
口頭発表  一般研究発表･セッション発表は講演 10 分／討論 5 分, アドバンストユースセッションは講演 15 分／討論 15 分, 

R&D 発表は講演 25 分／討論 5 分, 依頼講演と受賞講演(奨励賞)は質疑を含め 30 分, 特別講演は質疑を含め 60 分 

9/24 S  会  場 C  会  場 D  会  場 E  会  場 F  会  場 G  会  場 H  会  場 I  会  場 J  会  場 

  アドバンストユースセッション 「固体酸触媒」セッション 「工業触媒」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 

「表面化学と触媒設計の

融合」セッション 

「選択酸化」セッション 「有機金属」セッション 「光触媒」セッション 

9：30  座長 小倉賢 座長 高垣敦 座長 藤川貴志 座長 飯田肇 座長 福井賢一 座長 村山徹 座長 穐田宗隆 座長 寺村謙太郎 

  1C01 金ナノ粒子 /二酸化チ

タンプラズモン光触媒によ

る可視光駆動型酸素酸化反

応(大阪大)○白石康浩・塚本

大治郎・平井隆之 

1D01 TMPO を用いたルイス

酸触媒の酸強度評価と触媒

活性の検討(東京工大*1・京都

工繊大*2)○小糸祐介*1・中島

清隆*1・北野政明*1・小林久

芳*2・原亨和*1 

1E01 依頼講演  水素化脱硫

工業触媒の基本的考え方(元

鹿児島大)○高橋武重 

1F01 CeO2 担持触媒を用

いた CO2メタン化反応の

検討(東京大*1・東京ガス

*2)○多田昌平*1・菊地隆

司*1・羽田貴英*2・亀山寛

達*2・高垣敦*1・菅原孝

*1・OYAMA, S. Ted*1 

1G01 金属酸化物による

二酸化炭素の固定化:2-ヒ

ドロキシベンズイミダゾ

ールの生成 (東京大 )○

佐々木岳彦・松居幸・梶

智大 

1H01 新規膜触媒を用い

た H2O2 直接合成(東京工

大)○佐竹雄一郎・山中一

郎 

1I01 μ-η1:η2-アリル白金-

マンガン(またはレニウ

ム)二核錯体の合成とE体

選択的還元的脱離反応

(東京農工大 )○仲野俊

樹・竹内祥浩・齊藤駿・

小峰伸之・平野雅文・小

宮三四郎 

1J01 有機リンカーの精

密設計による可視光応答

型 MOF 光触媒の創製(大

阪府大*1・住友化学*2)○

鳥屋尾隆*1・齋藤雅和*1・

堀内悠*1・望月勝紀*2・岩

田真叔*2・東村秀之*2・松

岡雅也*1 

          

9：45   1D02 Nafion 樹脂固定化シリ

カマイクロハニカムの細孔

構造制御による触媒性能の

向上(北海道大)○佐藤慶孝・

荻野勲・向井紳 

 1F02 CO 選択メタン化反

応におけるベータ型ゼオ

ライト担持 Ni 触媒への

添加物効果(京都大)○近

藤良祐・室山広樹・松井

敏明・江口浩一 

1G02 MoP 触媒上での

4,6-ジメチルジベンゾチ

オフェンの水素化脱硫反

応に関する理論的研究

(東京農工大 )○冨永弘

之・永井正敏 

1H02 担持 Pd-Au 触媒に

よる H2 の O2 酸化による

H2O2 合成(6)ハロゲンの

役割の検討(九州大)○大

石侑毅・茂田耕平・萩原

英久・伊田進太郎・石原

達己 

1I02 橋かけシリレン配

位子を有する二核ニッケ

ル錯体の構造と反応(東

京工大 )○小坂田耕太

郎・田邉真・湯本遼平 

1J02 CZTS 粒子の液相合

成と仕込み組成の光触媒

特性への影響(宇都宮大

*1・信州大*2・北海道大*3)

○大嶋毅士*1・松本太輝

*1・佐藤剛史*1・橋下佳男

*2・大谷文章*3 

10：00 座長 吉武優         

 1S03 特別講演  燃料電池用

低白金化触媒技術の現状と

今後(同志社大)○大門英夫・

稲葉稔 

1C03 金属微小構造体を用い

た単層カーボンナノチュー

ブの光化学反応誘起(北海道

大)○高瀬舞・保田諭・村越敬 

1D03 ニトロ基を導入したス

ルホン化ミクロポーラスカ

ーボンの酸触媒特性(東京工

大*1・産総研*2)○福原紀一

*1・北野政明*1・中島清隆*1・

林繁信*2・原亨和*1 

1E03 依頼講演  水素化脱硫

触媒の開発等の最新技術―

重油脱硫触媒の開発,新規再

生技術及び最新充填方法―

(日本ケッチェン)○野口裕司 

1F03 物理混合法で調製

した Ni-TiO2 触媒による

CO 選択メタン化反応(成

蹊大)○庄司大樹・谷和

憲・反保裕太・浦崎浩平・

里川重夫 

1G03 CVD 法で調製した

Co-Mo 硫化物触媒の活性

構造形成機構の解明(島

根大*1・兵庫県大*2)○久

保田岳志*1・村松謙一*1・

豊田浩司*1・田村健太*1・

小俣光司*1・岡本康昭*1,*2 

1H03 新規四核ペルオキ

ソタングステートによる

過酸化水素を酸化剤とし

たアルケンのエポキシ化

反応(東京大)○石本綾・鎌

田慶吾・水野哲孝 

1I03 テザー型 2,6-ジ(メ

シチル)チオラート配位

子を持つカチオン性配位

不飽和ルテニウム錯体の

合成と反応(名古屋大*1・

ミュンスター大*2)○大木靖

弘*1・KLARE, Hendrik*2・

OESTREICH, Martin*2・瀧

川優子*1・伊藤淳一*1・西

山久雄*1・巽和行*1 

1J03 新規ソフト化学プ

ロセスによる可視光応答

性 SrTiO3系光触媒の開発

(TOTO*1・京都大*2)○奥

中さゆり*1・徳留弘優*1・

阿部竜*2 

          

10：15   1D04 グラファイト酸化処理

触媒によるフェノールのア

ルキル化および臭素化反応

の選択性と活性種の検討(東

京農工大)○千葉響・永井正敏 

 1F04 バイオマス熱分解

由来タールの水蒸気改質

用 Co 触媒における担体

効果(東北大)○李達林・小

池充・王磊・中川善直・

冨重圭一 

1G04 ZnMFIによるCH4の

活性化―CH4解離プロセス

の解明―(岡山大*1・京都工

繊大*2)○織田晃*1・鳥越裕

恵*1・板谷篤司*1・大久保

貴広*1・湯村尚史*2・小林

久芳*2・黒田泰重*1 

1H04 Keggin 型ヘテロポ

リ酸セシウム塩を触媒と

した過酸化水素によるア

ルコールの酸化反応(北

海道大)○三浦裕紀・神谷

裕一 

1I04 依頼講演 光学活性

NCN ピンサー型配位子

を有する Ru、Fe 錯体の合

成と触媒反応(名古屋大)

○伊藤淳一 

1J04 中空シリカ粒子内

包酸化タングステンの調

製と光触媒特性(大阪大)

○原田隆史・池田茂・松

村道雄 

          

10：30  1C05 超分子金属錯体 -半導

体ハイブリットによるZスキ

ーム型 CO2 還元光触媒反応

(東京工大*1・東京大*2・さき

がけ*3・産総研*4・ALCA*5)

○関澤佳太*1・前田和彦*2,*3・

小池和英*4,*5・堂免一成*2・

石谷治*1,*5 

1D05 チタノシリケートの水

溶液内でのルイス酸特性(東

京工大)○新宅泰・中島清隆・

北野政明・原亨和 

1E05 ジア塩素酸ソーダ分解

触媒の開発(クラリアント触

媒)○中嶋直仁・塩谷靖・金賢

中 

1F05 種々の担持 8-10 族

金属触媒による酢酸水溶

液からの水素生成反応に

おける金属粒子径依存性

(神奈川大)○野澤寿章・水

越優一・吉田曉弘・内藤

周弌 

1G05 亜鉛イオン交換

MFI 型ゼオライト中の

Zn2+と H2が示す新奇な反

応のメカニズムの解明―

DFT 計算と新たな分子軌

道解析―(岡山大*1・京都

工繊大*2)○鳥越裕恵*1・

織田晃*1・板谷篤司*1・大

久保貴広*1・湯村尚史*2・

小林久芳*2・黒田泰重*1 

1H05 銅-ターピリジン錯

体内包ゼオライト触媒を

用いたスルフィド類の選

択的酸化反応(愛媛大)○

鈴木彰規・山口修平・馬

場友香理・八尋秀典 

 1J05 グラファイト型窒

化炭素と可視光応答型金

属酸化物の複合による光

触媒反応(九州工大)○村

上直也・近藤健太郎・横

野照尚 

          

10：45   休  憩 休  憩 休  憩 休  憩 休  憩 休  憩 休  憩 

  

 

        

11：00 座長 横井泰治  座長 今井裕之 座長 増田隆夫 座長 里川重夫 座長 中村潤児 座長 難波江裕太 座長 大木靖弘 座長 村上直也 

 1S07 特別講演  固体酸化物

形燃料電池電極の材料・構造

革新のためのマルチスケー

ル連成解析基盤(九州大)○古

山通久 

1C07 高効率なソーラー水分

解のためのBiVO4薄膜電極の

開発(東京理大)○ジアチンシ

ン・岩品克哉・岩瀬顕秀・工

藤昭彦 

1D07 酸化チタンを用いたキ

シロース水溶液からのフル

フラール合成(東京工大)○野

間遼平・中島清隆・北野政

明・原亨和 

1E07 依頼講演  化学吸着に

よ る 触 媒 特 性 評 価 ―

TPD/R/O, Pulse chemisorption

―(日本ベル)○仲井和之 

1F07 電場触媒反応によ

る低温メタン水蒸気改質

(早稲田大)○品川竜也・大

島一真・野上有佳子・菊

地英一・関根泰 

1G07 金表面上における

ジイソシアニド銅錯体単

分子層の作製と触媒反応

への応用(北海道大)○難

波光太郎・原賢二・福岡

淳 

1H07 界面活性剤を用いた

結晶性Mo-V-O複合酸化物

の合成および低級アルカ

ン選択酸化活性(北海道大

*1・Xiamen Univ.*2)○石川

理史*1・YI, Xiaodong*2・村

山徹*1・上田渉*1 

1I07 パラジウム触媒によ

る酸化的な酸素求核剤の

付加による末端アルケン

のアリルアルコール誘導

体への変換反応(九州大)○

富田廉・石田玉青・濱崎昭

行・丸田秀平・徳永信 

1J07 ポルフィリン修飾

TiO2 を用いた可視光アン

モニア脱硝(京都大*1・さ

きがけ*2)○水野由克*1・

山本旭 *1・寺村謙太郎

*1,*2・宍戸哲也*1・田中庸

裕*1 



9/24 S  会  場 C  会  場 D  会  場 E  会  場 F  会  場 G  会  場 H  会  場 I  会  場 J  会  場 

11：15   1D08 層状ニオブモリブデン

酸化物固体酸を用いた水中

脱水環化反応の検討(東京大)

○高垣敦・菊地隆司・OYAMA, 

S. Ted 

 1F08 電場触媒反応にお

けるメタン水蒸気改質で

の担体効果(早稲田大)○

野上有佳子・品川竜也・

大島一真・菊地英一・関

根泰 

1G08 メソ細孔アルミナ

担持モリブデン酸化物触

媒によるプロパンからア

セトンへの光酸化反応

(千葉大)○石附和弥・一國

伸之・原孝佳・島津省吾 

1H08 三方晶 Mo-V-O 複

合酸化物の構造解析と酸

化触媒活性(北海道大)○

小林大地・石川理史・村

山徹・上田渉 

1I08 面不斉シクロペン

タジエニル-ルテニウム

触媒によるシリルエノラ

ートの不斉アリル化反応

(大阪大)○山沢有沙・瀧井

浩一郎・神林直哉・鬼塚

清孝 

1J08 TiO2 上での光アン

モニア脱硝における反応

速度論解析(京都大*1・さ

きがけ*2)○山本旭*1・寺

村謙太郎*1,*2・宍戸哲也

*1・田中庸裕*1 

          

11：30  1C09 ZrO2修飾 TaON を光触

媒とした水の可視光完全分

解(東京大*1・さきがけ*2)○前

田和彦*1,*2・堂免一成*1 

1D09 水熱法による W-Ti-O

複合酸化物の合成とその酸

触媒特性 (北海道大 )○平田

純・村山徹・上田渉 

1E09 依頼講演  工業用触媒

開発に寄与するセラミック

ス成形技術―有田に息づく

ものづくりの DNA―(岩尾磁

器)○山本英樹 

1F09 依頼講演 水素の製

造と利用に関連した最近

の国内外の研究動向(早

稲田大)○関根泰 

1G09 依頼講演 ナノ構造

制御による超親水性・超

撥水性表面の設計(大阪

大)○山下弘巳 

1H09 Direct phenol 

synthesis from C6H6 with 

H2O on Pt-M/zeolites(Univ. 

