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電池の事なら
「宝泉」にお任せ下さい！

ビーカーセルや評価セル・コインセルなどの
小型電池を対象とした卓上設備から
円筒型・角型・ラミネートタイプといった

多種多様なセル形状に合った試作設備・評価機器をは
じめ、必要な部材・材料を一式取り揃えております。

全固体電池、リチウム空気電池、マグネシウム電池、
ナトリウム電池などお気軽にお問い合わせ下さい。

全固体電池評価セル

測定用サンプルをグローブボックス等の
不活性ガス下でこの治具に封入することで空気を
遮断した環境下での電気特性の測定が可能です。

その他、各種電池向けの
評価セルもございます。

デスクトップ塗工機

活物質ペーストを集電箔上に均一の厚みで塗布するコー
ターです。コンパクトながら高い塗工精度と巻取り精度を
備えています。脈動を抑える駆動システムを採用し、メン
テナンスが容易な装置構造を特徴としております。

その他、卓上型コーターも
ございます。

横型高温真空乾燥機

塗布電極・各種材料の真空乾
燥、真空及び不活性ガス雰囲
気中の材料合成加熱処理に。

非暴露雰囲気を保持した状態
でグローブボックス (サイド
ボックス)からの出入れが可能
です。

電極抵抗測定器

リチウムイオン電池電極シー
トの抵抗を合材層（活物質層）
と合材層と集電体との界面
(接着面)の2つに分けて測定
できる測定機です。

多層カーボンナノチューブ

LIB用多層CNT・CNTペースト(溶剤系・水系)を取り扱っております。
サイクル特性・入出力特性などの改善を見込めます。

宝泉株式会社
本社 〒542-0081 大阪市中央区南船場4-4-21 りそな船場ビル8階 TEL : 06-6253-2600  FAX : 06-6253-2357 

東京 〒102-0083 東京都千代田区麹町2-2-22 ACN半蔵門ビル3F   TEL : 03-3263-0520  FAX : 03-3263-0521

http://www.hohsen.co.jp   E-Mail : info@hohsen.co.jp



Z-3D　3Dインピーダンス解析ソフトウェア

3Dインピーダンス測定システム

SP-300 電気化学測定システム

SP-150 電気化学測定システム

■ 5端子測定による対極の電圧同時モニタ可能
■ 業界最高クラスの周波数範囲：7MHz～10μHz
■ 高確度インピーダンス測定  基本確度：0.3%,0.3°
■ 豊富なオプションモジュール
　 - ブースターオプション：1A/2A/4A/10A/30A
　 - アナログ電圧掃印

アドバンスドモデル

スタンダードモデル
■ 5端子測定による対極の電圧同時モニタ可能
■ 豊富なブースターオプション：2A/5A/10A/20A/80A/100A
■ スタック電池の各セルインピーダンス測定
　 (マルチチャンネルモデルのみ対応)

充電・放電しながらの In-situ インピーダンス解析や
経時変化しやすいサンプルの腐食モニタリングに最適

特長

システム構成

■系が変化するサンプルのインピーダンス解析が可能
■各時間・SOC における瞬間のインピーダンスを
　ZView 解析ソフトウェアへ出力可能
■応答電圧振幅値の制御による
　電流制御インピーダンス測定 (GEIS-AA) が可能

Bio-Logic 社製電気化学測定システム

東陽テクニカ社製
Z-3D 3D インピーダンス解析ソフトウェア
　　　　　＋
Bio-Logic 社製電気化学測定システム

青線：測定データ(Z’,Z”,time)

瞬間のインピーダンス

黄線：時間補間した3Dプロット

〒103-8284   東京都中央区八重洲1-1-6
TEL.03-3245-1103   E-Mail : keisoku@toyo.co.jp

理化学計測部
株式会社 東陽テクニカ  〒532-0003　大阪府大阪市淀川区宮原1-6-1（新大阪ブリックビル） 

 〒460-0008　愛知県名古屋市中区栄2-3-1（名古屋広小路ビルヂング）

 〒321-0953　栃木県宇都宮市東宿郷2-4-3（宇都宮大塚ビル）

大 阪 支 店

名古屋営業所

宇都宮営業所

TEL.06-6399-9771

TEL.052-253-6271

TEL.028-678-9117

www.toyo.co.jp/material/products/detail/Z-3D.html

◆お問い合わせはこちらまで◆

横浜営業所 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目7-12新横浜金子ビル6F    TEL.045-478-6351

大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5-7-18アストロ新大阪ビル703    TEL.06-6307-1175

豊田評価センター 〒470-0375 愛知県豊田市亀首町町屋洞191-5                            TEL.0566-44-8100
豊田事業所 ※2020年4月1日 豊田評価センター内に豊田事業所開所予定

関西評価センター 〒522-0025 滋賀県彦根市野田山町746-1                                   TEL.0749-27-3501

製品紹介

http://www.toyo-system.co.jp

東洋システムは、二次電池の試験装置メーカーです。当社は、お客様が電池の研究開発を行う段階で使わ
れる試験装置の提供を行うことにより、最先端・高機能・高性能な電池開発にお客様と一心同体となって、
取り組んでおります。”エネルギー産業における技術開発で世界に貢献する”を経営理念とし、お客様の研
究開発を全力でバックアップさせて頂きます。

東洋システム株式会社 (本社)
〒972-8316 福島県いわき市常磐西郷町銭田106-1
TEL:0246-72-2151 FAX:0246-72-2152

E-mailでのお問い合わせはコチラ！
sales@toyo-system.co.jp

電池パック
Li-ion,Ni-MHを使用したカスタマイズ
パックの設計,製造。
少量多品種の電池パックをOEM/ODM
供給致します。

受託評価サービス

お客様の電池研究・開発をバックアップ
致します。
充放電試験・安全性試験・分析を同時に
行えるのは世界でも弊社だけです！

電流センサ
お客様のご要望に合わせた
電流センサの設計、製造を行って
います。

TOSCATシリーズ
(充放電評価装置)

二次電池、キャパシタなどの
サイクル試験や環境試験をする装置

TOSMACシリーズ
(電池試作装置・安全性評価装置)

二次電池の試作装置から
安全性試験装置までをラインアップ

二次電池の研究開発に必要な装置は
「東洋システム」にお任せください！

東洋システム株式会社

■豊田評価センター
豊田市駅から6.5kmの好立地に2018年1月に
豊田評価センターを開所致しました。
大型電池用評価に対応しており、
お客様のさらなる研究開発をサポート致します。



「夢と勇気で道を切り拓く」  

安川 雪子 氏 
千葉工業大学 

准教授 

電気化学会 男女共同参画推進委員会 
〒101-0065 東京都千代田区西神田3丁目1-6 日本弘道会ビル 7F 

03-3234-4213 | ecsj@electrochem.jp | https://danjo.electrochem.jp/ 

名古屋工業大学 
52号館3階5233教室 
（定員60名） 
※参加費無料 
※弁当配布 
 

3 月 18 日(水) 
 12:10～13:20 

「理系のキャリアデザイン」 
ランチョンセミナー 

＊写真はイメージです 

研究者には創造性が強く求められますが、それと同じくらい研究者の「生
き方」そのものにも多様性や既存の価値観にとらわれない柔軟性が求め
られます。これまで様々な岐路に立ってきましたが、私が何を道しるべに
道を選択してきたか、その時々で何に支えられたかについてお話させて頂
きます。特にこれから羽ばたこうとしている若い研究者が、研究者として輝
き続けるための小さなヒントになればと思います。 

「材料、感性工学からのクルマ開発へのチャレンジ」 

加古 慈 氏 
トヨタ自動車(株) 

先進技術開発カンパニー 
材料領域 統括部長 

クルマづくりという未知の世界、そしてその一端で働くことに対するワククク
感.....学生時代、実験が楽しかったという単純な動機、そういう種類の
仕事が出来るかも知れないというぼんやりとした期待で入社。材料技術
部に配属され、内外装に使われる素材開発を中心に担当した。希望が
叶って欧州に駐在、「内装商品力の向上」という与えられたテーマに対し
て、設計者の目線とお客様(特に欧州人)の目線のギャップを把握する
目的で感性工学を取り入れた。結果をもとに何が出来るかを考えた
日々、志を同じくする仲間やチャレンジを応援してくれたその時々の上司
のお蔭で、気が付くと自分の仕事とは遠い存在だと思っていたクルマ開発
の真っただ中に飛び込んでいた｡ 

特 別 講 演 12:35～13:20 

女性躍進賞受賞講演 12:15～12:30 

先が読めない社会の中でわたしたちはどのようにキャリアを築いてゆけばよいのでしょうか。
企業で、大学で、活躍される二人の先輩の話を聞いて一緒に考えてみませんか。 



協賛・後援 :  応用物理学会 ,  高分子学会 ,  Chinese Society of 
Electrochemistry, 韓国物理学会半導体部門, Korea Photovoltaic Society, 
Korean Institute of Chemical Engineers 

October 4-9, 2020 
Hawaii Convention Center 

2020年電気化学会秋季大会 
第238回米国電気化学会大会 
2020年韓国電気化学会秋季大会 
 
会期 2020年10月4日(日) – 10月9日(金) 
会場 米国ハワイ州ホノルル 
ハワイコンベンションセンター 
 
アブストラクト 受付締め切り2020年4月17日(EST) 

発表・参加申し込み詳細は下記サイトをご覧ください 

https://www.electrochem.org/ 

PRiME 2020 に関しての問い合わせ先 

〒101-0065 

東京都千代田区西神田3丁目1-6 日本弘道会ビル 7F 

公益社団法人 電気化学会 PRiME 2020 係 

TEL: 03-3234-4213, FAX: 03-3234-3599 

E-mail：ecsj@electrochem.jp 

企業様のスポンサーショップ，展示，広告も募集
しております． 問い合わせは ecsj@electrochem.jp まで 

 

PRiME 2020 



電気化学会第82回大会

参加のご案内

平成 27 年３月 15 日（日）～ 17 日（火）
横浜国立大学常盤台キャンパス
（横浜市保土ヶ谷区常盤台 79-1）
大会本部　電話 090-8946-6786（携帯）
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電気化学会第87回大会　企画参加企業一覧

１．特別スポンサー（2社）

東 洋 シ ス テ ム 株 式 会 社

宝 泉 株 式 会 社

２．大会スポンサー（1社）

宝 泉 株 式 会 社

３．企業展示（22社）

株 式 会 社 イ ー シ ー フ ロ ン テ ィ ア

イノベーションサイエンス株式会社

イ ン タ ー ケ ミ 株 式 会 社

英 和 株 式 会 社

Ａ Ａ ポ ー タ ブ ル パ ワ ー 株 式 会 社

Ａ Ｔ エ レ ク ト ロ ー ド 株 式 会 社

カ ー ル ツ ァ イ ス 株 式 会 社

シグマアルドリッチジャパン合同会社

セイコー・イージーアンドジー株式会社

大 亜 真 空 株 式 会 社

田 中 貴 金 属 グ ル ー プ

有 限 会 社 筑 波 物 質 情 報 研 究 所

鶴 賀 電 機 株 式 会 社

株 式 会 社 東 方 技 研

東 洋 シ ス テ ム 株 式 会 社

株 式 会 社 東 陽 テ ク ニ カ

ビ ー・ エ ー・ エ ス 株 式 会 社

宝 泉 株 式 会 社

北 斗 電 工 株 式 会 社

株 式 会 社 堀 場 製 作 所

マイクロトラック・ベル株式会社

株 式 会 社 美 和 製 作 所

４．ランチョンセミナー（1社）

カ ー ル ツ ァ イ ス 株 式 会 社

５．プログラム広告（10社）

イノベーションサイエンス株式会社

Ａ Ａ ポ ー タ ブ ル パ ワ ー 株 式 会 社

東 洋 シ ス テ ム 株 式 会 社

東 洋 リ ビ ン グ 株 式 会 社

株 式 会 社 東 陽 テ ク ニ カ

株 式 会 社 東 方 技 研

ビ ー・ エ ー・ エ ス 株 式 会 社

宝 泉 株 式 会 社

北 斗 電 工 株 式 会 社

マイクロトラック・ベル株式会社
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電気化学会第87回
大会開催にあたって

杉浦　隆
電気化学会第 87 回大会は，3 月 17（火）～ 19 日（木）の 3 日間にわたり，名古屋工業大学（名工大）

で開催されます．東海支部での開催は 2011 年浜松アクトシティにおける第 79 回大会から 8 年ぶり，名工
大での開催は 1991 年 ( 平成 3 年 ) の秋季大会からじつに 28 年ぶりとなります．元号も令和に変わって最
初の春の大会となり，校舎も一新された新しい名工大を見ていただく機会になるかと思います．小生自身
は岐阜大学に勤めており，なぜか今大会の実行委員長を拝命することとなりました。前回の名工大開催の
折にはまだ助手でしたが，知らないうちに現役年長者の一人となってしまったのが理由かなと思っており
ます．その時の実行委員長をされた 故 名工大教授 伊藤 要 先生は，当時まだ地球温暖化などが問題視さ
れる前に「半導体電極を用いた二酸化炭素の光電解還元による有機物合成」などのテーマに取組まれてお
り，今回お引き受けするにあたりその先進性に思いを馳せました．近年，地球温暖化の影響が目に見える
形で天災などとして顕れ，環境・エネルギー問題解決へのアプローチが急務になってきました．電気化学
は，今回ノーベル賞を受賞された吉野先生のリチウムイオン電池をはじめ，環境・エネルギー問題を解決
するためのツールをたくさん持っています。また，東海地方はトヨタをはじめとしたモノづくりが盛んな
地域で，こちらでも環境・エネルギーをキーワードに燃料電池車，電気自動車の開発が急速に進められて
います．本会が，産官学，力を合わせて未来を切り開いていく一助となることを期待しています。

ところで，名工大は名古屋の中心部，鶴舞公園に隣接しており，JR 中央本線 鶴舞駅，あるいは名古屋
市営地下鉄鶴舞線 鶴舞駅，桜通線 吹上駅からアクセス可能で，駅から歩いて 10 分～ 15 分という極めて
便利なところにあります．残念ながら 3 月中旬では桜にはまだ早いと思われますが，春から夏にかけて，桜，
バラ，ハス，菖蒲などの花を楽しむことができて市民の憩いの場となっています．最近では「コスプレの
メッカ」とか「ポケモン Go の聖地」としても取り上げられたりしています．地下鉄 鶴舞駅あるいは JR
鶴舞駅南口から会場まで公園内の散歩をお楽しみください . 

本大会は 3 連休前の火水木の開催ですので，期間中はもとより，ゆっくり
できましたら，その後も名古屋の滞在を楽しんでいただけたら幸いです．関
東風とも関西風とも違った名古屋めしも美味しいですし，一昨年修復の終
わった名古屋城本丸御殿，世界最大のプラネタリウムドームを持つ名古屋市
科学館など見ごたえがあると思います．また，トヨタ産業記念館やノリタケ
の森といった企業経営の博物館も面白いのではないでしょうか．

それでは，本大会での皆様の幅広い研究分野での素晴らしい研究発表と熱
心な討論，さらには皆様の楽しい交流の場をご提供できるように実行委員一
同で万全の準備を整えて，皆様の名古屋へのお越しをお待ちしております．

Takashi SUGIURA
2020 年電気化学春季大会
実行委員長
岐阜大学大学院
工学研究科　教授
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電気化学会第87回大会実行委員会名簿
実 行 委 員 長 杉浦　　隆 岐阜大学
本 … 部 … 庶 … 務 … 理 … 事 安部　武志 京都大学
本 … 部 … 庶 … 務 … 理 … 事 入江　　寛 山梨大学
大会学術企画委員・幹事 川崎　晋司 名古屋工業大学
　　委　　　　員　　 青木　　純 名古屋工業大学
　　委　　　　員　　 新井　　進 信州大学
　　委　　　　員　　 池田　勝佳 名古屋工業大学
　　委　　　　員　　 石井　陽祐 名古屋工業大学
　　委　　　　員　　 市野　良一 名古屋大学
　　委　　　　員　　 稲田　亮史 豊橋技術科学大学
　　委　　　　員　　 猪股　智彦 名古屋工業大学
　　委　　　　員　　 今西　誠之 三重大学
　　委　　　　員　　 入山　恭寿 名古屋大学
　　委　　　　員　　 大澤　善美 愛知工業大学
　　委　　　　員　　 小澤　智宏 名古屋工業大学
　　委　　　　員　　 加藤　充次 ＦＤＫ
　　委　　　　員　　 兼松　秀行 鈴鹿高等工業専門学校
　　委　　　　員　　 亀山　達矢 名古屋大学
　　委　　　　員　　 栗田　典明 名古屋工業大学
　　委　　　　員　　 呉　　松竹 名古屋工業大学
　　委　　　　員　　 小林　玄器 分子科学研究所
　　委　　　　員　　 近藤　敏彰 愛知工科大学
　　委　　　　員　　 近藤　政晴 名古屋工業大学
　　委　　　　員　　 昆野　昭則 静岡大学
　　委　　　　員　　 才田　隆広 名城大学
　　委　　　　員　　 嵯峨根史洋 静岡大学
　　委　　　　員　　 櫻井　庸司 豊橋技術科学大学
　　委　　　　員　　 櫻田　　修 岐阜大学
　　委　　　　員　　 清水　雅裕 信州大学
　　委　　　　員　　 杉本　　渉 信州大学
　　委　　　　員　　 須田　聖一 静岡大学
　　委　　　　員　　 園山　範之
　　委　　　　員　　 高田　主岳
　　委　　　　員　　 高橋　　誠
　　委　　　　員　　 竹入　史隆
　　委　　　　員　　 巽　　広輔
　　委　　　　員　　 谷端　直人
　　委　　　　員　　 田港　　聡
　　委　　　　員　　 東城　友都
　　委　　　　員　　 鳥本　　司
　　委　　　　員　　 長尾　征洋
　　委　　　　員　　 中山　将伸
　　委　　　　員　　 引間　和浩
　　委　　　　員　　 福塚　友和
　　委　　　　員　　 松田　厚範
　　委　　　　員　　 萬関　一広
　　委　　　　員　　 宮崎怜雄奈
　　委　　　　員　　 本林　健太
　　委　　　　員　　 本山　宗主
　　委　　　　員　　 森　　大輔
　　委　　　　員　　 柳生　剛義
　　委　　　　員　　 山本　貴之
　　委　　　　員　　 吉田奈央子
事 務 局 生月　俊也
事 務 局 高見澤　正

名古屋工業大学
名古屋工業大学
中部大学
分子科学研究所
信州大学
名古屋工業大学
三重大学
静岡理工科大学
名古屋大学
名古屋大学
名古屋工業大学
豊橋技術科学大学
名古屋大学
豊橋技術科学大学
岐阜大学
名古屋工業大学
名古屋工業大学
名古屋大学
三重大学
名古屋工業大学
名古屋大学
名古屋工業大学
電気化学会本部
電気化学会事務局長

以上55名，敬称略
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公益社団法人電気化学会

第 87回大会　開催概要

日　時：2020 年 3 月 17 日（火）～ 19 日（木）
場　所：名古屋工業大学　（名古屋市昭和区御器所町）

１．日程及び会場
　3 月 17 日（火）　 ８：00 ～ 大会参加当日受付（51 号館 1 階）  

　９：00 ～ 18：00 学術講演会（各講演会場）  
　９：00 ～ 17：00 企業展示会（展示会場）

　3 月 18 日（水）　 ９：00 ～ 12：30 学術講演会（各講演会場）  
　９：00 ～ 16：00 企業展示会（展示会場）  
　14：00 ～ 17：00 授賞式・フェロー講演・記念講演（Nitech Hall） 
　18：00 ～ 20：00 懇親会（ホテルメルパルク名古屋）  
　❖ 懇親会は会場入り口で大会参加証をご提示ください（有料）

　3 月 19 日（木）　 ９：00 ～ 16：00 学術講演会（各講演会場）  
　９：00 ～ 16：00 企業展示会（展示会場）

会場 MAP

【懇親会会場】ホテルメルパルク名古屋（JR 中央線千種駅より徒歩 1 分）
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-INFORMATION-

■総合受付について（51 号館 1 階）
受付時間：３月 17 日（火）８：00 ～ 17：00、18 日（水）8：30 ～ 16：00、19 日（木）8：30 ～ 16：00
各種受付、各種問合せ窓口

■大会本部（52 号館 1 階 5215・5216 教室）
開設期間：３月 17 日～ 19 日（木）９：00 ～ 17：00
問合せ先：090-8946-6786

■【予約外】大会参加登録費〔参加証・大会講演要旨集ダウンロード権含む〕
　個人会員（正会員※不課税）：14,000 円、法人会員（正会員※不課税）：18,000 円
　学生会員（※不課税）：6,000 円
　非会員（税込）24,000 円、非会員学生（税込）15,000 円
　※大会で開催されるすべての企画、企業展示、学術講演会に参加できます。

■【予約外】懇親会
　日時：３月 18 日（水）18：00 ～ 20：00
　会場：ホテルメルパルク名古屋（愛知県名古屋市東区葵 3 丁目 16 − 16）
　参加費（税込）：9,000 円

■連絡および注意事項
　〔発表方法について〕
　　発表は原則、口頭発表となります。
　　発表時間は 15 分（発表 14 分＋交代時間１分）です。時間を遵守してください。
　　１鈴：10 分（予鈴）、２鈴：12 分（発表終了）、３鈴：14 分（質疑応答終了）
　　発表用のパソコンは各自で用意してください。貸し出しは原則行いません。
　　ミニ D-Sub15 ピンでの接続を前提としておりますので変換アダプタが必要な場合は
　　各自でご用意ください。　
　
　〔大会当日のアナウンスに関して〕
　　  大会当日のアナウンスに関しては総合受付周辺の掲示版、および Confit のお知らせ部分にてお知

らせします。
　　加えて、Confit のアプリをインストールいただくとプッシュ通知で期間中にご案内しますので
　　是非ご利用ください。

　〔無線 LAN について〕
　　  会場内で eduroam が利用可能です。eduroam 参加機関の所属で、アカウントをお持ちの方はご利

用下さい。また期間中のみ利用できるゲストアカウントを会場内で発行いたします。
　　詳しくは総合受付にお問い合わせください。

　〔ごみ処理について〕
　　ゴミは原則として各自でお持ち帰り頂きますようお願いいたします。
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電気化学会第 87回大会プログラム
名古屋工業大学（名古屋市昭和区御器所町）

会場 会場名 部屋
番号 第 1日・3月 17日（火） 第 2日・3月 18日（水） 第３日・3月 19日（木）

NITech
Hall

NITech
Hall

｢各賞表彰｣� （14：00～ 14：45）
｢フェロー記念講演｣

（14：50～ 16：10）
｢加藤記念講演」

（16：20～ 17：00）

Ａ 1 A1会場 2311
S9-1「燃料電池の展開 - 材料からシ
ステムまで」

（9：00～ 17：30）

S9-1「燃料電池の展開 - 材料からシ
ステムまで」

（9：00～ 12：00）

Ａ 2 A2会場 2312
S2「分子機能電極 -界面電子移動制
御とその応用」

（10：00～ 16：00）

S19「電子材料及びナノ機能素子技
術」

（13：00～ 15：10）

Ａ 4 A3会場 2321 S3「光電気化学とエネルギーの変換」
（9：45～ 16：15）

S3「光電気化学とエネルギーの変換」
（9：30～ 11：30）

S3「光電気化学とエネルギーの変換」
（9：30～ 12：00）

Ａ 3 A4会場 2323
S9-2「燃料電池の展開 - 材料からシ
ステムまで」

（13：00～ 15：45）

S11「電解技術の新展開」
（9：00～ 12：15）

S11「電解技術の新展開」
（9：30～ 15：00）

Ａ 5 A5会場 2331
S4「有機電子移動化学における新潮
流」

（13：00～ 18：00）

S4「有機電子移動化学における新潮
流」

（9：00～ 12：30）

S1「溶液化学の新しい展開」
（10：30～ 14：30）

Ａ 6 A6会場 2341 S5「生命科学と電気化学」
（9：00～ 17：30）

S5「生命科学と電気化学」
（9：00～ 12：00）

Ｂ 1 B1会場 5111 S8-1「電池の新しい展開」
（9：00～ 17：30）

S8-1「電池の新しい展開」
（9：00～ 12：00）

S8-1「電池の新しい展開」
（9：00～ 14：45）

Ｂ 2 B2会場 5211 S8-2「電池の新しい展開」
（9：00～ 18：00）

S8-2「電池の新しい展開」
（9：00～ 12：00）

S8-2「電池の新しい展開」
（9：00～ 14：45）

Ｂ 3 B3会場 5212 S8-3「電池の新しい展開」
（9：00～ 17：30）

S8-3「電池の新しい展開」
（9：00～ 12：00）

S8-3「電池の新しい展開」
（9：00～ 15：45）

Ｃ 1 C1会場 5221 S13「化学センサの新展開」
（10：45～ 17：00）

S13「化学センサの新展開」
（10：00～ 12：00） S13「化学センサの新展開」

Ｃ 2 C2会場 5222 S18「電力貯蔵技術の新しい展開」
（13：00～ 16：15）

S7「固体化学の基礎と応用 -固体材
料の合成・物性・反応性」

（9：00～ 12：00）

S7「固体化学の基礎と応用 -固体材
料の合成・物性・反応性」

（9：00～ 15：30）

Ｃ 3 C3会場 5223 S10「キャパシタ技術の新しい展開」
（10：15～ 17：15）

S10「キャパシタ技術の新しい展開」
（10：00～ 12：00）

S14「マイクロ～ナノ構造材料・デ
バイス形成の最先端技術」

（9：30～ 15：30）

Ｃ 4 C4会場 5224
S16「ナノスケール界面・表面の構
造とダイナミクス」

（9：00～ 16：45）

S16「ナノスケール界面・表面の構
造とダイナミクス」

（9：30～ 11：00）

Ｄ 1 D1会場 5231
「電気化学反応・基礎一般，応用一般，
測定法，環境化学」

（10：45～ 16：30）

S15「クロモジェニック材料の新展開」
（9：15～ 14：00）

Ｄ 2 D2会場 5232 S6「溶融塩化学・技術の新展開」
（10：00～ 17：00）

S6「溶融塩化学・技術の新展開」
（9：15～ 12：00）

Ｄ 3 D3会場 5234
S12「社会基盤を支える腐食科学と
表面処理技術」

（9：45～ 14：45）

S17「明日をひらく技術・教育シン
ポジウム」

（9：30～ 11：30）

S17「明日をひらく技術・教育シン
ポジウム」

（9：30～ 16：00）

大学生協
１Ｆ

「ミキサー」
18：00～ 19：30

ホテル
メルパルク 　「懇親会」�（18：00～ 20：00）

5214 「ランチョンセミナー1」 「男女共同参画交流昼食会」
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09:00  [1A01(一般講演)]

09:15  [1A02(一般講演)]

09:30  [1A03(一般講演)]

09:45  [1A04(一般講演)]

10:15  [1A05(一般講演)]

10:30  [1A06(一般講演)]

10:45  [1A07(一般講演)]

11:00  [1A08(一般講演)]

11:15  [1A09(一般講演)]

11:30  [1A10(一般講演)]

- 1 -

2020年3月17日(火)
 

S9-1.燃料電池の展開―材料からシステムまで（AFC、PEFC(アルカリ膜型、DMFC等を含む)、PAFC）

【燃料電池の展開―材料からシステムまで（ AFC、 PEFC(アルカリ膜型、 DMFC等を含む)、
PAFC）】 
セッション1（一般講演） 

A1会場(燃料)
 

Highly Active PtCo/C Catalysts for Hydrogen Evolution in Polymer Electrolyte Water

Electrolysis 

〇史 国玉1、宮本 佑樹2、 Tryk Donald A.1、矢野 啓1、内田 裕之1,2 （1. 山梨大学 燃料電池ナノ材

料研究センター、2. 山梨大学 クリーンエネルギー研究センター） 

Pt/Cを用いた CO2電解還元における電極触媒表面再活性化の検討 

〇山中 翔太1、松田 翔風1、梅田 実1 （1. 長岡技術科学大学大学院） 

Pt触媒を有する固体高分子形セルを用いた H2-CO2燃料電池中の CH4連続生成 

〇吉田 祐太1、松田 翔風1、梅田 実1 （1. 長岡技術科学大学） 

水電解／炭酸ガス水素化連携システムにおける低温サバチエ反応器のマルチフィジクス

モデリング 

曽根 理嗣1、中島 裕典3、〇オマール メンドサ1、島 明日香1、井上 光浩2、阿部 孝之2、松本 広重3

（1. 宇宙航空研究開発機構、2. 富山大学、3. 九州大学） 
 
 
 

S9-1.燃料電池の展開―材料からシステムまで（AFC、PEFC(アルカリ膜型、DMFC等を含む)、PAFC）

セッション2（一般講演） 
A1会場(燃料)

 

Crベース膜の腐食特性に及ぼす反応性スパッタリング条件の検討 

〇星野 太一1、山田 さくらこ1、李 鳴1、白仁田 沙代子1、相馬 憲一1、梅田 実1 （1. 長岡技術科学

大学） 

含窒素官能基修飾カーボン担体の PEFCカソード触媒への適用 

〇待鳥 晃司1、松岡 美紀2、衣本 太郎2、中澤 太一3 （1. 大分大院、2. 大分大理工、3. 日産化学株

式会社） 

イオンビーム照射により欠陥導入した炭素担体上の Ptナノ粒子触媒の酸素雰囲気下

XAFS測定 

〇岡﨑 宏之1、出崎 亮1、越川 博1、松村 大樹2、山本 春也1、前川 康成1、八巻 徹也1 （1. 量子科

学技術研究開発機構、2. 日本原子力研究開発機構） 
 
 
 

S9-1.燃料電池の展開―材料からシステムまで（AFC、PEFC(アルカリ膜型、DMFC等を含む)、PAFC）

セッション3（一般講演） 
A1会場(燃料)

 

多孔金属担体を用いた固体高分子形燃料電池の研究 

〇池原 哲平1、安武 昌浩2、野田 志云3、松田 潤子3,4、西原 正通4,5、林 灯1,2,3,4,5,6、佐々木 一成
1,2,3,4,5,6 （1. 九州大学 工学部機械航空工学科、2. 九州大学 工学府水素エネルギーシステム専

攻、3. 九州大学 水素エネルギー国際研究センター、4. 九州大学 次世代燃料電池産学連携研究セン

ター、5. 九州大学 持続的共進化地域創成拠点、6. 九州大学 エネルギー研究教育機構） 

メソ孔を主体とした多孔質炭素の固体高分子形燃料電池触媒担体への適用 

〇飯島 孝1、小村 智子1、日吉 正孝1 （1. 日本製鉄株式会社） 

反応力場分子動力学法に基づく固体高分子形燃料電池カソード中における Pt担持多孔質

炭素の劣化シミュレーション 
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11:45  [1A11(一般講演)]

13:00  [1A12(一般講演)]

13:15  [1A13(一般講演)]

13:30  [1A14(一般講演)]

13:45  [1A15(一般講演)]

14:00  [1A16(一般講演)]

14:15  [1A17(一般講演)]

14:30  [1A18(一般講演)]

14:45  [1A19(一般講演)]

15:00  [1A20(一般講演)]

15:15  [1A21(一般講演)]

- 2 -

〇小野寺 建人1、王 楊2、宮崎 成正1、大谷 優介1、尾澤 伸樹1、久保 百司1 （1. 東北大学　金属材

料研究所、2. 東北大学大学院　工学研究科　機械知能創成専攻） 

同一視野 SAXS-XAS測定を用いた白金合金触媒の粒子形態・化学状態評価手法の開発 

〇渡辺 剛1、川本 鉄平2、 Chinapong Pondchanok 2、平岡 裕治1、広沢 一郎1、犬飼 潤治2 （1.

