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P01  ゼオライト触媒の酸性度およびケージ構造が Ethylene-to-Propylene反応に及ぼす影
響

（東大院工）○木村孝博，（東大生研）茂木堯彦，小倉 賢

P02  Cuゼオライトを用いた CH4-SCR 
（東大生研）大畠悠輔，（東京理科大）○林 駿輔，（東大生研）小倉 賢，

（東京理科大）駒場慎一

P03  ポスト処理によるメソポーラス SAPO-34の調製
（東大生研）小倉 賢，（中央大）○劉 闖，石井洋一

P04  ポリアクリル酸被覆多孔質膜の透過特性
（宇都宮大）○牧野琴美，佐藤剛史，伊藤直次

P05  Pharmacosiderite型Mo4P3O16の低温水熱合成およびミクロ細孔吸着能

（神奈川大）○小杉雄大，石川理史，上田 渉

P06  ミクロ細孔性MoxW(4－x)MyV(3－y)O19 (M = Ti, Zr)の合成とNH3-SCR 
（神奈川大）○仲井眞一歌，Tao Meilin，神山曜帆，（都立大，熊本大）猪俣雄介，

（都立大）村山 徹，（神奈川大）石川理史，上田 渉

P07  Development of Silicalite-1 encapsulated Ni nanoparticle catalysts for steam 
reforming of ethanol with high activity 
（東工大）〇Sirintra Arayawate, Hiroyasu Fujitsuka, Teruoki Tago

P08  香料エステル合成のためのゼオライト膜反応器
（宇都宮大）○中山 剛，佐藤剛史，伊藤直次，（日本ゼオン）三木英了

P09  有機溶媒中のポリスチレンのゼオライトベータによる触媒分解
（早稲田大）〇稲村 翔，酒井 求，松方正彦

P10  脱 Al-*BEAおよびMORゼオライトに対する重質炭化水素の吸着脱離挙動の比較
（早稲田大）〇梅澤健人，酒井 求，松方正彦

P11  Y型ゼオライト膜の合成手法の検討
（早稲田大）〇陶山 翔，酒井 求，松方正彦

P12  AEI型ゼオライト膜を用いた酢酸エチル合成膜反応器の開発
（早稲田大）〇関根悠真，酒井 求，松方正彦

P13  Fe系触媒と ZSM-5膜を用いた Fischer-Tropsch合成用膜反応器の開発
（早稲田大）〇千原直人，酒井 求，松方正彦

P14  エステル交換反応用浸透気化分離膜反応器の開発
（早稲田大）〇土屋柊人，酒井 求，松方正彦

P15  有機溶剤中のポリエチレンのゼオライトベータによる触媒分解
（早稲田大）〇三浦えり，酒井 求，松方正彦



P16  トリスアミノフェニルコロールを骨格に有する共有結合性有機構造体シートの膜厚
制御

（静岡大）吉田芽来，〇宮林恵子

P17  メソ細孔を有する Al2O3に担持した PtCu触媒による n-ブタン脱水素反応
（埼玉大）○大嶋祐輝，朽木晴治，平原実留，荻原仁志，黒川秀樹

P18  Effect of preparation method using hydrogen peroxide or oxalic acid on the 
crystallinity and catalytic properties of TS-1 
（東工大科技創研）〇Piyapatch Techasarintr，Feiyu Qin，野村淳子，横井俊之

P19  CON型ゼオライト合成ゲルへの界面活性剤の添加効果
（東工大科技創研）〇澤田真人，松本 剛，（東北大多元研）大須賀遼太，

（東工大科技創研）保田修平，野村淳子，横井俊之

P20  メタンからメタノールを経由した炭化水素生成を可能にするゼオライト触媒開発
（東工大科技創研）〇中村研吾，保田修平，（東北大多元研）大須賀遼太，

（東工大科技創研）松本 剛，野村淳子，横井俊之

P21  AEI型ゼオライトの粒子径体制御と酸触媒特性
（東工大科技創研）〇竹内隆志，（東北大多元研）大須賀遼太，

（東工大科技創研）松本 剛，保田修平，野村淳子，横井俊之

P22  Preparation of Pt catalysts supported on 3D nanoporous carbon replicated from 
silica nanospheres 
（東工大科技創研）〇Yibing Cai，松本 剛，保田修平，野村淳子，横井俊之

