
発表番号末尾 IL:招待講演・特別発表、IL**:受賞講演 

A 会 場 
（51 号館 5111） 

9 月 19 日（水） 

招待講演 
 [座長 上垣外 正己] 

 13:45 

 2061 

1A10IL  Pd錯体を開始剤とするジアゾ酢酸エステルの

重合によるポリ（置換メチレン）合成……
○井原 栄治1  1)

愛媛大院理工 
 [座長 猪股 克弘] 

 14:35 

 2064 

1A12IL  可逆的犠牲結合による高靭性・自己修復性

ゲルの創製……
○龔 剣萍1  1)北大院先端生命 

 [座長 竹市 力] 

 15:25 

 2067 

1A14IL  ナノ中空シリカフィラーの合成と複合フィルム

としての応用……
○藤 正督1  1)名工大セラ研 

 [座長 八島 栄次] 

 16:15 

 2070 

1A16IL  イオン液体中での重合および高分子モルフォ

ロジーの電子顕微鏡観察……
○桑畑 進1,2  1)阪大院

工、2)JST-CREST 
 [座長 渡辺 修] 

 17:05 

 2073 

1A18IL  ブロック共重合体薄膜の相分離構造配向制

御 ～機能化へ向けて～……
○山本 勝宏1  1)名工大院

工 

 
9 月 20 日（木） 

招待講演 
 [座長 英 謙二] 

 9:10 

 2076 

2A01IL  じゃじゃ馬高分子を手なずける―液晶場を用

いた高分子ナノ構造創生―……
○渡辺 順次1  1)東工

大院理工 
 

受賞講演 
三菱化学賞受賞講演 

 [座長 辻井 敬亘] 

 10:00 

 2079 

2A03IL**  光酸発生剤を活用するフォトポリマー材料

に関する研究……
○白井 正充1  1)阪府大院工 

三菱化学賞受賞講演 
 [座長 櫻井 和朗] 

 10:50 

 2082 

2A05IL**  フォトリフラクティブポリマーの開発とホログラ

フィックディスプレイへの応用……
○堤 直人1  1)京工繊

大院工芸 
 11:40 フェロー表彰式 

Wiley 賞受賞講演 
 [座長 吉田 亮] 

 12:55 

 2085 

2A08IL**  生体分子システムを基盤とする刺激応答

性機能物質の開発……
○金原 数1  1)東北大多元研 

 13:45 授賞式 
Wiley 賞受賞講演 

 [座長 中野 環] 

 14:10 

 2088 

2A11IL**  構造再編成機能を有する動的共有結合ポ

リマーに関する研究……
○大塚 英幸1  1)九大先導研 

日立化成賞受賞講演 
 [座長 加藤 隆史] 

 15:00 

 2091 

2A13IL**  イオン伝導性高分子の合成と燃料電池へ

の展開……
○宮武 健治1  1)山梨大クリエネ研セ 

日立化成賞受賞講演 
 [座長 英 謙二] 

 15:50 

 2094 

2A15IL**  電荷輸送性超分子集合体の構築と配向制

御……
○吉尾 正史1  1)東大院工 

旭化成賞受賞講演 
 [座長 鈴木 将人] 

 16:40 

 2097 

2A17IL**  新規バイオベースポリマーに向けた植物由

来ビニルモノマーの制御重合系の開発……
○佐藤 浩太郎

1  1)名大院工 

 
9 月 21 日（金） 

招待講演 
 [座長 青井 啓悟] 

 9:35

 2100

3A02IL  異常アミノ酸により設計されたペプチドらせん

のキラル相互作用……
○稲井 嘉人1  1)名工大院工 

 [座長 山下 啓司] 

 10:25

 2103

3A04IL  糖を用いた分子認識性高分子の展開……
○三

浦 佳子1  1)九大院工 
 [座長 樋口 真弘] 

 11:15

 2106

3A06IL  異なる内外表面をもつ有機ナノチューブの構

築とそのナノバイオ分野への応用……丁 武孝1・亀田 直

弘1・○増田 光俊1  1)産総研ナノチューブ応用研セ 

 

B 会 場 
（1 号館 0111） 

9 月 19 日（水） 

高分子化学 
 [座長 永井 寛嗣] 

 10:00

 2109

1B03  ラジカル重合の開始過程をより深く理解するた

めの時間分解電子スピン共鳴分光法の開発……
○梶原 

篤1  1)奈良教育大 
 10:25

 2111

1B04  7,7,8,8-テトラキス(エトキシカルボニル)キノジメ

タンと7,7-ジシアノキノンメチドとの無触媒共重合……
○川

喜田 宏1・宇野 貴浩1・久保 雅敬2・伊藤 敬人1・平井 

克幸3・梶原 篤4  1)三重大院工、2)三重大院地域イノ
ベーション、3)三重大社会連携セ、4)奈良教育大 

 [座長 梶原 篤] 

