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2022年9月8日(木)
 

S1会場 | S1.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 
座長:小森 喜久夫(近畿大学) 

S1
 

ギ酸と二酸化炭素の可逆反応を可能にする Pd合金触媒の開発 
〇稲川 友貴1、郡司 貴雄1、松本 太1 （1. 神奈川大学） 

ホウ素・窒素共ドープダイヤモンドの作製と CO2電解還元特性の評価 
〇三宅 祐大1、近藤 剛史1、大竹 敦2、栄長 泰明2、東條 敏史1、湯浅 真1 （1. 東京理科大学、2. 慶應義塾大

学） 

CuSCN/Neutral Red電析膜の電解還元による CO2還元ハイブリッド触媒の構築 
〇上野 篤彦1、津田 勇希1、中村 天彰1、吉田 司1 （1. 山形大学） 

液中プラズマ処理を施した酸化チタンの二酸化炭素電解還元における触媒担持体への利用 
〇高木 海1,2、栗山 晴男2、早川 壮則2、芹澤 和泉2、鈴木 考宗3、寺島 千晶1,3、藤嶋 昭3 （1. 東理大院理

工、2. （株）オーク製作所、3. 東理大総研） 
 
 
 

S1会場 | S1.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 
座長:中山 雅晴(山口大学) 

S1
 

亜鉛めっき電極の CO2電解還元特性 
〇高辻 義行1、木本 拓海1、大森 雄太1、春山 哲也1 （1. 九州工業大学） 

酸素発生および CO₂還元に向けたナノポーラスニッケル膜の創成 
〇長家 樹1、芝 駿介1、國武 雅司2、加藤 大3、丹羽 修4、松口 正信1 （1. 愛媛大院理工、2. 熊本大学、3. 産

総研、4. 埼玉工大） 

Bi/UiO-66を前駆体とした電極触媒を用いた CO2電解によるギ酸生成 
〇髙岡 祐太1、ソン ジュンテ1,2、渡邊 源規1,2、高垣 敦1,2、石原 達己1,2 （1. 九州大学大学院、2. カーボン

ニュートラル・エネルギー国際研究所） 
 
 
 

S1会場 | S1.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 
座長:高辻 義行(九州工業大学) 

S1
 

ヘムペプチドを組み込んだ PNIPA/カーボンナノファイバー被覆 FTO電極の活性制御 
〇谷 勇太1、谷川 滉1、小森 喜久夫1 （1. 近畿大学） 

金ナノピラーアレイを利用した直接電子移動型薬剤代謝センサの開発 
〇後藤 昴1、芝 駿介1、國武 雅司4、三重 安弘2、加藤 大2、丹羽 修3、松口 正信1 （1. 愛媛大院理工、2. 産総

研、3. 埼玉工大、4. 熊本大） 

ピレンの相互作用を用いたダイヤモンドライクカーボン表面への酵素固定化 
〇小林 俊貴1、毛塚 駿介1、高村 映一郎1、坂元 博昭1 （1. 福井大学大学院） 
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S1会場 | S1.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 
座長:芝 駿介(愛媛大学) 

S1
 

迷走神経刺激のためのハイドロゲルを基材としたソフト有機カフ電極の開発 
〇鎧塚 隼人1、照月 大悟1、大沢 伸一郎2、阿部 博弥1,4、荻原 由佳1、中川 敦寛2、岩崎 真樹3、西澤 松彦1

（1. 東北大学大学院工学研究科ファインメカニクス専攻、2. 東北大学医学系研究科神経外科学分野、3. 国立

精神・神経医療研究センター、4. 東北大学学際科学フロンティア研究） 

単層グラフェン電極に吸着したカリウムイオンが生体分子検出に与える影響 
〇児島 彩笑1、鈴木 涼平1、家田 知里2、丹羽 修3、上野 祐子1,2 （1. 中央大学大学院理工学研究科、2. 中央

大学理工学部、3. 埼玉工業大学） 

様々な反応場におけるビオロゲン部位のミクロ環境や配向に依存した酸化還元応答 
〇相樂 隆正1、豊原 将己1、大内 美里1、小田 明日香1、中居 沙映1 （1. 長崎大院工） 

 
 
 

S1会場 | S1.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 
座長:相樂 隆正(長崎大院工) 

S1
 

ナノ電極・ナノピペットを用いた電気化学イメージング技術の新展開 
〇高橋 康史1,2 （1. 名古屋大学、2. 金沢大学） 

 
 
 

S1会場 | S1.分子機能電極－界面電子移動制御とその応用

セッション6 
座長:近藤 剛史(東京理科大学) 

S1
 

メチレンブルー吸着による電子移動速度向上に関する評価 
〇深澤 怜1、山下 一郎2、韓 煥文2、清水 智弘1、新宮原 正三1、伊藤 健1 （1. 関西大学大学院　理工学研究

科、2. 大阪大学大学院　医学研究科） 

電気化学的酸化還元処理を施したリンモリブデートアニオン種の半定量的組成評価 
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） 

ダイヤモンド電極を用いた過酸化水素生成 
〇巽 友輔1、フィオラニ アンドレア1、イルハム イルハム2、栄長 泰明1 （1. 慶應義塾大学、2. パジャジャラ

ン大学） 
 
 
 

S1会場 | S1.分子機能電極－界面電子移動制御とその応用

セッション7 
座長:吉田 司(山形大学) 

S1
 

1次元配列白金ナノ粒子修飾ポリウレタンナノファイバー電極を触媒とした燃料電池の開発 
〇後藤 慧史1、目細 太一1、髙村 映一郎1、坂元 博昭1 （1. 福井大学） 

ガス拡散電極ハーフセルに組み込んだコバルト/マンガン酸化物バイレイヤー薄膜の酸素発生/還
元性能の評価と最適化 
〇木曾 崇之1、福原 広祥1、片山 祐2、中山 雅晴1,3 （1. 山口大院創成科学、2. 大阪大産研、3. ブルーエナ

ジーセンター） 
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疎水性イオン液体を修飾した白金ナノ粒子上での酸素還元反応の評価 
〇岡田 拓也1、安藤 うた1、大井 佑莉1、松本 充央1、片倉 勝己1、井上 陽太郎3、綱島 克彦2、山田 裕久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） 

種々の金属有機構造体から調製した炭素への白金ナノ粒子担持と酸素還元能評価 
〇小寺 直人1、上松 太郎1、桑畑 進1 （1. 大阪大学大学院） 

 
 
 

S1会場 | S1.分子機能電極－界面電子移動制御とその応用

セッション8 
座長:西山 勝彦(熊本大学) 

S1
 

塩水電解において塩素/酸素発生選択性およびその pH依存性を決定するための回転リングディス
ク電極法 
〇藤田 航1、田中 沙樹1、中山 雅晴1,2 （1. 山口大学、2. ブルーエナジーセンター） 

ハイブリッド薄膜電析における EosinYの酸素還元触媒機構 
〇中村 天彰1、工藤 華1、宇田 恭太1、津田 勇希1、吉田 司1 （1. 山形大学） 

アルカリ性水溶液中におけるメタノール・エタノールの電解酸化の高活性・活性安定性を示す電
極触媒の開発 
〇青柳 拓樹1、金子 祐弥1、柴崎 慎也1、郡司 貴雄1、松本 太1 （1. 神奈川大学） 

 
 

2022年9月9日(金)
 

S1会場 | S1.分子機能電極－界面電子移動制御とその応用

セッション9 
座長:吉原 佐知雄(宇都宮大学) 

S1
 

マイクロプラスチックファイバーの酸化促進電解プロセスによる分解 
〇目細 太一1、高辻 義行2、髙村 映一郎1、春山 哲也2、坂元 博昭1 （1. 福井大学、2. 九州工業大学） 

近赤外光照射 ON/OFFによる PNIPA/カーボンナノファイバー被覆 FTO電極の可逆応答制御 
〇小森 喜久夫1、劉 明昊1、柿村 来帆1、谷 勇太1 （1. 近畿大学） 

透明多孔質電極を対極に有するハイブリットキャパシタ型 EC素子の電解液組成と発消色特性 
〇兎澤 真衣子1、中村 一希1、小林 範久1 （1. 千葉大院工） 

 
 
 

S1会場 | S1.分子機能電極－界面電子移動制御とその応用

セッション10 
座長:今林 慎一郎(芝浦工業大学) 

S1
 

ボロンドープダイヤモンド電極のめっき浴中の有機添加剤分析への応用 
〇佐伯 泰我1、吉原 佐知雄1、石川 祥久2、元井 健一郎2、及川 哲史2 （1. 宇都宮大学、2. 日本プ

レーテック） 

ナフィオン修飾ダイヤモンド電極によるドーパミンの選択的電気化学測定 
〇奈佐 和樹1、イルハム イルハム1、緒方 元気1、栄長 泰明1 （1. 慶應義塾大学） 

スプレーコート法による硫酸電解用塗布型ダイヤモンド電極の作製 
〇森 友希1、近藤 剛史1、岡田 祐二2、東條 敏史1、湯浅 真1 （1. 東京理科大学、2. 旭化成株式会社） 
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S1会場 | S1.分子機能電極－界面電子移動制御とその応用

セッション11 
座長:岡島 武義(東京工業大学) 

S1
 

ボトムアッププロセスによる金属ナノ構造薄膜の形成および電極触媒への応用 
〇芝 駿介1 （1. 愛媛大院理工） 

 
 
 

S1会場 | S1.分子機能電極－界面電子移動制御とその応用

セッション12 
座長:岸岡 真也(群馬大学) 

S1
 

スルホネート基をもつ分子が裸および修飾 Au電極系で種々の相互作用に基づいて示す挙動 
〇相樂 隆正1、松岡 大地1、牟田 光太朗1 （1. 長崎大院工） 

省貴金属化を志向した貴金属ポルフィリン重縮合ポリマー修飾 ナノカーボンの電気化学的触媒能 
〇矢野 創士1、馬場 聖蘭2、吉本 惣一郎4、西山 勝彦3 （1. 熊本大学　大学院自然科学教育部、2. 熊本大学　

工学部、3. 熊本大学 大学院先端科学研究部、4. 熊本大学 産業ナノマテリアル研究所） 

金属ナノ粒子触媒における硫化物ナノシートの修飾効果 
〇田鎖 玲子1、北野 翔1、青木 芳尚1、幅崎 浩樹1 （1. 北海道大学） 

酸化イリジウム電析反応に対する液撹拌の影響 
〇長谷 海士1、高橋 知亮1、今林 慎一郎1 （1. 芝浦工業大学） 

 
 
 

S1会場 | S1.分子機能電極－界面電子移動制御とその応用

セッション13 
座長:中山 雅晴(山口大学) 

S1
 

細胞体における膜電位変化の伝播-シグナル伝達とエネルギー産生- 
〇白井 理1 （1. 京都大学） 

 
 
 

S1会場 | S1.分子機能電極－界面電子移動制御とその応用

セッション14 
座長:郡司 貴雄(神奈川大学) 

S1
 

動的ソフトテンプレート法によるナノポーラス金膜の電析形成および CO2還元触媒への応用 
〇芝 駿介1、國武 雅司2、吉本 惣一郎2、加藤 大3、丹羽 修4、松口 正信1 （1. 愛媛大院理工、2. 熊本大

学、3. 産総研、4. 埼玉工大） 

レドックス活性有機電極での CO2吸脱着挙動の解析 
〇飯島 剛1、猪股 智彦2、増田 秀樹2,3 （1. 株式会社デンソー、2. 名古屋工業大学、3. 愛知工業大学） 

動的ソフトテンプレート法によるナノポーラス銅膜電極の形成と CO2還元への応用 
〇緒方 彩乃1、芝 駿介1、國武 雅司2、加藤 大3、丹羽 修4、松口 正信1 （1. 愛媛大院理工、2. 熊本大、3. 産

総研、4. 埼玉工大） 

ホウ素ドープダイヤモンド電極の活性化とハロゲンフリー電解液中での CO2還元 
〇大竹 敦1、杜 京倫1、栄長 泰明1 （1. 慶應義塾大学） 
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2022年9月8日(木)
 

S2会場 | S2.光電気化学とエネルギー変換

セッション１（一般講演／学生講演） 
座長:立間 徹(東京大学)、中村 一希(千葉大学) 

S2
 

合成反応の精密制御による AgInxGa1− xS2/GaSyコア/シェル量子ドットの合成収率の増大と発光ス
ペクトルの半値幅狭小化 
〇平野 達也1、上松 太郎1、鳥本 司2、桑畑 進1 （1. 大阪大学大学院、2. 名古屋大学） 

Zn-Ag-In-Seナノロッドの光反応を利用する半導体ヘテロ構造体の形成 
〇髙森 千鶴1、増岡 輝1、亀山 達矢1、桑畑 進2、鳥本 司1 （1. 名古屋大学、2. 大阪大学） 

量子ドット/量子井戸構造をもつ Ag-Ga-Sナノ結晶の作製と発光特性制御 
〇大藤 秀斗1、田中 澪月1、都澤 諒1、亀山 達矢1、上松 太郎2、桑畑 進2、鳥本 司1 （1. 名大院工、2. 阪大院

工） 

光導波路分光法を用いた Ru(bpy)3
2+系電気化学発光素子における電極近傍の redox挙動解明と素

子特性向上 
〇杉山 京平1、中村 一希1、小林 範久1 （1. 千葉大学） 

アセン誘導体混合電解質の交流電圧応答性制御による白色電気化学発光 
〇小山 真司1、小林 範久1、中村 一希1 （1. 千葉大学　大学院工学研究院） 

 
 
 

S2会場 | S2.光電気化学とエネルギー変換

セッション２（特別講演） 
座長:鳥本 司(名古屋大学) 

S2
 

時間分解分光計測による光触媒の高活性化因子の解明 
〇山方 啓1 （1. 岡山大学） 

 
 
 

S2会場 | S2.光電気化学とエネルギー変換

セッション３（一般講演／学生講演） 
座長:柳田 真利(国立研究開発法人物質･材料研究機構)、辻 悦司(鳥取大学) 

S2
 

ハロゲン化鉛ペロブスカイト太陽電池における酸化ニッケル正孔輸送層の表面処理 
〇柳田 真利1、 Khadka Dhruba Bahadu1、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） 

Elucidating the role of metal oxide-Sn perovskite interface towards low efficiency of Sn-
perovskite solar cells but providing better thermoelectric properties 
〇 Baranwal AjayKumar1、 Yabuki Tomohide 2、 Shen Qing 1、 Miyazaki Koji 2、 Hayase Shuzi1 （1.

The University of Electro-Communications、2. Kyushu Institute of Technology） 

シリコンナノ多孔質粒子/PEDOT:PSS太陽電池の発電効率における細孔の影響 
〇小出 希1、佐藤 慶介1 （1. 東京電機大学） 

シリコンナノ構造/PEDOT:PSS太陽電池のセル性能における DEP被覆効果 
〇氷室 槙一1、佐藤 慶介1 （1. 東京電機大学） 

Mn錯体触媒を担持したガス拡散型電解リアクターと Si太陽電池を用いた 高効率太陽光 CO2電解
還元 
〇関澤 佳太1、佐藤 俊介1、鈴木 登美子1、森川 健志1 （1. 株式会社豊田中央研究所） 



15:15  [1B13]

15:45  [1B14]

16:15  [1B15]

16:30  [1B16]

16:45  [1B17]

17:00  [1B18]

09:30  [2B01]

09:45  [2B02]

10:00  [2B03]

10:15  [2B04]
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水素生成用(ZnSe)x(Cu(In, Ga)Se2)1-x光カソードにおける組成傾斜の効果 
〇嶺岸 耕1、山口 信義1、杉山 正和1 （1. 東京大学） 

 
 
 

S2会場 | S2.光電気化学とエネルギー変換

セッション４（特別講演） 
座長:村越 敬(北海道大学) 

S2
 

半導体光触媒によるメタンの二酸化炭素改質 
〇宮内 雅浩1 （1. 東京工業大学） 

 
 
 

S2会場 | S2.光電気化学とエネルギー変換

セッション５（一般講演／学生講演） 
座長:納谷 真一(近畿大学)、根岸 雄一(東京理科大学) 

S2
 

GaNモデル光触媒－ Pt助触媒間におけるオーム性接触形成の効果 
〇落合 貴也1、山口 信義2、杉山 正和1,2、嶺岸 耕2 （1. 東大院工、2. 東大先端研） 

電子トラップを活用した金属ナノ粒子複合型光触媒の開発 
〇秋山 倫輝1、長川 遥輝1、立間 徹1 （1. 東京大学生産技術研究所） 

塩化アンチモン（ III）で表面修飾した金ナノ粒子担持酸化スズによる過酸化水素人工光合成 
〇寺西 美和子1、納谷 真一1、エン ヨウソウ2、副島 哲朗2、杉目 恒志3、多田 弘明2 （1. 近畿大学有害物質処

理室、2. 近畿大学総合理工学研究科、3. 近畿大学理工学部） 

Ptナノクラスターを助触媒とした光触媒水分解水素生成 
〇川脇 徳久1、矢崎 大地1、平山 大祐1、加藤 康作3、吉川 聡一2、山添 誠司2、山方 啓3、根岸 雄一1 （1. 東

京理科大学、2. 東京都立大学、3. 岡山大学） 
 
 

2022年9月9日(金)
 

S2会場 | S2.光電気化学とエネルギー変換

セッション６（一般講演／学生講演） 
座長:松永 真理子(中央大学)、北野 翔(北海道大学) 

S2
 

ヘテロエピタキシャル接合を持つ酸化ルテニウム担持酸化スズ系電極による水の電気化学的酸化
反応 
〇納谷 真一1、杉目 恒志2、多田 弘明2,3 （1. 近畿大学有害物質処理室、2. 近畿大学理工学部、3. 近畿大学総

合理工学研究科） 

ヘテロエピタキシャル接合を有する金ナノ粒子―酸化亜鉛ナノプレートからなるプラズモニック
光触媒による純水からの過酸化水素合成 
〇 YAN YAOZONG1、納谷 真一3、副島 哲朗1、杉目 恒志2、多田 弘明1 （1. 近畿大学総合理工学研究科、2.

近畿大学理工学部、3. 近畿大学有害物質処理室） 

中性域での長時間水電解に対するブラウンミラーライト型 Fe-Co酸化物アノードの組成および構
造変化 
〇岡田 拓之1、辻 悦司1、北野 翔2、幅崎 浩樹2、菅沼 学史1、片田 直伸1 （1. 鳥取大学工学部附属グ

リーン・サスティナブル・ケミストリー研究センター、2. 北海道大学工学研究院） 

ディップコーティングを用いた二段階析出で作製した TiO2/カーボンナノチューブ複合薄膜電極
における水素生成 
〇石井 宏樹1、松永 真理子1 （1. 中央大学） 



10:45  [2B05]

11:15  [2B06]

11:30  [2B07]

11:45  [2B08]

12:00  [2B09]

12:15  [2B10]

10:45  [1C01]

11:00  [1C02]

11:15  [1C03]

11:30  [1C04]
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S2会場 | S2.光電気化学とエネルギー変換

セッション７（特別講演） 
座長:南本 大穂(神戸大学) 

S2
 

光電気化学的手法による金属および化合物ナノ構造の作製 
〇西 弘泰1 （1. 富山大学） 

 
 
 

S2会場 | S2.光電気化学とエネルギー変換

セッション８（一般講演／学生講演） 
座長:髙橋 幸奈(九州大学)、亀山 達矢(名古屋大学) 

S2
 

銀析出型 EC素子における銀ナノ粒子電析過程の暗視野検鏡プラズモン観察と析出・溶解機構解明 
 
〇宇治 駿1、中村 一希1、小林 範久1 （1. 千葉大院工） 

キラルな金ナノコロイドによる増感光電流の生成 
〇五十川 修志1、亀山 達矢1、鳥本 司1 （1. 名大院工） 

青色発光を呈する硫化ガリウムシェルで被覆した Ag(InxGa1-x)S2量子ドットの合成と高性能化 
〇松岡 里奈1、上松 太郎1、鳥本 司2、桑畑 進1 （1. 大阪大学大学院、2. 名古屋大学大学院） 

プラズモン共鳴銀ナノ構造の光電気化学的加工 
〇石田 拓也1、黒木 秀起1、亀岡 ゆり1、井澤 哲舜1、立間 徹1 （1. 東京大学生産技術研究所） 

p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に銀ナノ粒子の形状が及ぼす効果の検
討 
〇髙橋 幸奈1,2、山鳥 勇人1、山本 果穂1 （1. 九州大学、2. JSTさきがけ） 

 
 

2022年9月8日(木)
 

S3会場 | S3.有機電子移動化学が創り出す新合成・新機能・新材料

セッション１(学生講演) 
座長:光藤 耕一(岡山大学) 

S3
 

π拡張ヨードアレーンを用いた超原子価ヨウ素化合物の電解発生と触媒的 C-Nカップリング反応
への利用 
〇吉永 昌平1、信田 尚毅1、跡部 真人1 （1. 横浜国立大学大学院） 

縮合剤由来の廃棄物削減を目指した、電気化学的ペプチド合成法の開発 
〇永原 紳吾1、岡田 洋平1、北野 克和1、千葉 一裕1 （1. 東京農工大学大学院） 

膜-電極接合体を用いたメタノール電解酸化によるホルムアルデヒド合成 
〇倉持 那奈子1、平原 実留1、荻原 仁志1、黒川 秀樹1 （1. 埼玉大学） 

 
 
 

S3会場 | S3.有機電子移動化学が創り出す新合成・新機能・新材料

セッション２(学生講演) 
座長:荻原 仁志(埼玉大学) 

S3
 

アニオン交換膜（ AEM）型リアクターを用いた含窒素芳香族化合物の電解還元反応の開発 
〇清水 勇吾1、信田 尚毅1、跡部 真人1 （1. 横浜国立大学） 



11:45  [1C05]

12:00  [1C06]

14:00  [1C07]

14:15  [1C08]

14:30  [1C09]

14:45  [1C10]

15:00  [1C11]

15:15  [1C12]

15:45  [1C13]

16:15  [1C14]
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マイクロエマルション反応場による多環芳香族の1段階飽和水素化電解 
〇長井 一世1、脇坂 暢1 （1. 富山県立大学） 

ベンゾキノン還元体への選択的水素結合形成による熱化学電池のゼーベック係数の向上 
〇井上 博王1、周 泓遥1、山田 鉄兵1 （1. 東京大学） 

 
 
 

S3会場 | S3.有機電子移動化学が創り出す新合成・新機能・新材料

セッション３(学生講演) 
座長:仙北 久典(北海道大学) 

S3
 

一電子移動を利用したリグニンモデル化合物の電気化学的分子変換反応の開発 
〇泉谷 留美1、信田 尚毅1、跡部 真人1 （1. 横浜国立大学大学院） 

含フッ素π共役高分子の電解還元的水素化反応 
〇小磯 聡士1、栗岡 智行1、一二三 遼祐1、冨田 育義1、稲木 信介1 （1. 東京工業大学） 

High-throughput Polypyrrole Electrosynthesis Using A Single-Electrode Electrochemical
System (SEES) 
〇石 羽琳1、ビラニ エレナ1、徐 国宝2、稲木 信介1 （1. 東京工業大学、2. 中国科学院長春応用化学研究所） 

 
 
 

S3会場 | S3.有機電子移動化学が創り出す新合成・新機能・新材料

セッション４(一般講演) 
座長:岡田 洋平(東京農工大学) 

S3
 

可視光を駆動力とする四ハロゲン化炭素からの尿素類のクリーンワンポット合成 
〇嶌越 恒1、田中 美帆1、七條 慶太1 （1. 九州大学） 

金ナノ粒子塗工電極によるイオン液体中での二酸化炭素電解還元 
〇松本 一1、多田 幸平1、竹田 さほり1、前田 泰1 （1. 産業技術総合研究所） 

The Use of Electrogenerated Chemiluminescence to Map the Distribution of Potential
Gradient in Bipolar Electrochemical Systems 
〇 Villani Elena1、梅津 和将1、冨田 育義1、稲木 信介1 （1. 東京工業大学） 

 
 
 

S3会場 | S3.有機電子移動化学が創り出す新合成・新機能・新材料

セッション5(特別講演) 
座長:嶌越 恒(九州大学) 

S3
 

金属錯体を用いた CO2還元光触媒反応における溶媒効果 
〇山﨑 康臣1 （1. 東京大学） 

 
 
 

S3会場 | S3.有機電子移動化学が創り出す新合成・新機能・新材料

セッション６(特別講演) 
座長:菅 誠治(岡山大学) 

S3
 

金属錯体を触媒とする光／電気化学的小分子変換 
〇正岡 重行1 （1. 大阪大学） 

 
 



10:45  [2C01]

11:00  [2C02]

11:15  [2C03]

11:30  [2C04]

13:45  [2C05]

14:00  [2C06]

14:15  [2C07]

14:30  [2C08]

09:00  [1D01]
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2022年9月9日(金)
 

S3会場 | S3.有機電子移動化学が創り出す新合成・新機能・新材料

セッション７(一般講演) 
座長:諸藤 達也(学習院大学) 

S3
 

電解質イオンの配位を利用した2-アリールベンゾチオフェン類の電気化学的多電子酸化反応 
〇信田 尚毅1、安野 有紀1、吉永 昌平1、跡部 真人1 （1. 横浜国立大学　大学院理工学府） 

酸化電位ギャップ（ΔEox）を指標とした電解レドックス反応系の効率評価 
〇岡本 一央1、信田 尚毅1、森住 春香2、北野 克和2、千葉 一裕2 （1. 横浜国立大学、2. 東京農工大学） 

電極表面におけるビニルシクロプロパン転位反応の考察 
〇堀口 元規1、岡田 洋平2 （1. 産業技術総合研究所、2. 東京農工大学） 

 
 
 

S3会場 | S3.有機電子移動化学が創り出す新合成・新機能・新材料

セッション８(特別講演) 
座長:信田 尚毅(横浜国立大学) 

S3
 

特異な求電子的アリール化試薬： S-アリールフェノチアジニウム 
〇諸藤 達也1 （1. 学習院大学） 

 
 
 

S3会場 | S3.有機電子移動化学が創り出す新合成・新機能・新材料

セッション９(学生講演) 
座長:岡本 一央(横浜国立大学) 

S3
 

電解カルボキシル化反応によるα-ならびにβ-フェニル-β-アラニンの合成 
〇松野 秀俊1、佐藤 マリモ1、高桑 茉由1、仙北 久典1 （1. 北海道大学） 

電解手法によるアミン類の酸化を鍵とする含フッ素複素環合成 
〇鎌田 和哉1、木場 広智1、西川 晶1、栗山 正巳1、山本 耕介1、尾野村 治1 （1. 長崎大学） 

電気化学的手法を用いた 1,2-ジメトキシベンゼンの酸化的環化三量化反応 
〇仁木 祐太1、佐藤 英祐1、光藤 耕一1、菅 誠治1 （1. 岡山大学大学院自然科学研究科） 

 
 
 

S3会場 | S3.有機電子移動化学が創り出す新合成・新機能・新材料

セッション１０(特別講演) 
座長:稲木 信介(東京工業大学) 

S3
 

機能集積型触媒を用いる高効率・高難度分子変換反応 
〇本倉 健1 （1. 横浜国立大学） 

 
 

2022年9月8日(木)
 

S4会場 | S4.生命科学と電気化学

セッション 1(一般講演・学生講演) 
座長:舟橋 久景(広島大学) 

S4
 

Development of the therapeutic humanized monoclonal antibody sensor using anti-



09:15  [1D02]

09:30  [1D03]

09:45  [1D04]

10:00  [1D05]

10:15  [1D06]

10:30  [1D07]

10:45  [1D08]

11:15  [1D09]

11:30  [1D10]

11:45  [1D11]

12:00  [1D12]

12:15  [1D13]
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idiotype aptamer 
〇永田 まどか1、李 鎭煕1、塚越 かおり2、池袋 一典2、早出 広司1 （1. The University of North Carolina

at Chapel Hill and North Carolina State University、2. 東京農工大学） 

DNAアプタマーを用いたバイオセンサの開発 
〇中嶋 悠祐1、清水 智弘1、新宮原 正三1、伊藤 健1 （1. 関西大学大学院） 

核酸共有結合タンパク質の探索と特性評価およびセンシング素子としての応用 
〇小宮 英里香1、髙松 祥平1、津川 若子1、早出 広司2、池袋 一典1、浅野 竜太郎1 （1. 東京農工大学、2.

ノースカロライナ大学） 

電気化学発光を用いる液滴分離不要のデジタルイムノアッセイ 
〇伊藤 健太郎1、井上（安田） 久美1,3、伊野 浩介2、珠玖 仁2 （1. 東北大学大学院環境科学研究科、2. 東北

大学大学院工学研究科、3. 山梨大学大学院総合研究部） 
 
 
 

S4会場 | S4.生命科学と電気化学

セッション 2(一般講演・学生講演) 
座長:伊藤 健(関西大学) 

S4
 

金ナノ粒子を用いる電気化学イムノセンサの感度特性評価 
〇大﨑 脩仁1,2、 Wilfred Espulgar1、齋藤 真人2、民谷 栄一1,3 （1. 産総研・阪大　先端フォトバイオ、2.

大阪大学　工学研究科、3. 大阪大学　産業科学研究所） 

グルコース脱水素酵素のスプリット化と電気化学イムノセンシング素子としての応用 
飛田 悠花1、〇平野 健輔1、早出 広司2、津川 若子1、池袋 一典1、浅野 竜太郎1 （1. 東京農工大学、2.

ノースカロライナ大学） 

光架橋性プローブ修飾磁気粒子の拡散度解析に基づく新規 RNAセンサ 
〇矢嶋 修登1、神田 真穂1、向當 綾子2,1、 Han-Sheng Chuang3、髙村 映一郎1、坂元 博昭1、末 信一朗1

（1. 福井大学、2. 日華化学株式会社、3. 国立成功大学） 

プローブ修飾 Janus粒子の回転拡散の画像解析に基づく新規 RNAセンサ 
〇神田 真穂1、矢嶋 修登1、向當 綾子1,2、陳 韋龍3、莊 漢聲3、髙村 映一郎1、坂元 博昭1、末 信一朗1 （1.

福井大学、2. 日華化学株式会社、3. 台湾國立成功大學） 
 
 
 

S4会場 | S4.生命科学と電気化学

セッション 3(一般講演・学生講演) 
座長:坂元 博昭(福井大学) 

S4
 

イオンの直接膜透過における対イオン効果のデジタルシミュレーション 
〇北隅 優希1、宋和 慶盛1、白井 理1 （1. 京都大学） 

人汗中の塩化物イオン連続モニタリングのためのセンサ素子の組成および構造の検討 
〇村松 直季1、渡辺 日香里1、 Noya Loew1、四反田 功1,2、元佑 昌廣1、向本 敬洋1、小林 桃子1、松尾 健右1

、柳田 信也1、鈴木 立紀1、板垣 昌幸1,2 （1. 東京理科大学、2. 東京理科大学研究推進機構研究院） 

ミリ秒高電界パルス印加による C6細胞の Ca2+上昇誘起と神経突起伸長因子類の分泌促進 
〇茂森 遼1、篠原 寛明2、須加 実2 （1. 富山大学大学院理工学研究科、2. 富山大学学術研究部工学系） 

s-ADHと多孔質炭素を組み合わせた印刷型アセトンバイオセンサの作製と評価 
〇押本 大誠1、渡辺 日香里1、 Loew Noya1、元祐 昌廣2、美川 務3、四反田 功1、板垣 昌幸1 （1. 東京理科大

学　理工学研究科　先端化学専攻、2. 東京理科大学　工学部　機械工学科、3. 理化学研究所） 

ペプチド修飾グラフェン FETによる超高感度スカトール検出 
〇猿渡 翔1、ルンルヤンタナポン タラトン1、本間 千柊1、田中 祐圭1、富澤 英之2、杉崎 吉昭2、磯林 厚伸2

、早水 裕平1、大河内 美奈1 （1. 東京工業大学、2. 株式会社東芝） 



13:45  [1D14]

14:00  [1D15]

14:15  [1D16]

14:30  [1D17]

14:45  [1D18]

15:00  [1D19]

15:15  [1D20]

15:45  [1D21]

16:00  [1D22]

16:15  [1D23]
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S4会場 | S4.生命科学と電気化学

セッション 4(学生講演) 
座長:椎木 弘(大阪府立大学) 

S4
 

間葉系幹細胞スフェロイドの呼吸量測定およびマイクロ流体デバイスを用いた血管形成評価 
〇今野 杏1、伊野 浩介1、梨本 裕司2、珠玖 仁1 （1. 東北大学、2. 東京医科歯科大学） 

細胞群に存在する標的細胞を分離してアレイ化する技術の開発 
〇酒井 健登1、鈴木 雅登1、安川 智之1 （1. 兵庫県立大学大学院） 

化学刺激ポンプを内蔵したハイドロゲル製培養マイクロチャンバーの開発 
〇髙木 淳也1、山田 輝拓1、井上 大輔1、宮澤 匠生2、阿部 博弥3、照月 大悟1、西澤 松彦1 （1. 東北大学大学

院工学研究科、2. 東北大学大学院医工学研究科、3. 東北大学学際フロンティア研究所） 
 
 
 

S4会場 | S4.生命科学と電気化学

セッション 5(一般講演) 
座長:伊野 浩介(東北大学) 

S4
 

バイオセンサの高感度化に向けた電極構造の有限要素シミュレーション 
〇四反田 功1、水野 真希1、 Loew Noya1、渡辺 日香里1、辻村 清也2、板垣 昌幸1 （1. 東京理科大学、2. 筑

波大学） 

Simulation of Fuel &Oxygen Supply Methods in Enzyme Biofuel Cells 
〇 Loew Noya1、渡辺 日香里1、四反田 功1、板垣 昌幸1 （1. 東京理科大学） 

光化学系 IIにおける構造的摂動が第一キノン電子受容体 QAの酸化還元電位に及ぼす影響：
FTIR分光電気化学法による解析 
〇加藤 祐樹1、野口 巧1 （1. 名古屋大学） 

Cryo-EMと生物電気化学が拓く直接電子移動型酵素の新展開 
〇宋和 慶盛1、鈴木 洋平1、加納 健司2、北隅 優希」1、白井 理1 （1. 京都大学大学院農学研究科応用生命科

学専攻、2. 京都大学産官学連携本部） 
 
 
 

S4会場 | S4.生命科学と電気化学

セッション 6(一般講演・学生講演) 
座長:中西 周次(大阪大学) 

S4
 

グラフェン結合ペプチドを用いた細胞外小胞ミグラソーム捕捉場の構築 
〇齊藤 彰吾1、田中 祐圭1、大河内 美奈1 （1. 東京工業大学） 

ナノスケール空間における３ D金属有機構造体カプセル酵素の開発 
〇毛塚 駿介1、髙村 映一郎1、坂元 博昭1 （1. 福井大学） 

汗中に含まれる乳酸のリアルタイムモニタリングに向けた乳酸センサとマイクロ流路の検討 
〇大曽根 優朗1、 Loew Noya1、美川 務2、元祐 昌廣1、小林 桃子1、鈴木 立紀1、松尾 健右1、向本 敬洋1

、柳田 信也1、渡辺 日香里1、四反田 功1、板垣 昌幸1 （1. 東京理科大学、2. 理化学研究所） 
 
 



16:30  [1D24]

16:45  [1D25]

17:00  [1D26]

17:15  [1D27]

09:15  [2D01]

09:30  [2D02]

10:00  [2D03]

10:30  [2D01-06-4add]
10:45  [2D04]

11:15  [2D05]

11:45  [2D06]

13:45  [2D07]

14:00  [2D08]

14:15  [2D09]
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S4会場 | S4.生命科学と電気化学

セッション 7(一般講演・学生講演) 
座長:田中 祐圭(東京工業大学) 

S4
 

レドックスポリマを用いた電気化学細菌センサの開発 
〇長峯 邦明1、植木 青葉1、牧野 大輝1 （1. 山形大学） 

シアノバクテリアSynechocystis sp. PCC 6803における細胞外電子移動の媒介物質特定の検討 
〇畑野 二郎1、草間 翔子1、嶋川 銀河1,2、田中 謙也1,3、三宅 里佳1、中西 周次1 （1. 大阪大学、2. 関西学院

大学、3. 神戸大学） 

テトラゾリウム塩の電気化学特性に着目した細菌活性評価 
〇池田 光1、床並 朗2、定永 靖宗1,2、椎木 弘1,2 （1. 大阪公立大学大学院、2. 大阪府立大学） 

界面高分子電解質複合体ハイドロゲルファイバーを用いたバイオファブリケーション 
〇宇田川 喜信1、伊野 浩介1、瀧ノ上 正浩2、梨本 裕司3、珠玖 仁1 （1. 東北大学、2. 東京工業大学、3. 東京

医科歯科大学） 
 
 

2022年9月9日(金)
 

S4会場 | S4.生命科学と電気化学

特別企画「化学と電気が織りなす新しい機能」 
座長:白井 理(京都大学)、朝倉 則行(東京工業大学) 

S4
 

特別企画「化学と電気が織りなす新しい機能」企画趣旨説明 
〇白井 理1、朝倉 則行2 （1. 京都大学、2. 東京工業大学） 

酸化還元タンパク質の分子内電子移動における指向性の解析 
〇朝倉 則行1 （1. 東京工業大学） 

植物の全身を高速伝播する電気化学シグナル 
〇豊田 正嗣1 （1. 埼玉大学） 

休憩 
膜貫通型金属酵素の電気化学と振動分光計測 
〇加藤 優1、八木 一三1 （1. 北海道大学） 

表面分子集積と走査型プローブ顕微鏡による解析 
〇吉川 佳広1 （1. 国立研究開発法人産業技術総合研究所） 

生物工学研究会特別企画総合討論「化学と電気が織りなす新しい機能」 
〇朝倉 則行1 （1. 東京工業大学） 

 
 
 

S4会場 | S4.生命科学と電気化学

セッション 8(一般講演・学生講演) 
座長:辻村 清也(筑波大学) 

S4
 

直接電子移動反応に基づく PQQの酸化還元反応の解析 
〇武田 康太1、五十嵐 圭日子1、中村 暢文2 （1. 東京大学、2. 東京農工大学） 

セロビオース脱水素酵素のヘム近傍部位への変異導入が電極との電子移動反応に及ぼす影響 
〇三村 周平1、古川 日向子1、松田 聖史1、武田 康太2、五十嵐 圭日子2、中村 暢文1 （1. 東京農工大学大学

院工学府、2. 東京大学大学院農学生命科学研究科） 

ビリルビンオキシダーゼ表面の糖鎖ミミックが直接電子移動型酵素電極反応に与える影響 
〇西田 紗也加1、炭 ひなた2、片岡 邦重2、山下 哲2、宋和 慶盛1、加納 健司3、北隅 優希1、白井 理1 （1. 京



14:30  [2D10]

14:45  [2D11]

15:00  [2D12]

15:15  [2D13]

15:30  [2D14]

16:00  [2D15]

16:15  [2D16]

16:30  [2D17]

16:45  [2D18]
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都大学大学院農学研究科応用生命科学専攻、2. 金沢大学大学院自然科学研究科物質化学専攻、3. 京都大学産

官学連携本部） 

Development of a universal method to construct direct electron transfer type
oxidoreductase complex based on Catcher/Tag technology 
〇柳瀬 琢望1,2、谷中 伸宇1、浅野 竜太郎1、池袋 一典1、津川 若子1、奥田 順子2、早出 広司2 （1. 東京農工

大学、2. ノースカロライナ大学チャペルヒル校） 
 
 
 

S4会場 | S4.生命科学と電気化学

セッション 9(一般講演・学生講演) 
座長:吉田 裕美(京都工芸繊維大学) 

S4
 

フェノチアジン系電解重合膜を用いたギ酸バイオアノードの電気化学特性 
〇小杉 始大1、藤井 勇生1、多々良 涼一1、駒場 慎一1 （1. 東京理科大学） 

Carbon surface nanoarchitecture by covalent grafting of redox mediator: Design of
enzyme electrode 
〇ホッサイン エムディ　モッタハル1、辻村 清也1 （1. 筑波大学） 

多段階酵素反応の有限要素法による電気化学シミュレーション 
〇藤田 紗織1、 Loew Noya1、美川 務2、渡辺 日香里1、四反田 功1、板垣 昌幸1 （1. 東京理科大学、2. 理化

学研究所） 

マルチエンザイムシステムを組み込んだバイオアノードを用いたバイオ電池の構築 
〇木村 美智子1、高村 映一郎1、天谷 諭2、坂元 博昭1、里村 武範1、櫻庭 春彦3、末 信一朗1 （1. 福井大

学、2. 東京大学、3. 香川大学） 
 
 
 

S4会場 | S4.生命科学と電気化学

セッション 10(一般講演・学生講演) 
座長:北隅 優希(京都大学) 

S4
 

ラット腸管内における尿酸・インドキシル硫酸排泄動態の同時検出 
〇藤田 恭子1、沓野 里南1、市田 公美1 （1. 東京薬科大学） 

電気浸透流を利用した経皮通電パッチの開発 
〇井上 大輔1、宮澤 匠生2、高木 淳也1、山田 輝拓1、加藤 康佑1、照月 大悟1、阿部 博弥3、西澤 松彦1 （1.