Electro-Communications*1

・IMS*2・Univ. Tokyo*3)

○ WANG, Linsheng*1 ・

TADA, Mizuki*2 ・

NAGAMATSU, Shin-ichi*1・

SASAKI, Takehiko*3 ・

IWASAWA, Yasuhiro*1 

1I09 置換二架橋メタロ

セン触媒によるポリプロ

ピレンの規則性制御(出

光興産)○岡本卓治・南

裕・浅田佳奈子 

1J09 パラジウム担持酸

化チタン光触媒を用いた

酸素共存下での水中アン

モニアの酸化分解(東海

大)○渋谷智史・横山大

輔・関根嘉香・三上一行 

          

11：45   1D10 結晶性 W(Mo)-Ta-O 複

合酸化物の結晶構造と固体

酸性質(北海道大)○倉又望・

村山徹・上田渉 

   1H10 粒子径を制御した

シリカナノ粒子を用いて

調製した高分散担持バナ

ジウム酸化物の活性評価

(京都大)○高山佳久・寺村

謙太郎・宍戸哲也・田中

庸裕 

1I10 キレートアニオン性

配位子を有するイミド配

位バナジウム錯体とエチ

レンとの反応(首都大*1・

中国科学院*2)○五十嵐淳

*1・HUANG, Wei*2・SUN, 

Wen-hua*2・野村琴広*1 

1J10 希土類添加酸化チ

タンおよびセリウム添加

チタネートナノチューブ

の合成と評価(北九州市

大)大場孝志・坂井俊太・

黒木慎一郎・○鈴木拓 

          

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

 

 

13：00 座長 町田正人 座長 石谷暖郎 座長 中島清隆 座長 室井髙城 座長 李達林 座長 一國伸之 座長 山中一郎 座長 平野雅文 座長 古南博 

 1S11 特別講演  自動車の排

出ガス規制と対策技術の動

向と将来展望(早稲田大)○大

聖泰弘 

1C11 二酸化チタンと可視光

を利用する芳香族アルコー

ル選択変換反応(大阪工大)○

東本慎也 

1D11 アルミナ上に担持され

たニオブ酸化物の特異な構

造とブレンステッド酸点の

発現(京都大)○北野友之・宍

戸哲也・寺村謙太郎・田中庸

裕 

1E11 依頼講演 GSC の推進

と高性能工業触媒への期待

(新化学技術推進協会)○牛窪

孝 

1F11 Ru/C12A7 触媒によ

るドデカンの水蒸気改質

(工学院大)○萩原望・飯田

肇・五十嵐哲 

1G11 担持 Pd1Au24クラス

ター触媒の合成と触媒作

用 (東京大*1・北海道大

*2・慶應義塾大*3・東京理

大*4)○山添誠司*1・謝頌

海*2・角山寛規*3・藏重亘

*4・根岸雄一*4・佃達哉*1 

1H11 依頼講演 銅含有メ

タンモノオキシゲナーゼ

の精製と性質(東京工大)

○蒲池利章 

1I11 光電子移動触媒を

用いた可視光照射下での

α‐シリルアミンのアル

ケンへの付加反応の開発

(東京大)○芦田裕也 

1J11 依頼講演 成長次元

を制御する酸化チタンの

液相合成と光触媒材料へ

の展開(宇都宮大)○松本

太輝 

          

13：15   1D12 アルミナに担持された

タングステン酸化物の特異

な構造と Bronsted 酸性(京都

大)○林智洋・北野友之・上坂

登志夫・岡崎翔太・宍戸哲

也・寺村謙太郎・田中庸裕 

 1F12 担持 Ni 触媒を用い

た芳香族炭化水素の水蒸

気改質におけるぺロブス

カイト型酸化物担体の役

割(早稲田大)○栃谷智・向

井大揮・村井由季・伊森

雅哉・橋本崇・菊地英一・

杉浦行寛・関根泰 

1G12 プラズマ処理によ

る酸化物上金粒子の高分

散化(北海道大)○高草木

達・IMRAN BIN ABDUL 

RAHMAN, Mohamad 

Nabil・木工淳・上原広

充・有賀寛子・朝倉清高 

 1I12 光レドックス触媒

を用いた電子不足アルケ

ンのアミノメチル化反応

(東京工大)○小池隆司・穐

田宗隆 

 

        「生体関連触媒」セッション  

13：30       座長 鎌田慶吾 座長 天尾豊  

  1C13 Graphene-光触媒コンポ

ジットを用いた可視光照射

下での水の完全分解(東京理

大 *1 ・ Univ. New South 

Wales*2)○岩瀬顕秀*1・NG, 

Yun Hau*2・AMAL, Rose*2・

工藤昭彦*1 

1D13 ゲル骨格補強法を用い

た SiO2-TiO2および SiO2-ZrO2

の調製と接触分解触媒への

応用(三重大)○石原篤・関井

大地・橋本忠範・那須弘行 

1E13 依頼講演  活性種前駆

体の沈殿による製造の実際

(元ズードケミー触媒)○三上

純司 

1F13 ペロブスカイト型

酸化物担持 Ni 触媒を用

いた多様な炭化水素原料

の水蒸気改質による水素

製造 (早稲田大 )○橋本

崇・向井大揮・村井由季・

伊森雅哉・栃谷智・菊地

英一・杉浦行寛・関根泰 

1G13 Au/TiO2モデル触媒

上での CO 酸化反応(産総

研)○藤谷忠博・中村功 

1H13 水熱合成法による

W-V-Sb-O 系複合酸化物

の合成及び酸化触媒活性

(北海道大)○後藤文倫・村

山徹・上田渉 

1I13 依頼講演 シトクロ

ム P450 の精密な化学モ

デルによる酵素機能への

アプローチ(名古屋市大)

○樋口恒彦 

1J13 CO2吸収剤を用いた

太陽光照射下での TiO2に

よる水中有機化合物完全

酸化の促進(広島大)○井

出裕介・香川典子・定金

正洋・佐野庸治 

13：45   座長 多湖輝興       

   1D14 アンモニア IRMS-TPD

法によるアルミナ担持シリ

カ薄層上のブレンステッ

ド・ルイス酸点の定量(鳥取

大)○魚住尚生・片田直伸 

 1F14 ジメチルエーテル

水蒸気改質における

PdZn 合金触媒の酸化処

理による活性向上(北海

道大)○座間俊明・赤松勇

人・岩佐信弘・荒井正彦 

1G14 依頼講演 触媒化学

への環境制御 TEM 法の

応用(大阪大)○竹田精治 

1H14 Pd(in-situ NHC)電解

触媒による非ホスゲン

DPC 合成(東京工大)○兼

賀量一・山中一郎 

 1J14 PTFE-TiO2ナノコン

ポジット薄膜の調製と光

機能性材料としての応用

(大阪大)○亀川孝・清水佑

樹・山下弘巳 
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14：00 座長 穐田宗隆 座長 高草木達  座長 松久敏雄 座長 菊地隆司    座長 竹内雅人 

 1S15 特別講演  C-H 結合ア

リール化触媒反応を基軸と

する π共役系高分子の新合成

法(京都大)○小澤文幸 

1C15 hollandite 型 Mn 酸化物

による NOx の低温吸着(豊田

中研*1・トヨタ自動車*2)○濱

口豪*1・田中寿幸*1・新庄博

文*1・塚本佳久*2・高木信之

*2 

1D15 P/HZSM-5(Ga)ゼオライ

ト触媒上でのエタノール転

化反応に及ぼす各種金属添

加効果(広島大)○津野地直・

古本祥康・井出裕介・定金正

洋・佐野庸治 

1E15 依頼講演  化粧品用顔

料の触媒活性(福井技術士事

務所)○福井寛 

1F15 アルカリ金属を担

持した酸化鉄系触媒での

水性ガスシフト反応にお

ける反応機構の検討(早

稲田大*1・静岡大*2)○山

室佳祐*1・田村桜子*1・渡

部綾*2・菊地英一*1・関根

泰*1 

 1H15 炭素材料を触媒と

して用いるバイヤー・ビ

リガー型酸化反応(東京

工大)○難波江裕太・六分

一穂隆・况永波・早川晃

鏡・柿本雅明 

1I15 タンパク質マトリ

クスを用いた新しい生体

触媒の開発(大阪大)○林

高史・福本和貴・小野田

晃 

1J15 Zn 添加酸化チタン

とチタネートナノチュー

ブの合成とその評価(北

九州市大)○坂井俊太・黒

木慎一郎・鈴木拓 

          

14：15   座長 井出裕介     座長 林高史  

   1D16 ゼオライト固体酸触媒

上でのエチレンからの低級

オレフィン合成 (東京工大

*1・北九州市大*2)○洞口恵次

*1・横井俊之*1・今井裕之*2・

野村淳子*1・辰巳敬*1 

 1F16 水素化マグネシウ

ム上での水素吸放出に対

する共役系炭素材料の添

加効果(神奈川大)○吉田

曉弘・奥山高志・齋藤直

樹・森吉永・内藤周弌 

1G16 イオン液体を利用

したナノ細孔内での X 線

還元による Au 微粒子の

新規担持手法(大阪大*1・

CREST*2)○有村孝*1,*2・

坂本大気*1・津田哲哉*1・

桑畑進*1,*2・福井賢一*1・

今西哲士*1,*2 

1H16 Co-N-C 化合物触媒

による酸素酸化反応(東

京工大)○山中一郎・越智

紀明・柳下亮 

1I16 人工二核金属酵素

の創成 (大阪大 )○伊東

忍・藤枝伸宇・長谷川篤

彦・藪田真太郎 

1J16 TiO2-Pt-カーボンナ

ノチューブから構成され

る光触媒の調製(九州大)

○宮﨑貴大・有家隆文・

松根英樹・竹中壮・岸田

昌浩 

       「ナノ構造触媒」セッション   

14：30       座長 海老谷幸喜   

  1C17 ポリアミンデンドリマ

ーの内部空孔を触媒反応場

とする分子内環化反応(大阪

大)○前野禅・満留敬人・水垣

共雄・實川浩一郎・金田清臣 

1D17 基質の種類によるゼオ

ライト上のメトキシ種の反

応機構の違い(東京工大*1・北

九州市大*2)○山崎弘史*1・横

井俊之*1・今井裕之*2・辰巳

敬*1・野村淳子*1 

1E17 依頼講演  高級アルコ

ール用アミノ化触媒―誕生、

成長、成熟、そして更なる飛

躍について―(元花王)○木村

洋 

1F17 ポリパラフェニレ

ンと水素化リチウムの複

合化による新規水素貯蔵

材料の開発とその反応機

構の検討(神奈川大)○森

吉永・大野直道・古屋佳・

吉田曉弘・内藤周弌 

1G17 金 属 間 化 合 物

Al2Au を前駆物質とした

ポーラスAuのCO酸化特

性と表面解析(東北大*1・

物材機構*2)○亀岡聡*1・

田邉豊和*2・蔡安邦*1 

1H17 NNO 型 β-ketiminate

配位子を有する固定化鉄

錯体の構造と酸化触媒特

性(神奈川大)○中澤順・明

石昂大・引地史郎 

1I17 銅含有アルカン酸

化酵素のタンパク質構造

が n-アルカン認識に及ぼ

す影響(東京工大)○宮地

輝光・三好鉄平・本倉健・

馬場俊秀 

1J17 窒素ドープ型酸化

チタンの低温合成と光触

媒特性(宇都宮大*1・信州

大*2・北海道大*3)○大友

正憲*1・松本太輝*1・村上

泰*2・大谷文章*3 

          

