミー触媒*1･ジャパ

ンエナジー*2)○塩谷靖

*1･高瀬経義*1･藤原薫*2･

二宮貴之*2 

           
10:45 3C08 Pd(110)上のCO酸化

反応で生成脱離するCO2

の角度分解内部エネルギ

ー測定(北海道大)○山中

俊朗 

3D08 葉緑体担持半導体

電極の調製と光電変換系

への応用(大分大)○天尾

豊･黒木亜由実 

3E08 リグニン水熱ガス

化反応用Ni/MgO触媒の

繰り返し実験時活性低下

の原因究明に関する研究

(宇都宮大)○古澤毅･斉藤

正成･石山泰義･佐藤剛

史･佐藤正秀･伊藤直次･

鈴木昇 

3F08 アルミナ担持 8-10
族金属触媒上でのCO選

択酸化反応に対する水素

や水の添加効果 (神奈川

大)○長谷川稔･高根澤豪

紀･宮尾敏広･内藤周弌 

3G08 Cu-Pdクラスター触

媒上での水中硝酸イオン

還元における共存イオン

の影響(北海道大)○菅野

充･坂本啓典･神谷裕一･

奥原敏夫 

3H08 Znを含むd10電子状

態の金属酸化物光触媒に

及ぼす金属イオン置換効

果(長岡技科大*1･京都工

繊大*2)○藤枝雅樹*1･門

脇春彦*1･小林久芳*2･斉

藤信雄*1･西山洋*1･井上

泰宣*1 

3I08 Applying 3-D QSAR 
techniques for the evaluation 
of chemical activity of new 
industrial materials(Tohoku 
Univ.) ○ SAHU, Kamlesh 
Kumar･SAHNOUN, Riadh･
古山通久･坪井秀行･畠山

望･遠藤明･高羽洋充･久保

百司･DEL CARPIO, Carlos 
A.･宮本明 

 3K08 ニッケル触媒を用

いるα-トリフルオロメチ

ルスチレン類の簡便合成

(相模中研)○小林修･浦口

大輔･山川哲 

3L08 依頼講演 水素製造

触媒の耐久性(成蹊大)○
里川重夫 

           
11:00 座長 定金正洋 座長 天尾豊 座長 朝見賢二 座長 山下寿生 座長 薩摩篤 座長 堂免一成  座長 清野秀岳   

 3C09 プラズマ－触媒系

を用いたVOC分解反応に

おけるオゾンと触媒の役

割(埼玉工大*1･産総研*2･

九 州 大 *3) ○ 齋 藤 圭 市

*1,*2･尾形敦*2･金賢夏*2･

二タ村森*2･有谷博文*1･

永長久寛*3 

3D09 特別講演 光合成で

の色素複合体の組織化と

その機能評価 (名古屋工

大)○南後守 

3E09 バイオマスガス化

におけるCo/MgO触媒に

よるタールの水蒸気改質

(東京大*1･宇都宮大*2)○
広畑修*1･伏見千尋*1･古

澤毅*2･鈴木昇*2･堤敦司

*1 

3F09 K添加Pt/MgAl2O4触

媒のCO優先酸化におけ

るCO2及びH2Oの共存効

果(筑波大)○石田洋一･栗

山正俊･伊藤伸一･冨重圭

一･国森公夫 

3G09 陽イオン交換樹脂

担持Cu-Pd触媒による水

中硝酸イオンの水素還元

(北海道大)○田口千草･坂

本啓典･神谷裕一･奥原敏

夫 

3H09 Nb2O5触媒によるア

ルコール光酸化反応にお

ける反応機構の解明(京都

大)○宮武俊明･槻尾大輔･

寺村謙太郎･人見穣･宍戸

哲也･田中庸裕 

3I09 新規計算化学手法に

よるDLC低摩擦メカニズム

の理論解析(Tohoku Univ.)○
AODUN, Qimuge ･ MORITA,
Yusuke･SAHNOUN, Riadh･
KOYAMA, Michihisa･TSUBOI,
Hideyuki ･ HATAKEYAMA, 
Nozomu ･ ENDOU, Akira ･

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

3J09 単核銅(II)-アルキル

ペルオキソ錯体による芳

香族水酸化反応(大阪市大

*1･金沢大*2)○国下敦史

*1･寺岡淳二*1･松本崇弘

*2･鈴木正樹*2･伊東忍*1 

3K09 特別講演 有機半導

体・多置換アセン類の合

成―触媒的多環芳香族化

合物の伸長反応―(北海道

大*1・SORST*2)○高橋保

*1,*2 
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11:15       座長 近江靖則   座長 浅見幸雄 

 3C10 ポリウレタンフォ

ーム製造用、低VOC指向3
級ジアミンの合成(小倉合

成)○木村洋･蛭﨑修徳 

 3E10 Ni/CeO2/Al2O3触媒上

のバイオマス水蒸気ガス

化における貴金属の添加

効果(筑波大)○櫻井卓也･

宮澤朋久･中村和哉･国森

公夫･冨重圭一 

3F10 改質ガスの高精度

分析法(産総研)○田中洋

平･根岸明･加藤健･野崎

健･嘉藤徹 

3G10 アンモニア酸化反

応における銅ゼオライト

触媒への微量貴金属添加

効果(ズードケミー触媒)
○八田正則･宮木義治･塩

谷靖 

3H10 アルカリ土類ドー

プNaTaO3光触媒の時間分

解赤外分光 (神戸大 *1 ･

JST*2･東京理大*3)○丸山

規司*1･野本知理*2･岩瀬

顕秀*3･加藤英樹*3･工藤

昭彦*3･大西洋*1 

3I10 ハイブリッド Tight-
binding量子分子動力学法に

よる剪断場化学反応ダイナ

ミクスの解析 (東北大*1･

Ecole Centrale de Lyon*2)○
小野寺拓*1･森田祐輔*1･

RIADH, Sahnoun*1･古山通

久*1･坪井秀行*1･畠山望*1･

遠藤明*1･高羽洋充*1･久保

百司*1･DEL CARPIO, Carlos 
A.*1 ･ MINFRAY, Clotilde 
*2･MARTIN, Jean-michel*2,

宮本明*1 

3J10 熱 活 性 化 Fe-TPP/ 
Carbon触媒によるアルコ

ールの選択酸化 (東京工

大)岡田利久･○山中一郎 

 3L10 Pd/C-Pt/C混合触媒

を用いたH-D交換反応の

開発と重水素標識化合物

の合成への応用(和光純薬

*1･岐阜薬科大*2)○伊藤

伸浩*1･綿引勉*1･今宮栄

光*1･前川智弘*2･佐治木

弘尚*2 

           
11:30 3C11 Pt/SiO2上でのVOC

分解反応における担体細

孔径の影響(産総研)○内

澤潤子･難波哲哉･益川章

一･小渕存 

 3E11 依頼講演 石油産業

の水素供給ポテンシャル

と水素社会に向けた取り

組み(新日本石油)○和久

俊雄・橋本康嗣・松本隆

也・瀬川敦司・小堀良浩

3F11 依頼講演 燃料電池

システムのための燃料改

質技術の開発(出光興産)
○河島義実 

3G11 V2O5/TiO2系SCR触

媒上での水銀酸化反応

(IHI)○鎌田博之･上野俊

一朗･内藤俊之 

3H11 依頼講演 フェムト

秒分光による光触媒ナノ

粒子における電子・正孔

ダイナミクスの解明(産総

研)○古部昭広 

3I11 ジュール熱を考慮し

たマルチスケール電気伝導

シミュレータの開発(東北

大 )○坪井秀行･扇谷恵･

CHUTIA, Arunabhiram･朱志

剛･呂晨･SAHNOUN, Riadh･
古山通久･畠山望･遠藤明･

高羽洋充･久保百司･DEL 
CARPIO, Carlos A.･宮本明 

3J11 新規ペルオキソ架

橋二核タングステン錯体

によるオレフィン類のエ

ポキシ化反応(東京大*1･

JST*2)○鎌田慶吾*1･葛谷

慎次朗*1･上原和洋*2･山

口修平*2･水野哲孝*1,*2 

 3L11 ポリマー末端担持

ハーフチタノセン錯体触

媒の合成・同定と合成反

応への利用(奈良先端大)
○渡邉木綿･KITIYANAN, 
Boonyarach･藤木道也･野

村琴広 

           
11:45 3C12 CeO2系複合酸化物

におけるパティキュレー

ト酸化(3)格子酸素の放出

特性(九州大)○大石哲也･

松本広重･石原達己 

   3G12 A combined CO and 
NH3-SCR system for 
efficient NO reduction in 
excess of oxygen(産総研)
○SULTANA, Asima･羽田

政明･浜田秀昭 

 3I12 触媒材料設計のため

の量子分子動力学法の高速

化と応用(東北大)○遠藤明･

鄭善鎬･大沼宏彰･SAHNOUN, 
Riadh･坪井秀行･古山通久･

畠山望･高羽洋充･久保百

司 ･ DEL CARPIO, Carlos 
A.･宮本明 

3J12 アルコール脱水素

反応におけるハイドロタ

ルサイト固定化銅および

銀ナノ粒子の触媒特性(大
阪大)○三上祐輔･満留敬

人･水垣共雄･實川浩一

郎･金田清臣 

 3L12 修飾ZSM-5触媒を

用いた直鎖アルカンの接

触分解反応(産総研*1･丸

善石油化学*2)○杉山洋貴

*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･

井上朋也*1･水上富士夫*1

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

           
           
           
           
           
  「規則性多孔体の合成と機

能」セッション 
        

13:00  座長 小倉賢 座長 濱川聡 座長 冨重圭一 座長 菊地隆司 座長 池田茂 座長 小林久芳 座長 實川浩一郎 座長 清水功雄 座長 藤川貴志 

 3C13 講演中止 3D13 Methanol to Olefins 
over H[Ga]CHA Zeolites(東
京工大)○朱慶軍･日出真

由美･樊ヱ斌･横井俊之･

野村淳子･辰巳敬 

3E13 特別講演 ペロブス

カイト型酸化物担持金属

触媒による水素生成反応

(早稲田大)○菊地英一 

3F13 Si-炭素チューブコ

ンポジットの合成と水素

吸蔵特性(3)(九州大)○市

丸慎一郎･松本広重･石原

達己 

3G13 三次元規則的マク

ロ多孔性ペロブスカイト

型複合酸化物触媒を用い

た炭素ナノ粒子燃焼―マ

クロ孔径の影響―(北海道

大)○堀内俊孝･加藤信秦･

定金正洋･上田渉 

3H13 Gd1-xBixVO4 光触媒

の水分解活性とバンド構

造の検討(東京理大)○岸

田寛･今川雄太･山口岳

志･荒川裕則 

3I13 特別講演 連続体力学

における粒子法とマイクロ

流体解析(東京大)○越塚誠

一 

3J13 依頼講演 配位性構

造体の合成を指向したヘ

テロ原子導入反応 (京都

大)○依光英樹 

3K13 Pd-ペロブスカイト

触媒による鈴木-宮浦反応

(1)自動車触媒からの発展

(ダイハツ工業*1･北興化学

*2･原研*3･Univ.of Cambridge 
*4)○谷口昌司*1･上西真

里*1･田中裕久*1･金子公

良*2･西畑保雄*3･水木純

一郎*3･SMITH, Martin*4･

LEY, Steven*4 ･ SMITH, 
Martin*4･LEY, Steven*4 

3L13 依頼講演 エチレン

イミン製造用触媒プロセ

スの開発―反応・劣化・

再生の解析とプロセス構

築―(日本触媒)○常木英

昭 

           
13:15 座長 清水研一          

 3C14 メソポーラスシリ

カ担持貴金属触媒による

リーンNOxの効率的浄化

(旭化成)○小松民邦 

3D14 Selective p-xylene 
formation on H-ZSM-5- 
silicalite core-shell zeolite 
composites(大阪大*1･RITE 
*2)○VU, Van Dung*1･宮