東北大学大学院工学研究科、2. 東北大学医工学研究科、3. 東北大学学際科学フロンティア研究所） 

ハイドロゲル製電気浸透ドラッグデリバリーデバイスの開発 
〇山田 輝拓1、宮澤 匠生2、高木 淳也1、井上 大輔1、加藤 康佑1、照月 大悟1、阿部 博弥1,3、西澤 松彦1,2

（1. 東北大学大学院工学研究科、2. 東北大学大学院医工学研究科、3. 東北大学学際科学フロンティア研究

所） 

対アニオンの濃度勾配を利用したカチオン性分子のリン脂質小胞への濃縮および放出法 
〇山﨑 毅1、鎌田 和希1、石田 尚人1、前田 耕治1、吉田 裕美1 （1. 京工繊大院工芸科学） 
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2022年9月8日(木)
 

S5会場 | S5.固体化学の新しい指針を探る

一般講演1 
座長:丹羽 栄貴(弘前大学) 

S5
 

ペロブスカイト型ヒドリドイオン導電体 AELiH3のイオン導電メカニズム 
〇廣瀬 隆1、松井 直喜1、鈴木 耕太1、平山 雅章1、菅野 了次1 （1. 東京工業大学） 

酸素不定比量を制御した SrFeO3-δの合成・結晶構造・相転移挙動 
志藤 広典1、波多野 志帆1、松田 悠汰1、〇橋本 拓也1 （1. 日本大学） 

 
 
 

S5会場 | S5.固体化学の新しい指針を探る

一般講演 
座長:大石 昌嗣(徳島大学) 

S5
 

プロトン導電性酸化グラフェンをベースとする膜型反応器の開発 
 
〇児玉 大芽1、中原 尊1、ソハイル アハマド1、猪股 雄介1、木田 徹也1 （1. 熊本大学） 

固体酸化物形水蒸気電解セルの負荷変動下における電気化学挙動 
〇岡部 駿也1、松井 敏明1、室山 宏樹1、江口 浩一1 （1. 京都大学） 

Niモデル電極を用いた SOEC運転時の劣化挙動分析 
〇八代 圭司1、昆沙賀 菜々子1、古橋 龍1、 Budiman Riyan Achmad1、川田 達也1 （1. 東北大学） 

 
 
 

S5会場 | S5.固体化学の新しい指針を探る

一般講演 
座長:松井 敏明(京都大学) 

S5
 

Designing Highly Efficient Catalysts by Infiltration for Intermediate-Temperature CO2/H2

O Co-Electrolysis 
〇ウ クワンテイング1,2、石原 達己1,2 （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

(I2CNER)、2. 九州大学工学部応用化学部門） 

欠陥制御を利用した(La,Sr)2NiO4+δの OER触媒特性決定因子の探索 
〇木幡 壮真1、木村 勇太1、雨澤 浩史1、大石 昌嗣2、藤代 史3、高橋 伊久磨4、八木 俊介5、中村 崇司1 （1.

東北大学、2. 徳島大学、3. 高知大学、4. 千葉工業大学、5. 東京大学） 

小型円筒型可逆動作燃料電池の初期特性に及ぼすアノード基板の粒度制御 
〇劉 彬1、 Song Jun Tae1、高垣 敦1、石原 達己1 （1. 九州大学） 

 
 
 

S5会場 | S5.固体化学の新しい指針を探る

一般講演 
座長:鈴木 耕太(東京工業大学) 

S5
 

Li3NaSiO4、 Li4SiO4の CO2吸収・放出サイクル特性 
〇岩崎 俊平1、吉野 太造1、平井 麻菜美1、橋本 拓也1 （1. 日本大学） 

La0.57Li0.29TiO3電解質隔膜を用いる電気透析リチウム回収の特性 
〇丹羽 栄貴1、新村 潔人1、本多 駿資1、田副 博文1、佐々木 一哉1 （1. 弘前大学） 
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14:45  [1E12]

15:00  [1E13]

15:15  [1E14]
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16:15  [1E17]
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16:45  [1E19]
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La0.57Li0.29TiO3電解質隔膜を用いる電気透析リチウム回収におけるリチウム源溶液中共存イオン
の影響 
〇進藤 裕太1、新村 潔人1、徳吉 諒哉1、福坂 岳2、丹羽 栄貴1、佐々木 一哉1,2 （1. 弘前大学大学院理工学研

究科、2. 弘前大学理工学部） 
 
 
 

S5会場 | S5.固体化学の新しい指針を探る

一般講演 
座長:及川 格(東北大学) 

S5
 

中性子ラジオグラフィによる LAGP-LaPO4コンポジットの拡散係数測定 
〇高木 穂乃香1、宋 方舟1、八尾 健1、薮塚 武史1、高井 茂臣1、林田 洋寿2、甲斐 哲也3、篠原 武尚3 （1. 京

都大学、2. 中性子科学センター、3. J-PARCセンター） 

La0.57Li0.29TiO3電解質隔膜を用いる電気透析6Li同位体濃縮の温度依存性 
〇徳吉 諒哉1、新村 潔人1、進藤 裕太1、福坂 岳2、丹羽 栄貴1、佐々木 一哉1,2 （1. 弘前大学大学院理工学研

究科、2. 弘前大学理工学部） 

新規フッ化物イオン伝導体の固体 NMR解析 
〇村上 美和1、丹羽 栄貴2、森 大輔3 （1. 京都大学、2. 弘前大学、3. 三重大学） 

 
 
 

S5会場 | S5.固体化学の新しい指針を探る

一般講演 
座長:村上 美和(京都大学) 

S5
 

ジニトリルを構成要素とする Mgイオン伝導性分子結晶電解質の開発 
〇守谷 誠1、塚田 圭一1、内山 翔太1、戸塚 杜1 （1. 静岡大学） 

スピネル型(Mg,Zn)(Co,Fe,Mn)₂ O₄の合成と正極特性および平均•局所構造の検討 
〇馬 馼力1、北村 尚斗1、石橋 千晶1、井手本 康1 （1. 東京理科大学） 

リチウムイオン電池用負極材料 Ti2Nb10O29の負極特性と平均・局所構造の検討 
北村 尚斗1、〇永井 竜1、石橋 千晶1、井手本 康1 （1. 東京理科大学） 

 
 
 

S5会場 | S5.固体化学の新しい指針を探る

一般講演 
座長:木村 勇太(東北大学) 

S5
 

室温成型可能な LiBH4-Li7La3Zr2O12複合体型固体電解質の作製 
〇坂本 陽太郎1、石井 暁大1、及川 格1、高村 仁1 （1. 東北大学） 

LiCoO2正極と NASICON型 LATP固体電解質の共焼結過程の解明 -X線吸収分光および回折法によ
る生成物分析と熱力学計算による予測- 
〇市原 文彦1、大出 真知子1、三好 正悟1、増田 卓也1 （1. 物質・材料研究機構） 

NASICON型 Li1.5Al0.5Ge1.5-xTix(PO4)3の合成、導電特性および平均・電子構造解析 
井手本 康1、〇福田 海里1、石橋 千晶1、北村 尚斗1 （1. 東京理科大学） 

 
 



09:00  [2E01]

09:15  [2E02]

09:30  [2E03]

09:45  [2E04]

10:00  [2E05]

10:15  [2E06]

10:45  [2E07]

11:00  [2E08]

11:15  [2E09]

11:30  [2E10]

- 16 -

2022年9月9日(金)
 

S5会場 | S5.固体化学の新しい指針を探る

一般講演 
座長:鷲見 裕史(産業技術総合研究所) 

S5
 

B型炭酸アパタイト系固体電解質の導電特性と熱的安定性 
〇滝澤 眞1、田中 優実2 （1. 東京理科大学大学院工学研究科、2. 東京理科大学工学部） 

湿式法による混合伝導体 Pr2Ni0.75Cu0.25Ga0.05O4の薄膜化と酸素透過特性 
〇森岡 滉史1、 Song Jun Tae2,3、高垣 敦2,3、石原 達己2,3 （1. 九州大学統合新領域学府、2. 九州大学工学研

究院、3. 九州大学カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所） 

酸素欠陥を持つ Ce0.90Gd0.10O2-d 薄膜の中低温域の表面イオン伝導性 
〇小林 右京1、野竹 剛1、志賀 大亮2、組頭 広志2、樋口 透1 （1. 東京理科大学大学院、2. 東北大学多元物質

学研究所） 
 
 
 

S5会場 | S5.固体化学の新しい指針を探る

一般講演 
座長:樋口 透(東京理科大学) 

S5
 

Co置換 Bi0.7Sr0.3FeO3-δの作製とその構造安定性 
〇横森 大輝1、石井 暁大1、及川 格1、高村 仁1 （1. 東北大学） 

燃料極支持型固体酸化物燃料電池の評価と解析 
〇鷲見 裕史1、山口 祐貴1、野村 勝裕1、島田 寛之1 （1. 産業技術総合研究所） 

CaTiO3系酸化物のＡサイト欠損がイオン導電性に及ぼす影響 
〇中根 萌衣1、加藤 浩晃2、波岡 知昭1、橋本 真一1、野村 勝裕3 （1. 中部大学、2. 三共製作所、3. 産業技術

総合研究所） 
 
 
 

S5会場 | S5.固体化学の新しい指針を探る

一般講演 
座長:井口 史匡(日本大学) 

S5
 

プロトン・デューテロン同位体効果を用いたプロトン伝導性セラミック燃料電池電極反応機構の
解明 
〇奥山 勇治1、下村 昌輝1、春日 圭太1 （1. 宮崎大学） 

プロトンセラミックスセルにおける金属窒化物カソードの検討 
青木 芳尚1、〇神谷 尚輝2、北野 翔1、幅崎 浩樹1 （1. 北海道大学工学研究院、2. 北海道大学総合化学院） 

BaCe0.9-xY0.1RuxO3-δ薄膜の構造と中温域の特異な電子-イオン混合伝導性 
〇武田 千広1、樋口 透1、金田 直大1、野竹 剛1 （1. 東京理科大学大学院） 

 
 
 

S5会場 | S5.固体化学の新しい指針を探る

一般講演 
座長:青木 芳尚(北海道大学) 

S5
 

多量の酸素欠陥を持つ BaCe0.5Pr0.3Y0.2O3-δ薄膜の酸素イオン伝導性 
〇門脇 勇優1、村澤 秀明、野竹 剛1、志賀 大亮2、組頭 広志2、樋口 透1 （1. 東京理科大学、2. 東北大学多元
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物質研究所） 

Controlling ionic and electronic transport properties in protonic ceramic fuel cells with
bilayer electrolytes 
〇 Ortiz Corrales Julian Andres1、大友 順一郎2 （1. 東京大学、2. 東京工業大学） 

ペロブスカイト型プロトン導電体の弾性特性 
日當 圭佑2、佐多 教子3、 Costa Remi3、芝田 司1、紺頼 大翔1、清水 信2、湯上 浩雄2、〇井口 史匡1 （1. 日

本大学、2. 東北大学、3. German Aerospace Center） 
 
 

2022年9月8日(木)
 

S6-1会場 | S6.電池の新しい展開

セッション1（一般講演／学生講演） 
座長:市坪 哲(東北大学) 

S6-1
 

亜鉛極の充放電挙動に与えるテルル添加効果の検討 
〇青野 健人1、池澤 篤憲1、荒井 創1 （1. 東京工業大学） 

Enhancing cyclic performance of Zn anode in rechargeable Zn-ion batteries by
electropolish treatment 
〇朱 瑞傑1、北野 翔1、朱 春宇2、青木 芳尚1、幅崎 浩樹1 （1. 北海道大学、2. 中国鉱業大学） 

Mg金属箔材の創製と二次電池適用 
〇万代 俊彦1、染川 英俊1 （1. 国立研究開発法人物質・材料研究機構） 

金属リチウムの析出・溶解に伴う電極表面皮膜の光学的変化の電気化学表面プラズモン共鳴分光
法による観察 
〇橘田 晃宜1、吉井 一記1、村井 健介1、佐野 光1 （1. 産業技術総合研究所） 

 
 
 

S6-1会場 | S6.電池の新しい展開

セッション2（学生講演） 
座長:宮原 雄人(京都大学) 

S6-1
 

キムワイプ/ポリエチレン複合セパレーターを用いた非水電解溶液中でのリチウム金属負極の特性 
〇長谷川 拓海1、森 大輔1、田港 聡1、武田 保雄1、山本 治1、泉 博章2、南 浩成2、今西 誠之1 （1. 三重大学

大学院、2. スズキ株式会社） 

リチウム溶解析出反応への Al2O3被覆効果の解析 
〇垣見 朋弘1、田港 聡1、宮川 絢太郎2、齊藤 貴也2、森 大輔1、今西 誠之1 （1. 三重大学、2. ソフトバンク

株式会社） 
 
 
 

S6-1会場 | S6.電池の新しい展開

セッション3（一般講演／学生講演） 
座長:宮原 雄人(京都大学) 

S6-1
 

3DOMセパレータを用いた高安全性リチウム金属二次電池の充放電特性の向上 
〇新堀 雄麻1、棟方 裕一1、金村 聖志1 （1. 東京都立大学院） 

難電析多価カチオン添加によるアルカリ金属負極のデンドライト成長抑制 
〇李 弘毅1、村山 将来1、市坪 哲1 （1. 東北大学金属材料研究所） 
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S6-1会場 | S6.電池の新しい展開

セッション4（一般講演／学生講演） 
座長:道見 康弘(鳥取大学) 

S6-1
 

難黒鉛化性炭素負極へのナトリウムイオン吸蔵脱離挙動に電解液が与える影響 
〇辻本 尚大1、李 昌熹1、宮原 雄人1、宮崎 晃平1、安部 武志1 （1. 京都大学） 

オペランド放射光回折法による低温下における Liイオンの黒鉛への 挿入・脱離反応メカニズム解
析 
〇藤本 宏之1、高木 繁治1、下田 景士1、木内 久雄1、岡崎 健一1、村田 徹行1、小久見 善八1、安部 武志1

（1. 京都大学） 

穴あき電極を用いたラミネート電池内でのリチウムイオンプレドープとグラファイト負極上の
SEI被膜の組成分析 
〇山田 三瑠1、蔦 将哉2、中村 奨2、安東 信雄3、郡司 貴雄1、松本 太1 （1. 神奈川大学、2. 長岡高専、3. 神

奈川大学工学研究所） 
 
 
 

S6-1会場 | S6.電池の新しい展開

セッション5（特別講演1） 
座長:今西 誠之(三重大学) 

S6-1
 

薄膜型全固体電池における光リチウム脱離現象 
〇平山 雅章1 （1. 東京工業大学） 

 
 
 

S6-1会場 | S6.電池の新しい展開

セッション6（一般講演／学生講演） 
座長:薄井 洋行(鳥取大学) 

S6-1
 

微量活物質計測法を用いた Si系負極材料の充放電特性評価 
〇小嶌 一輝1、宇賀治 正弥1,2、山田 裕貴1、桑畑 進1 （1. 大阪大学、2. パナソニックエナジー（株）） 

リチウムイオンバッテリーのサイクル特性を向上させるシリコンナノ多孔粒子負極の創製 
〇岩本 和樹1、佐藤 慶介1 （1. 東京電機大学） 

シリコンナノ多孔質粒子負極を用いたリチウムイオン二次電池の高容量化 
〇立花 孝通1、佐藤 慶介1 （1. 東京電機大学） 

 
 
 

S6-1会場 | S6.電池の新しい展開

セッション7（一般講演／学生講演） 
座長:水畑 穣(神戸大学) 

S6-1
 

機能の異なる二種のシリサイドを含有する Siコンポジット電極の Li二次電池負極特性 
〇日野 望絵瑠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） 

SiOxへの Snの添加がリチウム二次電池負極特性に与える効果 
〇西田 尚大1,3、薄井 洋行2,3、道見 康弘2,3、入江 航1,3、廣野 友紀2,4、澤田 俊之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. 山陽特殊製鋼） 
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種々の不純物元素をドープしたルチル型 TiO2からなる電極のリチウムイオン電池負極性能 
〇定森 勇磨1,3、薄井 洋行2,3、道見 康弘2,3、グエン テイハイ1,3、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） 

リチウムイオン電池の電解液劣化に伴う寿命予測技術 
〇澤木 裕子1、松本 修明1 （1. マクセル(株)） 

 
 
 

S6-1会場 | S6.電池の新しい展開

セッション8（一般講演／学生講演） 
座長:梅林 泰宏(新潟大学) 

S6-1
 

2,2,2-Trifluoroethyl Acetateを用いた LiFSA電解液のイオン溶媒和および電気化学特性 
〇澤山 沙希1、藤井 健太1 （1. 山口大学） 

金属酸化物と共存する炭酸エチレンーグライム系二元系溶液の電気伝導率 
〇鈴木 良将1、森口 悠介1、田口 航平1、牧 秀志1、水畑 穣1,2 （1. 神戸大学、2. ヤゲウォ大学） 

 
 
 

S6-1会場 | S6.電池の新しい展開

セッション9（学生講演） 
座長:上野 和英(横浜国立大学) 

S6-1
 

リチウム塩スルトン溶液のイオン導電機構と Raman分光によるスペシエーション 
〇川名 結衣1、大谷 恵理香1、韓 智海1、渡辺 日香里2、梅林 泰宏1 （1. 新潟大学、2. 東京理科大学） 

超濃厚 Li(N(SO2CF3)2)溶液の輸送特性と双極子再配向ダイナミクス 
〇大谷 恵理香1、韓 智海2、柴田 幸司3、山口 毅4、渡辺 日香里5、梅林 泰宏2 （1. 新潟大学 理学部、2. 新潟

大学 自然科学系、3. 八戸工業大学 工学部、4. 名古屋大学大学院 工学研究科、5. 東京理科大学 理工学部） 

Highly concentrated hybrid water-organic electrolyte for high-energy aqueous dual-ion
battery 
〇楊 登堯1、渡邊 源規1、 SONG JUN TAE1、高垣 敦1、石原 達己1 （1. Kyushu University） 

 
 

2022年9月9日(金)
 

S6-1会場 | S6.電池の新しい展開

セッション10（一般講演／学生講演） 
座長:小林 剛((一財)電力中央研究所) 

S6-1
 

リチウム硫黄二次電池に向けたポリマー被覆セパレータの作製と輸送特性 
〇山中 一輝1、松本 充博1、田港 聡1、森 大輔1、今西 誠之1 （1. 三重大学大学院） 

In-situ EIS法による Li-Glyme系溶媒和イオン液体を用いたリチウム硫黄電池のレート特性に関す
る研究 
〇杉浦 雄俊1、渡辺 日香里1、四反田 功1、板垣 昌幸1 （1. 東京理科大学） 

In-situ EIS法を用いたリチウム硫黄電池の活物質粒径と放電挙動の相関 
〇恒川 俊介1、渡辺 日香里1、四反田 功1、板垣 昌幸1 （1. 東京理科大学） 

Effective electrochemical interfaces of C/Fe3C microspheres for rapid polysulfide
conversion in Li-S batteries 
〇 Adi Akylbek1、谷口 泉1 （1. 東京工業大学） 
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S6-1会場 | S6.電池の新しい展開

セッション11（一般講演／学生講演） 
座長:山田 博俊(長崎大学) 

S6-1
 

導電性多孔質炭素を用いた硫黄系クレイ型電池用正極の作製と性能評価 
〇盛 致遠1、毛利 将国1、松前 義治1、樋口 昌史1 （1. 東海大学） 

溶融 Naと溶融 Sを隔離する固体電解質隔壁として、内部にスリット状の溶融 Naが供給される陰
極室を持つ板状隔壁を使用する NaS二次電池 
〇大川 宏1、大川 宏1 （1. 有限会社中勢技研） 

 
 
 

S6-1会場 | S6.電池の新しい展開

セッション12（一般講演／学生講演） 
座長:山田 博俊(長崎大学) 

S6-1
 

Y2S3添加 Li2S正極活物質を用いた全固体 Li-S電池の作製と電気化学特性評価 
〇藤井 凌1、蒲生 浩忠1、引間 和浩1、武藤 浩行1、松田 厚範1 （1. 豊橋技術科学大学） 

 
 
 

S6-1会場 | S6.電池の新しい展開

セッション13（学生講演） 
座長:引間 和浩(豊橋技術科学大学) 

S6-1
 

X線 CTによる3次元電極構造を用いた1次元全固体電池シミュレーション 
〇岩本 頌平1、兒玉 学1、柳 和明2、羽二生 大和2、藤井 雄太2、増田 直也2、樋口 弘幸2、末次 義幸2、平井

秀一郎1 （1. 東京工業大学、2. 出光興産株式会社） 

X線コンピューター断層撮影を用いた AgI-Ag2O-P2O5ガラス固体電解質におけるデンドライト成
長機構の解析 
〇櫻井 祐輔1、作花 勇也1、山重 寿夫2、折笠 有基1 （1. 立命館大学、2. トヨタ自動車） 

オペランド X線 CT法による全固体電池シリコン負極の膨張収縮挙動解析 
〇作花 勇也1、渡部 綾香1、山重 寿夫2、折笠 有基1 （1. 立命館大学、2. トヨタ自動車） 

 
 
 

S6-1会場 | S6.電池の新しい展開

セッション14（特別講演2） 
座長:安部 武志(京都大学) 

S6-1
 

アルミニウム金属負極アニオン二次電池の現状と課題 
〇津田 哲哉1 （1. 千葉大学） 

 
 
 

S6-1会場 | S6.電池の新しい展開

セッション15（学生講演） 
座長:折笠 有基(立命館大学) 

S6-1
 

5 V級全固体 Li電池における負極－硫化物固体電解質間の界面修飾による界面抵抗低減 
〇大井 あすか1、西尾 和記1、枝村 紅依1、武田 祐希1、小林 成1、中山 亮1、清水 亮太1、一杉 太郎1,2 （1. 東

京工業大学、2. 東京大学） 
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14:15  [2F15]

14:30  [2F16]

14:45  [2F17]

15:00  [2F18]

15:15  [2F19]

15:45  [2F20]

09:00  [1G01]

09:15  [1G02]

09:30  [1G03]

09:45  [1G04]

- 21 -

Improved battery performance by controlling Li(FSA)(SN)2 Electrolyte/positive electrode
interface 
〇鄭 瑞杰1、渡邊 佑紀1、小林 成1、中山 亮1、西尾 和記1、守谷 誠2、一杉 太郎1,3 （1. 東京工業大学、2. 静

岡大学、3. 東京大学） 

大型半固体電池の高性能化に向けた各種イオン液体を含む LLZOフレキシブル電解質の検討 
〇澤田 和尭1、棟方 裕一1、金村 聖志1 （1. 東京都立大学） 

Ca, Sbを co-dopeした LLZ電解質の焼結性とその電池特性 
〇林 真大1、渡邊 賢1、末松 昂一1、島ノ江 憲剛1 （1. 九州大学大学院） 

 
 
 

S6-1会場 | S6.電池の新しい展開

セッション16（一般講演／学生講演） 
座長:渡邉 賢(九州大学) 

S6-1
 

ガーネット型リチウムイオン導電体の粒界への塩化リチウムの導入による短絡抑制効果の検討 
〇勝 涼太1、森 大輔1、赤谷 輝幸1、田港 聡1、今西 誠之1 （1. 三重大学大学院） 

Na3Zr2(SiO4)2(PO4)のイオン伝導度に対する焼結条件の影響 
〇西 美奈1、沓澤 大1、小林 剛1 （1. 一般財団法人 電力中央研究所） 

液相法により作製した Li1.5Al0.5Ge1.5(PO4)3の低温焼結とイオン伝導性 
〇山田 博俊1、山﨑 僚也1、向原 彪亮2、森本 直樹2、矢野 誠一2 （1. 長崎大学、2. 堺化学工業株式会社） 

 
 
 

S6-1会場 | S6.電池の新しい展開

セッション17（学生講演） 
座長:渡邉 賢(九州大学) 

S6-1
 

酸化物系固体電解質 LiTa2PO8の液相合成 
〇東浦 成哉1、森 大輔1、田港 聡1、今西 誠之1 （1. 三重大学大学院） 

 
 

2022年9月8日(木)
 

S6-2会場 | S6.電池の新しい展開

セッション1（一般講演／学生講演） 
座長:宮崎 晃平(京都大学) 

S6-2
 

イミダゾール塩酸塩-シリカ複合系新規プロトン伝導体の作製と中温無加湿燃料電池への応用 
〇前川 啓一郎1、西田 仁1、引間 和浩1、河村 剛1、松田 厚範1 （1. 豊橋技術科学大学） 

リン酸/イオン液体混合電解質中における白金担持窒素ドープグラフェン触媒の酸素還元活性及び
耐久性の評価 
〇田中 千裕1、棟方 裕一1、金村 聖志1 （1. 東京都立大学） 

混合系水酸化物イオン伝導性イオン液体中における各触媒の酸素還元活性の評価 
〇若林 稜真1、棟方 裕一1、金村 聖志1 （1. 東京都立大学） 

PEFC用電解質膜におけるプロトン伝導性ネットワークの Cryo-STEM直接観察 
〇平原 実留1,2、杉森 秀一3、荻原 仁志1、陸川 政弘2 （1. 埼玉大学、2. 上智大学、3. 技術研究組合 FC-

Cubic） 
 
 



10:00  [1G05]

10:15  [1G06]

10:45  [1G07]

11:00  [1G08]

11:15  [1G09]

11:30  [1G10]

11:45  [1G11]

13:45  [1G12]

14:00  [1G13]

14:15  [1G14]
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S6-2会場 | S6.電池の新しい展開

セッション2（一般講演） 
座長:竹口 竜弥(岩手大学) 

S6-2
 

無担持 Ptナノシート触媒を用いた PEFC用アイオノマーフリー電極の発電特性と耐久性 
〇福長 博1、佐々木 孝彰1、カトリ ムザミル1、スパンディ アブドゥル1、竹中 壮2 （1. 信州大学、2. 同志社

大学） 

作動中燃料電池の電流密度切り替え時における触媒層内酸素分圧変化 
〇西山 博通1、犬飼 潤治1,2 （1. 山梨大学　水素・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） 
 
 
 

S6-2会場 | S6.電池の新しい展開

セッション3（一般講演／学生講演） 
座長:竹口 竜弥(岩手大学) 

S6-2
 

窒素ドープ炭素触媒の合成と亜鉛空気二次電池の空気極特性 
〇キム ソン1、猪石 佑以子1、 Song Jun Tae1、高垣 敦1、石原 達己1 （1. 九州大学） 

メカノケミカル処理による窒素ドープカーボンブラック触媒の酸素還元特性 
〇立花 直樹1、並木 宏允1、染川 正一1 （1. 東京都立産業技術研究センター） 

 
 
 

S6-2会場 | S6.電池の新しい展開

セッション4（一般講演／学生講演） 
座長:高瀬 聡子(九州工業大学) 

S6-2
 

メカノケミカル処理により合成した N,Sドープカーボンの酸素還元発生特性 
〇湯浅 雅賀1、清水 雅代1、田中 未有1 （1. 近畿大学） 

PtCo合金触媒担持ケッチェンブラック自立膜によるリチウム−空気二次電池の充電過電圧低減 
〇粟田 理奈1,2、米田 淑能1、ラフマン エムデイ　ミジャヌル1,2、脇田 英延1、竹口 竜弥1,2 （1. 岩手大

学、2. ALCA-SPRING） 

鉄系めっき電極の金属空気電池への応用ーめっき基板と活性向上について 
〇瀧澤 玲雄1、吉原 佐知雄1、石川 祥久2、元井 健一郎2、及川 哲史2 （1. 宇都宮大学、2. 日本プ

レーテック） 
 
 
 

S6-2会場 | S6.電池の新しい展開

セッション5（一般講演／学生講演） 
座長:清水 雅裕(信州大学) 

S6-2
 

ソフト化学法を用いた含水型オキシ水酸化ニッケルの合成と酸素発生反応活性評価 
〇小糸 進司1、池澤 篤憲1、荒井 創1 （1. 東京工業大学） 

複合金属酸化物系ナノシート触媒を用いた酸素電極特性 
〇山本 恭寛1、高瀬 聡子1、清水 陽一1 （1. 九州工業大学 大学院） 

メディエータ含有空気極を用いた Li空気二次電池の大容量充放電サイクル特性 
〇東 翔太1、佐野 美月1、茂呂 樹1、小沢 文智1、齋藤 守弘1、野村 晃敬2 （1. 成蹊大学、2. 物質･材料研究機

構） 



14:30  [1G15]

14:45  [1G16]

15:00  [1G17]

15:15  [1G18]

15:45  [1G19]

16:00  [1G20]

16:15  [1G21]

16:30  [1G22]

16:45  [1G23]

17:00  [1G24]
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高い化学的安定性を示す非水系リチウム酸素電池用スルホンアミド系電解液 
〇西岡 季穂1、齋藤 守弘2、松田 翔一3、中西 周次1 （1. 大阪大学、2. 成蹊大学、3. 物質・材料研究機構） 

 
 
 

S6-2会場 | S6.電池の新しい展開

セッション6（学生講演） 
座長:齋藤 守弘(成蹊大学) 

S6-2
 

ペロブスカイト構造を有する酸素発生触媒における活性経時変化の制御 
〇井上 雄太1、宮原 雄人1、宮崎 晃平1、李 昌熹1、坂本 遼2、安部 武志1 （1. 京都大学大学院、2. 京都大学

産官学連携本部） 

プロトン性イオン液体中における Ti-Nb系酸化物のプロトン二次電池負極特性 
〇河合 琢也1、清水 雅裕1、新井 進1 （1. 信州大学） 

LiV3O8 as positive electrode materials for rechargeable proton batteries 
〇ケイ カクヨウ1、池澤 篤憲1、荒井 創1 （1. 東京工業大学） 

 
 
 

S6-2会場 | S6.電池の新しい展開

セッション7（一般講演／学生講演） 
座長:棟方 裕一(東京都立大学) 

S6-2
 

並列に接続された複数の電池の間に流れる電流の観察 
〇志村 重輔1、植森 美紅2、渡辺 日香里2、四反田 功2、板垣 昌幸2、林 沙織1 （1. 株式会社村田製作所、2.

東京理科大学） 

インピーダンスパラメータを利用した MT法によるリチウムイオン二次電池の異常検出-充電後の
電圧過渡応答によるインピーダンスパラメータの決定 
〇高田 大輔1、渡辺 日香里1、四反田 功1、板垣 昌幸1、志村 重輔2、林 沙織2 （1. 東京理科大学、2. 株式会

社村田製作所） 

NCAの H2単一相領域における構造緩和の速度論的解析 
〇由良 翔真1、高井 茂臣1、薮塚 武史1、八尾 健1、亢 健1 （1. 京都大学） 

 
 
 

S6-2会場 | S6.電池の新しい展開

セッション8（一般講演／学生講演） 
座長:高井 茂臣(京都大学) 

S6-2
 

超高速充放電を可能にするプルシアンブルー類似体と 単層カーボンナノチューブからなるバイン
ダーフリー正極 
〇石崎 学1、朝比奈 悠太1、寺島 僚1、栗原 正人1 （1. 山形大学） 

Ultrasonic spray pyrolysis synthesis of porous nanostructured LiCoPO4 as cathode
materials of lithium-ion battery 
〇 CUI WENYU1、谷口 泉1 （1. 東京工業大学） 

LiMn0.7Fe0.3PO4/LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2混合正極を用いたリチウムイオン電池の特性と安全性に関す
る研究 
〇本崎 美夕1、棟方 裕一1、金村 聖志1 （1. 東京都立大学） 

 
 



09:00  [2G01]

09:15  [2G02]

09:30  [2G03]

09:45  [2G04]

10:00  [2G05]

10:15  [2G06]

10:45  [2G07]

11:00  [2G08]

11:15  [2G09]

11:30  [2G10]
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2022年9月9日(金)
 

S6-2会場 | S6.電池の新しい展開

セッション9（一般講演／学生講演） 
座長:北村 尚斗(東京理科大学) 

S6-2
 

表面被覆した高電位正極を用いた全固体ポリマー二次電池の電気化学的評価 
〇山嵜 大資1、田港 聡1、森 大輔1、武田 保雄1、今西 誠之1 （1. 三重大学大学院） 

The effect of lyotropic liquid crystal electrolyte coating on the electrochemical
properties of NCM523 cathodes 
〇まりうむ まいしゃ1、 Yao Yuze2、 Nagao Yuki2、 Zettsu Nobuyuki1 （1. Shinshu University、2.

Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST)） 

NCM523/CNT複合バインダーレス電極の電気化学特性におよぼす MW-,SW-CNTの混合比の影響 
〇姜 柱昊1、是津 信行1 （1. 信州大学） 

リチウムイオン二次電池の低抵抗化・長寿命化を実現する「 Thick-Graphene」の開発 
〇撹上 健二1、青山 洋平1、矢野 亨1 （1. 株式会社 ADEKA） 

 
 
 

S6-2会場 | S6.電池の新しい展開

セッション10（一般講演／学生講演） 
座長:是津 信行(信州大学) 

S6-2
 

炭素材料の接触によるリチウムイオン二次電池正極材料の電気抵抗の変化 
伊藤 智博1、立花 和宏1、〇山本 喜久2、仁科 辰夫1 （1. 山形大学大学院理工学研究科、2. 山形大学工学部） 

異なる水系リチウム電解液におけるニッケル系正極材料の電気化学特性 
〇李 昌熹1、宮原 雄人1、宮崎 晃平1、安部 武志1 （1. 京大院工） 

 
 
 

S6-2会場 | S6.電池の新しい展開

セッション11（学生講演） 
座長:是津 信行(信州大学) 

S6-2
 

ナノサイズ岩塩型リチウム過剰バナジウム系正極材料の電気化学特性 
〇小沼 樹1、藪内 直明1 （1. 横浜国立大学） 

リチウムイオン電池正極材料 
0.4Li2MnO3-0.6Li(Mn1/3-xVxCo1/3Ni1/3)O2の V置換による 電池特性および結晶・電子構造 
井手本 康1、〇大原 知己1、石橋 千晶1、北村 尚斗1 （1. 東京理科大学） 

 
 
 

S6-2会場 | S6.電池の新しい展開

セッション12（一般講演／学生講演） 
座長:藪内 直明(横浜国立大学) 

S6-2
 

Liイオン電池正極材料0.5Li2MnO3-0.5Li(Mn10/24Ni7/24Co7/24)O2の 
定常状態における平均・電子・局所構造の温度依存性の検討 
〇伊藤 弘志1、石橋 千晶1、北村 尚斗1、井手本 康1 （1. 東京理科大学） 

二体分布関数による Li2MnO3-LiMeO2 (Me = Ni, Co, Mn)の結晶構造解析 
〇廣井 慧1、大石 昌嗣2、尾原 幸治1 （1. 高輝度光科学研究センター、2. 徳島大学） 



11:45  [2G11]

13:45  [2G12]

14:00  [2G13]

14:15  [2G14]

14:30  [2G15]

14:45  [2G16]

15:00  [2G17]

15:15  [2G18]

15:45  [2G19]

16:00  [2G20]

16:15  [2G21]
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リチウム過剰系正極材料0.4Li2MnO3-0.6LiNi0.5Mn0.5O2 の差分 PDF 解析 
〇藤田 裕亮1、廣井 慧2、尾原 幸治2、和泉 匡哉1、大石 昌嗣1 （1. 徳島大学、2. 高輝度光科学研究セン

ター） 
 
 
 

S6-2会場 | S6.電池の新しい展開

セッション13（学生講演） 
座長:津田 哲哉(大阪大学) 

S6-2
 

アルキルアミン塩酸塩/AlCl3 イオン液体を用いたアルミニウムイオン電池 
〇山本 龍雄1、田中 暉大1、山本 恭司1、三宅 正男1、池之上 卓己1、平藤 哲司1 （1. 京都大学） 

常温非水電解液中での Al(III)イオンの電解還元反応の検討 
〇川邊 瑞季1、保坂 知宙1、多々良 涼一1、駒場 慎一1 （1. 東京理科大学） 

粘土分散液の半固体電解質としてのアルミニウム電池への応用 
伊藤 智博1、〇樋口 和馬1、立花 和宏1、仁科 辰夫1 （1. 山形大学大学院理工学研究科） 

 
 
 

S6-2会場 | S6.電池の新しい展開

セッション14（一般講演／学生講演） 
座長:伊藤 智博(山形大学) 

S6-2
 

硫黄の高電位反応を用いた高容量アルミニウム二次電池の作製 
〇藤野 史也1、津田 哲哉2、上松 太郎1、桑畑 進1 （1. 大阪大学大学院、2. 千葉大学） 

AlCl3-NaBr-KBr溶融塩中の硫黄正極の電気化学的評価 
〇伊賀 健斗1、津田 哲哉2、上松 太郎1、桑畑 進1 （1. 大阪大学大学院、2. 千葉大学） 

Mg二次電池正極材料 MgCo2-x-y-zNixMnyAlzO4系酸化物の 
第一原理計算を用いた安定構造および電子構造解析 
石橋 千晶1、〇竹内 稜1、北村 尚斗1、井手本 康1 （1. 東京理科大学） 

スピネル型0.3MgCo1.5Mn0.5O4-0.7Mg1.33V1.57Ni0.1O4系酸化物の第一原理計算を用いた放電時
の安定構造および電子構造解析 
石橋 千晶1、〇荻田 優介1、北村 尚斗1、井手本 康1 （1. 東京理科大学） 

 
 
 

S6-2会場 | S6.電池の新しい展開

セッション15（学生講演） 
座長:池澤 篤憲(東京工業大学) 

S6-2
 

二酸化マンガンの２電子移動に基づく水系亜鉛二次電池の開発 
〇中村 巧汰1、北村 仁1、片山 祐2、中山 雅晴1 （1. 山口大院創成科学、2. 大阪大産研） 

アルカリ電解液における二酸化マンガン正極の充放電挙動に対する機能性セパレータの影響 
〇岩﨑 朱璃1、宮原 雄人1、宮崎 晃平1、李 昌熹1、安部 武志1、永塚 智三2、高見 洋史2、佐藤 康司2 （1. 京

都大学大学院、2. ENEOS） 

酸化還元活性な亜鉛系金属有機構造体の開発 
〇中鉢 智士1、中村 天彰1、吉田 司1 （1. 山形大学大学院） 

 
 



09:15  [1H01]

09:30  [1H02]

09:45  [1H03]

10:00  [1H04]

10:15  [1H05]

10:45  [1H06]

11:30  [1H07]

13:45  [1H08]

14:00  [1H09]

14:15  [1H10]

14:45  [1H11]
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2022年9月8日(木)
 

S7会場 | S7.キャパシタ技術の新しい展開

一般講演1 
座長:石本 修一(日本ケミコン(株)) 

S7
 

シームレス活性炭を用いた EDLCにおける電気二重層形成過程の分析 
〇畠山 義清1、中島 理貴1、塚田 豪彦2、白石 壮志1 （1. 群馬大学、2. アイオン（株）） 

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（ II） 
〇白石 壮志1、畠山 義清1、渡辺 裕1 （1. 群馬大学） 

導電性ナノダイヤモンド電極を用いた水系電気二重層キャパシタの電解液濃度の検討 
〇佐藤 楓花1、近藤 剛史1、東條 敏史1、湯浅 真1 （1. 東京理科大学） 

特異的なナノ空間電極反応を導き出せる分子構造の理解 
〇滝本 大裕1、仲宗根 魁哉1、桂原 紅桜1 （1. 琉球大学） 

電気二重層キャパシタの電気化学モデリング 
〇佟 立柱1、永山 達彦1 （1. 計測エンジニアリングシステム(株)） 

 
 
 

S7会場 | S7.キャパシタ技術の新しい展開

特別講演1 
座長:白石 壮志(群馬大学) 

S7
 

金属有機構造体、共有結合性有機構造体の焼成過程における多孔質炭素化メカニズムの分
析～キャパシタ電極への応用～ 
〇梅澤 成之1 （1. 星和電機(株)） 

電気二重層エレクトレットの新展開 
〇小野 新平1 （1. 一般財団法人電力中央研究所） 

 
 
 

S7会場 | S7.キャパシタ技術の新しい展開

一般講演2 
座長:畠山 義清(群馬大学) 

S7
 

酸素官能基を制御した酸化グラフェンの電気化学特性 
〇鯉沼 陸央1、河田 陸人1、津川 樹1、畠山 一翔1、伊田 進太郎1 （1. 熊本大学） 

サイズの異なる2種ナノシートを用いた複合電極の電荷蓄積挙動 
〇竹村 祐太1、齋藤 亮太1、アンガ ヘルマワン2、村松 佳祐3、杉本 渉1,2,3 （1. 信州大学大学院　繊維学専

攻、2. 信州大学繊維学部、3. 信州大学先鋭材料研究所） 

イオノゲルを用いた耐水性複合負極の開発 
〇小林 奈緒1、村松 佳祐2、杉本 渉1,2,3 （1. 信州大学大学院　繊維学専攻、2. 信州大学先鋭材料研究所、3.

信州大学繊維学部） 
 
 
 

S7会場 | S7.キャパシタ技術の新しい展開

特別講演2 
座長:杉本 渉(信州大学) 

S7
 

密度汎関数法と溶液論のハイブリッド法を用いた電気二重層キャパシタの電極界面シ



15:45  [1H12]

16:30  [1H13]

10:45  [2I01]

11:00  [2I02]

11:15  [2I03]

11:30  [2I04]

11:45  [2I05]

13:45  [2I06]
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ミュレーション 
〇大谷 実1 （1. 筑波大学計算科学研究センター） 

 
 
 

S7会場 | S7.キャパシタ技術の新しい展開

特別講演2 
座長:杉本 渉(信州大学) 

S7
 

多価イオン蓄電反応の高速化とキャパシタ技術 
〇折笠 有基1 （1. 立命館大学） 

 
 
 

S7会場 | S7.キャパシタ技術の新しい展開

全体討論 
S7

 

全体討論 
 
 

2022年9月9日(金)
 

S8会場 | S8.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（学生講演） 
座長:土谷 博昭(大阪大学) 

S8
 

ファラデーインピーダンスシミュレーションによる Mgのアノード溶解挙動の解析 
〇宮田 裕都1、星 芳直1 （1. 名古屋工業大学） 

アルミニウム合金/ハイテン対のガルバニック腐食評価に対する電気化学インピーダンス法の適用 
〇渡部 梨子1、星 芳直1 （1. 名古屋工業大学） 
27Al NMRを用いた AlCl3－非水溶媒中におけるアルミニウムイオンのスペシエーション 
〇永島 結1、大谷 恵理香1、北田 敦2、邑瀬 邦明3、韓 智海1、梅林 泰宏1 （1. 新潟大学院自然、2. 東京大

学、3. 京都大学） 

高い構造規則性をもつ酸化グラフェンを用いたガスバリア膜の開発 
〇津川 樹1、畠山 一翔2、鯉沼 陸央2、伊田 進太郎2 （1. 熊本大学大学院、2. 熊本大学産業ナノマテリアル研

究所） 
 
 
 

S8会場 | S8.社会基盤を支える腐食科学と表面処理技術

特別講演1 
座長:多田 英司(東京工業大学) 

S8
 

電気化学インピーダンス法を駆使した自動車・エネルギー材料の腐食劣化機構解析 
〇星 芳直1 （1. 名古屋工業大学） 

 
 
 

S8会場 | S8.社会基盤を支える腐食科学と表面処理技術

特別講演2 
座長:板垣 昌幸(東京理科大学) 

S8
 

鋼構造物の重度腐食等に対する表面処理技術の開発 
〇貝沼 重信1 （1. 九州大学） 



14:30  [2I07]

14:45  [2I08]

15:00  [2I09]

15:15  [2I10]

15:30  [2I11]

10:45  [1J01]

11:00  [1J02]

11:15  [1J03]

11:30  [1J04]

11:45  [1J05]

12:00  [1J06]

12:15  [1J07]
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S8会場 | S8.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） 
座長:坂入 正敏(北海道大学) 

S8
 

フッ化物を含まない電解液を用いた陽極酸化によるチタニアナノチューブ被膜の形成 
〇土谷 博昭1、佐藤 遼馬1、藤本 慎司1 （1. 大阪大学） 

AlCl3―グライム系超濃厚溶液中の Al3+スペシエーションと分子軌道計算 
〇韓 智海1、永島 結1、川名 結衣1、北田 敦2、邑瀬 邦明3、梅林 泰宏1 （1. 新潟大学、2. 東京大学、3. 京都

大学） 
 
 
 

S8会場 | S8.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（一般講演） 
座長:星 芳直(名古屋工業大学) 

S8
 

Galvanic corrosion behavior of Zn and Al couples in NaCl solution 
〇ジャン ジュンホ1、大井 梓1、多田 英司1 （1. 東京工業大学） 

微小部電気化学測定による Znめっき鋼板の溶接部腐食挙動解明 
〇西角 美奈江1、西田 義勝1、莊司 浩雅1 （1. 日本製鉄株式会社） 

氷点下における各種金属材料の酸素還元挙動 
〇坂入 正敏1、沈 童1 （1. 北海道大学） 

 
 

2022年9月8日(木)
 

S9会場 | S9.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 
座長:北本 仁孝(東京工業大学) 

S9
 

酸化ガリウム電子輸送層を用いた Ag– In– Ga– S系量子ドット電界発光(EL)素子の作製 
〇菅野 陸1、泉 竜之介1、上松 太郎1、本村 玄一1,2、鳥本 司3、桑畑 進1 （1. 大阪大学大学院、2. NHK放送技

術研究所、3. 名古屋大学） 

酸化チタンナノ粒子のアニール温度条件が電気化学発光特性に及ぼす影響の調査 
〇川崎 諒1、石松 亮一2、笠原 崇史1 （1. 法政大学、2. 九州大学） 

Improvement of Luminescence Performances in AgInxGa1− xS2/GaSz Core/Shell Quantum
Dots by Aluminum Doping 
〇 Tepakidareekul Mananya1、 Uematsu Taro1、 Torimoto Tsukasa2、 Kuwabata Susumu1 （1. Osaka

University、2. Nagoya University） 

層状ナノ空間でのサブナノ Pd粒子の電気化学的合成 
〇安藤 岬1、小野 隆太郎1、森永 明日香1、近藤 靖幸2、山田 裕貴2、片山 祐2、堤 宏守1 （1. 山口大学、2. 大

阪大学） 

Ag8GeS6量子ドットの液相化学合成と化学組成制御による発光特性の向上 
〇久保 淳弥1、亀山 達矢1、鳥本 司1 （1. 名古屋大学大学院） 

磁性ナノ粒子添加熱応答性ゲルの収縮挙動解明 
〇岡田 尚樹1、櫻井 淳平1、秦 誠一1、岡 智絵美1 （1. 名古屋大学大学院　工学研究科） 

自己組織化磁性ナノ粒子鎖を用いたロータス型多孔質樹脂作製 
〇小林 京貴1、櫻井 淳平1、長野 方星1、秦 誠一1、岡 智絵美1 （1. 名古屋大学） 



13:45  [1J08]

14:00  [1J09]

14:15  [1J10]

14:30  [1J11]

14:45  [1J12]

15:00  [1J13]

15:15  [1J14]

15:45  [1J15]

16:00  [1J16]

16:15  [1J17]

16:30  [1J18]

09:00  [1K01]
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S9会場 | S9.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 
秀島 翔（東京都市大学） 

S9
 

陽極酸化ポーラスアルミナを鋳型としたオーバーハング型ピラーアレイの形成 
〇栗田 萌亜名1、柳下 崇1 （1. 都立大都市環境） 

Pd-Cu合金電析でみられる時空間パターンのナノ空間閉じ込めによる Pdナノヘリックスの自己組
織化 
中田 昌宏1、安田 拓海1、宮本 真之1、北田 敦1、岡崎 豊1、 Oda Reiko2,3、邑瀬 邦明1、〇深見 一弘1 （1. 京

都大学、2. ボルドー大学、3. 東北大学） 

層状水酸化物のトポタクティック変換による配向ナノポーラス酸化コバルト膜の形成 
〇品川 勉1、壽 夏子2、大高 敦2 （1. 大阪産業技術研究所、2. 大阪工業大学） 

陽極酸化プロセスにもとづくモスアイ構造の形成と作製条件が反射防止特性に与える影響 
〇惠谷 真有1、柳下 崇1 （1. 都立大都市環境） 

らせん状ナノ空間での湿式還元で得られる金ナノ構造体の形状制御と光学特性評価 
〇中谷 真大1,2、 Simon Poly3、 Zakaria Anfar3、岡﨑 豊1、 Walid Baaziz4、 Yann Battie5、 Emilie

Pouget3、 Ovidiu Ersen4、邑瀬 邦明1、深見 一弘1、小田 玲子3,6 （1. 京都大学、2. 大阪産業技術研究

所、3. ボルドー大学、4. ストラスブール大学、5. ロレーヌ大学、6. 東北大学） 

微小貫通孔アレイへの導電性ペースト充填法の提案 
〇久保田 恒喜1、戸塚 友理1、遠藤 彩音1、長沼 龍生1、岩間 智紀2、桑原 哲夫1、井上（安田） 久美1 （1. 山

梨大学、2. 東北大学） 

高濃度硫酸浴を用いた陽極酸化プロセスによるアルミナスルーホールマスクの高効率形成 
〇山田 彩妃1、柳下 崇1 （1. 都立大院都市環境） 

 
 
 

S9会場 | S9.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 
座長:柳下 崇(東京都立大学) 

S9
 

<111>-Au/Si基板上ナノテンプレート薄膜自己組織化酸化アルミニウムの電気化学的形成 
〇 Khoo Pei Loon1、中村 武明1、伊﨑 昌伸1 （1. 豊橋技術科学大学） 

メソポーラス白金電極を用いた水電解による水素生成 
〇大石 耀大1、松永 真理子1 （1. 中央大学） 

Zn電析の表面形態にカチオン種が与える影響の電気化学測定による解析 
〇高橋 士1、女部田 勇介1、國本 雅宏1、本間 敬之1 （1. 早大先進理工） 

スチリルベンゼン誘導体をゲストとした青色マイクロ流体電気化学発光素子の検討 
〇加藤 えみり1、石松 亮一2、笠原 崇史1 （1. 法政大学、2. 九州大学） 

 
 
 

S10会場 | S10.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1-1(一般講演・学生講演) 
座長:脇坂 暢(富山県立大学) 

S10
 

アルカリ電解液中の Pt電極上 HERにおけるアルミニウムカチオン添加による活性化 
〇田中 駿乃介1、星 永宏1、中村 将志1 （1. 千葉大学） 



09:15  [1K02]

09:30  [1K03]

09:45  [1K04]

10:00  [1K05]

10:15  [1K06]

10:45  [1K07]

11:00  [1K08]

11:15  [1K09]

11:30  [1K10]

11:45  [1K11]

12:00  [1K12]
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金属ナノ構造界面での水素発生反応における水分子構造の解明 
〇小山田 伸明1、南本 大穂2、村越 敬3 （1. 北海道大学大学院総合化学院、2. 神戸大学大学院工学研究科、3.

北海道大学大学院理学研究院） 

金属ポルフィリン薄膜の電気化学的還元によるナノ粒子作製と触媒活性の評価 
石本 一貴1、西田 渚1、小山 紗和1、喜多 勇気1、西山 勝彦1、〇吉本 惣一郎1 （1. 熊本大学） 

炭酸コバルト OER触媒上における吸着アニオンのオペランド XAFS測定 
〇原田 一輝1、吉田 真明1 （1. 山口大院） 

 
 
 

S10会場 | S10.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1-2(一般講演・学生講演) 
座長:南本 大穂(神戸大学) 

S10
 

オペランド全元素 XAFS観測による炭酸ニッケル水分解触媒の反応メカニズム解明 
〇吉田 真明1、李 梓萌1、坂井 ありす1 （1. 山口大学） 

直径5 nm以下のスピネル型鉄系複合酸化物超微粒子の合成と酸素発生電極触媒としての応用 
〇生田 亘1、多郎畑 匠1、辻 悦司1、菅沼 学史1、片田 直伸1 （1. 鳥取大学工学部附属グリーン・サスティナ

ブル・ケミストリー研究センター） 
 
 
 

S10会場 | S10.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1-2(一般講演・学生講演) 
座長:南本 大穂(神戸大学) 

S10
 

その場放射光 SAXS,XAS測定による白金触媒ナノ粒子の変化への雰囲気ガスの影響 
〇渡辺 剛1、川本 鉄平3、西山 博通2、平岡 裕治1、福島 晴貴4、脇坂 暢4、廣沢 一郎5、犬飼 潤治2 （1. (財)

高輝度光科学研究センター、2. 山梨大学、3. 山梨県産業技術センター、4. 富山県立大学、5. 九州シンクロ

トロン光研究センター） 

電気化学-光電子分光複合装置を用いた Nafion-電極間相互作用の解析 
〇福島 晴貴1、脇坂 暢1 （1. 富山県立大学） 

 
 
 

S10会場 | S10.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1-3(一般講演・学生講演) 
座長:吉田 真明(山口大学) 

S10
 

カフェイン修飾 Pt高指数面上の酸素還元反応を活性化する構造 
〇鈴木 琉斐1、中村 将志1、星 永宏1 （1. 千葉大院工） 

ORRを高活性化する Pt単結晶電極上のカフェイン吸着形態 
〇久保 隆太1、中村 将志1、星 永宏1 （1. 千葉大院工） 

アルカリ溶液における酸素還元反応に及ぼすナノ細孔長の影響 
〇中原 康太1、池澤 篤憲1、荒井 創1 （1. 東京工業大学） 

白金単結晶電極表面に吸着した硫黄種の酸化分解挙動 
〇諸岡 哲朗1、 Ganesan Elumalai1、 Devivaraprasad Ruttala1、近藤 敏啓2、中西 卓也1、増田 卓也1 （1.

物質・材料研究機構、2. お茶の水女子大学） 
 
 



13:45  [1K13]

14:30  [1K14]

14:45  [1K15]

15:00  [1K16]

15:15  [1K17]

15:45  [1K18]

16:00  [1K19]

16:15  [1K20]

16:30  [1K21]
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S10会場 | S10.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1-4(特別講演) 
座長:星 永宏(千葉大学) 

S10
 

全固体電池の界面プロセス・電極反応を対象としたマルチモーダル解析 
〇増田 卓也1 （1. 物質・材料研究機構） 

 
 
 

S10会場 | S10.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1-4(学生講演) 
座長:星 永宏(千葉大学) 

S10
 

リチウム酸素電池における電解液の支持塩高濃度化によるカソード極の界面構造及び反応機構へ
の影響 
〇神成 幸輝1、葛 愛民1、徐 呈暘1,2、井上 賢一1、叶 深1 （1. 東北大院・理、2. 南航大・材料） 

 
 
 

S10会場 | S10.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1-5(一般講演・学生講演) 
座長:吉本 惣一郎(熊本大学) 

S10
 

In-situ IV-SFG studies on the configuration of G4-Li[TFSA] electrolyte at the Pt
electrode cycled around the edges of electrochemical window 
〇桑 羅霄1、岩橋 崇 1、 QI CHENGZI1、 Fujita Masahiro2、大内 幸雄1 （1. 東京工業大学、2. 上智大学） 

電極表面のアミノベンゼンチオールは SERS測定中にプラズモン誘起反応を起こすか？ 
〇池田 勝佳1 （1. 名古屋工業大学） 

電位により誘起されるイオン液体／電極二重層界面の構造変化：温度による影響 
〇中川 隼人1、池田 勝佳1、本林 健太1 （1. 名古屋工業大学大学院工学研究科） 

 
 
 

S10会場 | S10.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1-5(学生講演) 
座長:吉本 惣一郎(熊本大学) 

S10
 

ATR-SEIRAS測定用の Pt無電解めっき法の開発および評価 
〇所 大智1、張 同言1、白仁田 沙代子1、大澤 雅俊1,2、梅田 実1 （1. 長岡技術科学大学、2. 北海道大学） 

 
 
 

S10会場 | S10.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1-6(一般講演・学生講演) 
座長:本林 健太(名古屋工業大学) 

S10
 

Pd単結晶電極上の酸化物と ORR活性の相関 
〇此田 理央1、中村 将志1、星 永宏1 （1. 千葉大院工） 

電解質水溶液の振動強結合状態の評価 
〇福島 知宏1、吉光 創之、森谷 佳司、村越 敬 （1. 北海道大学） 

ミセル型カプセルへの内包を利用したルテニウム三核クラスターの電気化学挙動とナノ構造形成 
〇五島 大河1、手塚 菜々子1、池田 祥貴3、阿部 正明3、吉沢 道人2、吉本 惣一郎1 （1. 熊本大学、2. 東京工
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業大学、3. 兵庫県立大学） 

AgInS2/GaSxコア/シェル量子ドットの MOF包埋と発光機能安定化 
〇上松 太郎1、 Tepakidareekul Manunya1、鳥本 司2、桑畑 進1 （1. 大阪大学、2. 名古屋大学） 

ナノ多孔質電極による選択的イオン吸着 
〇清原 健司1、川合 悠介2、山本 祐士2 （1. 産業技術総合研究所、2. 関西学院大学大学院） 

 
 

2022年9月9日(金)
 

S10会場 | S10.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2-1(一般講演・学生講演) 
座長:神谷 和秀(大阪大学) 

S10
 

無電解メッキで作製した異元素添加 Cu2O電極による CO2電解還元 
〇嶺岸 耕1、小森 大輝1、山口 信義1、江部 広治1、熊谷 啓1、杉山 正和1 （1. 東京大学） 

Zn-Al系層状複水酸化物の CO2電気化学還元触媒特性(Electrocatalitic property of Zn-Al
Layered Double Hydroxides for CO2 electrochemical reduction) 
〇山口 登1、松本 慶江子1、 ROSERO-NAVARRO Nataly Carolina1、三浦 章1、忠永 清治1 （1. 北海道大

学） 

Zn-Al系層状複水酸化物を電極触媒に用いた気相 CO2還元反応（ Gas-phase CO2 reduction
reaction with Zn-Al based layered double hydroxide as electrocatalyst） 
〇中里 亮介1、松本 慶江子1、山口 登1、 Rosero-Navarro Nataly Carolina1、三浦 章1、忠永 清治1、

Cavallo Margherita2、 Bonino Francesca Carla2、 Hadermann Joke3、 Quintelier Matthias3 （1. 北海道

大学、2. トリノ大学、イタリア、3. アントワープ大学、ベルギー） 

ホイスラー合金からなる電気化学的二酸化炭素還元電極触媒の開発 
〇岩瀬 和至1、小嶋 隆幸2、轟 直人1、本間 格1 （1. 東北大学、2. 信州大学） 

 
 
 

S10会場 | S10.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2-2(一般講演) 
座長:中村 将志(千葉大学) 

S10
 

銀-スズ合金触媒の合成と電気化学的 CO2還元活性の評価 
〇上村 赳之1、岩瀬 和至1、本間 格1 （1. 東北大学大学院多元物質科学研究所） 

 
 
 

S10会場 | S10.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2-2(学生講演) 
座長:中村 将志(千葉大学) 

S10
 

Ag担持 Cuナノ粒子の電気化学的二酸化炭素還元活性評価 
〇平野 杜萌1、岩瀬 和至1、本間 格1 （1. 東北大多元研） 

金属銅電極上での CO2電解における CO二量化反応の第一原理分子動力学解析 
〇山本 泰暉1、栗原 諒1、原田 隆史2、中西 周次2、神谷 和秀2 （1. 阪大院基礎工、2. 阪大院基礎工太陽セ） 

Cu100面における CO水素化反応と O2還元反応の競合反応に対する理論的研究 
〇名木田 海都1、濱本 雄治1、神谷 和秀1、中西 周次1、森川 良忠1 （1. 大阪大学） 
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S10会場 | S10.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2-3(一般講演・学生講演) 
座長:岩瀬 和至(東北大学) 

S10
 

層状複水酸化物(LDH)に取り込まれた CO2の電気化学的作用による酸化還元挙動 
〇平川 力1、日比野 俊行1、大古 善久1、寺本 慶之1、 AYMAN KOTB1、金 賢夏1 （1. 国立研究開発法人産業

技術総合研究所） 

Sn 修飾 PtPd 合金単結晶電極における亜酸化窒素還元 
〇齋藤 史恵1、鄭 錦航1、八木 一三1,2、加藤 優1,2 （1. 北大院環境科学、2. 北大院地球環境） 

Electrocatalytic nitrous oxide reduction reaction at Pt– Pd– Sn nanoparticles 
〇シャルカー アビナッシュ チャンドロ1、加藤 優1,2、八木 一三1,2 （1. 北大院環境科学、2. 北大院地球環

境） 
 
 
 

S11会場 | S11.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 I 
座長:城石 英伸(東京工業高等専門学校) 

S11
 

非対称四級ホスホニウムカチオンを有するカルボン酸アニオン型イオン液体の合成と物理化学特
性 
〇赤松 兵馬1、綱島 克彦1、奥野 祥治1、山田 裕久2 （1. 和歌山工業高等専門学校、2. 奈良工業高等専門学

校） 

湿式法により表面改質した球殻状炭素粒子のモルフォロジー観察 
堀井 翔1、〇田畑 柊1、末廣 優依1、井上 光浩2、宮越 昭彦1、梅田 実3、小寺 史浩1 （1. 国立高専機構 旭川高

専、2. 富山大学 水素研、3. 長岡技大） 

水中における気泡の濡れ挙動の評価法の検討 
〇三輪 有平1、平井 信充1、南部 友梨子1、大辻 敬太1、幸後 健1、小川 亜希子1、黒田 大介1、兼松 秀行1

（1. 鈴鹿工業高等専門学校） 

シラン系樹脂コーティング膜上のバイオフィルム生成量と濡れ性の関係 
〇堀井 雅也1、平井 信充1、幸後 健1、小川 亜希子1、黒田 大介1、兼松 秀行1 （1. 鈴鹿工業高等専門学校） 

 
 
 

S11会場 | S11.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 II 
座長:綱島 克彦(和歌山工業高等専門学校) 

S11
 

車載用リチウムイオン電池の現状と動向 
〇宇恵 誠1 （1. 早稲田大学） 

 
 
 

S11会場 | S11.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 III 
座長:田村 健治(東京都公立大学法人　東京都立産業技術高等専門学校) 

S11
 

四級ホスホニウム型準包接水和物の熱力学特性におよぼすカチオン構造依存性 
〇東 さくら1、綱島 克彦1、嶋田 仁2、土田 裕介3、菅原 武2、谷 篤史4 （1. 和歌山工業高等専門学校、2. 大

阪大学、3. 米子工業高等専門学校、4. 神戸大学） 
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アルカリ溶液中での Mo添加 Zr酸化物系触媒の酸素発生反応 
〇野坂 敦史1、石原 顕光2、松澤 幸一3 （1. 横浜国立大学大学院理工学府、2. 横浜国立大学先端科学高等研

究院、3. 横浜国立大学大学院工学研究院） 
 
 
 

S11会場 | S11.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 IV 
座長:平井 信充(鈴鹿工業高等専門学校) 

S11
 

電気化学に基づくセンサ・電池・着色法・教材の開発 
〇野田 達夫1 （1. 大阪公立大学工業高等専門学校） 

 
 
 

S11会場 | S11.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 V 
座長:平井 信充(鈴鹿工業高等専門学校) 

S11
 

SDGs普及と啓発を指向した化学系教育的催事における地域連携および社会貢献事業のニーズと
シーズの変遷 
〇田村 健治1 （1. 東京都公立大学法人　東京都立産業技術高等専門学校） 

 
 
 

S11会場 | S11.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 VI 
座長:野田 達夫(大阪府立大学工業高等専門学校) 

S11
 

密閉容器を用いて調製した Fe/N/C型酸素還元触媒の Nabaeモデルによるメカニズム分析 
〇樫村 和明1、安田 悠晴1、林 出帆1、城石 英伸1 （1. 東京工業高等専門学校） 

還元型酸化グラフェンをベースとした非白金系酸素還元触媒の調製法最適化による高活性化 
〇林 出帆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） 

 
 

2022年9月8日(木)
 

S12会場 | S12.化学センサの新展開

バイオ01 
座長:井上 久美(山梨大学) 

S12
 

四電極を持つマイクロウエルデバイスによる細胞の網羅的電気回転計測と単一細胞の選択的操作 
〇鈴木 雅登1,2、鶴田 未央1、 Shee Chean Fei3、内田 誠一3、安川 智之1,2 （1. 兵庫県立大学　大学院理学研

究科、2. 兵庫県立大学　先端医療工学研究所、3. 九州大学　大学院システム情報科学院） 

金属ナノ構造体を用いた細菌一括検出法の開発 
〇板垣 賢広1、中村 祥吾2、中尾 彰宏1、西井 成樹2、定永 靖宗2、椎木 弘2 （1. 大阪府立大学、2. 大阪公立

大学） 

バイポーラクラーク型酸素電極アレイと細菌の薬剤感受性測定への応用 
〇白土 裕介1、薛 安汝1、鈴木 博章1 （1. 筑波大学） 
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S12会場 | S12.化学センサの新展開

バイオ02 
座長:上野 祐子(中央大学) 

S12
 

Realtime Detection of Vancomycin in Human Whole Blood using Disposable Sensor Chip
Electrode 
〇 Aaryashree Aaryashree1、 Choudhary Ashish1、吉見 靖男1、幡野 明彦1、齋藤 健一2 （1. 芝浦工業大

学、2. 埼玉医大） 

高密度カーボンナノチューブフォレストによるグアニンの電気化学計測 
〇長谷川 直博1、副島 哲朗1、納谷 真一3、多田 弘明1、杉目 恒志2 （1. 近畿大学総合理工学研究科、2. 近畿

大学理工学部、3. 近畿大学有害物質処理室） 

ポーラスマイクロニードル電極による皮膚内物質センシング 
〇山口 修平1、瀧沢 凌平1、辰井 裕希1、阿部 結奈1、阿部 博弥1、照月 大悟1、西澤 松彦1 （1. 東北大学大学

院） 

pH測定用 ISFETをアプタセンサに用いるための表面修飾の検討 
〇井上（安田） 久美1、 SITI MASTURAH BINTI FAKHRUDDIN2、 江刺 正喜2、珠玖 仁2 （1. 山梨大学、2.