14：45   1D18 DFT 計算と実験検証に

よるアルカン分解のゼオラ

イト酸性質依存性(名古屋産

業科学研*1・鳥取大*2・バレ

ンシア工科大 *3)○丹羽幹

*1・鈴木克生*2・森下奈実*2・

SASTRE, German*3・奥村和

*2・片田直伸*2 

 1F18 SOFC 排熱を使い水

素を再生する過熱液膜型

触媒反応(新エネルギー

研*1・東京理大*2)○斉藤

泰和*1・庄野厚*2・阿部裕

太*2・八木宏幸*2・桑野潤

*2・大竹勝人*2 

1G18 TiOx/Au(100)表面上

での水素解離(産総研*1・

千葉工大*2)○中村功*1・

古川輝幸*2・萬徳遥*1・藤

谷忠博*1 

1H18 テトラフェニルポ

ルフィリンコバルト(Ⅱ)

触媒をシリカで包括した

触媒の新規調製法(九州

大)○宮本幸太郎・松根英

樹・竹中壮・岸田昌浩 

1I18 銅二核活性点にお

けるメタン活性化の理論

的研究(九州大)○塩田淑

仁・吉澤一成 

1J18 太陽光照射下での

鉄/銅修飾 TiO2 によるシ

クロヘキサン選択的酸化

(広島大)○服部秀哉・井出

裕介・定金正洋・佐野庸

治 

          

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

 

 

 

 

   「規則性多孔体の合成と機能」

セッション 

      

15：15  座長 菊地隆司 座長 亀川孝 座長 野村琴広 座長 関根泰 座長 原賢二  座長 宮地輝光 座長 堀内悠 

  1C20 二硫化炭素とチイラン

の環化付加反応による環状

チオカーボネート合成―均

一系触媒のシリカへの固定

化による加速効果―(産総研

*1・理研*2・和光純薬*3)○竹

中康将*1,*2・森悟郎*3・清洲

高広*3・崔準哲*1・安田弘之

*1 

1D20 BEA ゼオライトの酸強

度分布のアンモニア昇温脱

離測定および密度汎関数理

論計算による解析 (鳥取大

*1・岐阜大*2・名古屋産業科

学研*3)○片田直伸*1・玉川博

康*2・丹羽幹*3 

1E20 依頼講演  脂肪族エス

テルの水素化反応とその触

媒(関西大)○三宅孝典 

1F20 依頼講演 有機ケミ

カルハイドライド法によ

る水素の大量貯蔵輸送技

術の開発(千代田化工建

設)○岡田佳巳 

1G20 マイクロ波加熱に

よる銀ナノ粒子のサイズ

制御を利用した効率的触

媒反応(大阪大)○福康二

郎・林龍之介・亀川孝・

森浩亮・山下弘巳 

1H20 金クラスターと保

護高分子の水溶液中での

配位構造に関する分子動

力学を用いた研究(大阪

大)○坂田晃平・多田幸

平・奥村光隆・川上貴資・

北河康隆・山中秀介 

1I20 ジオールデヒドラ

ターゼのグリセロール脱

水反応に関する研究(九

州大*1・岡山大*2)○土井

富一城*1・蒲池高志*1・虎

谷哲夫*2・吉澤一成*1 

1J20 白金ナノ粒子担持

アナターゼ酸化チタンに

よる可視光酸素酸化反応

(大阪大)○菅野義経・塚本

大治郎・白石康浩・平井

隆之 

15：30   1D21 ゼオライト beta上の Pt, 

Cr の担持状態(早稲田大)○井

筒義行・日高裕介・中島吉

規・袋井詢・関根泰・菊地英

一・松方正彦 

  1G21 二級アルコキシド

保護基の炭素鎖長による

アルミナ担持 Ni ナノク

ラスターのサイズ制御

(千葉大*1・北海道大*2・

東京大*3)○北川裕丈*1・

一國伸之*1・謝頌海*2・佃

達哉*3・原孝佳*1・島津省

吾*1 

1H21 核数を規定した金

クラスターの分散・固定

化による高選択性触媒の

調製(首都大*1・九州大*2)

干越*1・黄家輝*1・石田玉

青*2・竹歳絢子*1・○春田

正毅*1 

1I21 フルオロ酢酸デハ

ロゲナーゼによる C-F 結

合活性化機構に関する理

論的研究(九州大*1・京都

大*2)○蒲池高志*1・中山

智則*1・実森啓二*2・江崎

信芳*2・栗原達夫*2・吉澤

一成*1 

1J21 講演中止 
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15：45         座長 加藤英樹 

  1C22 アルカンジオール脱水

反応に対する希土類酸化物

触媒の表面構造の影響(千葉

大)○佐藤文哉・佐藤智司 

1D22 SBA-15 のミクロ孔への

選択的な金属酸化物の挿入

による水熱安定性の向上(広

島大)○川本佳未・定金正洋・

井出裕介・佐野庸治 

1E22 Pt/BaSO4-SiO2 触媒によ

る大豆油の水素添加におけ

るトランス脂肪酸の低減(工

学院大)○柳澤温志・飯田肇・

五十嵐哲 

1F22 ソーラーIS プロセ

ス用硫酸分解触媒の開発

(4)Cu/V 量論比の影響(熊

本大*1・トヨタ自動車*2)

○川田貴宏*1・池上啓太

*1・竹島伸一*2・町田正人

*1 

1G22 依頼講演 第一原理

計算による光触媒系

TiO2/H2O 界面の原子スケ

ール解析(物材機構)○館

山佳尚 

1H22 アクロレイン-メタ

ノール反応における金の

触媒活性に対する担体セ

リアのナノ構造の影響

(横浜国大)○堤加奈絵・吉

武英昭 

1I22 好アルカリ性細菌

由来キチナーゼの進化分

子工学検討 :比活性が向

上した変異型酵素の取得

と解析 ( 東京工大 *1 ・

RWTH Aachen Univ.*2)齋

藤圭祐*1・宇仁文哉*1・ZHU, 

Leilei*2・八波利恵*1・福居

俊昭*1・SCHWANEBERG, 

Ulrich*2・○中村聡*1 

 

1J22 LaTiO2N 光触媒に担

持した助触媒への電子移

動と正孔移動(豊田工大

*1・東京大*2)○山方啓

*1・西村直之*2・嶺岸耕

*2・神谷格*1・久保田純

*2・堂免一成*2 

16：00    座長 里川重夫   座長 宍戸哲也   

   1D23 アミノ基修飾 SBA-15

の合成と触媒活性(帝京科大)

○戸張侑司・島田和明・釘田

強志 

1E23 依頼講演  ディーゼル

排出有害成分の一括除去が

可能な多機能一体型コンバ

ータ(産総研)○小渕存 

1F23 ソーラーIS プロセ

ス用硫酸分解触媒の開発

(5)種々のバナジン酸塩の

触媒特性(熊本大*1・トヨ

タ自動車*2)○町田正人

*1・川田貴宏*1・池上啓太

*1・竹島伸一*2 

 1H23 高分子保護金触媒

によるアルコール酸化反

応の理論的研究(大阪大)

○奥村光隆・坂田晃平・

多田幸平・川上貴資・北

河康隆・山中秀介 

1I23 人工光合成を基盤

とした二酸化炭メタノー

ル変換反応における人工

補酵素の構造相関(大分

大*1・さきがけ*2)○天尾豊
*1,*2・伊藤裕也*1 

1J23 表面酸処理が及ぼ

す 水 分 解 用 光 触 媒

LaTiO2N の表面状態変化

と活性への影響(東京大)

○松川倫典・守屋映祐・

石川亮・柴田直哉・久保

田純・幾原雄一・堂免一

成 

     「環境触媒」セッション   「燃料電池関連触媒」セッ

ション 

 

16：15  座長 森浩亮   座長 岡崎文保   座長 白仁田沙代子  

  1C24 ニトリル類を脱水剤に

用いたセリア触媒による二

酸化炭素とメタノールから

の炭酸ジメチル合成(東北大)

○中川善直・本田正義・曽根

原悟・冨重圭一 

1D24 階層的に細孔構造を制

御した多孔質 AlPO4結晶の合

成(愛媛大)○平山徹・高橋亮

治・山田幾也 

 1F24 NiMoP/Al2O3硫化触

媒 を 用 い た

4,6-Dimethyldibenzothioph

ene の水素化脱硫と窒素

化合物の脱窒素競争反応

における反応特性と活性

点の検討(東京農工大)○

NGUYEN, Thanh Tung・永

井正敏 

1G24 時間分解赤外分光

法 に よ る Sr ド ー プ

NaTaO3 光触媒の研究(神

戸大)○古橋幸嗣・大西洋 

1H24 担持 Pt 触媒を用い

た酸化剤フリーアルコー

ル脱水素(北海道大)○今

健一・清水研一 

1I24 Platinum 

subnano-cluster catalysts 

on graphene nano 

sheets(Univ. Tsukuba*1 ・

National Institute for 

Materials Science*2) ○

SIBURIAN, Rikson*1 ・

TAKEGUCHI, Masaki*2・

NAKAMURA, Junji*1 

1J24 色素で修飾した

GaN:ZnO光触媒による水

の 光 完 全 分 解 (3) 

GaN:ZnO への添加効果

(九州大)○塩見健太・萩原

英久・伊田進太郎・石原

達己 

16：30   座長 定金正洋       

   1D25 調製条件の異なるメソ

ポーラス酸化スズの触媒活

性評価 (東京工大 )○田口惇

悟・横井俊之・野村淳子・辰

巳敬 

1E25 水蒸気と酸素の共存下

でのペロブスカイト型酸化

物を用いたエチルベンゼン

脱水素(早稲田大*1・静岡大*2)

○務川慧*1・李沢郁敬*1・渡

部綾*2・菊地英一*1・関根泰

*1 

1F25 カーボンニュート

ラル・エネルギーサイク

ルを実現するための EG

酸化 Fe 族ナノ合金触媒

の 開 発 ( 九 州 大 *1 ・

CREST*2・北海道大*3・

京都大 *4) ○山内美穂

*1,*2・OOI, Mei Lee*1・竹

口竜弥*2,*3・阿部竜*2,*4 

 

1G25 SnO2 半導体表面へ

の酸素および水蒸気の吸

着とその電気特性への影

響(九州大)○末松昂一・湯

浅雅賀・木田徹也・山添

曻・島ノ江憲剛 

1H25 TEM-FFT 解析によ

るPt/αAl2O3触媒結晶面の

研究(本田技研)○古川敦

史・池田知廣・岡山竜也 

1I25 H2/O2 アニオン交換

膜型燃料電池用 Ru/C ア

ノード電極触媒の粒子径

効果(名古屋大)○佐藤拓

馬・大山順也・薩摩篤 

1J25 層状複水酸化物か

ら調製した GaN:ZnO の

光触媒特性の検討(東京

大*1・国際石油開発帝石

*2)○浅井智裕*1・長瀬弘

樹*1・久富隆史*1・原田亮

*2・堂免一成*1 

16：45    座長 関根泰     座長 山方啓 

  1C26 新規パラジウム二置換

シリコデカタングステート

によるニトリルの水和反応

(東京大)○平野智久・上原和

洋・鎌田慶吾・水野哲孝 

1D26 酸処理によるマイクロ

多孔性カーボンナイトライ

ドの合成とその特性(東京大)

○岩本智行・増井洋一・尾中

篤 

1E26 2 室法食塩電解用酸素

還元電極のためのカーボン

担持ペロブスカイト型酸化

物触媒の設計(九州大)○山内

辰大・湯浅雅賀・木田徹也・

島ノ江憲剛 

1F26 カーボン・ニュート

ラル・サイクルのためエ

チレングリコール酸化反

応の生成物分布(北海道

大*1・CREST*2・九州大

*3・京都大*4)○竹口竜弥

*1,*2・有川英一*1,*2・佐藤

研*1,*2・山内美穂*2,*3・阿

部竜*2,*4 

1G26 窒素含有共役系有

機分子を吸着させたグラ

ファイト表面の局所電子

状態観察(筑波大*1・東京

工大*2)○岩竹啓吾*1・秋

葉千聖*1・張嘉文*2・難波

江裕太*2・柿本雅明*2・山

村正樹*1・鍋島達弥*1・近

藤剛弘*1・中村潤児*1 

 