本学*2･西山憲和*1･江頭

靖幸*1･上山惟一*1 

 3F14 有機ハイドライド

脱水素用Ni-Ruバイメタ

リック触媒の粒子レベル

組成制御(東京理大)○荒

巻潔･八木宏幸･齋藤守

弘･桑野潤･斉藤泰和 

3G14 Ag含有複合金属酸

化物触媒によるディーゼ

ルパティキュレート除去

(九州大)○栗原康幸･下川

弘宣･草場一･永長久寛･

寺岡靖剛 

3H14 水分解タンデムセ

ルによる太陽水素の製造

(東京理大)白石主税･立本

真章･須磨明徳･高見沢

明･山口岳志･○荒川裕則

  3K14 Pd-ペロブスカイト

による鈴木-宮浦反応(2)
置換基の効果 (北興化学

*1･ダイハツ工業*2)○金

子公良*1･荒木真剛*1･御

立千秋*1･谷口昌司*2･上

西真里*2･田中裕久*2 
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13:30         座長 西山覚  
 3C15 リン酸アルミニウ

ム系触媒上の種々の分子

形のフロンの分解機構(大
分大)○廣瀬寛･佐藤大悟･

稲尾恭敬･西口宏泰･永岡

勝俊･滝田祐作 

3D15 FT-IRによるチュー

ブ状アルミニウムケイ酸

塩へのアンモニアの吸着

挙動に関する研究 (愛媛

大)○篠原亮･大川政志･平

尾好宏･山下浩･前川尚･

山口力 

 3F15 アルカン脱水素触

媒作用の量子化学的理解

(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･桑

野潤*1･斉藤泰和*1･志賀

昭信*2 

3G15 CeO2系複合酸化物

の DPM 燃 焼 触 媒 特 性

(2)(熊本大)○岸川幸司･村

田祐一郎･池上啓太･町田

正人 

3H15 La5Ti2MS5O7 (M=Ag, 
Cu)の光電極特性(東京大)
○横山大輔･高垣敦･石川

明生･高田剛･久保田純･

堂免一成 

 3J15 ニッケル触媒カル

ボシアノ化反応における

ルイス酸触媒の顕著な添

加効果(京都大)○中尾佳

亮･檜山爲次郎 

3K15 無機多孔体に固定

化した銅錯体によるフェ

ノール類の酸素酸化反応

(京都大)○川口徹･宍戸哲

也･寺村謙太郎･人見穣･

田中庸裕 

3L15 αアルミナ多孔質

担体の開発と評価(岩尾磁

器)○山本英樹･納所研一･

石橋和寿 

           
13:45          座長 岡田佳巳 

 3C16 Rh担持ハイドロタ

ルサイト触媒の金属分散

性とオートサーマル改質

反応との相関(日揮ユニバ

ーサル*1･帝国石油*2)○
後藤貴史*1･秋山一矢*1･

小笠原睦*1･原田亮*2･鈴

木陽介*2･稲葉美恵子*2･

伊藤孝*2 

3D16 水蒸気処理による

ハイシリカチャバザイト

の調製(東京工大)○吉岡

真人･稲垣怜史･横井俊

之･辰巳敬 

 3F16 外部凝縮型流通式

反応器を用いたメチルシ

クロヘキサンの脱水素触

媒特性(東京理大)○相原

昌俊･松島宜昭･程島真

哉･斉藤泰和･庄野厚･大

竹勝人 

3G16 酸素イオン伝導材

料によるPM燃焼(マツダ)
○山田啓司･鈴木研二･藤

田弘輝･岡本謙治･原田浩

一郎･對尾良則･高見明秀

3H16 水の完全分解反応

に有効なRh-Cr複合酸化

物助触媒の新規調製法の

検討(東京大)○前田和彦･

寺村謙太郎･魯大凌･堂免

一成 

 3J16 ヘテロニッケラサ

イクルを経由する触媒反

応(大阪大)○生越専介 

3K16 銅触媒によるグリ

セリンの脱水反応(千葉大

*1･愛媛大*2)○秋山正樹

*1･佐藤智司*1･高橋亮治

*2･袖澤利昭*1 

3L16 結晶性マンガン化

合物を触媒とするエタノ

ールの気相酸化反応(関西

大)○鈴木雄一郎･西山真

史･佐野誠･三宅孝典 

          スタートラインセッション

（第100回記念企画） 

14:00 座長 西口宏泰 座長 大川政志 座長 福原長寿 座長 永井正敏 座長 池上啓太 座長 大谷文章 座長 志賀昭信 座長 侯召民  座長 上田渉  
 3C17 時間分解UV-visに

よる酸化物に担持した酸

化タングステンの還元・

酸化特性解析(名古屋大)
○林強･清水研一･薩摩篤 

3D17 依頼講演 ゼオライ

ト合成における層状珪酸

塩の骨格構造の影響(広島

大*1･産総研*2)○近江靖

則*1･高木佳織*1･池田拓

史*2･佐野庸治*1 

3E17 ペロブスカイト型

酸化物を用いた水性ガス

シフト反応用触媒(早稲田

大)関根泰･○高松遥･市島

一輝･高田光子･浦崎浩

平･松方正彦･菊地英一 

3F17 炭素担持白金触媒

によるテトラリン液相脱

水素反応の速度論的解析

(東京理大)○斉藤泰和･長

尾幸子･松島宜昭･程島真

哉･庄野厚･大竹勝人 

3G17 依頼講演 ディーゼ

ル排ガス浄化へのセラミ

ックハニカムの応用(日本

ガイシ)○宮入由紀夫 

3H17 特別講演 新規なメ

カニズムによる高感度可

視光応答光触媒材料(東京

大)○橋本和仁･中村龍平･

入江寛 

3I17 依頼講演 半導体デバ

イス用絶縁膜材料の原子ス

ケールシミュレーション

(富士通研)○金田千穂子・山

崎隆浩・高橋憲彦 

3J17 Pheboxロジウムアセ

テート触媒によるアルキ

ン類の二量化反応(名古屋

大)○伊藤淳一･北瀬恵･宮

川剛志･西山久雄 

3K17 希土類修飾ジルコ

ニアによる1,4-ブタンジ

オールの選択的脱水反応

(千葉大*1･愛媛大*2)○井

上宏智*1･佐藤智司*1･高

橋亮治*2･袖澤利昭*1 

 

3L17 記念講演 アルカリ

金属酸化物を触媒とする

1,3-ブタジエンの選択的

水素化反応(北海道大名誉

教授)○服部英 

           

14:15 3C18 ジメチルエーテル

改質温度の低温化(東芝)
○小野昭彦･五十崎義之･

佐藤裕輔 

 3E18 燃料電池向け銅系

CO変成触媒の活性に及

ぼす熱履歴の影響(名古屋

大*1･出光興産*2)○五島

寛文*1･田川智彦*1･山田

博史*1･河島義実*2 

3F18 Ni/YSZアノード触

媒を用いたSOFC内部改

質反応におけるコーク析

出へのYSZ粒子径の効果

(北海道大)○竹口竜弥･山

本徳一･上田渉 

   3J18 白金-オレフィン触

媒系を用いた分子内カル

ボアルコキシ化反応(東北

大 )○中村達･水島祐也･

CHAN, Ching siew･新木利

治･寺田眞浩･山本嘉則 

3K18 希土類酸化物の結

晶構造変化による1,4-ブ
タンジオールの脱水能へ

の影響(千葉大*1･愛媛大

*2)○小舩美香*1･佐藤智

司*1･高橋亮治*2･袖澤利

昭*1 

 

           
14:30       座長 池庄司民夫    

 3C19 担持ルテニウム触

媒によるリグニンの超臨

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･長田光正*2･白井誠之

*1 

3D19 Silicalite-1のアルカ

リ処理によるネストシラ

ノール生成及び気相ベッ

クマン転位活性 (早稲田

大)松方正彦･○伊藤貴廣･

高田光子･関根泰･菊地英

一 

3E19 水性ガスシフト反

応におけるCu/Al2O3触媒

へのFeOXの添加効果 (愛
媛大)○佐伯和彦･山本哲

也･山浦弘之･八尋秀典 

3F19 Pt-HOPGモデル触媒

上でのH2-D2交換反応(筑
波大)○和泉健一･綿引健

二･岩崎陽介･近藤剛弘･

中村潤児 

3G19 熱回収機能による

昇温効果を備えたDPFの
試作と性能評価(産総研)
○小渕存･内澤潤子･大井

明彦･難波哲哉･益川章一

 3I19 ニューラルネットワ

ークによる触媒活性制御因

子の推定―数学的モデルに

よる適用範囲の検討―(愛
知工大)○服部忠･鬼頭繁治

3J19 白金触媒を用いた

アルケンの脱水素ボリル

化(京都大)○大村智通･高

崎勇太･古川英紀･杉野目

道紀 

3K19 依頼講演 グリセリ

ンの変換プロセスに関す

る研究動向(千葉大)○佐

藤智司 

3L19 記念講演 ゼオライ

トに魅せられて(日本大)
○八嶋建明 

           
14:45 3C20 担持Pt触媒を用い

た水溶性糖類から有機酸

への高選択的転換 (高知

大)○越智貴史･恩田歩武･

梶芳浩二･柳澤和道 

3D20 Ti-MWW層状前駆

体の層剥離条件の検討(東
京工大)○渡邉涼子･稲垣

怜史･辰巳敬 

3E20 ハイドロタルサイ

トの”memory”効果によ

り極微量第4成分をドー

プしたCu/Zn/Al系触媒に

よるWGS反応(広島大*1･

京都大*2)○西田和史*1･

李ダ林*1･宍戸哲也*2･近

江靖則*1･佐野庸治*1･竹

平勝臣*1 

3F20 白金ナノ粒子を強

固に担持したPt/BDD触媒

電極の作製(信州大)○大

橋達也･杉本渉･高須芳雄 

3G20 窒素酸化物吸収触

媒における吸収-放出挙動

の解析(京都大)鈴木俊圭･

松井敏明･○菊地隆司･江

口浩一 

 3I20 A theoretical investigation 
on the relationship between 
chemical topology and 
electrical conductivity in 
carbon black ( 東北大 ) ○
CHUTIA, Arunabhiram･ZHU, 
Zhigang･SAHNOUN, Riadh･
古山通久･坪井秀行･畠山

望･遠藤明･高羽洋充･久保

百司･DEL CARPIO, Carlos 
A.･宮本明 

3J20 Ir-キラルジアミノホ

スフィンオキシド触媒系

を用いる不斉アリル位置

換反応(千葉大)○根本哲

宏･坂本達郎･福山尚･松

本貴義･濱田康正 

  