東北大学） 
 
 
 

S12会場 | S12.化学センサの新展開

バイオ03 
座長:吉見 靖男(芝浦工業大学) 

S12
 

状態空間モデルを用いたグラフェン FETバイオセンサの応答解析 
〇牛場 翔太1、宮川 成人1、沖野 剛士1、品川 歩1、中野 友美1、小野 尭生2,3、金井 康2、谷 晋輔1、木村 雅

彦1、松本 和彦2 （1. 株式会社村田製作所、2. 阪大産研、3. JSTさきがけ） 

RNAの高感度検出に向けた半導体バイオセンサへの等温核酸増幅法の適用 
〇江南 陽裕1、林 宏樹1、藤田 博仁2、黒岩 繁樹1、大橋 啓之1、桒原 正靖2、門間 聰之1、逢坂 哲彌1 （1. 早

稲田大学、2. 日本大学） 

An Oxytocin Sensor Based on an Organic Field-Effect Transistor Functionalized with a
Molecularly Imprinted Polydopamine 
〇周 奇1、山梨 裕介2、中原 勝正2、長岡 宏一2、南 豪1 （1. 東京大学、2. JNC石油化学） 

 
 
 

S12会場 | S12.化学センサの新展開

バイオ04 
座長:吉田 裕美(京都工芸繊維大学) 

S12
 

VHH抗体修飾粒子の誘電泳動現象を用いた抗原検出における微粒子サイズの依存性の評価 
〇松本 惇希1、鈴木 雅登1、安川 智之1 （1. 兵庫県立大学大学院） 

フェニルボロン酸誘導体を用いた糖質用甘味センサの応答調査 
〇巫 霄1、田島 健太郎1、富吉 涼1 （1. 福岡工業大学） 

白金・ステンレス鋼電極対を用いた残留塩素センサの開発 
〇関 咲音1、小寺 菜津美1、岡崎 慎司1、五明 智夫2、西田 将志2、西松 佑紀乃2、櫻庭 庄平3、黒田 真行3

、市川 豊3 （1. 横浜国立大学、2. 愛知時計電機、3. 東京都水道局） 
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S12会場 | S12.化学センサの新展開

バイオ05 
座長:南 豪(東京大学) 

S12
 

クーロメトリー法による無試薬ポータブル残留塩素計の開発 
〇藤田 昌司1、高木 靖浩2、大野 千恵2、安慶名 麻華2 （1. 株式会社イーシーセンス、2. 株式会社イーシーフ

ロンティア） 

液液界面薄層電解フローセルによるイオン性界面活性剤の電量定量 
〇岩崎 凌1、内田 潤也、山名 雄大1、前田 耕治1、吉田 裕美1 （1. 京都工芸繊維大学） 

電量測定型全固体イオンセンサ 
辰巳 史帆1、飯嶋 奏人1、中田 武志1、前田 耕治1、〇吉田 裕美1 （1. 京都工芸繊維大学） 

運動試験前後のアンモニウムイオン選択性電極の各種分析評価 
〇塩路 浩隆1、小野田 資1、松田 和大1、内山 博允1、長峯 邦明2 （1. 株式会社東レリサーチセンター、2. 山

形大学大学院有機材料システム研究科） 
 
 
 

S12会場 | S12.化学センサの新展開

バイオ清山賞 
座長:鈴木 雅登(兵庫県立大学) 

S12
 

分子認識機能材料の創生とマイクロ空間における微小化学・バイオセンシング応用 
〇上野 祐子1 （1. 中央大学） 

 
 
 

S12会場 | S12.化学センサの新展開

バイオ特別講演 
座長:椎木 弘(大阪府立大学) 

S12
 

バイオセンシングの要素技術の進展と今後の展望 
〇篠原 寛明1 （1. 富山大学学術研究部工学系） 

 
 

2022年9月9日(金)
 

S12会場 | S12.化学センサの新展開

ガス01 
座長:伊藤 敏雄(産業技術総合研究所) 

S12
 

光学活性無機結晶と SnO2ガスセンサの複合化によるキラルガスの検知 
〇岩井 大1、増本 圭吾1、愼改 豪1、猪股 雄介1、木田 徹也1 （1. 熊本大学） 

高エントロピー酸化物によるガス検知 
〇橋新 剛1、谷口 遥夏1、李 飛2、阿部 浩也2 （1. 熊本大学、2. 大阪大学） 

SmFeO3を用いた VOC検知における粒径の影響 
〇板垣 吉晃1、野口 歩夢1、森 雅美1 （1. 愛媛大学） 

 
 



10:15  [2M04]

10:45  [2M05]

11:00  [2M06]

11:15  [2M07]

11:30  [2M08]

11:45  [2M09]

12:00  [2M10]

12:15  [2M11]
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S12会場 | S12.化学センサの新展開

ガス02-1 
座長:岩田 達哉(富山県立大学) 

S12
 

Pt/SnO2のガスセンシング機構における Pt量の効果 
〇猪股 雄介1、増本 圭吾1、堂山 太輝1、慎改 豪1、木田 徹也1 （1. 熊本大学） 

 
 
 

S12会場 | S12.化学センサの新展開

ガス02-2 
座長:岩田 達哉(富山県立大学) 

S12
 

線形判別分析を用いたセンサアレイによるガス種早期判定法 
〇伊藤 敏雄1、小山 裕太郎1,2、作村 諭一3、申 ウソク1、赤松 貴文1、鶴田 彰宏1、増田 佳丈1 （1. 産業技術

総合研究所、2. 愛知県立大学、3. 奈良先端科学技術大学院大学） 
 
 
 

S12会場 | S12.化学センサの新展開

ガス03 
座長:松口 正信(愛媛大学) 

S12
 

ジルコニアセンサの可燃性ガスに対する反応機構の解明 
〇川越 勇介1、上田 太郎1、長瀬 徳美2、鈴木 卓弥2、江戸 雅晴2、鎌田 海1、兵頭 健生1、清水 康博1 （1. 長

崎大学、2. 富士電機） 

プロトン伝導性酸化グラフェン膜を用いた電気化学式 CO検知 
〇尊田 航介1、ソハイル アハマド1、猪股 雄介1、木田 徹也1 （1. 熊本大学） 

カチオン交換膜と貴金属電極を用いた室温作動可能な COセンサの開発 
〇大山 望夢1、上田 太郎1、岡安 克也2、江幡 弘道2、土肥 学2、鎌田 海1、兵頭 健夫1、清水 康博1 （1. 長崎

大学、2. ホーチキ株式会社） 
 
 
 

S12会場 | S12.化学センサの新展開

ガス04 
座長:上田 太郎(長崎大学) 

S12
 

コア－シェル型ポリアニリンミクロスフィア膜のアンモニアガス検知特性へのドーパントの影響 
〇藤定 稜也1、芝 駿介1、松口 正信1 （1. 愛媛大学大学院） 

多孔質ガラスを用いたノナナール検出チップの反応性評価 
〇鈴木 彩加1、平川 陸2、村山 海斗2、丸尾 容子1,2 （1. 東北工業大学大学院、2. 東北工業大学） 

多孔質ポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)ゲル薄膜の作製とその HClガス吸着特性 
〇森 一翔1、芝 駿介1、松口 正信1 （1. 愛媛大院理工） 

 
 
 

S12会場 | S12.化学センサの新展開

ガス清山賞 
座長:田村 真治(大阪大学) 

S12
 



13:45  [2M12]

14:15  [2M13]

14:30  [2M14]

14:45  [2M15]

15:00  [2M16]

15:15  [2M17]

09:00  [1N01]

09:15  [1N02]

09:30  [1N03]

09:45  [1N04]

10:00  [1N05]
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機能性セラミックスのガス検知機能最適化による高感度ガスセンサの開発 
〇上田 太郎1 （1. 長崎大学） 

 
 
 

S12会場 | S12.化学センサの新展開

ガス05 
座長:板垣 吉晃(愛媛大学) 

S12
 

アパタイト型ケイ酸ユウロピウムを用いた接触燃焼式水素ガスセンサ 
〇櫻井 明日紀1、田村 真治1、今中 信人1 （1. 大阪大学） 

吸着燃焼を利用した COセンサの開発 
〇采女 泰久1、笹原 隆彦1、小澤 尚史1、波多野 博憲1、名川 良春1 （1. 矢崎エナジーシステム株式会社） 

 
 
 

S12会場 | S12.化学センサの新展開

ガス06 
座長:橋新 剛(国立大学法人熊本大学) 

S12
 

ベイズ最適化を用いた温度変調最適化手法の提案と選択性向上に関する検討 
〇岩田 達哉1、大倉 裕貴1、佐伯 真彬1、吉河 武文1 （1. 富山県立大学） 

センサ温度変調におけるカテゴリごとのにおい識別性能の違いとその最適化による高精度識別 
〇佐伯 真彬1、大倉 裕貴1、吉河 武文1、岩田 達哉1 （1. 富山県立大学） 

センサアレイによる呼吸器系疾患に関連する VOCの分類と濃度の出力 
〇伊藤 敏雄1、申 ウソク1、増田 佳丈1 （1. 産業技術総合研究所） 

 
 

2022年9月8日(木)
 

S13会場 | S13. 蓄電固体デバイスの創成に向けた界面イオンダイナミクスの科学

セッション1（一般講演 / 学生講演） 
座長:獨古 薫(横浜国立大学) 

S13
 

層状遷移金属炭化物 MXeneと硫化物固体電解質の界面における蓄電メカニズム 
〇川合 航右1、北浦 弘和2、細野 英司2、中島 宏3、塚崎 裕文3、森 茂生3、林 晃敏3、大久保 將史1 （1. 早稲

田大学、2. 産業技術総合研究所、3. 大阪公立大学） 

Li2S複合正極の界面制御による全固体 Li-S電池の反応解析 
〇蒲生 浩忠1、引間 和浩1、松田 厚範1 （1. 豊橋技術科学大学） 

固相法および液相法による Li4SnS4電解質の作製と構造評価 
〇木村 拓哉1、谷垣 隼大1、中野 匠1、本橋 宏大1、作田 敦1、辰巳砂 昌弘1、林 晃敏1 （1. 大阪公立大学） 

中性子/放射光 X線散乱による正極／固体電解質界面変化のその場観察 
〇伊藤 耕太郎1、清水 啓佑1、松井 直喜1、鈴木 耕太1、菅野 了次1、平山 雅章1 （1. 東京工業大学） 

 
 
 

S13会場 | S13. 蓄電固体デバイスの創成に向けた界面イオンダイナミクスの科学

セッション2（特別講演） 
座長:大久保 將史(早稲田大学) 

S13
 

結晶化ガラス界面の分子振動に基づくイオン輸送解明 
〇尾原 幸治1 （1. 高輝度光科学研究センター） 



10:45  [1N06]

11:00  [1N07]

11:15  [1N08]

11:30  [1N09]

11:45  [1N10]

12:00  [1N11]

13:45  [1N12]

14:15  [1N13]

14:30  [1N14]

14:45  [1N15]

15:00  [1N16]
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S13会場 | S13. 蓄電固体デバイスの創成に向けた界面イオンダイナミクスの科学

セッション3（一般講演 / 学生講演） 
座長:木村 勇太(東北大学) 

S13
 

リチウムイオン伝導体単結晶育成とイオン伝導特性 
〇丸山 祐樹1、 Salma Most Umme1、大神田 康平1、長尾 雅則1、綿打 敏司1、田中 功1 （1. 山梨大学） 

多結晶 Li0.29La0.57TiO3における粒界イオンダイナミクスの SIMSによる可視化 
〇長谷川 源1、桑田 直明1 （1. 国立研究開発法人物質・材料研究機構 ） 

電気化学測定と角度分解測定を同時に実現する実験室型 HAXPES測定システムの開発 
〇岩間 司1,2、増田 卓也1,2 （1. 北海道大学、2. 物質・材料研究機構） 

SiOx薄膜電極/固体電解質間の界面 Li+移動抵抗に酸素量 xが与える影響 
〇杉本 稜介1、丸本 晃平1、春田 正和2、稲葉 稔1、土井 貴之1 （1. 同志社大学、2. 近畿大学） 

電極・電解質界面の反応力場開発と分子動力学シミュレーション 
〇小林 亮1 （1. 名古屋工業大学） 

 
 
 

S13会場 | S13. 蓄電固体デバイスの創成に向けた界面イオンダイナミクスの科学

セッション4（特別講演） 
座長:入山 恭寿(名古屋大学) 

S13
 

リチウムイオン電池負極と SEI形成 
〇稲葉 稔1 （1. 同志社大学） 

 
 
 

S13会場 | S13. 蓄電固体デバイスの創成に向けた界面イオンダイナミクスの科学

セッション5（特別講演） 
座長:雨澤 浩史(東北大学) 

S13
 

X線タイコグラフィによる蓄電固体材料のナノスケール微細構造・化学状態イメージング 
〇高橋 幸生1 （1. 東北大学） 

 
 
 

S13会場 | S13. 蓄電固体デバイスの創成に向けた界面イオンダイナミクスの科学

セッション6（一般講演 / 学生講演） 
座長:桑田 直明(物質・材料研究機構) 

S13
 

全固体イオニクスデバイスの電解質における化学ポテンシャル分布  
～オペランドマイクロＸ線吸収分光法による実験的評価～ 
〇吉岡 輝紀1、柳 将陽1、影山 将汰1、木村 勇太1、中村 崇司1、且井 宏和2、新田 清文3、関澤 央輝3、雨澤

浩史1 （1. 東北大学、2. 産業技術総合研究所、3. 高輝度光科学研究センター） 

全固体化による二相共存系電極材料の充放電反応メカニズムの変化 
〇木村 勇太1、藤崎 貴也1、中村 崇司1、小林 慎太郎2、河口 彰吾2、尾原 幸治2、鈴木 康広3、入山 恭寿3

、雨澤 浩史1 （1. 東北大学、2. 高輝度光科学研究センター、3. 名古屋大学） 

Coで部分置換した NASICON型固体電解質 LATPの焼結特性 
〇三好 正悟1、西原 佳彦1、高田 和典1 （1. 物質・材料研究機構） 

Glass-ceramic NaxTi2(PO4)3 electrode on Na3Zr2Si2PO12 electrolyte and the electrochemical
properties 



15:15  [1N17]

15:45  [1N18]

16:15  [1N19]

16:30  [1N20]

16:45  [1N21]

17:00  [1N22]

09:00  [2N01]

09:15  [2N02]

09:30  [2N03]
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〇賈 淑帆1、大野 真之1、王 健1、長谷川 丈二2、赤松 寛文1、林 克郎1 （1. 九州大学、2. 名古屋大学） 

多孔質 NaZr2(PO4)3およびカーボン複合体における湿度感受伝導性とキャパシタ特性 
片岡 菜々子1、長谷川 丈二2、大野 真之1、赤松 寛文1、〇林 克郎1 （1. 九州大学、2. 名古屋大学） 

 
 
 

S13会場 | S13. 蓄電固体デバイスの創成に向けた界面イオンダイナミクスの科学

セッション7（特別講演） 
座長:藪内 直明(横浜国立大学) 

S13
 

フッ化物シャトル電池の現状と展望 
〇安部 武志1 （1. 京都大学） 

 
 
 

S13会場 | S13. 蓄電固体デバイスの創成に向けた界面イオンダイナミクスの科学

セッション8（一般講演） 
座長:松井 雅樹(北海道大学) 

S13
 

固体電解質を放電過程でその場形成するコンバージョン型ハロゲン化物電極を用いた大容量全固
体リチウム電池 
〇猪石 篤1、陶山 美幸1、陳 伊新1、坂本 遼2、アルブレヒト 建1、岡田 重人1、栄部 比夏里1 （1. 国立大学法

人 九州大学、2. 国立大学法人 京都大学） 

xLiF-LiCrO2コンポジット正極の充放電反応機構 
〇喜多條 鮎子1、名波 拓馬2、武藤 俊介2 （1. 山口大学大学院、2. 名古屋大学） 

Li塩高濃度ゲル電解質/金属 Li負極界面の設計とイオンダイナミクス 
〇前吉 雄太1、吉井 一記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） 

Lithium-ion transfer at interface between inorganic solid electrolyte and highly
concentrated liquid electrolyte 
〇玉 智英1、上野 和英1,2、渡邉 正義2、獨古 薫1,2 （1. 横浜国立大学、2. 横浜国立大学 IAS） 

 
 

2022年9月9日(金)
 

S13会場 | S13. 蓄電固体デバイスの創成に向けた界面イオンダイナミクスの科学

セッション9（一般講演 / 学生講演） 
座長:本山 宗主(九州大学) 

S13
 

振動強結合状態におけるイオン伝導度変調 
〇福島 知宏1、吉光 創之1、森谷 佳司1、村越 敬1 （1. 北海道大学） 

固体電解質界面におけるイオン・電子連結ダイナミクスを用いた高性能リザバーコン
ピューティング 
〇土屋 敬志1、西岡 大貴1,2、並木 航1、高栁 真1,2、井村 将隆1、小出 康夫1、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） 

LATP系ガラスセラミックスの分極特性 
〇吉岡 稜祐1、田中 優実2 （1. 東京理科大学大学院工学研究科、2. 東京理科大学工学部） 

 
 



09:45  [2N04]

13:45  [1O01]

14:00  [1O02]

14:15  [1O03]

14:30  [1O04]

14:45  [1O05]

15:00  [1O06]

15:15  [1O07]

15:45  [1O08]

16:30  [1O09]

16:45  [1O10]

17:00  [1O11]
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S13会場 | S13. 蓄電固体デバイスの創成に向けた界面イオンダイナミクスの科学

セッション10（特別講演） 
座長:館山 佳尚(物質・材料研究機構) 

S13
 

第一原理基機械学習モデルによる蓄電固体材料中イオン分布のモンテカルロシミュレーション 
〇笠松 秀輔1 （1. 山形大学） 

 
 

2022年9月8日(木)
 

S14会場 | S14.材料電気化学が拓く金属・半導体の技術革新

材料電気化学01（一般講演 / 学生講演） 
座長:星 芳直(名古屋工業大学) 

S14
 

冷間加工を施したチタン基板上への陽極酸化チタニアナノチューブ被膜成長 
〇土谷 博昭1、桐畑 元紀1、中田 淳二1、藤本 慎司1 （1. 大阪大学） 

種々のリン酸塩電解質を用いたアルミニウム陽極酸化皮膜のナノ構造制御 
〇寺島 彩紗1、岩井 愛1、菊地 竜也1 （1. 北海道大） 

Al:Cu2O半導体層の電気化学的形成と電気的性質 
〇橋本 悠衣1、クー ペイルーン1、モハマド ザムズリ ビン モハマド ザイン2、伊﨑 昌伸1 （1. 豊橋技術科学

大学、2. マレーシアペルリス大学） 

非水系溶液を用いたポーラスアルミナの超高速電解剥離 
〇宮本 和哉1、岩井 愛1、菊地 竜也1 （1. 北海道大） 

原子精度で合成した環状ニッケル多核錯体による酸素生成反応の促進 
〇岡田 知篤1、船木 壮太1、川脇 徳久1、吉川 聡一2、山添 誠司2、根岸 雄一1 （1. 東理大院理、2. 都立大院

理） 

粒径約1nm白金ナノクラスターの高収率合成法の確立と酸素還元活性の評価 
〇西 直樹1、三富 優介1、 Samanta Arpan1、川脇 徳久1、根岸 雄一1 （1. 東理大院理） 

AlCl3-NaCl-KCl溶融塩における各種 Al-Cu合金のアノード溶解挙動 
〇大宅 翔貴1、布村 順司1,2、松島 永佳1、京 良彦2、兒嶋 洋一2、上田 幹人1 （1. 北海度大学大学院、2. 株式

会社 UACJ） 
 
 
 

S14会場 | S14.材料電気化学が拓く金属・半導体の技術革新

材料電気化学02（特別講演 / 学生講演） 
座長:土谷 博昭(大阪大学) 

S14
 

熱力学に立脚した酸化物形成のための水溶液電気化学プロセス設計 
〇伊﨑 昌伸1 （1. 豊橋技術科学大学） 

マイクロ～ナノギャップを有するガルバニアレーを用いた結霜の極初期・早期段階での検出 
〇平山 賢1,2、ミッカウィー モアタズ1、坂本 幸弘3、川喜多 仁1 （1. 国立研究開発法人　物質・材料研究機

構、2. 千葉工業大学大学院、3. 千葉工業大学） 

シリカ層上に作製したマイクロ～ナノギャップを有するガルバニアレーの表面状態と水接触によ
る応答電流の関係 
〇飯田 和也1,2、重藤 暁津1、ゴズワミ レッカ1、坂本 幸弘3、川喜多 仁1 （1. 国立研究開発法人　物質・材

料研究機構、2. 千葉工業大学大学院、3. 千葉工業大学） 

3Dインピーダンス法による金属触媒エッチングおけるシリコンナノワイヤーの成長挙動の解析 
〇浅野 弘靖1、加藤 慎也1、星 芳直1 （1. 名古屋工業大学） 
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2022年9月9日(金)
 

S14会場 | S14.材料電気化学が拓く金属・半導体の技術革新

材料電気化学03（学生講演） 
座長:阿相 英孝(工学院大学) 

S14
 

水素ポンピングを活用した電気化学的 CO2分離法の研究 
〇金澤 颯大1、名合 虎之介1、松島 永佳1、上田 幹人1 （1. 北海道大学） 

パイロクロア型酸化物を用いた酸性電解質用水電解電極触媒の設計 
〇岡﨑 大樹1、高瀬 聡子1、清水 陽一1 （1. 九州工業大学大学院） 

InP電極を用いた光電気化学反応による重水素分離の研究 
〇佐藤 衣吹1、松島 永佳1、上田 幹人1、 Sokalu Eniola2、 Brinkert Katharina2 （1. 北海道大学、2.

University of Warwick） 

キラルナノ空間に閉じ込めた金属イオンの還元による合金ナノヘリックス作製 
〇益木 晴一朗1、中谷 真大1,2、村上 勇樹1、岡崎 豊1、邑瀬 邦明1、小田 玲子3,4、深見 一弘1 （1. 京都大

学、2. 大阪産業技術研究所、3. ボルドー大学、4. 東北大学） 
 
 
 

S14会場 | S14.材料電気化学が拓く金属・半導体の技術革新

材料電気化学04（特別講演 / 一般講演 / 学生講演） 
座長:菊地 竜也(北海道大学) 

S14
 

超濃厚電解液を活用した電析・電気めっき 
〇邑瀬 邦明1 （1. 京都大学） 

易水溶性 KF-KCl溶融塩中でのシリコンおよびチタン電析において膜の平滑性に与える電解条件の
影響 
〇安田 幸司1、法川 勇太郎1、野平 俊之1 （1. 京都大学） 

エマルジョンを電解液に用いたミディアムエントロピー合金電析 
〇村上 勇樹1、北田 敦2、邑瀬 邦明1、深見 一弘1 （1. 京都大学、2. 東京大学） 

アルカリ性濃厚乳酸浴からの Cu2O電析における Cu(II)錯体の影響 
〇湯淺 隆祐1、三浦 隆太郎1、北田 敦2、深見 一弘1、邑瀬 邦明1 （1. 京都大学、2. 東京大学） 

塩化物系濃厚水溶液を用いた三価クロム電析の EQCM解析 
〇鹿取 温希1、北田 敦2、深見 一弘1、邑瀬 邦明1 （1. 京都大学、2. 東京大学） 

 
 
 

S14会場 | S14.材料電気化学が拓く金属・半導体の技術革新

材料電気化学05（学生講演） 
座長:深見 一弘(京都大学) 

S14
 

バイポーラ電気化学を用いたヤヌス型チタン基複合材料の創製 
〇國毋 優香1、阿相 英孝1 （1. 工学院大学） 

サイクリックボルタンメトリーを利用した多孔質 TiO2薄膜の電解析出 
〇藤田 柊哉1、北野 翔1、青木 芳尚1、須藤 幹人2、幅崎 浩樹1 （1. 北海道大学、2. JFEスチール（株）） 

ステンレスの陽極酸化における電解条件が高規則性ナノホールアレー形成に与える影響 
〇長田 悠雅1、柳下 崇1 （1. 都立大院都市環境） 

幾何学形状を制御したアルミナスルーホールメンブレンの形成 
〇傍士 陽太1、柳下 崇1 （1. 都立大院都市環境） 
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Agの陽極酸化による規則性ナノホールアレーの形成 
〇豊嶋 彩香1、柳下 崇1 （1. 都立大都市環境） 

各種 FeNi系合金のアノード酸化による酸素発生反応の活性化 
〇熊 澤韜1、北野 翔1、 Quintero Giraldo David Alberto1、青木 芳尚1、幅崎 浩樹1 （1. 北海道大学） 

交流バイポーラ電解によるアルミニウムアノード酸化皮膜の電解着色 
〇稲川 和希1、阿相 英孝1 （1. 工学院大学） 

 
 

2022年9月8日(木)
 

S15会場 | S15.一般学術講演分類

セッション１（一般講演） 
座長:五百蔵 勉(産業技術総合研究所) 

S15
 

電気化学発光における電子移動距離とエキシマー発光についての考察 
〇石松 亮一1、中野 幸二1 （1. 九州大学） 

 
 
 

S15会場 | S15.一般学術講演分類

セッション２（一般講演） 
座長:樋口 栄次(大阪公立大学) 

S15
 

アイオノマ繊維からなる不織布を骨格とする燃料電池空気極触媒層の発電性能 
〇吉野 修平1、篠原 朗大1、兒玉 健作1、森本 友1 （1. (株)豊田中央研究所） 

液中通電法による Au微粒子生成過程の電気化学的分析 
〇小澤 真一郎1、北郷 萌1、宮﨑 尚1、岡本 庸一1 （1. 防衛大学校） 

電析した Ni-Sn触媒への Fe複合化とその OER特性 
〇中邑 敦博1、村中 武彦1、中山 雅晴2 （1. 山口産技センター、2. 山口大院創成科学） 

電解還元による CO2のエチレン変換に対するライフサイクル CO2排出量評価 
〇山口 信義1、江部 広治1、嶺岸 耕1、杉山 正和1 （1. 東京大学） 

PEM水電解セル加速劣化試験法の開発 
〇五百蔵 勉1、永井 つかさ1、城間 純1、秋田 知樹1、安田 和明1 （1. 産業技術総合研究所） 

 
 
 

S15会場 | S15.一般学術講演分類

セッション３（一般講演） 
座長:小澤 真一郎(防衛大学校) 

S15
 

構造機能相関解明に向けた 放射線グラフト重合高分子電解質膜のナノイメージング 
〇茂木 俊憲1、吉村 公男1、ザオ ユエ1、廣木 章博1、前川 康成1 （1. 量研高崎研） 

大型アルカリ水電解システム"Aqualyzer"用の水電解槽の要素技術開発 
〇内野 陽介1、藤田 泰宏1、大野 純1 （1. 旭化成株式会社） 

大型アルカリ水電解システム” Aqualyzer"の設計開発と実証 
〇藤田 泰宏1、内野 陽介1 （1. 旭化成株式会社） 

大型アルカリ水電解システムの水素コスト最適化技術の開発 
〇大野 純1、森田 浩平1、内野 陽介1、加戸 良英1 （1. 旭化成株式会社） 
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S15会場 | S15.一般学術講演分類

セッション４（一般講演・学生講演） 
座長:山口 信義(東京大学) 

S15
 

海水電気分解の高効率選択的酸素生成のための電解質エンジニアリング 
〇小宮 大輝1、高鍋 和広1 （1. 東京大学） 

Different Types of Water Molecules in Anion Exchange Membrane Studied by Raman
Spectroscopy 
〇 Wakolo Solomon Wekesa1 （1. University of Yamanashi） 

アルカリ水電解用金属酸化物カソードの耐久性に及ぼす中間層の影響 
〇樋口 栄次1、外山 夏海1、知久 昌信1、井上 博史1 （1. 大阪公立大学） 

 
 
 

S15会場 | S15.一般学術講演分類

セッション５前半（学生講演） 
座長:福永 明彦(早稲田大学) 

S15
 

PEFCによる重水素分離への触媒担持量の検討 
〇名合 虎之介1、古澤 宏一朗1、松島 永佳1、上田 幹人1 （1. 北海道大学） 

高い気泡排出能を持つハイドロゲル電極の作製及びその評価 
〇中嶋 律起1、谷口 達也2、佐々木 雄太2、錦 善則3、 Zaenal Awaludin3、中井 貴章3、加藤 昭博3、光島 重

徳1,4、黒田 義之1,4 （1. 横浜国立大学大学院 理工学府、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 先端科学高等研究院） 

ハイブリッド水酸化コバルトナノシートの共同電解析出を利用したアルカリ水電解アノード用複
合金属水酸化物触媒の形成 
〇水越 大慈1、谷口 達也3、佐々木 雄太3、錦 善則4、 Awaludin Zaenal4、中井 貴章4、加藤 昭博4、光島 重

徳1,2、黒田 義之1 （1. 横浜国立大学大学院理工学府、2. 横浜国立大学 先端科学高等研究院、3. 川崎重工業

株式会社、4. デノラ・ペルメレック株式会社） 
 
 
 

S15会場 | S15.一般学術講演分類

セッション５後半（学生講演） 
座長:上田 幹人(北海道大学) 

S15
 

アルカリ水電解槽における気泡脱離因子の解析と性能評価 
〇松川 和幸1、黒田 義之1,2、東野 孝浩3、奥野 一樹3、俵山 博匡3、細江 晃久3、光島 重徳1,2 （1. 横浜国立大

学大学院 理工学府、2. 横浜国立大学 先端科学高等研究院、3. 住友電気工業(株)） 

多孔質移動層の孔径と厚さが固体高分子水電解の分極に及ぼす影響 
〇石田 泰基1、長澤 兼作2、佐野 陽祐3、黒田 義之1,2、光島 重徳1,2 （1. 横浜国立大学大学院 理工学府、2. 横

浜国立大学 先端科学高等研究院、3. 三菱マテリアル株式会社 イノベーションセンター） 

アルカリ水電解における起動停止模擬加速劣化試験のパラメータ設定 
〇円城寺 勇斗1、アブドルハリム アシュラフ2、長澤 兼作2、黒田 義之1,2、光島 重徳1,2 （1. 横浜国立大学大

学院、2. 横浜国立大学先端科学高等研究院） 

トルエン直接電解水素化における膜-電極接合体の熱処理温度と電流効率 
〇大井 翔太1、長澤 兼作2、黒田 義之1,2、光島 重徳1,2 （1. 横浜国立大学　大学院理工学府、2. 横浜国立大学

　先端科学高等研究院） 
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S15会場 | S15.一般学術講演分類

セッション６（学生講演） 
座長:黒田 義之(横浜国立大学) 

S15
 

超高速 CO2電解における電流密度依存性とその反応メカニズム解析 
〇井上 明哲1、原田 隆史2、中西 周次2、神谷 和秀2 （1. 阪大院基礎工、2. 阪大院基礎工太陽セ） 

High-Rate Electrolysis of CO 2 to Ethanol on Cu / Zn Catalysts 
〇 Hettiarachchi Kaushika Hasini1、井上 明哲1、原田 隆史2、中西 周次2、神谷 和秀2 （1. 阪大院基礎

工、2. 阪大院基礎工太陽セ） 

固体高分子型電解セルを用いた CO2還元反応にカチオン種が与える影響 
〇伊藤 翔太朗1、加藤 慎太郎1、中畑 祥子1、原田 隆史1、中西 周次1、神谷 和秀1 （1. 大阪大学） 

CO2電解還元用新規ナノ複合電極創製に向けた金属薄膜の特性把握 
〇越智 洋次郎1、福永 明彦1 （1. 早稲田大学） 

Pt電極触媒を有する膜電極接合体を用いた CO2メタネーションの高効率化に向けた電位ステップ
法の適用 
〇石橋 龍1、迫田 泰斗1、松田 翔風1、白仁田 沙代子1、梅田 実1 （1. 長岡技術科学大学） 

Sn担持酸化グラフェンを用いた電気化学的 CO2還元によるギ酸合成 
〇田野 佑磨1 （1. 熊本大学大学院） 

 
 

2022年9月9日(金)
 

S15会場 | S15.一般学術講演分類

セッション７前半（学生講演） 
座長:赤松 謙祐(甲南大学) 

S15
 

アミド系抽出剤を利用した連続抽出-電解析出法による Pdの回収 
〇奥野 知樹1、木下 了磨1、松宮 正彦1、佐々木 祐二2 （1. 横浜国立大学、2. 日本原子力研究開発機構） 

アミド系溶媒およびイオン液体からのアルミニウム電析におよぼす酸素の影響 
〇山本 恭司1、東野 昭太2、池之上 卓己1、三宅 正男1、平藤 哲司1 （1. 京都大学、2. 大阪公立大学） 

金属錯体結晶の水分解電極触媒特性 
〇全 寅夏1、高瀬 聡子1、清水 陽一1 （1. 九州工業大学） 

電気化学的手法により作製した層状マンガン酸化物の反応場と混合原子価を利用した色素分解機
構 
〇佐藤 匠1、常盤 琴美1、小岩 一郎1、友野 和哲1 （1. 関東学院大学） 

 
 
 

S15会場 | S15.一般学術講演分類

セッション７後半（学生講演） 
座長:松田 翔風(弘前大学) 

S15
 

固体高分子形燃料電池用カソード触媒としての Ti酸化物ベース触媒の酸素還元活性に対する影響
因子の検討 
〇小幡 もも1、松澤 幸一2、竹内 悠1、大城 善郎3、石原 晋次4、池上 芳5、永井 崇昭5、門田 隆二5、石原 顕

光5 （1. 横浜国立大学 大学院 理工学府、2. 横浜国⽴⼤学 ⼤学院 ⼯学研究院、3. 熊本県産業技術セン

ター、4. 横浜国立大学 研究推進機構 機器分析評価センター、5. 横浜国⽴⼤学 先端科学⾼等研究院） 
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固体電解質膜を用いた電気めっきプロセスにおける反応機構解析と皮膜構造評価 
〇山田 詢介1、髙嶋 洋平2、鶴岡 孝章2、赤松 謙佑2 （1. 甲南大学大学院、2. 甲南大学） 

多層多孔質電極ペロブスカイト太陽電池のカーボン背面電極に対する酸化スズの混合効果 
〇大石 虹汰1、伊藤 省吾1 （1. 兵庫県立大学） 

 
 
 

S15会場 | S15.一般学術講演分類

セッション８（学生講演） 
座長:片倉 誠士(名古屋大学) 

S15
 

酸化性溶液中における鉄の自然電位の自発的振動現象 
〇佐藤 凌1、久下 晃雅1、向山 義治1 （1. 東京電機大学） 

次世代 LIB電解液に資する DMC超濃厚電解液の特徴と電気化学的評価 
〇吉田 有里菜1、渡辺 日香里1、四反田 功1、板垣 昌幸1 （1. 東京理科大学） 

 
 
 

S15会場 | S15.一般学術講演分類

セッション９（一般講演） 
座長:片倉 誠士(名古屋大学) 

S15
 

新規ホウ酸アニオン系イオン液体の開発と物性評価 
〇田端 憂也1、渡辺 日香里1、韓 智海2、四反田 功1、梅林 泰宏2、板垣 昌幸1 （1. 東京理科大学大学院、2.