P23  ゼオライト担持 Ag触媒に対する第 2金属の添加効果
（東工大科技創研）〇于 牧遠，保田修平，松本 剛，野村淳子，横井俊之

P24  UZM-35の合成条件検討と触媒特性評価
（東工大科技創研）〇豊田大翔，王 勇，（東北大多元研）大須賀遼太，

（東工大科技創研）野村淳子，横井俊之

P25  YFI型ゼオライトの合成とその固体酸触媒特性
（横浜国大理工）○杉本遼太，劉 青，淺沼 開，（横浜国大工）稲垣怜史，窪田好浩

P26  Me2Pr2N+を構造規定剤としたMSE型ゼオライトの合成
（横浜国大理工）○奥田多絵，小田川翔大，（横浜国大工）稲垣怜史，窪田好浩

P27  液相修飾によるベータ型チタノシリケートの調製と酸化触媒性能の向上
（横浜国大理工）○岸田拓人，淺沼 開，小田川翔大，（横浜国大工）稲垣怜史，

窪田好浩

P28  種々のゼオライトを酸触媒とするドコサンのクラッキング
（横浜国大理工）○志村泰充，大類有基，（横浜国大工）稲垣怜史，窪田好浩



P29  多孔質シリコチタネートの合成と触媒反応への応用
（横浜国大理工）○宮谷拓斗，森元駿介，淺沼 開，番 裕介，

（横浜国大工）窪田好浩，稲垣怜史

P30  高温エタノール水溶液中におけるベンジルフェニルエーテルのエタノリシス反応
（岩手大）○谷口賢吉，七尾英孝，（産総研）佐藤 修，山口有朋，

（岩手大，産総研）白井誠之

P31  担持金属触媒を用いたエタノール水溶液中でのベンゾフランの水素化分解反応
（岩手大）○平石優志，七尾英孝，（産総研）佐藤 修，山口有朋，

（岩手大，産総研）白井誠之

P32  有機ハイドライドからの高速水素生成を目指した炭素担持 Pt-Ni系合金触媒の開発
（東工大）〇佐野公一郎，藤墳大裕，多湖輝興

P33  炭素担持銅触媒を用いたキシロースの水素化によるキシリトール選択合成
（東工大）〇鹿又緑斗，藤墳大裕，多湖輝興

P34  CO2水素化によるメタノール合成用 Cu/ZrO2触媒の調製条件の影響

（成蹊大）○古屋伸悟，大島一真，里川重夫

P35  CO2-FT合成のための Co系触媒の担体の影響
（成蹊大）○下羽恭平，大島一真，里川重夫

P36  イソブタノールからの p-キシレン選択合成反応における ZSM-5 触媒への Zn 担持効
果

（東工大）〇小嶋泰輔，藤墳大裕，多湖輝興

P37  合金ナノ粒子触媒を用いた選択性制御によるアミンの単純脱水素型酸素化
（東京大）〇谷田部孝文，大山貴史，竹井大輔，矢部智宏，山口和也

P38 Ru-Sn触媒によるメタンからエタンへの選択的脱水素カップリング
（東工大）〇水野彩香，高畠 萌，南保雅之，眞中雄一，本倉 健

P39  固体酸と担持 Pd種共存下における求核剤へのアルキル基の直接導入反応
（東工大）○美崎 慧，高畠 萌，南保雅之，眞中雄一，本倉 健

P40 少量の Seを添加した Pt/TiO2触媒のメチルシクロヘキサン脱水素特性

（九州大）〇伊藤大弥，山本 剛，岸田昌浩，（日鉄エンジニアリング）加藤 譲，

森田健太郎，大橋亜珠香

P41  イソペンタン脱水素によるイソプレン製造のためのPtSn/MgAl2O4触媒への塩基性酸

化物の添加効果

（埼玉大）○浮田龍一，関 艶陽，荻原仁志，黒川秀樹

P42  ジイソブチレン環化脱水素反応によるパラキシレン製造のための担持 Pt 系触媒の開
発―Pt粒径の効果―
（埼玉大）○大澤南斗，宮原稔武，平原実留，荻原仁志，黒川秀樹