1H26 αAl2O3 に担持した

Rh の STEM-EELS による

構造解析(本田技研)○池

田知廣・古川敦史・岡山

竜也 

1I26 Pd-La1.5Sr0.5NiO4/C を

用いた直接エタノール型

アルカリ膜燃料電池のア

ノード特性(九州大)○荒

木満輝・庄司圭吾・萩原

英久・伊田進太郎・石原

達己 

1J26 層状構造を有する

新規亜鉛系金属硫化物光

触媒を用いたソーラー水

素製造(東京理大)○計雄

一郎・岩瀬顕秀・工藤昭

彦 

17：00        座長 大門英夫  

   1D27 一般多価金属イオン交

換モンモリロナイトの構造

とスズ(IV)イオン交換モンモ

リロナイトの構造特異性(東

京大)○竹平悟市・増井洋一・

尾中篤 

1E27 天然ガスの水蒸気改質

反応における不純物窒素の

影響(成蹊大*1・クラリアント

触媒*2)○渡辺文博*1・鏑木以

久子*1・浦崎浩平*1・井田淳

子*2・里川重夫*1 

1F27 カーボン・ニュート

ラル・サイクル構築のた

めの高選択的シュウ酸還

元電極の開発(京都大*1・

CREST*2・北海道大*3・

九州大*4)○阿部竜*1,*2・

東正信*1・竹口竜弥*2,*3・

山内美穂*2,*4 

1G27 マイクロリアクタ

ー内でのグルコースオキ

シダーゼ固定化酵素触媒

反応に及ぼす共鳴振動の

効果(長岡技科大)○渡邉

智也・数井雅之・西山洋・

松原浩・井上泰宣 

1H27 Pd-LaMnO3/Al2O3共

担持触媒における貴金属

-酸化物相互作用の検討

(九州大)○藤章裕・西堀麻

衣子・永長久寛・寺岡靖

剛 

1I27 固体高分子形燃料

電池アノード触媒として

の Pt/TiO2-SiO2 特性評価

(長岡技科大)○白仁田沙

代子・ZHANG, Weiqi・梅

田実 

1J27 塩化物フラックス

により調製した金属複合

硫化物光触媒を用いたソ

ーラー水素生成(東京理

大)○高井亨・岩瀬顕秀・

工藤昭彦 
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17：15     座長 竹口竜弥  座長 一國伸之   

  1C28 ヘモグロビンの酵素的

活性を利用した新規バイオ

燃料電池カソードの開発(東

京理大)○綾戸勇輔・桑野潤 

1D28 Pd/SiO2@Ti 含有メソポ

ーラスシリカコアシェル型

触媒の組成最適化による

One-pot 酸化反応の高活性化

(大阪大)○王生翔平・岡田周

祐・亀川孝・森浩亮・山下弘

巳 

1E28 CO 選択メタン化用

Ni/TiO2 触媒の耐久性(成蹊大

*1・東京大*2)○飯塚千晴*1・

庄司大樹*1・浦崎浩平*1・菊

地隆司*2・里川重夫*1 

1F28 酸化セリウム触媒

による二酸化炭素とアミ

ノアルコールからの選択

的環状カーバメート合成

(東北大)○髙梨司・野呂謙

介・本田正義・中川善直・

冨重圭一 

1G28 超音速分子線散乱

法による窒素ドープ

HOPG 表面での酸素分子

吸着メカニズムの解析

(筑波大)○齊藤慶彦・川原

井圭一・渋谷陸・呉準杓・

近藤剛弘・中村潤児 

1H28 Dehydrogenation of 

propane over Pt-Sn/SiO2: 

the effect of pretreatment 

on the activity(Kyoto 

Univ.) ○ DENG, Lidan ・

SHISHIDO, Tetsuya ・

TERAMURA, Kentaro ・

TANAKA, Tsunehiro 

1I28 アルカリ条件下で

のニッケル酸化物触媒の

酸素還元活性(名古屋大

*1・北海道大*2)○渡部憲

幸*1・大山順也*1・清水研

一*2・竹口竜弥*2・薩摩篤

*1 

1J28 

La1-xSrxTa1-xTixO1+2xN2-2x 酸

窒化物固溶体の光触媒特

性 (東北大 )○植田紘一

郎・加藤英樹・垣花眞人 

17：30    座長 井上朋也      

   1D29 窒素ドープ酸化タンタ

ル球状多孔体の合成とCO2の

可視光還元反応(豊田中研)○

鈴木登美子・中村忠司・佐伯

周・松岡世里子・田中洋充・

矢野一久・梶野勉・森川健志 

1E29 依頼講演  タンデム小

型反応炉を直結した GC/MS

システムの開発と瞬時触媒

評価法への試み(フロンティ

ア・ラボ*1・アイシーラボ*2・

日本大*3・ヨハネスブルグ大

*4)○渡辺忠一*1・伊東浩一

*1・室井高城*2・根本修克*3・

REINOUT, Meijiboom*4 

1F29 酸化コバルト触媒

による水中アンモニウム

イオンの選択的オゾン酸

化分解(北海道大)市川昇

一・○神谷裕一 

 1H29 高表面積 12CaO・

7Al2O3 エレクトライドの

合成とアンモニア合成反

応への応用(東京工大)○

井上泰徳・北野政明・KIM, 

Sung Wng・山崎遥平・林

文隆・松石聡・横山壽治・

中島清隆・原亨和・細野

秀雄 

1I29 CNT担持電極触媒の

物性評価と反応特性(筑

波大)○室町みゆき・小渕

晋・中村潤児 

1J29 A サイト欠損型

La2Ti2O7 から調製した

(La,Ca)Ti(O,N)3 の構造・

光触媒特性(スイス連邦

材料試験研*1・スイス連

邦 工 科 大 *2 ・ 東 京 大

*3)MAEGLI, Alexandra*1・ 

○久富隆史*2,*3・OTAL, 

Eugenio*1 ・ YOON, 

Songhak*1・ POKRANT, 

Simone*1・ GRAETZEL, 

Michael*2・WEIDENKAFF, 

Anke*1 

          

17：45     1F30 ポリエチレンの連

続接触分解反応―鉄系触

媒の活性―(北見工大)竹

原健太・○岡崎文保 

 1H30 Mo-Zr-O 層状複合

酸化物触媒の合成と構造

解析 (北海道大 )安藤雅

朗・○村山徹・上田渉 

1I30 CNT 担持 PtRu アノ

ード触媒の耐 CO 特性(筑

波大)○赤須雄太・室町み

ゆき・中村潤児 

 

          

18：00    1E31 粉末X線回折/リートベ

ルト法による USY ゼオライ

トの構造解析(コスモ石油)○

辻浩二・海老原猛・藤川貴志 

1F31 廃スラグを原料と

した固体塩基触媒の合成

と不均一触媒反応への応

用(大阪大*1・産総研*2)○

桑原泰隆*1・大道徹太郎

*1・亀川孝*1・森浩亮*1・

藤谷忠博*2・山下弘巳*1 

 1H31 アンモニア処理し

た FSM-16 の構造とその

塩基性(京都大)○加藤祐

亮・宍戸哲也・寺村謙太

郎・田中庸裕 
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  アドバンストユースセッション  (一般研究) 「環境触媒」セッション 「表面化学と触媒設計の

融合」セッション 

「ナノ構造触媒」セッション 「燃料電池関連触媒」セッ

ション 

「光触媒」セッション 

9：30  座長 中村功  座長 永島英夫 座長 小倉賢 座長 藤谷忠博 座長 水垣共雄 座長 吉武優 座長 前田和彦 

  2C01 AuPd ナノクラスター担

持触媒の電子状態とアルコ

ール酸化反応における触媒

作用(北陸先端大)○西村俊・

焼田悠介・片山まどか・東嶺

孝一・海老谷幸喜 

 2E01 マンガン酸化物 OMS-2

を用いた第 1 級アミンの酸素

化 (東京大 )○王曄・山口和

也・水野哲孝 

2F01 炭鉱メタン処理用

Ir-Pt および Ru-Pt/ZrO2触

媒の担持量が活性に及ぼ

す影響(大阪ガス)○大塚

浩文 

2G01 STM 及び XAFS に

よる前駆体に依存した

Al2O3担持 Rh 触媒の生成

過程とその局所構造の解

析(大阪大*1・国際基督教

大*2)陳之文*1・田旺帝

*2・○福井賢一*1 

2H01 ラメラ相鋳型法に

よる層状チタン酸ナノシ

ートの表面修飾と光触媒

活性 (徳島大 )○中川敬

三・山口和希・山田啓二・

中條瑞香・外輪健一郎・

杉山茂・加藤雅裕 

2I01 疎水性シリカで被

覆された Pt/CNT カソー

ド触媒の酸素還元活性と

耐久性 (九州大 )○竹中

壮・宮本拓明・宇都宮裕・

松根英樹・岸田昌浩 

2J01 ワイドバンドギャ

ップ光触媒の CuCl 溶融

塩処理による可視光応答

化 (東京理大 )○岩品克

哉・岩瀬顕秀・工藤昭彦 

   「規則性多孔体の合成と機能」

セッション 

      

9：45   座長 横井俊之       

   2D02 Ti-MCM-68 を触媒とし

たフェノール酸化における

溶媒添加によるパラ選択率

の向上 (横浜国大 )○坪井靖

之・稲垣怜史・窪田好浩 

2E02 高表面積マンガン酸化

物を用いたニトリルの水和

反応(東京大)○山口和也・王

曄・水野哲孝 

2F02 白金担持希土類複

合酸化物触媒による揮発

性有機化合物の完全燃焼

(大阪大)○増井敏行・勝間

篤・安田佳祐・今中信人 

2G02 規 整 不 均 一

α-Sb2O4/VSbO4 触媒の調

製とその反応活性:(北海

道大*1・東京医科歯科大

*2)○朝倉清高*1・原口惟

*1・和田敬広*2・有賀寛子

*1・高草木達*1 

2H02 Pd ナノ粒子内包

MOF (Metal-Organic 

Framework)触媒の調製と

不均一系触媒反応への応

用 (大阪府大 )○西川賢

司・鳥屋尾隆・堀内悠・

松岡雅也 

2I02 デンドリマー内包

白金サブナノクラスター

の担持による触媒安定化

(東京工大*1・国際基督教

大*2)○今岡享稔*1・本郷

悠史*1・田旺帝*2・山元公

寿*1 

2J02 マイクロ波支援還流

法により高活性化された

Cr置換PbMO4 (M = Mo,W)

光触媒の可視光照射下にお

ける酸素生成反応(東京理

大)○相馬康太・岩品克哉・

岩瀬顕秀・工藤昭彦 

触媒学会若手会 「若手交流会 2012」 

日 時 2012 年 9 月 24 日(月) 18：30～20：00 (受付 18：15～) 

場 所 九州大学 伊都キャンパス ビッグさんど 
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10：00 座長 藤川貴志         

 2S03 特別講演  工業触媒の

変遷と今後必要な工業触媒

(アイシーラボ)○室井髙城 

2C03 アルミナ担持銅微粒子

触媒の調製と FeOx 修飾によ

る CO シフト反応活性の改良

(愛媛大)○相方邦昌・八尋秀

典 

2D03 MSE 型チタノシリケー

ト Ti-YNU-2 の酸化触媒性能

と Tiの配位環境(横浜国大)○

佐々木麻希子・佐藤裕哉・坪

井靖之・稲垣怜史・窪田好浩 

2E03 アクリルアミド製造用

のルテニウム錯体触媒(岡山

大)○押木俊之・村中誠・川上

由起子 

2F03 Y2O3 系酸化物によ

る NO の直接分解(7)添加

物による CO2の影響の低

減(九州大)○井手智章・萩

原英久・伊田進太郎・石

原達己 

2G03 Spatial Distribution 

of Desorbing Products in 

Decomposition of Formate 

on Cu(111) Surface(Univ. 