新潟大学大学院） 

二成分イオン液体/電極界面におけるアニオン吸脱着ヒステリシスの研究 
〇岩橋 崇1、周 尉2、 Kim Doseok3、大内 幸雄1 （1. 東京工業大学、2. 上海大学、3. Sogang大学） 

ラマン分光法を駆使したイオン液体の構造解析：4級ホスホニウムカチオンがアニオンのコン
フォメーションに与える影響 
〇松本 充央1、竹内 一輝1、縄手 祥希1、井上 陽太郎3、綱島 克彦2、山田 裕久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. 地方独立行政法人大阪産業技術研究所） 
 
 
 

S15会場 | S15.一般学術講演分類

セッション１０（学生講演） 
座長:岩橋 崇(東京工業大学) 

S15
 

イオン液体中における Zn析出－溶解反応におよぼすカチオン構造効果 
〇杉山 祐輔1、清水 雅裕1、吉井 一記2、新井 進1 （1. 信州大学、2. 産業技術総合研究所） 

ドナー性の異なる溶媒を用いた高濃度 Li塩溶液における溶液構造と Liイオン輸送の関係性 
〇重信 圭佑1、都築 誠二2、篠田 渉3、獨古 薫1,2、渡邉 正義2、上野 和英1,2 （1. 横浜国立大学院理工、2. 横

浜国立大学 IAS、3. 岡山大学基礎研） 

近赤外分光法による電解質水溶液の吸収強度に対するアニオンの影響 
〇徐 竟超1、牧 秀志1、水畑 穣1,2 （1. 神戸大学、2. ヤゲウォ大学） 

 
 



14:45  [2P16]

15:00  [2P17]

15:15  [2P18]

15:45  [2P19]

16:00  [2P20]

16:15  [2P21]

16:30  [2P22]

16:45  [2P23]
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S15会場 | S15.一般学術講演分類

セッション１１（一般講演） 
座長:押切 剛伸(山形県立産業技術短期大学校) 

S15
 

高濃度アルカリ金属塩水溶液におけるイオンペア形成と水和構造変化が及ぼす定量ＮＭＲの信号
強度への影響 
〇牧 秀志1、福田 涼馬1、松田 玲依1、水畑 穣1 （1. 神戸大学） 

4 電極式セルおよび対称セルを用いた多孔性電極内イオン輸送挙動の評価（2） 
〇片倉 誠士1、鈴木 康平1、福塚 友和1 （1. 名古屋大学） 

AgCl沈澱生成の電位差滴定による AgCl溶解度積の決定 
〇垣内 隆1,2、谷郷 龍之介2、谷 篤史2、山﨑 毅2、小松原 滉太2、山本 雅博2 （1. pH 計測科学ラボラト

リー、2. 甲南大（理工）） 
 
 
 

S15会場 | S15.一般学術講演分類

セッション１２（一般講演） 
座長:牧 秀志(神戸大学) 

S15
 

磁気電析における奇のキラリティの挙動 
〇茂木 巌1、青柿 良一2、高橋 弘紀1 （1. 東北大学、2. 職業大） 

強磁場下での銅デンドライト結晶によるイオン空孔由来ナノバブルの生成 
〇三浦 誠1、押切 剛伸2、杉山 敦史3,4,5、森本 良一6、茂木 巖7、三浦 美紀8、山内 悠輔5,9,10、青柿 良一11

（1. 東北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. 埼玉県産業技術総合センター、7. 東北大学金属材料研究

所、8. ポリテクセンター君津、9. クィーンズランド大学、10. JST ERATO、11. 職業能力総合大学校） 

高磁場下の水電解におけるイオン空孔対消滅による熱発生 
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3,9,10、青

柿 良一11 （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. 東北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. クイーンズランド大学、10. JST ERATO、11. 職業能

力開発総合大学校） 

垂直磁場の下でのイオン空孔層の超流動性の可視化 
〇押切 剛伸1、三浦 誠2、森本 良一3、杉山 敦史4,5,6、三浦 美紀7、茂木 巌8、山内 悠輔6,9,10、青柿 良一11

（1. 山形県立産業技術短期大学校、2. 東北職業能力開発大学校、3. 埼⽟県産業技術総合センター、4. 吉野

電化⼯業株式会社、5. 早稲⽥⼤学ナノ・ライフ創新研究機構、6. 物質・材料研究機構、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. JST ERATO、11. 職業能力開発総合

大学校） 

硫酸銅溶液における磁場電析中の流速計算と実験値の比較検討－２ 
〇岩永 敦1、宮沢 聡2 （1. ワイラボ、2. アルプスアルパイン（株）） 
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S1会場 | S1.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 
座長:小森 喜久夫(近畿大学) 

S1
 

ギ酸と二酸化炭素の可逆反応を可能にする Pd合金触媒の開発 
〇稲川 友貴1、郡司 貴雄1、松本 太1 （1. 神奈川大学）
 
 

 

ホウ素・窒素共ドープダイヤモンドの作製と CO2電解還元特性の評価 
〇三宅 祐大1、近藤 剛史1、大竹 敦2、栄長 泰明2、東條 敏史1、湯浅 真1 （1. 東京理科大学、2. 慶應義塾大学）
 
 

 

CuSCN/Neutral Red電析膜の電解還元による CO2還元ハイブリッド触媒の構築 
〇上野 篤彦1、津田 勇希1、中村 天彰1、吉田 司1 （1. 山形大学）
 
 

 

液中プラズマ処理を施した酸化チタンの二酸化炭素電解還元における触媒担持体への利用 
〇高木 海1,2、栗山 晴男2、早川 壮則2、芹澤 和泉2、鈴木 考宗3、寺島 千晶1,3、藤嶋 昭3 （1. 東理大院理工、2. （株）オーク製作所、3. 東理
大総研）
 
 
 

S1会場 | S1.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 
座長:中山 雅晴(山口大学) 

S1
 

亜鉛めっき電極の CO2電解還元特性 
〇高辻 義行1、木本 拓海1、大森 雄太1、春山 哲也1 （1. 九州工業大学）
 
 

 

酸素発生および CO₂還元に向けたナノポーラスニッケル膜の創成 
〇長家 樹1、芝 駿介1、國武 雅司2、加藤 大3、丹羽 修4、松口 正信1 （1. 愛媛大院理工、2. 熊本大学、3. 産総研、4. 埼玉工大）
 
 

 

Bi/UiO-66を前駆体とした電極触媒を用いた CO2電解によるギ酸生成 
〇髙岡 祐太1、ソン ジュンテ1,2、渡邊 源規1,2、高垣 敦1,2、石原 達己1,2 （1. 九州大学大学院、2. カーボンニュートラル・エネルギー国際研
究所）
 
 
 

S1会場 | S1.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 
座長:高辻 義行(九州工業大学) 

S1
 

ヘムペプチドを組み込んだ PNIPA/カーボンナノファイバー被覆 FTO電極の活性制御 
〇谷 勇太1、谷川 滉1、小森 喜久夫1 （1. 近畿大学）
 
 

 

金ナノピラーアレイを利用した直接電子移動型薬剤代謝センサの開発 
〇後藤 昴1、芝 駿介1、國武 雅司4、三重 安弘2、加藤 大2、丹羽 修3、松口 正信1 （1. 愛媛大院理工、2. 産総研、3. 埼玉工大、4. 熊本大）
 
 



[1A10]

[1A11]

[1A12]

[1A13]

[1A14]

[1A15]

[1A16]

[1A17]

[1A18]

- 49 -

 

ピレンの相互作用を用いたダイヤモンドライクカーボン表面への酵素固定化 
〇小林 俊貴1、毛塚 駿介1、高村 映一郎1、坂元 博昭1 （1. 福井大学大学院）
 
 
 

S1会場 | S1.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 
座長:芝 駿介(愛媛大学) 

S1
 

迷走神経刺激のためのハイドロゲルを基材としたソフト有機カフ電極の開発 
〇鎧塚 隼人1、照月 大悟1、大沢 伸一郎2、阿部 博弥1,4、荻原 由佳1、中川 敦寛2、岩崎 真樹3、西澤 松彦1 （1. 東北大学大学院工学研究科
ファインメカニクス専攻、2. 東北大学医学系研究科神経外科学分野、3. 国立精神・神経医療研究センター、4. 東北大学学際科学フロンティア
研究）
 
 

 

単層グラフェン電極に吸着したカリウムイオンが生体分子検出に与える影響 
〇児島 彩笑1、鈴木 涼平1、家田 知里2、丹羽 修3、上野 祐子1,2 （1. 中央大学大学院理工学研究科、2. 中央大学理工学部、3. 埼玉工業大学）
 
 

 

様々な反応場におけるビオロゲン部位のミクロ環境や配向に依存した酸化還元応答 
〇相樂 隆正1、豊原 将己1、大内 美里1、小田 明日香1、中居 沙映1 （1. 長崎大院工）
 
 
 

S1会場 | S1.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 
座長:相樂 隆正(長崎大院工) 

S1
 

ナノ電極・ナノピペットを用いた電気化学イメージング技術の新展開 
〇高橋 康史1,2 （1. 名古屋大学、2. 金沢大学）
 
 
 

S1会場 | S1.分子機能電極－界面電子移動制御とその応用

セッション6 
座長:近藤 剛史(東京理科大学) 

S1
 

メチレンブルー吸着による電子移動速度向上に関する評価 
〇深澤 怜1、山下 一郎2、韓 煥文2、清水 智弘1、新宮原 正三1、伊藤 健1 （1. 関西大学大学院　理工学研究科、2. 大阪大学大学院　医学研究
科）
 
 

 

電気化学的酸化還元処理を施したリンモリブデートアニオン種の半定量的組成評価 
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）
 
 

 

ダイヤモンド電極を用いた過酸化水素生成 
〇巽 友輔1、フィオラニ アンドレア1、イルハム イルハム2、栄長 泰明1 （1. 慶應義塾大学、2. パジャジャラン大学）
 
 
 

S1会場 | S1.分子機能電極－界面電子移動制御とその応用

セッション7 
座長:吉田 司(山形大学) 

S1
 

1次元配列白金ナノ粒子修飾ポリウレタンナノファイバー電極を触媒とした燃料電池の開発 
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〇後藤 慧史1、目細 太一1、髙村 映一郎1、坂元 博昭1 （1. 福井大学）
 
 

 

ガス拡散電極ハーフセルに組み込んだコバルト/マンガン酸化物バイレイヤー薄膜の酸素発生
/還元性能の評価と最適化 

〇木曾 崇之1、福原 広祥1、片山 祐2、中山 雅晴1,3 （1. 山口大院創成科学、2. 大阪大産研、3. ブルーエナジーセンター）
 
 

 

疎水性イオン液体を修飾した白金ナノ粒子上での酸素還元反応の評価 
〇岡田 拓也1、安藤 うた1、大井 佑莉1、松本 充央1、片倉 勝己1、井上 陽太郎3、綱島 克彦2、山田 裕久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）
 
 

 

種々の金属有機構造体から調製した炭素への白金ナノ粒子担持と酸素還元能評価 
〇小寺 直人1、上松 太郎1、桑畑 進1 （1. 大阪大学大学院）
 
 
 

S1会場 | S1.分子機能電極－界面電子移動制御とその応用

セッション8 
座長:西山 勝彦(熊本大学) 

S1
 

塩水電解において塩素/酸素発生選択性およびその pH依存性を決定するための回転リング
ディスク電極法 

〇藤田 航1、田中 沙樹1、中山 雅晴1,2 （1. 山口大学、2. ブルーエナジーセンター）
 
 

 

ハイブリッド薄膜電析における EosinYの酸素還元触媒機構 
〇中村 天彰1、工藤 華1、宇田 恭太1、津田 勇希1、吉田 司1 （1. 山形大学）
 
 

 

アルカリ性水溶液中におけるメタノール・エタノールの電解酸化の高活性・活性安定性を示す
電極触媒の開発 

〇青柳 拓樹1、金子 祐弥1、柴崎 慎也1、郡司 貴雄1、松本 太1 （1. 神奈川大学）
 
 
 

S1会場 | S1.分子機能電極－界面電子移動制御とその応用

セッション9 
座長:吉原 佐知雄(宇都宮大学) 

S1
 

マイクロプラスチックファイバーの酸化促進電解プロセスによる分解 
〇目細 太一1、高辻 義行2、髙村 映一郎1、春山 哲也2、坂元 博昭1 （1. 福井大学、2. 九州工業大学）
 
 

 

近赤外光照射 ON/OFFによる PNIPA/カーボンナノファイバー被覆 FTO電極の可逆応答制御 
〇小森 喜久夫1、劉 明昊1、柿村 来帆1、谷 勇太1 （1. 近畿大学）
 
 

 

透明多孔質電極を対極に有するハイブリットキャパシタ型 EC素子の電解液組成と発消色特性 
〇兎澤 真衣子1、中村 一希1、小林 範久1 （1. 千葉大院工）
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S1会場 | S1.分子機能電極－界面電子移動制御とその応用

セッション10 
座長:今林 慎一郎(芝浦工業大学) 

S1
 

ボロンドープダイヤモンド電極のめっき浴中の有機添加剤分析への応用 
〇佐伯 泰我1、吉原 佐知雄1、石川 祥久2、元井 健一郎2、及川 哲史2 （1. 宇都宮大学、2. 日本プレーテック）
 
 

 

ナフィオン修飾ダイヤモンド電極によるドーパミンの選択的電気化学測定 
〇奈佐 和樹1、イルハム イルハム1、緒方 元気1、栄長 泰明1 （1. 慶應義塾大学）
 
 

 

スプレーコート法による硫酸電解用塗布型ダイヤモンド電極の作製 
〇森 友希1、近藤 剛史1、岡田 祐二2、東條 敏史1、湯浅 真1 （1. 東京理科大学、2. 旭化成株式会社）
 
 
 

S1会場 | S1.分子機能電極－界面電子移動制御とその応用

セッション11 
座長:岡島 武義(東京工業大学) 

S1
 

ボトムアッププロセスによる金属ナノ構造薄膜の形成および電極触媒への応用 
〇芝 駿介1 （1. 愛媛大院理工）
 
 
 

S1会場 | S1.分子機能電極－界面電子移動制御とその応用

セッション12 
座長:岸岡 真也(群馬大学) 

S1
 

スルホネート基をもつ分子が裸および修飾 Au電極系で種々の相互作用に基づいて示す挙動 
〇相樂 隆正1、松岡 大地1、牟田 光太朗1 （1. 長崎大院工）
 
 

 

省貴金属化を志向した貴金属ポルフィリン重縮合ポリマー修飾 ナノカーボンの電気化学的触媒
能 

〇矢野 創士1、馬場 聖蘭2、吉本 惣一郎4、西山 勝彦3 （1. 熊本大学　大学院自然科学教育部、2. 熊本大学　工学部、3. 熊本大学 大学院先端
科学研究部、4. 熊本大学 産業ナノマテリアル研究所）
 
 

 

金属ナノ粒子触媒における硫化物ナノシートの修飾効果 
〇田鎖 玲子1、北野 翔1、青木 芳尚1、幅崎 浩樹1 （1. 北海道大学）
 
 

 

酸化イリジウム電析反応に対する液撹拌の影響 
〇長谷 海士1、高橋 知亮1、今林 慎一郎1 （1. 芝浦工業大学）
 
 
 

S1会場 | S1.分子機能電極－界面電子移動制御とその応用

セッション13 
座長:中山 雅晴(山口大学) 

S1
 

細胞体における膜電位変化の伝播-シグナル伝達とエネルギー産生- 
〇白井 理1 （1. 京都大学）
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S1会場 | S1.分子機能電極－界面電子移動制御とその応用

セッション14 
座長:郡司 貴雄(神奈川大学) 

S1
 

動的ソフトテンプレート法によるナノポーラス金膜の電析形成および CO2還元触媒への応用 
〇芝 駿介1、國武 雅司2、吉本 惣一郎2、加藤 大3、丹羽 修4、松口 正信1 （1. 愛媛大院理工、2. 熊本大学、3. 産総研、4. 埼玉工大）
 
 

 

レドックス活性有機電極での CO2吸脱着挙動の解析 
〇飯島 剛1、猪股 智彦2、増田 秀樹2,3 （1. 株式会社デンソー、2. 名古屋工業大学、3. 愛知工業大学）
 
 

 

動的ソフトテンプレート法によるナノポーラス銅膜電極の形成と CO2還元への応用 
〇緒方 彩乃1、芝 駿介1、國武 雅司2、加藤 大3、丹羽 修4、松口 正信1 （1. 愛媛大院理工、2. 熊本大、3. 産総研、4. 埼玉工大）
 
 

 

ホウ素ドープダイヤモンド電極の活性化とハロゲンフリー電解液中での CO2還元 
〇大竹 敦1、杜 京倫1、栄長 泰明1 （1. 慶應義塾大学）
 
 
 

S2会場 | S2.光電気化学とエネルギー変換

セッション１（一般講演／学生講演） 
座長:立間 徹(東京大学)、中村 一希(千葉大学) 

S2
 

合成反応の精密制御による AgInxGa1− xS2/GaSyコア/シェル量子ドットの合成収率の増大と発
光スペクトルの半値幅狭小化 

〇平野 達也1、上松 太郎1、鳥本 司2、桑畑 進1 （1. 大阪大学大学院、2. 名古屋大学）
 
 

 

Zn-Ag-In-Seナノロッドの光反応を利用する半導体ヘテロ構造体の形成 
〇髙森 千鶴1、増岡 輝1、亀山 達矢1、桑畑 進2、鳥本 司1 （1. 名古屋大学、2. 大阪大学）
 
 

 

量子ドット/量子井戸構造をもつ Ag-Ga-Sナノ結晶の作製と発光特性制御 
〇大藤 秀斗1、田中 澪月1、都澤 諒1、亀山 達矢1、上松 太郎2、桑畑 進2、鳥本 司1 （1. 名大院工、2. 阪大院工）
 
 

 

光導波路分光法を用いた Ru(bpy)3
2+系電気化学発光素子における電極近傍の redox挙動解明と

素子特性向上 
〇杉山 京平1、中村 一希1、小林 範久1 （1. 千葉大学）
 
 

 

アセン誘導体混合電解質の交流電圧応答性制御による白色電気化学発光 
〇小山 真司1、小林 範久1、中村 一希1 （1. 千葉大学　大学院工学研究院）
 
 
 

S2会場 | S2.光電気化学とエネルギー変換

セッション２（特別講演） 
座長:鳥本 司(名古屋大学) 

S2
 

時間分解分光計測による光触媒の高活性化因子の解明 
〇山方 啓1 （1. 岡山大学）
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S2会場 | S2.光電気化学とエネルギー変換

セッション３（一般講演／学生講演） 
座長:柳田 真利(国立研究開発法人物質･材料研究機構)、辻 悦司(鳥取大学) 

S2
 

ハロゲン化鉛ペロブスカイト太陽電池における酸化ニッケル正孔輸送層の表面処理 
〇柳田 真利1、Khadka Dhruba Bahadu1、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）
 
 

 

Elucidating the role of metal oxide-Sn perovskite interface towards low efficiency of
Sn-perovskite solar cells but providing better thermoelectric properties 

〇Baranwal AjayKumar1、 Yabuki Tomohide 2、 Shen Qing 1、Miyazaki Koji 2、Hayase Shuzi1 （1. The University of Electro-
Communications、2. Kyushu Institute of Technology）
 
 

 

シリコンナノ多孔質粒子/PEDOT:PSS太陽電池の発電効率における細孔の影響 
〇小出 希1、佐藤 慶介1 （1. 東京電機大学）
 
 

 

シリコンナノ構造/PEDOT:PSS太陽電池のセル性能における DEP被覆効果 
〇氷室 槙一1、佐藤 慶介1 （1. 東京電機大学）
 
 

 

Mn錯体触媒を担持したガス拡散型電解リアクターと Si太陽電池を用いた 高効率太陽光 CO2電
解還元 

〇関澤 佳太1、佐藤 俊介1、鈴木 登美子1、森川 健志1 （1. 株式会社豊田中央研究所）
 
 

 

水素生成用(ZnSe)x(Cu(In, Ga)Se2)1-x光カソードにおける組成傾斜の効果 
〇嶺岸 耕1、山口 信義1、杉山 正和1 （1. 東京大学）
 
 
 

S2会場 | S2.光電気化学とエネルギー変換

セッション４（特別講演） 
座長:村越 敬(北海道大学) 

S2
 

半導体光触媒によるメタンの二酸化炭素改質 
〇宮内 雅浩1 （1. 東京工業大学）
 
 
 

S2会場 | S2.光電気化学とエネルギー変換

セッション５（一般講演／学生講演） 
座長:納谷 真一(近畿大学)、根岸 雄一(東京理科大学) 

S2
 

GaNモデル光触媒－ Pt助触媒間におけるオーム性接触形成の効果 
〇落合 貴也1、山口 信義2、杉山 正和1,2、嶺岸 耕2 （1. 東大院工、2. 東大先端研）
 
 

 

電子トラップを活用した金属ナノ粒子複合型光触媒の開発 
〇秋山 倫輝1、長川 遥輝1、立間 徹1 （1. 東京大学生産技術研究所）
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塩化アンチモン（ III）で表面修飾した金ナノ粒子担持酸化スズによる過酸化水素人工光合成 
〇寺西 美和子1、納谷 真一1、エン ヨウソウ2、副島 哲朗2、杉目 恒志3、多田 弘明2 （1. 近畿大学有害物質処理室、2. 近畿大学総合理工学研
究科、3. 近畿大学理工学部）
 
 

 

Ptナノクラスターを助触媒とした光触媒水分解水素生成 
〇川脇 徳久1、矢崎 大地1、平山 大祐1、加藤 康作3、吉川 聡一2、山添 誠司2、山方 啓3、根岸 雄一1 （1. 東京理科大学、2. 東京都立大学、3.
岡山大学）
 
 
 

S2会場 | S2.光電気化学とエネルギー変換

セッション６（一般講演／学生講演） 
座長:松永 真理子(中央大学)、北野 翔(北海道大学) 

S2
 

ヘテロエピタキシャル接合を持つ酸化ルテニウム担持酸化スズ系電極による水の電気化学的酸
化反応 

〇納谷 真一1、杉目 恒志2、多田 弘明2,3 （1. 近畿大学有害物質処理室、2. 近畿大学理工学部、3. 近畿大学総合理工学研究科）
 
 

 

ヘテロエピタキシャル接合を有する金ナノ粒子―酸化亜鉛ナノプレートからなるプラズモ
ニック光触媒による純水からの過酸化水素合成 

〇YAN YAOZONG1、納谷 真一3、副島 哲朗1、杉目 恒志2、多田 弘明1 （1. 近畿大学総合理工学研究科、2. 近畿大学理工学部、3. 近畿大学有
害物質処理室）
 
 

 

中性域での長時間水電解に対するブラウンミラーライト型 Fe-Co酸化物アノードの組成および
構造変化 

〇岡田 拓之1、辻 悦司1、北野 翔2、幅崎 浩樹2、菅沼 学史1、片田 直伸1 （1. 鳥取大学工学部附属グリーン・サスティナブル・ケミスト
リー研究センター、2. 北海道大学工学研究院）
 
 

 

ディップコーティングを用いた二段階析出で作製した TiO2/カーボンナノチューブ複合薄膜電
極における水素生成 

〇石井 宏樹1、松永 真理子1 （1. 中央大学）
 
 
 

S2会場 | S2.光電気化学とエネルギー変換

セッション７（特別講演） 
座長:南本 大穂(神戸大学) 

S2
 

光電気化学的手法による金属および化合物ナノ構造の作製 
〇西 弘泰1 （1. 富山大学）
 
 
 

S2会場 | S2.光電気化学とエネルギー変換

セッション８（一般講演／学生講演） 
座長:髙橋 幸奈(九州大学)、亀山 達矢(名古屋大学) 

S2
 

銀析出型 EC素子における銀ナノ粒子電析過程の暗視野検鏡プラズモン観察と析出・溶解機構解
明 
 

〇宇治 駿1、中村 一希1、小林 範久1 （1. 千葉大院工）
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キラルな金ナノコロイドによる増感光電流の生成 
〇五十川 修志1、亀山 達矢1、鳥本 司1 （1. 名大院工）
 
 

 

青色発光を呈する硫化ガリウムシェルで被覆した Ag(InxGa1-x)S2量子ドットの合成と高性能化 
〇松岡 里奈1、上松 太郎1、鳥本 司2、桑畑 進1 （1. 大阪大学大学院、2. 名古屋大学大学院）
 
 

 

プラズモン共鳴銀ナノ構造の光電気化学的加工 
〇石田 拓也1、黒木 秀起1、亀岡 ゆり1、井澤 哲舜1、立間 徹1 （1. 東京大学生産技術研究所）
 
 

 

p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に銀ナノ粒子の形状が及ぼす効果の
検討 

〇髙橋 幸奈1,2、山鳥 勇人1、山本 果穂1 （1. 九州大学、2. JSTさきがけ）
 
 
 

S3会場 | S3.有機電子移動化学が創り出す新合成・新機能・新材料

セッション１(学生講演) 
座長:光藤 耕一(岡山大学) 

S3
 

π拡張ヨードアレーンを用いた超原子価ヨウ素化合物の電解発生と触媒的 C-Nカップリング反
応への利用 

〇吉永 昌平1、信田 尚毅1、跡部 真人1 （1. 横浜国立大学大学院）
 
 

 

縮合剤由来の廃棄物削減を目指した、電気化学的ペプチド合成法の開発 
〇永原 紳吾1、岡田 洋平1、北野 克和1、千葉 一裕1 （1. 東京農工大学大学院）
 
 

 

膜-電極接合体を用いたメタノール電解酸化によるホルムアルデヒド合成 
〇倉持 那奈子1、平原 実留1、荻原 仁志1、黒川 秀樹1 （1. 埼玉大学）
 
 
 

S3会場 | S3.有機電子移動化学が創り出す新合成・新機能・新材料

セッション２(学生講演) 
座長:荻原 仁志(埼玉大学) 

S3
 

アニオン交換膜（ AEM）型リアクターを用いた含窒素芳香族化合物の電解還元反応の開発 
〇清水 勇吾1、信田 尚毅1、跡部 真人1 （1. 横浜国立大学）
 
 

 

マイクロエマルション反応場による多環芳香族の1段階飽和水素化電解 
〇長井 一世1、脇坂 暢1 （1. 富山県立大学）
 
 

 

ベンゾキノン還元体への選択的水素結合形成による熱化学電池のゼーベック係数の向上 
〇井上 博王1、周 泓遥1、山田 鉄兵1 （1. 東京大学）
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S3会場 | S3.有機電子移動化学が創り出す新合成・新機能・新材料

セッション３(学生講演) 
座長:仙北 久典(北海道大学) 

S3
 

一電子移動を利用したリグニンモデル化合物の電気化学的分子変換反応の開発 
〇泉谷 留美1、信田 尚毅1、跡部 真人1 （1. 横浜国立大学大学院）
 
 

 

含フッ素π共役高分子の電解還元的水素化反応 
〇小磯 聡士1、栗岡 智行1、一二三 遼祐1、冨田 育義1、稲木 信介1 （1. 東京工業大学）
 
 

 

High-throughput Polypyrrole Electrosynthesis Using A Single-Electrode Electrochemical
System (SEES) 

〇石 羽琳1、ビラニ エレナ1、徐 国宝2、稲木 信介1 （1. 東京工業大学、2. 中国科学院長春応用化学研究所）
 
 
 

S3会場 | S3.有機電子移動化学が創り出す新合成・新機能・新材料

セッション４(一般講演) 
座長:岡田 洋平(東京農工大学) 

S3
 

可視光を駆動力とする四ハロゲン化炭素からの尿素類のクリーンワンポット合成 
〇嶌越 恒1、田中 美帆1、七條 慶太1 （1. 九州大学）
 
 

 

金ナノ粒子塗工電極によるイオン液体中での二酸化炭素電解還元 
〇松本 一1、多田 幸平1、竹田 さほり1、前田 泰1 （1. 産業技術総合研究所）
 
 

 

The Use of Electrogenerated Chemiluminescence to Map the Distribution of Potential
Gradient in Bipolar Electrochemical Systems 

〇Villani Elena1、梅津 和将1、冨田 育義1、稲木 信介1 （1. 東京工業大学）
 
 
 

S3会場 | S3.有機電子移動化学が創り出す新合成・新機能・新材料

セッション5(特別講演) 
座長:嶌越 恒(九州大学) 

S3
 

金属錯体を用いた CO2還元光触媒反応における溶媒効果 
〇山﨑 康臣1 （1. 東京大学）
 
 
 

S3会場 | S3.有機電子移動化学が創り出す新合成・新機能・新材料

セッション６(特別講演) 
座長:菅 誠治(岡山大学) 

S3
 

金属錯体を触媒とする光／電気化学的小分子変換 
〇正岡 重行1 （1. 大阪大学）
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S3会場 | S3.有機電子移動化学が創り出す新合成・新機能・新材料

セッション７(一般講演) 
座長:諸藤 達也(学習院大学) 

S3
 

電解質イオンの配位を利用した2-アリールベンゾチオフェン類の電気化学的多電子酸化反応 
〇信田 尚毅1、安野 有紀1、吉永 昌平1、跡部 真人1 （1. 横浜国立大学　大学院理工学府）
 
 

 

酸化電位ギャップ（ΔEox）を指標とした電解レドックス反応系の効率評価 
〇岡本 一央1、信田 尚毅1、森住 春香2、北野 克和2、千葉 一裕2 （1. 横浜国立大学、2. 東京農工大学）
 
 

 

電極表面におけるビニルシクロプロパン転位反応の考察 
〇堀口 元規1、岡田 洋平2 （1. 産業技術総合研究所、2. 東京農工大学）
 
 
 

S3会場 | S3.有機電子移動化学が創り出す新合成・新機能・新材料

セッション８(特別講演) 
座長:信田 尚毅(横浜国立大学) 

S3
 

特異な求電子的アリール化試薬： S-アリールフェノチアジニウム 
〇諸藤 達也1 （1. 学習院大学）
 
 
 

S3会場 | S3.有機電子移動化学が創り出す新合成・新機能・新材料

セッション９(学生講演) 
座長:岡本 一央(横浜国立大学) 

S3
 

電解カルボキシル化反応によるα-ならびにβ-フェニル-β-アラニンの合成 
〇松野 秀俊1、佐藤 マリモ1、高桑 茉由1、仙北 久典1 （1. 北海道大学）
 
 

 

電解手法によるアミン類の酸化を鍵とする含フッ素複素環合成 
〇鎌田 和哉1、木場 広智1、西川 晶1、栗山 正巳1、山本 耕介1、尾野村 治1 （1. 長崎大学）
 
 

 

電気化学的手法を用いた 1,2-ジメトキシベンゼンの酸化的環化三量化反応 
〇仁木 祐太1、佐藤 英祐1、光藤 耕一1、菅 誠治1 （1. 岡山大学大学院自然科学研究科）
 
 
 

S3会場 | S3.有機電子移動化学が創り出す新合成・新機能・新材料

セッション１０(特別講演) 
座長:稲木 信介(東京工業大学) 

S3
 

機能集積型触媒を用いる高効率・高難度分子変換反応 
〇本倉 健1 （1. 横浜国立大学）
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S4会場 | S4.生命科学と電気化学

セッション 1(一般講演・学生講演) 
座長:舟橋 久景(広島大学) 

S4
 

Development of the therapeutic humanized monoclonal antibody sensor using anti-
idiotype aptamer 

〇永田 まどか1、李 鎭煕1、塚越 かおり2、池袋 一典2、早出 広司1 （1. The University of North Carolina at Chapel Hill and North
Carolina State University、2. 東京農工大学）
 
 

 

DNAアプタマーを用いたバイオセンサの開発 
〇中嶋 悠祐1、清水 智弘1、新宮原 正三1、伊藤 健1 （1. 関西大学大学院）
 
 

 

核酸共有結合タンパク質の探索と特性評価およびセンシング素子としての応用 
〇小宮 英里香1、髙松 祥平1、津川 若子1、早出 広司2、池袋 一典1、浅野 竜太郎1 （1. 東京農工大学、2. ノースカロライナ大学）
 
 

 

電気化学発光を用いる液滴分離不要のデジタルイムノアッセイ 
〇伊藤 健太郎1、井上（安田） 久美1,3、伊野 浩介2、珠玖 仁2 （1. 東北大学大学院環境科学研究科、2. 東北大学大学院工学研究科、3. 山梨大
学大学院総合研究部）
 
 
 

S4会場 | S4.生命科学と電気化学

セッション 2(一般講演・学生講演) 
座長:伊藤 健(関西大学) 

S4
 

金ナノ粒子を用いる電気化学イムノセンサの感度特性評価 
〇大﨑 脩仁1,2、Wilfred Espulgar1、齋藤 真人2、民谷 栄一1,3 （1. 産総研・阪大　先端フォトバイオ、2. 大阪大学　工学研究科、3. 大阪大
学　産業科学研究所）
 
 

 

グルコース脱水素酵素のスプリット化と電気化学イムノセンシング素子としての応用 
飛田 悠花1、〇平野 健輔1、早出 広司2、津川 若子1、池袋 一典1、浅野 竜太郎1 （1. 東京農工大学、2. ノースカロライナ大学）
 
 

 

光架橋性プローブ修飾磁気粒子の拡散度解析に基づく新規 RNAセンサ 
〇矢嶋 修登1、神田 真穂1、向當 綾子2,1、Han-Sheng Chuang3、髙村 映一郎1、坂元 博昭1、末 信一朗1 （1. 福井大学、2. 日華化学株式会
社、3. 国立成功大学）
 
 

 

プローブ修飾 Janus粒子の回転拡散の画像解析に基づく新規 RNAセンサ 
〇神田 真穂1、矢嶋 修登1、向當 綾子1,2、陳 韋龍3、莊 漢聲3、髙村 映一郎1、坂元 博昭1、末 信一朗1 （1. 福井大学、2. 日華化学株式会
社、3. 台湾國立成功大學）
 
 
 

S4会場 | S4.生命科学と電気化学

セッション 3(一般講演・学生講演) 
座長:坂元 博昭(福井大学) 

S4
 

イオンの直接膜透過における対イオン効果のデジタルシミュレーション 
〇北隅 優希1、宋和 慶盛1、白井 理1 （1. 京都大学）
 
 



[1D10]

[1D11]

[1D12]

[1D13]

[1D14]

[1D15]

[1D16]

[1D17]

[1D18]

[1D19]

- 59 -

 

人汗中の塩化物イオン連続モニタリングのためのセンサ素子の組成および構造の検討 
〇村松 直季1、渡辺 日香里1、Noya Loew1、四反田 功1,2、元佑 昌廣1、向本 敬洋1、小林 桃子1、松尾 健右1、柳田 信也1、鈴木 立紀1、板垣
昌幸1,2 （1. 東京理科大学、2. 東京理科大学研究推進機構研究院）
 
 

 

ミリ秒高電界パルス印加による C6細胞の Ca2+上昇誘起と神経突起伸長因子類の分泌促進 
〇茂森 遼1、篠原 寛明2、須加 実2 （1. 富山大学大学院理工学研究科、2. 富山大学学術研究部工学系）
 
 

 

s-ADHと多孔質炭素を組み合わせた印刷型アセトンバイオセンサの作製と評価 
〇押本 大誠1、渡辺 日香里1、Loew Noya1、元祐 昌廣2、美川 務3、四反田 功1、板垣 昌幸1 （1. 東京理科大学　理工学研究科　先端化学専
攻、2. 東京理科大学　工学部　機械工学科、3. 理化学研究所）
 
 

 

ペプチド修飾グラフェン FETによる超高感度スカトール検出 
〇猿渡 翔1、ルンルヤンタナポン タラトン1、本間 千柊1、田中 祐圭1、富澤 英之2、杉崎 吉昭2、磯林 厚伸2、早水 裕平1、大河内 美奈1 （1.
東京工業大学、2. 株式会社東芝）
 
 
 

S4会場 | S4.生命科学と電気化学

セッション 4(学生講演) 
座長:椎木 弘(大阪府立大学) 

S4
 

間葉系幹細胞スフェロイドの呼吸量測定およびマイクロ流体デバイスを用いた血管形成評価 
〇今野 杏1、伊野 浩介1、梨本 裕司2、珠玖 仁1 （1. 東北大学、2. 東京医科歯科大学）
 
 

 

細胞群に存在する標的細胞を分離してアレイ化する技術の開発 
〇酒井 健登1、鈴木 雅登1、安川 智之1 （1. 兵庫県立大学大学院）
 
 

 

化学刺激ポンプを内蔵したハイドロゲル製培養マイクロチャンバーの開発 
〇髙木 淳也1、山田 輝拓1、井上 大輔1、宮澤 匠生2、阿部 博弥3、照月 大悟1、西澤 松彦1 （1. 東北大学大学院工学研究科、2. 東北大学大学院
医工学研究科、3. 東北大学学際フロンティア研究所）
 
 
 

S4会場 | S4.生命科学と電気化学

セッション 5(一般講演) 
座長:伊野 浩介(東北大学) 

S4
 

バイオセンサの高感度化に向けた電極構造の有限要素シミュレーション 
〇四反田 功1、水野 真希1、Loew Noya1、渡辺 日香里1、辻村 清也2、板垣 昌幸1 （1. 東京理科大学、2. 筑波大学）
 
 

 

Simulation of Fuel &Oxygen Supply Methods in Enzyme Biofuel Cells 
〇Loew Noya1、渡辺 日香里1、四反田 功1、板垣 昌幸1 （1. 東京理科大学）
 
 

 

光化学系 IIにおける構造的摂動が第一キノン電子受容体 QAの酸化還元電位に及ぼす影響：
FTIR分光電気化学法による解析 

〇加藤 祐樹1、野口 巧1 （1. 名古屋大学）
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Cryo-EMと生物電気化学が拓く直接電子移動型酵素の新展開 
〇宋和 慶盛1、鈴木 洋平1、加納 健司2、北隅 優希」1、白井 理1 （1. 京都大学大学院農学研究科応用生命科学専攻、2. 京都大学産官学連携本
部）
 
 
 

S4会場 | S4.生命科学と電気化学

セッション 6(一般講演・学生講演) 
座長:中西 周次(大阪大学) 

S4
 

グラフェン結合ペプチドを用いた細胞外小胞ミグラソーム捕捉場の構築 
〇齊藤 彰吾1、田中 祐圭1、大河内 美奈1 （1. 東京工業大学）
 
 

 

ナノスケール空間における３ D金属有機構造体カプセル酵素の開発 
〇毛塚 駿介1、髙村 映一郎1、坂元 博昭1 （1. 福井大学）
 
 

 

汗中に含まれる乳酸のリアルタイムモニタリングに向けた乳酸センサとマイクロ流路の検討 
〇大曽根 優朗1、Loew Noya1、美川 務2、元祐 昌廣1、小林 桃子1、鈴木 立紀1、松尾 健右1、向本 敬洋1、柳田 信也1、渡辺 日香里1、四反田
功1、板垣 昌幸1 （1. 東京理科大学、2. 理化学研究所）
 