 10:50

 2113

1B05  ブトキシカルボニル基を有するキラルオキサゾリ

ジノンのラジカル重合……
○丹羽 実輝1・田中 均1  1)徳

島大院 
 11:15

 2115

1B06  N-ベンゾイルオキサゾリジノンの構造制御ラジカ

ル重合……
○乗貞 孟1・丹羽 実輝1・田中 均1  1)徳島

大院 
 11:40

 2117

1B07  cd置換ジオキソラノンのラジカル共重合および

生成ポリマーの特性……
○木林 達也1・丹羽 実輝1・田中 

均1  1)徳島大院 
 [座長 佐藤 絵理子] 

 12:55

 2119

1B08  分子内に一つまたは二つのリン酸エステル基を

有する1,3-ブタジエン誘導体のラジカル重合……
○竹中 

克彦1・有本 真弓1・竹下 宏樹1・宮 正光1・塩見 友雄1

1)長岡技科大 
 13:20

 2121

1B09  ベンゼン環を有するジメタクリレートの溶液中の

構造と環化重合……
○荒川 俊也1・斎藤 鷹一1・斎藤 礼

子1  1)東工大院理工 
 13:45

 2123

1B10  イソチオシアナート構造を持つポリ（メタ）アクリラ

ートの合成と性質……
○瀬戸 良太1・松本 幸三1・遠藤 剛

1  1)近畿大分子研 
 [座長 佐藤 敏文] 

 14:10

 2125

1B11  p-クロロメチルスチレンから誘導されるスピロオ

ルトエステル構造を持つ新規スチレン系モノマーの合成と

重合および生成ポリマーの架橋反応……
○宮田 高浩1・松

本 幸三1・遠藤 剛1・米森 重明2  1)近畿大分子研、
2)AGCセイミケミカル 

 14:35

 2127

1B12  N-置換マレイミドと1-メチレンベンゾシクロアルケ

ンのラジカル共重合……
○久野 美輝1・松本 章一1  1)

阪市大院工 
 15:00

 2129

1B13  易解体性接着への応用を目的とした高分子量

アクリル系ブロック共重合体の合成……
○山西 啓介1・乾 

匡志1・佐藤 絵理子1・松本 章一1  1)阪市大院工 
 [座長 後藤 淳] 

 15:25

 2131

1B14  協奏レドックス・フェロセン－鉄(Fe)錯体系： リビ

ングラジカル重合の高汎用性触媒……
○藤村 幸次郎1・

大内 誠1・澤本 光男1  1)京大院工 



 15:50 

 2133 

1B15  “グリーン” リビングラジカル重合のための触媒

配位子設計： 親水性ルテニウム (Ru) 触媒と高耐性鉄 

(Fe) 触媒……
○西澤 啓太1・大内 誠1・澤本 光男1  1)

京大院工 
 16:15 

 2135 

1B16  アルキルボラン開始剤のリビングラジカル重合挙

動解析……
○布重 純1・村木 孝仁1・香川 博之1  1)日立

 16:40 

 2137 

1B17  S-ビニルスルフィド誘導体のRAFT重合による機

能性含硫黄ポリマーの精密合成……
○安孫子 洋平1・中

林 千浩1・森 秀晴1  1)山形大院理工 
 [座長 松本 章一] 

 17:05 

 2139 

1B18  ノルボルネンおよびマレイミド誘導体のRAFT交

互共重合……
○岡嵜 聡司1・永井 寛嗣1・佐藤 浩太郎1・

上垣外 正己1  1)名大院工 
 17:30 

 2141 

1B19  遷移金属触媒リビングラジカル重合および逐次

重合における生長末端の選択的アミド化反応……
○半田 

将人1・佐藤 浩太郎1・上垣外 正己1  1)名大院工 
 17:55 

 2143 

1B20  金属触媒を用いた連鎖／逐次ラジカル同時重

合による周期的官能基導入ポリマーの合成……
○伊藤 大

介1・佐藤 浩太郎1・上垣外 正己1  1)名大院工 

 
9 月 20 日（木） 

高分子化学 
 [座長 佐藤 浩太郎] 