(財) 高輝度光科学研究センター、2. 山梨大学） 
 
 
 

S9-1.燃料電池の展開―材料からシステムまで（AFC、PEFC(アルカリ膜型、DMFC等を含む)、PAFC）

セッション4（一般講演） 
A1会場(燃料)

 

PtPdxCoy電極の酸素還元反応に対するメラミン修飾の効果 

〇鳥畑 真周1、中村 将志1、星 永宏1 （1. 千葉大学） 

Pt– Ni合金ナノ構造体の電極触媒活性に及ぼす担体の効果 

〇中干場 亮太1、李 天馳1、庄 宇1、井口 誼美1、阿部 大輝1、加藤 優1、八木 一三1 （1. 北海道大

学） 

2核有機金属錯体を用いた燃料電池用低白金量酸素極触媒の耐久性評価 

〇岡田 達弘1、小野 千里1 （1. (株)つくば燃料電池研究所） 

メラミン誘導体を用いた白金触媒の酸素還元活性と耐久性の向上 

〇朝日 将史1、山崎 眞一1、田口 昇1、五百蔵 勉1 （1. 産業技術総合研究所） 
 
 
 

S9-1.燃料電池の展開―材料からシステムまで（AFC、PEFC(アルカリ膜型、DMFC等を含む)、PAFC）

セッション5（一般講演） 
A1会場(燃料)

 

ホットプレス一体型燃料電池試験装置の性能評価 

〇岡田 達弘1 （1. (株)つくば燃料電池研究所） 

還元性酸化チタンナノワイヤーの合成と酸性溶液中における酸素還元活性 

〇才田 隆広1、藤原 拓海1、増山 美優1、丸山 隆浩1 （1. 名城大学） 

四級アンモニウムカチオンによる Pt3Co単結晶電極の酸素還元活性の変化とその要因の

解明 

〇大島 立寛1、中村 将志1、星 永宏1 （1. 千葉大院工） 
 
 
 

S9-1.燃料電池の展開―材料からシステムまで（AFC、PEFC(アルカリ膜型、DMFC等を含む)、PAFC）

セッション6（一般講演） 
A1会場(燃料)

 

白金合金ナノワイヤーの酸素還元活性と構造変化 

〇加藤 優1、李 天馳1、井口 誼美1、庄 宇1、八木 一三1 （1. 北海道大学） 

直接置換法で合成した Pt/Pd/Cコアシェル触媒の電気化学特性と耐久性 

〇大門 英夫1、長谷川 佑哉1、宮崎 俊哉1、西尾 渉1、土井 貴之1、稲葉 稔1 （1. 同志社大学） 

Clフリー白金前駆体を用いた Pt/Pd/Cコアシェル触媒の合成 

〇佐藤 優美1、大門 英夫1、土井 貴之1、稲葉 稔1 （1. 同志社大学） 
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15:30  [1A22(学生講演)]

15:45  [1A23(学生講演)]

16:00  [1A24(学生講演)]

16:15  [1A25(学生講演)]

16:30  [1A26(学生講演)]

16:45  [1A27(学生講演)]

17:00  [1A28(学生講演)]

17:15  [1A29(学生講演)]

10:00  [1B01(学生講演)]

10:15  [1B02(学生講演)]

10:30  [1B03(一般講演)]

10:45  [1B04(一般講演)]
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S9-1.燃料電池の展開―材料からシステムまで（AFC、PEFC(アルカリ膜型、DMFC等を含む)、PAFC）

セッション7（学生講演） 
A1会場(燃料)

 

酸素還元活性に対するカーボンナノチューブへの銅–鉄共ドーピング効果 

〇藤林 那月1、松原 直啓1、加藤 優1、保田 諭2、八木 一三1 （1. 北海道大学、2. 日本原子力研究

開発機構） 

Pt-Ni Alloy Nanoparticle-Supported MWCNT Electrocatalysts Prepared by One-Pot

Pyrolytic Method in Ionic 

Liquids with Different Ni Precursors 

〇姚 宇1、津田 哲哉1、桑畑 進1 （1. 大阪大学） 

PEFC用白金担持マリモカーボン触媒の調製における白金源と還元剤の影響 

〇桂 佑依1、江口 美佳1、郡司 浩之1、加藤 友人2、渡邊 秀人2、下村 周一3、安藤 寿浩3、蒲生西谷

美香4 （1. 茨城大学、2. 小島化学薬品株式会社、3. 物質・材料研究機構、4. 東洋大学） 

ORR活性の向上のための金属酸化物担持体と Ptナノ粒子の電子的な相互作用による Pt d

-バンドセンターのコントロール 

〇安藤 風馬1、郡司 貴雄1、大坂 武男1、松本 太1 （1. 神奈川大学） 
 
 
 

S9-1.燃料電池の展開―材料からシステムまで（AFC、PEFC(アルカリ膜型、DMFC等を含む)、PAFC）

セッション8（学生講演） 
A1会場(燃料)

 

スズ酸化物モデル担体上白金の構造と酸素還元反応特性 

〇千田 祥大1、濱田 里久2、轟 直人1、和田山 智正1 （1. 東北大学大学院環境科学研究科、2. 東北

大学工学部材料科学総合学科） 

タンタル酸化物ナノシートを利用したグラフェン担持 Ptカソード触媒の高耐久化 

〇鈴木 智博1、竹中 壮1,2 （1. 同志社大学、2. 京大触媒電池） 

層状複水酸化物固体電解質のイオン伝導度に対する金属カチオン種の影響 

〇谷口 雄介1、山田 裕久1、森下 華寿美1、前田 和樹2、酒井 智香子1、片倉 勝己1 （1. 奈良工業高

等専門学校、2. 共栄社化学(株)） 

無機固体酸 CHS-WSiAを適用したリン酸ドープ型中温無加湿 PEFCの挙動解析と特性評

価 

〇前川 啓一郎1、河村 剛1、武藤 浩行1、松田 厚範1 （1. 豊橋技術科学大学） 
 
 
 

S2.分子機能電極－界面電子移動制御とその応用

【分子機能電極－界面電子移動制御とその応用】 
セッション1（一般講演/学生講演） 

A2会場(分子/分子/電子材料)
 

Pd電極によるキトサンゲルの電気化学的体積制御 

〇榎本 秀幸1、安井 孝志1、高田 主岳1 （1. 名古屋工業大学大学院） 

ボロンドープダイヤモンド電極を用いためっき浴中の有機添加剤の分析に関する研究 

〇大貫 孝浩1、吉原 佐知雄1 （1. 宇都宮大学） 

θ型キャピラリを用いたナノ白金/SICMデュアルプローブによる距離制御 SECM測定 

〇山田 弘1、南 駿1、安永 健治1、山中 信敬1 （1. 防衛大学校） 

ラット好塩基球様 RBL-2H3から遊離されたヒスタミンの電気化学モニタリング 

〇小森 喜久夫1,2、小松 唯人2、酒井 康行2 （1. 近畿大学、2. 東京大学） 

〔9〕



11:00  [1B05(学生講演)]

11:15  [1B06(学生講演)]

11:30  [1B07(学生講演)]

11:45  [1B08(学生講演)]

13:00  [1B09(一般講演)]

13:15  [1B10(一般講演)]

13:30  [1B11(一般講演)]

13:45  [1B12(一般講演)]

14:00  [1B13(一般講演)]

14:15  [1B14(一般講演)]

14:30  [1B15(一般講演)]

14:45  [1B16(一般講演)]
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S2.分子機能電極－界面電子移動制御とその応用

セッション2（学生講演） 
A2会場(分子/分子/電子材料)

 

金属有機構造体薄膜の電解析出を利用したコバルトドープ酸化亜鉛薄膜の作製 

〇中村 天彰1、工藤 華1、津田 勇希1、吉田 司1 （1. 山形大学） 

溶液中とヒドロゲル中におけるビオロゲンの表面増強 Raman散乱分光測定とキャラクタ

リゼーション 

〇王 博1、 daFonseca Bruno2、 Brolo Alexandre2、相樂 隆正1 （1. 長崎大院工、2. ビクトリア

大学） 

バーネサイト型層状二酸化マンガンの酸素欠陥操作による酸素/塩素発生選択性の制御 

〇村上 愛1、岡田 拓弥1、清水 智仁1、阿部 光2、若林 徹2、中山 雅晴1,3 （1. 山口大院創成科

学、2. ナカボーテック、3. ブルーエナジーセンター） 

スピネル型電極触媒の酸素生成反応活性と in situ XASによる構造評価 

〇小手川 福笑1、桑 雅子1、原田 雅史1 （1. 奈良女子大学　生活環境学部） 
 
 
 

S2.分子機能電極－界面電子移動制御とその応用

セッション3（一般講演） 
A2会場(分子/分子/電子材料)

 

チオシアン酸銅（ I）／スチルバゾリウム色素ハイブリッド薄膜の電気化学的自己組織

化機構 

〇鈴木 透1、津田 勇希1、中村 天彰1、宇田 恭太1、山門 陵平1、岡田 修司1、吉田 司1 （1. 山形大

学） 

ビオロゲンの機能性反応系の開拓 

〇相樂 隆正1、綾部 達也1、養父 龍介1、川野 有柚1、 Bun Chan1 （1. 長崎大院工） 

吸着レドックス種の CV挙動の多電子移動過程に基づく解釈 

〇北村 房男1 （1. 東京工業大学） 

Pt/C触媒表面の分子修飾による電極触媒活性への影響 

〇村松 舜1、庄 宇1、加藤 優1、八木 一三1 （1. 北海道大学） 
 
 
 

S2.分子機能電極－界面電子移動制御とその応用

セッション4（一般講演） 
A2会場(分子/分子/電子材料)

 

アントラキノン重縮合ポリマー修飾ナノカーボンの電気二重層キャパシタへの展開 

〇西山 勝彦1、山口 海生1、新屋 絢太1、吉本 惣一郎1 （1. 熊本大学） 

グラファイト電極上における銀の電析および溶解挙動 

〇北村 房男1、坂本 紘一1、岡島 武義1 （1. 東京工業大学） 

パルス電解による CO2還元の生成物選択性 

〇高辻 義行1、森本 将行1、春山 哲也1 （1. 九州工業大学） 

電気化学的 CO2還元反応のための Pd系合金触媒の合成と添加元素種と反応の選択性の

検討 

〇郡司 貴雄1、落合 弘也1、大平 貴裕1、松本 太1 （1. 神奈川大学） 
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15:00  [1B17(一般講演)]

15:15  [1B18(一般講演)]

15:30  [1B19(学生講演)]

15:45  [1B20(学生講演)]

09:45  [1C01(一般講演)]

10:00  [1C02(学生講演)]

10:15  [1C03(学生講演)]

10:30  [1C04(一般講演)]

10:45  [1C05(一般講演)]

11:00  [1C06(一般講演)]

11:15  [1C07(学生講演)]
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S2.分子機能電極－界面電子移動制御とその応用

セッション5（一般講演/学生講演） 
A2会場(分子/分子/電子材料)

 

Cu(OH)2/Cu電極における CO2電気化学還元メカニズム 

〇飯島 剛1,2、猪股 智彦　2、増田 秀樹2 （1. 株式会社デンソー、2. 名古屋工業大学） 

表面改質した Sn電極による低電位での CO2還元 

〇藤田 波輝1、森本 将行1、高辻 義行1、春山 哲也1 （1. 九州工業大学） 

シトシンの熱重合により合成した高分子触媒の二酸化炭素還元活性評価 

〇川口 楓1、西澤 菜々美1、吉田 司2、城石 英伸1 （1. 東京工業高等専門学校、2. 山形大学） 

Synthesis of poly-neutral red and its electrocatalytic property towards CO2 reduction

reaction 

〇黄 鑫1、 Harada Yuya1、 Nishiumi Nobuyuki1、 Coskun Halime2、 Aljabour Aziz2、 Stadler

Philipp2、 Yoshida Tsukasa1 （1. 山形大学、2. ヨハネスケプラー大学リンツ） 
 
 
 

S3.光電気化学とエネルギーの変換

【光電気化学とエネルギーの変換】 
セッション1（一般講演/学生講演） 

A3会場(光)
 

プラズモン誘起電荷分離における正孔放出とキラルナノ構造作製への応用 

〇立間 徹1、西 弘泰1、石田 拓也1 （1. 東京大学） 

同位体存在下における可視光励起プラズモニック水素発生系の反応特異性 

〇佐藤 大樹1、南本 大穂2、村越 敬2 （1. 北大院総化、2. 北大院理） 

異種金属ナノ粒子間のプラズモンカップリングを利用した光誘起電荷分離 

〇青木 千佳1、石田 拓也1、立間 徹1 （1. 東京大学） 
 
 
 

S3.光電気化学とエネルギーの変換

セッション2（一般講演） 
A3会場(光)

 

金属ナノ粒子／ p型半導体界面での新型プラズモン誘起電荷分離を利用した全固体光電

変換セルの開発 

〇髙橋 幸奈1,2、村山 太郎1、中野 友里花1、山田 淳1,3 （1. 九州大学、2. JSTさきがけ、3. 現所

属：(公財)九州先端科学技術研究所） 

透明電極および金属電極に担持した金属ナノ粒子における場所選択的光酸化還元反応 

〇西 弘泰1、立間 徹1 （1. 東京大学） 

ポーラスアルミナにもとづいた極微同軸ナノケーブルの形成と光化学反応場への応用 

〇近藤 敏彰1、一ノ瀬 玲皇2、黒沢 みずき2、柳下 崇2、益田 秀樹2 （1. 愛知工科大学、2. 首都大

環境応用） 
 
 
 

S3.光電気化学とエネルギーの変換

セッション3（一般講演/学生講演） 
A3会場(光)

 

コアシェル構造をもつ Ag-In-Ga-S量子ドットの作製と水素発生反応の光触媒活性 

〇森 達哉1、亀山 達矢1、植松 太郎2、桑畑 進2、鳥本 司1 （1. 名古屋大学、2. 大阪大学） 
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11:30  [1C08(一般講演)]

11:45  [1C09(学生講演)]

13:30  [1C10(一般講演)]

13:45  [1C11(学生講演)]

14:00  [1C12(一般講演)]

14:15  [1C13(一般講演)]

14:30  [1C14(一般講演)]

14:45  [1C15(学生講演)]

15:00  [1C16(一般講演)]

15:15  [1C17(一般講演)]

15:30  [1C18(一般講演)]

15:45  [1C19(一般講演)]

16:00  [1C20(一般講演)]
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イオン液体／金属スパッタリング法による酸化モリブデンナノ粒子の合成と光電気化学

特性 

〇秋吉 一孝1,2、亀山 達矢1、桑畑 進3、鳥本 司1,2 （1. 名大院工、2. 名大 VBL、3. 阪大院工） 

八面体 Auコア－ Ag-Pt合金シェルからなる中空ナノ粒子電極触媒の作製と光照射による

活性向上 

〇坂部 直人1、菅田 諒1、亀山 達矢1,2、鳥本 司1 （1. 名大院工、2. さきがけ） 
 
 
 

S3.光電気化学とエネルギーの変換

セッション4（一般講演/学生講演） 
A3会場(光)

 

電子トラップ密度分析解析にもとづく光触媒材料の設計と構造評価 

〇大谷 文章1、高島 舞1 （1. 北海道大学） 

多層被覆 CdSナノロッドによる水の可視光電解酸化 

〇永井 かなえ1、石原 由貴1、加藤 優1、八木 一三1 （1. 北海道大学） 

透明絶縁基板上に成膜した高性能 Ta3N5光電極による酸素生成 

〇東 智弘1、西山 洋1、佐々木 豊1、片山 正士1、嶺岸 耕1、山田 太郎1、堂免 一成1,2 （1. 東京大

学、2. 信州大学） 

圧力可変高温電気化学系の構築および酸素発生触媒開発への適用 

〇大坪 由貴1、山口 晃1、北台 紀夫3、中村 龍平2,1、宮内 雅浩1 （1. 東京工業大学、2. 理化学研究

所、3. 海洋研究開発機構） 
 
 
 

S3.光電気化学とエネルギーの変換

セッション5（一般講演/学生講演） 
A3会場(光)

 

酸化チタンがコートされた CaFe2O4電極の作製と光電気化学的水分解 

〇伊田 進太郎1、粟屋 恵介1、鯉沼 陸央1 （1. 熊本大学） 

固体窒素源 LiNH2を用いる InN微粒子の合成と光電気化学的評価 

〇濱島 光司1、萬関 一広1、杉浦 隆1 （1. 岐阜大学） 

シリコンの金属援用エッチングにより形成される多孔質構造の決定因子 

〇古川 恭平1、岩本 圭史1、島田 祐暉1、松本 歩1、八重 真治1 （1. 兵庫県立大学） 

ピレンのミリ秒時間分解電気化学発光スペクトル：エキシマー発光の速度論的解析 

〇石松 亮一1、中野 幸二1 （1. 九州大学） 
 
 
 

S3.光電気化学とエネルギーの変換

セッション6（一般講演） 
A3会場(光)

 

n-Si/Ge系増感型熱利用発電におけるフェルミ準位と出力の相関 

〇松下 祥子1、稲川 ゆり1、関谷 颯人1、池田 拓未1、木幡 晴輝1、磯部 敏宏1、中島 章1 （1. 東京

工業大学） 

Ge増感型熱利用電池の発電特性における電解液濃度依存性 

Electrolyte concentration dependence on discharging time of Ge sensitized thermal

cell 

〇関谷 颯人1、池田 拓未1、磯部 敏宏1、中島 章1、松下 祥子1 （1. 東京工業大学大学院　） 

Ge増感型熱利用電池の電池特性における電極間距離依存性 

〇木幡 春輝1、池田 拓未1、関谷 颯人1、磯部 敏宏1、中島 章1、松下 祥子1 （1. 東京工業大学） 

〔12〕



13:00  [1D01(一般講演)]

13:15  [1D02(一般講演)]

13:30  [1D03(一般講演)]

13:45  [1D04(一般講演)]

14:00  [1D05(一般講演)]

14:15  [1D06(一般講演)]

14:30  [1D07(一般講演)]

14:45  [1D08(一般講演)]
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S9-2.燃料電池の展開―材料からシステムまで（SOFC(SOEC含む)、MCFC、その他）

【燃料電池の展開―材料からシステムまで（ SOFC(SOEC含む)、 MCFC、その他）】 
セッション1（一般講演） 

A4会場(燃料/電解/電解)
 

Ni-Co高分散 SDC水素極の SOEC/SOFC可逆交互運転における耐久性 

〇西野 華子1、柿沼 克良1、内田 裕之1 （1. 山梨大学） 

固体酸化物形燃料電池の可逆作動性に関する研究 

〇夏越 克哉1、二村 聖太郎2、宮良 健吾3、立川 雄也1,2,3,4,5、松田 潤子3,4、谷口 俊輔3,4、佐々木

一成1,2,3,4,5,6 （1. 九州大学工学部機械航空工学科、2. 九州大学工学府水素エネルギーシステム専

攻、3. 九州大学水素エネルギー国際研究センター、4. 九州大学次世代燃料電池産学連携研究セン

ター、5. 九州大学持続的共進化地域創成拠点、6. 九州大学カーボンニュートラル・エネルギー国

際研究所） 

Ni合金アノードを用いた SOFCの電気化学特性 

〇松本 滉平1、石橋 悠佑2、立川 雄也1,2,3,4,5、松田 潤子3,4、谷口 俊輔3,4、佐々木　一成1,2,3,4,5,6

（1. 九州大学工学部機械航空工学科、2. 九州大学工学府水素エネルギーシステム専攻、3. 九州大

学水素エネルギー国際研究センター、4. 九州大学次世代燃料電池産学連携研究センター、5. 九州

大学持続的共進化地域創成拠点、6. 九州大学カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所） 

高燃料利用率下における固体酸化物形燃料電池の劣化挙動 

〇藤永 智己1、室山 広樹1、松井 敏明1、江口 浩一1 （1. 京都大学大学院工学研究科） 
 
 
 

S9-2.燃料電池の展開―材料からシステムまで（SOFC(SOEC含む)、MCFC、その他）

セッション2（一般講演） 
A4会場(燃料/電解/電解)

 

The influence of bias on the poisoning mechanism of chromium on LSCF in the

intermediate-temperature range 

〇劉 淑生1、 Develos-Bagarinao Katherine1、 Budiman Riyan1、石山 智大1、岸本 治夫1、山地

克彦1、堀田 照久1、横川 晴美2 （1. 国立研究開発法人　産業技術総合研究所、2. 東京大学） 

SOFC空気極の中低温作動時における電極反応機構 

〇波瓦 陽之1、川田 達也1、八代 圭司1 （1. 東北大学環境科学研究科先進社会環境学専攻） 

Multilayer Inverse Tape Casting of 50 mm × 50 mm Cathode-supported thin-film

Protonic Electrolysis cells  

〇クワティ レオナルド1、まりや いわのわ2、ウェンデリン デイバート2、ウィルヘルム ミューレ

ンバーグ2、達己 石原 1、広重 松本1 （1. 九州大学カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所

(I² CNER：アイスナー)、2. エネルギー気候研究所（ IEK-1） Forschungszentrum Jü lich

GmbH） 

パターン緻密膜モデル電極による PCFC空気極 BaGd1-xLaxCo2O6-δにおける反応サイト

評価 

〇西舘 克弥1、木村 勇太1、中村 崇司1、八代 圭司1、川田 達也1、 Strandbakke Ragnar2、

Szpunar Iga3、⾒神 祐一4、後藤 丈人4、寺山 健4、黒羽 智宏4、辻 庸一郎4、⾬澤 浩史1 （1. 東北

大学、2. オスロ大学、3. グダニスク工科大学、4. パナソニック株式会社） 
 
 

〔13〕



15:00  [1D09(一般講演)]

15:15  [1D10(一般講演)]

15:30  [1D11(一般講演)]

13:00  [1E01(学生講演)]

13:15  [1E02(学生講演)]

13:30  [1E03(学生講演)]

13:45  [1E04(一般講演)]

14:00  [1E05(学生講演)]

14:15  [1E06(招待講演)]

14:45  [1E05-06-3add]

14:50  [1E05-06-4add]
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S9-2.燃料電池の展開―材料からシステムまで（SOFC(SOEC含む)、MCFC、その他）

セッション3（一般講演） 
A4会場(燃料/電解/電解)

 

固体酸化物燃料電池の高効率化に向けた電解質積層効果の検証 

〇松尾 拓紀1、松崎 良雄2,3、大友 順一郎1 （1. 東京大学、2. 東京ガス、3. 九州大学） 

タングステン酸ランタンを電解質に用いた積層型固体酸化物形燃料電池のセル設計と発

電特性 

〇阪田 一真1、松尾 拓紀1、松崎 良雄2,3、大友 順一郎1 （1. 東京大学、2. 東京ガス、3. 九州大

学） 

PLD法を用いた金属支持型ＳＯＦＣモデルセルの作製と評価 

〇宮元 克哉1、川畑 勉2、立川 雄也1,2,3,4,5、松田 潤子2,4、谷口 俊輔2,4、松崎 良雄4,6、佐々木 一成
1,2,3,4,5 （1. 九州大学工学部機械航空工学科、2. 九州大学水素エネルギー国際研究センター、3. 九

州大学工学府水素エネルギーシステム専攻、4. 九州大学次世代燃料電池産学連携研究セン

ター、5. 九州大学持続的共進化地域創成拠点、6. 東京ガス株式会社） 
 
 
 

S4.有機電子移動化学における新潮流

【有機電子移動化学における新潮流】 
セッション1（一般講演/学生講演） 

A5会場(有機/有機/溶液)
 

ベンゾトリチオフェン骨格を有する共役系化合物の合成と有機電子材料への応用 

〇山下 和大1、福田 三四郎1、佐古田 祐綺1、大久保 貴志1、田中 仙君1、柏村 成史1、松本 浩一1

（1. 近畿大学） 

Template-free Growth of Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) Fiber Array by

Alternating Current-Bipolar Electrolysis 

〇周 亜倩1、尚毅 信田1、小泉 裕貴1、渡邊 天平1、西山 寛樹1、冨田 育義1、稲木 信介1,2 （1. 東京

工業大学、2. 科学技術振興機構） 

低電解質濃度で駆動するバイポーラ電極を利用した含芳香族化合物の電解フッ素化反応 

〇佐貫 黙雷1、宮本 和洋1、信田 尚毅1、後藤 章広2、磯貝 智弘2、山内 昭佳2、西山 寛樹1、冨田

育義1、稲木 信介1,3 （1. 東京工業大学　物質理工学院、2. ダイキン工業株式会社、3. JST さきが

け） 

ホスホン酸部位を有する自己ドープ型導電性 PEDOTの開発 

大條 正人3、桐山 佳保里3、平尾 俊一2、〇⾬夜 徹1 （1. 大阪大学大学院工学研究科、2. 大阪大学

産業科学研究所、3. 大八化学工業株式会社） 
 
 
 

S4.有機電子移動化学における新潮流

セッション2（招待講演/学生講演） 
A5会場(有機/有機/溶液)

 

フッ化物イオン触媒を用いた含フッ素ヘテロアセン類の合成と電気化学的特性評価 

〇関野 克俊1、志岐 亮輔1、瀧川 菜月1、信田 尚毅1、西山 寛樹1、冨田 育義1、稲木 信介1,2 （1. 東

京工業大学、2. JST さきがけ） 

医薬への利用を指向した多置換フッ素化 β-ラクタムの合成とその利用 

〇樽井 敦1 （1. 摂南大学） 

休憩 

休憩 

〔14〕



14:55  [1E05-06-5add]

15:00  [1E07(一般講演)]

15:15  [1E08(学生講演)]

15:30  [1E09(学生講演)]

15:45  [1E10(一般講演)]

16:00  [1E11(一般講演)]

16:15  [1E12(特別講演)]

17:00  [1E13(一般講演)]

17:15  [1E14(学生講演)]

17:30  [1E15(受賞講演)]

09:00  [1F01(一般講演)]
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休憩 
 
 
 

S4.有機電子移動化学における新潮流

セッション3（一般講演/学生講演） 
A5会場(有機/有機/溶液)

 

トリクロロアセトニトリルからシアノ置換各種アミド化合物へのワンポット電解合成反

応の開発 

〇嶌越 恒1、モハメッド モニルザマン1、矢野 良雄1、小野 利和1、久枝 良雄1 （1. 九州大学） 

クロロトリメチルシランを添加剤に用いた Mg電極還元によるアントラセンとエステル

からの付加・環化反応 

〇松本 将宏1、林 輝昌1、前川 雅彦1、西脇 敬二1、柏村 成史1、松本 浩一1 （1. 近畿大学） 

Prins環化反応におけるアシルシランの反応性評価とケイ素部位を有するピラン環骨格の

合成 

松本 浩一1、〇原 梨佐子1、栗山 夏帆1、柳 里奈1、柏村 成史1 （1. 近畿大学） 

HNO3-TFA系による N-保護環状アミン類の高選択的酸化開裂反応 

〇戸口 裕之1、山本 耕介2、原田 稔大1、栗山 正巳2、尾野村 治2 （1. 長崎大学、2. 長崎大院医歯

薬） 
 
 
 

S4.有機電子移動化学における新潮流

セッション4（特別講演/一般講演） 
A5会場(有機/有機/溶液)

 

酸素酸化あるいは電解酸化を利用した複素環化合物のカップリング反応 

〇黒野 暢仁1 （1. 浜松医科大学） 

ペリレンを光レドックス触媒とする還元的カップリング反応系の開発 

〇須藤 篤1 （1. 近畿大学） 
 
 
 

S4.有機電子移動化学における新潮流

セッション5（受賞講演/一般講演/学生講演） 
A5会場(有機/有機/溶液)

 

BDD電極を用いる芳香族置換アルケンの電解ヒドロカルボキシル化反応 

〇仙北 久典1、八木橋 みづき1、山本 崇史2、栄長 泰明2 （1. 北海道大学、2. 慶応義塾大学） 

二酸化炭素を炭素源に用いるα-アミノ酸の電解フロー合成 

〇内藤 有貴1、田中 健太1、仙北 久典2、跡部 真人1 （1. 横浜国立大学、2. 北海道大学） 

電子移動制御による炭素－炭素結合形成反応に関する研究 

〇岡田 洋平1 （1. 東京農工大学） 
 
 
 

S5.生命科学と電気化学

【生命科学と電気化学】 
セッション1（一般講演） 

A6会場(生命)
 

新規酸化還元プローブ修飾アプタマーを用いたバイオマーカーの電気化学的センシング

技術の開発 

〇永田 まどか1、李 鎭熙2、 Henley Stwphen2、浅野 竜太郎1、津川 若子1、池袋 一典1、早出 広司
2 （1. 東京農工大院工、2. The Joint Department of Biomedical Engineering, University of North

Carolina at Chapel Hill and North Carolina State University） 

〔15〕



09:15  [1F02(一般講演)]

09:30  [1F03(一般講演)]

09:45  [1F04(一般講演)]

10:00  [1F05(一般講演)]

10:15  [1F06(一般講演)]

10:30  [1F07(一般講演)]

10:45  [1F08(一般講演)]

11:00  [1F09(一般講演)]

11:15  [1F10(一般講演)]

11:30  [1F11(一般講演)]

11:45  [1F12(一般講演)]
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心筋細胞への分化過程におけるアドレナリン刺激時の2次元 SPR応答機構の検討と分化

評価への応用 

〇清水 憩1、篠原 寛明1、須加 実1 （1. 富山大学大学院） 

グルタミン結合タンパク質を用いる電気化学的in situ, リアルタイム・連続グルタミン計

測システムの開発 

〇高松 祥平1、李 鎭熙2、浅野 竜太郎1、津川 若子1、池袋 一典1、早出 広司2 （1. 東京農工大院

工、2. The Joint Department of Biomedical Engineering, University of North Carolina at

Chapel Hill and North Carolina State University） 

シャペロニンタンパク質の形状と性質を利用した金属ナノ粒子の配置制御への取り組み 

〇依田 ひろみ1、小池 あゆみ1,2 （1. 神奈川工科大学 バイオメディカル研究センター、2. 神奈川工

科大学 応用バイオ科学部） 
 
 
 

S5.生命科学と電気化学

セッション2（一般講演） 
A6会場(生命)

 

ガラスキャピラリの電気動力学現象を利用した抗体分泌細胞の選択的回収 

〇鈴木 雅登1、末澤 直之1、八木 恵1、波多 美咲1、安川 智之1 （1. 兵庫県立大学） 

マイクロ流体デバイスを用いた環境細菌の高精度かつ一細胞選択的な全ゲノム解析 

〇西川 洋平1,2、細川 正人2,3、井手 圭吾1,4、小川 雅人1,4、竹山 春子1,2,3,4 （1. 産総研-早大 CBBD-

OIL、2. 早大ナノライフ創新研、3. 早大先進生命動態研、4. 早大院先進理工） 

電気化学応答を利用した微生物活性評価 

〇孫 術益1、石木 健吾1、椎木 弘1 （1. 大阪府立大学） 

細菌培養液中におけるいくつかの金属電極の電気化学挙動とバイオフィルム形成との関

連について 

〇兼松 秀行1、小垣 翔1、伊藤 玲旺1、平井 信充1、幸後 健1、三浦 英和2、小川 亜希子1、バリー

ダナ3 （1. 鈴鹿工業高等専門学校、2. 鈴鹿医療科学大学、3. Clarkson University/SUNY

Canton） 
 
 
 

S5.生命科学と電気化学

セッション3（一般講演） 
A6会場(生命)

 

電極表面配向制御による真菌由来 FAD依存型グルコース脱水素酵素の直接電子移動能の

検証 

〇波多野 悠馬1、奥田 順子2、李 鎭熙2、津川 若子1、池袋 一典1、浅野 竜太郎1、早出 広司2 （1.

東京農工大院工、2. The Joint Department of Biomedical Engineering, University of North

Carolina at Chapel Hill and North Carolina State University） 

塩化カリウムの共存下で作製した多孔質金電極上におけるマルチ銅オキシダーゼの直接

電子移動型酵素電極反応 

〇宮田 雅弘1、北隅 優希1、白井 理1、加納 健司1 （1. 京都大学） 

酸化還元プローブ標識競合法に基づく新規電気化学イムノセンサーの開発 

平野 眸1、〇畑田 実香1、津川 若子1、小嶋 勝博1、早出 広司2 （1. 東京農工大学院工、2. The

Joint Department of Biomedical Engineering, University of North Carolina at Chapel Hill and

North Carolina State University） 

ナノ秒高電界パルス印加によるグリオーマ細胞からの神経突起誘導因子の分泌促進条件

の検討(2) 

〇森 千彩音1、篠原 寛明1、須加 実1 （1. 富山大学） 

〔16〕



13:00  [1F13(一般講演)]

13:15  [1F14(特別講演)]

13:45  [1F15(特別講演)]

14:15  [1F16(特別講演)]

14:45  [1F17(特別講演)]

15:15  [1F18(一般講演)]

15:30  [1F19(一般講演)]

15:45  [1F20(学生講演)]

16:00  [1F21(一般講演)]

16:15  [1F22(学生講演)]

16:30  [1F23(一般講演)]
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S5.生命科学と電気化学

セッション4（特別講演/一般講演） 
A6会場(生命)

 

特別企画「電気化学計測を用いた in vivo計測の最先端」企画趣旨説明 

〇高橋 康史1、舟橋 久景2 （1. 金沢大学、2. 広島大学） 

ソフトウェットな生体イオントロニックデバイスの開発 

〇西澤 松彦1 （1. 東北大学） 

糖尿病治療における持続血糖測定器 (CGM) の開発 

〇鈴木 秀幸1 （1. テルモ株式会社） 

報酬関連行動を司るドーパミン神経系回路メカニズム 

〇山下 貴之1 （1. 名古屋大学　） 

ダイヤモンドマイクロ電極による生体計測 

〇栄長 泰明1 （1. 慶應義塾大学） 

特別企画「電気化学計測を用いた in vivo計測の最先端」総合討論 

〇舟橋 久景1 （1. 広島大学） 
 
 
 

S5.生命科学と電気化学

セッション5（一般講演/学生講演） 
A6会場(生命)

 

尿酸降下薬投与によるラット腸管内における尿酸排泄変化と関連トランスポーターの解

析 

〇藤田 恭子1、山田 博貴1、森 優貴1、市田 公美1 （1. 東京薬科大学） 

Electrochemical reduction of electroactive polymer decorated sulfo-groups

functionalized graphene oxide (PEI-Fc@erSGO) composite for the detection of

dopamine 

〇李 寧1、坂元 博昭1、髙村 映一郎1、里村 武範2,3、末 信一朗1,2,3 （1. 福井大学院・工・繊維、2.

福井大学・ 生命セ、3. 福井大学院・工・生物応用化） 

生体内グルコースの連続測定を指向した低侵襲性マイクロニードルデバイスの開発 

〇三浦 大明1,2、 Natasha Rajendran2、藤田 倫子1、平賀 健太郎1、辻村 清也3、浅野 竜太郎1、津

川 若子1、池袋 一典1、 Anthony E. S. Cass4、 Owen Guy2、 Francesco del Giudice2、早出 広司5

、 Sanjiv Sharma2 （1. 東京農工大院工、2. Swansea Univ.、3. 筑波大学、4. Imperial College

London、5. Joint Department of Biomedical Engineering, The University of North Carolina at

Chapel Hill and North Carolina State University） 

IgAの日常的な on-site計測を可能とする電気化学イムノアッセイ法の評価 

〇大崎 脩仁1,2、脇田 慎一1,2,3、民谷 栄一1,2 （1. 大阪大学、2. 産業技術総合研究所、3. 神戸大

学） 
 
 
 

S5.生命科学と電気化学

セッション6（一般講演/学生講演） 
A6会場(生命)

 

走査型電気化学顕微鏡による細胞塊の内部状態の推断 

〇梨本 裕司1,2、向本 励3、寺井 崇人4、平本 薫4、伊野 浩介2、珠玖 仁2 （1. 東北大学学際科学フ

ロンティア研究所、2. 東北大学大学院工学研究科、3. 東北大学工学部、4. 東北大学大学院環境科

学研究科） 

〔17〕



16:45  [1F24(学生講演)]

17:00  [1F25(一般講演)]

17:15  [1F26(一般講演)]

09:00  [1G01(一般講演)]

09:15  [1G02(一般講演)]

09:30  [1G03(一般講演)]

09:45  [1G04(一般講演)]

10:00  [1G05(一般講演)]

10:15  [1G06(一般講演)]

10:30  [1G07(学生講演)]

10:45  [1G08(一般講演)]
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標的 HeLa細胞へのエクソソーム導入条件の検討 

〇深谷 美優1、畠中 智寛1、野口 恵一2、斉藤 美佳子1 （1. 東農工大・生命工学、2. 東農工大・機

器分析施設） 

細胞培養での電気刺激による血管網形成の誘導 

〇伊野 浩介1、日野 翔太1、梨本 裕司1、珠玖 仁1 （1. 東北大学） 

モデル細胞集合体を用いた細胞間コミュニケーションの解析 

笠井 一生1、北隅 優希1、加納 健司1、〇白井 理1 （1. 京都大学） 
 
 
 

S8.電池の新しい展開

【電池の新しい展開】 
セッション1（一般講演） 

B1会場(電池)
 

疑似固体電解質シートを用いたリチウムイオン電池製造プロセスの開発 

〇加賀 祐介1、尼崎 新平1、直江 和明1、關 栄二1、西村 悦子1、廣岡 誠之1 （1. 株式会社日立製作

所） 

疑似固体電解質シートを用いたリチウムイオン電池の円筒化プロセスの開発 

〇尼崎 新平1、加賀 祐介1、直江 和明1、高岡 謙次2、西村 拓也2、児島 克典2 （1. 株式会社 日立

製作所、2. 日立化成 株式会社） 

高性能 Li-S電池実現に向けた高分子/溶媒和イオン液体から成る固体電解質特性 

〇高橋 圭太朗1、石野 優貴1、高羽 洋充1、海林 泰宏2、都築 誠二3、渡邉 正義4、関 志朗1 （1. 工

学院大学、2. 新潟大学、3. 産業技術総合研究所、4. 横浜国立大学） 

多硫化リチウム難溶性ゲル電解質の創製及び特性評価 

〇宮内 響1、稲葉 航平1、高橋 圭太朗1、石野 優貴1、関 志朗1 （1. 工学院大学） 
 
 
 

S8.電池の新しい展開

セッション2（一般講演/学生講演） 
B1会場(電池)

 

第一原理計算によるクラスター展開法とモンテカルロ法を用いた La1/3NbO3の La/空孔

配列の最適化 

〇 子健1、 Ward Robyn2、谷端 直人1,3、武田 はやみ1,3、中山 将伸1,2,3,4 （1. 名古屋工業大学、2.

国立研究開発法人物質・材料研究機構、3. 京都大学 ESICB、4. 名古屋工業大学フロンティア研究

院） 

材料シミュレーションとベイズ最適化を用いた高 Liイオン伝導体の高効率組成最適化 

〇中野 高毅1、谷端 直人1,3、武田 はやみ1,3、中山 将伸1,2,3、野田 祐輔2、小林 亮1,2、竹内 一郎
1,2,4 （1. 名古屋工業大学、2. NIMS、3. 京都大学 ESICB、4. 理研） 

前駆体酸化物を用いたガーネット型固体電解質 Li6.5La3Zr1.5Ta0.5O12の低温焼結 

秋本 順二1,2、〇宇佐⾒ 舜2,1、石垣 範和1、片岡 邦光1 （1. 産業技術総合研究所、2. 東京電機大

学） 

ガーネット型リチウムイオン導電体 LLZ-Gaの焼結性、電気化学特性におよぼす Sr置換

の影響 

〇大森 健太1、田港 聡1、松田 泰明2、森 大輔1、武田 保雄1、今西 誠之1 （1. 三重大学大学院、2.