 
 

S4会場 | S4.生命科学と電気化学

セッション 7(一般講演・学生講演) 
座長:田中 祐圭(東京工業大学) 

S4
 

レドックスポリマを用いた電気化学細菌センサの開発 
〇長峯 邦明1、植木 青葉1、牧野 大輝1 （1. 山形大学）
 
 

 

シアノバクテリアSynechocystis sp. PCC 6803における細胞外電子移動の媒介物質特定の検討 
〇畑野 二郎1、草間 翔子1、嶋川 銀河1,2、田中 謙也1,3、三宅 里佳1、中西 周次1 （1. 大阪大学、2. 関西学院大学、3. 神戸大学）
 
 

 

テトラゾリウム塩の電気化学特性に着目した細菌活性評価 
〇池田 光1、床並 朗2、定永 靖宗1,2、椎木 弘1,2 （1. 大阪公立大学大学院、2. 大阪府立大学）
 
 

 

界面高分子電解質複合体ハイドロゲルファイバーを用いたバイオファブリケーション 
〇宇田川 喜信1、伊野 浩介1、瀧ノ上 正浩2、梨本 裕司3、珠玖 仁1 （1. 東北大学、2. 東京工業大学、3. 東京医科歯科大学）
 
 
 

S4会場 | S4.生命科学と電気化学

特別企画「化学と電気が織りなす新しい機能」 
座長:白井 理(京都大学)、朝倉 則行(東京工業大学) 

S4
 

特別企画「化学と電気が織りなす新しい機能」企画趣旨説明 
〇白井 理1、朝倉 則行2 （1. 京都大学、2. 東京工業大学）
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酸化還元タンパク質の分子内電子移動における指向性の解析 
〇朝倉 則行1 （1. 東京工業大学）
 
 

 

植物の全身を高速伝播する電気化学シグナル 
〇豊田 正嗣1 （1. 埼玉大学）
 
 

 

休憩 
 

 

膜貫通型金属酵素の電気化学と振動分光計測 
〇加藤 優1、八木 一三1 （1. 北海道大学）
 
 

 

表面分子集積と走査型プローブ顕微鏡による解析 
〇吉川 佳広1 （1. 国立研究開発法人産業技術総合研究所）
 
 

 

生物工学研究会特別企画総合討論「化学と電気が織りなす新しい機能」 
〇朝倉 則行1 （1. 東京工業大学）
 
 
 

S4会場 | S4.生命科学と電気化学

セッション 8(一般講演・学生講演) 
座長:辻村 清也(筑波大学) 

S4
 

直接電子移動反応に基づく PQQの酸化還元反応の解析 
〇武田 康太1、五十嵐 圭日子1、中村 暢文2 （1. 東京大学、2. 東京農工大学）
 
 

 

セロビオース脱水素酵素のヘム近傍部位への変異導入が電極との電子移動反応に及ぼす影響 
〇三村 周平1、古川 日向子1、松田 聖史1、武田 康太2、五十嵐 圭日子2、中村 暢文1 （1. 東京農工大学大学院工学府、2. 東京大学大学院農学
生命科学研究科）
 
 

 

ビリルビンオキシダーゼ表面の糖鎖ミミックが直接電子移動型酵素電極反応に与える影響 
〇西田 紗也加1、炭 ひなた2、片岡 邦重2、山下 哲2、宋和 慶盛1、加納 健司3、北隅 優希1、白井 理1 （1. 京都大学大学院農学研究科応用生命
科学専攻、2. 金沢大学大学院自然科学研究科物質化学専攻、3. 京都大学産官学連携本部）
 
 

 

Development of a universal method to construct direct electron transfer type
oxidoreductase complex based on Catcher/Tag technology 

〇柳瀬 琢望1,2、谷中 伸宇1、浅野 竜太郎1、池袋 一典1、津川 若子1、奥田 順子2、早出 広司2 （1. 東京農工大学、2. ノースカロライナ大学
チャペルヒル校）
 
 
 

S4会場 | S4.生命科学と電気化学

セッション 9(一般講演・学生講演) 
座長:吉田 裕美(京都工芸繊維大学) 

S4
 

フェノチアジン系電解重合膜を用いたギ酸バイオアノードの電気化学特性 
〇小杉 始大1、藤井 勇生1、多々良 涼一1、駒場 慎一1 （1. 東京理科大学）
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Carbon surface nanoarchitecture by covalent grafting of redox mediator: Design of
enzyme electrode 

〇ホッサイン エムディ　モッタハル1、辻村 清也1 （1. 筑波大学）
 
 

 

多段階酵素反応の有限要素法による電気化学シミュレーション 
〇藤田 紗織1、Loew Noya1、美川 務2、渡辺 日香里1、四反田 功1、板垣 昌幸1 （1. 東京理科大学、2. 理化学研究所）
 
 

 

マルチエンザイムシステムを組み込んだバイオアノードを用いたバイオ電池の構築 
〇木村 美智子1、高村 映一郎1、天谷 諭2、坂元 博昭1、里村 武範1、櫻庭 春彦3、末 信一朗1 （1. 福井大学、2. 東京大学、3. 香川大学）
 
 
 

S4会場 | S4.生命科学と電気化学

セッション 10(一般講演・学生講演) 
座長:北隅 優希(京都大学) 

S4
 

ラット腸管内における尿酸・インドキシル硫酸排泄動態の同時検出 
〇藤田 恭子1、沓野 里南1、市田 公美1 （1. 東京薬科大学）
 
 

 

電気浸透流を利用した経皮通電パッチの開発 
〇井上 大輔1、宮澤 匠生2、高木 淳也1、山田 輝拓1、加藤 康佑1、照月 大悟1、阿部 博弥3、西澤 松彦1 （1. 東北大学大学院工学研究科、2. 東
北大学医工学研究科、3. 東北大学学際科学フロンティア研究所）
 
 

 

ハイドロゲル製電気浸透ドラッグデリバリーデバイスの開発 
〇山田 輝拓1、宮澤 匠生2、高木 淳也1、井上 大輔1、加藤 康佑1、照月 大悟1、阿部 博弥1,3、西澤 松彦1,2 （1. 東北大学大学院工学研究科、2.
東北大学大学院医工学研究科、3. 東北大学学際科学フロンティア研究所）
 
 

 

対アニオンの濃度勾配を利用したカチオン性分子のリン脂質小胞への濃縮および放出法 
〇山﨑 毅1、鎌田 和希1、石田 尚人1、前田 耕治1、吉田 裕美1 （1. 京工繊大院工芸科学）
 
 
 

S5会場 | S5.固体化学の新しい指針を探る

一般講演1 
座長:丹羽 栄貴(弘前大学) 

S5
 

ペロブスカイト型ヒドリドイオン導電体 AELiH3のイオン導電メカニズム 
〇廣瀬 隆1、松井 直喜1、鈴木 耕太1、平山 雅章1、菅野 了次1 （1. 東京工業大学）
 
 

 

酸素不定比量を制御した SrFeO3-δの合成・結晶構造・相転移挙動 
志藤 広典1、波多野 志帆1、松田 悠汰1、〇橋本 拓也1 （1. 日本大学）
 
 
 

S5会場 | S5.固体化学の新しい指針を探る

一般講演 
座長:大石 昌嗣(徳島大学) 

S5
 

プロトン導電性酸化グラフェンをベースとする膜型反応器の開発 
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〇児玉 大芽1、中原 尊1、ソハイル アハマド1、猪股 雄介1、木田 徹也1 （1. 熊本大学）
 
 

 

固体酸化物形水蒸気電解セルの負荷変動下における電気化学挙動 
〇岡部 駿也1、松井 敏明1、室山 宏樹1、江口 浩一1 （1. 京都大学）
 
 

 

Niモデル電極を用いた SOEC運転時の劣化挙動分析 
〇八代 圭司1、昆沙賀 菜々子1、古橋 龍1、Budiman Riyan Achmad1、川田 達也1 （1. 東北大学）
 
 
 

S5会場 | S5.固体化学の新しい指針を探る

一般講演 
座長:松井 敏明(京都大学) 

S5
 

Designing Highly Efficient Catalysts by Infiltration for Intermediate-Temperature CO2

/H2O Co-Electrolysis 
〇ウ クワンテイング1,2、石原 達己1,2 （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 (I2CNER)、2. 九州大学工学部応用化学部
門）
 
 

 

欠陥制御を利用した(La,Sr)2NiO4+δの OER触媒特性決定因子の探索 
〇木幡 壮真1、木村 勇太1、雨澤 浩史1、大石 昌嗣2、藤代 史3、高橋 伊久磨4、八木 俊介5、中村 崇司1 （1. 東北大学、2. 徳島大学、3. 高知大
学、4. 千葉工業大学、5. 東京大学）
 
 

 

小型円筒型可逆動作燃料電池の初期特性に及ぼすアノード基板の粒度制御 
〇劉 彬1、Song Jun Tae1、高垣 敦1、石原 達己1 （1. 九州大学）
 
 
 

S5会場 | S5.固体化学の新しい指針を探る

一般講演 
座長:鈴木 耕太(東京工業大学) 

S5
 

Li3NaSiO4、 Li4SiO4の CO2吸収・放出サイクル特性 
〇岩崎 俊平1、吉野 太造1、平井 麻菜美1、橋本 拓也1 （1. 日本大学）
 
 

 

La0.57Li0.29TiO3電解質隔膜を用いる電気透析リチウム回収の特性 
〇丹羽 栄貴1、新村 潔人1、本多 駿資1、田副 博文1、佐々木 一哉1 （1. 弘前大学）
 
 

 

La0.57Li0.29TiO3電解質隔膜を用いる電気透析リチウム回収におけるリチウム源溶液中共存イオ
ンの影響 

〇進藤 裕太1、新村 潔人1、徳吉 諒哉1、福坂 岳2、丹羽 栄貴1、佐々木 一哉1,2 （1. 弘前大学大学院理工学研究科、2. 弘前大学理工学部）
 
 
 

S5会場 | S5.固体化学の新しい指針を探る

一般講演 
座長:及川 格(東北大学) 

S5
 

中性子ラジオグラフィによる LAGP-LaPO4コンポジットの拡散係数測定 
〇高木 穂乃香1、宋 方舟1、八尾 健1、薮塚 武史1、高井 茂臣1、林田 洋寿2、甲斐 哲也3、篠原 武尚3 （1. 京都大学、2. 中性子科学セン
ター、3. J-PARCセンター）
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La0.57Li0.29TiO3電解質隔膜を用いる電気透析6Li同位体濃縮の温度依存性 
〇徳吉 諒哉1、新村 潔人1、進藤 裕太1、福坂 岳2、丹羽 栄貴1、佐々木 一哉1,2 （1. 弘前大学大学院理工学研究科、2. 弘前大学理工学部）
 
 

 

新規フッ化物イオン伝導体の固体 NMR解析 
〇村上 美和1、丹羽 栄貴2、森 大輔3 （1. 京都大学、2. 弘前大学、3. 三重大学）
 
 
 

S5会場 | S5.固体化学の新しい指針を探る

一般講演 
座長:村上 美和(京都大学) 

S5
 

ジニトリルを構成要素とする Mgイオン伝導性分子結晶電解質の開発 
〇守谷 誠1、塚田 圭一1、内山 翔太1、戸塚 杜1 （1. 静岡大学）
 
 

 

スピネル型(Mg,Zn)(Co,Fe,Mn)₂ O₄の合成と正極特性および平均•局所構造の検討 
〇馬 馼力1、北村 尚斗1、石橋 千晶1、井手本 康1 （1. 東京理科大学）
 
 

 

リチウムイオン電池用負極材料 Ti2Nb10O29の負極特性と平均・局所構造の検討 
北村 尚斗1、〇永井 竜1、石橋 千晶1、井手本 康1 （1. 東京理科大学）
 
 
 

S5会場 | S5.固体化学の新しい指針を探る

一般講演 
座長:木村 勇太(東北大学) 

S5
 

室温成型可能な LiBH4-Li7La3Zr2O12複合体型固体電解質の作製 
〇坂本 陽太郎1、石井 暁大1、及川 格1、高村 仁1 （1. 東北大学）
 
 

 

LiCoO2正極と NASICON型 LATP固体電解質の共焼結過程の解明 -X線吸収分光および回折法に
よる生成物分析と熱力学計算による予測- 

〇市原 文彦1、大出 真知子1、三好 正悟1、増田 卓也1 （1. 物質・材料研究機構）
 
 

 

NASICON型 Li1.5Al0.5Ge1.5-xTix(PO4)3の合成、導電特性および平均・電子構造解析 
井手本 康1、〇福田 海里1、石橋 千晶1、北村 尚斗1 （1. 東京理科大学）
 
 
 

S5会場 | S5.固体化学の新しい指針を探る

一般講演 
座長:鷲見 裕史(産業技術総合研究所) 

S5
 

B型炭酸アパタイト系固体電解質の導電特性と熱的安定性 
〇滝澤 眞1、田中 優実2 （1. 東京理科大学大学院工学研究科、2. 東京理科大学工学部）
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湿式法による混合伝導体 Pr2Ni0.75Cu0.25Ga0.05O4の薄膜化と酸素透過特性 
〇森岡 滉史1、Song Jun Tae2,3、高垣 敦2,3、石原 達己2,3 （1. 九州大学統合新領域学府、2. 九州大学工学研究院、3. 九州大学カーボン
ニュートラル・エネルギー国際研究所）
 
 

 

酸素欠陥を持つ Ce0.90Gd0.10O2-d 薄膜の中低温域の表面イオン伝導性 
〇小林 右京1、野竹 剛1、志賀 大亮2、組頭 広志2、樋口 透1 （1. 東京理科大学大学院、2. 東北大学多元物質学研究所）
 
 
 

S5会場 | S5.固体化学の新しい指針を探る

一般講演 
座長:樋口 透(東京理科大学) 

S5
 

Co置換 Bi0.7Sr0.3FeO3-δの作製とその構造安定性 
〇横森 大輝1、石井 暁大1、及川 格1、高村 仁1 （1. 東北大学）
 
 

 

燃料極支持型固体酸化物燃料電池の評価と解析 
〇鷲見 裕史1、山口 祐貴1、野村 勝裕1、島田 寛之1 （1. 産業技術総合研究所）
 
 

 

CaTiO3系酸化物のＡサイト欠損がイオン導電性に及ぼす影響 
〇中根 萌衣1、加藤 浩晃2、波岡 知昭1、橋本 真一1、野村 勝裕3 （1. 中部大学、2. 三共製作所、3. 産業技術総合研究所）
 
 
 

S5会場 | S5.固体化学の新しい指針を探る

一般講演 
座長:井口 史匡(日本大学) 

S5
 

プロトン・デューテロン同位体効果を用いたプロトン伝導性セラミック燃料電池電極反応機構
の解明 

〇奥山 勇治1、下村 昌輝1、春日 圭太1 （1. 宮崎大学）
 
 

 

プロトンセラミックスセルにおける金属窒化物カソードの検討 
青木 芳尚1、〇神谷 尚輝2、北野 翔1、幅崎 浩樹1 （1. 北海道大学工学研究院、2. 北海道大学総合化学院）
 
 

 

BaCe0.9-xY0.1RuxO3-δ薄膜の構造と中温域の特異な電子-イオン混合伝導性 
〇武田 千広1、樋口 透1、金田 直大1、野竹 剛1 （1. 東京理科大学大学院）
 
 
 

S5会場 | S5.固体化学の新しい指針を探る

一般講演 
座長:青木 芳尚(北海道大学) 

S5
 

多量の酸素欠陥を持つ BaCe0.5Pr0.3Y0.2O3-δ薄膜の酸素イオン伝導性 
〇門脇 勇優1、村澤 秀明、野竹 剛1、志賀 大亮2、組頭 広志2、樋口 透1 （1. 東京理科大学、2. 東北大学多元物質研究所）
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Controlling ionic and electronic transport properties in protonic ceramic fuel cells with
bilayer electrolytes 

〇Ortiz Corrales Julian Andres1、大友 順一郎2 （1. 東京大学、2. 東京工業大学）
 
 

 

ペロブスカイト型プロトン導電体の弾性特性 
日當 圭佑2、佐多 教子3、Costa Remi3、芝田 司1、紺頼 大翔1、清水 信2、湯上 浩雄2、〇井口 史匡1 （1. 日本大学、2. 東北大学、3. German
Aerospace Center）
 
 
 

S6-1会場 | S6.電池の新しい展開

セッション1（一般講演／学生講演） 
座長:市坪 哲(東北大学) 

S6-1
 

亜鉛極の充放電挙動に与えるテルル添加効果の検討 
〇青野 健人1、池澤 篤憲1、荒井 創1 （1. 東京工業大学）
 
 

 

Enhancing cyclic performance of Zn anode in rechargeable Zn-ion batteries by
electropolish treatment 

〇朱 瑞傑1、北野 翔1、朱 春宇2、青木 芳尚1、幅崎 浩樹1 （1. 北海道大学、2. 中国鉱業大学）
 
 

 

Mg金属箔材の創製と二次電池適用 
〇万代 俊彦1、染川 英俊1 （1. 国立研究開発法人物質・材料研究機構）
 
 

 

金属リチウムの析出・溶解に伴う電極表面皮膜の光学的変化の電気化学表面プラズモン共鳴分
光法による観察 

〇橘田 晃宜1、吉井 一記1、村井 健介1、佐野 光1 （1. 産業技術総合研究所）
 
 
 

S6-1会場 | S6.電池の新しい展開

セッション2（学生講演） 
座長:宮原 雄人(京都大学) 

S6-1
 

キムワイプ/ポリエチレン複合セパレーターを用いた非水電解溶液中でのリチウム金属負極の特
性 

〇長谷川 拓海1、森 大輔1、田港 聡1、武田 保雄1、山本 治1、泉 博章2、南 浩成2、今西 誠之1 （1. 三重大学大学院、2. スズキ株式会社）
 
 

 

リチウム溶解析出反応への Al2O3被覆効果の解析 
〇垣見 朋弘1、田港 聡1、宮川 絢太郎2、齊藤 貴也2、森 大輔1、今西 誠之1 （1. 三重大学、2. ソフトバンク株式会社）
 
 
 

S6-1会場 | S6.電池の新しい展開

セッション3（一般講演／学生講演） 
座長:宮原 雄人(京都大学) 

S6-1
 

3DOMセパレータを用いた高安全性リチウム金属二次電池の充放電特性の向上 
〇新堀 雄麻1、棟方 裕一1、金村 聖志1 （1. 東京都立大学院）
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難電析多価カチオン添加によるアルカリ金属負極のデンドライト成長抑制 
〇李 弘毅1、村山 将来1、市坪 哲1 （1. 東北大学金属材料研究所）
 
 
 

S6-1会場 | S6.電池の新しい展開

セッション4（一般講演／学生講演） 
座長:道見 康弘(鳥取大学) 

S6-1
 

難黒鉛化性炭素負極へのナトリウムイオン吸蔵脱離挙動に電解液が与える影響 
〇辻本 尚大1、李 昌熹1、宮原 雄人1、宮崎 晃平1、安部 武志1 （1. 京都大学）
 
 

 

オペランド放射光回折法による低温下における Liイオンの黒鉛への 挿入・脱離反応メカニズム
解析 

〇藤本 宏之1、高木 繁治1、下田 景士1、木内 久雄1、岡崎 健一1、村田 徹行1、小久見 善八1、安部 武志1 （1. 京都大学）
 
 

 

穴あき電極を用いたラミネート電池内でのリチウムイオンプレドープとグラファイト負極上の
SEI被膜の組成分析 

〇山田 三瑠1、蔦 将哉2、中村 奨2、安東 信雄3、郡司 貴雄1、松本 太1 （1. 神奈川大学、2. 長岡高専、3. 神奈川大学工学研究所）
 
 
 

S6-1会場 | S6.電池の新しい展開

セッション5（特別講演1） 
座長:今西 誠之(三重大学) 

S6-1
 

薄膜型全固体電池における光リチウム脱離現象 
〇平山 雅章1 （1. 東京工業大学）
 
 
 

S6-1会場 | S6.電池の新しい展開

セッション6（一般講演／学生講演） 
座長:薄井 洋行(鳥取大学) 

S6-1
 

微量活物質計測法を用いた Si系負極材料の充放電特性評価 
〇小嶌 一輝1、宇賀治 正弥1,2、山田 裕貴1、桑畑 進1 （1. 大阪大学、2. パナソニックエナジー（株））
 
 

 

リチウムイオンバッテリーのサイクル特性を向上させるシリコンナノ多孔粒子負極の創製 
〇岩本 和樹1、佐藤 慶介1 （1. 東京電機大学）
 
 

 

シリコンナノ多孔質粒子負極を用いたリチウムイオン二次電池の高容量化 
〇立花 孝通1、佐藤 慶介1 （1. 東京電機大学）
 
 
 

S6-1会場 | S6.電池の新しい展開

セッション7（一般講演／学生講演） 
座長:水畑 穣(神戸大学) 

S6-1
 

機能の異なる二種のシリサイドを含有する Siコンポジット電極の Li二次電池負極特性 
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〇日野 望絵瑠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）
 
 

 

SiOxへの Snの添加がリチウム二次電池負極特性に与える効果 
〇西田 尚大1,3、薄井 洋行2,3、道見 康弘2,3、入江 航1,3、廣野 友紀2,4、澤田 俊之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. 山陽特殊製鋼）
 
 

 

種々の不純物元素をドープしたルチル型 TiO2からなる電極のリチウムイオン電池負極性能 
〇定森 勇磨1,3、薄井 洋行2,3、道見 康弘2,3、グエン テイハイ1,3、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）
 
 

 

リチウムイオン電池の電解液劣化に伴う寿命予測技術 
〇澤木 裕子1、松本 修明1 （1. マクセル(株)）
 
 
 

S6-1会場 | S6.電池の新しい展開

セッション8（一般講演／学生講演） 
座長:梅林 泰宏(新潟大学) 

S6-1
 

2,2,2-Trifluoroethyl Acetateを用いた LiFSA電解液のイオン溶媒和および電気化学特性 
〇澤山 沙希1、藤井 健太1 （1. 山口大学）
 
 

 

金属酸化物と共存する炭酸エチレンーグライム系二元系溶液の電気伝導率 
〇鈴木 良将1、森口 悠介1、田口 航平1、牧 秀志1、水畑 穣1,2 （1. 神戸大学、2. ヤゲウォ大学）
 
 
 

S6-1会場 | S6.電池の新しい展開

セッション9（学生講演） 
座長:上野 和英(横浜国立大学) 

S6-1
 

リチウム塩スルトン溶液のイオン導電機構と Raman分光によるスペシエーション 
〇川名 結衣1、大谷 恵理香1、韓 智海1、渡辺 日香里2、梅林 泰宏1 （1. 新潟大学、2. 東京理科大学）
 
 

 

超濃厚 Li(N(SO2CF3)2)溶液の輸送特性と双極子再配向ダイナミクス 
〇大谷 恵理香1、韓 智海2、柴田 幸司3、山口 毅4、渡辺 日香里5、梅林 泰宏2 （1. 新潟大学 理学部、2. 新潟大学 自然科学系、3. 八戸工業大
学 工学部、4. 名古屋大学大学院 工学研究科、5. 東京理科大学 理工学部）
 
 

 

Highly concentrated hybrid water-organic electrolyte for high-energy aqueous dual-ion
battery 

〇楊 登堯1、渡邊 源規1、SONG JUN TAE1、高垣 敦1、石原 達己1 （1. Kyushu University）
 
 
 

S6-1会場 | S6.電池の新しい展開

セッション10（一般講演／学生講演） 
座長:小林 剛((一財)電力中央研究所) 

S6-1
 

リチウム硫黄二次電池に向けたポリマー被覆セパレータの作製と輸送特性 
〇山中 一輝1、松本 充博1、田港 聡1、森 大輔1、今西 誠之1 （1. 三重大学大学院）
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In-situ EIS法による Li-Glyme系溶媒和イオン液体を用いたリチウム硫黄電池のレート特性に関
する研究 

〇杉浦 雄俊1、渡辺 日香里1、四反田 功1、板垣 昌幸1 （1. 東京理科大学）
 
 

 

In-situ EIS法を用いたリチウム硫黄電池の活物質粒径と放電挙動の相関 
〇恒川 俊介1、渡辺 日香里1、四反田 功1、板垣 昌幸1 （1. 東京理科大学）
 
 

 

Effective electrochemical interfaces of C/Fe3C microspheres for rapid polysulfide
conversion in Li-S batteries 

〇Adi Akylbek1、谷口 泉1 （1. 東京工業大学）
 
 
 

S6-1会場 | S6.電池の新しい展開

セッション11（一般講演／学生講演） 
座長:山田 博俊(長崎大学) 

S6-1
 

導電性多孔質炭素を用いた硫黄系クレイ型電池用正極の作製と性能評価 
〇盛 致遠1、毛利 将国1、松前 義治1、樋口 昌史1 （1. 東海大学）
 
 

 

溶融 Naと溶融 Sを隔離する固体電解質隔壁として、内部にスリット状の溶融 Naが供給される
陰極室を持つ板状隔壁を使用する NaS二次電池 

〇大川 宏1、大川 宏1 （1. 有限会社中勢技研）
 
 
 

S6-1会場 | S6.電池の新しい展開

セッション12（一般講演／学生講演） 
座長:山田 博俊(長崎大学) 

S6-1
 

Y2S3添加 Li2S正極活物質を用いた全固体 Li-S電池の作製と電気化学特性評価 
〇藤井 凌1、蒲生 浩忠1、引間 和浩1、武藤 浩行1、松田 厚範1 （1. 豊橋技術科学大学）
 
 
 

S6-1会場 | S6.電池の新しい展開

セッション13（学生講演） 
座長:引間 和浩(豊橋技術科学大学) 

S6-1
 

X線 CTによる3次元電極構造を用いた1次元全固体電池シミュレーション 
〇岩本 頌平1、兒玉 学1、柳 和明2、羽二生 大和2、藤井 雄太2、増田 直也2、樋口 弘幸2、末次 義幸2、平井 秀一郎1 （1. 東京工業大学、2. 出
光興産株式会社）
 
 

 

X線コンピューター断層撮影を用いた AgI-Ag2O-P2O5ガラス固体電解質におけるデンドライト
成長機構の解析 

〇櫻井 祐輔1、作花 勇也1、山重 寿夫2、折笠 有基1 （1. 立命館大学、2. トヨタ自動車）
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オペランド X線 CT法による全固体電池シリコン負極の膨張収縮挙動解析 
〇作花 勇也1、渡部 綾香1、山重 寿夫2、折笠 有基1 （1. 立命館大学、2. トヨタ自動車）
 
 
 

S6-1会場 | S6.電池の新しい展開

セッション14（特別講演2） 
座長:安部 武志(京都大学) 

S6-1
 

アルミニウム金属負極アニオン二次電池の現状と課題 
〇津田 哲哉1 （1. 千葉大学）
 
 
 

S6-1会場 | S6.電池の新しい展開

セッション15（学生講演） 
座長:折笠 有基(立命館大学) 

S6-1
 

5 V級全固体 Li電池における負極－硫化物固体電解質間の界面修飾による界面抵抗低減 
〇大井 あすか1、西尾 和記1、枝村 紅依1、武田 祐希1、小林 成1、中山 亮1、清水 亮太1、一杉 太郎1,2 （1. 東京工業大学、2. 東京大学）
 
 

 

Improved battery performance by controlling Li(FSA)(SN)2 Electrolyte/positive
electrode interface 

〇鄭 瑞杰1、渡邊 佑紀1、小林 成1、中山 亮1、西尾 和記1、守谷 誠2、一杉 太郎1,3 （1. 東京工業大学、2. 静岡大学、3. 東京大学）
 
 

 

大型半固体電池の高性能化に向けた各種イオン液体を含む LLZOフレキシブル電解質の検討 
〇澤田 和尭1、棟方 裕一1、金村 聖志1 （1. 東京都立大学）
 
 

 

Ca, Sbを co-dopeした LLZ電解質の焼結性とその電池特性 
〇林 真大1、渡邊 賢1、末松 昂一1、島ノ江 憲剛1 （1. 九州大学大学院）
 
 
 

S6-1会場 | S6.電池の新しい展開

セッション16（一般講演／学生講演） 
座長:渡邉 賢(九州大学) 

S6-1
 

ガーネット型リチウムイオン導電体の粒界への塩化リチウムの導入による短絡抑制効果の検討 
〇勝 涼太1、森 大輔1、赤谷 輝幸1、田港 聡1、今西 誠之1 （1. 三重大学大学院）
 
 

 

Na3Zr2(SiO4)2(PO4)のイオン伝導度に対する焼結条件の影響 
〇西 美奈1、沓澤 大1、小林 剛1 （1. 一般財団法人 電力中央研究所）
 
 

 

液相法により作製した Li1.5Al0.5Ge1.5(PO4)3の低温焼結とイオン伝導性 
〇山田 博俊1、山﨑 僚也1、向原 彪亮2、森本 直樹2、矢野 誠一2 （1. 長崎大学、2. 堺化学工業株式会社）
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S6-1会場 | S6.電池の新しい展開

セッション17（学生講演） 
座長:渡邉 賢(九州大学) 

S6-1
 

酸化物系固体電解質 LiTa2PO8の液相合成 
〇東浦 成哉1、森 大輔1、田港 聡1、今西 誠之1 （1. 三重大学大学院）
 
 
 

S6-2会場 | S6.電池の新しい展開

セッション1（一般講演／学生講演） 
座長:宮崎 晃平(京都大学) 

S6-2
 

イミダゾール塩酸塩-シリカ複合系新規プロトン伝導体の作製と中温無加湿燃料電池への応用 
〇前川 啓一郎1、西田 仁1、引間 和浩1、河村 剛1、松田 厚範1 （1. 豊橋技術科学大学）
 
 

 

リン酸/イオン液体混合電解質中における白金担持窒素ドープグラフェン触媒の酸素還元活性及
び耐久性の評価 

〇田中 千裕1、棟方 裕一1、金村 聖志1 （1. 東京都立大学）
 
 

 

混合系水酸化物イオン伝導性イオン液体中における各触媒の酸素還元活性の評価 
〇若林 稜真1、棟方 裕一1、金村 聖志1 （1. 東京都立大学）
 
 

 

PEFC用電解質膜におけるプロトン伝導性ネットワークの Cryo-STEM直接観察 
〇平原 実留1,2、杉森 秀一3、荻原 仁志1、陸川 政弘2 （1. 埼玉大学、2. 上智大学、3. 技術研究組合FC-Cubic）
 
 
 

S6-2会場 | S6.電池の新しい展開

セッション2（一般講演） 
座長:竹口 竜弥(岩手大学) 

S6-2
 

無担持 Ptナノシート触媒を用いた PEFC用アイオノマーフリー電極の発電特性と耐久性 
〇福長 博1、佐々木 孝彰1、カトリ ムザミル1、スパンディ アブドゥル1、竹中 壮2 （1. 信州大学、2. 同志社大学）
 
 

 

作動中燃料電池の電流密度切り替え時における触媒層内酸素分圧変化 
〇西山 博通1、犬飼 潤治1,2 （1. 山梨大学　水素・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）
 
 
 

S6-2会場 | S6.電池の新しい展開

セッション3（一般講演／学生講演） 
座長:竹口 竜弥(岩手大学) 

S6-2
 

窒素ドープ炭素触媒の合成と亜鉛空気二次電池の空気極特性 
〇キム ソン1、猪石 佑以子1、Song Jun Tae1、高垣 敦1、石原 達己1 （1. 九州大学）
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メカノケミカル処理による窒素ドープカーボンブラック触媒の酸素還元特性 
〇立花 直樹1、並木 宏允1、染川 正一1 （1. 東京都立産業技術研究センター）
 
 
 

S6-2会場 | S6.電池の新しい展開

セッション4（一般講演／学生講演） 
座長:高瀬 聡子(九州工業大学) 

S6-2
 

メカノケミカル処理により合成した N,Sドープカーボンの酸素還元発生特性 
〇湯浅 雅賀1、清水 雅代1、田中 未有1 （1. 近畿大学）
 
 

 

PtCo合金触媒担持ケッチェンブラック自立膜によるリチウム−空気二次電池の充電過電圧低減 
〇粟田 理奈1,2、米田 淑能1、ラフマン エムデイ　ミジャヌル1,2、脇田 英延1、竹口 竜弥1,2 （1. 岩手大学、2. ALCA-SPRING）
 
 

 

鉄系めっき電極の金属空気電池への応用ーめっき基板と活性向上について 
〇瀧澤 玲雄1、吉原 佐知雄1、石川 祥久2、元井 健一郎2、及川 哲史2 （1. 宇都宮大学、2. 日本プレーテック）
 
 
 

S6-2会場 | S6.電池の新しい展開

セッション5（一般講演／学生講演） 
座長:清水 雅裕(信州大学) 

S6-2
 

ソフト化学法を用いた含水型オキシ水酸化ニッケルの合成と酸素発生反応活性評価 
〇小糸 進司1、池澤 篤憲1、荒井 創1 （1. 東京工業大学）
 
 

 

複合金属酸化物系ナノシート触媒を用いた酸素電極特性 
〇山本 恭寛1、高瀬 聡子1、清水 陽一1 （1. 九州工業大学 大学院）
 
 

 

メディエータ含有空気極を用いた Li空気二次電池の大容量充放電サイクル特性 
〇東 翔太1、佐野 美月1、茂呂 樹1、小沢 文智1、齋藤 守弘1、野村 晃敬2 （1. 成蹊大学、2. 物質･材料研究機構）
 
 

 

高い化学的安定性を示す非水系リチウム酸素電池用スルホンアミド系電解液 
〇西岡 季穂1、齋藤 守弘2、松田 翔一3、中西 周次1 （1. 大阪大学、2. 成蹊大学、3. 物質・材料研究機構）
 
 
 

S6-2会場 | S6.電池の新しい展開

セッション6（学生講演） 
座長:齋藤 守弘(成蹊大学) 

S6-2
 

ペロブスカイト構造を有する酸素発生触媒における活性経時変化の制御 
〇井上 雄太1、宮原 雄人1、宮崎 晃平1、李 昌熹1、坂本 遼2、安部 武志1 （1. 京都大学大学院、2. 京都大学産官学連携本部）
 
 

 

プロトン性イオン液体中における Ti-Nb系酸化物のプロトン二次電池負極特性 
〇河合 琢也1、清水 雅裕1、新井 進1 （1. 信州大学）
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LiV3O8 as positive electrode materials for rechargeable proton batteries 
〇ケイ カクヨウ1、池澤 篤憲1、荒井 創1 （1. 東京工業大学）
 
 
 

S6-2会場 | S6.電池の新しい展開

セッション7（一般講演／学生講演） 
座長:棟方 裕一(東京都立大学) 

S6-2
 

並列に接続された複数の電池の間に流れる電流の観察 
〇志村 重輔1、植森 美紅2、渡辺 日香里2、四反田 功2、板垣 昌幸2、林 沙織1 （1. 株式会社村田製作所、2. 東京理科大学）
 
 

 

インピーダンスパラメータを利用した MT法によるリチウムイオン二次電池の異常検出-充電後
の電圧過渡応答によるインピーダンスパラメータの決定 

〇高田 大輔1、渡辺 日香里1、四反田 功1、板垣 昌幸1、志村 重輔2、林 沙織2 （1. 東京理科大学、2. 株式会社村田製作所）
 
 

 

NCAの H2単一相領域における構造緩和の速度論的解析 
〇由良 翔真1、高井 茂臣1、薮塚 武史1、八尾 健1、亢 健1 （1. 京都大学）
 
 
 

S6-2会場 | S6.電池の新しい展開

セッション8（一般講演／学生講演） 
座長:高井 茂臣(京都大学) 

S6-2
 

超高速充放電を可能にするプルシアンブルー類似体と 単層カーボンナノチューブからなるバイ
ンダーフリー正極 

〇石崎 学1、朝比奈 悠太1、寺島 僚1、栗原 正人1 （1. 山形大学）
 
 

 

Ultrasonic spray pyrolysis synthesis of porous nanostructured LiCoPO4 as cathode
materials of lithium-ion battery 

〇CUI WENYU1、谷口 泉1 （1. 東京工業大学）
 
 