 9:10 

 2145 

2B01  有機触媒を用いた光誘起型リビングラジカル重

合……
○大朏 彰道1・後藤 淳1・梶 弘典1  1)京大化研

 9:35 

 2147 

2B02  有機テルル化合物を連鎖移動剤として用いた

高圧下におけるリビングラジカル重合……
○藤井 鑑1・三島 

絵里1・山子 茂1,2  1)京大化研、2)JST-CREST 
 10:00 

 2149 

2B03  TERPとラジカルカップリング反応を用いた末端

および中央官能基化ポリマーの合成……
○有馬 隆広1・中

村 泰之1,2・山子 茂1,2  1)京大化研、2)JST-CREST 
 [座長 中村 泰之] 

 10:25 

 2151 

2B04  リビングラジカル重合による機能性星型ポリマー

……
○寺島 崇矢1・澤本 光男1  1)京大院工 

 10:50 

 2153 

2B05  星型ポリマー触媒によるリビングラジカル重合：

反応場による重合制御……
○北川 翔1・寺島 崇矢1・澤本 

光男1  1)京大院工 
 11:15 

 2155 

2B06  タンデムリビングラジカル重合による機能性グラ

ジエントコポリマーの創成……
○小倉 裕介1・寺島 崇矢1・

澤本 光男1  1)京大院工 
 11:40 

 2157 

2B07  金属酸化物存在下でのPEOマクロモノマーの原

子移動ラジカル重合：溶媒、金属酸化物、分子量の影響

……
○森川 雅章1・足立 馨1・塚原 安久1  1)京工繊大

院工芸 
 [座長 永木 愛一郎] 

 12:55 

 2159 

2B08  水媒体中でのN-tert-ブチルアクリルアミドの重

合：単分散高分子微粒子の合成と機能化……
○木村 雄

大1・鳴海 敦1・川口 正剛1  1)山形大院理工 
 13:20 

 2161 

2B09  α位に機能性官能基を導入したアクリル酸エス

テル類の合成と重合……
○高坂 泰弘1・倉田 崇1・山口 

英司1・諏澤 和葉1・北山 辰樹1  1)阪大院基礎工 

 13:45 

 2163 

2B10  リビングアニオン重合法によるポリ（ジビニルベン

ゼン）類の精密合成……
○田中 俊資1・松本 壮由1・後関 

頼太1・石曽根 隆1・平尾 明1  1)東工大院理工 
 [座長 北山 辰樹] 

 14:10 

 2165 

2B11  アダマンタン環を有するスチレン類および1,1-ジ

フェニルエチレン類のアニオン交互共重合……
○金井 那

矢1・平尾 明1・石曽根 隆1  1)東工大院理工 
 14:35 

 2167 

2B12  2-アリリデンアダマンタンのアニオン重合……
○宮

井 章吾1・猪股 壮太郎1・石曽根 隆1  1)東工大院理工
 15:00 

 2169 

2B13  ベンゾフルベンのアニオン重合……
○小坂 由貴

1・猪股 壮太郎1・石曽根 隆1  1)東工大院理工 
 15:25 

 2171 

2B14  アミンを開始剤に用いたN-置換マレイミドのアニ

オン重合……
○井手 大介1・山吹 一大1・鬼村 謙二郎1・

大石 勉1  1)山口大院理工 
 [座長 大内 誠] 

 15:50 2B15  マイクロリアクターを用いたアクリル酸エステル類

 2173 のアニオン重合とそのブロックポリマー合成への応用……
○

高橋 裕輔1・永木 愛一郎1・吉田 潤一1  1)京大院工
 16:15

 2175

2B16  植物由来β－メチルスチレン類のリビングカチオ

ン重合および共重合……
○鈴木 慎也1・斎藤 翔一1・佐藤 

浩太郎1・上垣外 正己1  1)名大院工 
 16:40

 2177

2B17  リビングカチオンRAFT重合:新規連鎖移動剤の

開発と官能基含有モノマーの重合制御……
○内山 峰人1・

佐藤 浩太郎1・上垣外 正己1  1)名大院工 
 17:05

 2179

2B18  HCl・Et2Oによるビニルエーテルのメタルフリーリビ

ングカチオン重合：RAFT機構の導入……
○杉原 伸治1・古

根川 直人1・若山 友理1・前田 寧1  1)福井大院工 

 
9 月 21 日（金） 

高分子化学 
 [座長 上垣外 正己] 