大阪工業大学） 
 
 

〔18〕



11:00  [1G09(一般講演)]

11:15  [1G10(一般講演)]

11:30  [1G11(学生講演)]

11:45  [1G12(一般講演)]

13:00  [1G13(一般講演)]

13:15  [1G14(学生講演)]

13:30  [1G15(一般講演)]

13:45  [1G16(学生講演)]

14:00  [1G17(一般講演)]

14:15  [1G18(一般講演)]

14:30  [1G19(一般講演)]

14:45  [1G20(学生講演)]
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S8.電池の新しい展開

セッション3（一般講演/学生講演） 
B1会場(電池)

 

Room Temperature Synthesis of Anti-Perovskite Structured Li+-conductive Solid

Electrolyte 

〇スク゛マール マノシ゛ユ クリシナ1、浦部 晃太1、山本 貴之1、本山 宗主1、入山 恭寿1 （1. 名

古屋大学） 

リチウムイオン伝導体 LiTa2PO8の合成と結晶構造・物性 

〇石垣 範和1、片岡 邦光1、森川 大輔2、寺内 正巳2、早水 紀久子3、秋本 順二1 （1. 産業技術総合

研究所、2. 東北大学多元物質科学研究所、3. 筑波大学） 

ガーネット型リチウムイオン伝導性酸化物の単結晶育成と評価 

〇穐山 直也1,2、石田 直哉2、井手本 康2、片岡 邦光1、秋本 順二1 （1. 産業技術総合研究所

(AIST)、2. 東京理科大学） 

LiPONガラス電解質上における Liの析出溶解反応に及ぼす温度の影響 

〇本山 宗主1、廣田 正陽1、山本 貴之1、入山 恭寿1 （1. 名古屋大学） 
 
 
 

S8.電池の新しい展開

セッション4（一般講演/学生講演） 
B1会場(電池)

 

金属リチウム/ガーネット型固体電解質界面挙動の電気化学インピーダンス解析 

〇松田 翔一1 （1. 国立研究開発法人　物質・材料研究機構） 

Li6.25Al0.25La3Zr2O12複合電解質を用いた全固体電池の作製 

〇福田 航平1、程 建鋒1、金村 聖志1 （1. 首都大学東京） 

放射光による Li2CoP2O7を用いた焼結型全固体電池の電極動作解析 

〇山本 智妃呂1、土井 修一2、中西 正典1、小林 正一1、稲垣 正幸1、後藤 裕二1、加藤 充次1、山

本 慶太1、加藤 彰彦1、片岡 祐治2 （1. ＦＤ K株式会社、2. 株式会社富士通研究所） 

LiNi0.8Co0.15Al0.05O2エピタキシャル薄膜モデル電極を利用した全固体 Li電池における固

体電解質/電極界面研究 

〇枝村 紅依1、今関 大輔1、西尾 和記1、清水 亮太1,2、一杉 太郎1 （1. 東工大物質理工、2. JSTさ

きがけ） 
 
 
 

S8.電池の新しい展開

セッション5（一般講演/学生講演） 
B1会場(電池)

 

シリサイド負極活物質を用いた積層焼結型全固体電池の開発 

〇河野 羊一郎1、小林 正一1、三谷 明洋1、稲垣 正幸1、後藤 裕二1、加藤 充次1、山本 慶太1、加

藤 彰彦1、道⾒ 康弘2,3、薄井 洋行2,3、坂口 裕樹2,3 （1. FDK株式会社、2. 鳥取大院工、3. 鳥取大

GSC研究センター） 

Anatase型 TiO2電極/固体電解質界面における光照射時のリチウム脱挿入反応 

〇吉本 将隆1、平山 雅章1、堀澤 侑平1、鈴木 耕太1、菅野 了次2 （1. 東京工業大学　物質理工学

院、2. 東京工業大学　科学技術創成研究院） 

全固体リチウムイオン電池負極の X線 CTを用いた3次元構造観察と充放電特性評価 

〇兒玉 学1、小宮山 翔平1、堀 智1、鈴木 耕太1、菅野 了次1、平井 秀一郎1 （1. 東京工業大学） 

Elucidation of the origin of the inhomogenous reaction distribution in composite

electrodes for bulk-type all-solid-state lithium-Ion batteries by using operando CT-

〔19〕



15:00  [1G21(一般講演)]

15:15  [1G22(学生講演)]

15:30  [1G23(学生講演)]

15:45  [1G24(学生講演)]

16:00  [1G25(一般講演)]

16:15  [1G26(一般講演)]

16:30  [1G27(一般講演)]

16:45  [1G28(一般講演)]

17:00  [1G29(一般講演)]

17:15  [1G30(一般講演)]
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XAFS 

〇黄 溯1、戸村 愛菜1、木村 勇太1、中村 崇司1、関澤 央輝2、新田 清文2、石黒 志1、宇留賀 朋哉2

、奥村 豊旗4、唯 美津木3,5、内本 喜晴6、⾬澤 浩史1 （1. 東北大学、2. 高輝度光科学研究セン

ター、3. 理化学研究所放射光科学研究センター、4. 産業技術総合研究所、5. 名古屋大学、6. 京都

大学） 
 
 
 

S8.電池の新しい展開

セッション6（一般講演/学生講演） 
B1会場(電池)

 

エチレンジアミンを用いた Li3PS4固体電解質の液相合成 

〇伊藤 茜1、木村 拓哉1、保手浜 千絵1、作田 敦1、辰巳砂 昌弘1、林 晃敏1 （1. 大阪府立大学） 

Li3CuS2正極活物質の作製と全固体電池への応用 

〇川﨑 友輔1、作田 敦1、辰巳砂 昌弘1、林 晃敏1 （1. 大阪府立大学） 

CaX2 (X = F, Cl, I)を置換した Li2Sベース正極材料の合成と全固体 Li-S電池への適用 

〇蒲生 浩忠1、 Nguyen Huu Huy Phuc1、引間 和浩1、松田 麗子1、武藤 浩行1、松田 厚範1 （1.

豊橋技術科学大学） 
 
 
 

S8.電池の新しい展開

セッション7（一般講演/学生講演） 
B1会場(電池)

 

全固体電池電極合材の構成材料のヤング率がイオン伝導特性に及ぼす影響 

〇堀川 尚輝1、大橋 諒斉1、堀 智1、鈴木 耕太1、菅野 了次1、平井 秀一郎1 （1. 東京工業大学） 

ピラー化炭素の全固体型リチウムイオン電池負極としての応用 

〇松尾 吉晃1、小川 雄太1、甲斐 丈嗣1、稲本 純一1、後藤 和馬2 （1. 兵庫県立大学、2. 岡山大

学） 

LiBH4系錯体水素化物固体電解質を用いたリチウム-硫黄全固体電池の電極/電解質界面

安定性 

〇木須 一彰1、金 相侖2、大口 裕之1、折茂 慎一1,2 （1. 東北大学 材料科学高等研究所、2. 東北大

学 金属材料研究所） 
 
 
 

S8.電池の新しい展開

セッション8（一般講演） 
B1会場(電池)

 

錯体水素化物固体電解質と NCA酸化物正極を用いた全固体電池の作製と電気化学特性 

〇吉田 流雅1、金 相侖1、木須 一彰2、伊賀 悠太3、彦坂 英昭3、山本 洋3、折茂 慎一1,2 （1. 東北

大金研 IMR、2. 東北大 WPI-AIMR、3. 日本特殊陶業株式会社） 

錯体水素化物超リチウムイオン伝導体の水分安定性と水溶媒を用いたの液相合成 

〇金 相侖1、木須 一彰2、松浦 豊3、野口 敬太3、野上 玄器3、折茂 慎一1,2 （1. 東北大金研、2. 東

北大 WPI-AIMR、3. 三菱ガス化学株式会社） 

薄膜固体二次電池の充放電特性改善 

〇津国 和之1、殿川 孝司1 （1. 株式会社　日本マイクロニクス） 

ナトリウム伝導性新規固体電解質の物性及び電池評価 

〇横幕 裕司1、平岡 紘次1、加藤 優輝1、稲葉 航平1、宮内 響1、関 志朗1 （1. 工学院大学） 
 
 

15:00  [1G21(一般講演)]

15:15  [1G22(学生講演)]

15:30  [1G23(学生講演)]

15:45  [1G24(学生講演)]

16:00  [1G25(一般講演)]

16:15  [1G26(一般講演)]

16:30  [1G27(一般講演)]

16:45  [1G28(一般講演)]

17:00  [1G29(一般講演)]

17:15  [1G30(一般講演)]
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安定性 

〇木須 一彰1、金 相侖2、大口 裕之1、折茂 慎一1,2 （1. 東北大学 材料科学高等研究所、2. 東北大

学 金属材料研究所） 
 
 
 

S8.電池の新しい展開

セッション8（一般講演） 
B1会場(電池)

 

錯体水素化物固体電解質と NCA酸化物正極を用いた全固体電池の作製と電気化学特性 

〇吉田 流雅1、金 相侖1、木須 一彰2、伊賀 悠太3、彦坂 英昭3、山本 洋3、折茂 慎一1,2 （1. 東北

大金研 IMR、2. 東北大 WPI-AIMR、3. 日本特殊陶業株式会社） 

錯体水素化物超リチウムイオン伝導体の水分安定性と水溶媒を用いたの液相合成 

〇金 相侖1、木須 一彰2、松浦 豊3、野口 敬太3、野上 玄器3、折茂 慎一1,2 （1. 東北大金研、2. 東

北大 WPI-AIMR、3. 三菱ガス化学株式会社） 

薄膜固体二次電池の充放電特性改善 

〇津国 和之1、殿川 孝司1 （1. 株式会社　日本マイクロニクス） 

ナトリウム伝導性新規固体電解質の物性及び電池評価 

〇横幕 裕司1、平岡 紘次1、加藤 優輝1、稲葉 航平1、宮内 響1、関 志朗1 （1. 工学院大学） 
 
 

〔20〕



09:00  [1H01(一般講演)]

09:15  [1H02(学生講演)]

09:30  [1H03(学生講演)]

09:45  [1H04(学生講演)]

10:00  [1H05(学生講演)]

10:15  [1H06(一般講演)]

10:30  [1H07(学生講演)]

10:45  [1H08(学生講演)]

11:00  [1H09(一般講演)]

11:15  [1H10(一般講演)]

11:30  [1H11(一般講演)]

11:45  [1H12(一般講演)]

- 15 -

 

S8.電池の新しい展開

【電池の新しい展開】 
セッション1（一般講演/学生講演） 

B2会場(電池)
 

Laplace変換インピーダンス法を用いたリチウム金属電極における非対称な充放電抵抗

の解析 

〇谷端 直人1,2、森本 陸1、西川 慶3、武田 はやみ1,2、中山 将伸1,2,3 （1. 名古屋工業大学、2. 京都

大学 ESICB、3. 物質・材料研究機構） 

EQCMを用いたリチウム金属負極反応の追跡 

〇内野 幸奈1、新井田 麻子1、西原 果穂1、近藤 敏啓1 （1. お茶の水女子大学大学院） 

Li[N(CF3SO2)2]-スルホラン系電解液中における Li負極上に生成する被膜の解析 

〇内谷 僚宏1、芹澤 信幸1、片山 靖1 （1. 慶應義塾大学） 

添加剤含有電解液中でのリチウム金属負極の電気化学特性 

〇須藤 良太1、金村 聖志1 （1. 首都大学東京） 
 
 
 

S8.電池の新しい展開

セッション2（一般講演/学生講演） 
B2会場(電池)

 

イオン液体含浸3DOMポリイミドセパレータを用いたリチウム金属二次電池の電気化学

特性評価 

〇新堀 雄麻1、金村 聖志1 （1. 首都大学東京大学院） 

黒鉛へのリチウムイオン挿入脱離挙動に及ぼす電極構造の影響 

〇丸山 翔平1、丸山 純1、福原 知子1 （1. 大阪産業技術研究所） 

表面改質した低温焼成易黒鉛化炭素の Na吸蔵・放出特性　－ EIS測定による Naと Liの

比較－ 

〇藤井 勇生1、菅田 桂輔1、小村 五和1、久保田 成海1、鈴木 純二1 （1. 松江工業高等専門学校） 

廃タオル炭化炭素材の SIB負極としての可能性調査（Ⅱ）－加熱条件による反応抵抗の

変化－ 

〇加納 達也1、高根 愁平1、菅田 桂輔1、藤井 勇生1、中原 生惠1、鈴木 純二1 （1. 松江工業高等専

門学校） 
 
 
 

S8.電池の新しい展開

セッション3（一般講演） 
B2会場(電池)

 

グライム系電解液中における黒鉛電極への溶媒和リチウムイオン共挿入挙動 

〇稲生 朱音1、近藤 靖幸1、横山 悠子1、宮原 雄人1、宮崎 晃平1、福塚 友和2、安部 武志1 （1. 京

都大学大学院、2. 名古屋大学大学院） 

リチウム二次電池用ケイ化物電極の Li吸蔵－放出機構の解明 

〇道⾒ 康弘1,3、薄井 洋行1,3、杉本 海2,3、後藤 和馬4、坂口 裕樹1,3 （1. 鳥取大院工、2. 鳥取大院

持続性科学、3. 鳥取大 GSC研究センター、4. 岡山大院自然） 

SEI被膜形成の抑制による Li-Sn系金属間化合物負極のサイクル性向上 

〇松井 雅樹1、坂本 涼1、牧 秀志1、水畑 穣1 （1. 神戸大学） 

次世代電池構成へ向けた Si負極への Li-ナフタレン溶液による Liプレドープ技術 

〇齋藤 守弘1、石井 駿也2、近藤 篤1、栄部 比夏里3 （1. 成蹊大学、2. 東京農工大学、3. 産業技術

総合研究所） 

〔21〕



13:00  [1H13(一般講演)]

13:15  [1H14(学生講演)]

13:30  [1H15(学生講演)]

13:45  [1H16(一般講演)]

14:00  [1H17(一般講演)]

14:15  [1H18(一般講演)]

14:30  [1H19(一般講演)]

14:45  [1H20(一般講演)]

15:00  [1H21(一般講演)]

15:15  [1H22(一般講演)]
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S8.電池の新しい展開

セッション4（一般講演/学生講演） 
B2会場(電池)

 

Si系負極ナノ複合体の合成と構造, 電気化学特性 

〇淺野 翔1、平山 雅章1、畠 純一1、鈴木 耕太1、菅野 了次2 （1. 東京工業大学　物質理工学院、2.

東京工業大学　科学技術創成研究院） 

プレドープによる SiO-黒鉛複合負極の安定な作動条件の探索 

〇池田 壮志1、薬師寺 広基2、安東 信雄2、石川 正司1 （1. 関西大学、2. JSR株式会社） 

リチウム二次電池用ケイ素系負極の体積膨張メカニズムの解明 

〇安藤 明寛1,3、道⾒ 康弘2,3、薄井 洋行2,3、西川 慶4、坂口 裕樹2,3 （1. 鳥取大院持続性科学、2.

鳥取大院工、3. 鳥取大 GSC研究センター、4. 物質・材料研究機構） 
 
 
 

S8.電池の新しい展開

セッション5（一般講演） 
B2会場(電池)

 

Liドープ型 Li4Ti5O12負極を用いた無劣化 Li-S電池の創製 

〇町田 和輝1、潮田 祐丞1、川村 達哉1、宮内 響1、稲葉 航平1、石野 優貴1、高橋 圭太朗1、渡邉

正義2、関 志朗1 （1. 工学院大学、2. 横浜国立大学） 

スピネル構造を持つ Li2ZnTi3O8の反応機構 

〇向 和彦1、宇山 健1、野中 敬正1、西村 友作1 （1. (株)豊田中央研究所） 

リチウムイオン電池におけるアラミドセパレータの機能的な役割に関する研究 

〇有瀬 一郎1,3、乾 直樹3、宮原 雄人1、宮崎 晃平1,2、安部 武志1,2 （1. 京大院工、2. 京大院地環

堂、3. 住友化学㈱） 
 
 
 

S8.電池の新しい展開

セッション6（一般講演） 
B2会場(電池)

 

固相反応モデルに基づく MgMn2O4への Liインサーション反応の速度論的解析 

〇有吉 欽吾1、増田 俊平1 （1. 大阪市立大学） 

Sm0. 2Ce0. 8O2δ (SDC)添加によるリチウムイオン電池用負極材料 Fe3O4のサイクル特性

向上 

〇金 学鎬1、池田 卓2、藤田 弘輝2、三好 誠治2 （1. 九州大学、2. マツダ株式会社） 

３ D炭素電極による電極構造の３次元制御 

〇成田 海1、 Michael Citrin1、 Heng Yang1、 Xiaoxing Xia1、 Julia Greer1 （1. カリフォルニア

工科大学） 
 
 
 

S8.電池の新しい展開

セッション7（一般講演） 
B2会場(電池)

 

有機イオン液体系電解液を用いたフッ化物シャトル型二次電池における CuF2/Cu正極の

電極反応 

〇岡崎 健一1、木内 久雄1、中西 康次2、山中 俊朗1、福永 俊晴1、小久⾒ 善八1、安部 武志1 （1.

京都大学、2. 兵庫県立大） 

〔22〕



15:30  [1H23(一般講演)]

15:45  [1H24(一般講演)]

16:00  [1H25(一般講演)]

16:15  [1H26(一般講演)]

16:30  [1H27(一般講演)]

16:45  [1H28(学生講演)]

17:00  [1H29(一般講演)]

17:15  [1H30(学生講演)]

17:30  [1H31(学生講演)]

17:45  [1H32(一般講演)]

09:00  [1I01(一般講演)]
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活物質単粒子のフッ化物シャトル電池反応のその場ラマン分光 

〇山中 俊朗1、岡崎 健一1、小久⾒ 善八1、安部 武志1 （1. 京都大学） 

オペランド HAXPESによる全固体フッ化物シャトル電池内部のポテンシャル変化の可視

化 

〇木内 久雄1、櫻井 勝俊1、岡崎 健一1、中西 康次2、森田 善幸3、松原 英一郎1、安部 武志1 （1.

京都大学、2. 兵庫県立大学、3. 本田技術研究所） 
 
 
 

S8.電池の新しい展開

セッション8（一般講演/学生講演） 
B2会場(電池)

 

新規フッ化物イオン含有有機電解液中における金属フッ化物の電気化学的挙動 

〇吉岡 陸1、近藤 靖幸2、横山 悠子3、宮原 雄人1、宮崎 晃平1,2、福塚 友和4、安部 武志1,2 （1. 京

大院工、2. 京大地環堂、3. 京大産官学、4. 名大院工） 

フルオロハイドロジェネートイオン液体電解質を用いたフッ化物シャトル電池用正極材

料の開発 

〇山本 貴之1、松本 一彦1、萩原 理加1、野平 俊之1 （1. 京都大学） 

新規フッ化物イオン伝導体 K2-xRbxBiF5の結晶構造とイオン伝導性 

丹羽 栄貴1、〇森 大輔1、田港 聡1、今西 誠之1 （1. 三重大学） 

希土類硫化フッ化物を用いたフッ化物イオン伝導体の設計 

〇橘 慎太朗1、井手 一人2、山崎 久嗣2、當寺ヶ盛 健志2、小谷 幸成2、折笠 有基1 （1. 立命大院生

命、2. トヨタ自動車（株）） 
 
 
 

S8.電池の新しい展開

セッション9（一般講演/学生講演） 
B2会場(電池)

 

高温作動およびレドックスメディエーター含有空気極の利用による LiNO3/G4電解液を

用いたリチウム空気電池の充電過電圧の抑制およびサイクル特性の向上 

〇宗宮 穣1、林 義哉2、本田 怜央1、大塚 裕美3、伊藤 仁彦3、久保 佳実3、齋藤 守弘1 （1. 成蹊大

学理工、2. 東京農工大院工、3. 物質・材料研究機構） 

非水系リチウム空気電池の充電過程における過酸化リチウムとレドックスメ

ディエーターの反応性 

〇西岡 季穂1、楠元 崇孔1、森本 航太1、原田 隆史2、神谷 和秀1,2、中西 周次1,2 （1. 大阪大学・大

学院基礎工学研究科、2. 大阪大学・太陽エネルギー化学研究センター） 

Li空気電池用 LiNO3塩グライム電解液における Li析出溶解挙動の解析 

〇小山 和輝1、藤浪 太智2、林 義也2、宗宮 穣1、大塚 裕美3、伊藤 仁彦3、久保 佳実3、齋藤 守弘1

（1. 成蹊大学理工学部物質生命理工学科、2. 東京農工大学大学院工学府、3. (国研) 物質・材料研

究機構） 

スルホニウム系イオン液体電解液を用いたリチウム-空気二次電池の電池特性 

〇小野 優二1,2、宇井 幸一1、竹口 竜也1,2 （1. 岩手大学大学院、2. ALCA-SPRING） 
 
 
 

S8.電池の新しい展開

【電池の新しい展開】 
セッション1（一般講演） 

B3会場(電池)
 

コンバージョン正極の電池特性改善に向けたフッ化鉄正極の充放電反応機構の解明 

〔23〕



09:15  [1I02(一般講演)]

09:30  [1I03(一般講演)]

09:45  [1I04(一般講演)]

10:00  [1I05(一般講演)]

10:15  [1I06(一般講演)]

10:30  [1I07(一般講演)]

10:45  [1I08(一般講演)]

11:00  [1I09(一般講演)]

11:15  [1I10(一般講演)]

11:30  [1I11(学生講演)]

11:45  [1I12(学生講演)]

13:00  [1I13(一般講演)]
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〇喜多條 鮎子1、鹿野 昌弘2、栄部 比夏里2、岡田 重人3 （1. 山口大学、2. 産業技術総合研究所、3.

九州大学） 

充放電に伴う FeF3 正極の構造変化 

〇鹿野 昌弘1、宮崎 武志1、田口 昇1、栄部 比夏里1 （1. 産業技術総合研究所） 

精密充放電装置によるコンバージョン型 FeF3正極の充放電挙動解析 

〇山木 孝博1、岡崎 健一1、宮崎 武志2、鹿野 昌弘2、栄部 比夏里2、安部 武志1 （1. 京都大学、2.

産総研） 

FeF3 正極の充放電ヒステリシス挙動に及ぼすバナジン酸ガラス複合化効果 

〇宮崎 武志1、鹿野 昌弘1、栄部 比夏里1、平野 辰巳2、山木 孝博2、木内 久雄2、片山 真祥3、喜多

條 鮎子4、岡田 重人5 （1. 産業技術総合研究所、2. 京都大学、3. 立命館大学、4. 山口大学、5. 九

州大学） 
 
 
 

S8.電池の新しい展開

セッション2（一般講演） 
B3会場(電池)

 

無秩序岩塩型構造を有するリチウムマンガン酸フッ化物正極の合成と電気化学特性 

〇馬原 優治1、岡 秀亮1、中野 広幸1、田島 伸1、佐々木 厳1 （1. 豊田中央研究所） 

オリビン型正極材料の混合が NCM正極特性に与える影響 

〇忍足 暁1、野添 勉1、村田 進1、中野 豊将1、田中 伸一1、山野 晃裕2、森下 正典2、境 哲男2 （1.

住友大阪セメント(株)、2. 山形大学） 

結晶・非晶質混在リチウム過剰系 Li2MnO3の二体相関解析 

〇大石 昌嗣1、尾原 幸治2、下田 景士3、株丹 大輝1、河口 智也4、内本 喜晴3 （1. 徳島大学、2. 高

輝度光科学研究センター、3. 京都大学、4. 東北大学） 

リチウムイオン電池用正極材料0.4Li2MnO3-0.6LiMn1/3Ni1/3Co1/3O2の電気化学特性およ

び結晶構造におけるセパレータの影響について 

〇笠井 誉子1,2、藤島 亮太2、石田 直哉2、北村 尚斗2、井手本 康2 （1. 三菱製紙株式会社、2. 東京

理科大学） 
 
 
 

S8.電池の新しい展開

セッション3（一般講演/学生講演） 
B3会場(電池)

 

常温および高温における LiNi0.5Mn1.5O4薄膜電極の表面状態の解析 

〇安江 拓朗1、稲本 純一1、松尾 吉晃1 （1. 兵庫県立大学） 

LiNiO2における Li+/H+カチオン交換による電気化学特性への影響 

〇東間 崇洋1、漁師 一臣1 （1. 住友金属鉱山(株)） 

Nbを含有させた LiNiO2の結晶構造と電気化学特性 

〇下杉 瞭介1、藪内 直明2 （1. 東京電機大学、2. 横浜国立大学） 

Li3PO4 をナノ複合化させた LiNiO2の充放電特性 

〇池田 直広1、藪内 直明1、相田 平2 （1. 横浜国立大学、2. 住友金属鉱山株式会社） 
 
 
 

S8.電池の新しい展開

セッション4（一般講演/学生講演） 
B3会場(電池)

 

層状構造 LiCoxMn1xO2の高圧合成と充放電特性 

〇宇山 健1、山田 幾也2、向 和彦1 （1. (株)豊田中央研究所、2. 大阪府立大学 大学院工学研究科） 

〔24〕



13:15  [1I14(学生講演)]

13:30  [1I15(一般講演)]

13:45  [1I16(一般講演)]

14:00  [1I17(一般講演)]

14:15  [1I18(学生講演)]

14:30  [1I19(学生講演)]

14:45  [1I20(学生講演)]

15:00  [1I21(一般講演)]

15:15  [1I22(学生講演)]

15:30  [1I23(学生講演)]

15:45  [1I24(学生講演)]

16:00  [1I25(一般講演)]
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ホスホニウムイオン液体電解質中における高電位リチウム・ニッケル・マンガン酸化物

正極の室温および高温での充放電挙動 

〇阪口 祐紀1、山田 裕久1、東 敏和1、野水 大輝2、綱島 克彦2、井上 陽太郎3、酒井 智香子1、片倉

勝己1 （1. 奈良工業高等専門学校、2. 和歌山工業高等専門学校、3. 大阪産業技術研究所） 

アニオンレセプター含有有機系電解液中における LiCoPO4電極の表面反応解析 

〇戸嶋 梨乃1、近藤 靖幸1、横山 悠子1、宮原 雄人1、福塚 友和1,2、安部 武志1 （1. 京都大学、2. 名

古屋大学） 

Electrochemical Stability of Electrolytes on High-voltage Na3V2(PO4)2F3 Positive

Electrode  

〇黄 珍光1、松本 一彦1,2、萩原 理加1,2 （1. 京都大学、2. ESICB） 
 
 
 

S8.電池の新しい展開

セッション5（一般講演/学生講演） 
B3会場(電池)

 

層状／不規則岩塩型 Li2.4Cr0.8M0.8O4(M = Mn, Ti)の電気化学特性 

〇喜多條 鮎子1、水上 友1、濱口 基之2、籾田 浩義2、吉本 信子1、小口 多美夫2、岡田 重人3 （1. 山

口大学、2. 大阪大学、3. 九州大学） 

第一原理計算による Li過剰不規則岩塩型正極 Li2.4M0.8M’0.8O4 (M, M’ = Cr, Mn, Ti)の

電子状態解析 

〇濱口 基之1、籾田 浩義1,2、喜多條 鮎子3,2、岡田 重人4,2、小口 多美夫1,2 （1. 大阪大学　産業科学

研究所、2. 京都大学　触媒・電池元素戦略拠点 (ESICB)、3. 山口大学　大学研究推進機構、4. 九州

大学　先導物質化学研究所 ） 

Mgで置換した高電圧 Ni/Mn系スピネル酸化物の合成と電気化学特性 

〇壬生 衣澄1、藪内 直明2 （1. 東京電機大学、2. 横浜国立大学） 

リチウム過剰バナジウム系酸化物正極材料の研究 

〇小沼 樹1、藪内 直明1 （1. 横浜国立大学） 
 
 
 

S8.電池の新しい展開

セッション6（一般講演/学生講演） 
B3会場(電池)

 

リチウム二次電池正極材料 Li2Mn1-xRuxO3の相境界領域での電気化学的特性 

〇大沼 瞭1、森 大輔1、田港 聡1、丹羽 栄貴1、今西 誠之1 （1. 三重大学） 

Li2RuO3の電気化学特性に影響する各種因子の検討 

〇松崎 魁斗1、藪内 直明1、政広 泰2 （1. 横浜国立大学、2. 田中貴金属工業株式会社） 

希薄電極法による Li[Ni1/2Mn3/2]O4の粒子および電極のレート特性 

〇須川 純1、増田 俊平1、有吉 欽吾1 （1. 大阪市立大学） 
 
 
 

S8.電池の新しい展開

セッション7（一般講演/学生講演） 
B3会場(電池)

 

x=0.09までリチウム脱離した LixNi0.35Mn0.30Co0.35O2の緩和解析 

〇亢 健1、高井 茂臣1、薮塚 武史1、八尾 健2 （1. 京都大学エネルギー科学研究科、2. 京都大学） 

LiFePO4・ Li4Ti5O12二相反応系電極を用いたフルセルにおける不可逆反応の解析 

〇表 勇毅1、片山 真祥2、稲田 康宏1、折笠 有基1 （1. 立命大院生命、2. 立命大 SRセンター） 

〔25〕



16:15  [1I26(一般講演)]

16:30  [1I27(一般講演)]

16:45  [1I28(一般講演)]

17:00  [1I29(一般講演)]

17:15  [1I30(一般講演)]

10:45  [1J01(一般講演)]

11:00  [1J02(一般講演)]

11:15  [1J03(一般講演)]

11:30  [1J04(一般講演)]

13:00  [1J05(学生講演)]

13:15  [1J06(学生講演)]

13:30  [1J07(学生講演)]
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in situ赤外分光法によるプルシャンブルー類似体の酸化反応観察 

〇丹羽 秀治1、守屋 利昭1、守友 浩1 （1. 筑波大学） 
 
 
 

S8.電池の新しい展開

セッション8（一般講演） 
B3会場(電池)

 

精密充放電装置によるリチウムイオン電池用高電位正極の充放電挙動解析（５） 

〇山木 孝博1、岡崎 健一1、安部 武志1 （1. 京都大学） 

高温保管した Ni系リチウムイオン二次電池の微分容量解析 

〇藤田 耕輔1、杜 雅婷1、白仁田 沙代子1、曽根 理嗣2、細野 英司3、朝倉 大輔3、松田 弘文3、梅田

実1 （1. 長岡技術科学大学、2. 宇宙航空研究開発機構、3. 産業技術総合研究所） 

リチウム二次電池の正極電位決定反応 

〇神崎 愷1、國仙 久雄1、鈴木 憲子2、佐藤 生男3 （1. 東京学芸大学、2. 昭和薬科大学、3. 神奈川

工科大学） 

スピンコート法により作製した LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2薄膜電極の界面反応解析 

〇王 文聡1、近藤 靖幸2、横山 悠子3、宮原 雄人1、宮崎 晃平1,2、安部 武志1,2 （1. 京大・院工、2.

京大・地環堂、3. 京大・産官学） 
 
 
 

S13.化学センサの新展開

【化学センサの新展開】 
セッション1（一般講演） 

C1会場(センサ)
 

Au系電極を用いた YSZセンサの VOC検知特性：スピンコーティング法による薄膜検知極

の作製と特性評価 

〇上田 太郎1、大井手 延光1、鎌田 海1、兵頭 健生1、清水 康博1 （1. 長崎大学） 

h-BN補助電極を用いた起電力式水素センサの応答特性に及ぼす湿式ミリングの効果 

〇板垣 吉晃1、上田 裕司1、猿丸 英理1、青野 宏通1 （1. 愛媛大学） 

混合伝導体を拡散層に用いた限界電流型酸素センサの酸素検知特性 

〇石原 達己1、松本 真都1 （1. 九州大学） 

c軸配向アパタイト型ランタンシリケート固体電解質を用いた起電力式 CO2センサ 

馬 楠1、井手 慎吾1,2、末松 昂一1、〇渡邉 賢1、島ノ江 憲剛1 （1. 九州大学、2. 三井金属鉱業（株

）） 
 
 
 

S13.化学センサの新展開

セッション2（学生講演） 
C1会場(センサ)

 

単斜晶酸化タングステンによる NO2の低温・低濃度検知 

〇坂尾 実希1、橋新 剛1、久保田 弘1 （1. 熊本大学） 

(La, Y)2O3/SnO2積層型センサの CO2応答に対する(La, Y)2O3層の表面被覆性改善の効果 

〇大野 賢1、岩田 達哉2、高橋 一浩1、澤田 和明1 （1. 豊橋技術科学大学、2. 富山県立大学） 

薄膜ガスセンサの pn接合形成による粒界障壁効果 

〇奈良 康賢1、佐藤 宏1、坂口 知聡1、橋新 剛1、連川 貞弘1、久保田 弘1 （1. 熊本大学） 
 
 

〔26〕



13:45  [1J08(一般講演)]

14:00  [1J09(一般講演)]

14:15  [1J10(一般講演)]

14:30  [1J11(一般講演)]

14:45  [1J12(特別講演)]

15:30  [1J13(特別講演)]

16:00  [1J14(受賞講演)]

16:30  [1J15(受賞講演)]

13:00  [1K01(特別講演)]
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S13.化学センサの新展開

セッション3（一般講演） 
C1会場(センサ)

 

MgFe2O4系 COセンサにおける水蒸気の影響 

〇小畑 賢次1、松嶋 茂憲1 （1. 北九州工業高等専門学校） 

p-MgO/n-MgFe2O4接合界面での電位障壁高さ 

〇橋新 剛1,3、坂口 知聡2、奈良 康賢2、連川 貞弘1、松田 元秀1、久保田 弘3 （1. 熊本大学大学院先

端科学研究部、2. 熊本大学大学院自然科学教育部、3. 熊本大学大学院パルスパワー科学研究所） 

吸着燃焼式マイクロガスセンサ：触媒担体の組成が VOC検知特性に及ぼす効果 

〇兵頭 健生1、松浦 侑馬1、笹原 隆彦2、鎌田 海1、上田 太郎1、清水 康博1 （1. 長崎大学、2. 矢崎

エナジーシステム株式会社） 

二種類の NOx分析チップによる呼気中 NO測定法の検討 

〇浅沼 光吾1、沼田 佳大1、丸尾 容子1 （1. 東北工業大学） 
 
 
 

S13.化学センサの新展開

セッション4（特別講演） 
C1会場(センサ)

 

Intelligent Gas Sensing System and Its Applications 

〇饒 達仁1 （1. 國立清華大學） 
 
 
 

S13.化学センサの新展開

セッション5（特別講演） 
C1会場(センサ)

 

Room-temperature Operated Graphene-based Gas Sensing Membrane 

〇楊 家銘1 （1. Chang Gung University） 
 
 
 

S13.化学センサの新展開

セッション6（受賞講演） 
C1会場(センサ)

 

ビーズ型半導体式ガスセンサの駆動温度による検知機構の開発 

〇栗林 晴美1 （1. NISSHAエフアイエス株式会社） 
 
 
 

S13.化学センサの新展開

セッション7（受賞講演） 
C1会場(センサ)

 

表面プラズモン共鳴センサを用いた匂い分子の超高感度検出に関する研究開発 

〇小野寺 武1 （1. 九州大学） 
 
 
 

S18.電力貯蔵技術の新しい展開

【電力貯蔵技術の新しい展開】 
セッション1（特別講演） 

C2会場(電力貯蔵/固体/固体)
 

蓄電技術(LiB,Pb-PbO2､ Ni-mH､ EDLC)での火災事故とその対策と最新動向 

〔27〕



13:45  [1K02(特別講演)]

14:30  [1K03(特別講演)]

15:30  [1K04(一般講演)]

15:45  [1K05(一般講演)]

16:00  [1K06(一般講演)]

10:15  [1L01(一般講演)]

10:30  [1L02(一般講演)]

10:45  [1L01-03-add]

11:00  [1L03(一般講演)]
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〇西野 敦1 （1. 西野技術士事務所） 
 
 
 

S18.電力貯蔵技術の新しい展開

セッション2（特別講演） 
C2会場(電力貯蔵/固体/固体)

 

BESSの安全性評価と国際標準化・認証基盤整備の取組 

〇中島 基樹1、中田 忍1 （1. 独立行政法人　製品評価技術基盤機構） 
 
 
 

S18.電力貯蔵技術の新しい展開

セッション3（特別講演） 
C2会場(電力貯蔵/固体/固体)

 

大型蓄電池の安全性評価法の開発と国際標準化 

〇本多 啓三1 （1. 一般財団法人　電気安全環境研究所） 
 
 
 

S18.電力貯蔵技術の新しい展開

セッション4（一般講演） 
C2会場(電力貯蔵/固体/固体)

 

中性子回折によるバックアップ用電池の経時変化観察 

〇荒井 創1、池澤 篤憲1、正代 尊久2、斉藤 景一2、米村 雅雄3、齊藤 高志3、神山 崇3 （1. 東京工

業大学、2. NTTファシリティーズ、3. 高エネルギー加速器研究機構） 

高活性なシームレスカーボン材料を電極とするレドックスフロー電池 

〇石飛 宏和1、白石 壮志1、塚田 豪彦2、冨田 夏美2、土岐 帆乃佳1、中川 紳好1 （1. 群馬大学、2.