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

           
           

 
 
 



           

9/19 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 有谷博文 座長 近江靖則 座長 八尋秀典 座長 村上泰 座長 難波哲哉 座長 海老名保男 座長 栗林浩 座長 碇屋隆雄 座長 佐藤智司 座長 増田隆夫 
 3C22 油脂のオゾン処理

による炭化水素の生成(成
蹊大)○國澤香織里･浦崎

浩平･大津裕美･服部雄

平･加藤茂･小島紀徳･里

川重夫 

3D22 MWW層状前駆体の

層間シリル化による高

Al-ILE-MWWの調製(東京

工大)○辻内翔･稲垣怜史･

横井俊之･野村淳子･辰巳

敬 

3E22 Cu系プレート型触

媒表面の酸化・還元処理

による構造変化の可視光

観察(八戸工大*1･静岡大

*2)大倉広宙*1･○福原長

寿*2 

3F22 特別講演 固体高分

子形燃料電池用電解質の

開発動向と解析法の展開

(旭硝子)○吉武優 

3G22 Lnオキシ硫酸塩系

大容量酸素ストレージ物

質の触媒反応への応用

(4)(熊本大)○衛藤正和･張

東杰･神武亮太･池上啓

太･町田正人 

3H22 色素増感光触媒を

水素生成系に用いる二段

階励起可視光水分解(北海

道大)○新明健一･阿部竜･

天野史章･大谷文章 

3I22 Dynamic behavior of 
adsorption and surface reaction 
of NOx on Pt/BaO/Al2O3 
catalyst ― A computational 
chemistry study ― (Tohoku 
Univ.)○DAS, Shital･石本良

太 ･ 鄭 善 鎬 ･ SAHNOUN, 
Riadh･古山通久･坪井秀行･

畠山望･遠藤明･高羽洋充･

久保百司 ･ DEL CARPIO, 
Carlos A.･宮本明 

3J22 依頼講演 モンモリ

ロナイトを固体酸触媒と

する1,3-ジカルボニル化

合物のオレフィンへの付

加反応(大阪大*1･東京大

*2)○水垣共雄*1･本倉健

*2･中桐伸明*1･満留敬人

*1･實川浩一郎*1･金田清

臣*1 

3K22 Tungstophosphoric 
Acid Supported on MCM-48: 
An Efficient Catalyst for 
the Esterification of Fatty 
Acids and Alcohols in 
Supercritical Carbon Dioxide 
Medium ( 岐 阜 大 ) ○

SAKTHIVEL, Ayyamperumal･
小村賢一･杉義弘 

3L22 記念講演 鉄-ビピリ

ジル錯体による 3,5-ジ-t-
ブチルカテコールの酸化

反応(同志社大)○船引卓

三 

           
15:30 3C23 天然資源からのフ

ルフラール類、および有

機酸の合成(東京工大*1･

産総研*2)○山下信也*1･

中島清隆*1･加藤英樹*1･

林繁信*2･原亨和*1 

3D23 新規規則性シリカ

ナノ粒子のカーボンレプ

リカを用いた金属酸化物

ナノ粒子の合成 (東京工

大)○太田誠吾･渡辺亮太･

横井俊之･野村淳子･辰巳

敬 

3E23 Cu系プレート型触

媒表面の構造変化と吸着

フォーメート種の挙動及

びシフト活性との相関(八
戸工大*1･静岡大*2)○大

倉広宙*1･福原長寿*2 

 3G23 熱天秤を用いた酸

化・還元雰囲気下での

CeO2-ZrO2触媒中の酸素

量の観察(豊橋技科大)○
杉野洋子･工藤陽輔･大北

博宣･水嶋生智･角田範義

3H23 I－/IO3
－レドックス

からの酸素生成を目的と

したTaONの表面修飾と

そのキャラクタリゼーシ

ョン(東京大*1･北海道大

*2)○東正信*1･阿部竜*2･

寺村謙太郎*1･石川明生

*1･高田剛*1･大谷文章*2･

堂免一成*1 

3I23 Ag/MFI触媒による脱

硝反応の活性種とその触媒

サイクルに関する密度汎関

数法を用いた研究(名古屋

大)○沢辺恭一･岩田泰高･

清水研一･薩摩篤 

 3K23 Shape-selective 
Isopropylation of Isobutyl- 
benzene with in Supercritical 
CO2 over H-Mordenite 
Zeolite (岐阜大)○LAHA, 
S. C.･VENKATESAN, C.･
小村賢一･杉義弘 

 

           
15:45 3C24 スクロースと金属

塩からの炭素-金属複合体

の合成とその触媒作用(大
分大)○新名将司･岡田健

太･西口宏泰･永岡勝俊･

滝田祐作 

3D24 斜方晶Mo3VOx酸化

物のミクロ孔の構造と吸

着特性(北海道大)○古田

土克倫･倉西崇夫･渡邉宣

史･定金正洋･上田渉 

3E24 高温超臨界乾燥法

により調製した第二金属

添加Co/SiO2系触媒上での

FT合成(工学院大)○坂本

圭･竹内茉莉子･飯田肇･

五十嵐哲 

 3G24 Pt/CeO2系酸化触媒

の酸素吸放出機能(いすゞ

中研)○藤田哲也･大角和

生･中村圭介･田代欣久 

3H24 (Ga1-xZnx)(N1-xOx) に
よる水の分解反応に反応

温度等が及ぼす効果の検

討(東京大*1･京都大*2)○
久富隆史*1･前田和彦*1･

高垣敦*1･寺村謙太郎*2･

久保田純*1･堂免一成*1 

3I24 希土類酸化物-貴金属

間相互作用に関する計算化

学的検討(東北大)○鄭善鎬･

SHITAL, Das ･ RIADH, 
Sahnoun･古山通久･坪井秀

行･畠山望･遠藤明･高羽洋

充･久保百司･DEL CARPIO, 
Carlos A.･宮本明 

3J24 面不斉シクロペン

タジエニルールテニウム

触媒によるフェノールの

高立体選択的O-アリル化

反応(大阪大)○鬼塚清孝･

奥田治己･亀山千明･笹井

宏明 

3K24 Al-MCM-41を触媒

とするカルボニル化合物

の高効率シアノシリル化

(産総研)○岩浪克之･崔準

哲･魯保旺･坂倉俊康･安

田弘之 

3L24 記念講演 金属酸化

物のレドックスを応用し

た水素の貯蔵(ウチヤ・サ

ーモスタット)○大塚潔 

           
16:00  座長 石谷暖郎     座長 沢辺恭一    

 3C25 固体酸を用いたセ

ルロースの糖化(東京工大

*1･産総研*2)○菅沼学史

*1･中島清隆*1･加藤英樹

*1･林繁信*2･原亨和*1 

3D25 イオン性結晶Rb4 
[Cr3O(OOCH)6(H2O)3] [α - 
BW12O40]・16H2Oの収着水

の状態解明(東京大)○小

笠原義之･内田さやか･水

野哲孝 

3E25 n-ブタンの酸化的改

質反応を常温で駆動可能

な卑金属触媒系の構築(大
分大)○佐藤勝俊･福田渉･

中鋪勝太･菊谷佳代･永岡

勝俊･西口宏泰･瀧田祐作

 3G25 貴金属微粒子含有

高性能触媒(マツダ)○岩

国秀治･蓑島浩二･三好誠

治･国府田由紀･住田弘

祐･高見明秀 

3H25 遷移金属種をドー

ピ ン グ し た (Zn1+xGe)
(N2Ox)による水分解反応

(東京理大*1･東京大*2)○
鵜沢努*1･WANG, Xinchen
*2･LEE, Yungi*2･寺村謙

太郎*2･前田和彦*2･工藤

昭彦*1･堂免一成*2 

3I25 Active structure formation 
and epoxidation mechanism 
of a novel Ru monomer/
SiO2 catalyst by DFT 
calculations ( 東 京 大 ) ○

COQUET, Rudy･唯美津木･

岩澤康裕 

3J25 ルテニウム錯体触

媒を用いるアルキンの高

位置および立体選択的チ

オアリル化反応(京都大)
近藤輝幸･○福田崇･和田

健司･光藤武明 

3K25 長鎖カルボン酸を

鋳型剤としたメソポーラ

スマグネシアの合成とそ

の物性(東京大)○青木裕

人･關祐威･増井洋一･尾

中篤 

 

           
16:15 座長 白井誠之  座長 関根泰 座長 山中一郎 座長 水嶋生智 座長 松本太輝  座長 生越専介  座長 大谷文章 

 3C26 アスパラギン誘導

体を用いたAMSの合成と

キャラクタリゼーション

(横浜国大*1･東京工大*2)
○佐藤周作*1･横井俊之

*2･辰巳敬*2･窪田好浩*1 

3D26 バナジウム二置換

型ポリオキソメタレート

を構成ブロックとしたイ

オン性結晶の構築とその

触媒作用(東京大)○田上

英恵･内田さやか･水野哲

孝 

3E26 Ba-Sr-Fe系ぺロブス

カイト型酸化物を用いた

メタン部分酸化用メンブ

レンリアクター(九州大)
○姜天龍･草場一･永長久

寛･寺岡靖剛 

3F26 PEFCカソード触媒

の量的劣化と質的劣化(信
州大*1･大同工大*2)○村

上泰*1･佐藤純*1･岡田一

良*1･松原健二*2･堀美知

郎*2 

3G26 Pt/セリア触媒のPt
シンタリング抑制機構の

解明(1)(豊田中研*1･トヨ

タ自動車*2)○長井康貴

*1･堂前和彦*1･平林武史

*2･高木信之*2･南充*2･新

庄博文*1･松本伸一*2 

3H26 N-Si共ドープチタニ

アの光触媒活性に対する

遷移金属イオン添加効果

(京都大)○尾崎裕謙･岩本

伸司･井上正志 

3I26 マルチスケールシミ

ュレーションによる触媒シ

ンタリングプロセスの解明

(東北大)○久保百司･鄭善

鎬･SAHNOUN, Riadh･坪井

秀行･古山通久･畠山望･遠

藤 明 ･ 高 羽 洋 充 ･ DEL 
CARPIO, Carlos A.･宮本明 

3J26 インジウムーケイ

素複合触媒によるアルコ

ールの直接アリル化(大阪

大)○馬場章夫･西本能弘･

齊藤隆博･安田誠 

3K26 NaYゼオライト・ナ

ノ反応場によるプロパル

ギルアルデヒドの反応性

制御(東京大)○伊倉悠太･

小林慶二朗･増井洋一･尾

中篤 

3L26 記念講演 抽象化の

努力と実験から学ぶこと

―アンモニア合成研究の

体験から― (放送大)○秋

鹿研一 

           
16:30 3C27 QXAFS法によるゼ

オライト担体での金属ク

ラスターの成長過程観察

(高輝度光科学研究セ*1･

鳥取大*2･日産アーク*3)
○加藤和男*1,*2･奥村和

*2･山下克彦*2･山田和博

*2･真田貴志*3,*2･丹羽幹

*2 

3D27 単分散球状メソポ

ーラスシリカの触媒性能

(豊田中研)○矢野一久･鈴

木登美子 

3E27 CaTiO3系酸素透過セ

ラミックスメンブレンリ

アクターによる合成ガス

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 

3F27 カーボンナノチュ

ーブと金属錯体を用いた

燃料電池アノード電極触

媒(筑波大*1･産総研*2)○
呉準杓*1･小野千里*2･岡

田達弘*2･中村潤児*1 

3G27 Pt/セリア触媒のPt
シンタリング抑制機構の

解明(2)(豊田中研)○畑中

美穂･高橋直樹･田辺稔

貴･長井康貴･堂前和彦･

新庄博文 

3H27 S ド ー プ に よ る

KTaO3の可視光応答性と

水の完全分解触媒 (九州

大)○熊谷恒佑･松本広重･

石原達己 

3I27 カーボン担体上にお

けるPt粒子の成長過程シミ

ュレーション(豊田中研*1･

CREST*2･産総研*3)○山川

俊輔*1･岡崎一行*2,*3･香山

正憲*3･兵頭志明*1 

3J27 鉄-銅協同触媒を用

いるアルキルGrignard反
応剤の異性化反応 (京都

大)○白川英二･池田大次･

山口滋･林民生 

3K27 スズ交換モンモリ

ロナイトの調製とその酸

触媒作用(東京大)○増井

洋一･渡邊顕哉･尾中篤 

 