 9:10

 2181

3B01  ヘテロ原子―触媒中心金属の相互作用がカチ

オン重合制御に及ぼす影響……
○木越 宣正1・金澤 有紘

1・金岡 鐘局1・青島 貞人1  1)阪大院理 
 9:35

 2183

3B02 スチレン類、ビニルナフタレン類のカチオン重合

-ルイス酸触媒選択による重合制御-……
○齋藤 亮平 1・

澁谷 祥太 1・新家 雄 1・金澤 有紘 1・金岡 鐘局 1・青島 

貞人 1  1)阪大院理 
 10:00

 2185

3B03  アルキル置換ベンゼン誘導体を用いた開始剤

系によるβ-ピネンおよびビニルシクロヘキサンの制御カ

チオン重合：モノマーの反応性に適した開始剤系の設計

……
○金澤 有紘1・唐澤 有香里1・冨田 空1・木村 円1・

金岡 鐘局1・青島 貞人1  1)阪大院理 
 10:25

 2187

3B04  グループトランスファー重合による星型ポリ

[2-(ジメチルアミノ)エチルメタクリレート]の精密重合と温

度応答性……
○菊地 誠也1・北門 惇介1・陳 友根1・渕瀬 

啓太2・佐藤 敏文2・覚知 豊次2  1)北大院総化、2)北
大院工 

 [座長 杉原 伸治] 

 10:50

 2189

3B05  リン酸ジフェニルを触媒に用いたトリメチレンカー

ボネートのリビングカチオン重合……
○小笠原 啓孝1・牧口 

孝祐1・佐藤 敏文2・覚知 豊次2  1)北大院総化、2)北
大院工 

 11:15

 2191

3B06  スーパーブレンステッド酸を触媒に用いた環状

エステルのカチオン開環重合……
○牧口 孝祐1・菊地 誠

也1・加我 晴生2・佐藤 敏文3・覚知 豊次3  1)北大院
総化、2)産総研、3)北大院工 

 11:40

 2193

3B07  クリック反応性基を有する分岐ポリラクチドの精

密合成……
○近藤 洋平1・磯野 拓也1・佐藤 敏文2・覚知 

豊次2  1)北大院総化、2)北大院工 
 [座長 森 秀晴] 

 12:55

 2195

3B08  種々の金属塩存在下でのNCAの開環重合の制

御……
○竹内 大介1・KLOK Harm-Anton2  1)東工大資

源研、2)EPFL 
 13:20

 2197

3B09  脂肪族多環式置換基を有するジビニルエーテ

ルのカチオン環化重合： 剛直な主鎖と側鎖を有する高

Tg耐熱性ビニルポリマーの精密合成……
○森田 一弘1・漆

崎 美智遠1・阪口 壽一1・橋本 保1  1)福井大院工 
 13:45

 2199

3B10  アダマンタン含有ハードセグメントと種々の官能

基を有するソフトセグメントからなるトリブロック型ビニルエ

ーテル系コポリマーの合成……
○今枝 嗣人1・入江 聡1・

漆崎 美智遠1・阪口 壽一1・橋本 保1  1)福井大院工
 [座長 橋本 保] 

 14:10

 2201

3B11  RAFT重合を用いたトリプトファン含有両親媒性

ブロック共重合体の合成と自己組織化に基づく電子光特

性……
○高橋 依里1・中林 千浩1・森 秀晴1  1)山形大

院理工 
 14:35

 2203

3B12  RAFT重合によるアミノ酸系星形ポリマーの合成

と末端変換による機能化……
○今野 操1・中林 千浩1・森 

秀晴1  1)山形大院理工 
 15:00

 2205

3B13  リモネン/マレイミド誘導体の共重合による新規

1:2周期配列グラフトポリマ－の合成……
○松田 将1・佐藤 

浩太郎1・上垣外 正己1  1)名大院工 



 15:25 

 2207 

3B14  定序配列オリゴマーを用いた主鎖および側鎖配

列制御高分子の合成……
○副島 敬正1・佐藤 浩太郎1・

上垣外 正己1  1)名大院工 

 

C 会 場 
（1 号館 0112） 

9 月 19 日（水） 

高分子化学 
 [座長 打田 聖] 

 10:00 

 2209 

1C03  メタ位に様々な発色団を有するキラルポリ(m-

ベンズアミド)の合成と構造及び光学特性……
○西川 由真

1・山門 陵平1・松岡 真一1・鈴木 将人1・高木 幸治1

1)名工大院工 
 10:25 

 2211 

1C04  単一分子ワイヤーを指向したスルースペース共

役系オリゴマーの合成とエネルギー輸送能……
○川上 直

也1・森崎 泰弘1・中條 善樹1  1)京大院工 
 10:50 

 2213 

1C05  縮合反応を用いた芳香環積層分子・高分子の合

成……
○辻 祐一1・森崎 泰弘1・中條 善樹1  1)京大院工 

 [座長 高木 幸治] 