アイオン） 

分子集積型ビオローゲンを活物質に用いた有機レドックスフロー電池 

大平 昭博1、舩木 敬1、石田 絵利香1、〇佐藤 縁1 （1. 国立研究開発法人産業技術総合研究所） 
 
 
 

S10.キャパシタ技術の新しい展開

【キャパシタ技術の新しい展開】 
セッション1（一般講演） 

C3会場(キャパシタ/キャパシタ/マイクロ-ナノ)
 

電位窓の広い水系電解液を用いたキャパシタ (Ⅲ) 

朴 潤烈1、〇杉林 祐至1、冨安 博1、新子 比呂志1、斉藤 誠2 （1. 株式会社クオルテック、2. 大阪産

業技術研究所） 

Bis(fluorosulfonyl)amide塩濃厚水系電解液中における活性炭電極のキャパシタ特性 

〇近藤 靖幸1、宮崎 晃平1,2、横山 悠子3、宮原 雄人2、福塚 友和4、安部 武志1,2 （1. 京大・地環

堂、2. 京大・院工、3. 京大・産官学、4. 名大・院工） 

休憩 

官能基を制御した酸化グラフェン膜の電気化学キャパシタ特性 

〇鯉沼 陸央1、本田 実佐希1、大堀 慶1、伊田 進太郎1 （1. 熊本大学） 
 
 

13:45  [1K02(特別講演)]

14:30  [1K03(特別講演)]

15:30  [1K04(一般講演)]

15:45  [1K05(一般講演)]

16:00  [1K06(一般講演)]

10:15  [1L01(一般講演)]

10:30  [1L02(一般講演)]

10:45  [1L01-03-add]

11:00  [1L03(一般講演)]
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〇西野 敦1 （1. 西野技術士事務所） 
 
 
 

S18.電力貯蔵技術の新しい展開

セッション2（特別講演） 
C2会場(電力貯蔵/固体/固体)

 

BESSの安全性評価と国際標準化・認証基盤整備の取組 

〇中島 基樹1、中田 忍1 （1. 独立行政法人　製品評価技術基盤機構） 
 
 
 

S18.電力貯蔵技術の新しい展開

セッション3（特別講演） 
C2会場(電力貯蔵/固体/固体)

 

大型蓄電池の安全性評価法の開発と国際標準化 

〇本多 啓三1 （1. 一般財団法人　電気安全環境研究所） 
 
 
 

S18.電力貯蔵技術の新しい展開

セッション4（一般講演） 
C2会場(電力貯蔵/固体/固体)

 

中性子回折によるバックアップ用電池の経時変化観察 

〇荒井 創1、池澤 篤憲1、正代 尊久2、斉藤 景一2、米村 雅雄3、齊藤 高志3、神山 崇3 （1. 東京工

業大学、2. NTTファシリティーズ、3. 高エネルギー加速器研究機構） 

高活性なシームレスカーボン材料を電極とするレドックスフロー電池 

〇石飛 宏和1、白石 壮志1、塚田 豪彦2、冨田 夏美2、土岐 帆乃佳1、中川 紳好1 （1. 群馬大学、2.

アイオン） 

分子集積型ビオローゲンを活物質に用いた有機レドックスフロー電池 

大平 昭博1、舩木 敬1、石田 絵利香1、〇佐藤 縁1 （1. 国立研究開発法人産業技術総合研究所） 
 
 
 

S10.キャパシタ技術の新しい展開

【キャパシタ技術の新しい展開】 
セッション1（一般講演） 

C3会場(キャパシタ/キャパシタ/マイクロ-ナノ)
 

電位窓の広い水系電解液を用いたキャパシタ (Ⅲ) 

朴 潤烈1、〇杉林 祐至1、冨安 博1、新子 比呂志1、斉藤 誠2 （1. 株式会社クオルテック、2. 大阪産

業技術研究所） 

Bis(fluorosulfonyl)amide塩濃厚水系電解液中における活性炭電極のキャパシタ特性 

〇近藤 靖幸1、宮崎 晃平1,2、横山 悠子3、宮原 雄人2、福塚 友和4、安部 武志1,2 （1. 京大・地環

堂、2. 京大・院工、3. 京大・産官学、4. 名大・院工） 

休憩 

官能基を制御した酸化グラフェン膜の電気化学キャパシタ特性 

〇鯉沼 陸央1、本田 実佐希1、大堀 慶1、伊田 進太郎1 （1. 熊本大学） 
 
 

〔28〕



11:15  [1L04(特別講演)]

13:30  [1L05(学生講演)]

13:45  [1L06(学生講演)]

14:00  [1L07(学生講演)]

14:15  [1L08(学生講演)]

14:30  [1L09(学生講演)]

14:45  [1L10(学生講演)]

15:00  [1L11(学生講演)]

15:15  [1L12(学生講演)]

15:30  [1L13(一般講演)]
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S10.キャパシタ技術の新しい展開

セッション2（特別講演） 
C3会場(キャパシタ/キャパシタ/マイクロ-ナノ)

 

濃厚電解液の精密構造解析と分子レベル機能設計 

〇藤井 健太1 （1. 山口大学大学院） 
 
 
 

S10.キャパシタ技術の新しい展開

セッション3（学生講演） 
C3会場(キャパシタ/キャパシタ/マイクロ-ナノ)

 

バナジウムイオンレドックス型ハイブリッドキャパシタの開発 

〇半澤 侑弥1、吉原 佐知雄1 （1. 宇都宮大学） 

RuO2ナノシートと MnO2微粒子の相乗効果によるキャパシタンス向上 

〇齋藤 亮太1、佐藤 祐輔2、滝本 大裕2,3、秀島 翔1,2,3、杉本 渉1,2,3 （1. 信州大院総合工、2. 信州大

維維、3. 信州大先鋭材料研究所） 

高濃度リチウム塩を含む Liイオンキャパシタ用 TetraPEGゲル電解質の電気化学特性 

〇韓 智海1、藤井 健太1 （1. 山口大学　大学院） 

TiO2(B)ナノシートの小型化に伴う表面レドックス挙動の解析 

(Analysis of surface redox properties of TiO2(B) nanosheets associated with their

miniaturization ) 

〇長谷 樹1、滝本 大裕2,3、秀島 翔1,2,3、杉本 渉1,2,3 （1. 信州大院総合工、2. 信州大繊維、3. 信州

大先鋭材料研究所） 
 
 
 

S10.キャパシタ技術の新しい展開

セッション4（学生講演） 
C3会場(キャパシタ/キャパシタ/マイクロ-ナノ)

 

人造と天然黒鉛を出発材料としたデブリフリー還元型酸化グラフェンの電気化学特性 

〇伊藤 佳那1、齋藤 亮太1、滝本 大裕2,3、秀島 翔1,2,3、杉本 渉1,2,3 （1. 信州大学総合工、2. 信州大

繊維、3. 信州大先鋭材料研究所） 

ハイブリッドキャパシタ用デュアルカチオン電解液による H2ガス発生抑制メカ

ニズムの解析 

〇近岡 優1、奥野 雄太1、櫻井 雅人1、上田 司1、岩間 悦郎1、直井 和子2、直井 勝彦1,3 （1. 東京農

工大学、2. 有限会社ケー・アンド・ダブ ル、3. 次世代キャパシタ研究センタ ー） 

Effect of Nitrogen-Doping in Graphene on the Performance as a Supercapacitor

Electrode 

〇ヤダヴ ロヒト1、ジョシ プレルナ1、原 正則1、吉村 雅満1 （1. 豊田工業大学） 

Mn-Ni酸化物固溶体電極のキャパシタ特性と充放電機構 

〇丹羽 優希1、犬飼 潤治2、野原 愼士2 （1. 山梨大学　大学院医工農学総合教育部、2. 山梨大学　

クリーンエネルギー研究センター） 
 
 
 

S10.キャパシタ技術の新しい展開

セッション5（一般講演） 
C3会場(キャパシタ/キャパシタ/マイクロ-ナノ)

 

EDLCキャパシタの4V駆動に向けた結晶/非晶カーボン電極の開発 

〇澤田 裕樹1、和田 拓也1、福井 弘司1、中壽賀 章1 （1. 積水化学工業（株）） 

〔29〕



15:45  [1L14(一般講演)]

16:00  [1L15(一般講演)]

16:15  [1L16(一般講演)]

16:30  [1L17(特別講演)]

09:00  [1M01(一般講演)]

09:15  [1M02(学生講演)]

09:30  [1M03(一般講演)]

09:45  [1M04(一般講演)]

10:00  [1M05(一般講演)]

10:15  [1M06(一般講演)]

10:30  [1M07(一般講演)]

10:45  [1M08(一般講演)]
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RuO2ナノシートと TiO2ナノシートのシナジー効果による RuO2のキャパシタンス向上 

〇佐藤 祐輔1、齋藤 亮太2、滝本 大裕1,3、秀島 翔1,2,3、杉本 渉1,2,3 （1. 信州大繊維、2. 信州大院総

合工、3. 信州大 RISM研） 

キャパシタへの応用を指向した2成分系有機イオン性柔粘性結晶の作製とイオン伝導性評

価 

〇藤田 正博1、山口 将平1、竹岡 裕子1、陸川 政弘1、久保田 智志2、石本 修一2 （1. 上智大学、2.

日本ケミコン） 

2成分系有機イオン性柔粘性結晶を用いた電気二重層キャパシタ 

〇石本 修一1、久保田 智志1、白石　晏義1、藤田 正博2 （1. 日本ケミコン(株)、2. 上智大学） 
 
 
 

S10.キャパシタ技術の新しい展開

セッション6（特別講演） 
C3会場(キャパシタ/キャパシタ/マイクロ-ナノ)

 

電極カーボン材料における高耐食性と高比表面積の両立 

〇西原 洋知1 （1. 東北大学） 
 
 
 

S16.ナノスケール界面・表面の構造とダイナミクス

【ナノスケール界面・表面の構造とダイナミクス】 
セッション1（一般講演/学生講演） 

C4会場(ナノ界面)
 

減衰全反射遠紫外分光法を用いたイオン液体電解液中での金属イオン溶媒和による電子

構造解析 

〇今井 雅也1、田邉 一郎1、池羽田 晶文2、尾崎 幸洋3、福井 賢一1,4 （1. 大阪大学、2. 農研機

構、3. 関西学院大学、4. 分子科学研究所） 

イオン液体/電極界面におけるイオン吸着脱離ヒステリシスのアルキル鎖構造依存性 

〇岸田 響1、斉 成紫1、周 尉2、岩橋 崇1、大内 幸雄1 （1. 東京工業大学、2. 上海大学） 

金属ナノ構造界面におけるプロトン伝導性柔粘性結晶の相転移挙動評価 

〇福島 知宏1、鈴木 慎哉2、村越 敬1 （1. 北海道大学大学院理学研究院、2. 北海道大学大学院総

合化学院） 

表面増強電子ラマン散乱による電気化学界面のその場計測 

磯貝 太一1、本林 健太1、〇池田 勝佳1 （1. 名古屋工業大学） 
 
 
 

S16.ナノスケール界面・表面の構造とダイナミクス

セッション2（一般講演） 
C4会場(ナノ界面)

 

サブナノを拓くシェル被覆ナノ粒子増強ラマン分光法 

〇葛目 陽義1、山元 公寿1 （1. 東京工業大学） 

Tip-enhanced Raman spectroscopy of displacement process in mixed self-

assembled monolayers of aromatic thiolates on Au(111) 

〇ＨＯＮＧ ＭＩＳＵＮ1、横田 泰之1、早澤 紀彦1、數間 恵弥子1、金 有洙1 （1. 理化学研究所） 

SEIRASによる有機電解液/電極界面の研究 

〇田澤 航平1、梅田 実1、曽根 理嗣2、細野 英司3、朝倉 大輔3、松田 弘文3、大澤 雅俊1,4 （1. 長

岡技術科学大学、2. 宇宙航空研究開発機構、3. 産業技術総合研究所、4. 北海道大学） 

Anion-Modulated Electrolyte/Monolayer/Electrolyte Interface in Redox-Active Self-

Assembled Monolayers Probed with Photoelectron Spectroscopy 

〔30〕



11:00  [1M09(学生講演)]

11:15  [1M10(一般講演)]

11:30  [1M11(一般講演)]

11:45  [1M12(一般講演)]

13:00  [1M13(受賞講演)]

13:30  [1M14(一般講演)]

13:45  [1M15(一般講演)]

14:00  [1M16(一般講演)]

14:15  [1M17(一般講演)]

14:30  [1M18(学生講演)]

14:45  [1M19(一般講演)]
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〇ウォン レイモンド1、横田 泰之1、脇坂 暢2、犬飼 潤治3、金 有洙1 （1. 理化学研究所、2. 富山

県立大学、3. 山梨大学） 
 
 
 

S16.ナノスケール界面・表面の構造とダイナミクス

セッション3（一般講演/学生講演） 
C4会場(ナノ界面)

 

電気化学電位制御下における界面分子挙動の光制御 

〇小山田 伸明1、南本 大穂2、村越 敬2 （1. 北大院総化、2. 北大院理） 

コア／シェル量子ドットの電子構造が光励起電子移動に及ぼす影響 

〇上松 太郎1、笹倉 卓也1、鳥本 司2、桑畑 進1 （1. 大阪大学、2. 名古屋大学） 

Synthesis of color-tunable Ag(InxGa1– x)S2/GaSy core/shell quantum dots 

〇 Hoisang Watcharaporn1、上松 太郎1、鳥本 司2、桑畑 進1 （1. 大阪大学 、2. 名古屋大学） 

ゾル・ゲル法による量子ドット蛍光体を分散させた固体マトリクスの調製 

〇西村 大輝1、上松 太郎1、鳥本 司2、桑畑 進1 （1. 大阪大学、2. 名古屋大学） 
 
 
 

S16.ナノスケール界面・表面の構造とダイナミクス

セッション4（受賞講演/一般講演） 
C4会場(ナノ界面)

 

配位構造が精密制御された単一原子電子移動触媒の開発 

〇神谷 和秀1 （1. 大阪大学） 

ナノ構造電極界面における同位体水素発生反応の速度論的検証 

〇南本 大穂1、逢坂 凌1、向山 義治2、村越 敬1 （1. 北海道大学、2. 東京電機大学） 

水素発生反応を用いた合金サブナノ粒子の特性評価 

〇清水 佳那1、葛目 陽義2、今岡 享稔1,2、山元 公寿1,2 （1. 東京工業大学　化学生命科学研究

所、2. JST-ERATO） 
 
 
 

S16.ナノスケール界面・表面の構造とダイナミクス

セッション5（一般講演/学生講演） 
C4会場(ナノ界面)

 

アルカリ溶液中における有機物修飾した Pt単結晶表面上の水素酸化反応/水素発生反応 

〇鷹屋 祥平1、久米田 友明1、中村 将志1、星 永宏1、宮武 健治2 （1. 千葉大学、2. 山梨大学） 

金属窒素共ドープ炭素材料の熱処理条件が二酸化炭素還元能へ与える影響 

〇岩瀬 和至1、神谷 和秀2、 Herranz Juan3、 Ebner Kathrin3、 Diercks Justus3、本間 格1、中西

周次2 （1. 東北大学多元物質科学研究所、2. 大阪大学太陽エネルギー化学研究センター、3.

ポールシェラー研究所） 

ニッケル電極上に構築した白金薄膜の酸素還元特性 

〇松野 里早子1、デリシャティ デリニカ1、近藤 敏啓1 （1. お茶の水女子大学） 

Effect of Salt Concentration in the Electrolyte on Solvation Structure at

Electrode/Electrolyte Interface 

〇王 磊1、野口 秀典1,2、魚崎 浩平2 （1. 北海道大学、2. 物材機構） 
 
 

〔31〕



15:00  [1M20(学生講演)]

15:15  [1M21(一般講演)]

15:30  [1M22(一般講演)]

15:45  [1M23(一般講演)]

16:00  [1M24(一般講演)]

16:15  [1M25(学生講演)]

16:30  [1M26(一般講演)]

10:45  [1N01(一般講演)]

11:00  [1N02(一般講演)]

11:15  [1N03(一般講演)]

13:00  [1N04(一般講演)]
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S16.ナノスケール界面・表面の構造とダイナミクス

セッション6（一般講演/学生講演） 
C4会場(ナノ界面)

 

走査型電気化学セル顕微鏡を用いた電気二重層キャパシタ材料の局所電気化学計測 

〇河邉 佑典1、唐 睿2、西原 洋知2、福間 剛士1、高橋 康史1,3 （1. 金沢大学、2. 東北大学、3.

JSTさきがけ） 

Solvent-dependent Adsorption Structure of Nafion on Pt(111) Surface 

Devivaraprasad Ruttala1、〇増田 卓也1 （1. 物質・材料研究機構） 

Nafion極薄膜/Pt(111)界面構造の解析 

〇金内 理矩1、齋藤 僚1、加藤 優1、田村 和久2、八木 一三1 （1. 北海道大学、2. 原子力機構） 

水溶性ポリマーが形成するナノ構造分子膜の表面構造・機能解析 

〇澤口 隆博1、黒澤 茂1、田中 睦生2 （1. 産業技術総合研究所、2. 埼玉工業大学） 
 
 
 

S16.ナノスケール界面・表面の構造とダイナミクス

セッション7（一般講演/学生講演） 
C4会場(ナノ界面)

 

Pd高指数面の水素吸蔵・酸化物生成のカチオン依存性 

〇木口 史也1、中村 将志1、星 永宏1 （1. 千葉大学） 

金基板上へのペロブスカイト構造の Layer-by-Layer構築 

〇高張 真美1、近藤 敏啓1 （1. お茶の水女子大学） 

ベンゼン水溶液中 TiO2(110)単結晶電極表面ステップテラス構造のフェノール光生成電

極反応への影響 

〇永岡 駿1、門野 慎1、福井 賢一1、今西 哲士1 （1. 大阪大学） 
 
 
 

一般学術講演分類

３．材料・デバイス：3.1表示材料・素子、3.2蛍光体材料、3.3その他の材料 
セッション1（一般講演） 

D1会場(基礎/基礎/クロモ)
 

無電解めっきによるガスセンシングデバイス用電極の作製 

〇安田 美菜子1、橋新 剛1、久保田 弘1 （1. 熊本大学） 

銀スズ合金めっき圧延材のナノインデンテーション硬さ測定 

〇横堀 高志1、都丸 幸一1、木内 寛1、野崎 博文1、平野 輝美2 （1. 信越理研シルコート工場株式

会社、2. 平野技術士事務所） 

W-Mo-O複合酸化物の合成と評価 

〇福士 大輔1、佐々木 亮人1、末永 誠一1 （1. 東芝マテリアル株式会社） 
 
 
 

一般学術講演分類

２．電気化学応用：2.1エネルギー化学、2.2工業電解、2.3電析・表面処理、2.4環境化学、2.5応用一
般 
セッション2（一般講演/学生講演） 

D1会場(基礎/基礎/クロモ)
 

有毒植物等の利用と使用済み活性炭の再利用による低コスト型リサイクル電池のための

電極の試作と評価 

〇小松 真治1 （1. 東海大学） 

〔32〕



13:15  [1N05(学生講演)]

13:30  [1N06(一般講演)]

13:45  [1N07(一般講演)]

14:00  [1N08(一般講演)]

14:15  [1N09(学生講演)]

14:30  [1N10(一般講演)]

15:00  [1N11(一般講演)]

15:15  [1N12(一般講演)]

15:30  [1N13(一般講演)]
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気泡撹拌によるアルミニウム陽極酸化の電極表面温度に関する三次元数値解析 

〇藤中 恵都子1,2、鳥居 健次郎1、兒玉 学1、平井 秀一郎1 （1. 東京工業大学、2. 株式会社 LIXIL） 

ウシ乳房炎診断チップ開発を目的とした SECMによる免疫機能評価 

〇熊谷 龍馬1、齋藤 咲椰1、高梨 遥1、熊谷 正志2、葛西 重信1 （1. 東北工業大学、2. 杜の熊動物

病院） 
 
 
 

一般学術講演分類

１．電気化学基礎：1.1溶液化学、1.2反応・基礎一般、1.3測定法、1.4溶融塩 
セッション3（一般講演/学生講演） 

D1会場(基礎/基礎/クロモ)
 

輸率も考慮したワールブルグインピーダンス等価回路理論の多孔質電極への拡張 

〇城間 純1、藤原 直子1、山崎 眞一1、朝日 将史1、永井 つかさ1、五百蔵 勉1 （1. 産業技術総合研

究所） 

実環境下における全固体型残留塩素センサの応答挙動 

〇吉田 和之1、岡村 昂汰1、氏家 俊太郎1、岡崎 慎司1 （1. 横浜国立大学） 

電子分極可能 MDによる電極電解液界面電子移動の理論的研究 

〇高橋 健1、中農 浩史1,2、佐藤 啓文1,2,3 （1. 京都大学大学院工学研究科分子工学専攻、2. 京都大

学 ESICB、3. 京都大学福井謙一記念研究センター） 

GUIによる初期値推定補助機能を実装した新しい電気化学インピーダンス解析ソフト 

〇小林 清1、鈴木 達1 （1. 国立研究開発法人物質・材料研究機構） 
 
 
 

一般学術講演分類

１．電気化学基礎：1.1溶液化学、1.2反応・基礎一般、1.3測定法、1.4溶融塩 
セッション4（一般講演） 

D1会場(基礎/基礎/クロモ)
 

ジュール熱容量法による MHD電極におけるイオン空孔反応熱測定法 

〇青柿 良一1,2、杉山 敦史3,4,2、三浦 誠5、押切 剛伸6、三浦 美紀7、森本 良一8、茂木 巖9、高木

智士10、山内 悠輔11,2 （1. 職業能力開発総合大学校、2. 物質・材料研究機構、3. 吉野電化工

業、4. 早稲田大学ナノ・ライフ創新研究機構、5. 北海道職業能力開発大学校、6. 山形県立産業技

術短期大学校、7. ポリテクセンター君津、8. 埼玉県産業技術総合センター、9. 東北大学金属材料

研究所、10. 福島大学大学院共生システム理工学研究科、11. クィーンズランド大学） 

多重 MHD電極による銅の酸化還元反応における正負イオン空孔の反応熱測定 

〇三浦 誠1、押切 剛伸2、杉山 敦史3,4,5、高木 智士6、森本 良一7、茂木 巖8、三浦 美紀9、山内 悠

輔10,5、青柿 良一11,5 （1. 北海道職業能力開発大学校、2. 山形県立産業技術短期大学校、3. 吉野

電化工業、4. 早稲田大学ナノ・ライフ創新研究機構、5. 物質・材料研究機構、6. 福島大学大学院

共生システム理工学研究科、7. 埼玉県産業技術総合センター、8. 東北大学金属材料研究所、9. ポ

リテクセンター君津、10. クィーンズランド大学、11. 職業能力開発総合大学校） 

多重 MHD電極によるフェリシアン・フェロシアン酸化還元反応における正負イオン空

孔の反応熱測定 

〇杉山 敦史1,2,3、三浦 誠4、押切 剛伸5、森本 良一6、三浦 美紀7、逢坂 哲彌2、茂木 巖8、山内 悠

輔3,9、青柿 良一3,10 （1. 吉野電化工業株式会社、2. 早稲田大学ナノ・ライフ創新研究機構、3. 物

質・材料研究機構、4. 北海道職業能力開発大学校、5. 山形県立産業技術短期大学校、6. 埼玉県産

業技術総合センター、7. ポリテクセンター君津、8. 東北大学金属材料研究所、9. クィーンズラン

ド大学、10. 職業能力開発総合大学校） 
 
 

〔33〕



15:45  [1N14(一般講演)]

16:00  [1N15(一般講演)]

16:15  [1N16(一般講演)]

10:00  [1O01(学生講演)]

10:15  [1O02(学生講演)]

10:30  [1O03(一般講演)]

10:45  [1O04(学生講演)]

11:00  [1O05(学生講演)]

11:15  [1O06(学生講演)]

11:30  [1O07(一般講演)]

11:45  [1O08(一般講演)]
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一般学術講演分類

１．電気化学基礎：1.1溶液化学、1.2反応・基礎一般、1.3測定法、1.4溶融塩 
セッション5（一般講演） 

D1会場(基礎/基礎/クロモ)
 

回転磁気電析におけるキラル対称性の破れ 

〇茂木 巌1、森本 良一2、青柿 良一3、高橋 弘紀1 （1. 東北大学金研、2. SAITEC、3. 職業大） 

イオン空孔由来のナノバブルによる銅酸化皮膜形成阻止効果 

押切 剛伸1、高木 智士9、浅田 隆志9、〇三浦 誠2、杉山 敦史3,4,5、三浦 美紀6、森本 良一7、茂木

巖8、山内 悠輔10,5、青柿 良一11,5 （1. 山形県立産業技術短期大学校、2. 北海道職業能力開発大学

校、3. 吉野電化工業（株）、4. 早稲田大学ナノ・ライフ創新研究機構、5. 物質･材料研究機

構、6. ポリテクセンター君津、7. 埼玉県産業技術総合センター、8. 東北大学金属材料研究所、9.

福島大学大学院、10. Univ. of Queensland、11. 職業能力開発総合大学校） 

高磁場中におけるイオン空孔由来のマイクロバブルによる垂直 MHD流れの測定 

〇高木 智士1、浅田 隆志1、押切 剛伸2、茂木 巌3、青柿 良一4,5 （1. 福島大学大学院　共生システ

ム理工学研究科、2. 山形産業技術短期大学校、3. 東北大学金属材料研究所、4. 職業能力開発総合

大学校、5. 物質・材料研究機構） 
 
 
 

S6.溶融塩化学・技術の新展開

【溶融塩化学・技術の新展開】 
セッション1（一般講演/学生講演） 

D2会場(溶融塩)
 

構造の異なる4級イオン液体中での酸素還元挙動の解析 

〇東 敏和1、山田 裕久1、阪口 祐紀1、野水 大輝2、綱島 克彦2、酒井 智香子1、片倉 勝己1 （1. 奈

良工業高等専門学校、2. 和歌山工業高等専門学校） 

室温におけるフッ素ガス製造: 純度と電流効率 

〇島 圭太1、杉本 拓哉、松本 一彦1、萩原 理加1 （1. 京都大学大学院エネルギー科学研究科） 

Electrodeposition of Co in an Amide-type Ionic Liquid under a Magnetic Field 

〇 Manjum Marjanul1、 Serizawa Nobuyuki1、 Katayama Yasushi1 （1. Keio Univ.） 

TiCl4を含有する AlCl-EMICイオン液体からの Al-Ti合金の電析 

〇木澤 尭大1、熊谷 剛彦1、松島 永佳1、上田 幹人1、野沢 泰佑2、伊達 博充2 （1. 北海道大学大学

院工学院、2. 日本製鉄株式会社） 
 
 
 

S6.溶融塩化学・技術の新展開

セッション2（一般講演/学生講演） 
D2会場(溶融塩)

 

溶融 NaCl– CaCl2– CaO中における SiO2溶解挙動と Si電析 

〇馬 元嘉1、山本 貴之1、安田 幸司1、野平 俊之1 （1. 京都大学） 

溶融 KF– KCl– K2SiF6中における Si電析に与える F－/Cl－比率の影響 

〇髙橋 俊太1、近藤 愛理1、法川 勇太郎1、安田 幸司1、野平 俊之1 （1. 京都大学） 

「溶融 NaCl-CaCl2中におけるステンレス鋼の腐食挙動」“ Corrosion Behavior of

Stainless Steels in molten NaCl-CaCl2” 

〇中出 邦亮1、鈴木 祐太1、後藤 琢也1 （1. 同志社大学） 

単分散 CeO2:Sm3+ナノ粒子と共存する(Li,Na,K)2CO3のイオン伝導 

〇水畑 穣1、市川 裕大1、牧 秀志1、松井 雅樹1 （1. 神戸大学） 

〔34〕



13:00  [1O09(受賞講演)]

13:45  [1O10(一般講演)]

14:00  [1O11(一般講演)]

14:15  [1O12(学生講演)]

14:30  [1O13(一般講演)]

14:45  [1O14(学生講演)]

15:15  [1O15(学生講演)]

15:30  [1O16(一般講演)]

15:45  [1O17(一般講演)]

16:00  [1O18(学生講演)]

16:15  [1O19(一般講演)]

16:30  [1O20(一般講演)]
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S6.溶融塩化学・技術の新展開

セッション3（受賞講演） 
D2会場(溶融塩)

 

溶融塩およびイオン液体中における新規な電気化学反応とその応用 

〇野平 俊之1 （1. 京都大学） 
 
 
 

S6.溶融塩化学・技術の新展開

セッション4（一般講演/学生講演） 
D2会場(溶融塩)

 

分岐鎖を有するイオン液体の Liイオン伝導体としての特性と評価 

〇柿部 剛史1、大畑 俊貴1、本多 礼於那1、岸 肇1 （1. 兵庫県立大学　院工） 

Na二次電池用イオン液体電解質の合成と評価 (I) 

-諸特性に及ぼす双性イオンの添加効果- 

〇高橋 玲衣1、上村 麻由1、竹岡 裕子1、陸川 政弘1、藤田 正博1 （1. 上智大学理工） 

アルカリ金属イオン二次電池用 FTA系イオン液体電解質の開発 

〇西島 士湧1、山本 貴之1、野平 俊之1 （1. 京都大学） 

種々のカチオンを含むスルホラン系電解液の特性評価及びその電池特性 

〇稲葉 航平1、高橋 圭太朗1、石野 優貴1、平岡 紘次1、潮田 祐丞1、横幕 裕司1、宮内 響1、渡邉

正義2、関 志朗1 （1. 工学院大学、2. 横浜国立大学） 

溶媒和イオン液体及び高濃度電解液における Liイオン輸送特性支配因子 

〇重信 圭佑1、上野 和英1、獨古 薫1、渡邉 正義1 （1. 横浜国立大学） 
 
 
 

S6.溶融塩化学・技術の新展開

セッション5（一般講演/学生講演） 
D2会場(溶融塩)

 

イオン液体を用いたフロー熱電発電の創出：対流冷却と熱電気化学発電の統合 

〇池田 寛1、福井 一輝1、村上 陽一1 （1. 東京工業大学） 

イオン液体を電解液に用いた中低温作動リチウム金属電池の FeS2正極の挙動 

〇原口 隆太郎1、黄 珍光1、松本 一彦1、萩原 理加1 （1. 京都大学大学院エネルギー科学研究科） 

単カチオンイオン液体のカリウムイオン電池用電解質特性 

〇窪田 啓吾1、山本 大樹2,1、陳 致堯1、松本 一彦1,2、萩原 理加1,2 （1. 国立研究開発法人　産業技

術総合研究所、2. 京都大学） 

単カチオンイオン液体中におけるカリウムイオンのグラファイトへの挿入・脱離挙動 

〇山本 大樹2、窪田 啓吾1、陳 致堯1、松本 一彦2、萩原 理加2 （1. ChEM-OIL, 産業技術総合研究

所、2. 京都大学大学院エネルギー科学研究科） 
 
 
 

S6.溶融塩化学・技術の新展開

セッション6（一般講演/学生講演） 
D2会場(溶融塩)

 

水和物溶融体の1H qNMRの信号強度に対するイオン間相互作用と水和構造の影響 

〇牧 秀志1、水畑 穣1 （1. 神戸大学） 

CVと ESRを用いたイオン液体中のニトロキシラジカルの並進・回転拡散挙動 

〇田原 弘宣1、井村 航1、北川 覚1、相樂 隆正1 （1. 長崎大学） 

〔35〕



16:45  [1O21(学生講演)]

09:45  [1P01(一般講演)]

10:00  [1P02(一般講演)]

10:15  [1P03(一般講演)]

10:30  [1P04(一般講演)]

10:45  [1P05(学生講演)]

11:00  [1P06(学生講演)]

11:15  [1P07(一般講演)]

11:30  [1P08(一般講演)]
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レーザー干渉顕微鏡を用いたリチウム電析時における濃度分布のその場測定 

〇三木 昭典1、西川 慶2、 Rosso Michel3、松島 永佳1、上田 幹人1 （1. 北海道大学大学院工学

院、2. 国立研究開発法人物質・材料研究機構、3. エコール・ポリテクニーク） 
 
 
 

S12.社会基盤を支える腐食科学と表面処理技術

【社会基盤を支える腐食科学と表面処理技術】 
セッション1（一般講演） 

D3会場(腐食/技術教育)
 

防錆剤含有の融雪剤の水溶液における SM400鋼の腐食挙動 

〇熊谷 剛彦1、松島 永佳1、上田 幹人1、中村 広美2 （1. 北海道大学、2. NEXCO東日本） 

発錆炭素鋼に生成するさび層の構造と電気化学特性に及ぼす金属塩の影響 

〇土谷 博昭1、焦 京鈺1、金 暻泰1、花木 宏修1,2、山下 正人1,2、藤本 慎司1 （1. 大阪大学、2. 京都

マテリアルズ） 

液中イオン銃による鉄表面の局部硫化反応の定量評価 

〇伏⾒ 公志1、中辻 慧1、北川 裕一1、長谷川 靖哉1 （1. 北海道大学） 
 
 
 

S12.社会基盤を支える腐食科学と表面処理技術

セッション2（一般講演） 
D3会場(腐食/技術教育)

 

Al 合金表面に形成した２層構造を持つ自己修復性表面処理層の開発とその防食能 

〇千葉 誠1、柳本 はるの1、冨岡 弓乃1、辻 湧貴1、河村 弥季1、平澤 晃大1、奥山 遥1、兵野 篤1

、高橋 英明1 （1. 旭川高専） 
 
 
 