           
           
           



           

9/19 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 

16:45       座長 奥村光隆  座長 尾中篤  
 3C28 触媒燃焼機能を組

み合わせたPd含有NaCo2O4

複合酸化物の熱電変換特

性(北海道大)○畔木智博･

竹口竜弥･上田渉 

3D28 CeO2担持Ru触媒を

用いた液相酸化反応にお

ける担体効果(京都大)○
林幸寛･細川三郎･今村成

一郎･井上正志 

3E28 Ni系触媒を用いたナ

フタレンの酸化改質反応

に関する研究(宇都宮大)
○三浦靖智･郡義彦･古澤

毅･佐藤正秀･鈴木昇 

3F28 燃料電池電極触媒

担体としてのカーボンナ

ノチューブの腐食耐久性

(筑波大*1･産総研*2)○前

川昌平*1･渡邊孝行*1･呉

準杓*1･劉銀珠*1･松石清

人*1･岡田達弘*2･近藤剛

弘*1･中村潤児*1 

3G28 三元触媒の貴金属

使用量低減を目指した

HC reformer trapによるイ

ソオクタン排出低減(東京

大*1･東京理大*2)○小倉

賢*1･渡部景一郎*1･新部

裕佳子*2･駒場慎一*2 

3H28 タンタル系複合酸

化物を用いた二酸化炭素

の光還元反応(京都大)○
奥岡晋一･寺村謙太郎･宍

戸哲也･田中庸裕 

3I28 Large-scale simulation 
on the oxygen electroreduction 
reaction of polymer electrolyte 
fuel cell electrode ― tight- 
binding quantum chemical 
molecular dynamics study ―
(東北大*1･さきがけ*2)○鍾

慧峰*1･服部達哉*1･坪井秀

行*1･古山通久*1･畠山望*1･

遠藤明*1･高羽洋充*1･久保

百 司 *1,*2 ･ DEL CARPIO, 
Carlos  A.*1･宮本明*1 

3J28 グルコースからの

乳酸生成に対する水中で

の水和ハイドロタルサイ

トの触媒特性(高知大)○
恩田歩武･越智貴史･梶芳

浩二･柳澤和道 

3K28 Agシリカ触媒を用

いたアルキル化反応にお

けるAgクラスターの粒径

効果(名古屋大)○宮本裕

士･清水研一･薩摩篤 

3L28 記念講演 オージェ

電子分光法の触媒研究へ

の応用―銅ニッケル合金

の活性点の性質― (信州

大)○高須芳雄 

           
17:00  座長 野村淳子         

 3C29 チューブ状マイク

ロリアクターによる無撹

拌連続的ケン化反応(近畿

大)○神應寺厚志･橋本圭

司･古南博 

3D29 吸着層を有する新

規コアシェル型単分散球

状メソポーラスシリカの

酸触媒性能(豊田中研)○
鈴木登美子･矢野一久 

3E29 助触媒を添加した

Pd水素透過膜による水素

化および水酸基導入反応

(産総研)○佐藤剛一･濱川

聡･水上富士夫 

3F29 カソード触媒とし

てのNb系化合物の酸素還

元能に関する研究 (東京

大)○高橋洋平･高垣敦･久

保田純･堂免一成 

3G29 NOx吸蔵還元触媒上

でのnitrateの生成・還元速

度における担体の影響(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 

3H29 タンタル酸ナトリ

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 

3I29 固体高分子形燃料電

池マルチスケールシミュレ

ーション手法の開発と高性

能電極触媒層設計への応用

(東北大)○服部達哉･鐘慧

峰･RIADH, Sahnoun･古山通

久･坪井秀行･畠山望･遠藤

明･高羽洋充･久保百司･

DEL CARPIO, Calros A.･宮
本明 

3J29 ペロブスカイト担

持金属触媒を用いたメタ

ン水蒸気改質の過渡応答

解析(早稲田大)関根泰･○

井筒義行･井上涼太･石井

健太郎･浦崎浩平･松方正

彦･菊地英一 

3K29 チタン含有シルセ

スキオキサンを活性点と

するゲル触媒の開発(京都

大)○平林和彦･和田健司･

光藤武明 

 

           
17:15   座長 佐藤剛一 座長 久保田純  座長 高田剛  座長 近藤輝幸  座長 朝倉清高 

  3D30 ヒドロシリル化に

よるMCM-41への塩基性

有機基の導入(帝京科大)
○飯島樹一･釘田強志 

3E30 酸化ガリウム光触

媒によるメタン水蒸気改

質反応(名古屋大)○志村

勝也･吉田寿雄 

3F30 カーボンナノチュ

ーブ担持Mo2C触媒の調製

と電極特性(筑波大*1･産

総研*2)○渡邊孝行*1･劉

銀珠*2･畠大悟*1･近藤剛

弘*1･岡田達弘*2･中村潤

児*1 

 3H30 層 状構造 を持つ

Zn-In系複合硫化物光触媒

のCuおよびGa置換による

高活性化 (東京理大 *1 ･

CREST*2)○原田眞光*1･

工藤昭彦*1,*2 

3I30 電位を考慮した燃料

電池電極反応の計算(京都

工繊大*1･長崎総合科学大

学*2)○小林久芳*1･今堀文

生*1･日野将志*1･湯村尚史

*1･竹内信行*1･三浦俊子*1･

山邊時雄*2 

3J30 規則性細孔構造と

酸性プロトンとの協奏作

用による選択的プロピレ

ン合成(東京工大)○馬場

俊秀･小山徹･岩瀬安慶･

宮地輝光･稲津晃司 

3K30 メソポーラスシリ

カ担持白金触媒を用いた

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 

3L30 記念講演 反応速度

スペクトルと反応の機作

(富山大名誉教授)○安田

祐介 

           
17:30       座長 久保百司    

  3D31 MCM-41 お よ び

SBA-15における細孔構造

の三次元化と触媒担体と

しての利用(東京工大)○
中村友彦･岡本昌樹 

3E31 炭素担持体とハイ

ドレートを用いた水素と

メタンの吸蔵(筑波大*1･

産総研*2)○土屋泰斗*1･

増満仙考*1･坂下真実*2･

本田一匡*2･近藤剛弘*1･

中村潤児*1 

3F31 講演中止  3H31 水熱合成を利用し

た SrTiO3:M(M=Rh, Ir) 光
触媒の高活性化(東京理大

*1･CREST*2)○田中俊平

*1･加藤英樹*1･工藤昭彦

*1,*2 

3I31 水素発生電極反応

Volmer過程の第一原理分子

動力学計算による解析(産
総研*1･東京大*2･大阪大*3･

日本電気*4)○池庄司民夫

*1･大谷実*2･濱田幾太郎*3･

森川良忠*3･杉野修*2･岡本

穏治*4 

3J31 6族遷移金属とルテ

ニウムを含む異種金属ク

ラスター上での炭化水素

への官能基導入 (東京工

大)○市川利明･伊藤淳一･

鈴木寛治 

3K31 有機・無機複合修飾

へテロポリ酸を用いたビ

スフェノール -A合成 (名
古屋大*1･三菱化学*2)○
紺谷宗一郎*1･清水研一

*1･山田聡一郎*2･高橋豪

*2･西山貴人*2･薩摩篤*1 

 

           
17:45  3D32 メ ソ ポ ー ラ ス

Ti(OH)4におけるフッ素イ

オン交換特性(5)―分子テ

ンプレート剤による細孔

径制御―(九州大)○三角

優子･松本広重･石原達己 

 3F32 燃料電池脱白金カ

ソード電極触媒の開発(東
京農工大)○安藤智幸･永

井正敏 

 3H32 Znイオンを添加し

た酸化ガリウムの水の全

分解反応に対する光触媒

特性(山口大)○松田雄太･

酒多喜久･今村速夫 

3I32 大規模計算機を用い

た燃料電池電極触媒反応シ

ミュレーション(豊田中研

*1･JST*2)倉本圭*1･○伴美

里*2･兵頭志明*1 

3J32 希土類金属を含む

混合型多核ポリヒドリド

錯体の合成および構造(理
研)○島隆則･侯召民 

3K32 ポリ酸系触媒を用

いたピルビン酸エステル

のアシル化によるα-アセ

ト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･内藤啓幸*1･定金正洋

*2･上田渉*2 

3L32 記念講演 担持金属

触媒上での C1 化学(神奈

川大)○内藤周弌 

           
18:00    3F33 金属錯体を用いた

非白金系電極触媒の開発

(旭化成*1･野口研*2･九州

大*3)○木下昌三*1･小松

民邦*1･友国敬三*1･堀野

秀幸*2･北川宏*3･山田鉄

兵*3 

  3I33 燃料電池の階層型材

料シミュレーション(豊田

中研*1･ JST*2)○兵頭志明

*1･伴美里*2･倉本圭*1 

3J33 貴金属クラスター

の接合効果に関する理論

的研究(大阪大)○奥村光

隆･木下昌典･藪下広高･

北河康隆･川上貴資･山口

兆 

3K33 1,2－13C2－グリシン

の合成(早稲田大)○清水

功雄･小林祥一朗･松岡大

樹･中島隆行 

 

           



           

9/20 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 

 「メタン関連触媒」セッショ

ン 
 「触媒界面の精密化学」セ

ッション 
「選択酸化」セッション 「環境触媒」セッション 「光触媒」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  「触媒機能の基盤原理」セ