 11:15 

 2215 

1C06  色素修飾カルドフルオレンを用いた光アンテナ

の合成及び特性評価……
○呂 鉉旭1・田中 一生1・中條 

善樹1  1)京大院工 
 11:40 

 2217 

1C07  ガリウムを含むフルオレン骨格含有共役系高分

子の合成および物性評価……
○松本 拓也1・田中 一生1・

中條 善樹1  1)京大院工 
 [座長 高田 十志和] 

 12:55 

 2219 

1C08  ベンゾキノリルジベンゾシレピン部位を主鎖に有

する共役系高分子の合成とその光学特性……
○所 雄一

郎1・田中 一生1・中條 善樹1  1)京大院工 
 13:20 

 2221 

1C09  置換基効果を用いたメカノクロミズムにおける発

光波長変化の方向制御……
○吉井 良介1・田中 一生1・

中條 善樹1  1)京大院工 
 13:45 

 2223 

1C10  チオフェン縮環型ジピロメテンホウ素錯体の合成

と発光特性……
○山根 穂奈美1・吉井 良介1・田中 一生

1・中條 善樹1  1)京大院工 
 14:10 

 2225 

1C11  ジケトネートポリマーの新規光学特性制御法の

開拓……
○玉嶋 健二1・田中 一生1・永井 篤志2・中條 

善樹1  1)京大院工、2)分子研 
 [座長 田中 一生] 

 14:35 

 2227 

1C12  フラーレンを連結点とした新規ジブロックコポリマ

ーの合成と高次構造形成……
○脇内 新樹1・榊原 圭太1・

大野 工司1・登 政博1・村田 靖次郎1・辻井 敬亘1,2

1)京大化研、2)JST-CREST 
 15:00 

 2229 

1C13  ナノ構造体の自発形成を伴うアレン類のリビング

配位ブロック共重合に基づく有機－無機ナノハイブリッド

材料の構築……
○中西 弘貴1・冨田 育義1  1)東工大

院総理工 
 15:25 

 2231 

1C14  主鎖にアゾベンゼン部位を有するアミノ酸を不

斉源とした光学活性ポリフェニレンエチニレンの合成と特

性……
○曽川 洋光1・塩月 雅士2・三田 文雄1  1)京大

院工、2)近畿大分子研 
 [座長 森崎 泰弘] 

 15:50 

 2233 

1C15  架橋シス－シソイダルポリフェニルアセチレン膜

の高選択的環化芳香族化分解反応による2Dポリマー膜

合成……
○宮田 真理1・棚木 宏幸1・寺口 昌宏1,2,3・金子 

隆司1,2,3・青木 俊樹1,2,3  1)新潟大院自然、2)新潟大
超域研、3)新潟大環材ナノ研セ 

 16:40 

 2235 

1C17  単一サイズ多分岐テレケリクスを用いた多環縮

合型高分子構造の構築……
○鈴木 拓也1・山本 拓矢1・

手塚 育志1  1)東工大院理工 
 [座長 山本 拓矢] 

 17:05 

 2237 

1C18  シクロデキストリンの包接によるロッド-コイル型共

重合体の合成と凝集挙動……
○打田 聖1・井口 洋之1・小

山 靖人1・高田 十志和1  1)東工大院理工 
 17:30 1C19  [2]ロタキサン型マクロモノマーを用いた分岐高

 2239 分子の合成……
○松尾 知明1・青木 大輔1・小山 靖人1・

打田 聖1・高田 十志和1  1)東工大院理工 
 17:55

 2241

1C20  アダマンタンイオン液体の合成と物性解析……
○

平岡 達宏1・田中 一生1・中條 善樹1  1)京大院工 

 

9 月 20 日（木） 

高分子化学 
 [座長 金岡 鐘局] 

 9:10

 2243

2C01  アルキル多置換芳香族化合物のリチオ化による

リビングアニオン重合と星型ポリマーの合成……
○清水 亮1・

西村 英起1・足立 馨1・塚原 安久1  1)京工繊大院工芸
 9:35

 2245

2C02  マクロイニシエーター法による多分岐ポリスチレ

ンのレオロジー特性に及ぼす分岐鎖長と分岐密度の影響

……
○窪田 大輔1・グエン ハイ タン1・足立 馨1・塚原 安

久1  1)京工繊大院工芸 
 10:00

 2247

2C03  リビングアニオン重合法と二官能性1,1-ジフェニ

ルエチレン誘導体を用いた新規繰り返し法による非対称

スターポリマーの精密合成……
○千田 紗恵子1・伊藤 祥

太郎1・後関 頼太1・平尾 明1  1)東工大 
 10:25

 2249

2C04  リビングアニオン重合法と特別に設計した結合

反応による多段ブロック共重合体の精密合成……
○松尾 

悠里1・今野 竜二1・後関 頼太1・平尾 明1  1)東工大
院理工 

 [座長 足立 馨] 