S12.社会基盤を支える腐食科学と表面処理技術

セッション3（学生講演） 
D3会場(腐食/技術教育)

 

層状複水酸化物含有アクリルゲルシートを用いた鉄の腐食抑制の最適化 

〇歌門 孝太1、松井 雅樹1、牧 秀志1、水畑 穣1 （1. 神戸大学） 
 
 
 

S12.社会基盤を支える腐食科学と表面処理技術

セッション4（学生講演） 
D3会場(腐食/技術教育)

 

Simultaneous fabrication of Ni micro-strips and micro-rods using multicapillary Sf-

MDC 

〇 Muhammad Bilal1、坂入 正敏1 （1. Hokkaido University） 
 
 
 

S12.社会基盤を支える腐食科学と表面処理技術

セッション5（一般講演） 
D3会場(腐食/技術教育)

 

二層陽極酸化による半導体ナノスルーホールメンブレンの形成 

〇柳下 崇1、中村 貴紀1、益田 秀樹1 （1. 首都大学東京） 

Mg合金のジンケート処理中に⾒られる振動現象の解析 

〇安住 和久1、池田 和樹1、渡邉 純平1、山本 裕之1 （1. 北海道大学） 

〔36〕



13:00  [1P09(招待講演)]

14:00  [1P10(学生講演)]

14:15  [1P11(一般講演)]

14:30  [1P12(一般講演)]

16:20  [2AW01(記念講演)]

09:00  [2A01(一般講演)]

09:15  [2A02(一般講演)]

09:30  [2A03(一般講演)]

09:45  [2A04(一般講演)]
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S12.社会基盤を支える腐食科学と表面処理技術

セッション6（招待講演） 
D3会場(腐食/技術教育)

 

ハイブリッドめっきを活用した次世代高安全性大容量 Liイオン電池電極材料の創製 

〇呉 松竹1 （1. 名古屋工業大学） 
 
 
 

S12.社会基盤を支える腐食科学と表面処理技術

セッション7（学生講演） 
D3会場(腐食/技術教育)

 

ハイブリッド電解法による TiO-TiN/MoOx複合膜の創製および LIB負極としての特性評

価 

〇河合 光1、呉 松竹1、陳 雪文1、井上 貴斗1、日原 岳彦1、八代 仁2 （1. 名古屋工業大学、2. 岩手

大学） 
 
 
 

S12.社会基盤を支える腐食科学と表面処理技術

セッション8（一般講演） 
D3会場(腐食/技術教育)

 

アルカリ水電解に用いる酸素発生用 Co-Zn合金電極の活性に及ぼす熱処理の影響 

〇高橋 脩1、佐藤 寛之1、千葉 賢太郎1、橋本 功二1、加藤 善大1 （1. 東北工業大学） 

海水電解用酸素発生陽極を用いた新規なイオン交換膜法の検討 

〇金井 琴乃1、柴田 玄太1、橋本 功二1、加藤 善大1 （1. 東北工業大学） 
 
 

2020年3月18日(水)
 

記念講演

【記念講演】第39回加藤記念講演 
授賞式・記念講演会場 

 

電気化学と錯体化学の交差点で育んだ配位プログラミングの科学 

〇西原 寛1 （1. 東京大学） 
 
 
 

S9-1.燃料電池の展開―材料からシステムまで（AFC、PEFC(アルカリ膜型、DMFC等を含む)、PAFC）

【燃料電池の展開―材料からシステムまで（ AFC、 PEFC(アルカリ膜型、 DMFC等を含む)、
PAFC）】 
セッション9（一般講演） 

A1会場(燃料)
 

過酸化水素生成を抑制し水素酸化反応を阻害しない有機物修飾 Pt単結晶電極 

〇星 永宏1、鷹屋 祥平1、中村 将志1 （1. 千葉大学） 

ヘテロポリ酸を燃料極反応媒体に用いた PEFCの発電特性評価 

〇成瀬 晨司1、室山 広樹1、松井 敏明1、江口 浩一1 （1. 京都大学） 

PEFCアノードにおける金属酸化物と複合化した Pt触媒の不純物被毒耐性の第一原理計

算 

〇尾澤 伸樹1、久保 百司1 （1. 東北大学） 

急速昇温により焼成した固体高分子形燃料電池のアノード用 Pt-Ru/C触媒の性能の評価 

〇熊谷 寿暉1、宇井 幸一1、金田 康雄2、竹口 竜弥1 （1. 岩手大学大学院、2. 株式会社ジューク

〔37〕



10:00  [2A05(一般講演)]

10:15  [2A06(特別講演)]

11:00  [2A-AW1]

11:15  [2A07(特別講演)]

09:30  [2C01(一般講演)]

09:45  [2C02(一般講演)]

10:00  [2C03(一般講演)]

10:15  [2C04(一般講演)]
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ス） 

Pd-Sn/Nano-C複合ナノ材料の創製および DEFC電極触媒としての特性評価 

〇呉 松竹1、高橋 克典1、劉 嘉成1、日原 岳彦1、 Fang Shaoli2、 Wang Yue2 （1. 名古屋工業大

学、2. テキサス大学） 
 
 
 

S9-1.燃料電池の展開―材料からシステムまで（AFC、PEFC(アルカリ膜型、DMFC等を含む)、PAFC）

セッション10（特別講演） 
A1会場(燃料)

 

鉄道総研における燃料電池鉄道車両開発の取組み 

〇米山 崇1、小川 賢一1、山本 貴光1、柏木 隆行1、須藤 貴幸1 （1. 公益財団法人鉄道総合技術研究

所） 
 
 
 

S9-1.燃料電池の展開―材料からシステムまで（AFC、PEFC(アルカリ膜型、DMFC等を含む)、PAFC）

セッション11（授賞式） 
A1会場(燃料)

 

授賞式 
 
 
 

S9-1.燃料電池の展開―材料からシステムまで（AFC、PEFC(アルカリ膜型、DMFC等を含む)、PAFC）

セッション12（特別講演） 
A1会場(燃料)

 

高性能・高耐久 PEFC用の電極触媒開発 

〇内田 裕之1 （1. 山梨大学） 
 
 
 

S3.光電気化学とエネルギーの変換

【光電気化学とエネルギーの変換】 
セッション7（一般講演） 

A3会場(光)
 

逆型有機薄膜太陽電池のカソードを剥離させることにより得られる可視光誘起高利得光

アノード 

〇長井 圭治1、桑原 貴之3、アーマド モファド　ファイルス2,1、辛川 誠3、當摩 哲也3、中野 正浩3

、高橋 光信3 （1. 東京工業大学、2. マレーシア大学ペルリス校、3. 金沢大学） 

共有結合性有機構造体の光電気化学反応への応用 

〇細川 智哉1、都司 柾貴1、神谷 和秀1,2、原田 隆史2、中西 周次1,2 （1. 大阪大学、2. 太陽エネル

ギー化学研究センター） 

スピンコート法により作製した TiO2 / WO3 複合電極の光電気化学特性 

〇元辻 みのり1、松田 泰明1、東本 慎也1 （1. 大阪工業大学） 
 
 
 

S3.光電気化学とエネルギーの変換

セッション8（一般講演/学生講演） 
A3会場(光)

 

電解オゾン水処理と紫外線照射による低環境負荷な繊維の処理法 

〇落合 剛1,2、石川 洋輔3、名倉 俊成3、木村 悟隆4 （1. (地独)神奈川県立産業技術総合研究所、2.

東京理科大学、3. 日清紡テキスタイル(株)、4. 長岡技術科学大学院） 

〔38〕



10:30  [2C05(一般講演)]

10:45  [2C06(学生講演)]

11:00  [2C07(受賞講演)]

09:00  [2D01(一般講演)]

09:15  [2D02(学生講演)]

09:30  [2D03(学生講演)]

09:45  [2D04(学生講演)]

10:15  [2D06(学生講演)]

10:30  [2D07(学生講演)]

10:45  [2D08(学生講演)]
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カーボン担体による水中における電気化学的 CO2還元性能の向上 

〇佐藤 俊介1、斉田 謙一郎2、関澤 佳太1、前田 理2、森川 健志1 （1. 豊田中央研究所、2. 北海道

大学） 

CO2還元反応における助触媒担持 TiO2の反応生成物選択性 

〇落合 弘也1、郡司 貴雄1、松本 太1 （1. 神奈川大学） 
 
 
 

S3.光電気化学とエネルギーの変換

セッション9（受賞講演） 
A3会場(光)

 

半導体および金属錯体光触媒を組み合わせた光電気化学系の開発 

〇熊谷 啓1 （1. 東北大学） 
 
 
 

S11.電解技術の新展開

【電解技術の新展開】 
セッション1（一般講演） 

A4会場(燃料/電解/電解)
 

カーボンナノチューブを素材とした PGMフリー高性能電池触媒のデザイン 

〇中嶋 直敏1、西田 仁1、松田 潤子1 （1. 九州大学） 
 
 
 

S11.電解技術の新展開

セッション2（学生講演） 
A4会場(燃料/電解/電解)

 

電解二酸化マンガンの酸素還元活性に及ぼす粒径および熱処理の影響 

〇上田 祐司1、小林 大介1、藤本 航太朗2、中山 雅晴1,3 （1. 山口大学、2. 東ソー（株）、3. ブ

ルーエナジーセンター） 

アルカリ水溶液中における銀修飾白金電極上でのグリセリン酸化反応機構の解析 

Analysis of Glycerol Oxidation Reaction Mechanism on Silver-Modified Platinum

Electrodes in Alkaline Medium 

〇濱田 拓哉1、知久 昌信1、樋口 栄次1、井上 博史1 （1. 大阪府立大学　大学院工学研究科） 

SnO2電極におけるオゾン生成に及ぼすドープ種の影響 

〇金内 貴文1、霞 裕幸2、轟 直人1、石井 智紘3、松本 聡3、今井 庸介3、和田山 智正1 （1. 東北大

学大学院　環境科学研究科、2. 東北大学　工学部、3. 石福金属興業株式会社） 

アルカリ水電解の大規模気液二相流電気化学連成解析 

〇村上 直紀1、鳥居 健次郎1、兒玉 学1、平井 秀一郎1 （1. 東京工業大学） 
 
 
 

S11.電解技術の新展開

セッション3（学生講演） 
A4会場(燃料/電解/電解)

 

ガス拡散電極を使用した水溶液中での炭化水素の部分酸化反応 

〇加藤 慎太郎1、原田 隆史2、神谷 和秀1,2、中西 周次1,2 （1. 大阪大学大学院、2. 大阪大学太陽エ

ネルギー化学研究センター） 

PEM水電解における電解効率の水素同位体分離への影響 

〇谷井 理沙子1、松島 永佳1、上田 幹人1、佐藤 洸基2、羽田 貴英2 （1. 北海道大学、2. 東京ガス

株式会社） 

〔39〕



11:00  [2D09(学生講演)]

11:15  [2D10(学生講演)]

11:30  [2D11(学生講演)]

11:45  [2D12(受賞講演)]

09:00  [2E01(一般講演)]

09:15  [2E02(一般講演)]

09:30  [2E03(学生講演)]

09:45  [2E04(一般講演)]

10:00  [2E05(一般講演)]

10:15  [2E06(招待講演)]

10:45  [2E07(学生講演)]
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5・6族金属酸化物をベースとした二元系薄膜電極の硫酸中における酸素発生反応の検討 

〇平山 想真1、石原 顕光2、角 恭伍1、太田 健一郎1、松澤 幸一1 （1. 横浜国立大学　グリーン水

素研究センター、2. 横浜国立大学　先端科学高等研究院） 

水素ポンピングによる重水素同位体分離に対する触媒の影響 

〇原田 健児1、保田 諭2、松島 永佳1、上田 幹人1 （1. 北海道大学、2. 日本原子力研究開発機構） 

トルエン直接電解水素化電解槽における物質移動改善のためのドット状カソード触媒層 

〇杉田 雄也1、長澤 兼作2、黒田 義之1、光島 重徳1,2 （1. 横浜国大 グリーン水素研究セン

ター、2. 横浜国大 IAS） 
 
 
 

S11.電解技術の新展開

セッション4（受賞講演） 
A4会場(燃料/電解/電解)

 

再生可能エネルギー固定化を目指した有機ハイドライド電解合成に関する研究 

〇松岡 孝司1、三好 康太1、佐藤 康司1 （1. JXTGエネルギー株式会社） 
 
 
 

S4.有機電子移動化学における新潮流

【有機電子移動化学における新潮流】 
セッション6（一般講演/学生講演） 

A5会場(有機/有機/溶液)
 

アミノ酸構造を側鎖に有するアクリルアミド系熱応答性高分子グラフト炭素電極を用い

たアミノ酸認識 

〇石船 学1、杉野 有理1 （1. 近畿大学） 

ニトロアルカン溶媒中のリチウム塩の会合状態がもたらす特異なラジカルカチオン安定

化効果：分光学的解析に基づく溶液構造の考察と電解合成への応用 

〇信田 尚毅1,2、今田 泰史2、岡田 洋平3、千葉 一裕2 （1. 東京工業大学　物質理工学院、2. 東京農

工大学　大学院農学研究院、3. 東京農工大学　大学院工学研究院） 

エノールエーテルの電気化学的特性評価と[2+2]環化付加反応 

〇堀口 元規1、神谷 秀博1、岡田 洋平1 （1. 東京農工大学） 

界面電子移動反応による極性変換ディールスアルダー反応 

〇中山 海衣1、前田 尚也1、堀口 元規1、神谷 秀博1、岡田 洋平1 （1. 東京農工大学） 
 
 
 

S4.有機電子移動化学における新潮流

セッション7（招待講演/一般講演） 
A5会場(有機/有機/溶液)

 

光電気化学反応を利用したケトンの酸化反応 

〇舘野 拓之1、三石 雄悟1、佐山 和弘1 （1. 産業技術総合研究所） 

光誘起電子移動反応を用いたチオフェン縮環多環芳香族化合物の合成 

〇松井 康哲1 （1. 大阪府立大学） 
 
 
 

S4.有機電子移動化学における新潮流

セッション8（一般講演/学生講演） 
A5会場(有機/有機/溶液)

 

フロー電解リアクターを用いたアルデヒドのシアノメチル化反応 

〇國本 俊平1、田中 宏樹1、林田 賢佑1、光藤 耕一1、菅 誠治1 （1. 岡山大学） 

〔40〕



11:00  [2E08(学生講演)]

11:15  [2E09(学生講演)]

11:30  [2E10(一般講演)]

11:45  [2E11(特別講演)]

09:00  [2F01(一般講演)]

09:15  [2F02(一般講演)]

09:30  [2F03(一般講演)]

09:45  [2F04(一般講演)]

10:00  [2F05(学生講演)]

10:15  [2F06(学生講演)]

10:30  [2F07(学生講演)]
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PEM型リアクターを用いるα-フェニル桂皮酸の電解不斉水素化反応 

〇深澤 篤1、田中 健太1、跡部 真人1、橋本 康嗣2、小堀 良浩2、佐藤 康司2 （1. 横浜国立大学大学

院、2. JXTGエネルギー(株)） 

合金電極触媒を用いたジフェニルアセチレンからcis-スチルベンへの選択的電解水素化 

〇野上 周嗣1、簑島 樹里2、深澤 篤2、田中 健太2、長澤 兼作2、光島 重徳2、跡部 真人2 （1. 横浜

国立大学、2. 横浜国立大学大学院 ） 

SPE型プロピレン電解部分酸化反応における PtOxアノードの触媒作用 

星野 良輔1、〇井口 翔之1、山中 一郎1 （1. 東京工業大学） 
 
 
 

S4.有機電子移動化学における新潮流

セッション9（特別講演） 
A5会場(有機/有機/溶液)

 

光酸を利用した新しい反応の開発 

〇椿 一典1 （1. 京都府立大学 大学院生命環境科学研究科） 
 
 
 

S5.生命科学と電気化学

【生命科学と電気化学】 
セッション7（一般講演） 

A6会場(生命)
 

微小電極を用いたシトクロムcとシトクロムcオキシダーゼの電子移動測定 

〇北乾 巧也1、相川 智洋1、朝倉 則行1 （1. 東京工業大学） 

EQCM測定を利用したシトクロムcの酸化還元挙動の解析 

〇山田 浩平1、丸山 皓己1、朝倉 則行1 （1. 東京工業大学） 

直接電子移動型 FADグルコース脱水素酵素における電子伝達能の向上 

〇伊藤 広平1、奥田 順子2、津川 若子1、浅野 竜太郎1、池袋 一典1、早出 広司2 （1. 東京農工大院

工、2. The Joint Department of Biomedical Engineering, University of North Carolina at

Chapel Hill and North Carolina State University） 

シトクロムb562融合による新規直接電子移動型 FAD依存型グルコース脱水素酵素の構築

と機能解析 

〇柳瀬 琢望1、奥田 順子2、小嶋 勝博1、津川 若子1、浅野 竜太郎1、早出 広司2 （1. 東京農工大

院・工、2. The Joint Department of Biomedical Engineering, University of North Carolina at

Chapel Hill and North Carolina State University） 
 
 
 

S5.生命科学と電気化学

セッション8（学生講演） 
A6会場(生命)

 

液膜型セルで構築された模擬細胞集合体を用いた電気魚の発電機構の解明 

〇山田 悠介1、北隅 優希1、加納 健司1、白井 理1 （1. 京都大学） 

ナノファイバーを用いたカーボンナノチューブ配向バイオカソードの構築 

〇二村 梨絵1、坂元 博昭1,2、髙村 映一郎1、里村 武範2,3、末 信一朗1,2,3 （1. 福井大学院・工・繊

維、2. 福井大学・ 生命セ、3. 福井大学院・工・生物応用化） 

改良型乳酸酸化酵素を用いた直接電子移動型乳酸センサーの開発 

〇平賀 健太郎1、本橋 早紀1、津川 若子1、浅野 竜太郎1、池袋 一典1、早出 広司2 （1. 東京農工大

院工、2. The Joint Department of Biomedical Engineering, University of North Carolina at

Chapel Hill and North Carolina State University） 

〔41〕



10:45  [2F08(学生講演)]

11:00  [2F09(一般講演)]

11:15  [2F10(招待講演)]

11:45  [2F11(一般講演)]

09:00  [2G01(学生講演)]

09:15  [2G02(一般講演)]

09:30  [2G03(学生講演)]

09:45  [2G04(一般講演)]

10:00  [2G05(学生講演)]

10:15  [2G06(学生講演)]
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マルチ銅オキシダーゼ CueOのヘリックス欠損変異体による直接電子移動型酵素電極反

応の速度論的解析と特性評価 

〇足立 大宜1、北隅 優希1、白井 理1、片岡 邦重2、加納 健司1 （1. 京大院農、2. 金沢大理工） 
 
 
 

S5.生命科学と電気化学

セッション9（招待講演/一般講演） 
A6会場(生命)

 

温故知新セミナー　企画趣旨説明 

〇四反田 功1、辻村 清也2 （1. 東京理科大学、2. 筑波大学） 

転機を活かす－マイクロバイオ電気化学との出会い－ 

〇末永 智一1 （1. 東北大学） 

温故知新セミナー　総合討論 

〇辻村 清也1、四反田 功2 （1. 筑波大学、2. 東京理科大学） 
 
 
 

S8.電池の新しい展開

【電池の新しい展開】 
セッション9（一般講演/学生講演） 

B1会場(電池)
 

Simultaneously Enhancing the Thermal Stability and Electrochemical Performance

of Solid Polymer Electrolytes by Incorporating Rod-like Zn2(OH)BO3 particles 

〇武 志俊1、謝 正坤1、岳 喜岩1、王 佳佳1、 Kitiphatpiboon Nutthaphak1、于 涛1、吉田 暁弘1,2

、阿布都拉 阿布里提1、官 国清1,2 （1. 弘前大学理工学研究科、2. 弘前大学地域戦略研究所） 

ポリエーテル系高分子/Na2Zr2Si2PO12複相固体電解質を用いた全固体 Na電池の作製お

よび電池特性の評価 

〇平岡 紘次1、加藤 優輝1、本林 秀文2、金子 博2、田崎 雄三2、小林 剛3、関 志朗1 （1. 工学院大

学、2. 豊島製作所、3. 電力中央研究所） 

ナトリウムイオン伝導性 Na2S-B2S3系ガラス固体電解質の作製 

〇辻 史香1、井上 文音1、作田 敦1、辰巳砂 昌弘1、林 晃敏1,2 （1. 大阪府立大学、2. 京都大学

ESICB） 
 
 
 

S8.電池の新しい展開

セッション10（一般講演/学生講演） 
B1会場(電池)

 

液相合成 Na3SbS4電解質を用いた全固体ナトリウム硫黄電池の高容量化 

〇安藤 鷹1、作田 敦1、辰巳砂 昌弘1、林 晃敏1 （1. 大阪府立大学） 

全固体電池における Na2FeS2正極活物質の充放電挙動 

〇奈須 滉1、作田 敦1、辰巳砂 昌弘1、林 晃敏1 （1. 大阪府立大学大学院 工学研究科 応用化学分

野） 

メカノケミカル法を用いて作製した Na3-xP1-xWxS4固体電解質の特性評価 

〇辻 史香1、作田 敦1、辰巳砂 昌弘1、林 晃敏1,2 （1. 大阪府立大学、2. 京都大学 ESICB） 
 
 

〔42〕



10:30  [2G07(受賞講演)]

11:00  [2G08(特別講演)]

11:30  [2G09(特別講演)]

09:00  [2H01(一般講演)]

09:15  [2H02(一般講演)]

09:30  [2H03(学生講演)]

09:45  [2H04(学生講演)]

10:00  [2H05(一般講演)]

10:15  [2H06(一般講演)]
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S8.電池の新しい展開

セッション11（受賞講演） 
B1会場(電池)

 

リチウム・ナトリウム・カリウムインサーション材料の固体化学・電気化学的探究と物

質開拓 

〇久保田 圭1 （1. 東京理科大学） 
 
 
 

S8.電池の新しい展開

セッション12（特別講演） 
B1会場(電池)

 

次世代リチウム二次電池実現のキーとなる電解液技術 

〇石川 正司1 （1. 関西大学） 

放射光オペランド計測に基づく全固体リチウムイオン電池高性能化に向けた提言 

〇⾬澤 浩史1 （1. 東北大学） 
 
 
 

S8.電池の新しい展開

【電池の新しい展開】 
セッション10（一般講演/学生講演） 

B2会場(電池)
 

高担持硫黄正極および Liドープ黒鉛負極を用いた Liイオン硫黄電池の特性評価 

〇潮田 祐丞1、石野 優貴1、高橋 圭太朗1、稲葉 航平1、町田 和輝1、宮内 響1、川村 達哉1、渡邉

正義2、関 志朗1 （1. 工学院大学、2. 横浜国立大学） 

酸素欠陥を導入したルチル型 Nb-doped TiO2からなる負極の Na吸蔵－放出特性 

〇薄井 洋行1,3、道⾒ 康弘1,3、大西 真也2,3、坂口 裕樹1,3 （1. 鳥取大院工、2. 鳥取大院持続性科

学、3. 鳥取大 GSC研究センター） 

炭素電極上で起こるイオン液体の還元分解 

〇水野 将希1、カウシク シュバム1、楊 歓1、松本 一彦1、萩原 理加1 （1. 京都大学大学院エネル

ギー科学研究科） 

Vanadium doped MoS2 to form VxMoySz: a promising anode with excellent

performance for sodium ion batteries 

〇岳 喜岩1、王 佳佳1、謝 正坤1、武 志俊1,2、パティル アマル2、于 涛1、吉田 曉弘1,2、阿布里提

阿布都拉1、官 国清1,2 （1. 弘前大学、2. 弘前大学地域戦略研究所） 
 
 
 

S8.電池の新しい展開

セッション11（一般講演/学生講演） 
B2会場(電池)

 

種々の有機電解液における Mg3Bi2合金負極の電気化学挙動 

〇嵯峨根 史洋1、松井 雅樹2、昆野 昭則1、金村 聖志3 （1. 静岡大学、2. 神戸大学、3. 首都大学東

京） 

Mg2+/アニオン静電相互作用を制御した電解液中での Mg金属析出反応機構の解明 

〇山本 健太郎1、トウルソン フィロラ1、万代 俊彦2、中西 康次3、袖山 慶太郎2、館山 佳尚2、内

山 智貴1、松永 利之1、金村 聖志4、内本 喜晴1 （1. 京都大学、2. 物質・材料研究機構、3. 兵庫県

立大学、4. 首都大学東京） 

〔43〕



10:30  [2H07(学生講演)]

10:45  [2H08(一般講演)]

11:00  [2H09(一般講演)]

11:15  [2H10(一般講演)]

11:30  [2H11(学生講演)]

11:45  [2H12(一般講演)]

09:00  [2I01(一般講演)]

09:15  [2I02(一般講演)]

09:30  [2I03(学生講演)]

09:45  [2I04(一般講演)]

10:00  [2I05(一般講演)]

10:15  [2I06(一般講演)]

10:30  [2I07(一般講演)]
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グライム系電解液中における Mg析出溶解反応の"その場"観察 

〇西川 尚志1、嵯峨根 史洋1 （1. 静岡大学） 

塩化銅を正極活物質としたアルミニウム金属二次電池の電気化学特性 

〇崔 協力1、西川 慶1、上村 祐也2、津田 哲哉2 （1. 国立研究開発法人　物質・材料研究機構、2.

大阪大学） 
 
 
 

S8.電池の新しい展開

セッション12（一般講演/学生講演） 
B2会場(電池)

 

酸化鉄/還元型酸化グラフェンを正極に用いたアルミニウム二次電池の特性評価 

〇藤澤 友稀1、知久 昌信1、樋口 栄次1、井上 博史1 （1. 大阪府立大学　大学院工学研究科） 

鉛蓄電池における正極利用率決定機構の解析 

〇平野 博紀1、古田土 克倫1、住谷 圭二1、原田 素子1、木村 隆之1 （1. 日立化成(株)） 

正極集電体に黒鉛系複合材料を用いた鉛蓄電池の種々の充放電特性 

〇大平 郁弥1、羽野 祐太1、岡野 寛1、井上 崇2、細川 敏弘2、武田 章義2、岩井 太一3、薮塚 武史3

、高井 茂臣3、八尾 健1 （1. 香川高等専門学校、2. 東洋炭素株式会社、3. 京都大学） 

ナノカーボンと薄層水酸化ニッケル複合体の電池電極特性 

〇木村 一希1、横井 和真1、堀之内 理紗1、石井 陽祐1、川崎 晋司1 （1. 名古屋工業大学大学院工

学研究科） 
 
 
 

S8.電池の新しい展開

【電池の新しい展開】 
セッション9（一般講演/学生講演） 

B3会場(電池)
 

カーボンナノチューブ電極の構造によるリチウム空気電池の容量変化 

〇畠山 義清1、須賀 亮文1、白石 壮志1 （1. 群馬大学） 

水系リチウム-空気二次電池用触媒Ln2-xSrxNiO4+δ(Ln = La, Pr, and Nd; 0 x 1.4)の構造お

よび触媒活性 

〇溝口 貴士1、園木 秀聡1、田港 聡1、森 大輔1、武田 保雄1、今西 誠之1 （1. 三重大学） 

リチウム–空気二次電池正極用オキシ水酸化物触媒 Sr3Fe2xCoxO5(OH)2·2H2Oの活性に及

ぼす Bサイト元素の影響 

〇園木 秀聡1、溝口 貴士1、森 大輔1、田港 聡1、武田 保雄1、今西 誠之1 （1. 三重大学） 

電解法を用いた金属空気二次電池用 LaMnSrおよび LaMnCa酸化物触媒の作製 

〇西村 崇1、斉藤 誠1、中出 卓男1 （1. 大阪産業技術研究所） 
 
 
 

S8.電池の新しい展開

セッション10（一般講演） 
B3会場(電池)

 

Zn-空気電池のための NiCo2O4系スピネル酸化物空気極の劣化機構と炭素繊維分散効果 

〇石原 達己1、草場 一1、猪石 佑衣子1 （1. 九州大学） 

Co置換電解二酸化マンガンの酸素発生/還元特性 

〇藤本 航太朗1,2、上田 祐司2、中山 雅晴2,3 （1. 東ソー株式会社、2. 山口大院創成科学、3. ブ

ルーエナジーセンター） 

アルカリ水溶液中における複合アニオン化合物の酸素電極触媒活性 

〇沖田 祥理1、宮原 雄人1、宮崎 晃平1、近藤 靖幸1、横山 悠子1、安部 武志1 （1. 京都大学　） 

〔44〕



10:45  [2I08(一般講演)]

11:00  [2I09(一般講演)]

11:15  [2I10(一般講演)]

11:30  [2I11(一般講演)]

11:45  [2I12(学生講演)]

10:00  [2J01(一般講演)]

10:15  [2J02(学生講演)]

10:30  [2J03(学生講演)]

10:45  [2J04(学生講演)]

11:00  [2J05(学生講演)]

11:15  [2J06(一般講演)]

11:30  [2J07(一般講演)]
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共沈法によるビスマスルテニウム酸化物の作製と水酸化カリウム水溶液中での酸素電極

反応の評価 

〇奈良 隆希1、佐藤 翔2、横溝 英子3、 Olu Pierre3、衣本 太郎3 （1. 大分大工、2. 大分大院工、3.

大分大理工） 
 
 
 

S8.電池の新しい展開

セッション11（一般講演/学生講演） 
B3会場(電池)

 

亜鉛空気二次電池における非炭素系空気極のサイクル特性 

〇藤原 直子1、新倉 順二2、五百蔵 勉1、森田 昌行2 （1. 産業技術総合研究所、2. 京都大学） 

コンフォーカル光学系および X線回折を用いた亜鉛負極充放電挙動の Operando観察 

〇池澤 篤憲1、堀内 聖人1、荒井 創1 （1. 東京工業大学） 

アルカリ水溶液中における亜鉛電極界面のその場ラマン分光 

〇伊藤 隆1、佐藤 美希1、髙橋 貴美子1 （1. 東北大学） 

硝酸-亜鉛電池の原理解明および高効率化 

〇田中 健一朗1、辻 流輝1、伊藤 省吾1 （1. 兵庫県立大学） 
 
 
 

S13.化学センサの新展開

【化学センサの新展開】 
セッション8（一般講演/学生講演） 

C1会場(センサ)
 

安定した電位計測に基づく電気化学汗成分センサの開発 

〇長峯 邦明1、市村 祐介1、栗坪 巧1、井澤 良太1、松井 弘之1、時任 静士1 （1. 山形大学） 

ポリチオフェン複合体の固体発光能評価とフィルム型化学センサへの展開 

〇江坂 亮祐1,2、南木 創1、栗田 僚二1,2 （1. 産業技術総合研究所、2. 筑波大学大学院数理物質科学

研究科） 

ペロブスカイト型酸化物担持電極の亜硝酸イオン応答特性 

〇森山 実加子1、高瀬 聡子1、清水 陽一1 （1. 九州工業大学大学院） 

細胞の呼吸活性測定のためのマイクロデバイスとその応用 

〇薛 安汝1、佐藤 達哉1、朴 善浩1、木下 学2、鈴木 博章1 （1. 筑波大学、2. 防衛医科大学） 
 
 
 

S13.化学センサの新展開

セッション9（一般講演/学生講演） 
C1会場(センサ)

 

バイポーラ電気化学顕微鏡システムの開発と高時空間分解能バイオイメージング応用の

検討 

〇岩間 智紀1、井上（安田） 久美1、阿部 博弥2,3、末永 智一4、珠玖 仁1 （1. 東北大学大学院　環

境科学研究科、2. 東北大学　学際高等研究教育院、3. 東北大学　材料科学研究機構、4. 東北大学

　イノベーション戦略推進センター） 

混成単分子膜を導入した FET型化学センサにおける分子認識能の系統的調査 

〇南木 創1、市川 佑貴1,2、栗田 僚二1,2 （1. 産業技術総合研究所、2. 筑波大学大学院数理物質科学

研究科） 

電気化学免疫センサの開発 

〇川口 俊一1,2、佐藤 陽亮1、高橋 昌志1,2 （1. 北海道大学国際食資源学院、2. 北海道大学国際教育

研究連携局） 

〔45〕



11:45  [2J08(一般講演)]

09:00  [2K01(一般講演)]

09:15  [2K02(一般講演)]

09:30  [2K03(一般講演)]

09:45  [2K04(一般講演)]

10:00  [2K05(一般講演)]

10:15  [2K06(一般講演)]

10:30  [2K07(一般講演)]

10:45  [2K08(一般講演)]
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分子インプリント高分子のナノ粒子の膨潤挙動からバンコマイシンセンサの測定原理の

考察 

〇吉⾒ 靖男1、阿部 柾樹1、武田 悠利1、江口 晴登1 （1. 芝浦工業大学） 
 
 
 

S7.固体化学の基礎と応用－固体材料の合成・物性・反応性

【固体化学の基礎と応用－固体材料の合成・物性・反応性】 
セッション1（一般講演） 

C2会場(電力貯蔵/固体/固体)
 

Ruを軸にした高性能な酸素発生触媒の開発 

〇平井 慈人1、安楽　友彦1、植村 蓮1、古中 晶也1、丸山 尭弘1、福永 亮2、大野 智也1、鈴木 久男
3、松田 剛1、八木 俊介2 （1. 北⾒工業大学、2. 東京大学生産技術研究所、3. 静岡大学電子工学研

究所） 

ボロキシン骨格を有する超分子電解質の合成と評価 (I) -諸特性に及ぼす Li塩濃度の効果- 

〇高橋 孝平1、上宮 瑞央1、竹岡 裕子1、陸川 政弘1、藤田 正博1 （1. 上智大理工） 

ヒドリド超イオン導電体 Ba2LiH3O 

〇竹入 史隆1,2、渡邉 明尋3、 Bresser Dominic4、 Lyonnard Sandrine4、 Frick Bernhard5、岡本

啓1,2、 Asad Ali1,2、今井 弓子1、西川 匡子1、米村 雅雄6、池田 一貴6、大友 季哉6、菅野 了次3

、小林 玄器1,2 （1. 分子科学研究所、2. 総研大、3. 東京工業大学、4. CNRS、5. ILL、6. KEK） 

ポリリン酸塩 KMg1-xH2x(PO3)3・yH2Oの合成と結晶構造、電気化学特性 

〇船越 康生1、松田 泰明1、森 大輔2、今西 誠之2、米村 雅雄3、東本 慎也1 （1. 大阪工業大学、2.

三重大学、3. 高エネルギー研） 
 
 
 

S7.固体化学の基礎と応用－固体材料の合成・物性・反応性

セッション2（一般講演） 
C2会場(電力貯蔵/固体/固体)

 

Effect of Synthesis Conditions on Phase Transition Behaviour and H- Conductivity of

Sr2LiH3O 

〇アリ アサド1,2、渡邉 明尋2,3、ビン フェング4、野田 泰斗5、アユ ヌル イカ プジ1,6、竹入 史隆
1,2、久保田 亜紀子2、西川 匡子2、米村 雅雄6、神山 崇6、柴田 直哉4、菅野 了次3、小林 玄器1,2

（1. 総合研究大学院大学、2. 分子科学研究所、3. 東京工業大学、4. 東京大学、5. 京都大学、6.