Tsukuba)○JIAMEI, Quan・

SAKURAI, Masataka ・ 

MATSUSHIMA, Tatsuo ・

KONDO, Takahiro ・

NAKAMURA, Junji 

2H03 Pd 担持メソポーラ

スシリカ触媒を用いた酸

素共存下でのフェノール

の水素化反応(大阪大)○

森浩亮・古林賢・山下弘

巳 

2I03 AuPt コア使用による

コア /シェル触媒の高耐

久化(同志社大*1・石福金

属興業*2)○大門英夫*1・

西川健仁*1・池畑雄太*1・

牧悦子*1・青木直也*2・井

上秀男*2・稲葉稔*1 

2J03 種々の前処理を施

した SrTiO3:Rh,Sb 光触媒

を用いた可視光照射下に

おける水の完全分解反応

(東京理大 )○浅井里香

子・ジアチンシン・岩瀬

顕秀・工藤昭彦 

          

10：15   2D04 Na-MOR のメインチャ

ネルに吸着したピリジンの

構造解析(防衛大)○西宏二・

定森健次朗・溝渕美那子・神

谷奈津美・横森慶信 

2E04 Ni(0)触媒を用いた α,ω-

エナールの分子内ヒドロア

シル化(大阪大)○林由香里・

星本陽一・大橋理人・生越専

介 

2F04 希土類酸化物に担

持したバリウム触媒によ

る NO直接分解(名古屋工

大)○土井泰幸・羽田政

明・小澤正邦 

2G04 ガスセンサの長寿

命化を目的とした気相中

の低濃度環状シロキサン

除去用吸着剤の開発(大

阪府大*1・フィガロ技研

*2)○鈴木俊哉*1・竹内雅

人*1・佐井正和*2・新西一

哉*2・松岡雅也*1 

2H04(R&D)  Pd 触媒ナノ

コート:高活性・高耐久性

フィルム型 Pd ナノ触媒

の開発(川村理研*1・東邦

大*2)○加藤愼治*1・今関

雪絵*1,*2・小笠原伸*1 

2I04 カーボンナノチュ

ーブ担持 Pd カソード触

媒の Co 添加による酸素

還元活性向上(九州大)○

塚本智晴・宮田紘行・松

根英樹・竹中壮・岸田昌

浩 

2J04 Cu3xLa1-xTa7O19 固溶

体の可視光照射下におけ

る光触媒特性(東北大)○

竹田有咲・加藤英樹・垣

花眞人 

10：30  座長 松岡雅也        

  2C05 固体ルイス酸を用いた

トリオース水溶液からの乳

酸合成 (東京工大 )○中島清

隆・北野政明・原亨和 

2D05 結晶サイズの異なる

ZSM-5 ゼオライトを用いた

ナフサ留分炭化水素の接触

分解(北海道大)○今野大輝・

岡村拓哉・中坂佑太・多湖輝

興・増田隆夫 

2E05 ニッケル(0)を触媒とす

るアルケンと共役エンイン

との[2+2]環化付加によるシ

クロブテン合成(大阪大)○西

村章・大橋理人・生越専介 

2F05 Y と Ba を含む酸化

物触媒の NO 直接分解特

性(群馬大)船登大貴・田村

浩貴・大橋恵里・○岩本

伸司 

2G05 極低温 STM/STS に

よる窒素ドープグラファ

イトの局所電子状態測定

(筑波大)○鹿野大志・櫻井

雅崇・鈴木哲也・近藤剛

弘・中村潤児 

 2I05 酸素還元反応活性

に対するカーボン担持

Ag 触媒のサイズと表面

化学状態の効果(名古屋

大*1・北海道大*2)○大山

順也*1・大方裕衣*1・渡部

憲幸*1・片桐誠*1・清水研

一*2・竹口竜弥*2・薩摩篤

*1 

2J05 光触媒的水素生成

反応における金ナノ粒子

添加酸化チタンの構造活

性相関(名古屋大)○荊美

玲・吉田寿雄 

          

10：45   休  憩 休  憩 休  憩 休  憩 休  憩 休  憩 休  憩 

       

 

 

 

   

 

      「コンピュータ利用」セッシ

ョン 

   

11：00 座長 宍戸哲也  座長 西宏二 座長 山口和也 座長 岩本伸司 座長 館山佳尚 座長 森浩亮 座長 竹中壮 座長 亀川孝 

 2S07 特別講演  効率的クロ

スカップリング反応の開発

と工業化(東ソー*1・東ソー有

機化学*2・東ソー・ファイン

ケム*3)○西山正一*1・鯉江泰

行*1・石川真一*1・曽我真一

*2・江口久雄*3 

2C07 銅錯体触媒を用いる二

酸化炭素とヒドロシランか

らのギ酸合成(東京工大)○本

倉健・柏女大樹・宮地輝光・

馬場俊秀 

2D07 異なるSDAを用いて合

成した H-ZSM-5 の酸点位置

とヘキサン、3-メチルペンタ

ン分解活性(東京工大*1・北九

州市大*2)○望月大司*1・横井

俊之*1・今井裕之*2・難波征

太郎*1・野村淳子*1・辰巳敬

*1 

2E07 Ni(0)を触媒とするイミ

ンとアルキン 2 分子との

[2+2+2]環化付加反応 (大阪

大)○大畑智也・生越専介・大

橋理人 

2F07 Fe(II)ベータゼオラ

イトによる NO 吸着(東京

大*1・日本化学*2)恩川立基

*1・板橋慶治*1・大久保達

也*1・S.P., Elangovan*2・○

小倉賢*1 

2G07 量子分子動力学法

に基づく薄膜シリコン太

陽電池の化学気相成長メ

カニズムの解明(東北大)

○桑原卓哉・伊藤寿・石

川岳志・樋口祐次・尾澤

伸樹・島崎智実・久保百

司 

2H07 選択的還元反応を

可能にする Core-Shell 型

銀ナノ粒子触媒の開発

(大阪大)○的場元志・満留

敬人・水垣共雄・實川浩

一郎・金田清臣 

2I07 プロトン伝導性炭

素を用いた ,三相界面に

制約されないカソード触

媒設計 (千葉大 )○岡和

輝・泉康雄 

2J07 可視光応答型光触

媒と Sn-Pd/Al2O3 が共存

した反応系での水中硝酸

イオン光還元反応(北海

道大*1・京都大*2)○平山

純*1・阿部竜*2・神谷裕一

*1 

          

11：15   2D08 ZSM-5 ゼオライトの酸

処理による外表面酸点の選

択的除去(横浜国大)○篠田翔

馬・稲垣怜史・窪田好浩 

2E08 不斉ニッケル-NHC 触

媒を用いたエノンとアルキ

ンとのエナンチオ選択的 

[2+2+2] 環化付加反応(大阪

大)○十倉大夢・西村章・大橋

理人・生越専介 

2F08 金属イオン交換ゼ

オライトを用いたマイク

ロ波照射による NO 分解

反応 (東京大 )○大西武

士・小倉賢 

2G08 TiO2 アナターゼ

(101)面担持 Pd 原子によ

る H2、O2、C3H6からプロ

ピレンエポキシ化反応に

関する DFT 計算(京都工

繊大*1・大分大*2)○大江

將仁*1・小林久芳*1・永岡

勝俊*2・持田達也*2・瀧田

祐作*2 

2H08 Selective loaded 

copper nanocatalyst inside 

carbon nanotubes for methyl 

acetate hydrogenation(Univ. 

Toyama)○WANG, Ding・

TSUBAKI, Noritatsu ・

YONEYAMA, Yoshiharu 

2I08 The ORR Performance 

and Stability for 

Tantalum-based Catalysts 

Prepared by Potentiostatic 

Electrodeposition as a Novel 

Non-platinum Cathode of 

PEFCs(Univ. Tokyo) ○

SEO, Jeongsuk・KUBOTA, 

Jun・DOMEN, Kazunari 

2J08 ルチル型酸化チタ

ン光触媒によるニトロ化

合物の高効率水素化反応

(大阪大)○戸川芳輝・塚本

大治郎・白石康浩・平井

隆之 

          

11：30  2C09 Ru 担持 12CaO・7Al2O3

エレクトライドによるアン

モニア合成(東京工大)○北野

政明・井上泰徳・山崎遥平・

林文隆・神原慎志・松石聡・

横山壽治・KIM, Sung Wng・

原亨和・細野秀雄 

2D09 MTW 型ゼオライトの

結晶サイズ制御とn-hexaneの

接触分解(北海道大)○谷口太

一・藤原沙緒梨・中坂佑太・

多湖輝興・増田隆夫 

2E09 Al2O3で被覆したCaOの

塩基触媒活性に対する H2O

と CO2 の被毒効果(北海道教

大)○松橋博美・木村瑠那 

2F09 Hydrocarbon 

Reformer Trap におけるベ

ータゼオライト内の金属

種の効果(東京大)○門馬

清文・大西武士・小倉賢 

2G09 依頼講演 電場表面

での触媒作用の電子論

(産総研)○大谷実 

2H09 Ni-La 系触媒を用い

たフルフラールの水素化

分解反応(千葉大)○佐藤

貴裕・原孝佳・一國伸之・

島津省吾 

2I09 グラフェンを用い

た PEFC カソード触媒の

酸素還元活性(筑波大)○

白田勇人・新田晋史・宗

倉正哲・伊藤伸一・中村

潤児 

2J09 ドナーアクセプタ

ー連結分子を光触媒とし

て用いたシュウ酸を電子

源とする過酸化水素の生

成(大阪大)○野村啓文・宮

東孝光・山田裕介・福住

俊一 
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11：45   2D10 表面修飾ゼオライトへ

の水素の吸脱着・貯蔵挙動(産

総研)○藤原正浩・藤尾好春・

清林哲・妹尾博・櫻井宏昭 

2E10 アルカリ金属系層状複

合酸化物の塩基触媒特性(熊

本大)○池上啓太・町田正人 

2F10 Nb 添加 Pt/MCM-41

上でのH2によるNO選択

還元における生成 NH3の

反応性(東京工大)小松原

優・○田中大士・萩原里

奈・古賀晃子・岩本正和 

 2H10 グリセロールの選

択的水素化分解に向けた

銅ナノ粒子触媒の開発

(大阪大 )○水垣共雄・

RACHA, Arundhathi・満留

敬人・實川浩一郎・金田

清臣 

2I10 高比表面積 LaNiO3

触媒の調製と金属空気二

次電池用空気極の作製

(九州大)○今村大志・湯浅

雅賀・木田徹也・島ノ江

憲剛 

2J10 銅イオン吸着 ZnO

を用いた、表面水酸基と

フォルメート種を経由す

る CO 光 PROX 特有の反

応機構解析(千葉大)○吉

田祐介・泉康雄 

          

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

 

 

 

          

   「バイオマス変換触媒」セッショ

ン 

   ｢ファインケミカルズ合成触

媒｣セッション 

  

13：00 座長 薩摩篤  座長 増田隆夫 座長 奥村和 座長 大塚浩文 座長 溝口照康 座長 宍戸哲也 座長 石原達己 座長 三石雄悟 

 2S11 受賞講演（奨励賞） チ

タニア系光触媒による選択

的物質変換(大阪大)○白石康

浩 

 2D11 依頼講演 水と二酸化

炭素を利用するバイオマス

派生物の触媒変換(産総研)○

白井誠之 

2E11 トリアザシクロノナン

配位子を有する配位不飽和

性を示す単核鉄錯体による

原子移動型ラジカル重合反

応(九州大*1・DIC*2・川村理

研*3)○中西崇一朗*1・砂田祐

輔*1・河村充展*1・甲斐英知

*2・笹本茜*2・小池展行*2・早

川均*2・金仁華*3・永島英夫*1 

2F11 自動車用三元触媒

の剥離メカニズムの研究 

―凝縮水の影響―(本田

技研)○増満仙考・鈴木紀

彦・木村宗和・末廣幸夫・

寺田一秀 

2G11 依頼講演 触媒表面

分析計測技術と情報科学

の接点(兵庫県大)○倉本

圭 

2H11 ゼオライトに捕捉

された第二級カルボカチ

オンの観測(東京大)○服

部大輝・増井洋一・尾中

篤 

2I11 ナノサイズ窒化物

を用いた非白金燃料電池

カソード触媒の開発と、

酸素還元反応触媒活性点

に関する研究(東京大*1・

KAUST*2) ○ 大 西 良 治

*1・片山正士*1・高鍋和弘

*2・久保田純*1・堂免一成

*1 

2J11 表面プラズモン共

鳴誘起型光触媒による可

視光水素生成反応の高活

性化 (近畿大 )○田中淳

皓・橋本圭司・古南博 

          