 10:50

 2251

2C05  クリック反応性ブロックを有する立体規則性ブロ

ックコポリマーの反応と立体規則性PMMA星型ポリマーの

合成……
○吉本 遼1・北浦 健大1・北山 辰樹1  1)阪大

院基礎工 
 11:15

 2253

2C06  アニオン重合法による水溶性ポリメタクリル酸エ

ステルセグメントを有する両親媒性ブロック共重合体の合

成とその表面構造解析……
○網野 友哉1・石曽根 隆1・横

山 英明2・伊藤 耕三2  1)東工大院理工、2)東大院新
領域 

 11:40

 2255

2C07  UCSTおよびLCST型温度応答性セグメントから

なるブロックコポリマーの精密合成と集合体の温度応答

挙動：水中で２つの性質を示す高分子集合体の創製……
○吉満 隼人1・金澤 有紘1・金岡 鐘局1・青島 貞人1・

Winnik Francoise M.2  1)阪大院理、2)モントリオール大
 [座長 尾池 秀章] 

 12:55

 2257

2C08  水/有機層間を移動可能なフッ素セグメントをコ

アとする高分子ミセルの創製及び層間シャトルへの試み

……
○山中 悠司1・下元 浩晃1・金澤 有紘1・金岡 鐘局

1・青島 貞人1  1)阪大院理 
 13:20

 2259

2C09 リビングカチオン重合によるビニルエーテルとス

チレン誘導体のブロック共重合体の精密合成およびその

フィルム表面特性……
○吉﨑 友哉 1・金澤 有紘 1・金岡 

鐘局 1・青島 貞人 1  1)阪大院理 
 13:45

 2261

2C10  フッ素集積星型ポリマーによる刺激応答性フル

オラス空間の構築と分子認識……
○甲田 優太1・寺島 崇

矢1・澤本 光男1  1)京大院工 
 14:10

 2263

2C11  モノマーの自己組織化による水素結合性ミクロ

ゲル星型ポリマー……
○宮崎 匡史1・寺島 崇矢1・澤本 

光男1  1)京大院工 
 [座長 鳴海 敦] 

 14:35

 2265

2C12  枝切断型ミクロゲル核星型ポリマーによる核構

造と生成機構の解明……
○西岡 沙季1・寺島 崇矢1・澤本 

光男1  1)京大院工 
 15:00

 2267

2C13  水中での一分子鎖折り畳み両親媒性ポリマー：

フォルダマーからナノ空間へ……
○杉田 孝則1・寺島 崇矢

1・澤本 光男1  1)京大院工 
 15:25

 2269

2C14  α末端に機能性官能基を有するポリビニルエー

テルの精密合成と自己組織化体の創製……
○倉田 彰弘

1・本柳 仁1・箕田 雅彦1  1)京工繊大院工芸 
 [座長 寺島 崇矢] 

 15:50

 2271

2C15  チオカルボニルチオ基を有する環状連鎖移動

剤を用いた環拡大重合による環状ポリスチレンの合成……
○中川 雄太1・尾池 秀章1  1)農工大院工 



 16:40 

 2273 

2C17  特異的なモノマー選択重合による星型ポリマー

のドミノ型ワンステップ精密合成……
○山田 麻友香1・木村 

亮平1・吉﨑 友哉1・芦田 淳1・金澤 有紘1・金岡 鐘局
1・青島 貞人1  1)阪大院理 

 17:05 

 2275 

2C18  遷移金属触媒を用いた主鎖にN-アルキル環状

イミドを含む共役高分子の合成……
○鬼村 謙二郎1・山吹 

一大1・大石 勉1  1)山口大院理工 

 
9 月 21 日（金） 

高分子化学 
 [座長 塩野 毅] 

 9:10 

 2277 

3C01  αSプロット法を用いたZiegler-Natta触媒のBET

比表面積の妥当性の評価……
○谷池 俊明1・寺野 稔1

1)北陸先端大院マテリアル 
 9:35 

 2279 

3C02  Ziegler-Natta触媒中の各種ドナーの作用に関

する 大容量Stopped-Flow法を用いた精密速度論解析

……
○池谷 光博1・佐野 真也1・谷池 俊明1・寺野 稔1

1)北陸先端大院マテリアル 
 10:00 

 2281 

3C03  TiCl3/MgCl2モデル触媒中の活性種のミクロ分

散状態とエチレン／プロピレン共重合性との相関……
○高

橋 彰吾1・和田 透1・谷池 俊明1・寺野 稔1  1)北陸
先端大院マテリアル 

 [座長 寺野 稔] 