 

LiMn0.7Fe0.3PO4/LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2混合正極を用いたリチウムイオン電池の特性と安全性に関
する研究 

〇本崎 美夕1、棟方 裕一1、金村 聖志1 （1. 東京都立大学）
 
 
 

S6-2会場 | S6.電池の新しい展開

セッション9（一般講演／学生講演） 
座長:北村 尚斗(東京理科大学) 

S6-2
 

表面被覆した高電位正極を用いた全固体ポリマー二次電池の電気化学的評価 
〇山嵜 大資1、田港 聡1、森 大輔1、武田 保雄1、今西 誠之1 （1. 三重大学大学院）
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The effect of lyotropic liquid crystal electrolyte coating on the electrochemical
properties of NCM523 cathodes 

〇まりうむ まいしゃ1、Yao Yuze2、Nagao Yuki2、Zettsu Nobuyuki1 （1. Shinshu University、2. Japan Advanced Institute of Science
and Technology (JAIST)）
 
 

 

NCM523/CNT複合バインダーレス電極の電気化学特性におよぼす MW-,SW-CNTの混合比の
影響 

〇姜 柱昊1、是津 信行1 （1. 信州大学）
 
 

 

リチウムイオン二次電池の低抵抗化・長寿命化を実現する「 Thick-Graphene」の開発 
〇撹上 健二1、青山 洋平1、矢野 亨1 （1. 株式会社ADEKA）
 
 
 

S6-2会場 | S6.電池の新しい展開

セッション10（一般講演／学生講演） 
座長:是津 信行(信州大学) 

S6-2
 

炭素材料の接触によるリチウムイオン二次電池正極材料の電気抵抗の変化 
伊藤 智博1、立花 和宏1、〇山本 喜久2、仁科 辰夫1 （1. 山形大学大学院理工学研究科、2. 山形大学工学部）
 
 

 

異なる水系リチウム電解液におけるニッケル系正極材料の電気化学特性 
〇李 昌熹1、宮原 雄人1、宮崎 晃平1、安部 武志1 （1. 京大院工）
 
 
 

S6-2会場 | S6.電池の新しい展開

セッション11（学生講演） 
座長:是津 信行(信州大学) 

S6-2
 

ナノサイズ岩塩型リチウム過剰バナジウム系正極材料の電気化学特性 
〇小沼 樹1、藪内 直明1 （1. 横浜国立大学）
 
 

 

リチウムイオン電池正極材料 
0.4Li2MnO3-0.6Li(Mn1/3-xVxCo1/3Ni1/3)O2の V置換による 電池特性および結晶・電子構造 

井手本 康1、〇大原 知己1、石橋 千晶1、北村 尚斗1 （1. 東京理科大学）
 
 
 

S6-2会場 | S6.電池の新しい展開

セッション12（一般講演／学生講演） 
座長:藪内 直明(横浜国立大学) 

S6-2
 

Liイオン電池正極材料0.5Li2MnO3-0.5Li(Mn10/24Ni7/24Co7/24)O2の 
定常状態における平均・電子・局所構造の温度依存性の検討 

〇伊藤 弘志1、石橋 千晶1、北村 尚斗1、井手本 康1 （1. 東京理科大学）
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二体分布関数による Li2MnO3-LiMeO2 (Me = Ni, Co, Mn)の結晶構造解析 
〇廣井 慧1、大石 昌嗣2、尾原 幸治1 （1. 高輝度光科学研究センター、2. 徳島大学）
 
 

 

リチウム過剰系正極材料0.4Li2MnO3-0.6LiNi0.5Mn0.5O2 の差分 PDF 解析 
〇藤田 裕亮1、廣井 慧2、尾原 幸治2、和泉 匡哉1、大石 昌嗣1 （1. 徳島大学、2. 高輝度光科学研究センター）
 
 
 

S6-2会場 | S6.電池の新しい展開

セッション13（学生講演） 
座長:津田 哲哉(大阪大学) 

S6-2
 

アルキルアミン塩酸塩/AlCl3 イオン液体を用いたアルミニウムイオン電池 
〇山本 龍雄1、田中 暉大1、山本 恭司1、三宅 正男1、池之上 卓己1、平藤 哲司1 （1. 京都大学）
 
 

 

常温非水電解液中での Al(III)イオンの電解還元反応の検討 
〇川邊 瑞季1、保坂 知宙1、多々良 涼一1、駒場 慎一1 （1. 東京理科大学）
 
 

 

粘土分散液の半固体電解質としてのアルミニウム電池への応用 
伊藤 智博1、〇樋口 和馬1、立花 和宏1、仁科 辰夫1 （1. 山形大学大学院理工学研究科）
 
 
 

S6-2会場 | S6.電池の新しい展開

セッション14（一般講演／学生講演） 
座長:伊藤 智博(山形大学) 

S6-2
 

硫黄の高電位反応を用いた高容量アルミニウム二次電池の作製 
〇藤野 史也1、津田 哲哉2、上松 太郎1、桑畑 進1 （1. 大阪大学大学院、2. 千葉大学）
 
 

 

AlCl3-NaBr-KBr溶融塩中の硫黄正極の電気化学的評価 
〇伊賀 健斗1、津田 哲哉2、上松 太郎1、桑畑 進1 （1. 大阪大学大学院、2. 千葉大学）
 
 

 

Mg二次電池正極材料 MgCo2-x-y-zNixMnyAlzO4系酸化物の 
第一原理計算を用いた安定構造および電子構造解析 

石橋 千晶1、〇竹内 稜1、北村 尚斗1、井手本 康1 （1. 東京理科大学）
 
 

 

スピネル型0.3MgCo1.5Mn0.5O4-0.7Mg1.33V1.57Ni0.1O4系酸化物の第一原理計算を用いた放電
時の安定構造および電子構造解析 

石橋 千晶1、〇荻田 優介1、北村 尚斗1、井手本 康1 （1. 東京理科大学）
 
 
 

S6-2会場 | S6.電池の新しい展開

セッション15（学生講演） 
座長:池澤 篤憲(東京工業大学) 

S6-2
 

二酸化マンガンの２電子移動に基づく水系亜鉛二次電池の開発 
〇中村 巧汰1、北村 仁1、片山 祐2、中山 雅晴1 （1. 山口大院創成科学、2. 大阪大産研）
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アルカリ電解液における二酸化マンガン正極の充放電挙動に対する機能性セパレータの影響 
〇岩﨑 朱璃1、宮原 雄人1、宮崎 晃平1、李 昌熹1、安部 武志1、永塚 智三2、高見 洋史2、佐藤 康司2 （1. 京都大学大学院、2. ENEOS）
 
 

 

酸化還元活性な亜鉛系金属有機構造体の開発 
〇中鉢 智士1、中村 天彰1、吉田 司1 （1. 山形大学大学院）
 
 
 

S7会場 | S7.キャパシタ技術の新しい展開

一般講演1 
座長:石本 修一(日本ケミコン(株)) 

S7
 

シームレス活性炭を用いた EDLCにおける電気二重層形成過程の分析 
〇畠山 義清1、中島 理貴1、塚田 豪彦2、白石 壮志1 （1. 群馬大学、2. アイオン（株））
 
 

 

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（ II） 
〇白石 壮志1、畠山 義清1、渡辺 裕1 （1. 群馬大学）
 
 

 

導電性ナノダイヤモンド電極を用いた水系電気二重層キャパシタの電解液濃度の検討 
〇佐藤 楓花1、近藤 剛史1、東條 敏史1、湯浅 真1 （1. 東京理科大学）
 
 

 

特異的なナノ空間電極反応を導き出せる分子構造の理解 
〇滝本 大裕1、仲宗根 魁哉1、桂原 紅桜1 （1. 琉球大学）
 
 

 

電気二重層キャパシタの電気化学モデリング 
〇佟 立柱1、永山 達彦1 （1. 計測エンジニアリングシステム(株)）
 
 
 

S7会場 | S7.キャパシタ技術の新しい展開

特別講演1 
座長:白石 壮志(群馬大学) 

S7
 

金属有機構造体、共有結合性有機構造体の焼成過程における多孔質炭素化メカニズムの分
析～キャパシタ電極への応用～ 

〇梅澤 成之1 （1. 星和電機(株)）
 
 

 

電気二重層エレクトレットの新展開 
〇小野 新平1 （1. 一般財団法人電力中央研究所）
 
 
 

S7会場 | S7.キャパシタ技術の新しい展開

一般講演2 
座長:畠山 義清(群馬大学) 

S7
 

酸素官能基を制御した酸化グラフェンの電気化学特性 
〇鯉沼 陸央1、河田 陸人1、津川 樹1、畠山 一翔1、伊田 進太郎1 （1. 熊本大学）
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サイズの異なる2種ナノシートを用いた複合電極の電荷蓄積挙動 
〇竹村 祐太1、齋藤 亮太1、アンガ ヘルマワン2、村松 佳祐3、杉本 渉1,2,3 （1. 信州大学大学院　繊維学専攻、2. 信州大学繊維学部、3. 信州大
学先鋭材料研究所）
 
 

 

イオノゲルを用いた耐水性複合負極の開発 
〇小林 奈緒1、村松 佳祐2、杉本 渉1,2,3 （1. 信州大学大学院　繊維学専攻、2. 信州大学先鋭材料研究所、3. 信州大学繊維学部）
 
 
 

S7会場 | S7.キャパシタ技術の新しい展開

特別講演2 
座長:杉本 渉(信州大学) 

S7
 

密度汎関数法と溶液論のハイブリッド法を用いた電気二重層キャパシタの電極界面シ
ミュレーション 

〇大谷 実1 （1. 筑波大学計算科学研究センター）
 
 
 

S7会場 | S7.キャパシタ技術の新しい展開

特別講演2 
座長:杉本 渉(信州大学) 

S7
 

多価イオン蓄電反応の高速化とキャパシタ技術 
〇折笠 有基1 （1. 立命館大学）
 
 
 

S7会場 | S7.キャパシタ技術の新しい展開

全体討論 
S7

 

全体討論 
 
 

S8会場 | S8.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（学生講演） 
座長:土谷 博昭(大阪大学) 

S8
 

ファラデーインピーダンスシミュレーションによる Mgのアノード溶解挙動の解析 
〇宮田 裕都1、星 芳直1 （1. 名古屋工業大学）
 
 

 

アルミニウム合金/ハイテン対のガルバニック腐食評価に対する電気化学インピーダンス法の適
用 

〇渡部 梨子1、星 芳直1 （1. 名古屋工業大学）
 
 

 

27Al NMRを用いた AlCl3－非水溶媒中におけるアルミニウムイオンのスペシエーション 
〇永島 結1、大谷 恵理香1、北田 敦2、邑瀬 邦明3、韓 智海1、梅林 泰宏1 （1. 新潟大学院自然、2. 東京大学、3. 京都大学）
 
 



[2I04]

[2I05]

[2I06]

[2I07]

[2I08]

[2I09]

[2I10]

[2I11]

- 78 -

 

高い構造規則性をもつ酸化グラフェンを用いたガスバリア膜の開発 
〇津川 樹1、畠山 一翔2、鯉沼 陸央2、伊田 進太郎2 （1. 熊本大学大学院、2. 熊本大学産業ナノマテリアル研究所）
 
 
 

S8会場 | S8.社会基盤を支える腐食科学と表面処理技術

特別講演1 
座長:多田 英司(東京工業大学) 

S8
 

電気化学インピーダンス法を駆使した自動車・エネルギー材料の腐食劣化機構解析 
〇星 芳直1 （1. 名古屋工業大学）
 
 
 

S8会場 | S8.社会基盤を支える腐食科学と表面処理技術

特別講演2 
座長:板垣 昌幸(東京理科大学) 

S8
 

鋼構造物の重度腐食等に対する表面処理技術の開発 
〇貝沼 重信1 （1. 九州大学）
 
 
 

S8会場 | S8.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） 
座長:坂入 正敏(北海道大学) 

S8
 

フッ化物を含まない電解液を用いた陽極酸化によるチタニアナノチューブ被膜の形成 
〇土谷 博昭1、佐藤 遼馬1、藤本 慎司1 （1. 大阪大学）
 
 

 

AlCl3―グライム系超濃厚溶液中の Al3+スペシエーションと分子軌道計算 
〇韓 智海1、永島 結1、川名 結衣1、北田 敦2、邑瀬 邦明3、梅林 泰宏1 （1. 新潟大学、2. 東京大学、3. 京都大学）
 
 
 

S8会場 | S8.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（一般講演） 
座長:星 芳直(名古屋工業大学) 

S8
 

Galvanic corrosion behavior of Zn and Al couples in NaCl solution 
〇ジャン ジュンホ1、大井 梓1、多田 英司1 （1. 東京工業大学）
 
 

 

微小部電気化学測定による Znめっき鋼板の溶接部腐食挙動解明 
〇西角 美奈江1、西田 義勝1、莊司 浩雅1 （1. 日本製鉄株式会社）
 
 

 

氷点下における各種金属材料の酸素還元挙動 
〇坂入 正敏1、沈 童1 （1. 北海道大学）
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S9会場 | S9.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 
座長:北本 仁孝(東京工業大学) 

S9
 

酸化ガリウム電子輸送層を用いた Ag– In– Ga– S系量子ドット電界発光(EL)素子の作製 
〇菅野 陸1、泉 竜之介1、上松 太郎1、本村 玄一1,2、鳥本 司3、桑畑 進1 （1. 大阪大学大学院、2. NHK放送技術研究所、3. 名古屋大学）
 
 

 

酸化チタンナノ粒子のアニール温度条件が電気化学発光特性に及ぼす影響の調査 
〇川崎 諒1、石松 亮一2、笠原 崇史1 （1. 法政大学、2. 九州大学）
 
 

 

Improvement of Luminescence Performances in AgInxGa1− xS2/GaSz Core/Shell Quantum
Dots by Aluminum Doping 

〇Tepakidareekul Mananya1、Uematsu Taro1、Torimoto Tsukasa2、Kuwabata Susumu1 （1. Osaka University、2. Nagoya
University）
 
 

 

層状ナノ空間でのサブナノ Pd粒子の電気化学的合成 
〇安藤 岬1、小野 隆太郎1、森永 明日香1、近藤 靖幸2、山田 裕貴2、片山 祐2、堤 宏守1 （1. 山口大学、2. 大阪大学）
 
 

 

Ag8GeS6量子ドットの液相化学合成と化学組成制御による発光特性の向上 
〇久保 淳弥1、亀山 達矢1、鳥本 司1 （1. 名古屋大学大学院）
 
 

 

磁性ナノ粒子添加熱応答性ゲルの収縮挙動解明 
〇岡田 尚樹1、櫻井 淳平1、秦 誠一1、岡 智絵美1 （1. 名古屋大学大学院　工学研究科）
 
 

 

自己組織化磁性ナノ粒子鎖を用いたロータス型多孔質樹脂作製 
〇小林 京貴1、櫻井 淳平1、長野 方星1、秦 誠一1、岡 智絵美1 （1. 名古屋大学）
 
 
 

S9会場 | S9.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 
秀島 翔（東京都市大学） 

S9
 

陽極酸化ポーラスアルミナを鋳型としたオーバーハング型ピラーアレイの形成 
〇栗田 萌亜名1、柳下 崇1 （1. 都立大都市環境）
 
 

 

Pd-Cu合金電析でみられる時空間パターンのナノ空間閉じ込めによる Pdナノヘリックスの自己
組織化 

中田 昌宏1、安田 拓海1、宮本 真之1、北田 敦1、岡崎 豊1、Oda Reiko2,3、邑瀬 邦明1、〇深見 一弘1 （1. 京都大学、2. ボルドー大学、3. 東
北大学）
 
 

 

層状水酸化物のトポタクティック変換による配向ナノポーラス酸化コバルト膜の形成 
〇品川 勉1、壽 夏子2、大高 敦2 （1. 大阪産業技術研究所、2. 大阪工業大学）
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陽極酸化プロセスにもとづくモスアイ構造の形成と作製条件が反射防止特性に与える影響 
〇惠谷 真有1、柳下 崇1 （1. 都立大都市環境）
 
 

 

らせん状ナノ空間での湿式還元で得られる金ナノ構造体の形状制御と光学特性評価 
〇中谷 真大1,2、Simon Poly3、Zakaria Anfar3、岡﨑 豊1、Walid Baaziz4、Yann Battie5、Emilie Pouget3、Ovidiu Ersen4、邑瀬 邦明1、深
見 一弘1、小田 玲子3,6 （1. 京都大学、2. 大阪産業技術研究所、3. ボルドー大学、4. ストラスブール大学、5. ロレーヌ大学、6. 東北大学）
 
 

 

微小貫通孔アレイへの導電性ペースト充填法の提案 
〇久保田 恒喜1、戸塚 友理1、遠藤 彩音1、長沼 龍生1、岩間 智紀2、桑原 哲夫1、井上（安田） 久美1 （1. 山梨大学、2. 東北大学）
 
 

 

高濃度硫酸浴を用いた陽極酸化プロセスによるアルミナスルーホールマスクの高効率形成 
〇山田 彩妃1、柳下 崇1 （1. 都立大院都市環境）
 
 
 

S9会場 | S9.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 
座長:柳下 崇(東京都立大学) 

S9
 

<111>-Au/Si基板上ナノテンプレート薄膜自己組織化酸化アルミニウムの電気化学的形成 
〇Khoo Pei Loon1、中村 武明1、伊﨑 昌伸1 （1. 豊橋技術科学大学）
 
 

 

メソポーラス白金電極を用いた水電解による水素生成 
〇大石 耀大1、松永 真理子1 （1. 中央大学）
 
 

 

Zn電析の表面形態にカチオン種が与える影響の電気化学測定による解析 
〇高橋 士1、女部田 勇介1、國本 雅宏1、本間 敬之1 （1. 早大先進理工）
 
 

 

スチリルベンゼン誘導体をゲストとした青色マイクロ流体電気化学発光素子の検討 
〇加藤 えみり1、石松 亮一2、笠原 崇史1 （1. 法政大学、2. 九州大学）
 
 
 

S10会場 | S10.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1-1(一般講演・学生講演) 
座長:脇坂 暢(富山県立大学) 

S10
 

アルカリ電解液中の Pt電極上 HERにおけるアルミニウムカチオン添加による活性化 
〇田中 駿乃介1、星 永宏1、中村 将志1 （1. 千葉大学）
 
 

 

金属ナノ構造界面での水素発生反応における水分子構造の解明 
〇小山田 伸明1、南本 大穂2、村越 敬3 （1. 北海道大学大学院総合化学院、2. 神戸大学大学院工学研究科、3. 北海道大学大学院理学研究院）
 
 

 

金属ポルフィリン薄膜の電気化学的還元によるナノ粒子作製と触媒活性の評価 
石本 一貴1、西田 渚1、小山 紗和1、喜多 勇気1、西山 勝彦1、〇吉本 惣一郎1 （1. 熊本大学）
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炭酸コバルト OER触媒上における吸着アニオンのオペランド XAFS測定 
〇原田 一輝1、吉田 真明1 （1. 山口大院）
 
 
 

S10会場 | S10.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1-2(一般講演・学生講演) 
座長:南本 大穂(神戸大学) 

S10
 

オペランド全元素 XAFS観測による炭酸ニッケル水分解触媒の反応メカニズム解明 
〇吉田 真明1、李 梓萌1、坂井 ありす1 （1. 山口大学）
 
 

 

直径5 nm以下のスピネル型鉄系複合酸化物超微粒子の合成と酸素発生電極触媒としての応用 
〇生田 亘1、多郎畑 匠1、辻 悦司1、菅沼 学史1、片田 直伸1 （1. 鳥取大学工学部附属グリーン・サスティナブル・ケミストリー研究セン
ター）
 
 
 

S10会場 | S10.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1-2(一般講演・学生講演) 
座長:南本 大穂(神戸大学) 

S10
 

その場放射光 SAXS,XAS測定による白金触媒ナノ粒子の変化への雰囲気ガスの影響 
〇渡辺 剛1、川本 鉄平3、西山 博通2、平岡 裕治1、福島 晴貴4、脇坂 暢4、廣沢 一郎5、犬飼 潤治2 （1. (財) 高輝度光科学研究センター、2. 山
梨大学、3. 山梨県産業技術センター、4. 富山県立大学、5. 九州シンクロトロン光研究センター）
 
 

 

電気化学-光電子分光複合装置を用いた Nafion-電極間相互作用の解析 
〇福島 晴貴1、脇坂 暢1 （1. 富山県立大学）
 
 
 

S10会場 | S10.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1-3(一般講演・学生講演) 
座長:吉田 真明(山口大学) 

S10
 

カフェイン修飾 Pt高指数面上の酸素還元反応を活性化する構造 
〇鈴木 琉斐1、中村 将志1、星 永宏1 （1. 千葉大院工）
 
 

 

ORRを高活性化する Pt単結晶電極上のカフェイン吸着形態 
〇久保 隆太1、中村 将志1、星 永宏1 （1. 千葉大院工）
 
 

 

アルカリ溶液における酸素還元反応に及ぼすナノ細孔長の影響 
〇中原 康太1、池澤 篤憲1、荒井 創1 （1. 東京工業大学）
 
 

 

白金単結晶電極表面に吸着した硫黄種の酸化分解挙動 
〇諸岡 哲朗1、Ganesan Elumalai1、Devivaraprasad Ruttala1、近藤 敏啓2、中西 卓也1、増田 卓也1 （1. 物質・材料研究機構、2. お茶の水
女子大学）
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S10会場 | S10.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1-4(特別講演) 
座長:星 永宏(千葉大学) 

S10
 

全固体電池の界面プロセス・電極反応を対象としたマルチモーダル解析 
〇増田 卓也1 （1. 物質・材料研究機構）
 
 
 

S10会場 | S10.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1-4(学生講演) 
座長:星 永宏(千葉大学) 

S10
 

リチウム酸素電池における電解液の支持塩高濃度化によるカソード極の界面構造及び反応機構
への影響 

〇神成 幸輝1、葛 愛民1、徐 呈暘1,2、井上 賢一1、叶 深1 （1. 東北大院・理、2. 南航大・材料）
 
 
 

S10会場 | S10.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1-5(一般講演・学生講演) 
座長:吉本 惣一郎(熊本大学) 

S10
 

In-situ IV-SFG studies on the configuration of G4-Li[TFSA] electrolyte at the Pt
electrode cycled around the edges of electrochemical window 

〇桑 羅霄1、岩橋 崇 1、QI CHENGZI1、Fujita Masahiro2、大内 幸雄1 （1. 東京工業大学、2. 上智大学）
 
 

 

電極表面のアミノベンゼンチオールは SERS測定中にプラズモン誘起反応を起こすか？ 
〇池田 勝佳1 （1. 名古屋工業大学）
 
 

 

電位により誘起されるイオン液体／電極二重層界面の構造変化：温度による影響 
〇中川 隼人1、池田 勝佳1、本林 健太1 （1. 名古屋工業大学大学院工学研究科）
 
 
 

S10会場 | S10.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1-5(学生講演) 
座長:吉本 惣一郎(熊本大学) 

S10
 

ATR-SEIRAS測定用の Pt無電解めっき法の開発および評価 
〇所 大智1、張 同言1、白仁田 沙代子1、大澤 雅俊1,2、梅田 実1 （1. 長岡技術科学大学、2. 北海道大学）
 
 
 

S10会場 | S10.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1-6(一般講演・学生講演) 
座長:本林 健太(名古屋工業大学) 

S10
 

Pd単結晶電極上の酸化物と ORR活性の相関 
〇此田 理央1、中村 将志1、星 永宏1 （1. 千葉大院工）
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電解質水溶液の振動強結合状態の評価 
〇福島 知宏1、吉光 創之、森谷 佳司、村越 敬 （1. 北海道大学）
 
 

 

ミセル型カプセルへの内包を利用したルテニウム三核クラスターの電気化学挙動とナノ構造形
成 

〇五島 大河1、手塚 菜々子1、池田 祥貴3、阿部 正明3、吉沢 道人2、吉本 惣一郎1 （1. 熊本大学、2. 東京工業大学、3. 兵庫県立大学）
 
 

 

AgInS2/GaSxコア/シェル量子ドットの MOF包埋と発光機能安定化 
〇上松 太郎1、Tepakidareekul Manunya1、鳥本 司2、桑畑 進1 （1. 大阪大学、2. 名古屋大学）
 
 

 

ナノ多孔質電極による選択的イオン吸着 
〇清原 健司1、川合 悠介2、山本 祐士2 （1. 産業技術総合研究所、2. 関西学院大学大学院）
 
 
 

S10会場 | S10.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2-1(一般講演・学生講演) 
座長:神谷 和秀(大阪大学) 

S10
 

無電解メッキで作製した異元素添加 Cu2O電極による CO2電解還元 
〇嶺岸 耕1、小森 大輝1、山口 信義1、江部 広治1、熊谷 啓1、杉山 正和1 （1. 東京大学）
 
 

 

Zn-Al系層状複水酸化物の CO2電気化学還元触媒特性(Electrocatalitic property of Zn-Al
Layered Double Hydroxides for CO2 electrochemical reduction) 

〇山口 登1、松本 慶江子1、ROSERO-NAVARRO Nataly Carolina1、三浦 章1、忠永 清治1 （1. 北海道大学）
 
 

 

Zn-Al系層状複水酸化物を電極触媒に用いた気相 CO2還元反応（ Gas-phase CO2 reduction
reaction with Zn-Al based layered double hydroxide as electrocatalyst） 

〇中里 亮介1、松本 慶江子1、山口 登1、Rosero-Navarro Nataly Carolina1、三浦 章1、忠永 清治1、Cavallo Margherita2、 Bonino
Francesca Carla2、Hadermann Joke3、Quintelier Matthias3 （1. 北海道大学、2. トリノ大学、イタリア、3. アントワープ大学、ベル
ギー）
 
 

 

ホイスラー合金からなる電気化学的二酸化炭素還元電極触媒の開発 
〇岩瀬 和至1、小嶋 隆幸2、轟 直人1、本間 格1 （1. 東北大学、2. 信州大学）
 
 
 

S10会場 | S10.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2-2(一般講演) 
座長:中村 将志(千葉大学) 

S10
 

銀-スズ合金触媒の合成と電気化学的 CO2還元活性の評価 
〇上村 赳之1、岩瀬 和至1、本間 格1 （1. 東北大学大学院多元物質科学研究所）
 
 
 

S10会場 | S10.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2-2(学生講演) 
座長:中村 将志(千葉大学) 

S10
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Ag担持 Cuナノ粒子の電気化学的二酸化炭素還元活性評価 
〇平野 杜萌1、岩瀬 和至1、本間 格1 （1. 東北大多元研）
 
 

 

金属銅電極上での CO2電解における CO二量化反応の第一原理分子動力学解析 
〇山本 泰暉1、栗原 諒1、原田 隆史2、中西 周次2、神谷 和秀2 （1. 阪大院基礎工、2. 阪大院基礎工太陽セ）
 
 

 

Cu100面における CO水素化反応と O2還元反応の競合反応に対する理論的研究 
〇名木田 海都1、濱本 雄治1、神谷 和秀1、中西 周次1、森川 良忠1 （1. 大阪大学）
 
 
 

S10会場 | S10.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2-3(一般講演・学生講演) 
座長:岩瀬 和至(東北大学) 

S10
 

層状複水酸化物(LDH)に取り込まれた CO2の電気化学的作用による酸化還元挙動 
〇平川 力1、日比野 俊行1、大古 善久1、寺本 慶之1、AYMAN KOTB1、金 賢夏1 （1. 国立研究開発法人産業技術総合研究所）
 
 

 

Sn 修飾 PtPd 合金単結晶電極における亜酸化窒素還元 
〇齋藤 史恵1、鄭 錦航1、八木 一三1,2、加藤 優1,2 （1. 北大院環境科学、2. 北大院地球環境）
 
 

 

Electrocatalytic nitrous oxide reduction reaction at Pt– Pd– Sn nanoparticles 
〇シャルカー アビナッシュ チャンドロ1、加藤 優1,2、八木 一三1,2 （1. 北大院環境科学、2. 北大院地球環境）
 
 
 

S11会場 | S11.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 I 
座長:城石 英伸(東京工業高等専門学校) 

S11
 

非対称四級ホスホニウムカチオンを有するカルボン酸アニオン型イオン液体の合成と物理化学
特性 

〇赤松 兵馬1、綱島 克彦1、奥野 祥治1、山田 裕久2 （1. 和歌山工業高等専門学校、2. 奈良工業高等専門学校）
 
 

 

湿式法により表面改質した球殻状炭素粒子のモルフォロジー観察 
堀井 翔1、〇田畑 柊1、末廣 優依1、井上 光浩2、宮越 昭彦1、梅田 実3、小寺 史浩1 （1. 国立高専機構 旭川高専、2. 富山大学 水素研、3. 長岡
技大）
 
 

 

水中における気泡の濡れ挙動の評価法の検討 
〇三輪 有平1、平井 信充1、南部 友梨子1、大辻 敬太1、幸後 健1、小川 亜希子1、黒田 大介1、兼松 秀行1 （1. 鈴鹿工業高等専門学校）
 
 

 

シラン系樹脂コーティング膜上のバイオフィルム生成量と濡れ性の関係 
〇堀井 雅也1、平井 信充1、幸後 健1、小川 亜希子1、黒田 大介1、兼松 秀行1 （1. 鈴鹿工業高等専門学校）
 
 
 

S11会場 | S11.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 II 
座長:綱島 克彦(和歌山工業高等専門学校) 

S11
 

車載用リチウムイオン電池の現状と動向 



[2L06]

[2L07]

[2L08]

[2L09]

[2L10]

[2L11]

[1M01]

- 85 -

〇宇恵 誠1 （1. 早稲田大学）
 
 
 

S11会場 | S11.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 III 
座長:田村 健治(東京都公立大学法人　東京都立産業技術高等専門学校) 

S11
 

四級ホスホニウム型準包接水和物の熱力学特性におよぼすカチオン構造依存性 
〇東 さくら1、綱島 克彦1、嶋田 仁2、土田 裕介3、菅原 武2、谷 篤史4 （1. 和歌山工業高等専門学校、2. 大阪大学、3. 米子工業高等専門学
校、4. 神戸大学）
 
 

 

アルカリ溶液中での Mo添加 Zr酸化物系触媒の酸素発生反応 
〇野坂 敦史1、石原 顕光2、松澤 幸一3 （1. 横浜国立大学大学院理工学府、2. 横浜国立大学先端科学高等研究院、3. 横浜国立大学大学院工学
研究院）
 
 
 

S11会場 | S11.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 IV 
座長:平井 信充(鈴鹿工業高等専門学校) 

S11
 

電気化学に基づくセンサ・電池・着色法・教材の開発 
〇野田 達夫1 （1. 大阪公立大学工業高等専門学校）
 
 
 

S11会場 | S11.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 V 
座長:平井 信充(鈴鹿工業高等専門学校) 

S11
 

SDGs普及と啓発を指向した化学系教育的催事における地域連携および社会貢献事業のニーズと
シーズの変遷 

〇田村 健治1 （1. 東京都公立大学法人　東京都立産業技術高等専門学校）
 
 
 

S11会場 | S11.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 VI 
座長:野田 達夫(大阪府立大学工業高等専門学校) 

S11
 

密閉容器を用いて調製した Fe/N/C型酸素還元触媒の Nabaeモデルによるメカニズム分析 
〇樫村 和明1、安田 悠晴1、林 出帆1、城石 英伸1 （1. 東京工業高等専門学校）
 
 

 

還元型酸化グラフェンをベースとした非白金系酸素還元触媒の調製法最適化による高活性化 
〇林 出帆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）
 
 
 

S12会場 | S12.化学センサの新展開

バイオ01 
座長:井上 久美(山梨大学) 

S12
 

四電極を持つマイクロウエルデバイスによる細胞の網羅的電気回転計測と単一細胞の選択的操
作 
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〇鈴木 雅登1,2、鶴田 未央1、Shee Chean Fei3、内田 誠一3、安川 智之1,2 （1. 兵庫県立大学　大学院理学研究科、2. 兵庫県立大学　先端医療
工学研究所、3. 九州大学　大学院システム情報科学院）
 
 

 

金属ナノ構造体を用いた細菌一括検出法の開発 
〇板垣 賢広1、中村 祥吾2、中尾 彰宏1、西井 成樹2、定永 靖宗2、椎木 弘2 （1. 大阪府立大学、2. 大阪公立大学）
 
 

 

バイポーラクラーク型酸素電極アレイと細菌の薬剤感受性測定への応用 
〇白土 裕介1、薛 安汝1、鈴木 博章1 （1. 筑波大学）
 
 
 

S12会場 | S12.化学センサの新展開

バイオ02 
座長:上野 祐子(中央大学) 

S12
 

Realtime Detection of Vancomycin in Human Whole Blood using Disposable Sensor Chip
Electrode 

〇Aaryashree Aaryashree1、Choudhary Ashish1、吉見 靖男1、幡野 明彦1、齋藤 健一2 （1. 芝浦工業大学、2. 埼玉医大）
 
 

 

高密度カーボンナノチューブフォレストによるグアニンの電気化学計測 
〇長谷川 直博1、副島 哲朗1、納谷 真一3、多田 弘明1、杉目 恒志2 （1. 近畿大学総合理工学研究科、2. 近畿大学理工学部、3. 近畿大学有害物
質処理室）
 
 

 

ポーラスマイクロニードル電極による皮膚内物質センシング 
〇山口 修平1、瀧沢 凌平1、辰井 裕希1、阿部 結奈1、阿部 博弥1、照月 大悟1、西澤 松彦1 （1. 東北大学大学院）
 
 

 

pH測定用 ISFETをアプタセンサに用いるための表面修飾の検討 
〇井上（安田） 久美1、SITI MASTURAH BINTI FAKHRUDDIN2、 江刺 正喜2、珠玖 仁2 （1. 山梨大学、2. 東北大学）
 
 
 

S12会場 | S12.化学センサの新展開

バイオ03 
座長:吉見 靖男(芝浦工業大学) 

S12
 

状態空間モデルを用いたグラフェン FETバイオセンサの応答解析 
〇牛場 翔太1、宮川 成人1、沖野 剛士1、品川 歩1、中野 友美1、小野 尭生2,3、金井 康2、谷 晋輔1、木村 雅彦1、松本 和彦2 （1. 株式会社村田
製作所、2. 阪大産研、3. JSTさきがけ）
 
 

 

RNAの高感度検出に向けた半導体バイオセンサへの等温核酸増幅法の適用 
〇江南 陽裕1、林 宏樹1、藤田 博仁2、黒岩 繁樹1、大橋 啓之1、桒原 正靖2、門間 聰之1、逢坂 哲彌1 （1. 早稲田大学、2. 日本大学）
 
 

 

An Oxytocin Sensor Based on an Organic Field-Effect Transistor Functionalized with a
Molecularly Imprinted Polydopamine 

〇周 奇1、山梨 裕介2、中原 勝正2、長岡 宏一2、南 豪1 （1. 東京大学、2. JNC石油化学）
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S12会場 | S12.化学センサの新展開

バイオ04 
座長:吉田 裕美(京都工芸繊維大学) 

S12
 

VHH抗体修飾粒子の誘電泳動現象を用いた抗原検出における微粒子サイズの依存性の評価 
〇松本 惇希1、鈴木 雅登1、安川 智之1 （1. 兵庫県立大学大学院）
 
 

 

フェニルボロン酸誘導体を用いた糖質用甘味センサの応答調査 
〇巫 霄1、田島 健太郎1、富吉 涼1 （1. 福岡工業大学）
 
 

 

白金・ステンレス鋼電極対を用いた残留塩素センサの開発 
〇関 咲音1、小寺 菜津美1、岡崎 慎司1、五明 智夫2、西田 将志2、西松 佑紀乃2、櫻庭 庄平3、黒田 真行3、市川 豊3 （1. 横浜国立大学、2. 愛
知時計電機、3. 東京都水道局）
 
 
 

S12会場 | S12.化学センサの新展開

バイオ05 
座長:南 豪(東京大学) 

S12
 

クーロメトリー法による無試薬ポータブル残留塩素計の開発 
〇藤田 昌司1、高木 靖浩2、大野 千恵2、安慶名 麻華2 （1. 株式会社イーシーセンス、2. 株式会社イーシーフロンティア）
 
 

 