13：15    2E12 シリコタングステート

配位子に包まれた四核銀ク

ラスターの合成とシランの

酸化反応 (東京大 )○菊川雄

司・黒田義之・山口和也・水

野哲孝 

2F12 Rh 担持 ZrO2触媒の

三元触媒活性に与えるLa

の複合化効果(マツダ*1・

広島大*2)○川端久也*1・

国府田由紀*1・住田弘祐

*1・重津雅彦*1・高見明秀

*1・犬丸啓*2 

 2H12 酸化セリウム系触

媒を用いた 2-methyl-1, 

3-propanediol の脱水反応

(千葉大)○長谷川正憲・山

田泰弘・袖澤利昭・佐藤

智司 

2I12 鉄ポルフィリンと

鉄・コバルトポリオキソ

タングステートを前駆体

とする燃料電池電極触媒

の調製  とカソード活性

(東京農工大 )○須崎晃

平・永井正敏 

2J12 白金添加チタン酸

カルシウム光触媒による

水蒸気分解反応(名古屋

大)○山田令子・吉田寿雄 

13：30 座長 松方正彦         

 2S13 受賞講演（奨励賞） シ

リカ系規則性ミクロ・メソ多

孔体の新規合成法の開発(東

京工大)○横井俊之 

 2D13 バイオエタノール残渣

の超臨界水ガス化(産総研)佐

藤修・村上由香・日吉範人・

山口有朋・○白井誠之 

2E13 希土類金属を導入した

シリコタングステートの合

成と触媒特性(東京大)○鈴木

康介・菊川雄司・須河碧・平

野智久・鎌田慶吾・山口和

也・水野哲孝 

2F13 Rh/ZrO2 系触媒の三

元触媒性能に及ぼす酸化

セリウムの添加効果(名

古屋工大)○澤田洋孝・神

内直人・羽田政明・小澤

正邦 

2G13 Pd 系固溶体型ナノ

合金の水素吸蔵特性に関

する理論解析(九州大・

CREST)○安高美奈子・

BHATT, Mahesh・石元孝

佳・古山通久 

2H13 DMF 保護パラジウ

ムナノクラスターを用い

た効率的触媒反応の開発

(関西大)○矢野敬規・磯村

優仁・川﨑英也・大洞康

嗣 

2I13 カーボン担持 Ag2O

の in situ 還元によるアニ

オン交換膜形燃料電池用

Ag 電極触媒(名古屋大)○

大方裕衣・大山順也・薩

摩篤 

2J13 フラックス法によ

る水分解用光触媒 Ta3N5

の活性向上に関する研究

(東京大*1・物材機構*2)○

阿部有希*1・守屋映祐*1・

久富隆史*1・片山正士*1・

高田剛*2・久保田純*1・堂

免一成*1 

13：45   座長 清水研一 座長 池上啓太 座長 多井豊 座長 倉本圭    

   2D14 担持 8-10 族金属触媒上

でのエタノールからの 1-ブ

タノール合成における最適

反応条件の探索とエタノー

ルと 2-プロパノールを原料

とする C5 化合物の合成(神奈

川大)○鈴木洋平・三橋達也・

吉田曉弘・内藤周弌 

2E14 第四級ホスホニウム塩

を用いた有機複合体の合成

および塩基触媒活性(秋田大)

○小笠原正剛・齋藤和也・千

田凌・加藤純雄・中田真一 

2F14 水酸化白金クラス

ターのサイズ制御による

自動車用三元触媒の貴金

属低減(スズキ)○木俣文

和・津田豊史・三浦和也・

日笠暁生・密岡重日 

2G14 Density functional 

theory study on the 

mechanism of hydrogen 

absorption in AgxRh1-x 

nanoalloys(Kyushu Univ.・

CREST) ○ BHATT, 

Mahesh Datt・YASUTAKA, 

Minako  ・ ISHIMOTO, 

Takayoshi ・ KOYAMA, 

Michihisa 

2H14 シリカ表面に固定

化したPd錯体と 3級アミ

ンの協同触媒作用による

Tsuji-Trost 反応の促進(東

京工大)○野田寛人・本倉

健・宮地輝光・馬場俊秀 

2I14 CO選択メタン化触媒

の開発(その11)―バナジウ

ム添加アルミナ担持 Ni

触媒の耐久性―(山梨大)

○宮尾敏広・櫻林智・東

山和寿・山下寿生・渡辺

政廣 

2J14 ペロブスカイト型

(Sr,Ba)2Ta3O10-xNy ナノシ

ートの作製と可視光下に

おける光触媒活性評価

(九州大*1・さきがけ*2)○

岡本陽平*1・伊田進太郎

*1,*2・萩原英久*1・石原達

己*1 

14：00       座長 平野雅文   

   2D15 Ni/SiO2-ZrO2表面上のア

セトアルデヒドからのプロ

ピレンおよびブテン生成経

路(東京学芸大)○平田智博・

小川治雄・吉永裕介 

2E15 Y 型ゼオライトを担体

とする高分散 Au 触媒の調製

と触媒作用(鳥取大)○村上智

郁・小山哲矢・真田貴志・奥

村和・片田直伸 

2F15 CeO2/遷移金属酸化

物ナノ複合体の酸素吸蔵

放出特性(3)(熊本大*1・産

総研*2)○上野真奈*1・尾

村武司*1・池上啓太*1・難

波哲哉*2・古谷博秀*2・篠

崎修*2・町田正人*1 

2G15 依頼講演 触媒関連

物質の XANES/ELNES の

第一原理計算による解釈

(東京大)○溝口照康 

2H15 依頼講演 パラジウ

ム触媒によるベンジルエ

ステル類の活性化(九州

大)○桑野良一 

2I15 Selective CO 

methanation catalysts (12)―  

Activity and durability of 

Co-Fe/ZrO2 catalyst―(Univ. 

Yamanashi) ○ SHEN, 

Weihua・MIYAO, Toshihiro・

HIGASHIYAMA, 

Kazutoshi・YAMASHITA, 

Hisao ・ WATANABE, 

Masahiro 

2J15 色素で修飾した

GaN:ZnO光触媒による水

の光完全分解(4)色素錯体

の効果(九州大)○萩原英

久・瀬戸千尋・伊田進太

郎・石原達己 
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14：15   2D16 ブタンジオール生成を目

的としたRe修飾Ir触媒によるエ

リスリトールの直接水素化分解

反応(東北大*1・ダイセル*2)○天

田靖史*1・陳凱幼*1・梶川泰照

*2・平井雄一郎*2・田村正純*1・

中川善直*1・冨重圭一*1 

2E16 水熱合成法により調製

した Nb2O5-MoOx 酸化物触媒

を用いた Friedel-Crafts 反応

(鳥取大)○石田宗一郎・奥村

和・片田直伸 

2F16 CeO2及び ZrO2担持

KNO3添加 Pt, Co, Cu触媒

上でのNOX貯蔵還元挙動

の比較(神奈川大)○伊藤

哲・渡邉嶺・梶山貴大・

崎山佳那子・吉田曉弘・

内藤周弌 

  2I16 CO選択メタン化触媒

の開発(その 13)―Ni/Al2O3

触媒における Ni 粒子径の

影響―(山梨大)○田中潤

矢・鈴木高弘・沈衛華・宮

尾敏広・東山和寿・山下壽

生・渡辺政廣 

2J16 水の酸化用光触媒

の活性支配因子の検討

(北九州市大 )○天野史

章・中田真嗣・山崎晋平・

朝見賢二 

14：30～16：15（P1会場，P2会場)  ポスター発表 

16：30～17：30（SS会場） 座長 寺岡靖剛 

受賞講演（学会賞学術部門）   

金属-酸化物間の相互作用を利用した燃料・エネルギー変換触媒の開発(京都大)○江口浩一 

18：30(予定)～20：30       触媒学会懇親会（ヒルトン福岡シーホーク） 
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   「バイオマス変換触媒」セッショ

ン 

(一般研究) 「環境触媒」セッション 「コンピュータ利用」セッシ

ョン 

｢ファインケミカルズ合成触

媒｣セッション 

「GTX触媒」セッション 「光触媒」セッション 

9：30   座長 中川善直 座長 福原長寿 座長 羽田政明 座長 高橋克巳 座長 和田健司 座長 岡崎文保 座長 岩瀬顕秀 

   3D01 バイオディーゼル燃料

合成用 CaO 内包型マイクロ

カプセルの膜改質に関する

研究(宇都宮大)○志波幸・倉

山文男・佐藤晶・古澤毅・佐

藤正秀・鈴木昇 

3E01 常圧二酸化炭素雰囲気

でのギ酸シリル合成とカル

ボニル化合物合成への利用

(東京大)○板垣真太朗・山口

和也・水野哲孝 

3F01 Pt/アルミナの触媒

活性と光励起電子の緩和

過程の関係(日産自動車

*1・電気通信大*2・さきが

け*3)○伊藤淳二*1,*2・花

木保成*1・菅克雄*1・沈青

*2,*3・豊田太郎*2 

3G01 BaTiO3 系触媒上で

の水蒸気改質反応におけ

る吸着硫黄の役割に関す

る電子論的考察(東京ガ

ス*1・物材機構*2)○横井

泰治*1,*2・羽田貴英*1 

3H01 高圧力場における

無溶媒 Diels-Alder 反応

(千葉大)○孫道来・佐藤智

司 

3I01 Experimental evidence 

for preferential coking on 

microsized agglomerates of 

nanosized zeolite-based 

Mo/HZSM-5 catalyst in the 

non-oxidative   CH4 

dehydroaromatization(AIST

)○XU, Yuebing・SUZUKI, 

Yoshizo ・ ZHANG,  

Zhang-guo  

3J01 チタン酸カルシウ

ム光触媒上での水による

二酸化炭素の還元反応

(名古屋大*1・豊田中研

*2・トヨタ自動車*3)○

LIKE, Zhang*1・森川健志

*2・梶野勉*2・関藤武士

*3・松本伸一*3・平田裕人

*3・吉田寿雄*1 

          

9：45   3D02 バイオディーゼル合成

用 CaO 触媒の微粒化とリサ

イクル(同志社大*1・日本アイ

リッヒ*2・前田道路*3)○高津

淑人*1・中垣内敦子*1・佐藤

亜悠*2・鈴木忠典*2・越健太

郎*3・守安弘周*3 

3E02 ビス (ホスファエテニ

ル)ピリジン配位子を有する

イリジウム(I)触媒を用いた

アルコールによるアミン類

の N-アルキル化(京都大)○張

永宏・中島裕美子・小澤文幸 

3F02 触媒フィルターと

プラズマ併用によるエチ

レン常温分解周波数特性

(NBC メッシュテック*1・

首都大*2)○池上誠*1,*2・

松本貴紀*1・直原洋平*1・

中山鶴雄*1・武井孝*2・春

田正毅*2 

3G02 パターン投影法を

用いた非接触三次元計測

の触媒表面分析への応用

(兵庫県大*1・ミツテック

*2)○田中基史*1・鈴木春

洋*2・小橋昌司*1・畑豊

*1・倉本圭*1 

3H02 担持貴金属触媒を

用いたジアリールアミン

類からのカルバゾール合

成(九州大)○角田亮介・石

田玉青・濱崎昭行・大橋

弘範・横山拓史・徳永信 

3I02 MTB 高 活 性 な

Mo/H-MFI 触媒へのシリ

ル化による失活抑制因子

の検討(埼玉工大*1・大阪

府大*2)○有谷博文*1・吉

永悟*1・大宅史高*1・中平

敦*2 

3J02 水中での CO2 光還

元に活性を示す LDH の

構成元素種が活性に及ぼ

す影響(京都大*1・さきが

け*2)○井口翔之*1・寺村

謙太郎*1,*2・宍戸哲也*1・

田中庸裕*1 

10：00 座長 松方正彦     座長 大谷実  座長 張戦国  

 3S03 特別講演  規則性多孔

体触媒の展望と課題(東京工

大)○辰巳敬 

 3D03 水素化脱酸素反応によ

るネピアグラスから液体燃

料の合成 (宮崎大 )○田畑研

二・高田依里・堤健 

3E03 リン化ロジウム系脱硫

触媒の活性点生成と活性に

対するリン担持量の影響(室

蘭工大)○神田康晴・天満千

智・中田圭輔・澤田紋佳・杉

岡正敏・上道芳夫 

3F03 プラズマアシスト触

媒反応システムの構築(2)

―プラズマによる NOx 浄

化に対する共存ガスの影響

―(日産自動車*1・早稲田大

*2)○永田将人*1,*2・花木保

成*1・菅克雄*1・関根泰*2 

3G03 電極界面反応の電

位依存性に関する第一原

理計算(九州大・CREST)

○石元孝佳・刘世学・古

山通久 

3H03 酸化チタン光触媒

を用いたベンゼンシアノ

メチル化反応における水

の共存効果(名古屋大)○

藤村祐樹・吉田寿雄 

3I03 二酸化炭素の水素

化反応によるジメチルエ

ーテル直接合成(静岡大)