 10:25 

 2283 

3C04  ジメチルシリレン架橋（フルオレニル）（t-ブチル

アミド）ジメチルチタン錯体を用いた エチレン－プロピレン

－環状オレフィン三元共重合……
○亀井 一成1・蔡 正国

1・中山 祐正1・塩野 毅1  1)広島大院工 
 10:50 

 2285 

3C05  ジメチルシリレン架橋（フルオレニル）（t-ブチル

アミド）ジメチルチタン錯体によるノルボルネンとアルケニ

ル芳香族化合物の共重合……
○合田 真奈美1・蔡 正国

1・中山 祐正1・塩野 毅1  1)広島大院工 
 11:15 

 2287 

3C06  フェノール変性修飾メチルアルミノキサンを助触

媒に用いたオレフィン類のブロック共重合……
○末永 卓也

1・蔡 正国1・中山 祐正1・塩野 毅1  1)広島大院工 
 11:40 

 2289 

3C07  syn-1,2連鎖とcis-1,4連鎖からなるレジオステ

レオブロックポリブタジエンの選択的官能基化と水素化に

よる新規マルチブロックポリマーの合成……
○河西 勇輝1・

田中 亮1・蔡 正国1・中山 祐正1・塩野 毅1  1)広島
大院工 

 [座長 中山 祐正] 

 12:55 

 2291 

3C08  π-アリルパラジウムクロリドを開始剤とするジア

ゾ酢酸エステルの重合/ー末端構造解析による重合開

始・停止機構の解析ー……
○居藤 崇志1・山下 和樹1・下

元 浩晃1・伊藤 大道1・井原 栄治1  1)愛媛大院理工
 13:20 

 2293 

3C09  機能性官能基を有するジエンの環化重合……
○

元国 献也1・竹内 大介1・小坂田 耕太郎1  1)東工大
資源研 

 13:45 

 2295 

3C10  パラジウム錯体によるメチレンシクロヘキサンの

重合および一酸化炭素との共重合……
○渡邉 恵介1・竹

内 大介1・小坂田 耕太郎1  1)東工大資源研 
 14:10 

 2297 

3C11  二層型構造を有するフェノキシイミン複核ニッケ

ル錯体によるオレ フィン重合反応……
○千葉 友莉子1・高

野 重永1・竹内 大介1・小坂田 耕太郎1  1)東工大資
源研 

 [座長 井原 栄治] 

 14:35 

 2299 

3C12  亜鉛触媒による二酸化炭素とエポキシドの交互

共重合におけるウレア添加効果……
○真島 和志1・藤井 

由佳1・喜多 祐介1  1)阪大院基礎工 
 15:00 

 2301 

3C13  大環状エステルオリゴマーの開環重合による高

分子量脂肪族ポリエステルの合成……
○坂口 圭祐1・中

山 祐正1・蔡 正国1・塩野 毅1  1)広島大院工 
 15:25 

 2303 

3C14  ラセミ乳酸の利用を目指したL-, D-, meso-ラク

チド混合物からの半結晶性ポリ乳酸の合成……
○野村 信

嘉1・高橋 誠1・岸田 央範2・長谷川 剛史2・Schroeder 

Joseph3・Natal Manuel3  1)名大院生命農、2)日立造
船、3)ネイチャーワークス 

 

D 会 場 
（1 号館 0113） 

9 月 19 日（水） 

超微細ナノ高分子材料とナノ構造によって発現する

新機能 
 9:50

 5473

SO  Introductory Remarks……浅川 鋼児1  1)東芝 

 [座長 浅川 鋼児] 

 10:00

 5474

1D03  EUV レ ジ ス ト の 開 発 状 況 ……
○ 杉 江  紀 彦 1

1)EUVL基盤開発センター 
 10:25

 5476

1D04  光ナノインプリントにおけるフッ素系添加剤含有

光硬化性組成物の離型特性……
○伊東 駿也1・金子 周

1 ・ 尹  哲 民 1 ・ 中 川  勝 1,2   1) 東 北 大 多 元 研 、
2)JST-CREST 

 10:50

 5478

1D05  凝縮性ガスPFP利用光ナノインプリントリソグラフ

ィに適した光硬化性組成物の開発……金子 周1・尹 哲民
1・○中川 勝1,2  1)東北大多元研、2)JST-CREST 

 [座長 山下 俊] 