液液界面薄層電解フローセルによるイオン性界面活性剤の電量定量 
〇岩崎 凌1、内田 潤也、山名 雄大1、前田 耕治1、吉田 裕美1 （1. 京都工芸繊維大学）
 
 

 

電量測定型全固体イオンセンサ 
辰巳 史帆1、飯嶋 奏人1、中田 武志1、前田 耕治1、〇吉田 裕美1 （1. 京都工芸繊維大学）
 
 

 

運動試験前後のアンモニウムイオン選択性電極の各種分析評価 
〇塩路 浩隆1、小野田 資1、松田 和大1、内山 博允1、長峯 邦明2 （1. 株式会社東レリサーチセンター、2. 山形大学大学院有機材料システム研
究科）
 
 
 

S12会場 | S12.化学センサの新展開

バイオ清山賞 
座長:鈴木 雅登(兵庫県立大学) 

S12
 

分子認識機能材料の創生とマイクロ空間における微小化学・バイオセンシング応用 
〇上野 祐子1 （1. 中央大学）
 
 
 

S12会場 | S12.化学センサの新展開

バイオ特別講演 
座長:椎木 弘(大阪府立大学) 

S12
 

バイオセンシングの要素技術の進展と今後の展望 
〇篠原 寛明1 （1. 富山大学学術研究部工学系）
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S12会場 | S12.化学センサの新展開

ガス01 
座長:伊藤 敏雄(産業技術総合研究所) 

S12
 

光学活性無機結晶と SnO2ガスセンサの複合化によるキラルガスの検知 
〇岩井 大1、増本 圭吾1、愼改 豪1、猪股 雄介1、木田 徹也1 （1. 熊本大学）
 
 

 

高エントロピー酸化物によるガス検知 
〇橋新 剛1、谷口 遥夏1、李 飛2、阿部 浩也2 （1. 熊本大学、2. 大阪大学）
 
 

 

SmFeO3を用いた VOC検知における粒径の影響 
〇板垣 吉晃1、野口 歩夢1、森 雅美1 （1. 愛媛大学）
 
 
 

S12会場 | S12.化学センサの新展開

ガス02-1 
座長:岩田 達哉(富山県立大学) 

S12
 

Pt/SnO2のガスセンシング機構における Pt量の効果 
〇猪股 雄介1、増本 圭吾1、堂山 太輝1、慎改 豪1、木田 徹也1 （1. 熊本大学）
 
 
 

S12会場 | S12.化学センサの新展開

ガス02-2 
座長:岩田 達哉(富山県立大学) 

S12
 

線形判別分析を用いたセンサアレイによるガス種早期判定法 
〇伊藤 敏雄1、小山 裕太郎1,2、作村 諭一3、申 ウソク1、赤松 貴文1、鶴田 彰宏1、増田 佳丈1 （1. 産業技術総合研究所、2. 愛知県立大学、3.
奈良先端科学技術大学院大学）
 
 
 

S12会場 | S12.化学センサの新展開

ガス03 
座長:松口 正信(愛媛大学) 

S12
 

ジルコニアセンサの可燃性ガスに対する反応機構の解明 
〇川越 勇介1、上田 太郎1、長瀬 徳美2、鈴木 卓弥2、江戸 雅晴2、鎌田 海1、兵頭 健生1、清水 康博1 （1. 長崎大学、2. 富士電機）
 
 

 

プロトン伝導性酸化グラフェン膜を用いた電気化学式 CO検知 
〇尊田 航介1、ソハイル アハマド1、猪股 雄介1、木田 徹也1 （1. 熊本大学）
 
 

 

カチオン交換膜と貴金属電極を用いた室温作動可能な COセンサの開発 
〇大山 望夢1、上田 太郎1、岡安 克也2、江幡 弘道2、土肥 学2、鎌田 海1、兵頭 健夫1、清水 康博1 （1. 長崎大学、2. ホーチキ株式会社）
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S12会場 | S12.化学センサの新展開

ガス04 
座長:上田 太郎(長崎大学) 

S12
 

コア－シェル型ポリアニリンミクロスフィア膜のアンモニアガス検知特性へのドーパントの影
響 

〇藤定 稜也1、芝 駿介1、松口 正信1 （1. 愛媛大学大学院）
 
 

 

多孔質ガラスを用いたノナナール検出チップの反応性評価 
〇鈴木 彩加1、平川 陸2、村山 海斗2、丸尾 容子1,2 （1. 東北工業大学大学院、2. 東北工業大学）
 
 

 

多孔質ポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)ゲル薄膜の作製とその HClガス吸着特性 
〇森 一翔1、芝 駿介1、松口 正信1 （1. 愛媛大院理工）
 
 
 

S12会場 | S12.化学センサの新展開

ガス清山賞 
座長:田村 真治(大阪大学) 

S12
 

機能性セラミックスのガス検知機能最適化による高感度ガスセンサの開発 
〇上田 太郎1 （1. 長崎大学）
 
 
 

S12会場 | S12.化学センサの新展開

ガス05 
座長:板垣 吉晃(愛媛大学) 

S12
 

アパタイト型ケイ酸ユウロピウムを用いた接触燃焼式水素ガスセンサ 
〇櫻井 明日紀1、田村 真治1、今中 信人1 （1. 大阪大学）
 
 

 

吸着燃焼を利用した COセンサの開発 
〇采女 泰久1、笹原 隆彦1、小澤 尚史1、波多野 博憲1、名川 良春1 （1. 矢崎エナジーシステム株式会社）
 
 
 

S12会場 | S12.化学センサの新展開

ガス06 
座長:橋新 剛(国立大学法人熊本大学) 

S12
 

ベイズ最適化を用いた温度変調最適化手法の提案と選択性向上に関する検討 
〇岩田 達哉1、大倉 裕貴1、佐伯 真彬1、吉河 武文1 （1. 富山県立大学）
 
 

 

センサ温度変調におけるカテゴリごとのにおい識別性能の違いとその最適化による高精度識別 
〇佐伯 真彬1、大倉 裕貴1、吉河 武文1、岩田 達哉1 （1. 富山県立大学）
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センサアレイによる呼吸器系疾患に関連する VOCの分類と濃度の出力 
〇伊藤 敏雄1、申 ウソク1、増田 佳丈1 （1. 産業技術総合研究所）
 
 
 

S13会場 | S13. 蓄電固体デバイスの創成に向けた界面イオンダイナミクスの科学

セッション1（一般講演 / 学生講演） 
座長:獨古 薫(横浜国立大学) 

S13
 

層状遷移金属炭化物 MXeneと硫化物固体電解質の界面における蓄電メカニズム 
〇川合 航右1、北浦 弘和2、細野 英司2、中島 宏3、塚崎 裕文3、森 茂生3、林 晃敏3、大久保 將史1 （1. 早稲田大学、2. 産業技術総合研究
所、3. 大阪公立大学）
 
 

 

Li2S複合正極の界面制御による全固体 Li-S電池の反応解析 
〇蒲生 浩忠1、引間 和浩1、松田 厚範1 （1. 豊橋技術科学大学）
 
 

 

固相法および液相法による Li4SnS4電解質の作製と構造評価 
〇木村 拓哉1、谷垣 隼大1、中野 匠1、本橋 宏大1、作田 敦1、辰巳砂 昌弘1、林 晃敏1 （1. 大阪公立大学）
 
 

 

中性子/放射光 X線散乱による正極／固体電解質界面変化のその場観察 
〇伊藤 耕太郎1、清水 啓佑1、松井 直喜1、鈴木 耕太1、菅野 了次1、平山 雅章1 （1. 東京工業大学）
 
 
 

S13会場 | S13. 蓄電固体デバイスの創成に向けた界面イオンダイナミクスの科学

セッション2（特別講演） 
座長:大久保 將史(早稲田大学) 

S13
 

結晶化ガラス界面の分子振動に基づくイオン輸送解明 
〇尾原 幸治1 （1. 高輝度光科学研究センター）
 
 
 

S13会場 | S13. 蓄電固体デバイスの創成に向けた界面イオンダイナミクスの科学

セッション3（一般講演 / 学生講演） 
座長:木村 勇太(東北大学) 

S13
 

リチウムイオン伝導体単結晶育成とイオン伝導特性 
〇丸山 祐樹1、Salma Most Umme1、大神田 康平1、長尾 雅則1、綿打 敏司1、田中 功1 （1. 山梨大学）
 
 

 

多結晶 Li0.29La0.57TiO3における粒界イオンダイナミクスの SIMSによる可視化 
〇長谷川 源1、桑田 直明1 （1. 国立研究開発法人物質・材料研究機構 ）
 
 

 

電気化学測定と角度分解測定を同時に実現する実験室型 HAXPES測定システムの開発 
〇岩間 司1,2、増田 卓也1,2 （1. 北海道大学、2. 物質・材料研究機構）
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SiOx薄膜電極/固体電解質間の界面 Li+移動抵抗に酸素量 xが与える影響 
〇杉本 稜介1、丸本 晃平1、春田 正和2、稲葉 稔1、土井 貴之1 （1. 同志社大学、2. 近畿大学）
 
 

 

電極・電解質界面の反応力場開発と分子動力学シミュレーション 
〇小林 亮1 （1. 名古屋工業大学）
 
 
 

S13会場 | S13. 蓄電固体デバイスの創成に向けた界面イオンダイナミクスの科学

セッション4（特別講演） 
座長:入山 恭寿(名古屋大学) 

S13
 

リチウムイオン電池負極と SEI形成 
〇稲葉 稔1 （1. 同志社大学）
 
 
 

S13会場 | S13. 蓄電固体デバイスの創成に向けた界面イオンダイナミクスの科学

セッション5（特別講演） 
座長:雨澤 浩史(東北大学) 

S13
 

X線タイコグラフィによる蓄電固体材料のナノスケール微細構造・化学状態イメージング 
〇高橋 幸生1 （1. 東北大学）
 
 
 

S13会場 | S13. 蓄電固体デバイスの創成に向けた界面イオンダイナミクスの科学

セッション6（一般講演 / 学生講演） 
座長:桑田 直明(物質・材料研究機構) 

S13
 

全固体イオニクスデバイスの電解質における化学ポテンシャル分布  
～オペランドマイクロＸ線吸収分光法による実験的評価～ 

〇吉岡 輝紀1、柳 将陽1、影山 将汰1、木村 勇太1、中村 崇司1、且井 宏和2、新田 清文3、関澤 央輝3、雨澤 浩史1 （1. 東北大学、2. 産業技術
総合研究所、3. 高輝度光科学研究センター）
 
 

 

全固体化による二相共存系電極材料の充放電反応メカニズムの変化 
〇木村 勇太1、藤崎 貴也1、中村 崇司1、小林 慎太郎2、河口 彰吾2、尾原 幸治2、鈴木 康広3、入山 恭寿3、雨澤 浩史1 （1. 東北大学、2. 高輝
度光科学研究センター、3. 名古屋大学）
 
 

 

Coで部分置換した NASICON型固体電解質 LATPの焼結特性 
〇三好 正悟1、西原 佳彦1、高田 和典1 （1. 物質・材料研究機構）
 
 

 

Glass-ceramic NaxTi2(PO4)3 electrode on Na3Zr2Si2PO12 electrolyte and the
electrochemical properties 

〇賈 淑帆1、大野 真之1、王 健1、長谷川 丈二2、赤松 寛文1、林 克郎1 （1. 九州大学、2. 名古屋大学）
 
 

 

多孔質 NaZr2(PO4)3およびカーボン複合体における湿度感受伝導性とキャパシタ特性 
片岡 菜々子1、長谷川 丈二2、大野 真之1、赤松 寛文1、〇林 克郎1 （1. 九州大学、2. 名古屋大学）
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S13会場 | S13. 蓄電固体デバイスの創成に向けた界面イオンダイナミクスの科学

セッション7（特別講演） 
座長:藪内 直明(横浜国立大学) 

S13
 

フッ化物シャトル電池の現状と展望 
〇安部 武志1 （1. 京都大学）
 
 
 

S13会場 | S13. 蓄電固体デバイスの創成に向けた界面イオンダイナミクスの科学

セッション8（一般講演） 
座長:松井 雅樹(北海道大学) 

S13
 

固体電解質を放電過程でその場形成するコンバージョン型ハロゲン化物電極を用いた大容量全
固体リチウム電池 

〇猪石 篤1、陶山 美幸1、陳 伊新1、坂本 遼2、アルブレヒト 建1、岡田 重人1、栄部 比夏里1 （1. 国立大学法人 九州大学、2. 国立大学法人 京
都大学）
 
 

 

xLiF-LiCrO2コンポジット正極の充放電反応機構 
〇喜多條 鮎子1、名波 拓馬2、武藤 俊介2 （1. 山口大学大学院、2. 名古屋大学）
 
 

 

Li塩高濃度ゲル電解質/金属 Li負極界面の設計とイオンダイナミクス 
〇前吉 雄太1、吉井 一記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）
 
 

 

Lithium-ion transfer at interface between inorganic solid electrolyte and highly
concentrated liquid electrolyte 

〇玉 智英1、上野 和英1,2、渡邉 正義2、獨古 薫1,2 （1. 横浜国立大学、2. 横浜国立大学IAS）
 
 
 

S13会場 | S13. 蓄電固体デバイスの創成に向けた界面イオンダイナミクスの科学

セッション9（一般講演 / 学生講演） 
座長:本山 宗主(九州大学) 

S13
 

振動強結合状態におけるイオン伝導度変調 
〇福島 知宏1、吉光 創之1、森谷 佳司1、村越 敬1 （1. 北海道大学）
 
 

 

固体電解質界面におけるイオン・電子連結ダイナミクスを用いた高性能リザバーコン
ピューティング 

〇土屋 敬志1、西岡 大貴1,2、並木 航1、高栁 真1,2、井村 将隆1、小出 康夫1、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）
 
 

 

LATP系ガラスセラミックスの分極特性 
〇吉岡 稜祐1、田中 優実2 （1. 東京理科大学大学院工学研究科、2. 東京理科大学工学部）
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S13会場 | S13. 蓄電固体デバイスの創成に向けた界面イオンダイナミクスの科学

セッション10（特別講演） 
座長:館山 佳尚(物質・材料研究機構) 

S13
 

第一原理基機械学習モデルによる蓄電固体材料中イオン分布のモンテカルロシミュレーション 
〇笠松 秀輔1 （1. 山形大学）
 
 
 

S14会場 | S14.材料電気化学が拓く金属・半導体の技術革新

材料電気化学01（一般講演 / 学生講演） 
座長:星 芳直(名古屋工業大学) 

S14
 

冷間加工を施したチタン基板上への陽極酸化チタニアナノチューブ被膜成長 
〇土谷 博昭1、桐畑 元紀1、中田 淳二1、藤本 慎司1 （1. 大阪大学）
 
 

 

種々のリン酸塩電解質を用いたアルミニウム陽極酸化皮膜のナノ構造制御 
〇寺島 彩紗1、岩井 愛1、菊地 竜也1 （1. 北海道大）
 
 

 

Al:Cu2O半導体層の電気化学的形成と電気的性質 
〇橋本 悠衣1、クー ペイルーン1、モハマド ザムズリ ビン モハマド ザイン2、伊﨑 昌伸1 （1. 豊橋技術科学大学、2. マレーシアペルリス大
学）
 
 

 

非水系溶液を用いたポーラスアルミナの超高速電解剥離 
〇宮本 和哉1、岩井 愛1、菊地 竜也1 （1. 北海道大）
 
 

 

原子精度で合成した環状ニッケル多核錯体による酸素生成反応の促進 
〇岡田 知篤1、船木 壮太1、川脇 徳久1、吉川 聡一2、山添 誠司2、根岸 雄一1 （1. 東理大院理、2. 都立大院理）
 
 

 

粒径約1nm白金ナノクラスターの高収率合成法の確立と酸素還元活性の評価 
〇西 直樹1、三富 優介1、Samanta Arpan1、川脇 徳久1、根岸 雄一1 （1. 東理大院理）
 
 

 

AlCl3-NaCl-KCl溶融塩における各種 Al-Cu合金のアノード溶解挙動 
〇大宅 翔貴1、布村 順司1,2、松島 永佳1、京 良彦2、兒嶋 洋一2、上田 幹人1 （1. 北海度大学大学院、2. 株式会社UACJ）
 
 
 

S14会場 | S14.材料電気化学が拓く金属・半導体の技術革新

材料電気化学02（特別講演 / 学生講演） 
座長:土谷 博昭(大阪大学) 

S14
 

熱力学に立脚した酸化物形成のための水溶液電気化学プロセス設計 
〇伊﨑 昌伸1 （1. 豊橋技術科学大学）
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マイクロ～ナノギャップを有するガルバニアレーを用いた結霜の極初期・早期段階での検出 
〇平山 賢1,2、ミッカウィー モアタズ1、坂本 幸弘3、川喜多 仁1 （1. 国立研究開発法人　物質・材料研究機構、2. 千葉工業大学大学院、3. 千
葉工業大学）
 
 

 

シリカ層上に作製したマイクロ～ナノギャップを有するガルバニアレーの表面状態と水接触に
よる応答電流の関係 

〇飯田 和也1,2、重藤 暁津1、ゴズワミ レッカ1、坂本 幸弘3、川喜多 仁1 （1. 国立研究開発法人　物質・材料研究機構、2. 千葉工業大学大学
院、3. 千葉工業大学）
 
 

 

3Dインピーダンス法による金属触媒エッチングおけるシリコンナノワイヤーの成長挙動の解析 
〇浅野 弘靖1、加藤 慎也1、星 芳直1 （1. 名古屋工業大学）
 
 
 

S14会場 | S14.材料電気化学が拓く金属・半導体の技術革新

材料電気化学03（学生講演） 
座長:阿相 英孝(工学院大学) 

S14
 

水素ポンピングを活用した電気化学的 CO2分離法の研究 
〇金澤 颯大1、名合 虎之介1、松島 永佳1、上田 幹人1 （1. 北海道大学）
 
 

 

パイロクロア型酸化物を用いた酸性電解質用水電解電極触媒の設計 
〇岡﨑 大樹1、高瀬 聡子1、清水 陽一1 （1. 九州工業大学大学院）
 
 

 

InP電極を用いた光電気化学反応による重水素分離の研究 
〇佐藤 衣吹1、松島 永佳1、上田 幹人1、Sokalu Eniola2、Brinkert Katharina2 （1. 北海道大学、2. University of Warwick）
 
 

 

キラルナノ空間に閉じ込めた金属イオンの還元による合金ナノヘリックス作製 
〇益木 晴一朗1、中谷 真大1,2、村上 勇樹1、岡崎 豊1、邑瀬 邦明1、小田 玲子3,4、深見 一弘1 （1. 京都大学、2. 大阪産業技術研究所、3. ボル
ドー大学、4. 東北大学）
 
 
 

S14会場 | S14.材料電気化学が拓く金属・半導体の技術革新

材料電気化学04（特別講演 / 一般講演 / 学生講演） 
座長:菊地 竜也(北海道大学) 

S14
 

超濃厚電解液を活用した電析・電気めっき 
〇邑瀬 邦明1 （1. 京都大学）
 
 

 

易水溶性 KF-KCl溶融塩中でのシリコンおよびチタン電析において膜の平滑性に与える電解条
件の影響 

〇安田 幸司1、法川 勇太郎1、野平 俊之1 （1. 京都大学）
 
 

 

エマルジョンを電解液に用いたミディアムエントロピー合金電析 
〇村上 勇樹1、北田 敦2、邑瀬 邦明1、深見 一弘1 （1. 京都大学、2. 東京大学）
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アルカリ性濃厚乳酸浴からの Cu2O電析における Cu(II)錯体の影響 
〇湯淺 隆祐1、三浦 隆太郎1、北田 敦2、深見 一弘1、邑瀬 邦明1 （1. 京都大学、2. 東京大学）
 
 

 

塩化物系濃厚水溶液を用いた三価クロム電析の EQCM解析 
〇鹿取 温希1、北田 敦2、深見 一弘1、邑瀬 邦明1 （1. 京都大学、2. 東京大学）
 
 
 

S14会場 | S14.材料電気化学が拓く金属・半導体の技術革新

材料電気化学05（学生講演） 
座長:深見 一弘(京都大学) 

S14
 

バイポーラ電気化学を用いたヤヌス型チタン基複合材料の創製 
〇國毋 優香1、阿相 英孝1 （1. 工学院大学）
 
 

 

サイクリックボルタンメトリーを利用した多孔質 TiO2薄膜の電解析出 
〇藤田 柊哉1、北野 翔1、青木 芳尚1、須藤 幹人2、幅崎 浩樹1 （1. 北海道大学、2. JFEスチール（株））
 
 

 

ステンレスの陽極酸化における電解条件が高規則性ナノホールアレー形成に与える影響 
〇長田 悠雅1、柳下 崇1 （1. 都立大院都市環境）
 
 

 

幾何学形状を制御したアルミナスルーホールメンブレンの形成 
〇傍士 陽太1、柳下 崇1 （1. 都立大院都市環境）
 
 

 

Agの陽極酸化による規則性ナノホールアレーの形成 
〇豊嶋 彩香1、柳下 崇1 （1. 都立大都市環境）
 
 

 

各種 FeNi系合金のアノード酸化による酸素発生反応の活性化 
〇熊 澤韜1、北野 翔1、Quintero Giraldo David Alberto1、青木 芳尚1、幅崎 浩樹1 （1. 北海道大学）
 
 

 

交流バイポーラ電解によるアルミニウムアノード酸化皮膜の電解着色 
〇稲川 和希1、阿相 英孝1 （1. 工学院大学）
 
 
 

S15会場 | S15.一般学術講演分類

セッション１（一般講演） 
座長:五百蔵 勉(産業技術総合研究所) 

S15
 

電気化学発光における電子移動距離とエキシマー発光についての考察 
〇石松 亮一1、中野 幸二1 （1. 九州大学）
 
 
 

S15会場 | S15.一般学術講演分類

セッション２（一般講演） 
座長:樋口 栄次(大阪公立大学) 

S15
 

アイオノマ繊維からなる不織布を骨格とする燃料電池空気極触媒層の発電性能 
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〇吉野 修平1、篠原 朗大1、兒玉 健作1、森本 友1 （1. (株)豊田中央研究所）
 
 

 

液中通電法による Au微粒子生成過程の電気化学的分析 
〇小澤 真一郎1、北郷 萌1、宮﨑 尚1、岡本 庸一1 （1. 防衛大学校）
 
 

 

電析した Ni-Sn触媒への Fe複合化とその OER特性 
〇中邑 敦博1、村中 武彦1、中山 雅晴2 （1. 山口産技センター、2. 山口大院創成科学）
 
 

 

電解還元による CO2のエチレン変換に対するライフサイクル CO2排出量評価 
〇山口 信義1、江部 広治1、嶺岸 耕1、杉山 正和1 （1. 東京大学）
 
 

 

PEM水電解セル加速劣化試験法の開発 
〇五百蔵 勉1、永井 つかさ1、城間 純1、秋田 知樹1、安田 和明1 （1. 産業技術総合研究所）
 
 
 

S15会場 | S15.一般学術講演分類

セッション３（一般講演） 
座長:小澤 真一郎(防衛大学校) 

S15
 

構造機能相関解明に向けた 放射線グラフト重合高分子電解質膜のナノイメージング 
〇茂木 俊憲1、吉村 公男1、ザオ ユエ1、廣木 章博1、前川 康成1 （1. 量研高崎研）
 
 

 

大型アルカリ水電解システム"Aqualyzer"用の水電解槽の要素技術開発 
〇内野 陽介1、藤田 泰宏1、大野 純1 （1. 旭化成株式会社）
 
 

 

大型アルカリ水電解システム” Aqualyzer"の設計開発と実証 
〇藤田 泰宏1、内野 陽介1 （1. 旭化成株式会社）
 
 

 

大型アルカリ水電解システムの水素コスト最適化技術の開発 
〇大野 純1、森田 浩平1、内野 陽介1、加戸 良英1 （1. 旭化成株式会社）
 
 
 

S15会場 | S15.一般学術講演分類

セッション４（一般講演・学生講演） 
座長:山口 信義(東京大学) 

S15
 

海水電気分解の高効率選択的酸素生成のための電解質エンジニアリング 
〇小宮 大輝1、高鍋 和広1 （1. 東京大学）
 
 

 

Different Types of Water Molecules in Anion Exchange Membrane Studied by Raman
Spectroscopy 

〇Wakolo Solomon Wekesa1 （1. University of Yamanashi）
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アルカリ水電解用金属酸化物カソードの耐久性に及ぼす中間層の影響 
〇樋口 栄次1、外山 夏海1、知久 昌信1、井上 博史1 （1. 大阪公立大学）
 
 
 

S15会場 | S15.一般学術講演分類

セッション５前半（学生講演） 
座長:福永 明彦(早稲田大学) 

S15
 

PEFCによる重水素分離への触媒担持量の検討 
〇名合 虎之介1、古澤 宏一朗1、松島 永佳1、上田 幹人1 （1. 北海道大学）
 
 

 

高い気泡排出能を持つハイドロゲル電極の作製及びその評価 
〇中嶋 律起1、谷口 達也2、佐々木 雄太2、錦 善則3、Zaenal Awaludin3、中井 貴章3、加藤 昭博3、光島 重徳1,4、黒田 義之1,4 （1. 横浜国立大
学大学院 理工学府、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 先端科学高等研究院）
 
 

 

ハイブリッド水酸化コバルトナノシートの共同電解析出を利用したアルカリ水電解アノード用
複合金属水酸化物触媒の形成 

〇水越 大慈1、谷口 達也3、佐々木 雄太3、錦 善則4、Awaludin Zaenal4、中井 貴章4、加藤 昭博4、光島 重徳1,2、黒田 義之1 （1. 横浜国立大
学大学院理工学府、2. 横浜国立大学 先端科学高等研究院、3. 川崎重工業株式会社、4. デノラ・ペルメレック株式会社）
 
 
 

S15会場 | S15.一般学術講演分類

セッション５後半（学生講演） 
座長:上田 幹人(北海道大学) 

S15
 

アルカリ水電解槽における気泡脱離因子の解析と性能評価 
〇松川 和幸1、黒田 義之1,2、東野 孝浩3、奥野 一樹3、俵山 博匡3、細江 晃久3、光島 重徳1,2 （1. 横浜国立大学大学院 理工学府、2. 横浜国立
大学 先端科学高等研究院、3. 住友電気工業(株)）
 
 

 

多孔質移動層の孔径と厚さが固体高分子水電解の分極に及ぼす影響 
〇石田 泰基1、長澤 兼作2、佐野 陽祐3、黒田 義之1,2、光島 重徳1,2 （1. 横浜国立大学大学院 理工学府、2. 横浜国立大学 先端科学高等研究
院、3. 三菱マテリアル株式会社 イノベーションセンター）
 
 

 

アルカリ水電解における起動停止模擬加速劣化試験のパラメータ設定 
〇円城寺 勇斗1、アブドルハリム アシュラフ2、長澤 兼作2、黒田 義之1,2、光島 重徳1,2 （1. 横浜国立大学大学院、2. 横浜国立大学先端科学高
等研究院）
 
 

 

トルエン直接電解水素化における膜-電極接合体の熱処理温度と電流効率 
〇大井 翔太1、長澤 兼作2、黒田 義之1,2、光島 重徳1,2 （1. 横浜国立大学　大学院理工学府、2. 横浜国立大学　先端科学高等研究院）
 
 
 

S15会場 | S15.一般学術講演分類

セッション６（学生講演） 
座長:黒田 義之(横浜国立大学) 

S15
 

超高速 CO2電解における電流密度依存性とその反応メカニズム解析 
〇井上 明哲1、原田 隆史2、中西 周次2、神谷 和秀2 （1. 阪大院基礎工、2. 阪大院基礎工太陽セ）
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High-Rate Electrolysis of CO 2 to Ethanol on Cu / Zn Catalysts 
〇Hettiarachchi Kaushika Hasini1、井上 明哲1、原田 隆史2、中西 周次2、神谷 和秀2 （1. 阪大院基礎工、2. 阪大院基礎工太陽セ）
 
 

 

固体高分子型電解セルを用いた CO2還元反応にカチオン種が与える影響 
〇伊藤 翔太朗1、加藤 慎太郎1、中畑 祥子1、原田 隆史1、中西 周次1、神谷 和秀1 （1. 大阪大学）
 
 

 

CO2電解還元用新規ナノ複合電極創製に向けた金属薄膜の特性把握 
〇越智 洋次郎1、福永 明彦1 （1. 早稲田大学）
 
 

 

Pt電極触媒を有する膜電極接合体を用いた CO2メタネーションの高効率化に向けた電位ス
テップ法の適用 

〇石橋 龍1、迫田 泰斗1、松田 翔風1、白仁田 沙代子1、梅田 実1 （1. 長岡技術科学大学）
 
 

 

Sn担持酸化グラフェンを用いた電気化学的 CO2還元によるギ酸合成 
〇田野 佑磨1 （1. 熊本大学大学院）
 
 
 

S15会場 | S15.一般学術講演分類

セッション７前半（学生講演） 
座長:赤松 謙祐(甲南大学) 

S15
 

アミド系抽出剤を利用した連続抽出-電解析出法による Pdの回収 
〇奥野 知樹1、木下 了磨1、松宮 正彦1、佐々木 祐二2 （1. 横浜国立大学、2. 日本原子力研究開発機構）
 
 

 

アミド系溶媒およびイオン液体からのアルミニウム電析におよぼす酸素の影響 
〇山本 恭司1、東野 昭太2、池之上 卓己1、三宅 正男1、平藤 哲司1 （1. 京都大学、2. 大阪公立大学）
 
 

 

金属錯体結晶の水分解電極触媒特性 
〇全 寅夏1、高瀬 聡子1、清水 陽一1 （1. 九州工業大学）
 
 

 

電気化学的手法により作製した層状マンガン酸化物の反応場と混合原子価を利用した色素分解
機構 

〇佐藤 匠1、常盤 琴美1、小岩 一郎1、友野 和哲1 （1. 関東学院大学）
 
 
 

S15会場 | S15.一般学術講演分類

セッション７後半（学生講演） 
座長:松田 翔風(弘前大学) 

S15
 

固体高分子形燃料電池用カソード触媒としての Ti酸化物ベース触媒の酸素還元活性に対する影
響因子の検討 

〇小幡 もも1、松澤 幸一2、竹内 悠1、大城 善郎3、石原 晋次4、池上 芳5、永井 崇昭5、門田 隆二5、石原 顕光5 （1. 横浜国立大学 大学院 理工
学府、2. 横浜国⽴⼤学 ⼤学院 ⼯学研究院、3. 熊本県産業技術センター、4. 横浜国立大学 研究推進機構 機器分析評価センター、5. 横浜国⽴
⼤学 先端科学⾼等研究院）
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固体電解質膜を用いた電気めっきプロセスにおける反応機構解析と皮膜構造評価 
〇山田 詢介1、髙嶋 洋平2、鶴岡 孝章2、赤松 謙佑2 （1. 甲南大学大学院、2. 甲南大学）
 
 

 

多層多孔質電極ペロブスカイト太陽電池のカーボン背面電極に対する酸化スズの混合効果 
〇大石 虹汰1、伊藤 省吾1 （1. 兵庫県立大学）
 
 
 

S15会場 | S15.一般学術講演分類

セッション８（学生講演） 
座長:片倉 誠士(名古屋大学) 

S15
 

酸化性溶液中における鉄の自然電位の自発的振動現象 
〇佐藤 凌1、久下 晃雅1、向山 義治1 （1. 東京電機大学）
 
 

 

次世代 LIB電解液に資する DMC超濃厚電解液の特徴と電気化学的評価 
〇吉田 有里菜1、渡辺 日香里1、四反田 功1、板垣 昌幸1 （1. 東京理科大学）
 
 
 

S15会場 | S15.一般学術講演分類

セッション９（一般講演） 
座長:片倉 誠士(名古屋大学) 

S15
 

新規ホウ酸アニオン系イオン液体の開発と物性評価 
〇田端 憂也1、渡辺 日香里1、韓 智海2、四反田 功1、梅林 泰宏2、板垣 昌幸1 （1. 東京理科大学大学院、2. 新潟大学大学院）
 
 

 

二成分イオン液体/電極界面におけるアニオン吸脱着ヒステリシスの研究 
〇岩橋 崇1、周 尉2、Kim Doseok3、大内 幸雄1 （1. 東京工業大学、2. 上海大学、3. Sogang大学）
 
 

 

ラマン分光法を駆使したイオン液体の構造解析：4級ホスホニウムカチオンがアニオンのコン
フォメーションに与える影響 

〇松本 充央1、竹内 一輝1、縄手 祥希1、井上 陽太郎3、綱島 克彦2、山田 裕久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.
地方独立行政法人大阪産業技術研究所）
 
 
 

S15会場 | S15.一般学術講演分類

セッション１０（学生講演） 
座長:岩橋 崇(東京工業大学) 

S15
 

イオン液体中における Zn析出－溶解反応におよぼすカチオン構造効果 
〇杉山 祐輔1、清水 雅裕1、吉井 一記2、新井 進1 （1. 信州大学、2. 産業技術総合研究所）
 
 

 

ドナー性の異なる溶媒を用いた高濃度 Li塩溶液における溶液構造と Liイオン輸送の関係性 
〇重信 圭佑1、都築 誠二2、篠田 渉3、獨古 薫1,2、渡邉 正義2、上野 和英1,2 （1. 横浜国立大学院理工、2. 横浜国立大学IAS、3. 岡山大学基礎
研）
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近赤外分光法による電解質水溶液の吸収強度に対するアニオンの影響 
〇徐 竟超1、牧 秀志1、水畑 穣1,2 （1. 神戸大学、2. ヤゲウォ大学）
 
 
 

S15会場 | S15.一般学術講演分類

セッション１１（一般講演） 
座長:押切 剛伸(山形県立産業技術短期大学校) 

S15
 

高濃度アルカリ金属塩水溶液におけるイオンペア形成と水和構造変化が及ぼす定量ＮＭＲの信
号強度への影響 

〇牧 秀志1、福田 涼馬1、松田 玲依1、水畑 穣1 （1. 神戸大学）
 
 

 

4 電極式セルおよび対称セルを用いた多孔性電極内イオン輸送挙動の評価（2） 
〇片倉 誠士1、鈴木 康平1、福塚 友和1 （1. 名古屋大学）
 
 

 

AgCl沈澱生成の電位差滴定による AgCl溶解度積の決定 
〇垣内 隆1,2、谷郷 龍之介2、谷 篤史2、山﨑 毅2、小松原 滉太2、山本 雅博2 （1. pH 計測科学ラボラトリー、2. 甲南大（理工））
 
 
 

S15会場 | S15.一般学術講演分類

セッション１２（一般講演） 
座長:牧 秀志(神戸大学) 

S15
 

磁気電析における奇のキラリティの挙動 
〇茂木 巌1、青柿 良一2、高橋 弘紀1 （1. 東北大学、2. 職業大）
 
 

 

強磁場下での銅デンドライト結晶によるイオン空孔由来ナノバブルの生成 
〇三浦 誠1、押切 剛伸2、杉山 敦史3,4,5、森本 良一6、茂木 巖7、三浦 美紀8、山内 悠輔5,9,10、青柿 良一11 （1. 東北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. 埼玉県産業技術総合
センター、7. 東北大学金属材料研究所、8. ポリテクセンター君津、9. クィーンズランド大学、10. JST ERATO、11. 職業能力総合大学校）
 
 

 

高磁場下の水電解におけるイオン空孔対消滅による熱発生 
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3,9,10、青柿 良一11 （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. 東北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. クイーンズランド大学、10. JST ERATO、11. 職業
能力開発総合大学校）
 
 

 

垂直磁場の下でのイオン空孔層の超流動性の可視化 
〇押切 剛伸1、三浦 誠2、森本 良一3、杉山 敦史4,5,6、三浦 美紀7、茂木 巌8、山内 悠輔6,9,10、青柿 良一11 （1. 山形県立産業技術短期大学
校、2. 東北職業能力開発大学校、3. 埼⽟県産業技術総合センター、4. 吉野電化⼯業株式会社、5. 早稲⽥⼤学ナノ・ライフ創新研究機構、6.
物質・材料研究機構、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. JST ERATO、11. 職業能力開発
総合大学校）
 
 

 

硫酸銅溶液における磁場電析中の流速計算と実験値の比較検討－２ 
〇岩永 敦1、宮沢 聡2 （1. ワイラボ、2. アルプスアルパイン（株））
 
 