○武石薫・我妻裕太郎 

3J03 d10 電子状態のリン

酸インジウム光触媒によ

る水の分解反応(長岡技

科大*1・国際石油開発帝

石*2)○岩谷航平*1・西山

洋*1・松原浩*1・原田亮

*2・井上泰宣*1 

10：15   座長 高津淑人       

   3D04 リグニンから芳香族化

合物を製造する可溶化・接触

分解反応プロセスの開発(北

海道大*1・出光興産*2)○八木

太一*1・吉川琢也*1・篠原悟

志*1・龍門尚徳*2・中坂佑太

*1・多湖輝興*1・増田隆夫*1 

3E04 Rh-Te合金ナノ粒子の合

成と構造解析(東北大*1・北海

道大*2)○柳橋宣利*1・中谷昌

史*1・朝倉清高*2・村松淳司

*1 

3F04 プラズマアシスト

触媒反応による NO の直

接分解(1)―担持金属種の

影響―(早稲田大*1・日産

自動車*2)○池田敦*1・高

原陽平*1・永田将人*1,*2・

花木保成*2・関根泰*1 

3G04 量子分子動力学法

による窒化炭素膜とダイ

ヤモンドライクカーボン

膜の低摩擦機構の研究

(東北大)○佐藤誠一亮・白

珊丹・石川岳志・樋口祐

次・尾澤伸樹・島崎智実・

足立幸志・久保百司 

3H04 遷移金属酸化物に

よるアミンとアルコール

の選択光酸化カップリン

グ(京都大)○大野泰弘・宍

戸哲也・寺村謙太郎・田

中庸裕 

3I04 メタン直接改質反

応―Ni系触媒の活性と生

成炭素のキャラクタリゼ

ーション―(北見工大)○

浦東祐太・高橋伸弥・岡

崎文保 

3J04 d0電子状態の助触媒

担持リン酸ニオブ光触媒

による CO2 還元反応(長

岡技科大*1・国際石油開

発帝石*2)○内田克利*1・

高田輝生*1・西山洋*1・佐

藤一則*1・原田亮*2・井上

泰宣*1 

          

10：30   3D05 Mo 修飾 Ru 触媒を用い

た乳酸の水素化反応による

プロピレングリコール合成

(東北大)○庄司知紘・田村正

純・中川善直・冨重圭一 

3E05 超高真空処理したPd箔

の表面構造と活性の変化(神

戸大)○伊藤龍彦・市橋祐一・

西山覚 

3F05 プラズマアシスト

触媒反応による NO の直

接分解(2)―高性能な担体

の探索―(早稲田大*1・日

産自動車*2)○高原陽平

*1・池田敦*1・永田将人

*1,*2・花木保成*2・関根泰

*1 

3G05 量子分子動力学シ

ミュレーションを用いた

フルオロカーボンラジル

CFx による SiO2 エッチン

グプロセスのメカニズム

解明(東北大)○伊藤寿・桑

原卓哉・石川岳志・樋口

祐次・尾澤伸樹・島崎智

実・寒川誠二・久保百司 

3H05 非貴金属酸化系触

媒によるアルコールとア

ンモニアからの 1 級アミ

ンの直接合成(北海道大)

○菅野翔太・清水研一 

休  憩 3J05 二酸化炭素の還元

反応のための銀添加酸化

ガリウム光触媒(名古屋

大*1・豊田中研*2・トヨタ

自動車*3)○増田桂悟*1・

ZHANG, Like*1・森川健志

*2・梶野勉*2・関藤武士

*3・松本伸一*3・平田裕人

*3・吉田寿雄*1 
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10：45        座長 朝見賢二  

   休  憩 休  憩 休  憩 休  憩 休  憩 3I06 依頼講演 金属酸化

物の格子酸素を利用した

低級炭化水素の部分酸化

反応および酸化的脱水素

反応(関西大)○池永直樹 

 

休  憩 

11：00 座長 山中一郎  座長 小林広和 座長 西山覚 座長 永長久寛 座長 小倉鉄平 座長 野村琴広  座長 吉田寿雄 

 3S07 特別講演  グリーンプ

ロセスを目指した有機電解

反応(東京工大)○淵上寿雄 

 3D07 グリセリンからのアリ

ルアルコールの選択合成を

可能にする酸化鉄触媒の開

発(北海道大)○古仲彩・中村

文香・吉川琢也・中坂佑太・

多湖輝興・増田隆夫 

3E07 窒素ドープ TiO2担持 Pt

触媒による 3-ニトロスチレ

ンの選択的水素化(北海道大)

○五十嵐尚也・芳田嘉志・藤

田進一郎・荒井正彦 

3F07 Pt/Al2O3 系触媒によ

る NO 酸化における第二

成分添加効果(産総研*1・

名古屋工大*2)○佐々木基

*1・千葉晃嗣*1・佐藤直子

*1・鈴木邦夫*1・羽田政明

*2・濱田秀昭*1 

3G07 第一原理熱力学計

算による Pd 触媒を用い

た CO 酸化反応における

浄化温度の理論的予測

(兵庫県大*1・WPI 大阪大

*2・キャタラー*3・JST*4)

○大川哲也*1・小橋昌司

*1,*2・畑豊*1,*2・山下嘉典

*3・青野紀彦*3・倉本圭

*1,*2,*4 

3H07 依頼講演 金ナノ粒

子による担体酸化物の還

元促進効果を利用した触

媒反応(九州大)○徳永信 

 3J07 Photocatalytic 

conversion of CO2 over Ag 

modified Sm2Ti2S2O5 under 

visible light irradiation 

(Kyoto Univ.*1・さきがけ

*2) ○ WANG, Zheng*1 ・

TERAMURA, Kentaro*1,*2・

SHISHIDO, Tetsuya*1 ・

TANAKA, Tsunehiro*1 

          

11：15   3D08 W 複合酸化物触媒の合

成とグリセロール転換反応

への応用(北海道大)○小俣香

織・泉彰子・村山徹・上田渉 

3E08 サイト選択的金属担持

メソポーラス酸化チタン光

触媒の合成と水素生成活性

(宮崎大 )○堤健・岩切浩一

郎・田畑研二 

3F08 低温CO酸化活性を

有 す る 水 賦 活 Pt-Fe/ 

Alumina 触媒における調

製条件の検討(産総研*1・

北海道大*2)○冨田衷子

*1・清水研一*2・多井豊*1 

3G08 DFT investigation on 

Pd segregation behavior at 

LaO- and FeO2-terminated 

surfaces of LaFe1 

-xPdxO3-y(Osaka Univ.) ○

TIAN, Zhixue・INAGAKI, 

Kouji ・ MORIKAWA, 

Yoshitada 

 3I08 電場印加反応場に

よる二酸化炭素を用いた

メタン酸化カップリング

(早稲田大)○矢部智宏・大

島一真・田中啓介・関根

泰 

3J08 アルカリ土類金属

ドーピング NaTaO3 光触

媒による水を電子源に用

いた CO2 還元反応(東京

理大)○中西晴香・中村有

希・和藤大鑑・岩瀬顕秀・

工藤昭彦 

          

11：30      座長 亘紀子  座長 武石薫  

   3D09 Ir-ReOx/SiO2を用いたグ

リセリンの水素化分解によ

る 1,3-プロパンジオールへの

変換における固体酸の添加

効果(東北大)○田村陸・寧玄

鶴・中川善直・冨重圭一 

3E09 超臨界水バイオマスガ

ス化用触媒寿命の検討:バッ

チ法と流通法の比較(山梨大)

○NGUYEN, Hungthanh・陸海

孟・小宮山政晴 

3F09 Pd 担持チタニア系

複合酸化物を用いた CO

酸化反応(名古屋大)○柳

原将俊・大崎薫・大山順

也・薩摩篤 

3G09 分子動力学計算に

よる SOFC アノード触媒

のシンタリング特性解析

( 九州大 *1 ・学振 *2 ・

CREST*3) ○ 中 尾 和 英

*1,*2・石元孝佳*1,*3・古山

通久*1,*3 

3H09 ビニルシラン類の

シリルカップリング反応

に有効な酸化物担持ロジ

ウム触媒の開発(京都大)

○束田深志・三浦大樹・

和田健司・細川三郎・阿

部竜・井上正志 

3I09 電場触媒反応を用

いた低温での逆水性ガス

シフト(早稲田大)○大島

一真・品川竜也・菊地英

一・関根泰 

3J09 可 視 光 応 答 性

(MGa)(1-x)Zn2xS2 光 触 媒

(M=Cu, Ag)を用いた電子

供与剤存在下における

CO2 還元反応(東京理大)

○中村有希・和藤大鑑・

岩瀬顕秀・工藤昭彦 

          

11：45   3D10 Selective Acylation of 

Glycerol Using La-exchanged 

Montmorillonite Catalyst 

(Osaka Univ.) ○ RACHA, 

Arundhathi ・ MITSUDOME, 

Takato・MIZUGAKI, Tomoo・

JITSUKAWA, Koichiro ・

KANDEA, Kiyotomi 

3E10 Au-Pd, Ag-Pd バイメタ

リッククラスター触媒の CO

浄化活性(トヨタ自動車)○永

田直人・平田裕人 

3F10 アークプラズマ法

による二元系遷移金属

/CeO2 の調製と触媒特性

(2)(高エネ研*1・学振*2・

熊本大 *3) ○日隈聡士

*1,*2・勝原康雄*3・安藤枝

里子*3・池上啓太*3・町田

正人*3 

3G10 高耐久性 SOFC の

実現に向けた計算科学シ

ミュレーションによる電

解質の破壊特性評価(東

北大)○坂之井遼太・許競

翔・石川岳志・樋口祐次・

尾澤伸樹・島崎智実・久

保百司 

3H10 各種 Ni 触媒を用い

た C-O カップリング反応

(京都大*1・さきがけ*2)○

廣田純一*1・寺村謙太郎

*1,*2・宍戸哲也*1・田中庸

裕*1 

3I10 メタンの部分酸化

における Ni/α-Al2O3 触媒

への第二金属添加効果

(早稲田大)○向井大揮・江

田登志成・田中啓介・関

根泰 

3J10 Enhanced 

Photocatalytic Oxygen 

Evolution over Modified 

Ta3N5 prepared from Ta2O5 

and Alkaline Metal 

Salts(Univ. Tokyo)○MA, 

Su Su Khine・HISATOMI, 

Takashi ・ MAEDA, 

Kazuhiko ・ MINEGISHI, 

Tsutomu ・ DOMEN, 

Kazunari 

          

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

         

 

 

 

 

 

13：00   座長 福岡淳 座長 増井敏行 座長 岸田昌浩 座長 栗林浩 座長 清水研一 座長 椿範立 座長 天野史章 

   3D11 依頼講演 反応場・ルイ

ス酸・ナノ粒子によるバイオ

マス転化反応の効率化(名古

屋大*1・北海道大*2)○薩摩篤

*1・清水研一*2・大山順也*1 

3E11 ポリメチルシロキサン

薄膜カップ状粒子に担持し

た白金触媒によるトルエン

の気相酸化反応(信州大*1・日

産自動車*2)○湯本貴大*1・佐

藤正規*1・説田賢洋*1・岡田

友彦*1・赤間弘*2・酒井俊郎

*1・三島彰司*1 

3F11 Pd/セリアジルコニ

ア触媒によるプロピレン

酸化活性への担体の影響

(名古屋工大 )○神内直

人・羽田政明・小澤正邦 

3G11 第一原理計算に基

づくアルカリ形燃料電池

における高選択性エチレ

ングリコール酸化触媒の

高速スクリーニング(東

北大)○尾澤伸樹・小林

顕・冨士田実央・石川岳

志・樋口祐次・久保百司 

3H11 イミド配位バナジ

ウム触媒によるTHFの開

環重合と環状オレフィン

の開環メタセシス重合

(首都大)○野村琴広・鈴木

健 

3I11 メタンの水蒸気改

質用 NiO-MgO 固溶体還

元触媒への Cr 添加によ

る DSS 耐性の向上(大分

大*1・産総研*2)○北山悟

大*1・石川崇央*1・佐藤勝

俊*2・瀧田祐作*1・永岡勝

俊*1 

3J11 依頼講演 硫化物薄

膜電極を用いた水の分解

(大阪大)○池田茂 
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13：15    3E12 コバルト内包シリカ中

空微粒子表面へのスルホ基

の固定(信州大)○竹田蓉平・

渡辺のどか・大園翔也・榮岩

哲二・岡田友彦・酒井俊郎・

三島彰司 

3F12 ホウ酸塩担体を用

いる省貴金属触媒の開発

(5)(熊本大*1・学振*2・高

エネ研*3・三井金属*4)○

今村文香*1・中野修治*1・

日隈聡士*2,*3・池上啓太

*1・佐藤隆広*4・永尾有希

*4・中原祐之輔*4・町田正

人*1 

 

3G12 金担持触媒調製時

における塩素共存効果に

対する理論的研究(大阪

大)○多田幸平・坂田晃

平・林祥生・北河康隆・

川上貴資・山中秀介・奥

村光隆 

3H12 アルドオキシムの

気相接触脱水反応による

ニトリル類合成(千葉大)

○北村瑛俊・山田泰弘・

袖澤利昭・佐藤智司 

3I12 依頼講演 GTL 用メ

タン改質触媒の開発(大

分大)○永岡勝俊 

 