ッション 

9:00 座長 椿範立  座長 笹原亮 座長 寺村謙太郎 座長 羽田政明 座長 天野史章 座長 香川公司 座長 穐田宗隆  座長 岡本康昭 

 4C01 ハイドロタルサイ

トの”memory”効果によ

り極微量貴金属をドープ

したNi/Mg(Al)O触媒によ

るメタンの水蒸気改質(広
島大*1･京都大*2)○李ダ

林*1･西田和史*1･宍戸哲

也*2･近江靖則*1･佐野庸

治*1･竹平勝臣*1 

 4E01 依頼講演 ナノ構造

制御された酸化物単結晶

薄膜表面・ヘテロ界面の

光触媒作用(東京工大)○
松本祐司 

4F01 酸化セリウム担持

銅ナノクラスターの質量

分析とPROX触媒反応特

性 (東京大 )○唯美津木･

BAL, Rajaram･COQUET, 
Rudy･岩澤康裕 

4G01 ジメチルエーテル

を還元剤に用いたNO選

択接触還元反応―調製法

の異なるシリカ修飾アル

ミナ触媒の活性―(北見工

大)○岡崎文保･藤井義猛･

千葉将基･多田旭男 

4H01 Ta(NR2)5のアンモノ

リシスによるTa3N5ナノ

粒子の合成とその光触媒

特性の評価(東京大)○藁

谷友祐･下嶋敦･高田剛･

堂免一成･大久保達也 

4I01 Tight-binding quantum 
chemical study of the effect 
of surface structure on the UV 
absorption properties of 
titanium dioxide (Tohoku 
Univ.) ○ LV, Chen ･

GOVINDASAMY, Agalya ･

OGIYA, Kei ･ SAHNOUN, 
Riadh･坪井秀行･古山通久･

畠山望･遠藤明･高羽洋充･

久保百司 ･ DEL CARPIO, 
Carlos A.･宮本明 

4J01 アルキリデン基を

もつ白金及びパラジウム

ヘテロ二核錯体の合成と

反応(東京農工大)○田中

伸一･小峰伸之･平野雅

文･小宮三四郎 

 4L01 AlCu系準結晶触媒

におけるAl溶出特性への

構造の影響―結晶と準結

晶の比較―(東北大)○田

邉豊和･亀岡聡･佐藤二

美･寺内正巳･蔡安邦 

  「規則性多孔体の合成と機

能」セッション 
        

9:15  座長 横井俊之         
 4C02 Photocatalytic dry 

reforming of methane over 
gallium oxide(名古屋大)○
YULIATI, Leny･伊藤秀章･

吉田寿雄 

4D02 Preparation and 
catalytic property of Pt 
nanowires and nanoparticles 
confined helical mesoporous 
silica(神奈川大 )○SHEN, 
Weihua･YAMADA, Hiroyasu･
SHINOHARA, Kazuya ･

MIYAO, Toshihiro･NAITO, 
Shuichi 

 4F02 VOSO4を原料とする

バナジウム－リン酸化物

の合成(北海道大)○今井

裕之･神谷裕一･奥原敏夫 

4G02 Al2O3担持金属触媒

を用いたジメチルエーテ

ルによるNOの選択的接

触還元(北海道大)金子勘

太郎･○下川部雅英･荒井

正彦 

4H02 LaGaO3-SrTiO3固溶

体の光触媒特性(東京理大

*1･CREST*2)○川原萌*1･

新城亮*1･加藤英樹*1･工

藤昭彦*1,*2 

4I02 量子化学計算に基づ

く色素増感TiO2のキャリア

移動特性の予測(東北大)○
扇谷恵･呂晨･SAHNOUN, 
Riadh･古山通久･坪井秀行･

畠山望･遠藤明･高羽洋充･

久保百司 ･ DEL CARPIO, 
Carlos A.･宮本明 

4J02 メソポーラスシリ

カ内金属ナノクラスター

の鋳型合成と触媒機能(北
海道大)○福岡淳･置塩直

史･黄声駿 

 4L02 バイオマスの接触

ガス化用触媒の酸化/還元

雰囲気下での構造変化(筑
波大*1･鳥取大*2)○宮澤

朋久*1･奥村和*2･国森公

夫*1･冨重圭一*1 

           
         「ナノ粒子」セッション  

9:30         座長 海老谷幸喜  
 4C03 メタンの酸化リフ

ォーミング反応用Pd-Ni
触媒におけるバイメタル

微粒子形成過程 (筑波大

*1･鳥取大*2)○向中野侑

哉*1･吉田香織*1･奥村和

*2･国森公夫*1･冨重圭一

*1 

4D03 セリウム含有メソ

ポーラスシリカに担持し

た金ナノ粒子触媒の調製

とCO酸化活性(産総研)○
三村直樹･秋田知樹･瀧澤

智恵子･奥村渉･宋朝霞･

藤谷忠博 

4E03 依頼講演 STMによ

るニッケルリン化合物単

結晶面の触媒化学(北海道

大*1・CREST*2)○鈴木秀

士*1,*2・朝倉清高*1 

4F03 バナジウム2置換ゲ

ルマノタングステート触

媒の合成とキャラクタリ

ゼーション(東京大)○米

原和宏･岡本啓吾･中川善

直･水野哲孝 

4G03 モリブデン酸化物

のチタニア光SCR触媒へ

の添加効果(京都大)○益

谷康之･山添誠司･宍戸哲

也･田中庸裕 

4H03 層状タンタル酸塩

の光触媒特性に及ぼす水

熱処理効果(熊本大)○光

山知宏･荒山恵志･畑和

孝･堤阿紀子･池上啓太･

町田正人 

4I03 Ligand effects on the 
enhancement of the photophysical 
properties of black dye 
sensitizer  for  TiO2  based
solar cells ― a theoretical 
investigation―(Tohoku Univ.)
○ SAHNOUN, Riadh ･

GOVINDASAMY, Agalya  ･
KOYAMA, Michihisa ･

TSUBOI,  Hideyuki ･

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

4J03 イミド架橋Ir2Pt混合

金属クラスターの合成と

反応性(大阪府大)竹本真･

楊為国･井本良平･○松坂

裕之 

4K03 担体細孔内を反応

場とした高耐熱性担持ペ

ロブスカイト触媒の調製

(九州大)○浅田照朗･草場

一･永長久寛･寺岡靖剛 

4L03 銀逆担持金微粉末

上での低温CO酸化反応

機構(京都工繊大*1･大阪

大*2･産総研*3･首都大*4)
○飯塚泰雄*1･宮前智信

*1･岡田孟*1･奥村光隆*2･

伊達正和*3･坪田年*3･春

田正毅*4 

           
9:45       座長 榊茂好    

 4C04 Ni系複合酸化物上

での空気を用いたCH4の

部分酸化反応による純水

素の製造法(関西大)○中

山修美･池永直樹･三宅孝

典･鈴木俊光 

4D04 メソポーラスシリ

カのPROX反応における

促進効果(北海道大)○黄

声駿･置塩直史･福岡淳 

 4F04 結晶性Mo3VOx複合

金属酸化物触媒を用いた

水中エタン部分酸化反応

(北海道大)○藤澤拓己･倉

西崇夫･定金正洋･上田渉 

4G04 担持Pd触媒上での

N2O直接分解反応―担体

効果― (筑波大)○佐藤嘉

弘･伊藤伸一･冨重圭一･

国森公夫 

4H04 アルカリ土類タン

タル系複合酸化物光触媒

の調製条件が与える光触

媒特性への影響(山口大)
○松本圭祐･酒多喜久･藤

森宏高･今村速夫 

4I04 モリブデン炭化物上

でのメタンリフォーミング

に関する理論的研究(東京

農工大)○冨永弘之･永井正

敏 

4J04 架橋ヒドリド配位

子を有するCp系4族-9族
を含む二核錯体の合成と

反応性(東京工大)○大石

理貴･加藤剛史･原麻悠

子･鈴木寛治 

4K04 La-K-Mn系ペロブス

カイト型酸化物のディー

ゼルパティキュレート燃

焼活性向上に関する検討

(九州大)○下川弘宣･草場

一･永長久寛･寺岡靖剛 

4L04 金を担持した酸化

銀触媒によるCO酸化反

応機構(京都工繊大)○三

浦拓巳･薬師寺光･飯塚泰

雄 

           
10:00 座長 杉山茂 座長 福岡淳  座長 清水研一 座長 西口宏泰 座長 佐山和弘  座長 引地史郎  座長 岩澤康裕 

 4C05 触媒コーティング

型反応器によるメタンの

オートサーマル改質―Pd
系触媒の効果―(北九州市

大)○朝見賢二･吉田勇太･

藤元薫 

4D05 依頼講演 Nanoporous 
Architecture for Contorolling 
the Thermal Stability of 
Heterogeneous Catalysts (Univ. 
of New Mexico)○DATYE , 
Abhaya K.  

4E05 固液電気二重層界

面の溶媒分子配向ダイナ

ミクス(北海道大*1･東京

大*2)○山方啓*1･久保田

純*2･大澤雅俊*1 

4F05 Y型ゼオライト担持

Mo触媒におけるMoの担

持状態とメタン部分酸化

活性(豊橋技科大)○井上

仁恵･大北博宣･水嶋生

智･角田範義 

4G05 窒素酸化物吸収触

媒における触媒調製法と

担体効果(京都大)○鈴木

俊圭･松井敏明･菊地隆

司･江口浩一 

4H05 高出力超音波を用

いたコア・シェル型Au-Pd
担持TiO2光触媒の調製と

触媒活性(長崎大*1･東北

大*2)○田辺秀二*1･島直

貴*1･水越克彰*2･首藤達

也*1･冨永亜希*1･中越修*1

4I05 依頼講演 Ab initio分子

動力学法による励起状態ダ

イナミクス(北海道大)○武

次徹也 

4J05 シリカ表面に固定

化した配位不飽和Ru錯体

触媒の設計と低温でのア

ルデヒド選択酸化反応(東
京大)○木下睦雄･唯美津

木･岩澤康裕 

4K05 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 (2)(産
総研)○伊達正和･野村勝

裕･蔭山博之･藤谷忠博 

4L05 依頼講演 触媒活性

評価のためのゼオライト

固体酸性質の解析 (鳥取

大)○丹羽幹･鈴木克生･野

田敬之･片田直伸 
 
 
 
 



           

9/20 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 

10:15         座長 永長久寛  
 4C06 メタン接触分解反

応―金属酸化物・アルミ

ナ系触媒の活性―(北見工

大)○松長太一･小野裕仁･

岩谷賢･岡崎文保･多田旭

男 

 4E06 ビピリジン電極修

飾による電解水素発生の

促進効果(北海道大)○内

田太郎･山方啓･大澤雅俊

4F06 Pd/SO4-ZrO2による

エチレン選択酸化の還元

温度依存性(北海道大)○
永川潤･濱多智昭･神谷裕

一･奥原敏夫 

4G06 メソポーラスシリ

カ担持貴金属触媒による

NO還元反応(旭化成)○友

国敬三･小松民邦 

4H06 ナノ・マイクロ階層

構造を有するタングステ

ン酸ビスマス粒子の調製

と光触媒特性(北海道大)
○天野史章･阿部竜･大谷

文章 

 4J06 複合金属酸化物中

での金属イオンの規則配

列と協奏的触媒機能(九州

大)○寺岡靖剛･草場一･永

長久寛 

4K06 依頼講演 ヘテロポ

リ酸担持型工業触媒(昭和

電工)○中條哲夫･宮路淳

幸･辻勝行 

 