高エネルギー加速器研究機構） 

A3GaHO4 (A = Ba, Sr): A new family of oxyhydrides with p-metal cations 

〇アユ ヌル　イカ　プジ1,3、竹入 史隆2,1、今井 弓子2、神山 崇3,1、小林 玄器2,1 （1. 総合研究大

学院大学、2. 自然科学研究機構 分子科学研究所、3. 高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研

究所） 

プロトン導電性トンネル型リン酸塩 KNi1-xH2x(PO3)3・ yH2Oの合成、熱安定性と電

気化学特性 

〇松田 泰明1、井上 雄太1、森 大輔2、今西 誠之2、東本 慎也1 （1. 大阪工業大学、2. 三重大学） 

プロトン・酸化物イオン・電子三キャリア混合導電体における物質輸送の等価回路解析 

〇八代 圭司1、奥山 弘太郎1、青木 芳尚2、川田 達也1 （1. 東北大学、2. 北海道大学） 
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11:00  [2K09(一般講演)]

11:15  [2K10(一般講演)]

11:30  [2K11(特別講演)]

10:00  [2L01(一般講演)]

10:15  [2L02(一般講演)]

10:30  [2L03(一般講演)]

10:45  [2L04(一般講演)]

11:00  [2L05(一般講演)]

11:15  [2L06(特別講演)]
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S7.固体化学の基礎と応用－固体材料の合成・物性・反応性

セッション3（一般講演） 
C2会場(電力貯蔵/固体/固体)

 

レーザー CVD法によるプロトン導電性電解質膜の作製 

〇酒井 孝明1、嘉藤 徹1、且井 宏和2、田中 洋平1、後藤 孝2 （1. 産業技術総合研究所 、2. 東北大

学） 

ジルコン酸バリウムにおけるプロトン拡散係数のイットリウム濃度依存性 

〇奥山 勇治1、設楽 一希2、桑原 彰秀3、山崎 仁丈4 （1. 宮崎大学、2. 大阪大学、3. JFCC、4. 九

州大学） 
 
 
 

S7.固体化学の基礎と応用－固体材料の合成・物性・反応性

セッション4（特別講演） 
C2会場(電力貯蔵/固体/固体)

 

エネルギー変換・貯蔵材料の欠陥化学と電気化学機能に関する研究 

〇中村 崇司1 （1. 東北大学） 
 
 
 

S10.キャパシタ技術の新しい展開

【キャパシタ技術の新しい展開】 
セッション7（一般講演） 

C3会場(キャパシタ/キャパシタ/マイクロ-ナノ)
 

活性炭素繊維織布電極における電気二重層容量の電解液溶媒依存性 

〇白石 壮志1、畠山 義清1、渡辺 裕1 （1. 群馬大学） 

Li4Ti5O12//nano-Li3V2(PO4)4スーパーレドックスキャパシタの長期充放電サイクル機構

の解明 

〇沖田 尚久1、 Võ Nguyê n H ng Trang1、原田 雄太1、岩間 悦郎1、直井 和子2、直井 勝彦1,3 （1.

東京農工大学、2. (有)ケー・アンド・ダブル、3. 次世代キャパシタ研究センター） 

キャパシタ級の高速反応に向けた Si置換型バナジン酸リチウムの Li+拡散性向上アプ

ローチ 

〇松村 圭祐1、髙木 健太1、瀧澤 樹1、椎名 猛1、岩間 悦郎1、直井 和子2、直井 勝彦1,3 （1. 東京農

工大学、2. （有）ケー・アンド・ダブル、3. 東京農工大学次世代キャパシタ研究センター） 

加圧熱水処理によりキシロオリゴ糖を抽出した竹残渣を原料とする活性炭の電気二重層

キャパシタ電極への応用 

〇坪田 敏樹1、石本 航太郎1、熊谷 聡2、林 信行2 （1. 九州工業大学、2. 佐賀大学） 

化学重合ポリアニリン電極を用いたハイブリッドキャパシタの性能 

〇大澤 利幸1、上田 寛1、秋丸 翔太朗1、東 晃平1、浦野 一真1 （1. 大阪工業大学） 
 
 
 

S10.キャパシタ技術の新しい展開

セッション8（特別講演） 
C3会場(キャパシタ/キャパシタ/マイクロ-ナノ)

 

原料に依存する多孔質炭素の細孔分布 

〇外山 富孝1 （1. 株式会社エム・イー・ティー） 
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09:30  [2M01(一般講演)]

09:45  [2M02(一般講演)]

10:00  [2M03(一般講演)]

10:15  [2M04(一般講演)]

10:30  [2M05(学生講演)]

10:45  [2M06(一般講演)]

09:15  [2O01(学生講演)]

09:30  [2O02(一般講演)]

09:45  [2O03(学生講演)]

10:00  [2O04(学生講演)]

10:15  [2O05(学生講演)]
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S16.ナノスケール界面・表面の構造とダイナミクス

【ナノスケール界面・表面の構造とダイナミクス】 
セッション8（一般講演） 

C4会場(ナノ界面)
 

ルテニウム三核クラスター薄膜電極上での水素発生反応に及ぼすアルコールの影響 

湊本 博紀1、福田 龍之介1、加藤 仁之介1、大長 継大2、高村 一輝2、西山 勝彦1、〇吉本 惣一郎1

、阿部 正明2 （1. 熊本大学、2. 兵庫県立大） 

ルテニウムポルフィセン単分子膜作製と電気化学挙動に及ぼす軸配位子の影響 

〇吉本 惣一郎1、原口 龍星1、大川原 徹3、久枝 良雄2、阿部 正明4 （1. 熊本大学、2. 九州大

学、3. 北九州高専、4. 兵庫県立大） 
 
 
 

S16.ナノスケール界面・表面の構造とダイナミクス

セッション9（一般講演/学生講演） 
C4会場(ナノ界面)

 

分子被膜によるマイクロバブル表面の機能化 

〇田中 泰彦1、城野 祐生1、大河平 紀司2、相樂 隆正3 （1. 佐世保工業高等専門学校、2. 有明工業

高等専門学校、3. 長崎大学大学院工学研究科） 

異なる手法で形成したグラフェン/金属への電気化学的分子修飾 

〇西山 佳祐1、鶴飼 里菜1、丹野 駿1、加藤 優1、保田 諭2、田村 和久2、八木 一三1 （1. 北海道大

学、2. 日本原子力研究開発機構） 

Bronze型 TiO2結晶構造内への Mg2+挿入反応過程の理論的検討 

〇鈴木 建匡1、横田 直人1、村松 拓海1、東城 友都1 （1. 静岡理工科大学） 

微細構造近傍の電気二重層による電極反応促進のモデル化 

〇北隅 優希1、中西 聖嗣1、白井 理1、山本 雅博2、加納 健司1 （1. 京大院農、2. 甲南大理工） 
 
 
 

S6.溶融塩化学・技術の新展開

【溶融塩化学・技術の新展開】 
セッション9（一般講演/学生講演） 

D2会場(溶融塩)
 

プロトン性イオン液体に分散した白金ナノ粒子の炭素材料への自発吸着と酸素還元活性 

〇佐々木 友弥1、高橋 力1、井上 聖都1、津田 哲哉1、桑畑 進1 （1. 大阪大学） 

ワンポットプロセスによる Ptナノ粒子担持炭素材料の作製 

〇肖 慶寧1、姚 宇1、津田 哲哉1、桑畑 進1 （1. 大阪大学） 

イオン液体への金属同時スパッタ蒸着による AuRh合金ナノ粒子の作製と電極触媒活性 

〇渡辺 夢三1、亀山 達矢1、桑畑 進2、鳥本 司1 （1. 名古屋大学大学院、2. 大阪大学大学院） 
 
 
 

S6.溶融塩化学・技術の新展開

セッション10（学生講演） 
D2会場(溶融塩)

 

共晶 LiF– LiCl溶融塩中でのチタン電析における酸化物イオンの影響 

〇鵜木 亮1、法川 勇太郎1、安田 幸司1、沼田 昂真2、小川 光靖2、真嶋 正利2、野平 俊之1 （1. 京

都大学、2. 住友電気工業株式会社） 

溶融 CsF– CsCl– WO3中における平滑 W電析 

〇孟 憲鐸1、法川 勇太郎1、安田 幸司1、野平 俊之1 （1. 京都大学） 
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10:30  [2O06(学生講演)]

10:45  [2O07(学生講演)]

11:00  [2O08(学生講演)]

11:15  [2O09(学生講演)]

11:30  [2O10(受賞講演)]

09:30  [2P01(学生講演)]

09:45  [2P02(学生講演)]

10:00  [2P03(学生講演)]

10:15  [2P04(学生講演)]

10:30  [2P05(学生講演)]
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塩化物イオンを含むアミド系イオン液体中におけるステンレス鋼の電解研磨 

〇遊座 二太郎1、芹澤 信幸1、片山 靖1 （1. 慶應義塾大学） 
 
 
 

S6.溶融塩化学・技術の新展開

セッション11（学生講演） 
D2会場(溶融塩)

 

Electrochemical recovery of Co from CoO by carbochlorination in an amide-type

ionic liquid 

〇葉 馨ブン1、芹澤 信幸1、片山 靖1 （1. keio Univ.） 

HTf2N水溶液を用いた Na-Ga合金からの Gaの分離 

〇鈴木 樹生1、熊谷 剛彦1、松島 永佳1、上田 幹人1、山内 彪我2、今西 正幸2、森 勇介2 （1. 北海

道大学、2. 大阪大学） 

溶融 CaCl2– RECl3 (RE＝ Nd, Dy)中における RE– Ni合金の電解形成 

〇華 航1、安田 幸司1、野平 俊之1 （1. 京都大学） 
 
 
 

S6.溶融塩化学・技術の新展開

セッション12（受賞講演） 
D2会場(溶融塩)

 

電気化学的手法を用いた高レベル放射性廃棄物からの長寿命核分裂生成物の分離回収技

術 

〇金村 祥平1、高橋 優也1、大森 孝1、野平 俊之2、坂村 義治3、松村 達郎4 （1. 東芝エネルギーシ

ステムズ、2. 京都大学、3. 電力中央研究所、4. 日本原子力研究開発機構） 
 
 
 

S17.明日をひらく技術・教育シンポジウム

【明日をひらく技術・教育シンポジウム】 
セッション1（学生講演） 

D3会場(腐食/技術教育)
 

メソポーラスカーボン担体を用いた PtML/Pdcore/C系コアシェルカソード触媒の合成 

〇井之上 華1、山田 裕久1、森下 華寿美1、酒井 智香子1、片倉 勝己1 （1. 奈良工業高等専門学校） 

電解沈降 LDH薄膜の合成とそのイオン伝導度に対する2価および3価金属イオンの影響 

〇森下 華寿美1、山田 裕久1、谷口 雄介1、前田 和樹2、酒井 智香子1、片倉 勝己1 （1. 奈良工業高

等専門学校、2. 共栄社化学（株）） 

イオン液体を含浸した Pt担持メソポーラスカーボン触媒上での酸素還元挙動の解析 

〇邉⾒ 光紀1、山田 裕久1、東 敏和1、野水 大輝2、綱島 克彦2、酒井 智香子1、片倉 勝己1 （1. 独

立行政法人国立高等専門学校機構　奈良工業高等専門学校、2. 独立行政法人国立高等専門学校機

構　和歌山工業高等専門学校） 

炭酸カリウム水溶液系電解液中における電気化学的酸素還元挙動 

〇田村 隆朗1、中野 雄太1、石田 智也1、山田 裕久1、片倉 勝己1 （1. 奈良工業高等専門学校） 
 
 
 

S17.明日をひらく技術・教育シンポジウム

セッション2（一般講演/学生講演） 
D3会場(腐食/技術教育)

 

金属内包カーボン微粒子における溶存塩素の電極反応 

〇齋藤 史恵1、佐藤 舜1、吉田 生未2、宮越 昭彦1、梅田 実3、小寺 史浩1 （1. 旭川高専、2. 北大院

環境科学、3. 長岡技大） 
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10:45  [2P06(一般講演)]

11:00  [2P07(学生講演)]

11:15  [2P08(学生講演)]

13:00  [3B01(特別講演)]

13:30  [3B02(特別講演)]

14:00  [3B01-02-3add]

14:10  [3B03(特別講演)]

14:40  [3B04(一般講演)]

14:55  [3B05(一般講演)]

09:30  [3C01(一般講演)]

09:45  [3C02(一般講演)]

10:00  [3C03(学生講演)]

10:15  [3C04(一般講演)]
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分光および電気化学法による次亜塩素化合物の低熱分解評価 

〇佐藤 舜1、齋藤 史恵1、小寺 史浩1 （1. 旭川高専） 

鉛電池負極添加物リグニン中のスルホン基量が充放電性能にどのような影響を及ぼすか 

〇田邉 壮1、平井 信充1、アン ケイリン1 （1. 鈴鹿工業高等専門学校） 

貴金属担持 TiO2-xNxナノ粒子触媒を用いた低温常圧下における電気化学的窒素還元(2) 

〇今野 龍刀1、城石 英伸1、白石 美佳2、蒲生西谷 美香2 （1. 東京工業高等専門学校、2. 東洋大

学） 
 
 

2020年3月19日(木)
 

S19.電子材料及びナノ機能素子技術

【電子材料及びナノ機能素子技術】 
セッション1（特別講演） 

A2会場(分子/分子/電子材料)
 

金属／ゲルマニウム接合の低抵抗化に向けた界面物性制御技術 

〇中塚 理1 （1. 名古屋大学） 

カーボンナノチューブのフレキシブルエレクトロニクス応用 

〇大野 雄高1 （1. 名古屋大学） 

休憩 
 
 
 

S19.電子材料及びナノ機能素子技術

セッション2（特別講演/一般講演） 
A2会場(分子/分子/電子材料)

 

最先端電子デバイスプロセスを拓く原子層エッチングプロセス技術の最前線 

〇堀 勝1、関根 誠1 （1. 名古屋大学） 

貴金属触媒を用いた湿式選択 Siエッチングにおける界面活性剤の効果 

〇花谷 俊輔1、依岡 拓也1、清水 智弘1、伊藤 健1、新宮原 正三1 （1. 関西大学） 

無電解 Co合金めっき膜の形成と Cu拡散バリア性の評価 

〇松平 太郎1、深堂 秀亮1、清水 智弘1、伊藤 健1、新宮原 正三1 （1. 関西大学） 
 
 
 

S3.光電気化学とエネルギーの変換

【光電気化学とエネルギーの変換】 
セッション10（一般講演/学生講演） 

A3会場(光)
 

カルボキシルアンカー導入ビオロゲンの多孔質酸化亜鉛への吸着と1,3-ビス(ジシアノメ

チリデン)インダンとの CTペア形成 

〇山口 寛登1、齋藤 恵里佳1、宇野 耕也1、山門 陵平1、岡田 修司1、吉田 司1 （1. 山形大学） 

色素増感太陽電池の屋外暴露による耐久性評価 

〇橘田 真実1、松本 直巳1、岡田 顕一1、松井 浩志1 （1. (株) フジクラ） 

全固体色素増感太陽電池の対極界面におけるイオン液体添加効果 

〇佐藤 僚太1、宗像 文男1 （1. 東京都市大学） 

銅レドックスを用いた色素増感太陽電池の低照度下特性検討 

〇山口 岳志1 （1. (株)フジクラ） 
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10:30  [3C05(一般講演)]

10:45  [3C06(一般講演)]

11:00  [3C07(一般講演)]

11:15  [3C08(一般講演)]

11:30  [3C09(学生講演)]

09:30  [3D01(一般講演)]

09:45  [3D02(一般講演)]

10:00  [3D03(一般講演)]

10:15  [3D04(一般講演)]

10:30  [3D05(一般講演)]
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S3.光電気化学とエネルギーの変換

セッション11（一般講演） 
A3会場(光)

 

SnGe-perovskite太陽電池のエチルアンモニウム置換による変換効率向上 

〇西村 滉平1、 Kamarudin Muhammad Akmal1、廣谷 太佑2、濱田 健吾2、沈 青1、飯久保 智2

、峯元 高志3、吉野 賢二4、早瀬 修二1,2 （1. 電気通信大学、2. 九州工業大学、3. 立命館大学、4.

宮崎大学） 

ガスブロー法を含む成膜法による Snペロブスカイトの成膜 

〇五反田 武志1,2、戸張 智博1、齊田 穣1、丸本 一弘3 （1. 東芝エネルギーシステムズ、2. 東芝、3.

筑波大学） 

ペロブスカイト太陽電池における粉末正孔輸送材料の導入方法の検討 

〇渡邉 嶺斗1、山本 圭太1、昆野 昭則1 （1. 静岡大学工学部電子物質科学科） 
 
 
 

S3.光電気化学とエネルギーの変換

セッション12（一般講演/学生講演） 
A3会場(光)

 

ペロブスカイト太陽電池の正孔輸送層ための酸化ニッケル薄膜 

〇柳田 真利1,2、パント ナムラタ2、白井 康裕1、宮野 健次郎1 （1. 国立研究開発法人物質･材料研

究機構、2. 山梨大学） 

TiO2-ZrO2-グラファイト多孔質電極を使用した完全非真空プロセスオール無機ペロブス

カイト太陽電池 

〇辻 流輝1、 Bogachuk Dmitry3、 Luo Bin3、 Haruyama Yuichi2、 Niibe Masahito2、

Mastroianni Simone3、 Hinsch Andreas3、伊藤 省吾1 （1. 兵庫県立大学大学院工学研究科、2.

兵庫県立大学高度産業科学技術研究所、3. Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems） 
 
 
 

S11.電解技術の新展開

【.電解技術の新展開】 
セッション5（一般講演） 

A4会場(燃料/電解/電解)
 

自己組織化ポリスチレン微粒子修飾 Ag電極による CO2還元選択性の向上 

〇荒井 健男1、坂本 直柔1 （1. (株)豊田中央研究所） 

銅ベース触媒を担持したガス拡散電極による CO2及び CO還元反応 

〇名木田 海都1、橋本 啄哉1、原田 隆史2、神谷 和秀1,2、中西 周次1,2 （1. 大阪大学、2. 太陽エネ

ルギー化学研究センター） 

塩水電解において酸素選択性触媒として働く乱層二酸化マンガン 

〇阿部 光1、村上 愛2、岡田 拓弥2、清水 智仁2、中山 雅晴2,3、若林 徹1、曽根 幸宏1 （1. (株)ナカ

ボーテック、2. 山口大学大学院創成科学研究科、3. ブルーエナジーセンター） 

Design and performance of a proton-conducting solid oxide electrolysis cell using

lanthanum tungstate as electrolyte 

〇 Ortiz Corrales Julian1、松尾 拓紀1、大友 順一郎1 （1. 東京大学） 

Pt/Ti電極触媒を用いた電解水素付加反応 

〇脇坂 暢1 （1. 富山県立大学） 
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10:45  [3D06(一般講演)]

11:00  [3D07(一般講演)]

11:15  [3D08(一般講演)]

11:30  [3D09(一般講演)]

11:45  [3D10(一般講演)]

13:00  [3D11(一般講演)]

13:15  [3D12(一般講演)]

13:30  [3D13(一般講演)]

13:45  [3D14(一般講演)]

14:00  [3D15(一般講演)]

14:15  [3D16(一般講演)]

14:30  [3D17(一般講演)]
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S11.電解技術の新展開

セッション6（一般講演） 
A4会場(燃料/電解/電解)

 

InP 光電極を用いた水電解による重水素同位体分離の測定 

〇佐藤 遥1、松島 永佳1、上田 幹人1、ブリンカート カトリーナ2 （1. 北海道大学、2.

ワーウィック大学） 

AFMを用いた電極上における電解生成ナノバブルの観察 

〇三田 麻修1、松島 永佳1、上田 幹人1 （1. 北海道大学） 

Heteroatom (B / N) Codoped Graphene as IrO 2 catalyst Support for Oxygen

Evolution Reaction 

〇ジョシ プレルナ1、ヤダヴ ロヒト1、原 正則1、吉村 雅満1 （1. 豊田工業大学） 

固体高分子形水電解用 IrOx触媒の MEAにおける担持量、反応表面積の性能依存性 

〇後藤 裕樹1、有馬 一慶1、胡中 彩貴1、藤田 光晴1、多田 智之1 （1. 田中貴金属工業(株)） 

固体高分子形水電解触媒の評価手法の開発 

〇五百蔵 勉1、城間 純1、永井 つかさ1、秋田 知樹1、安田 和明1 （1. 産業技術総合研究所） 
 
 
 

S11.電解技術の新展開

セッション7（一般講演） 
A4会場(燃料/電解/電解)

 

アルカリ水電解用マンガン系複合酸化物被覆ニッケル電極の耐久性評価 

〇織田 和明1、光島 重徳1,2、黒田 義之1 （1. 横浜国立大学グリーン水素研究センター、2. 横浜国

立大学 IAS） 

Ni系ナノシート触媒を用いたアルカリ水電解用自己修復アノードの開発 

〇髙津 正平1、谷口 達也2、大石 彩加2、永島 郁男2、猪股 昭彦2、錦 善則3、 Awaludin Zaenal3

、中井 貴章3、加藤 昭博3、光島 重徳1,4、黒田 義之1 （1. 横浜国立大学グリーン水素研究セン

ター、2. 川崎重工業株式会社、3. デノラ・ペルメレック株式会社、4. 横浜国立大学 IAS） 

アルカリ水電解用アノードの起動停止模擬での停止時の電位依存性 

〇松浦 一生1、北村 優1、長澤 兼作2、黒田 義之1、光島 重徳1,2 （1. 横浜国立大学大学院グリーン

水素研究センター、2. 横浜国立大学先端科学高等研究院） 

Bubble Behavior Characterization and Current Measurement for RRDE with Gas

Evolution Reaction 

〇ホウ イン1、長澤 兼作2、黒田 義之1、光島 重徳1,2 （1. 横浜国立大学グリーン水素研究セン

ター、2. 横浜国立大学先端科学高等研究院） 
 
 
 

S11.電解技術の新展開

セッション8（一般講演） 
A4会場(燃料/電解/電解)

 

アルカリ水電解模擬環境におけるステンレス鋼酸素発生電極の電気化学的安定性 

〇轟 直人1、四之宮 新1、和田山 智正1 （1. 東北大学） 

４セルバイポーラ型アルカリ水電解槽における逆電流測定と解析 

〇長澤 兼作1、日野 壮貴2、黒田 義之2、加藤 昭博3、錦 善則3、真鍋 明義3、光島 重徳1,2 （1. 横

浜国立大学先端科学高等研究院、2. 横浜国立大学グリーン水素研究センター、3. デノラ・ペルメ

レック株式会社） 

アニオン交換膜水電解装置における電解性能向上の取り組み 

〇伊藤 博1、井ノ口 魁2、大橋 真智1、染矢 聡1、宗像 鉄雄1,2、王 瑞祥3、石田 政義3 （1. 産業技
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14:45  [3D18(一般講演)]

10:30  [3E01(学生講演)]

10:45  [3E02(一般講演)]

11:00  [3E03(一般講演)]

13:00  [3E04(一般講演)]

13:15  [3E05(一般講演)]

13:30  [3E06(一般講演)]

13:45  [3E04-06-4add]

13:50  [3E04-06-5add]

13:55  [3E04-06-6add]

14:00  [3E07(学生講演)]
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術総合研究所、2. 東京大学、3. 筑波大学） 

電解水生成装置の陽極槽2次元数値解析 

〇兒玉 学1、戸瀬 義久2、奥村 一彦2、平井 秀一郎1 （1. 東京工業大学、2. 株式会社エナジックイ

ンターナショナル） 
 
 
 

S1.溶液化学の新しい展開

【溶液化学の新しい展開】 
セッション1（一般講演/学生講演） 

A5会場(有機/有機/溶液)
 

濃厚リチウム塩／プロピレンカーボネート溶液中における溶媒和構造とリチウムイオン

輸率の関係 

〇岸田 夏輝1、多々良 涼一1、張 旌君1、上野 和英1、獨古 薫1、渡邉 正義1 （1. 横浜国立大学大学

院） 

高濃度電解液のイオン輸送におけるカチオン種依存性の理論的解析 

〇牛木 亮太1、竹中 規雄1,2、周 建斌3、中井 浩巳2,3,4、山田 淳夫1,2 （1. 東大院工、2. 京大

ESICB、3. 早大理工総研、4. 早大先進理工） 

軟 X線発光分光と第一原理計算を用いた水系電解液における濃度依存性の解析 

〇島田 頌1、竹中 規雄1、渡部 絵里子1、崔 藝涛3、原田 慈久3,4、館山 佳尚2,5、大久保 將史1,2、山

田 淳夫1,2 （1. 東大院工、2. 京大 ESICB、3. 東大物性研、4. 東大放射光機構、5. 物材機構） 
 
 
 

S1.溶液化学の新しい展開

セッション2（一般講演） 
A5会場(有機/有機/溶液)

 

正極不溶型リチウム－硫黄電池の正極/電解液界面近傍の異常なイオン分布：電解液依存

性 

〇梅林 泰宏1、荒井 奈々1、渡辺 日香里1、弓削 眞子1、都築 誠二2、上野 和英3、渡邉 正義3、獨古

薫3 （1. 新潟大学、2. 産業技術総合研究所、3. 横浜子国立大学） 

Raman分光相補的最小自乗解析によるスルホラン溶媒和溶融リチウム塩のスペシ

エーション分析 

〇弓削 眞子1、荒井 奈々1、渡辺 日香里1、都築 誠二2、上野 和英3、渡邉 正義3、獨古 薫3、亀田

恭男4、梅林 泰宏1 （1. 新潟大学、2. 産総研、3. 横浜国立大学、4. 山形大学） 

中性子回折による濃厚アルコール溶液中における Li+の溶媒和構造 

〇亀田 恭男1、天羽 優子1、臼杵 毅1、梅林 泰宏2、池田 一貴3、大友 季哉3 （1. 山形大学、2. 新潟

大学、3. 高エネルギー加速器研究機構） 

休憩 

休憩 

休憩 
 
 
 

S1.溶液化学の新しい展開

セッション3（一般講演/学生講演） 
A5会場(有機/有機/溶液)

 

溶融ナトリウム塩溶媒和物の液体構造と Naイオン輸率 

〇五十嵐 悠生1、西村 笙1、岡本 幸紘1、上野 和英1、獨古 薫1,2、渡邉　正義1 （1. 横浜国立大

学、2. 京都大学　触媒・電池元素戦略ユニット） 
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14:15  [3E08(一般講演)]

09:00  [3G01(一般講演)]

09:15  [3G02(一般講演)]

09:30  [3G03(一般講演)]

09:45  [3G04(一般講演)]

10:00  [3G05(一般講演)]

10:15  [3G06(学生講演)]

10:30  [3G07(学生講演)]

10:45  [3G08(学生講演)]

11:00  [3G09(学生講演)]

11:15  [3G10(学生講演)]

11:30  [3G11(一般講演)]
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オペランドインピーダンス法による正極不溶型電解液を用いたリチウム－硫黄電池の研

究：グライム系溶媒和イオン液体およびスルホラン系溶媒和溶融塩 

〇渡辺 日香里1、荒井 奈々1、上野 和英2、獨古 薫2、渡邉 正義2、梅林 泰宏1 （1. 新潟大学大学

院、2. 横浜国立大学大学院） 
 
 
 

S8.電池の新しい展開

【電池の新しい展開】 
セッション13（一般講演） 

B1会場(電池)
 

VS4/Li電池における金属 Li負極の電気化学特性(1) 金属リチウムの利用率とサイクル特

性 

〇吉井 一記1、矢野 亮1、竹内 友成1、栄部 比夏里1 （1. 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 ） 

VS4/Li電池における Li金属負極の電気化学特性(2) 3電極セルによる評価と Li析出溶解挙

動 

〇矢野 亮1、吉井 一記1、竹内 友成1、栄部 比夏里1 （1. 産業技術総合研究所） 

低温被覆によるバナジウム硫化物正極材料のサイクル容量劣化の抑制 

〇神田 北斗1、竹内 友成1、栄部 比夏里1 （1. 産業技術総合研究所　関西センター） 

有機電解液中におけるバナジウム系金属多硫化物の反応解析 

〇梅村 勇輝1、木内 久雄2、倉谷 健太郎1、竹内 友成1、栄部 比夏里1 （1. 国立研開発法人　産業

技術総合研究所、2. 京都大学） 
 
 
 

S8.電池の新しい展開

セッション14（一般講演/学生講演） 
B1会場(電池)

 

金属多硫化物電極を用いた高エネルギー密度セルの開発 

〇竹内 友成1、梅村 勇輝1、河野 一重1、神田 北斗1、矢野 亮1、小金井 寿人1、倉谷 健太郎1、栄

部 比夏里1 （1. 産業技術総合研究所） 

岩塩型構造を有するリチウム過剰硫化物正極材料の合成および電気化学特性の評価 

〇篠田 美雪1、藪内 直明1 （1. 横浜国立大学） 

ミクロ多孔性カーボンの酸化処理によるリチウム-硫黄電池の高性能化 

〇吉田 瑠那1、石川 正司1 （1. 関西大学） 

Li-S電池のための硫黄高担持可能なミクロ多孔性活性炭・金属酸化物混合正極の開発 

〇殿納屋 剛1、日名子 英範2、石川 正司1 （1. 関西大学、2. 旭化成株式会社） 
 
 
 

S8.電池の新しい展開

セッション15（一般講演/学生講演） 
B1会場(電池)

 

Li塩/ジニトリル系高濃度電解液の基礎物性と Li-S電池への適用 

〇宇賀田 洋介1、上野 和英1、獨古 薫1、渡邉 正義1 （1. 横浜国立大学大学院） 

硫黄種難溶性電解液の設計とリチウム硫黄電池への適用 

〇芳賀 翔平1、柳 逸人1、清田 大勝1、上野 和英1、獨古 薫1、渡邉 正義1 （1. 横浜国立大学） 

Li2S/C複合正極を用いたリチウムイオン硫黄電池の特性 

〇浅野 日花莉1、笹川 祥平1、清田 大勝1、劉 佳麗1、多々良 涼一1、上野 和英1、獨古 薫1、渡邉

正義1 （1. 横浜国立大学） 
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11:45  [3G12(一般講演)]

13:00  [3G13(一般講演)]

13:15  [3G14(学生講演)]

13:30  [3G15(一般講演)]

13:45  [3G16(学生講演)]

14:00  [3G17(一般講演)]

14:15  [3G18(一般講演)]

14:30  [3G19(一般講演)]

09:00  [3H01(一般講演)]

09:15  [3H02(一般講演)]

09:30  [3H03(学生講演)]

- 49 -

リチウム硫黄電池の高エネルギー密度化の方法と課題 

〇野村 奈央1、李 尚霖1、劉 佳麗1、上野 和英1、獨古 薫1、渡邉 正義1 （1. 横浜国立大学） 
 
 
 

S8.電池の新しい展開

セッション16（一般講演/学生講演） 
B1会場(電池)

 

電気化学インピーダンス法によるポリスルフィド溶解性 DOL/DMEを電解液としたリチ

ウム硫黄電池正極の放電挙動解析 

〇橋都 宏汰1、門間 聰之1、横島 時彦1、戸ヶ崎 徳大1、中尾 愛子1、奈良 洋希1、逢坂 哲彌1、家

路 豊成2 （1. 早稲田大学、2. 立命館大学） 

電気化学インピーダンス法によるポリスルフィド難溶性溶媒和イオン液体を電解液とし

たリチウム硫黄電池正極の放電挙動解析 

平柳 朋恵1、橋都 宏汰1、門間 聰之1、〇横島 時彦1、戸ヶ崎 徳大1、中尾 愛子1、奈良 洋希1、逢

坂 哲彌1、家路 豊成2 （1. 早稲田大学、2. 立命館大学） 

硫黄高密度充填した3D-Alフォームを用いた高エネルギー密度 Li-S電池研究開発 

〇三栗谷 仁1、潮崎 文史1、 Ahn Seongki1、奈良 洋希1、中村 夏希1、逢坂 哲彌1 （1. 早稲田大

学） 

ルイス酸性 AlCl3–[C2mim]Clイオン液体中における硫黄系正極の電気化学的挙動 

〇上村 祐也1、佐々木 淳也1、辻 優人1、津田 哲哉1、桑畑 進1 （1. 大阪大学） 
 
 
 

S8.電池の新しい展開

セッション17（一般講演） 
B1会場(電池)

 

硫黄変性ポリアクリロニトリル「 SPAN」を適用したリチウム-硫黄二次電池の特性 

〇撹上 健二1、君島 孝一1 （1. 株式会社 ADEKA） 

リチウム過剰系正極に対するアニオン欠陥導入と電気化学特性 

〇中村 崇司1、太田 健斗1、木村 勇太1、鶴田 一樹2、為則 雄佑2、⾬澤 浩史1 （1. 東北大学、2.