P43  担持 Pt触媒を用いたメタン脱水素による有用化合物の合成
（埼玉大）○友野 樹，髙村 陸，平原実留，荻原仁志，黒川秀樹

P44  黒鉛層間内イリジウムナノディスクの調製
（岩手大）〇蘇武智樹，袖野美果，加藤嵩介，七尾英孝，白井誠之

P45 黒鉛担持金属触媒を用いたエタノール水溶液中におけるグアイアコールの水素化反
応

（岩手大）〇法量大輝，佐藤光佑，谷口賢吉，永澤佳之，七尾英孝，

（産総研）佐藤 修，山口有朋，（岩手大，産総研）白井誠之

P46  マイクロ波を用いたメタン直接分解用触媒の開発―Mg添加Ni系触媒の性能―
（旭川高専）○斎藤 駿，佐藤未悠，吉谷志都岐，水野美緒，小寺史浩，宮越昭彦

P47  塩基性担体を用いた Pt系触媒の脱水素活性
（室工大）〇小林歩夢，永井綜一郎，山中真也，神田康晴

P48  非担持 Ru系触媒の選択的水素化活性に対する P添加効果
（室工大）〇村上茉菜，神田康晴

P49 酸化セリウム触媒を用いた 1,4-ブタンジオールの脱水による 1,3-ブタジエン合成
（東北大）○小野寺海里，中路洋輔，藪下瑞帆，中川善直，冨重圭一

P50  低温トルエン接触水素化反応速度の評価
（宇都宮大）○山中星輝，佐藤剛史，伊藤直次

P51 高次な構造を有するM-V複合酸化物触媒（M = Nb, Mo, W）のアルカン酸化的脱水
素反応における触媒作用の考察

（神奈川大）○下田光祐，宮沢真維，石川理史，上田 渉

P52 結晶性Mo3VOx複合酸化物をベースとしたエタンから酢酸への選択酸化反応における

高活性触媒の創出

（神奈川大）○田中良裕，大山泰輝，石川理史，上田 渉

P53  {Mo6O21}6- 5員環ユニットからなる酸化モリブデンの酸化還元能と酸化触媒能
（神奈川大）○宮沢真維，下田光祐，石川理史，上田 渉

P54  キレート型モノアニオン配位子を用いる新しい重合用錯体触媒の合成
（岡山大）○永井大登，押木俊之

P55 固体塩基ハイドロタルサイトによるキノリン誘導体のワンポット合成
（東工大）〇佐藤吏沙子，小澤奈央，眞中雄一，本倉 健

P56 酸化ニッケルの OER活性に対する鉄処理の影響
（埼玉大）○靳 子涵，平原実留，荻原仁志，黒川秀樹

P57 電解脱水素法によるメタノールの部分酸化
（埼玉大）○倉持那奈子，岸 怜児，平原実留，荻原仁志，黒川秀樹

P58  プロトン交換膜を利用したアルコールの電解酸化
（埼玉大）○袴田拓海，川口大輔，岸 怜児，平原実留，荻原仁志，黒川秀樹



P59  電極触媒反応におけるNafionの添加効果
（埼玉大）○八木航平，島 朋助，平原実留，荻原仁志，黒川秀樹

P60 脱炭酸促進触媒を用いたバイオオイルの低圧水素化改質の開発
（東京農工大）〇綱川隼矢，銭 衛華

P61 固体酸触媒を用いたパーム酸オイルの改質
（東京農工大）〇範 麗江，銭 衛華

P62 マイクロ波を用いた CO2-メタンドライリフォーミングプロセスの開発―省電力化を
目指した触媒の探索―

（旭川高専）○佐藤未悠，斎藤 駿，吉谷志都岐，阿部更咲，小寺史浩，宮越昭彦

P63 WSe2を用いたHI分解による光水素生成
（富山大）〇河村賢悟，早川克明，萩原英久

P64 廃鉄鋼スラグの多孔質複合酸化物への変換と CO2吸着への応用

（大阪大）〇花木愛子，（大阪大，京都大-ESICB，JST-PRESTO）桑原泰隆，

（大阪大，京都大-ESICB）山下弘巳

P65 炭素繊維を鋳型にした中空ペロブスカイト型酸化物の合成
（成蹊大）○坂本聖空，森田一将，大島一真，里川重夫

P66 イチゴ葉の水熱分解による抗酸化性成分の生成
（宇都宮大）○青山海郎，荒巻志月，佐藤剛史，伊藤直次

P67 イチゴ葉の加圧二酸化炭素抽出による有用成分回収
（宇都宮大）○荒巻志月，佐藤剛史，伊藤直次

P68 pH応答性高分子被覆アルミナ粒子層における透過特性
（宇都宮大）○荻野龍哉，牧野琴美，佐藤剛史，伊藤直次

P69 高 V含有量な Keggin型W-Vヘテロポリ酸の合成とその解析
（神奈川大）○川村美紗希，石川理史，（広島大）定金正洋，（神奈川大）上田 渉

P70 高次な構造を有するMo-Cr複合酸化物の結晶形成メカニズムの検討
（神奈川大）○吉井絵海，下田光祐，石川理史，上田 渉