           
10:30   座長 山方啓    座長 藤田俊雄   座長 朝倉清高 

 4C07 高温スチーミング

耐性を有するNi系メタン

水蒸気改質触媒の開発(東
京 大 *1 ･ 京 都 大 *2)LEE, 
Byongjin*1･杉沢雅則*1･○

石川明生*1･福世真樹*1･

寺村謙太郎*2･高垣敦*1･

高田剛*1･久保田純*1･堂

免一成*1 

4D07 Ni-MCM-41の調製

法と触媒活性・Ni担持状

態の関連(東京工大)○川

村幸･池田勝洋･山本孝･

岩本正和 

4E07 CeOx/Pd(111)表面に

おけるメタノール合成反

応中間体と活性点の研究

(宇都宮大)○茗花朋希･岩

井秀和･江川千佳司 

4F07 光触媒的芳香環ヒ

ドロキシル化反応におけ

る酸化チタン上の吸着種

の検討(名古屋大)○湯沢

勇人･青木正矩･伊藤秀

章･吉田寿雄 

4G07 Rh/CeO2-ZrO2触媒上

でのNO-C3H6-O2反応にお

ける担体組成の影響(産総

研*1･三井金属鉱業*2)○
羽田政明*1･篠田潔*2･長

根聖*2･中原祐之輔*2･廣

江和美*2･藤谷忠博*1･浜

田秀昭*1 

4H07 LTA ゼオライト -
TiO2ナノコンポジット材

料の合成と評価(近畿大)
○松原萌子･中尾暢秀･橋

本圭司･古南博 

4I07 イリジウム錯体触媒

によるベンゼンの直接的シ

リル化反応に関する理論的

研究(京都大)○中岡まゆ･中

尾嘉秀･佐藤啓文･榊茂好 

4J07 依頼講演 表面を媒

体とした活性構造制御と

選択酸化触媒能の創出(東
京大)○唯美津木 

 4L07 依頼講演 ヘテロ結

合を有するバイモダル触

媒の調製と解析・評価(富
山大)○椿範立 

           
10:45 4C08 メタンの高圧ドラ

イ リ フ ォ ー ミ ン グ 用

Co/SrCO3触媒の添加物探

索と組成最適化(東北大)
小林靖和･○小俣光司･石

井秀知･山田宗慶 

4D08 メソポーラスシリ

カ触媒によるC2-C4アルコ

ールの高選択的低級オレ

フィン化(東京工大)○笠

井幸司･葉石輝樹･岩本正

和 

4E08 赤外線化学発光法

を用いたRh(110)および

Rh(111)上のCO+NO反応

(筑波大)○渡辺整･中尾憲

治･伊藤伸一･冨重圭一･

国森公夫 

4F08 Cu/Nb2O5による液相

アルコール光酸化反応(京
都大)○槻尾大輔･宮武俊

明･寺村謙太郎･人見穣･

宍戸哲也･田中庸裕 

4G08 貴金属触媒におけ

る担体効果とVOC燃焼活

性(京都大)○三津井知宏･

筒井一喜･松井敏明･菊地

隆司･江口浩一 

4H08 シリカケージ内に

二酸化チタン粒子を取り

込んだカプセル型光触媒

の合成と機能(大阪大*1･

名古屋大*2･北海道大*3)
○生駒善光*1･原田隆史

*1･小林秀行*1･鳥本司*2･

大谷文章*3･池田茂*1･松

村道雄*1 

4I08 金属錯体触媒の理論

的研究―1電子演算子によ

る置換基効果の考慮―(京
都大 )○大西裕也･伊瀬豪

彦･中尾嘉秀･佐藤啓文･榊

茂好 

 4K08 テトラヘドラルパ

ラジウムナノクラスター

生成機構の in-situ時間分

解XAFSによる解明(北陸

先端大*1･大阪大*2)○海

老谷幸喜*1･溝越祐吾*2･

満留敬人*2･水垣共雄*2･

實川浩一郎*2･金田清臣*2 

 

           
11:00 座長 張戦国 座長 西山憲和  座長 山中一郎 座長 里川重夫 座長 古南博  座長 松坂裕之   

 4C09 メタン直接分解反

応―鉄鉱石系触媒の可能

性―(北見工大)半田雅恵･

府金慶介･松長太一･岡崎

文保･○多田旭男 

4D09 シリカ多孔体およ

びオキシナイトライド多

孔体を担体とするアンモ

ニアの接触合成 (東京工

大)○林文隆･岩本正和 

4E09 HOPG担持Pt微粒子

の電子状態と吸着能の変

化(筑波大)○岩崎陽介･田

崎保徳･近藤剛弘･中村潤

児 

4F09 特別講演 Pd-Au系
ナノ粒経制御触媒による

H2の酸化によるH2O2選択

合成 (九州大 )○石原達

己・野村要平 

4G09 LaFe(Pd)O3触媒の酸

化還元処理による微細構

造変化の解析(京都大)○
江口浩一･神内直人･松井

敏明･菊地隆司 

4H09 依頼講演 メソ多孔

体・酸化チタン粒子複合

体の分子選択的光触媒作

用(広島大)○犬丸啓 

4I09 計算化学手法を用い

た二硫化モリブデンの自己

組織化反応ダイナミクスの

解析(東北大)○森田祐輔･小

野寺拓･RIADH, Sahnoun･古
山通久･坪井秀行･畠山望･

遠藤明･高羽洋充･久保百

司･DEL CARPIO, Carlos A.･
宮本明 

4J09 複核金属錯体の吸

着構造と触媒機能および

それらを用いた新規微粒

子触媒の作成法の開発(北
海道大)○上原広充･丹内

秀典･柘植清志･佐々木陽

一･加藤昌子･魚崎浩平 

4K09 白金ナノ粒子を内

包したシリカナノチュー

ブの壁構造の修飾とその

触媒作用(神奈川大)○榎

本ひとみ･SHEN, Wei Hua･
宮尾敏広･内藤周弌 

4L09 依頼講演 水素化脱

硫触媒の調製と解析・評

価(島根大)○岡本康昭 

           
11:15       座長 高橋克巳  座長 宮尾敏広  

 4C10 Ni触媒を用いたメ

タン分解による水素とカ

ーボンナノチューブの合

成(京都大*1･日産化学*2･

関西電力*3)○高根孝仁

*1･岩本伸司*1･石井憲一

*2･矢ヶ崎えり子*3･井上

正志*1 

4D10 結晶性メソポーラ

ス酸化タンタルによる過

酸化水素を用いたシクロ

ヘキセンのエポキシ化反

応(東京工大)○田中学･稲

垣怜史･野村淳子･辰巳敬 

4E10 Rh錯体を前駆体と

したAl2O3表面上でのRh
クラスター生成過程の

STM観察 (東京工大 *1 ･

JST*2)○陳之文*1･藤田宗

士*1･福井賢一*1,*2 

 4G10 CO酸化における

PdO触媒とAu触媒の混合

効果(首都大*1･CREST*2)
○川村卓未*1･齊藤未歩

*1 ･武井孝 *1 ･春田正毅

*1,*2 

 4I10 置換シクロヘキセン

類のエポキシ化反応選択性

(昭和電工*1･産総研*2)○藤

田俊雄*1･小林有二*1･大賀

一彦*1･今瀬達也*1･渋佐義

博*1･内田博*1･大越雅典*2･

清水政男*2･佐藤一彦*2 

4J10 不均一系触媒の構

造を模したシクロホスフ

ァトルテニウム錯体の合

成と反応(中央大*1･東京

大*2)○石井洋一*1･金尾

啓一郎*2･上村聡*2･田辺

資明*2 

4K10 Au合金を前駆物質

としたナノポーラス金触

媒の調製とそのCO酸化

特性(東北大)○亀岡聡･蔡

安邦 

 

           
          座長 寺岡靖剛 

11:30 4C11 依頼講演 メタンの

有効利用のための光触媒

反応(名古屋大)○吉田寿

雄 

4D11 銅担持シリカメゾ

多孔体上でのα-置換型ジ

アゾエステルとスチレン

誘導体との不斉シクロプ

ロパン化反応(東京工大)
○大澤弘明･石谷暖郎･岩

本正和 

4E11 白金担持二酸化チ

タン表面における光励起

電子移動のケルビン力顕

微鏡による観察(JST*1･神

戸大*2)○笹原亮*1,*2･稗

圃久美子*2･大西洋*2 

 4G11 Pt/SnO2触媒におけ

るPt粒子の凝集・再分散過

程の解析(京都大)○神内

直人･松井敏明･菊地隆

司･江口浩一 

4H11 Study on TiO2 
Photocatalytic Synthesis of 
Pt-Carbon Nanocomposites 
(大阪大)○NG, Yun hau･
池田茂･原田隆史･松村道

雄 

4I11 Theoretical investigation 
on the electrical and electronic 
property of nano-structural 
ZnO (Tohoku Univ.)○ZHU, 
Zhigang･CHUTIA, Arunabhiram･

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

4J11 酢酸パラジウムを

原料とするアルミナ担持

パラジウム触媒の調製

と、鈴木-宮浦カップリン

グ反応への適用(東京大)
○工藤大輔･増井洋一･尾

中篤 

4K11 シングルサイト光

触媒を利用した金属ナノ

粒子担持触媒の開発(大阪

大)○白仁田沙代子･三浦

祐生･清水俊明･三村直

樹･森浩亮･大道徹太郎･

片山巌･山下弘巳 

4L11 依頼講演 選択酸化

用複合酸化物触媒での新

調製化学の可能性(北海道

大)○上田渉 
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11:45  4D12 シリカメゾ多孔体

上でのエポキシドの立体

選択的開環反応 (東京工

大)○貝塚亙輔･石谷暖郎･

岩本正和 

4E12 酸化チタン基板に

担持した金微粒子の電子

顕微鏡観察 (産総研 *1 ･

CREST*2･首都大*3)○秋

田知樹*1,*2･田中孝治*1･

香山正憲*1,*2･春田正毅

*2,*3 

 4G12 TAPシステムによる

Ce0.8Pr0.1-X0.1Oy酸化物の

CO酸化活性の検討(2)―
加速劣化処理の影響―(大
分大*1･マツダ*2)○久保

政和*1･萱田佑斗*1･河野

崇*1･高見明秀*2･山田啓

司*2･永岡勝俊*1･西口宏

泰*1･瀧田祐作*1 

4H12 Fe錯体内包ゼオラ

イト光触媒によるスチレ

ンの選択酸化反応 (大阪

大)○楮原絢人･森浩亮･山

下弘巳 

4I12 三次元多孔質シミュ

レータによる触媒微細構造

定量評価(東北大)○古山通

久･SAHNOUN, Riadh･坪井

秀行･畠山望･遠藤明･高羽

洋 充 ･ 久 保 百 司 ･ DEL 
CARPIO, Carlos A.･宮本明 

4J12 担体への固定化を

目的としたキレート配位

子の分子設計と不均一系

触媒への応用 (神奈川大

*1･東京大*2)○引地史郎

*1･池田篤司*1･高山俊夫

*1･三好泰之*2･水野哲孝

*2 

4K12 129Xe-NMRを用いた

ナノ素材解析の新展開―

化学シフトを用いたゼオ

ライトの吸着パラメータ

解析―(大阪大)○河田陽

子･安達裕子･芳賀沙織･

中村舞･福富淳子･木村敦

臣･藤原英明 

 

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

           
           
           
           
           
     (一般研究)  (一般研究)  (一般研究)  