JASRI） 

Oxygen release behavior of Li(NixCoyMnz)O2 cathode materials 

〇侯 雪妍1、太田 健斗1、中村 崇司1、木村 勇太1、為則 雄祐2、鶴田 一樹2、⾬澤 浩史1 （1. 東北

大学、2. 公益財団法人　高輝度光科学研究センター） 
 
 
 

S8.電池の新しい展開

【電池の新しい展開】 
セッション13（一般講演/学生講演） 

B2会場(電池)
 

ソフトカーボン電極のリチウム・ナトリウム・カリウムインサーション特性 

〇久保田 圭1、齋藤 陸遙1、伊藤 祐司2、猪瀬 耐2、井上 浩文2、武内 正隆2、駒場 慎一1 （1. 東京

理科大学、2. 昭和電工株式会社） 

イオン液体―水溶液複合電解質中におけるナトリウムイオン電池に関する基礎検討 

〇稲澤 信二1、山田 泉1、近藤 靖幸2、横山 悠子3、宮原 雄人1、宮崎 晃平2,1、安部 武志2,1 （1. 京

都大学 大学院 工学研究科、2. 京都大学 大学院 地球環境学堂、3. 京都大学 産官学連携本部） 

マンガン系ナトリウム過剰酸フッ化物材料の結晶構造及び電気化学特性 

〇小林 朗生1、藪内 直明1,2 （1. 横浜国立大学、2. 京都大学 ESICB） 

〔55〕



09:45  [3H04(学生講演)]

10:00  [3H05(一般講演)]

10:15  [3H06(一般講演)]

10:30  [3H07(学生講演)]

10:45  [3H08(学生講演)]

11:00  [3H09(学生講演)]

11:15  [3H10(一般講演)]

11:30  [3H11(一般講演)]

11:45  [3H12(学生講演)]

13:00  [3H13(学生講演)]

13:15  [3H14(一般講演)]

13:30  [3H15(一般講演)]
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ジグザグ層状型 NaMn1-xMexO2 (Me = Mn, Cu, Zn)の合成と電気化学特性 

〇三浦 佑介1、藤谷 尚也1、佐藤 周平1、熊倉 真一1、久保田 圭1、駒場 慎一1 （1. 東京理科大学） 
 
 
 

S8.電池の新しい展開

セッション14（一般講演/学生講演） 
B2会場(電池)

 

ナトリウムイオン電池正極用新規ポリアニオン材料の合成と電気化学特性評価 

〇岡田 昌樹1、千葉 和幸1、松永 修1、小林 渉1、高原 俊也1、高橋 健一2、岡田 重人3 （1. 東

ソー(株)、2. 高橋技術士事務所、3. 九州大学先導物質化学研究所） 

ナトリウムイオン電池正極用 Na3Fe3(PO4)3の合成と電気化学特性評価 

〇岡田 昌樹1、千葉 和幸1、松永 修1、小林 渉1、高原 俊也1、高橋 健一2、岡田 重人3 （1. 東

ソー(株)、2. 高橋技術士事務所、3. 九州大学先導物質化学研究所） 

NASICON型 Na3V2(PO4)3正極からの3Na引き抜きに関する検討 

〇伊舎堂 雄二1、猪石 篤2、岡田 重人2 （1. 九州大学 総合理工学府、2. 九州大学 先導物質化学研

究所） 

Naイオン電池用フルオロフォスフェート系高電位正極材料の充放電特性 

〇西尾 陽1、坂本 遼1、伊舎堂 雄二1、中本 康介1,2、猪石 篤1,2、岡田 重人1,2 （1. 九州大学、2. 京

都大学 ESICB） 
 
 
 

S8.電池の新しい展開

セッション15（一般講演/学生講演） 
B2会場(電池)

 

Cr(III)フッ化リン酸塩の高電位正極特性 

〇川合 航右1、朝倉 大輔2、西村 真一1,3、山田 淳夫1,3 （1. 東京大学大学院、2. 産業技術総合研究

所、3. 京都大学 ESICB） 

グラフェン/MnO2交互積層膜の電気化学形成と水系 Znイオン二次電池への応用 

石田 智也1、 Kumbhar Vijay1、〇中山 雅晴1,2 （1. 山口大学、2. ブルーエナジーセンター） 

KxMn1-yFey[Fe(CN6)]の合成とカリウム電池正極特性 

〇野呂 宣仁1、深堀 大河1、小嶋 はるか1、保坂 知宙1、久保田 圭1、駒場 慎一1 （1. 東京理科大

学） 

ヘキサシアノ鉄酸マンガンのカリウム電池正極特性に影響する諸因子の検討 

〇保坂 知宙1、深堀 大河1、久保田 圭1、小嶋 はるか1、伊藤 祐司2、猪瀬 耐2、井上 浩文2、武内

正隆2、駒場 慎一1 （1. 東京理科大学、2. 昭和電工株式会社） 
 
 
 

S8.電池の新しい展開

セッション16（一般講演/学生講演） 
B2会場(電池)

 

Mg二次電池正極材料 MgCo2-x-yNixMnyO4の合成と電池特性の評価、結晶・電子構造解析 

〇平田 悠貴1、石田 直哉1、北村 尚斗1、井手本 康1 （1. 東理大理工） 

第一原理計算を用いたマグネシウム二次電池正極材料 MgCo2-xMｎxO4系酸化物の充電時

の結晶構造と電子状態の解明 

〇石橋 千晶1、一山 舞1、石田 直哉1、北村 尚斗1、井手本 康1 （1. 東京理科大学） 

Mg二次電池用スピネル型正極材料 Mg1+yCo2-x-yMnxO4の電池特性と量子ビームを用いた

充放電機構の解明 

一山　舞　1、石橋 千晶1、石田 直哉1、北村 尚斗1、〇井手本 康1 （1. 東京理科大学） 

〔56〕



13:45  [3H16(学生講演)]

14:00  [3H17(学生講演)]

14:15  [3H18(学生講演)]

14:30  [3H19(一般講演)]

09:00  [3I01(学生講演)]

09:15  [3I02(一般講演)]

09:30  [3I03(学生講演)]

09:45  [3I04(学生講演)]

10:00  [3I05(学生講演)]

10:15  [3I06(一般講演)]

10:30  [3I07(一般講演)]

10:45  [3I08(一般講演)]
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Mg二次電池正極材料α MgCo1.5Mn0.5O4-(1-α)Mg(Mg0.33V1.57Ni0.1)O4の固溶比の検討及

び電池特性の評価と結晶・電子構造解析 

〇岡田 錬1、石田 直哉1、北村 尚斗1、井手本 康1 （1. 東理大理工） 
 
 
 

S8.電池の新しい展開

セッション17（一般講演/学生講演） 
B2会場(電池)

 

ソルボサーマル法による MgMn2O4酸化物ナノ粒子の粒径制御とマグネシウム電池正極

特性評価 

〇横﨑 理花1、小林 弘明1、本間 格1 （1. 東北大学） 

欠陥スピネル型構造に着目した高サイクル特性を有する新規 Mg蓄電池正極材料の開発 

〇下川 航平1、河口 智也1、谷村 洋1、岡本 範彦1、市坪 哲1 （1. 東北大学） 

スピネル型酸化物正極活物質の Fe置換による電解液酸化分解抑制効果 

〇韓 鍾賢1、八木 俊介1、市坪 哲2 （1. 東京大学生産技術研究所、2. 東北大学金属材料研究所） 
 
 
 

S8.電池の新しい展開

【電池の新しい展開】 
セッション12（一般講演/学生講演） 

B3会場(電池)
 

新規リン酸遷移金属(V,Cr,Fe)リチウム正極材料の高圧合成と電気化学特性 

〇林 聖人1、垣添 沙由実1、土屋 嶺1、山下 徳仁1、関根 遼太郎1、常盤 和靖1、廣戸 孝信2、松下 能

孝2 （1. 東京理科大学、2. NIMS） 

置換型アルギン酸系バインダーを用いた5ボルト級スピネル正極の電気化学特性 

〇大石 安佐子1、堀場 達雄1、久保田 圭1、阿部 善也1、東郷 英一2、井上 洋2、駒場 慎一1 （1. 東京

理科大学、2. 東ソー株式会社） 

量子ビームを用いた逆モンテカルロ法による不規則岩塩型 Li1+x(M,Mn)1-xO2の原子配列モ

デリング 

〇村上 真輝1、北村 尚斗1、石田 直哉1、井手本 康1 （1. 東京理科大学） 

イオン交換された Lix(Mn,Ni,Ti)1-δO2の正極特性と局所構造解析 

〇淵 智洸1、石田 直哉1、北村 尚斗1、秋本 順二2、井手本 康1 （1. 東理大理工、2. 国立研究開発法

人産業技術総合研究所） 
 
 
 

S8.電池の新しい展開

セッション13（一般講演/学生講演） 
B3会場(電池)

 

[N(FSO2)2]系イオン液体電極界面に形成する被膜のキャラクタリゼーション 

〇古谷 亮太1,2、原 富太郎2、福永 孝夫2、河上 清源2、芹澤 信幸1、片山 靖1 （1. 慶應義塾大学、2.

エリーパワー株式会社） 

リチウムイオン電池有機電解液の高圧力下での挙動 

〇吉谷 駿1、亀岡 真祐子1、石井 陽祐1、川崎 晋司1 （1. 名古屋工業大学） 

High Performance materials for thin film and flexible lithium-ion batteries 

〇 Zhumabay Bakenov1 （1. Nazarbayev University, National Laboratory Astana） 

安全性に優れた電池設計 〜各構成部材の寄与〜 

〇妹尾 博1、向井 孝志1、池内 勇太1、山下 直人1、坂本 太地1、田中 秀明1、柳田 昌宏1 （1. 国立研

究開発法人産業技術総合研究所） 

〔57〕



11:00  [3I09(一般講演)]

11:15  [3I10(一般講演)]

11:30  [3I11(学生講演)]

11:45  [3I12(学生講演)]

13:00  [3I13(一般講演)]

13:15  [3I14(学生講演)]

13:30  [3I15(一般講演)]

13:45  [3I16(一般講演)]

14:00  [3I17(学生講演)]

14:15  [3I18(学生講演)]
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S8.電池の新しい展開

セッション14（一般講演/学生講演） 
B3会場(電池)

 

リチウムイオンバッテリーの交流インピーダンスモデルに基づく離散時間伝達関数のイ

ンパルス応答解析 

〇宗像 一郎1、猪狩 俊太郎1、丹野 諭1、相川 直幸2 （1. 東洋システム株式会社、2. 東京理科大

学） 

交流インピーダンスによるリチウムイオン電池温度推定法の検討 3 

〇小池 伸二1、小林 弘典1 （1. 産業技術総合研究所） 

直流イオン伝導度測定を用いたリチウム二次電池用多孔電極の評価 

〇小澤 祥太1、林 凌平1、棟方 裕一1、金村 聖志1 （1. 首都大学東京） 

ピコ秒パルスレーザーを用いた三次元構造を有する⽳あき電極の作製及びリチウムイオ

ン二次電池への適用 

〇渡邉 達也1、津田 喬史1、安藤 風馬1、郡司 貴雄1、安東 信雄2、中村 奨3、板垣 薫4、杣 直彦4

、林 成実5、大坂 武男2、松本 太1 （1. 神奈川大学大学院工学研究科、2. 神奈川大学工学研究

所、3. 長岡工業高等専門学校、4. 株式会社ワイヤード、5. 新潟工業技術総合研究所） 
 
 
 

S8.電池の新しい展開

セッション15（一般講演/学生講演） 
B3会場(電池)

 

Effect of the charge process on the performance of Li-ion cells during charge-

discharge cycling at 0℃ 

〇オマール メンドサ1、細野 英司2、朝倉 大輔2、松田 弘文2、梅田 実3、曽根 理嗣1 （1. 宇宙航空

研究開発機構、2. 産業技術総合研究所、3. 長岡技術科学大学） 

円筒型電子部品内部の電流密度分布非破壊映像化 

〇松田 聖樹1、鈴木 章吾1、藪本 海1、田口 龍一1、坂倉 涼太1、美馬 勇輝3、木村 憲明3、木村 建次

郎2 （1. 神戸大学理学研究科、2. 神戸大学数理データサイエンスセンター、3. Integral Geometery

Science） 

昇温 XRD測定によるリチウムイオン電池の熱暴走機構解析 

〇齋藤 喜康1、柴田 強1、岡田 賢1 （1. 国立研究開発法人産業技術総合研究所） 

超高速 X線スキャナを用いた LIB圧壊試験における内部状態の operando詳細観察 

〇横島 時彦1、片瀬 菜津子2、向山 大吉1、逢坂 哲彌1、守澤 和彦2、田中 雅洋2、永峰 政幸2 （1. 早

稲田大学、2. 村田製作所） 
 
 
 

S8.電池の新しい展開

セッション16（一般講演/学生講演） 
B3会場(電池)

 

各種黒鉛材料の電気化学的カリウムインターカレーション特性 

〇五十嵐 大輔1、齋藤 陸遙1、久保田 圭1、伊藤 祐司2、猪瀬 耐2、井上 浩文2、武内 正隆2、駒場 慎

一1 （1. 東京理科大学、2. 昭和電工株式会社） 

Potassium Difluorophosphate as an Additive for Potassium Ion Batteries 

〇楊 歓1、陳 致堯 2、窪田 啓吾2、松本 一彦1,2、萩原 理加1,2 （1. 京都大学、2. 産総研・京大

OIL） 

〔58〕



14:30  [3I19(一般講演)]

14:45  [3I20(一般講演)]

15:00  [3I21(学生講演)]

15:15  [3I22(学生講演)]

15:30  [3I23(学生講演)]

09:30  [3J01(一般講演)]

09:45  [3J02(一般講演)]

10:00  [3J03(一般講演)]

10:15  [3J04(特別講演)]
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カリウム塩ハイドレートメルトのカリウムイオン電池用電解液への適用 

〇高橋 璃衣1、保坂 知宙1、地口 健人1、久保田 圭1、松田 有希2、井田 和彦2、大久保 毅2、久芳 完

治3、林 年治3、駒場 慎一1 （1. 東京理科大学、2. 株式会社テクノバ、3. 三菱マテリアル株式会

社） 
 
 
 

S8.電池の新しい展開

セッション17（一般講演/学生講演） 
B3会場(電池)

 

単水和型ハイドレートメルト電解液中における Al-Li合金化反応 

〇高 晟齊1、山田 裕貴1,2、宮﨑 かすみ1、島田 頌1、渡部 絵里子1、館山 佳尚2,3、神谷 武志4、本田

常俊5、秋草 順5、山田 淳夫1,2 （1. 東京大学大学院、2. 京都大学 ESICB、3. 国立研究開発法人物

質・材料研究機構、4. 三菱マテリアル電子化成株式会社、5. 三菱マテリアル） 

モリブデン系負極材料を用いた高エネルギー密度水系リチウムイオン電池の検討 

〇佐藤 良彦1、藪内 直明1 （1. 横浜国立大学） 

スマネントリオンを用いた水系ナトリウムイオン電池 

〇田島 正俊1、古澤 将樹2、中本 康介2、焼山 裕美3、櫻井 英博3、岡田 重人2、アルブレヒト 建2,4

（1. 九州大学院統合新領域学府、2. 九州大学先導物質科学研究所、3. 大阪大学院工学研究科、4.

JST-さきがけ） 

高濃度 NaClO4水系電解液の溶液構造および電気化学特性 

〇山下 真歩1、藤井 健太1、吉本 信子1、喜多條 鮎子1,2 （1. 山口大学、2. 京都大学 ESICB） 
 
 
 

S13.化学センサの新展開

【化学センサの新展開】 
セッション10（一般講演） 

C1会場(センサ)
 

表面プラズモン共鳴チップ上での特徴パターン認識による培養細胞評価 

〇栗田 僚二1,2、菅井 祥加1、冨田 俊介1、石原 紗綾夏1、吉岡 恭子1 （1. 産業技術総合研究所、2.

筑波大学大学院） 

四重極電極アレイを用いたイオノフォア刺激による細胞電気特性変化の評価 

〇河合 志希保1,2、鈴木 雅登1、有本 聡2、是永 継博2、安川 智之1 （1. 兵庫県大院物質理、2. パナ

ソニック株式会社） 

Electrochemical monitoring of viability of yeast cells by using a new double mediator

system and sensing of antifungal agent 

〇アリム モハマドアブドゥル1,2、篠原 寛明1、須加 実1 （1. 富山大学生命融合科学教育部、2.

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Science and Technology University） 
 
 
 

S13.化学センサの新展開

セッション11（特別講演） 
C1会場(センサ)

 

CD型マイクロ流路デバイスによるバイオセンシング 

〇久保 いづみ1 （1. 創価大学） 
 
 

〔59〕



11:00  [3J05(特別講演)]

13:00  [3J06(一般講演)]

13:15  [3J07(一般講演)]

13:30  [3J08(一般講演)]

13:45  [3J09(一般講演)]

14:00  [3J10(一般講演)]

14:15  [3J11(一般講演)]

14:30  [3J12(一般講演)]

14:45  [3J13(一般講演)]

09:00  [3K01(一般講演)]

09:15  [3K02(一般講演)]
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S13.化学センサの新展開

セッション12（特別講演） 
C1会場(センサ)

 

ストレス計測評価用バイオセンシングデバイスの研究開発 

〇脇田 慎一1 （1. 産業技術総合研究所） 
 
 
 

S13.化学センサの新展開

セッション13（一般講演） 
C1会場(センサ)

 

耐熱性グルコースデヒドロゲナーゼ固定化電極の応答特性 

〇長谷部 靖1、竹内 隆裕1、榎本 紗南1 （1. 埼玉工業大学） 

CVD二層グラフェン膜を用いたバイオフィルム形成ー成長のセンシング 

〇兼松 秀行1、中川 遼一1、斉藤 開1、三浦 英和2、石原 正統3、伴 雅人4、平井 信充1、幸後 健1

、小川 亜希子1、バリー ダナ5 （1. 鈴鹿工業高等専門学校、2. 鈴鹿医療科学大学、3. 産総研、4.

日本工業大学、5. Clarkson University/SUNY Canton） 

有機分子触媒を利用したバンコマイシンの電気化学検出 

〇佐藤 勝彦1、小野 哲也2、吉田 健太郎2、大樂 武範2、柏木 良友2 （1. 東北大院薬、2. 奥羽大薬） 

人工シデロフォア修飾基板を用いた微生物センシング 

〇猪股 智彦1、遠藤 卓1、宮本 政和1、小澤 智宏1、増田 秀樹1 （1. 名工大院工） 
 
 
 

S13.化学センサの新展開

セッション14（一般講演） 
C1会場(センサ)

 

ラインイメージングセンサを用いたコロニーフィンガープリンティングによる細菌の菌

種判別のロバストネスの向上 

〇前田 義昌1、田中 雄介1、纐纈 宏也1、林 泰圭2、原田 学2、吉野 知子1、松永 是1、田中 剛1 （1.

東京農工大学、2. 株式会社マルコム） 

農薬グリホサートに対するデュアルリードアウトセンサの創製 

浅野 康一郎1、佐々木 由比1、南木 創1、〇南 豪1 （1. 東京大学） 

肝機能バイオマーカー測定用電気化学発光センサ 

〇牧 俊之介1、荒木 晃子1、斎藤 真人1、民谷 栄一1 （1. 大阪大学大学院） 

核酸試料並列分析のためのハイブリッド形成誘引-電気化学信号変調センサアレイ 

〇青木 寛1、鳥村 政基1、中里 哲也1 （1. 産業技術総合研究所） 
 
 
 

S7.固体化学の基礎と応用－固体材料の合成・物性・反応性

【固体化学の基礎と応用－固体材料の合成・物性・反応性】 
セッション5（一般講演） 

C2会場(電力貯蔵/固体/固体)
 

高温 MAS-NMRによるフッ化物イオン伝導体の研究 

〇村上 美和1、嶺重 温2 （1. 京都大学、2. 兵庫県立大学） 

中性子回折による新規(Fe1-xAlx)2O3準安定固溶体の室温構造解析 

〇高井 茂臣1、中石 隼人1、太田 紘一1、薮塚 武史1、八尾 健2 （1. 京都大学大学院、2. 京都大

学） 

〔60〕



09:30  [3K03(一般講演)]

09:45  [3K04(一般講演)]

10:00  [3K05(一般講演)]

10:15  [3K06(一般講演)]

10:30  [3K07(一般講演)]

10:45  [3K08(一般講演)]

11:00  [3K09(一般講演)]

11:15  [3K10(一般講演)]

11:30  [3K11(受賞講演)]
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Ion dynamics of fluoride ion conducting solid electrolytes using NMR 

〇 DORAI ARUNKUMAR1、 HELLAR NITHYA1、河村 純一2 （1. 東北大学 多元物質科学研究

所、2. 東北大学 URAセンター） 

Tiドープ NaTaO3のイオン伝導特性 

〇陳 希木1、畑田 直行1、豊浦 和明1、宇田 哲也1 （1. 京都大学） 
 
 
 

S7.固体化学の基礎と応用－固体材料の合成・物性・反応性

セッション6（一般講演） 
C2会場(電力貯蔵/固体/固体)

 

BaFeO3-δへの3価イオン部分固溶による、無秩序酸素欠損配列を持つ導電性立方晶ペロ

ブスカイト酸化物の合成―置換サイトと配位数・イオン半径の相関 

松本 裕之介1、岩渕 澪人1、清水 省吾1、北爪 将輝1、高橋 昌大1、大木葉 隆司1、〇橋本 拓也1

（1. 日本大学） 

Effects of different doping strategies on electrical conductivity of Bi4NbO8Cl based

Sillen-Aurivillius type compound 

〇 Kluczny Maksymilian1、石原 達己1,2 （1. 九州大学・統合新領域学府・オートモーティブサイ

エンス専攻、2. 九州大学カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所） 

Ca1-xCsxWO4-x/2系酸化物イオン伝導体の中性子回折 

陳 恒1、〇高井 茂臣1、薮塚 武史1、八尾 健2 （1. 京都大学大学院、2. 京都大学） 

第三元素添加 Sc2O3安定化 ZrO2の局所構造解析に基づく相安定性評価 

〇藤巻 慧大1、及川 格1、玉﨑 史載2、岡本 博2、高村 仁1 （1. 東北大学、2. 第一稀元素化学工業

株式会社） 
 
 
 

S7.固体化学の基礎と応用－固体材料の合成・物性・反応性

セッション7（一般講演） 
C2会場(電力貯蔵/固体/固体)

 

マグネシウム二次電池の高電位リン酸フッ素系正極材料の合成 

〇マセセ タイタス1、 Rizell Josef2、 Kanyolo Godwill3、 Huang Zhen-Dong4、 Sassa Yasmine2

、妹尾 博1 （1. 独立行政法人産業技術総合研究所、2. チャルマース工科大学、3. 電気通信大

学、4. 南京大学） 

マグネシウム塩を出発原料とした新規分子結晶の作製とマグネシウムイオン伝導性の評

価 

内山 翔太1、盛 佐和子1、〇守谷 誠1 （1. 静岡大学） 
 
 
 

S7.固体化学の基礎と応用－固体材料の合成・物性・反応性

セッション8（受賞講演） 
C2会場(電力貯蔵/固体/固体)

 

水酸アパタイト系セラミックスの界面分極評価と環境発電への展開 

〇田中 優実1 （1. 東京理科大学） 
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13:00  [3K12(一般講演)]

13:15  [3K13(一般講演)]

13:30  [3K14(一般講演)]

13:45  [3K15(一般講演)]

14:00  [3K16(学生講演)]

14:15  [3K17(学生講演)]

14:30  [3K18(学生講演)]

14:45  [3K19(学生講演)]

15:00  [3K20(学生講演)]

15:15  [3K21(学生講演)]
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S7.固体化学の基礎と応用－固体材料の合成・物性・反応性

セッション9（一般講演） 
C2会場(電力貯蔵/固体/固体)

 

ハニカム層状酸化物の固相合成 

Rizell Josef2、〇マセセ タイタス1、 Kanyolo Godwill3、加藤 南1、 Huang Zhen-Dong4、妹尾 博
1、 Sassa Yasmine2 （1. 独立行政法人産業技術総合研究所、2. チャルマース工科大学、3. 電気通

信大学、4. 南京大学） 

ハニカム構造を有するカリウム含有層状酸化物の電気化学特性、トポロジーおよび相変

化挙動 

〇マセセ タイタス1、 Rizell Josef3、 Kanyolo Godwill2、加藤 南1、内田 悟史1、 Huang Zhen-

Dong4、 Sassa Yasmine3、妹尾 博1 （1. 独立行政法人産業技術総合研究所、2. 電気通信大学、3.

チャルマース工科大学、4. 南京大学） 

有機イオン性柔粘性結晶を用いたハイブリッド固体電解質材料の開発(I) -イオン伝導性

に及ぼす無機固体電解質の効果- 

〇楊 之端1、山口 駿1、竹岡 裕子1、陸川 政弘1、藤田 正博1 （1. 上智大学） 

Characterization of Ionic Conductivity in Solid-State Electrolyte through Neutron

Radiography 

〇 SONG Fangzhou1、陳 恒1、高井 茂臣1、薮塚 武史1、篠原 武尚2、甲斐 哲也2、林田 洋寿3 （1.

京都大学大学院エネルギー科学研究科、2. 日本原子力研究開発機構、3. 総合科学研究機構） 
 
 
 

S7.固体化学の基礎と応用－固体材料の合成・物性・反応性

セッション10（学生講演） 
C2会場(電力貯蔵/固体/固体)

 

水系電解液におけるアクセプター型黒鉛層間化合物の挿入脱離挙動解析(3) 

〇伊藤 優汰1、宮崎 晃平1,2、近藤 靖幸2、横山 悠子3、安部 武志1,2 （1. 京大院工、2. 京大院地環

堂、3. 京大産官学） 

PLD法で成膜した YSZ薄膜の高プロトン伝導性および成膜雰囲気への火山型依存性 

〇高柳 真1,2、土屋 敬志1、並木 航1,2、樋口 透2、寺部 一弥1 （1. 物質・材料研究機構、2. 東京理

科大学） 

Ba2(Li1–xNax)H3Oの合成と H–導電特性 

〇岡本 啓1,2、竹入 史隆1,2、渡邉 明尋3、今井 弓子2、神山 崇4、菅野 了次3、小林 玄器1,2 （1. 総

合研究大学院大学、2. 分子科学研究所、3. 東京工業大学、4. 高エネルギー加速器研究機構） 

固体電解質を用いた全固体酸化・還元デバイスによる Fe3O4薄膜の磁化ベクトルのその

場制御 

〇並木 航1,2、土屋 敬志1、髙栁 真1,2、樋口 透2、寺部 一弥1 （1. 物質材料研究機構、2. 東京理科

大学） 
 
 
 

S7.固体化学の基礎と応用－固体材料の合成・物性・反応性

セッション11（学生講演） 
C2会場(電力貯蔵/固体/固体)

 

Li3NaSiO4の CO2吸収・放出挙動の解析 

〇平井 麻菜美1、神庭 伸吾1、丹羽 栄貴2、橋本 拓也1 （1. 日本大学、2. 三重大学） 

メカニカルミリング処理が Li添加 NH4MgF3のイオン伝導特性に及ぼす影響 

〇本橋 宏大1、松川 陽介1、中村 崇司1、木村 勇太1、ドライ アルンクマール1、河村 純一1、内本

喜晴2、⾬澤 浩史1 （1. 東北大学大学院、2. 京都大学大学院） 

〔62〕



09:45  [3L01(学生講演)]

10:00  [3L02(学生講演)]

10:15  [3L03(一般講演)]

10:30  [3L04(一般講演)]

10:45  [3L05(一般講演)]

11:00  [3L06(学生講演)]

11:15  [3L07(一般講演)]

11:30  [3L08(受賞講演)]

13:00  [3L09(一般講演)]

13:15  [3L10(学生講演)]

13:30  [3L11(学生講演)]

13:45  [3L12(学生講演)]

14:00  [3L13(学生講演)]
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S14.マイクロ〜ナノ構造材料・デバイス形成の最先端技術

【マイクロ〜ナノ構造材料・デバイス形成の最先端技術】 
セッション1（一般講演/学生講演） 

C3会場(キャパシタ/キャパシタ/マイクロ-ナノ)
 

Zn電析初期過程における Zn原子表面拡散の第一原理計算及び kinetic Monte Carlo法に

よる解析 

〇女部田 勇介1、大貫 浩介1、王 松毅1、國本 雅宏1、中井 浩巳1、本間 敬之1 （1. 早稲田大学 先進

理工） 

陽極酸化電析法により形成した酸化タングステン光アノードに及ぼす熱処理の影響 

〇橋本 武1、笹野 順司1、横山 誠二1、伊﨑 昌伸1 （1. 豊橋技術科学大学） 

水溶液電解法によるシート状水酸化マグネシウムの積層析出と酸化物変換 

〇品川 勉1,2、千金 正也1、伊崎 昌伸2 （1. 大阪産業技術研究所、2. 豊橋技術科学大学） 

CuO/Cu2O積層型光活性層の光電気化学的形成 

〇阿部 紗佳1 （1. 豊橋技術科学大学） 

Graphene oxide based nanostructured V2O5@RuO2 hybrid positive electrode for

high performance pseudocapacitor 

〇 PATIL AMAR2、岳 喜岩1、安 小偉1,2、シリソンブーンチャイ スチャダ1,2、于 涛1、吉田 曉弘1,2

、阿布里提 阿布都拉1、官 国清1,2 （1. 弘前大学、2. 弘前大学地域戦略研究所） 
 
 
 

S14.マイクロ〜ナノ構造材料・デバイス形成の最先端技術

セッション2（受賞講演/一般講演/学生講演） 
C3会場(キャパシタ/キャパシタ/マイクロ-ナノ)

 

大ピッチ理想配列スルーホールメンブレンの高スループット形成 

〇小崎 真実1、柳下 崇1、益田 秀樹1 （1. 首都大学東京） 

官能基を制御した酸化グラフェン膜によるイオン透過 

〇鯉沼 陸央1、溝口 拓哉1、重田 航1、伊田 進太郎1 （1. 熊本大学） 

構造制御を介した材料の機能デザイン 

〇安川 雪子1 （1. 千葉工業大学） 
 
 
 

S14.マイクロ〜ナノ構造材料・デバイス形成の最先端技術

セッション3（一般講演/学生講演） 
C3会場(キャパシタ/キャパシタ/マイクロ-ナノ)

 

セルロースナノファイバーのエレクトロニクスへの応用 

齊藤 真希1、松井 響平2、野田 達夫2、〇椎木 弘1 （1. 大阪府立大学、2. 大阪府立大学高専） 

電極表面構造が水素発生反応に与える影響の解析に向けたマイクロパターン電極の作製 

〇佐久間 翔吾1、引間 稚菜2、藤村 樹3、福中 康博4、本間 敬之1,2,3,4 （1. 早稲田大学先進理工学部

応用化学科、2. 早稲田大学先進理工学研究科応用化学専攻、3. 早稲田大学先進理工学研究科先進

理工学専攻、4. 早稲田大学ナノ・ライフ創新研究機構） 

ガスセンサ用金属電極作製及び電気的特性評価 

〇佐藤 翔太1、橋新 剛1、久保田 弘1、吉岡 昌雄1 （1. 熊本大学） 

電析プロセスによる Snナノワイヤ－の形成 

〇西岡 佑城1、柳下 崇1、薦田 康夫2、益田 秀樹1 （1. 首都大学東京、2. 三井金属） 

局在表面プラズモン共鳴による多元量子ドットのサイズ選択的分離 

〇山口 奈緒子1、亀山 達矢1、坪井 泰之2、桑畑 進3、石原 一4、鳥本 司1 （1. 名大院工、2. 阪市大

〔63〕



14:15  [3L14(一般講演)]

14:30  [3L15(一般講演)]

14:45  [3L16(一般講演)]

15:00  [3L17(一般講演)]

15:15  [3L18(一般講演)]

09:15  [3N01(招待講演)]

10:00  [3N02(一般講演)]

10:15  [3N03(学生講演)]

10:30  [3N04(一般講演)]

10:45  [3N05(一般講演)]
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理、3. 阪大院工、4. 阪大院基礎工） 
 
 
 

S14.マイクロ〜ナノ構造材料・デバイス形成の最先端技術

セッション4（一般講演） 
C3会場(キャパシタ/キャパシタ/マイクロ-ナノ)

 

シンクロトロン光光励起反応によるナノ・マイクロ粒子生成 

〇山口 明啓1、桜井 郁也2、岡田 育夫2、内海 裕一1 （1. 兵庫県立大学、2. 科学技術交流財団あい

ちシンクロトロン光センター） 

液中レーザー溶融法を利用した球状 GaN粒子の作製と評価 

〇児玉 裕美1、和田 裕之1 （1. 東工大物質理工） 

液中レーザーアブレーション法を用いた銅ナフタロシアニンナノ粒子の作製と光音響イ

メージングへの応用 

〇大村 景太1、中村 健太郎2、和田 裕之1 （1. 東京工業大学 物質理工学院、2. 東京工業大学 科学

技術創成研究院） 

Cu添加によるダンベル型 ZnS-AgInS2固溶体ナノ粒子の光化学特性制御 

〇常泉 修平1、亀山 達矢1,2、桑畑 進3、鳥本 司1 （1. 名古屋大学、2. JST-さきがけ、3. 大阪大学） 

流動性媒体中での高分子との相互作用による磁気微粒子の流体力学的振舞の変化 

竹原 万莉那1、趙 辛堯1、〇北本 仁孝1 （1. 東京工業大学） 
 
 
 

S15.クロモジェニック材料の新展開

【.クロモジェニック材料の新展開】 
セッション1（招待講演） 

D1会場(基礎/基礎/クロモ)
 

酸化物エレクトロクロミック材料の高速スパッタ成膜技術 

〇阿部 良夫1 （1. 北⾒工業大学） 
 
 
 

S15.クロモジェニック材料の新展開

セッション2（一般講演/学生講演） 
D1会場(基礎/基礎/クロモ)

 

スリットコーター法を用いたエレクトロクロミック薄膜の大面積化 

〇田嶌 一樹1、渡邊 浩1、西野 瑞香1、川本 徹1、肥田 紀樹2、村井 信彦2、伊藤 俊文2、荒木 克己2

、福士 大輔3、齋藤 秀一3 （1. 国立研究開発法人産業技術総合研究所、2. 東レエンジニアリング

株式会社、3. 東芝マテリアル株式会社） 

酸化タングステンナノ粒子分散スラリーの調整とエレクトロクロミック特性評価 

〇鄭 讃揚1、田嶌 一樹1、渡邊 浩1、西野 瑞香1、川本 徹1、福士 大輔2、齋藤 秀一2 （1. 国立研究

開発法人産業技術総合研究所、2. 東芝マテリアル株式会社） 

自由形状を有するフレキシブル ECデバイスの開発 

〇樋口 昌芳1、藤井 幸男1、黒岩 繁樹2、大橋 啓之2、濱田 芳治3、久保田 晃弘3 （1. 国立研究開発

法人物質・材料研究機構、2. 早稲田大学、3. 多摩美術大学） 

VO2ナノ粒子の短時間合成とサーモクロミック特性 (II) 

〇岡田 昌久1、山田 保誠1 （1. 産業技術総合研究所） 
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11:00  [3N06(一般講演)]

11:15  [3N07(学生講演)]

11:30  [3N08(一般講演)]

11:45  [3N09(学生講演)]

13:00  [3N10(学生講演)]

13:15  [3N11(学生講演)]

13:30  [3N12(一般講演)]

13:45  [3N13(学生講演)]

09:15  [3O01(一般講演)]

09:30  [3O02(一般講演)]

09:45  [3O03(学生講演)]

10:00  [3O04(学生講演)]

10:15  [3O05(一般講演)]
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S15.クロモジェニック材料の新展開

セッション3（一般講演/学生講演） 
D1会場(基礎/基礎/クロモ)

 

銀析出型 EC素子の銀析出挙動に与える溶媒種ならびに温度の影響 

〇福田 栞1、杉田 隆紀1、中村 一希1、小林 範久1 （1. 千葉大学院） 

銀析出型 EC素子の銀ナノ粒子形態がプラズモン共鳴吸収に及ぼす影響 

〇木村 俊輔1,2、杉田 朋子1、中村 一希1、小林 範久1 （1. 国立大学法人 千葉大学、2. 日本学術振

興会特別研究員ＤＣ） 

調光銀ミラーデバイスのための電極表面修飾に関する検討 

〇森田 久也1、伊藤 暉2、青木 純2 （1. 名古屋工業大学、2. 名古屋工業大学大学院） 

テレケリックポリマーを用いた半固体調光銀ミラー浴の作製 

〇古川 智貴1、伊藤 暉1、青木 純1 （1. 名古屋工業大学大学院） 
 
 
 

S15.クロモジェニック材料の新展開

セッション4（一般講演/学生講演） 
D1会場(基礎/基礎/クロモ)

 

黒表示可能な非水系電解液中の Bi析出型エレクトロクロミズム 

〇諸⾒里 栄治1、梁 壮1、中村 一希1、小林 範久1 （1. 千葉大学） 

発光性ユーロピウム錯体とエレクトロクロミック分子を吸着させた粘土膜の電気化学挙

動と光学特性制御 

〇小林 直人1、小林 範久1、中村 一希1 （1. 千葉大学院） 

電気化学発光素子におけるルテニウム錯体の架橋化 

〇林 直弘1、青木 純1 （1. 名古屋工業大学大学院） 

Ru(bpy)3
2+系電気化学発光における酸化還元種の安定性が素子特性へ与える影響 

〇村岡 遼真1、中村 一希1、小林 範久1 （1. 千葉大学） 
 
 
 

S6.溶融塩化学・技術の新展開

【溶融塩化学・技術の新展開】 
セッション13（一般講演/学生講演） 

D2会場(溶融塩)
 

TFSA系室温イオン液体を用いるアルミニウム電析 

宇井 幸一1、〇河野 充1、竹口 竜弥1、津田 哲哉2 （1. 岩手大院理工、2. 阪大院工） 

硫黄含有炭素材料を正極活物質に用いたアルミニウム二次電池 

〇佐々木 淳也1、上村 祐也1、津田 哲哉1、小島 敏勝2、安藤 尚功2、妹尾 博2、桑畑 進1 （1. 大阪

大学、2. 産業技術総合研究所） 

炭素系導電剤がアルミニウム二次電池用硫黄正極の放充電特性に及ぼす影響 

宇井 幸一1、〇藤島 凌1、竹口 竜弥1、上村 祐也2、津田 哲哉2 （1. 岩手大学、2. 大阪大学） 

[EMI]Cl-AlCl3イオン液体の劣化過程の解析 

〇戸田 翔之1、上田 幹人1、松島 永佳1、塩⾒ 卓2、井上 学2 （1. 北海道大学、2. ディップソール

株式会社） 

塩化亜鉛系常温溶融塩の調製と電気化学特性 

〇松本 一1、大藪 理恵1、赤井 尚人1 （1. 産業技術総合研究所） 
 
 