13：30   座長 村山徹       

   3D13 層状金属酸化物固体酸

による糖類の加水分解(東京

大*1・産総研*2)○古里省吾

*1・高垣敦*1・林繁信*2・菊地

隆司*1・OYAMA, S. Ted*1 

3E13 Au-Ni バイメタリック

クラスター触媒の NO 浄化活

性と活性発現機構解析(トヨ

タ自動車)○白川翔吾・平田裕

人 

3F13 リン酸塩担体を用

いる省貴金属触媒の開発

(8)(熊本大*1・高エネ研

*2・学振*3・三井金属*4)

○榮留大史*1・日隈聡士

*2,*3・池上啓太*1・佐藤隆

広*4・永尾有希*4・中原祐

之輔*4・町田正人*1 

3G13 多成分の金属種を

含むクラスターモデルを

用いた NO 還元反応の量

子化学計算(兵庫県大*1・

WPI 大阪大*2・JST*3)○平

井公貴*1・小橋昌司*1,*2・

畑豊*1,*2・倉本圭*1,*2,*3 

3H13 五塩化ニオブを用

いたアルキンとニトリル

との反応によるピリミジ

ン誘導体の合成(関西大)

○佐藤靖・安田馨・大洞

康嗣 

 3J13 水分解水素製造の

ための高性能 WO3/BiVO4

積層光電極の研究(東京

理大*1・産総研*2)○藤本

一正*1,*2・斉藤里英*2・三

石雄悟*2・郡司天博*1・佐

山和弘*2 

          

13：45     座長 薩摩篤 座長 奥村光隆  座長 黎暁紅  

   3D14 水蒸気法によるセルロ

ース糖化における触媒効果

(高知大)○山田拓弘・恩田歩

武・飯田祐己・柳澤和道 

3E14 プロペンを還元剤とし

たMo担持(Ti,Zr)2O4複合触媒

による NO 選択還元(東京工

大)○金東一 

3F14 鉄を活性点とする

触媒の FT-IR を用いた

CO-NO 反応メカニズム

解析(2)(日産自動車)○藤

本美咲・花木保成・伊藤

淳二・菅克雄 

3G14 密度汎関数法を用

いた Ni ステップサイト

における水素製造反応解

析(九州大)○小倉鉄平・月

川久義・田島正喜 

3H14 金属酸化物担持 Ir

触媒を用いたフェニレン

ジアミンと 1 級アルコー

ルからのベンズイミダゾ

ールの合成(京都大)○建

山佳祐・三浦大樹・和田

健二・細川三郎・阿部竜・

井上正志 

3I14 DME 炭酸ガス改質

触媒の酸性質と酸化還元

特性(北九州市大)○朝見

賢二・雪松敏也・村上弥

生 

3J14 粒子転写法を用い

て作製した Ta3N5 光電極

の水分解光電気化学特性

(東京大)○岡田卓也・嶺岸

耕・久保田純・堂免一成 

          

14：00    座長 西口宏泰   座長 本倉健  座長 池田茂 

   3D15 スルホ基を有する固体

酸の水溶液中での触媒活性

比較(高知大)○恩田歩武・中

村慎二郎・山川晃弘・柳澤和

道 

3E15 直接エタノール型燃料

電池アノード電極用 Pt/SnO2

触媒の合成と評価 (大阪大

*1・日本電子照射サービス*2)

○岡崎倫久*1・大久保雄司

*1・清野智史*1・久貝潤一郎

*1・中川貴*1・山本孝夫*1・上

野浩二*2 

3F15 PM 燃焼における

ZrNd 系酸化物の CO酸化

反応メカニズムの検討

(マツダ)○馬場誉士・原田

浩一郎・山田啓司・重津

雅彦・高見明秀 

3G15 第一原理分子動力

学法による高分子電解質

膜の化学的劣化機構の解

析(東北大)○小林顕・石川

岳志・樋口祐次・尾澤伸

樹・島崎智実・久保百司 

3H15 ルテニウム(0)錯体

上での 1,3-ジエンと 1,2-

ジエンの位置および面選

択性酸化的カップリング

反応(東京農工大)○岡本

拓也・小峰伸之・平野雅

文・小宮三四郎 

3I15 ガウシアンプロセ

ス回帰を用いるメタンド

ライリフォーミング用触

媒の設計(島根大)○小俣

光司・立田侑基・國吉一

紀・久保田岳志 

3J15 可視光水分解を目

的とした高性能 BaTaO2N

光電極の開発(京都大*1・

東京大*2・CREST*3)○東

正信*1・堂免一成*2・阿部

竜*1,*3 

          

14：15   座長 恩田歩武       

   3D16 In-Sn 系触媒による糖類

からの化学的乳酸合成(産総

研*1・日本触媒*2)○富永健一

*1・平田恵一*1・島田茂*1・佐

藤一彦*1・平野喜章*2・高橋

典*2・常木英昭*2 

3E16 Ni-CeO2/Al2O3 触媒上で

のエタノール水蒸気改質に

おける金属-酸化物相互作用

の影響(豊橋技科大)○佐伯貴

紀・大北博宣・角田範義・水

嶋生智 

3F16 PM 燃焼機能を有し

た銀系触媒によるDPF再

生性能の促進(本田技研)

○松元武史・廣瀬哲・森

武史・関千晶・菊池伸一 

3G16 酸化反応によるポ

リエチレンの劣化プロセ

ス :第一原理分子動力学

法と粗視化分子動力学法

による解明(東北大)○樋

口祐次・石川岳志・尾澤

伸樹・久保百司 

3H16 Pd/C 触媒を用いる

エナンチオ区別水素化の

ためのキラル修飾剤の設

計(兵庫県大)○中辻誠・杉

村高志 

休  憩 3J16 多層複合型 BiVO4

薄膜光電極による高効率

水分解(産総研*1・東京理

大*2)○斉藤里英*1・三石

雄悟*1・WANG, Nini*1・

藤本一正*1,*2・佐山和弘

*1 

          

14：30     座長 町田正人 座長 小林久芳  座長 小俣光司  

   3D17 ベータゼオライトを用

いた糖類の脱水反応(東京工

大)○大友亮一・横井俊之・野

村淳子・辰巳敬 

3E17 Pd 担持系ペロブスカイ

ト型酸化物触媒によるプロ

パンの選択脱水素反応(静岡

大)○辻岡正浩・渡部綾・福原

長寿 

3F17 Co-Ce 系酸化物触媒

を用いたディーゼルパテ

ィキュレート燃焼(京都

大)○山地秀宜・室山広

樹・松井敏明・江口浩一 

3G17 弾性表面波を用い

た粉末輸送機構の粒子法

によるシミュレーション

(兵庫県大*1・兵庫県工技

セ *2・WPI 大阪大 *3・

JST*4)○西浦孝則*1・才木

常正*2・小橋昌司*1,*3・畑

豊*1,*3・内海裕一*1・倉本

圭*1,*3,*4 

3H17 不 斉 修 飾

Cu-MCM-41 上での高エ

ナンチオ選択的不斉シク

ロプロパン化(東京工大)

○加藤弘基・石谷暖郎・

岩本正和 

3I17 Surface impregnation 

combustion method to 

prepare nanostructured 

metallic catalysts without 

further reduction: as-burnt 

Co/SiO2 catalysts for 

Fischer-Tropsch synthesis 

(Univ. Toyama ) ○ SHI, 

Lei ・ WANG, Ding ・

YONEYAMA, Yoshiharu・

TSUBAKI, Noritatsu 

3J17 粒子転写法で作製

した銅‐ガリウムセレン

化物電極の光電気化学特

性(東京大)○熊谷啓・嶺岸

耕・守屋映祐・久保田純・

堂免一成 
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14：45   3D18 炭素触媒前処理法を利

用したセルロース加水分解

反応(北海道大*1・昭和電工*2)

○藪下瑞帆*1・小林広和*1・

藤田一郎*2・原賢二*1・福岡

淳*1 

3E18 メタン分解によるH2製

造とC捕集のためのハニカム

型 Ni 系構造体触媒(静岡大)

○渡部綾・兵藤了悟・杉本晃

一・加藤秀典・福原長寿 

3F18 CeO2 ナノ粒子を担

持した SrFeO3-δ 系触媒の

ディーゼルパティキュレ

ート低温酸化特性(2)(九

州大)○小川浩史・萩原英

久・伊田進太郎・石原達

己 

3G18 バイオマス由来炭

化水素利用に向けた計算

化学解析 ( 九州大 *1 ・

CREST*2・学振*3)○古山

通久*1,*2・田原俊介*1・中

尾和英*1,*2,*3・サハレト

ン*1,*2・石元孝佳*1,*2 

3H18 3 位で架橋したダイ

マー型シンコニジンを用

いるパラジウム触媒不斉

水素化反応(兵庫県大)○

豆田卓也・杉村高志 

3I18 Effect of calcination 

temperature on HZSM-5 

supported iron 

Fischer-Tropsch synthesis 

catalyst(Xiamen Univ.*1・

Univ. Toyama*2) ○ LIN, 

Qihang*1 ・ TSUBAKI, 

Noritatsu*2・YONEYAMA, 

Yoshiharu*2 ・ WAN, 

Huilin*1 

 

3J18 粒子転写法により

作製した LaTiO2N 電極の

光電気化学特性(東京大)

○西村直之・嶺岸耕・章

福祥・久保田純・堂免一

成 

15：00   座長 横井俊之   座長 石元孝佳   座長 萩原英久 

   3D19 高分子で修飾した担持

銅触媒を用いた 5-ヒドロキ

シメチルフルフラールの部

分水素化による 2,5-ジメチル

フランの合成(東京工大)○岡

本昌樹・川村文人 

3E19 高硫黄耐性を有する

BaTiO3 系水蒸気改質触媒の

高活性化(東京ガス)○羽田貴

英・横井泰治 

3F19 複合酸化物担持白

金触媒のデカン酸化活性

(九州大)○渡辺雄太・松根

英樹・竹中壮・岸田昌浩 

3G19 Cl ラジカルによる

GaN エッチング過程の量

子分子動力学法に基づく

解析 (東北大 )○柳谷一

行・伊藤寿・桑原卓哉・

石川岳志・樋口祐次・尾

澤伸樹・島崎智実・久保

百司 

3H19 酸化ガリウムによ

る分子状水素の活性化と

アルケン水素化(京都大)

○宍戸哲也・久野弘尊・

寺村謙太郎・田中庸裕 

3I19 The Utilization of 

SGE Cobalt Catalysts for 

Fischer-Trophsch Synthesis 

in Tri-phase Fixed Bed 

Reactor(Univ. Kitakyushu)

○ CHEN, Chun ・ IMAI, 

Hiroyuki ・ ASAOKA, 

Sachio・LI, Xiaohong 

3J19 V4+を電子供与剤と

した光触媒による水分解

水素生成(東京理大*1・産

総研*2)○藤吉聡*1,*2・三

石雄悟*2・郡司天博*1・佐

山和弘*2 

          

15：15   3D20 Pd 系触媒を用いたバイ

オマス由来フラン類の液相

完全水素化反応(東北大)○高

田佳奈・中川善直・冨重圭一 

  3G20 砥粒の摩擦が促進

する Cu 化学機械研磨プ

ロセスの計算科学シミュ

レーション(東北大)○河

口健太郎・石川岳志・樋

口祐次・尾澤伸樹・島崎

智実・久保百司 

 3I20 Gas-to-Liquid 反応に

おける亜臨界条件での二

酸化炭素生成への影響

(北九州市大)○馬婷・木村

俊之・今井裕之・浅岡佐

知夫・黎暁紅 

3J20 LaTa7O19光触媒およ

びその置換体を用いた水

の完全分解反応(東京理

大)○松井基樹・ジアチン

シン・岩瀬顕秀・工藤昭

彦 

          

15：30   3D21 アルミナ担持 Au サブ

ナノクラスターを用いた

HMF の選択的水素化反応(名

古屋大)○江崎彰彦・大山順

也・薩摩篤 

    3I21 合成ガスからの低

級炭化水素合成における

ナノポーラスハイブッリ

ド触媒の協奏効果(北九

州市大)○木村俊之・馬

婷・今井裕之・浅岡佐知

夫・黎暁紅 

3J21 金属酸化物光触媒

を用いた水分解反応にお

ける新規助触媒の開発

(東京理大 )○三浦麻理

子・和藤大鑑・ジアチン

シン・岩瀬顕秀・工藤昭

彦 

          

15：45 

 

 

 

 

        3J22 強酸性中における

Fe(III)イオン存在下での

WO3 光触媒による酸素生

成反応(産総研)○三石雄

悟・佐山和弘 

 