13:00 座長 朝見賢二 座長 辰巳敬 座長 鈴木秀士 座長 神谷裕一 座長 定金正洋 座長 寺村謙太郎 座長 松橋博美 座長 小宮三四郎 座長 永長久寛 座長 飯塚泰雄 

 4C13 Mo系触媒を用いた

カーボンナノチューブ合

成の速度論的研究 (筑波

大)○倪磊･近藤剛弘･中村

潤児 

4D13 特別講演 高度に制

御されたナノ空間材料の

創製(早稲田大)○黒田一

幸 

4E13 超常磁性ナノ粒子

γ -Fe2O3内包Ti含有メソ

ポーラスシリカ触媒の開

発(大阪大)○近藤佑一･森

浩亮･山下弘巳 

4F13 アニオン交換を利

用した粘土 -Pdナノ複合

体触媒によるアルコール

酸化反応(千葉大)○原孝

佳･石川正和･一國伸之･

島津省吾 

4G13 銅系複合酸化物を

用いたプロパンの部分酸

化―反応モデルの考察―

(東京工大)○豊田将之･籠

田康人･相田隆司 

4H13 窒素ドープ型酸化

チタンの窒素ドープ量制

御と光触媒活性 (信州大

*1･物材機構*2･北海道大

*3)○松本太輝*1･井伊伸

夫*2･酒井勝*1･村上泰*1･

大谷文章*3 

4I13 二酸化炭素溶媒と担

持金属触媒を用いる芳香族

炭化水素の水素化反応―金

属粒子径の影響―(産総研)
○日吉範人･佐藤修･白井誠

之 

4J13 特別講演 協奏機能

分子触媒の化学 (東京工

大)○碇屋隆雄 

4K13 カーボン系固体酸

触媒の構造解析(東京工大

*1･産総研*2)○市川景子

*1･中島清隆*1･加藤英樹

*1･野村淳子*1･林繁信*2･

原亨和*1 

4L13 依頼講演 窒素酸化

物の直接分解用ペロブス

カイト触媒の調製と機能

解析(九州大)○石原達己･

新名祐介･松本広重 

           
13:15 4C14 Methane decomposition 

over Ni catalyst in a 
two-stage fluidized bed 
reactor (産総研)○張戦国･

鈴木善三 

 4E14 酸 化 物 担 体 へ の

NbC微粒子設計とXAFS
による構造解析 (千葉大

*1･産総研*2)○児玉瞬*1･

原孝佳*1･一國伸之*1･阪

東恭子*2･島津省吾*1 

4F14 N-ヒドロキシフタル

イミド(NHPI)/酸素系によ

るK/A-オイルの酸化を利

用したε-カプロラクトン

の合成(関西大)○廓健一

郎･大洞康嗣･石井康敬 

4G14 Cu-W-Zr系複合酸化

物触媒を用いたプロパン

の部分酸化―生成物分布

に対する調製法の影響―

(東京工大)○中泉倫視･籠

田康人･豊田将之･相田隆

司 

4H14 ナノシートを前駆

体とするアニオンドープ

酸化チタン粒子の調製と

可視光誘起光触媒反応(北
海道大)天野史章･阿部竜･

○大谷文章 

4I14 芳香族化合物水素化

反応における担持Pt-Ru触
媒のバイメタリック効果

(埼玉大)○荒川毅志･関晴

日･大嶋正明･黒川秀樹･三

浦弘 

 4K14 繊維廃棄物を原料

とした不織布状活性炭の

作製と機能化(豊橋技科大

*1･三河繊維技術セ*2)○
森杏奈*1･島上祐樹*2･大

北博宣*1･水嶋生智*1･角

田範義*1･堤和男*1 

 

           
13:30          座長 久保百司 

 4C15 第二金属含有マグ

ネシウムピロおよびオル

トバナデートによるプロ

パンの酸化脱水素反応(徳
島大)○杉山茂･平田祐規･

近藤友紀･中川敬三･外輪

健一郎 

 4E15 シリカ固定化配位

不飽和Ru-diamine錯体触

媒の表面設計(東京大)○
赤塚優作･唯美津木･岩澤

康裕 

4F15 担持Ag触媒による

液相アルコール部分酸化

反応(名古屋大)○杉野賢

治･清水研一･薩摩篤 

4G15 水素結合に基づく

基質認識能を有するポル

フィリン金属錯体による

位置選択的ポリメチレン

鎖酸化(名古屋市大)○樋

口恒彦･鬼頭茜･加藤信

樹･梅澤直樹 

4H15 無酸素下における

光触媒反応によるメチル

アミン類の無機化 (近畿

大)○大田優一･橋本圭司･

古南博 

4I15 高分子修飾担持パラ

ジウム触媒を用いたベンズ

アルデヒド類の部分水素化

(東京工大)○山合達也･平尾

朋之･岡本昌樹 

 4K15 アルカリ土類金属

カチオン交換によるY型

ゼオライトの酸性質と触

媒活性の変化(鳥取大)○
野田敬之･鈴木克生･片田

直伸･丹羽幹 

4L15 依頼講演 白金触媒

の解析・評価―材料設計

と触媒設計をつなぐシミ

ュレーション― (豊田中

研)○倉本圭 

           
13:45 4C16 高酸素透過性能を

有するGTL用組成傾斜型

酸素分離膜の開発(ノリタ

ケ*1･中部電力*2)○高橋

洋祐*1･川原彰広*1･平野

裕司*1･平野正義*2 

 4E16 Quick XAFSを用い

たNi2P触媒の活性化過程

に関する研究 (高エネ研

*1･産総研*2･花王*3･北海

道大*4･CREST*5･Virginia 
Tech*6)○小池祐一郎*1･

阪東恭子*2･舘野剛介*3･

田旺帝*4,*5･稲田康宏*1･

OYAMA, S.Ted*2,*6･野村

昌治*1･朝倉清高*4 

4F16 金ナノ粒子触媒に

よるエタノールからの酢

酸合成(首都大)○末永隼

也･武井孝･石田玉青･春

田正毅 

4G16 バナジン酸アパタ

イト触媒による2-プロパ

ノールの酸化反応に対す

る触媒活性サイトの解明

(高知大)○小河脩平･恩田

歩武･梶芳浩二･柳澤和道

4H16 窒化ガリウム-酸化

亜鉛固溶体光触媒を用い

た硝酸イオンの還元反応

(東京大)○増田英明･前田

和彦･高垣敦･堂免一成 

4I16 エチルベンゼン脱水

素反応におけるCO2促進効

果のパルス反応による検討

(関西大)○斉藤一博･奥田和

美･池永直樹･三宅孝典･鈴

木俊光 

 4K16 熱 処 理 に お け る

Dawson型へテロポリ酸の

水への不溶化(鳥取大)○
伊藤将･奥村和･丹羽幹 

 

           
14:00 座長 岡崎文保 座長 釘田強志  座長 唯美津木 座長 原亨和 座長 阿部竜 座長 竹口竜弥 座長 尾中篤 座長 片田直伸 座長 薩摩篤 

 4C17 水素共存メタン脱

水素芳香族化における

H-MFI修飾Mo触媒の還元

活性種の検討 (埼玉工大

*1･大阪府大*2)○有谷博

文*1･折原均*1･柴崎裕弓

*1･中平敦*2 

4D17 有機架橋化層状ポ

リケイ酸塩オクトシリケ

ートのスルホン化(早稲田

大)○望月大･木幡幸子･黒

田一幸 

4E17 ニオブナイトライ

ド触媒調製のための鉄添

加に関する研究 (千葉大

*1･産総研*2)○若井揚子

*1･原孝佳*1･一國伸之*1･

阪東恭子*2･島津省吾*1 

4F17 Co-TPP/Carbon触媒

によるアルコールの酸素

酸化反応(東京工大)○前

田卓也･岡田利久･山中一

郎 

4G17 Nano-scale hydroxy- 
apatite coating on silica 
fiber using carbon nanofibers 
as templates(北海道大 )○
WU, Qiang･定金正洋･荻

原仁志･上田渉 

4H17 白金添加酸化チタ

ン光触媒によるオレフィ

ン水和反応(2)(名古屋大)
○山本瑛仁･吉田寿雄 

4I17 エチルベンゼン脱水

素反応における副生成物を

抑制できる触媒の開発(埼
玉大)○阿部幸太･宮澤誠･

大嶋正明･黒川秀樹･三浦弘

4J17 塩基性アミノ酸添

加法によるキラルシリカ

の合成と触媒としての応

用(東京工大*1･東京理大

*2･横浜国大*3)○横井俊

之*1･荒木裕子*2･畑瀬國

彦*2･鈴木健太*2･窪田好

浩*3･川崎常臣*2･硤合憲

三*2･辰巳敬*1 

4K17 12-タングストケイ

酸アルカリ金属塩の酸触

媒機能(北海道大)○小川

優紀･内田洋平･神谷裕

一･服部英･奥原敏夫 

4L17 依頼講演 炭素担体

上での白金活性表面の設

計と表面科学的解析(筑波

大)○中村潤児 
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14:15 4C18 直接法DME合成―

触媒の変遷と性能向上―

(JFE技研*1･工業所有権協

力セ*2)○高木克彦*1･三

好康夫*1･茂木康弘*1･斉

間等*1･鹿田勉*2 

4D18 メソポーラスシリ

カ細孔内での分子拡散の

光促進(上海珪酸塩研*1･

産総研*2)祝迎春*1･○藤

原正浩*2 

4E18 メタノール部分酸

化反応におけるCu-Pd薄
膜の表面価電子状態の研

究(宇都宮大)○高橋和幸･

横松睦弘･岩井秀和･江川

千佳司 

4F18 Catalytic oxidation of 
alcohols with molecular 
oxygen by orthorhombic 
Mo3VOx oxide crystal(北海

道大 )○WANG, Feng･上
田渉 

4G18 GaAs基板担持型パ

ラジウム触媒の高機能化

(北海道大*1･千葉大*2･日

本工大*3･物材機構*4･阿

南工業高専*5)有澤光弘

*1･濱田昌弘*2･○磯村暢

宏*1,*3･RABBANI, Gulam*1･

下田正彦*4･塚本史郎*5･

飯塚完司*3･周東智*1･西

田篤司*2 

4H18 金属酸化物を添加

した酸化チタンの光触媒

能(豊橋技科大*1･八戸高

専*2)○三浦公平*1･長谷

川章*2･大北博宣*1･水嶋

生智*1･角田範義*1 

4I18 固体NMRによる層状

HNbMoO6の酸性質評価(東
京大*1･産総研*2)○田草川

カイオ*1･高垣敦*1･林繁信

*2･堂免一成*1 

4J18 円二色性検出を用

いる固相イミダゾリン不

斉触媒の開発(千葉大)○
荒井孝義･横山直太･水上

友絵･柳澤章 

4K18 グリコサーマル法

により合成したCeO2-ZrO2

固溶体の酸素放出能力(京
都大)○細川三郎･今村成

一郎･井上正志 

 