〔65〕



10:30  [3O06(特別講演)]

11:15  [3O07(一般講演)]

09:30  [3P01(学生講演)]

09:45  [3P02(学生講演)]

10:00  [3P03(学生講演)]

10:15  [3P04(学生講演)]

10:30  [3P05(学生講演)]

10:45  [3P06(特別講演)]

13:00  [3P07(特別講演)]
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S6.溶融塩化学・技術の新展開

セッション14（特別講演） 
D2会場(溶融塩)

 

塩化アルミニウム系イオン液体の電気化学 

〇津田 哲哉1 （1. 大阪大学） 
 
 
 

S6.溶融塩化学・技術の新展開

セッション15（一般講演） 
D2会場(溶融塩)

 

LiCl-Li2O溶融塩中での Fe-Ni金属の陽極挙動 

〇坂村 義治1、飯塚 政利1、小藤 博英2 （1. (一財)電力中央研究所、2. 日本原子力研究開発機構） 
 
 
 

S17.明日をひらく技術・教育シンポジウム

【明日をひらく技術・教育シンポジウム】 
セッション3（学生講演） 

D3会場(腐食/技術教育)
 

ソルボーサーマル法と熱処理を併用した非白金系酸素還元触媒の調製 

〇石井 汰樹1、小野 遼真1、城石 英伸1 （1. 東京工業高等専門学校） 

酸化グラフェンによる酸性溶液下における酸素還元能と耐久性 

〇林 出帆1、小野 遼真1、城石 英伸1、宮澤 薫一2、田中 優実2 （1. 東京工業高等専門学校、2. 東

京理科大学） 

水熱合成法により調製した非白金系形状制御酸化物の水素酸化能(1) 

〇佐藤 友介1、城石 英伸1、宗宮 穣2、齋藤 守弘2 （1. 東京工業高等専門学校、2. 成蹊大学） 

シトシン由来高分子触媒の二酸化炭素電解還元に向けた熱重合条件の検討 

〇西澤 菜々美1、川口 楓1、吉田 司2、城石 英伸1 （1. 東京工業高等専門学校、2. 山形大学） 

中温域プロトン伝導ガラス電解質の複合化による耐久性向上およびアンモニア電解合成

への応用 

〇志田 敦1、城石 英伸1、齋藤 守弘2、田中 優実3 （1. 東京工業高等専門学校、2. 成蹊大学、3. 東

京理科大学） 
 
 
 

S17.明日をひらく技術・教育シンポジウム

セッション4（特別講演） 
D3会場(腐食/技術教育)

 

導電性高分子ポリアニリン類の電気化学的研究とそれに伴う化学実験教材の開発 

〇矢野 潤1、多田 佳織2、伊藤 武志3、岡野 寛4 （1. 新居浜工業高等専門学校、2. 高知工業高等専

門学校、3. 弓削商船高等専門学校、4. 香川工業高等専門学校） 
 
 
 

S17.明日をひらく技術・教育シンポジウム

セッション5（特別講演） 
D3会場(腐食/技術教育)

 

リチウムイオン電池とリチウム金属電池のリバイバル 

〇宇恵 誠1 （1. 国立研究開発法人　物質・材料研究機構） 
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13:45  [3P08(一般講演)]

14:00  [3P09(一般講演)]

14:15  [3P10(一般講演)]

14:30  [3P11(一般講演)]

14:45  [3P12(一般講演)]

15:00  [3P13(学生講演)]

15:15  [3P14(学生講演)]

15:30  [3P15(学生講演)]

15:45  [3P16(学生講演)]
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S17.明日をひらく技術・教育シンポジウム

セッション6（一般講演） 
D3会場(腐食/技術教育)

 

地域連携ならびに社会貢献事業として推進する化学・環境化学系講座の継続的な実践と

その成果 

〇田村 健治1 （1. 東京都立産業技術高等専門学校） 

滅菌・殺菌・除菌技術を基盤とする微生物制御の衛生管理ならびに災害時の現状復帰へ

の応用 

〇田村 健治1 （1. 東京都立産業技術高等専門学校） 

技術開発に関わる知的財産権の保持を支援する弁理士業務の調査 

ー技術者としての⾒地から調査・研究を行う課題研究(１)ー 

〇阿部 一期1、窪田 法明2、田村 健治1 （1. 東京都立産業技術高等専門学校、2. 窪田特許事務所） 

医療用光学機器を指向した製造現場における切削加工技術の調査 

ー技術者としての⾒地から調査・研究を行う課題研究(２)ー 

〇畑中 章孝1、志村 哲央2、志村 政彦2、田村 健治1 （1. 東京都立産業技術高等専門学校、2. 株式

会社志村精機製作所） 
 
 
 

S17.明日をひらく技術・教育シンポジウム

セッション7（一般講演/学生講演） 
D3会場(腐食/技術教育)

 

水溶液の電気伝導度に親しむ教材開発をテーマとした PBL型実験実習の取り組み 

〇野田 達夫1、西岡 求1 （1. 大阪府立大学工業高等専門学校） 

シクロデキストリン修飾ペースト電極を用いたバイオセンサの開発 

〇松井 響平1、野田 達夫1 （1. 大阪府立大学工業高等専門学校） 

種々のホスホニウムイオン液体を用いた電気化学ドーピングによるポリチオフェン誘導

体の特性変化 

〇八杉 憲彰1、綱島 克彦1、嶋田 仁2、谷 篤史2、東 敏和3、坂口 祐紀3、山田 裕久3 （1. 和歌山工

業高等専門学校、2. 神戸大学大学院、3. 奈良工業高等専門学校） 

四級オニウム塩をゲストとする準包接水和物の調製と導電特性 

〇高岡 祐太1、嶋田 仁2、綱島 克彦1、菅原 武3、谷 篤史2、山田 裕久4 （1. 和歌山高専、2. 神戸大

院、3. 大阪大院、4. 奈良高専） 

ホスホニウムイオン液体を含有するポリエチレングリコール型ポリマーゲルのリチウム

電池電解質特性 

〇野水 大輝1、綱島 克彦1、山田 裕久2、阪口 祐紀2、東 敏和2、松宮 正彦3 （1. 和歌山工業高等専

門学校、2. 奈良工業高等専門学校、3. 横浜国立大学） 
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【講演会場：名古屋工業大学】

【講演会場へのアクセス】

【懇親会場へのアクセス】
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第 1日・3月 17 日（火）

時　刻 A1会場 A2会場 A3会場 A4会場 A5会場 A6会場 B1 会場 B2 会場
9 : 00

林　　灯
（09 : 00-10 : 00）

細　川　正　人
（09 : 00-10 : 00）

棟　方　裕　一
（09 : 00-10 : 00）

福　塚　友　和
（09 : 00-10 : 00）

髙　橋　幸　奈
（09 : 45-10 : 30）10 : 00

北　村　房　男
（10 : 00-11 : 00）

篠　原　寛　明
（10 : 00-11 : 00）

入　山　恭　寿
（10 : 00-11 : 00）

安　部　武　志
（10 : 00-11 : 00）中　島　裕　典

（10 : 15-11 : 00） 亀　山　達　矢
（10 : 30-11 : 15）11 : 00

白仁田　沙代子
（11 : 00-12 : 00）

山　田　　　弘
（11 : 00-12 : 00）

椎　木　　　弘
（11 : 00-12 : 00）

森　　　大　輔
（11 : 00-12 : 00）

芹　澤　信　幸
（11 : 00-12 : 00）西　　　弘　泰

（11 : 15-12 : 00）

12 : 00

13 : 00
才　田　隆　広
（13 : 00-14 : 00）

小　森　喜久夫
（13 : 00-14 : 00）

中　村　崇　司
（13 : 00-14 : 00）

舘　野　拓　之
（13 : 00-14 : 00）

高　橋　康　史
（13 : 00-15 : 30）

雨　澤　浩　史
（13 : 00-14 : 00）

齋　藤　守　弘
（13 : 00-13 : 45）

昆　野　昭　則
（13 : 30-14 : 30） 薄　井　洋　行

（13 : 45-14 : 30）14 : 00 八　木　一　三
（14 : 00-14 : 45） 相　樂　隆　正

（14 : 00-15 : 00）
松　井　敏　明
（14 : 00-15 : 00）

黒　野　暢　仁
（14 : 00-15 : 00）

松　田　厚　範
（14 : 00-15 : 00）

松　下　祥　子
（14 : 30-15 : 30）

道　見　康　弘
（14 : 30-15 : 15）朝　日　将　史

（14 : 45-15 : 30）15 : 00
西　山　勝　彦
（15 : 00-16 : 00）

八　代　圭　司
（15 : 00-15 : 45） 雨　夜　　　徹

（15 : 00-16 : 00）

奥　村　豊　旗
（15 : 00-15 : 45） 山　本　貴　之

（15 : 15-16 : 00）轟　　　直　人
（15 : 30-16 : 30）

山　口　　　晃
（15 : 30-16 : 15） 伊　野　浩　介

（15 : 30-16 : 30） 作　田　　　敦
（15 : 45-16 : 30）16 : 00

嶌　越　　　恒
（16 : 00-17 : 00）

岡　崎　健　一
（16 : 00-17 : 00）

郡　司　貴　雄
（16 : 30-17 : 30）

藤　田　恭　子
（16 : 30-17 : 30）

林　　　晃　敏
（16 : 30-17 : 30）17 : 00

石　船　　学
（17 : 00-18 : 00）

池　澤　篤　憲
（17 : 00-18 : 00）

18 : 00
第 2 日・3月 18 日（水）

時　刻 A1会場 A2会場 A3会場 A4会場 A5会場 A6会場 B1 会場 B2 会場
9 : 00

野　原　愼　士
（09 : 00-10 : 15）

長澤兼作（09 : 00-09 : 15）
仙　北　久　典
（09 : 00-10 : 00）

白　井　　　理
（09 : 00-10 : 00）

本　山　宗　主
（09 : 00-09 : 45） 西　川　　　慶

（09 : 00-10 : 00）
松　島　永　佳
（09 : 15-10 : 30）

落　合　　　剛
（09 : 30-10 : 15） 山　本　貴　之

（09 : 45-10 : 30）10 : 00 稲　木　信　介
（10 : 00-10 : 45） 朝　倉　則　行

（10 : 00-11 : 00）
道　見　康　弘
（10 : 00-11 : 00）光　島　重　徳

（10 : 15-11 : 00）
長　井　圭　治
（10 : 15-11 : 00）

轟　　　直　人
（10 : 30-11 : 45）

今　西　誠　之
（10 : 30-11 : 00）

松　本　浩　一
（10 : 45-11 : 45）

11 : 00 野原愼士（11 : 00-11 : 15） 立　間　　　徹
（11 : 00-11 : 30） 四反田　　　功

（11 : 00-12 : 00）
岡　田　重　人
（11 : 00-12 : 00）

宮　崎　晃　平
（11 : 00-12 : 00）光　島　重　徳

（11 : 15-12 : 00） 井　上　博　史
（11 : 45-12 : 15） 跡　部　真　人

（11 : 45-12 : 30）12 : 00

13 : 00

14 : 00

15 : 00

16 : 00

17 : 00

18 : 00
第 3 日・3月 19 日（木）

時　刻 A1会場 A2会場 A3会場 A4会場 A5会場 A6会場 B1 会場 B2 会場
9 : 00

獨　古　　　薫
（09 : 00-10 : 00）

佐々木　　　厳
（09 : 00-10 : 00）

伊　藤　省　吾
（09 : 30-10 : 30） 原　　　正　則

（09 : 30-10 : 45）10 : 00
渡　邉　正　義
（10 : 00-11 : 00）

久保田　　　圭
（10 : 00-11 : 00）吉　田　　　司

（10 : 30-11 : 15）
梅　林　泰　宏
（10 : 30-11 : 15）

脇　坂　　　暢
（10 : 45-12 : 00）

11 : 00
栄　部　比夏里
（11 : 00-12 : 00）

鹿　野　昌　弘
（11 : 00-12 : 00）昆　野　昭　則

（11 : 15-12 : 00）

12 : 00

13 : 00
新宮原　正　三
（13 : 00-14 : 05）

伊　藤　　　博
（13 : 00-14 : 00）

万　代　俊　彦
（13 : 00-14 : 00）

上　野　和　英
（13 : 00-14 : 00）

市　坪　　　哲
（13 : 00-14 : 00）

14 : 00
内　山　智　貴
（14 : 00-15 : 00）

亀　田　恭　男
（14 : 00-14 : 30） 石　川　正　司

（14 : 00-14 : 45）
山　本　健太郎
（14 : 00-14 : 45）

百　瀬　　　健
（14 : 10-15 : 10）

15 : 00

16 : 00

17 : 00

18 : 00

講　　演　　座　　長



〔74〕

第 1日・3月 17 日（火）
時　刻 B3会場 C1 会場 C2 会場 C3 会場 C4 会場 D1会場 D2会場 D3会場
9 : 00

松　本　一　彦
（09 : 00-10 : 00）

葛　目　陽　義
（09 : 00-10 : 00）

柳　下　　　崇
（09 : 45-10 : 30）10 : 00

喜多條　鮎　子
（10 : 00-11 : 00）

池　田　勝　佳
（10 : 00-11 : 00）

水　畑　　　穣
（10 : 00-11 : 00）木　須　一　彰

（10 : 15-11 : 15）
伏見公志（10 : 30-10 : 45）

小　畑　賢　次
（10 : 45-11 : 45）

杉　山　敦　史
（10 : 45-11 : 30）

伏見公志（10 : 45-11 : 00）
11 : 00

大　石　昌　嗣
（11 : 00-12 : 00）

福　島　知　宏
（11 : 00-12 : 00）

上　田　幹　人
（11 : 00-12 : 00）

千葉　誠（11 : 00-11 : 15）

杉　本　　　渉
（11 : 15-12 : 00）

千　葉　　　誠
（11 : 15-11 : 45）

12 : 00

13 : 00
藪　内　直　明
（13 : 00-14 : 00）

上　田　太　郎
（13 : 00-13 : 45）

佐　藤　　　縁
（13 : 00-13 : 45） 星　　　永　宏

（13 : 00-14 : 00）

茂　木　　　巌
（13 : 00-13 : 45）

水　畑　　　穣
（13 : 00-13 : 30） 安　住　和　久

（13 : 00-14 : 00）
森　田　昌　行
（13 : 30-14 : 30）渡　邉　　　賢

（13 : 45-14 : 45）

重　松　敏　夫
（13 : 45-14 : 30） 三　浦　　　誠

（13 : 45-14 : 45） 松　本　一　彦
（13 : 45-15 : 00）

14 : 00
田　港　　　聡
（14 : 00-15 : 00）

南　本　大　穂
（14 : 00-15 : 00）

土谷博昭（14 : 00-14 : 15）
土　谷　博　昭
（14 : 15-14 : 45）

田　中　晃　司
（14 : 30-15 : 15） 石　本　修　一

（14 : 30-15 : 30）兵　頭　健　生
（14 : 45-15 : 30）15 : 00 稲　本　純　一

（15 : 00-15 : 45） 近　藤　敏　啓
（15 : 00-16 : 00）

小　林　　　清
（15 : 00-15 : 45）佐藤　縁（15 : 15-15 : 30）

宇　井　幸　一
（15 : 15-16 : 15）

橋　新　　　剛
（15 : 30-16 : 00） 佐　藤　　　縁

（15 : 30-16 : 15） 野　原　愼　士
（15 : 30-16 : 30）有　吉　欽　吾

（15 : 45-16 : 30）
岡　崎　慎　司
（15 : 45-16 : 30）16 : 00 清　水　康　博

（16 : 00-16 : 30） 澤　口　隆　博
（16 : 00-16 : 45） 片　山　　　靖

（16 : 15-17 : 00）山　本　健太郎
（16 : 30-17 : 30）

石　原　達　己
（16 : 30-17 : 00） 石　川　正　司

（16 : 30-17 : 15）17 : 00

18 : 00
第 2 日・3月 18 日（水）

時　刻 B3会場 C1 会場 C2 会場 C3 会場 C4 会場 D1会場 D2会場 D3会場
9 : 00

衣　本　太　郎
（09 : 00-10 : 00）

松　井　敏　明
（09 : 00-10 : 00） 芹　澤　信　幸

（09 : 15-10 : 00）中　村　将　志
（09 : 30-10 : 00） 城　石　英　伸

（09 : 30-10 : 30）10 : 00
竹　口　竜　弥
（10 : 00-11 : 00）

吉　見　靖　男
（10 : 00-11 : 00）

奥　山　勇　治
（10 : 00-11 : 00） 鯉　沼　陸　央

（10 : 00-11 : 15）

吉　本　惣一郎
（10 : 00-11 : 00）

津　田　哲　哉
（10 : 00-10 : 45）

山　田　裕　久
（10 : 30-11 : 30）吉　井　一　記

（10 : 45-11 : 30）11 : 00
石　原　達　己
（11 : 00-12 : 00）

長　峯　邦　明
（11 : 00-12 : 00）

大　石　昌　嗣
（11 : 00-11 : 30） 白　石　壮　志

（11 : 15-12 : 00）高　村　　　仁
（11 : 30-12 : 00）

松　本　　　一
（11 : 30-12 : 00）

12 : 00

13 : 00

14 : 00

15 : 00

16 : 00

17 : 00

18 : 00
第 3 日・3月 19 日（木）

時　刻 B3会場 C1 会場 C2 会場 C3 会場 C4 会場 D1会場 D2会場 D3会場
9 : 00

大久保　將　史
（09 : 00-10 : 00）

山　本　健太郎
（09 : 00-10 : 00） 小　林　範　久

（09 : 15-10 : 00） 安　田　幸　司
（09 : 15-10 : 30）

川　口　俊　一
（09 : 30-10 : 15） 平　井　信　充

（09 : 30-10 : 45）北　本　仁　孝
（09 : 45-11 : 00）

10 : 00
稲　葉　　　稔
（10 : 00-11 : 00）

酒　井　孝　明
（10 : 00-11 : 00）

青　木　　　純
（10 : 00-11 : 00）栗　田　僚　二

（10 : 15-11 : 00） 上　田　幹　人
（10 : 30-11 : 00） 小　寺　史　浩

（10 : 45-11 : 30）11 : 00
奈　良　洋　希
（11 : 00-12 : 00）

鈴　木　博　章
（11 : 00-11 : 45）

畑　田　直　行
（11 : 00-11 : 30） 國　本　雅　宏

（11 : 00-12 : 00）
吉　村　和　記
（11 : 00-12 : 00）

後　藤　琢　也
（11 : 15-11 : 45）橋　本　拓　也

（11 : 30-12 : 00）
12 : 00

13 : 00
妹　尾　　　博
（13 : 00-14 : 00）

南　　豪
（13 : 00-14 : 00）

宮　崎　晃　平
（13 : 00-14 : 00） 伊　崎　昌　伸

（13 : 00-14 : 15）

渡　邉　雄　一
（13 : 00-14 : 00）

綱　島　克　彦
（13 : 00-13 : 45）

野　田　達　夫
（13 : 45-14 : 45）

14 : 00 山　田　裕　貴
（14 : 00-14 : 45） 長谷部　　　靖

（14 : 00-15 : 00）
村　上　美　和
（14 : 00-15 : 00） 柳　下　　　崇

（14 : 15-15 : 30）水　畑　　　穣
（14 : 45-15 : 45） 田　村　健　治

（14 : 45-16 : 00）

15 : 00 土　屋　敬　志
（15 : 00-15 : 30）

16 : 00

17 : 00

18 : 00

講　　演　　座　　長



プログラム広告（10社）

イノベーションサイエンス株式会社

Ａ Ａ ポ ー タ ブ ル パ ワ ー 株 式 会 社

株 式 会 社 東 方 技 研

東 洋 シ ス テ ム 株 式 会 社

株 式 会 社 東 陽 テ ク ニ カ

東 洋 リ ビ ン グ 株 式 会 社

ビ ー・ エ ー・ エ ス 株 式 会 社

宝 泉 株 式 会 社

北 斗 電 工 株 式 会 社

マイクロトラック・ベル株式会社



AA ポータブルパワー株式会社

電極作製　ハイスループット
複数種のスラリーを同時に塗工可能なハイスループットアプリ
ケータ。4タイプ25㎜幅電極ストリップを効率よく作製。
MSK-180SC は一回の作業で、コインセル用電極を最大8個打ち
抜きます。

全固体電池用評価セル
加圧型固体電池用評価セルはPEEK材 ・Nylon材の2種類で展開。
PEEK材は機械的強度が高く、化学的安定性に優れています。
コインセル型とパウチ型があり、電極サイズは6サイズあります。

CSP用プレス機・加圧プレス
CSP用プレス機は固体電解質ペレットを作製します。
内径0.5インチの金型は最大15Tの加圧、最大250℃まで加熱
可能。サイズもコンパクトで、グローブボックス内の不活性
ガス下での使用が可能です。

＜取扱製品＞
電極作製 ：塗工機、アプリケータ、ロールプレス、プレス機
電池組み立て ：カシメ機、電極打ち抜き機、成形機、巻取機、積層機、充放電装置
評価用セル ：キャップ型セル、全固体電池用セル、3極セル、 In-situ XRD用、 In-situ Raman用 
研究用炉 ：マッフル炉（400℃～1900℃）、チューブ炉（１～７ゾーン）
結晶 ：単結晶、セラミック基板、薄膜基板、金属基板、ターゲット材料・蒸着材料

材料評価　ハイスループット
カシメ機不要の評価セルと充放電装置を進化させてハイス
ループット処理を実現。最大160チャンネル。様々な構成で
電極材料を効率よく評価可能です。
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BELSORP-miniX  
比表面積／細孔分布測定装置

Xの“卓越した優位性”を搭載

●世界最高の再現性、4検体ハイスループット・測定時間の大幅短縮を実現
●高精度比表面積・細孔分布・細孔容量取得可能なGCMC最新カーネルを搭載した
　新規解析ソフトウェアBELMaster7を付属
●「ガス導入量最適化機能GDO※」を新搭載。過去の測定データを用いて測定条件を自動で最適化
　※Gas Dosing Optimization
●操作性・メンテンナス性向上　●世界最小・最軽量

世界唯一の粉粒体総合分析機器メーカー マイクロトラック・ベル

信頼のブランドで最適な評価装置をご提案します

BELSORP-maxⅡ 
高精度ガス／蒸気吸着量測定装置

世界最高峰の吸着装置

●極低圧3検体、最大4検体の同時測定でさらにハイスループットな装置へと進化
●「ガス導入量最適化機能(Gas Dosing Optimization)」を新搭載。過去の測定データを用いて測定条件を自動で最適化
●バルブのアクティブ制御により測定時間を大幅短縮
●フリースペース連続測定法（AFSMTM）による高精度測定
●前処理から測定まで完全自動測定（オプション）測定前の液体窒素の注入を自動化し、シームレスな測定を実現
●測定範囲：比表面積; 0.01m2/g以上（N2）、0.0005m2/g以上（Kr）　細孔分布; 0.35～500nm（直径）

高温蒸気吸着仕様リリース

Stabino
●液中粒子の流動電位を測定することで、粒子の界面動電位を評価
●スピーディーな滴定測定が可能（約10分間）　
●アニオン/カチオン滴定で簡単に等電点を測定
●pH滴定、高分子電解質滴定、及び塩滴定が可能
●粒子径分布測定装置ナノトラックシリーズとの組合せによりタイトレーションと
　粒子径分布測定がスピーディーに測定可能

滴定機能付き流動電位測定装置

分散性評価を高濃度で実現！

Stabino（左）と
NANO-flex（右）との組合せ例

 

あなたの世界をより広く、より深く

マイクロトラックⓇ  MT3000Ⅱシリーズ
●測定範囲：0.02～2,800µm
●試料の特性に合った試料循環器やサンプルコンディショナを豊富にラインナップ
●湿式・乾式の交換は秒オーダーで可能
●測定をしながらデータ解析が可能

レーザ回折・散乱式 粒子径分布測定装置

評価項目 粒子径分布、粒子形状観察（画像解析）、個数カウント、スラリー分散性（ゼータ電位/ 流動電位）、比表面積／細孔分布、吸着破過曲線、吸着速度評価、
触媒評価（反応、TPD/TPR/TPO、金属分散度）、親・疎水性評価、高圧吸着量評価、多成分吸着量評価、真密度測定、燃料電池評価、高分子材料評価、ガス分析

〒559-0031 大阪市住之江区南港東8丁目2番52号　TEL：06-6655-0360 （代表）

E-mail   sales-all@microtrac-bel.com
www.microtrac-bel.com大阪営業所

TEL : 06-6655-0362
名古屋営業所
TEL : 052-228-0792

東京営業所
TEL : 03-6457-6707

※2019年11月から本社・東京・名古屋の各拠点の連絡先が変わりました。お客様にはご迷惑をお掛けしますが、何卒宜しくお願い致します。



マルチポテンショ・ガルバノスタット

チャンネル数：標準8ｃｈ
制御電圧：±5V
最大出力電流：±200mA
最大出力電圧：±25V
価格帯：¥1,125,000～¥3,100,000

チャンネル数：標準4ｃｈ
制御電圧：±5V
最大出力電流：±2A
最大出力電圧：±15V
価格帯：¥1,125,000～¥3,100,000

チャンネル数：標準1ｃｈ
制御電圧：±5V
最大出力電流：±1A
最大出力電圧：±15V
価格帯：¥200,000

チャンネル数：標準1ｃｈ
制御電圧：±5V
最大出力電流：±1A
最大出力電圧：±15V
サイクリック分極機能付
価格帯：¥500,000

シングルポテンショ・ガルバノスタット

㈱東方技研
〒225-0002 横浜市青葉区美しが丘4-27-11

TEL: 045-482-4861 FAX: 045-482-4862
WEB: www.tohogiken.jp Email: toho@tohogiken.jp

ポータブルポテンショ･ガルバノスタット
チャンネル数：標準1ｃｈ
制御電圧：±2V
最大出力電流：±100mA（7レンジ対応）
最大出力電圧：±2V
サイクリック分極機能付
メモリ：8G内蔵
価格帯： ～¥700,000

計測ソフトウェア測定項目
自然電位 定電位 定電流 リニア分極 サイクリック分極 電位ステップ 電流ステップ
孔食電位 アノード分極 ＥＰＲテスト ＥＲ．ＣＲＥＶテスト
充放電テスト 放充電テスト ＣＣＣＶテスト
その他カスタムソフトウェア
価格帯：¥400,000～

PS-08

PS-04

PS-07A PS-14

PPS1





詳細は下記にお問い合わせください。

HD 北斗電工株式会社
 

本社・東京営業所 〒152-0003 東京都目黒区碑文谷 4-22-13 TEL.(03)3716-3235 FAX.(03)3793-8787 

大 阪 営 業 所 〒660-0805 兵庫県尼崎市西長洲町 1-1-1 TEL.(06)4868-8110 FAX.(06)4868-8113 

厚 木 工 場 〒243-0801 神奈川県厚木市上依知字上の原 3028 TEL.(046)285-1014 FAX.(046)286-3357 

 E-mail （東京） honsha@hokuto-denko.co.jp  （大阪） osaka@hokuto-denko.co.jp   HOME PAGE  https://www.meidensha.co.jp/hkt/ 

 

 

 

 
 

 

 
 モジュール式，4chまたは 12chの機種から選択可能 
 オプションブースタボード 10V/5A同時リリース 
 ブースタボード挿入枚数に応じて出力電流の増幅が可能 
 作用極，参照極，対極各電極間の電位を同時測定可能 
 各電極間のインピーダンスも同時測定可能 
 マルチユーザー対応で 1ユニットに複数 PCが同時アクセス可能（要 Hub接続） 

マルチチャンネル向けにソフトウェアをリニューアル 
 自由度の高いウィンドウレイアウト 
 操作性の高いユーザーインターフェイス 
 測定法を自由に並べ替え可能 
 マルチユーザー向け管理機能搭載 
 シングルチャンネル向け画面も搭載 
 設定イメージをグラフで表示 
 解析機能順次拡充予定 
 

  

 

チャンネル： 4chタイプ(S4),12chタイプ(S12) 電位検出確度： 設定値の±0.03%±1mV 
最大出力： ±12V/±500mA(ブースタなしの場合) 電流検出確度：各電流レンジでは以下になります 

500mA～5μA：設定値の±0.03%±レンジの 0.08% 
500nA：設定値の±0.03%±レンジの 0.1% 

50nA：設定値の±0.03%±レンジの 0.16% 

検出電圧レンジ： ±10V/±2.5V, AUTO 
検出電流レンジ： ±500mA~±50nA, AUTO 
FRA：10μHz~1MHz 
外形寸法(mm)： W256 x H350 x D500（4ch）、W440 x H350 x D500（12ch） 

HZ-Pro S4 HZ-Pro S12 

 
マルチ電気化学計測 

システム 

HZ-Pro 



Z-3D　3Dインピーダンス解析ソフトウェア

3Dインピーダンス測定システム

SP-300 電気化学測定システム

SP-150 電気化学測定システム

■ 5端子測定による対極の電圧同時モニタ可能
■ 業界最高クラスの周波数範囲：7MHz～10μHz
■ 高確度インピーダンス測定  基本確度：0.3%,0.3°
■ 豊富なオプションモジュール
　 - ブースターオプション：1A/2A/4A/10A/30A
　 - アナログ電圧掃印

アドバンスドモデル

スタンダードモデル
■ 5端子測定による対極の電圧同時モニタ可能
■ 豊富なブースターオプション：2A/5A/10A/20A/80A/100A
■ スタック電池の各セルインピーダンス測定
　 (マルチチャンネルモデルのみ対応)

充電・放電しながらの In-situ インピーダンス解析や
経時変化しやすいサンプルの腐食モニタリングに最適

特長

システム構成

■系が変化するサンプルのインピーダンス解析が可能
■各時間・SOC における瞬間のインピーダンスを
　ZView 解析ソフトウェアへ出力可能
■応答電圧振幅値の制御による
　電流制御インピーダンス測定 (GEIS-AA) が可能

Bio-Logic 社製電気化学測定システム

東陽テクニカ社製
Z-3D 3D インピーダンス解析ソフトウェア
　　　　　＋
Bio-Logic 社製電気化学測定システム

青線：測定データ(Z’,Z”,time)

瞬間のインピーダンス

黄線：時間補間した3Dプロット

〒103-8284   東京都中央区八重洲1-1-6
TEL.03-3245-1103   E-Mail : keisoku@toyo.co.jp

理化学計測部
株式会社 東陽テクニカ  〒532-0003　大阪府大阪市淀川区宮原1-6-1（新大阪ブリックビル） 

 〒460-0008　愛知県名古屋市中区栄2-3-1（名古屋広小路ビルヂング）

 〒321-0953　栃木県宇都宮市東宿郷2-4-3（宇都宮大塚ビル）

大 阪 支 店

名古屋営業所

宇都宮営業所

TEL.06-6399-9771

TEL.052-253-6271

TEL.028-678-9117

www.toyo.co.jp/material/products/detail/Z-3D.html

◆お問い合わせはこちらまで◆

横浜営業所 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目7-12新横浜金子ビル6F    TEL.045-478-6351

大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5-7-18アストロ新大阪ビル703    TEL.06-6307-1175

豊田評価センター 〒470-0375 愛知県豊田市亀首町町屋洞191-5                            TEL.0566-44-8100
豊田事業所 ※2020年4月1日 豊田評価センター内に豊田事業所開所予定

関西評価センター 〒522-0025 滋賀県彦根市野田山町746-1                                   TEL.0749-27-3501

製品紹介

http://www.toyo-system.co.jp

東洋システムは、二次電池の試験装置メーカーです。当社は、お客様が電池の研究開発を行う段階で使わ
れる試験装置の提供を行うことにより、最先端・高機能・高性能な電池開発にお客様と一心同体となって、
取り組んでおります。”エネルギー産業における技術開発で世界に貢献する”を経営理念とし、お客様の研
究開発を全力でバックアップさせて頂きます。

東洋システム株式会社 (本社)
〒972-8316 福島県いわき市常磐西郷町銭田106-1
TEL:0246-72-2151 FAX:0246-72-2152

E-mailでのお問い合わせはコチラ！
sales@toyo-system.co.jp

電池パック
Li-ion,Ni-MHを使用したカスタマイズ
パックの設計,製造。
少量多品種の電池パックをOEM/ODM
供給致します。

受託評価サービス

お客様の電池研究・開発をバックアップ
致します。
充放電試験・安全性試験・分析を同時に
行えるのは世界でも弊社だけです！

電流センサ
お客様のご要望に合わせた
電流センサの設計、製造を行って
います。

TOSCATシリーズ
(充放電評価装置)

二次電池、キャパシタなどの
サイクル試験や環境試験をする装置

TOSMACシリーズ
(電池試作装置・安全性評価装置)

二次電池の試作装置から
安全性試験装置までをラインアップ

二次電池の研究開発に必要な装置は
「東洋システム」にお任せください！

東洋システム株式会社

■豊田評価センター
豊田市駅から6.5kmの好立地に2018年1月に
豊田評価センターを開所致しました。
大型電池用評価に対応しており、
お客様のさらなる研究開発をサポート致します。
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電池の事なら
「宝泉」にお任せ下さい！

ビーカーセルや評価セル・コインセルなどの
小型電池を対象とした卓上設備から
円筒型・角型・ラミネートタイプといった

多種多様なセル形状に合った試作設備・評価機器をは
じめ、必要な部材・材料を一式取り揃えております。

全固体電池、リチウム空気電池、マグネシウム電池、
ナトリウム電池などお気軽にお問い合わせ下さい。

全固体電池評価セル

測定用サンプルをグローブボックス等の
不活性ガス下でこの治具に封入することで空気を
遮断した環境下での電気特性の測定が可能です。

その他、各種電池向けの
評価セルもございます。

デスクトップ塗工機

活物質ペーストを集電箔上に均一の厚みで塗布するコー
ターです。コンパクトながら高い塗工精度と巻取り精度を
備えています。脈動を抑える駆動システムを採用し、メン
テナンスが容易な装置構造を特徴としております。

その他、卓上型コーターも
ございます。

横型高温真空乾燥機

塗布電極・各種材料の真空乾
燥、真空及び不活性ガス雰囲
気中の材料合成加熱処理に。

非暴露雰囲気を保持した状態
でグローブボックス (サイド
ボックス)からの出入れが可能
です。

電極抵抗測定器

リチウムイオン電池電極シー
トの抵抗を合材層（活物質層）
と合材層と集電体との界面
(接着面)の2つに分けて測定
できる測定機です。

多層カーボンナノチューブ

LIB用多層CNT・CNTペースト(溶剤系・水系)を取り扱っております。
サイクル特性・入出力特性などの改善を見込めます。

宝泉株式会社
本社 〒542-0081 大阪市中央区南船場4-4-21 りそな船場ビル8階 TEL : 06-6253-2600  FAX : 06-6253-2357 

東京 〒102-0083 東京都千代田区麹町2-2-22 ACN半蔵門ビル3F   TEL : 03-3263-0520  FAX : 03-3263-0521

http://www.hohsen.co.jp   E-Mail : info@hohsen.co.jp
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