           
14:30 4C19 高性能FT合成用触

媒の設計(北九州市大*1･

新日本石油*2)○黎暁紅

*1･石井駿吏*1･紺野博文

*2･関浩幸*2･藤元薫*1 

4D19 3次元細孔構造を有

するメソポーラスシリカ

薄膜の蒸気合成(大阪大)
○永田香織･丸尾鷹則･西

山憲和･江頭靖幸･上山惟

一 

4E19 酸化物薄膜上に蒸

着したRhの構造変化(産
総研)○中村功･高橋厚･羽

田政明･浜田秀昭･藤谷忠

博 

4F19 CoOx/SiO2触媒によ

るアダマンタンの酸素酸

化反応(東京工大)○小林

広和･山中一郎 

4G19 Atmospheric air 
oxidation of p-cresol over 
clay intercalated cobalt 
schiff base complex 
catalysts (NCL*1･産総研*2)
○CHANDRASHEKHAR, 
Rode*1,*2･VIKAS, Kshirsagar 
*1･日吉範人*2･白井誠之*2

4H19 光触媒活性向上を

目指したY2Ti2S2O5の研究

開発(東京大)○大谷宙･石

川明生･高田剛･堂免一成

4I19 フェニルシリル化ジ

ルコニアを触媒とするオレ

フィンの異性化反応(北見

工大 )○明永裕樹･山田洋

文･射水雄三 

4J19 加アルコール分解

による軸不斉化合物およ

びP-キラル化合物の速度

論的光学分割(九州大*1･

北海道大*2)佐久間毅*1･

山本英治*2･青山洋史*2･

大洞康嗣*2･辻康之*2･○

徳永信*1 

4K19 キレート剤を用い

る Fischer-Tropsch 合成用

Co/SiO2触媒の新規高活性

化法―高活性発現のメカ

ニズムに関する検討―(東
北大)○佐藤拓也･本郷大

地･望月剛久･小泉直人･

山田宗慶 

4L19 依頼講演 気相ベッ

クマン転位用ゼオライト

触媒の調製と解析・評価

(早稲田大)○松方正彦･中

川剛佑･関根泰･菊地英一

           
14:45 4C20 超臨界相イソパラ

フィンの直接合成方法(富
山大)○米山嘉治･椿範立 

4D20 シングルサイト光

触媒含有メソポーラスシ

リカ薄膜の作製と表面親

水特性の評価(大阪大)○
堀内悠･島田真･森浩亮･

西山憲和･大道徹太郎･山

下弘巳 

 4F20 燃料電池反応法を

用いた中性H2O2水の合成

(東京工大)○田澤慧･村山

徹･市橋亮･山中一郎 

4G20 Production of 
acrolein via dehydration of 
glycerol on iron phosphate 
catalysts; an alternative route 
to propylene oxidation (北
海道大*1･Arkema France*2)
○ DELEPLANQUE, Jeremy
*1･DUBOIS, Jean-luc*2･上

田渉*1 

4H20 液相還元法を応用

したコア/シェル型助触媒

の調製法及び水分解反応

条件の検討(東京大*1･筑

波大*2)○坂本尚之*1･大

塚一*2･前田和彦*1･金原

正幸*2･寺西利治*2･堂免

一成*1 

4I20 ペンタン異性化反応

での生成物分布に及ぼす白

金担持酸化モリブデンの還

元率の影響(北見工大*1･北

海道教大*2)○加納弘樹*1･

大野智也*1･松田剛*1･高橋

信夫*1･松橋博美*2 

4J20 Diels-Alder反応にお

けるモンモリロナイト固

定化-不斉アミン触媒の開

発(大阪大*1･北陸先端大

*2)○實川浩一郎*1･能勢

謙太*1･満留敬人*1･水垣

共雄*1･海老谷幸喜*2･金

田清臣*1 

4K20 低原子価前周期遷

移金属を触媒に用いた炭

素-ハロゲン結合の活性化

反 応 ( 北 海 道 大 *1 ･

SORST*2･愛知教大*3)○
菅野研一郎*1,*2･賀建軍

*1,*2･郭海卿*1,*2･中島清

彦*3･宋志毅*1･高橋保*1 

 

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

           
           
           
           
           
           
           

15:15 座長 鈴木俊光   座長 一國伸之 座長 相田隆司  座長 池永直樹 座長 徳永信 座長 古南博 座長 田中庸裕 

 4C22 特別講演 ハイドロ

タルサイト前駆体を利用

する燃料電池用水素製造

のためのメタン改質触媒

の開発(広島大)○竹平勝

臣 

  4F22 Pt/TiO2/SiO2触媒によ

るアルケン酸化(東京工大) 
○BINTI ISMAIL, Azuhani･
松田裕允･山中一郎 

4G22 新規アルミニウム

二置換γ-Kegginシリコタ

ングステートの合成とキ

ャラクタリゼーション(東
京大*1･JST*2)○菊川雄司

*1･山口修平*2･山口和也

*1,*2･水野哲孝*1,*2 

 4I22 モリブデン水素ブロ

ンズのヘプタン異性化活性

に及ぼす水素含有量の影響

(北見工大)○阪井尚範･大野

智也･松田剛･高橋信夫 

4J22 金表面上に形成し

たかご型ホスフィン -Rh
錯体単分子層を触媒とす

るアルコールの脱水素シ

リル化反応(北海道大)○
秋山龍人･原賢二･高草木

達･魚崎浩平･澤村正也 

4K22 タングステン(VI)を
構成元素に含む新規複合

硫化物の光触媒特性(東京

理大*1･CREST*2)○奥田

務*1･原田眞光*1･工藤昭

彦*1,*2 

4L22 依頼講演 大容量酸

素ストレージ物質の触媒

応用と解析・評価(熊本大)
○町田正人 

           
15:30    4F23 H2の気相酸化を用い

た接触酸化による過酸化

水素合成(13)―ナノコロ

イドにおけるH2O2生成速

度の向上―(九州大)○野

村要平･畑佑以子･松本広

重･石原達己 

4G23 赤外分光法による

チタノシリケート上での

過酸化水素による酸化反

応の直接観測(東京工大)
○嶋寿･辰巳敬･野村淳子

 4I23 酸性質評価法として

のAr-TPDの検討(北海道教

大*1･北海道大*2)○松橋博

美*1･油谷賢二*1･神谷裕一

*2 

4J23 含窒素多座環状配

位子を有するランタノイ

ド錯体の合成とその反応

性 (RWTH Aachen Univ.)
○大橋理人･奥田純 

4K23 新規Nb系およびTa
系オキシサルファイドの

合成および光触媒活性の

評価(東京大)○荻巣清徳･

石川明生･高田剛･堂免一

成 

 

           
15:45    4F24 塩基性アミノ酸を

用いて合成される球状シ

リカ粒子の粒径制御と応

用(東京工大)○渡邉亮太･

太田誠吾･横井俊之･野村

淳子･辰巳敬 

4G24 ブテンの水和酸化

反応触媒の開発(大分大)
○河村智志･菊谷佳代･西

口宏泰･永岡勝俊･滝田祐

作 

 4I24 Si-MCM-41上に担持さ

れた銅イオンの特性(岡山

大*1･岡山理大*2･東京工大

*3)○森俊謙*1･田中大士*1･

黒田泰重*1･橘高茂治*2･岩

本正和*3 

4J24 [-C6H4M(CO)3-] (M=
Cr,Mo,W)錯体を骨格内に

含有したハイブリッドメ

ソポーラスシリカの触媒

特性(大阪府大)○松岡雅

也･酒井崇弘･亀川孝･安

保正一 

4K24 RhとSbおよびTaを
共ドーピングしたSrTiO3

の可視光照射下における

光触媒活性(東京理大*1･

CREST*2)○新城亮*1･工

藤昭彦*1,*2 

4L24 依頼講演 バイオマ

ス接触ガス化とグリセリ

ン水素化分解のための触

媒開発(筑波大)○冨重圭

一 

           



 
9/20 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 

16:00     4G25 チタニア担持酸化

タングステンモノレイヤ

ー固体酸触媒によるエチ

レ ン 水 和 ( 鳥 取 大 *1 ･

KRI*2･堺化学*3･ダイヤリ

サーチマーテック*4･日本

エタノール*5)○片田直伸

*1･井関洋平*2･志知明*3･

尾崎和洋*1･藤本憲一*1･

椿卓也*1･丹羽幹*1･藤田

伸夫*4･石野巌*5 

 4I25 Al担持MCM-41触媒の

調製条件によるメゾ細孔表

面積とBiginelli反応活性の

変化(東京工大)○村田宏朗･

石谷暖郎･岩本正和 

4J25 フェノキシ配位子

を有する各種アリールイ

ミド配位バナジウム錯体

の合成と重合反応(奈良先

端大)○大西芳史･藤木道

也･野村琴広 

4K25 酸化チタン /Yゼオ

ライト複合系光触媒によ

るトルエンの吸着および

酸化分解除去(大阪府大)
○竹内雅人･日高学･安保

正一 

 

           
16:15 座長 小俣光司       座長 岡崎雅明  座長 小宮三四郎 

 4C26 Continuous low- 
temperature methanol synthesis 
from CO2 hydrogenation 
over copper-based catalyst 
prepared with different 
methods(Univ. of Toyama)
○LIU, Yong･ZHANG, Yi･
YONEYAMA, Yoshiharu･
TSUBAKI, Noritatsu 

      4J26 メチルCoM還元酵

素のモデルとなるニッケ

ル (I)サイクラム錯体の

C-S結合切断反応(名古屋

大)○松本剛･西垣潤一･巽

和行 

 4L26 依頼講演 多核錯体

の分子設計と触媒反応(東
京工大)○穐田宗隆 

           
16:30 4C27 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 

      4J27 π共役鎖を有する

ポルフィリンを基盤とす

る光誘起電子移動システ

ム(大阪大)○平尾俊一･薬

師康英･雨夜徹･関修平･

田川精一 

  

           

16:45          座長 朝倉清高 
 4C28 Preparation of 

mesoporous Cu/ZnO catalyst 
and its application in 
low-temperature methanol 
synthesis (Univ.of Toyama)
○BAO, Jun･ZHANG, Yi･
YONEYAMA, Yoshiharu･
TSUBAKI, Noritatsu 

      4J28 ビタミンB12酵素機

能を有するハイブリッド

触媒の創製と機能特性(九
州大)○久枝良雄･嶌越恒･

阿比留真･泉晋一郎 

 4L28 依 頼 講 演  Striving 
for structural uniformity in 
supported metal complex 
and metal cluster catalysts
 (Univ. of California) ○

B.C. Gates 

           
17:00 4C29 Increasing the shell 

thickness by controllingthe 
core size of zeolite 
capsule catalyst ― application 
in isoparaffin direct synthesis
― (Univ. of Toyama) ○

YANG, Guohui･ZHANG, Yi･
YONEYAMA, Yoshiharu ･

TSUBAKI, Noritatsu 

      4J29 ゼオライトナノ空

間を利用した光エネルギ

ー緩和過程のマニピュレ

ーション(東京工大*1･大

阪大*2)○和田雄二*1,*2･

塚原保徳*2･山内智英*2 

  

           
17:15        座長 松本剛   

        4J30 レドックス活性な

[4Fe-4C]骨格を置換基と

してもつホスフィン配位

子の創製(京都大)○岡崎

雅明･吉村健一･高野正

人･小澤文幸 

  

           
17:30        4J31 依頼講演 可視光増

感性ユニットを持つ有機

金属錯体による触媒的光

反応(東京工大)○稲垣昭

子 

  

18:00           



 