 11:15

 5480

1D06  アゾベンゼンの光異性化を用いたブロック共重

合体薄膜における光誘起モルフォロジー転移……
○土肥 

知樹1・永野 修作2,3・関 隆広1  1)名大院工、2)名大
VBL、3)JSTさきがけ 

 11:40

 5482

1D07  液晶性アゾベンゼンポリマーの光誘起弾性変化

による表面リンクル構造の制御……
○廖 婉渝1・永野 修作

2,3・関 隆広1  1)名大院工、2)名大VBL、3)JSTさきがけ
 [座長 浅川 鋼児] 

 12:55

 5484

1D08IL 生物に学ぶ高分子ナノ・マイクロ構造体の造形

と機能……
○下村 政嗣1  1)東北大WPI-AIMR 

 [座長 関 隆広] 

 13:45

 5487

1D10  ナノファイバーマトリックスを基質とした酵素活性

の超高感度・ハイスループットアッセイ……
○出口 茂1・津

留 美紀子1  1)海洋機構 
 14:10

 5489

1D11  生分解性高分子ナノシートの裁断化とパッチワ

ーク吸着特性を利用した熱傷治療への応用……
○岡村 

陽介1・齋藤 晃広2・下野 浩貴2・木下 学3・斉藤 大蔵
3・武岡 真司2  1)東海大創造科学技研、2)早大先進
理工、3)防衛医大 

 14:35

 5491

1D12  シルセスキオキサン含有ナノシートをテンプレー

トとした光酸化SiO2超薄膜の機能材料への展開……
○園部 

和輝1・三ツ石 方也1・宮下 徳治1  1)東北大多元研 
 [座長 関 修平] 

 15:00

 5493

1D13  ワンプッシュ金属微細リンクル加工技術によるト

ポロジカルSERS活性＆自立ナノフィルムの作製……
○田村 

眞弘1・遠藤 洋史1,2・河合 武司1,2  1)東理大院総化
学、2)東理大界面研 

 15:25

 5495

1D14  アモルファス分子材料－四級塩混合膜の相分

離を用いるマイクロパターニング……市川 涼児1・○中野 

英之1  1)室蘭工大 
 15:50

 5497

1D15  超臨界二酸化炭素中のブロック共重合体の膨

潤構造を反映したナノ多孔体の作製……
○伊藤 真陽1・酒

井 康博1・杉山 賢次2・伊藤 耕三1・横山 英明1,3  1)
東大新領域、2)法政大生命、3)JSTさきがけ 

 [座長 中川 勝] 

 16:15

 5499

1D16  疎水性単分子膜被覆金ナノ粒子のSi表面への

固定化とナノパターン形成……
○杉村 博之1・莫 世航1・

一井 崇1・邑瀬 邦明1  1)京大院工 
 16:40

 5501

1D17  フェニルアゾメチンデンドリマーの単分子ナノドット

パターン……
○平野 勲1・今岡 享稔1・山元 公寿1  1)東

工大資源研 
 [座長 中野 英之] 

 17:05

 5503

1D18  単一粒子を用いた有機半導体ナノワイヤの形成

と太陽電池への応用……前吉 雄太1・大道 正明1・麻野 

敦資1・○榎本 一之1・Vijayakumar Chakkooth1・佐伯 昭

紀1・杉本 雅樹2・佃 諭志3・田中 俊一郎3・関 修平1

1)阪大院工、2)原子力機構、3)東北大多元研 



 17:30 

 5505 

1D19  シンジオタクチックポリスチレンの微小空隙に包

接された極性分子の誘電緩和挙動……
○小林 秀雄1・浦

川 理1・井上 正志1・金子 文俊1  1)阪大院理 
 17:55 

 5507 

1D20  光反応を用いた高分子材料の物性制御とナノ

構造制御……
○山下 俊1・岡野 久仁彦1,2  1)東理大理

工、2)慶應大理工 

 
9 月 20 日（木） 

超微細ナノ高分子材料とナノ構造によって発現する

新機能 
 [座長 吉田 博史] 

 9:10 

 5509 

2D01  マイクロリンクルの溝構造に誘起される周期的液

晶微細構造……
○大園 拓哉1・福田 順一1  1)産総研

ナノシステム 
 9:35 

 5511 

2D02  Development of Double-Decker 

Silsesquioxane-containing Oligomers for sub-10 nm 

Scale Lithography……
○Lei Wang1・Teruaki Hayakawa1・

Kazuhiro Yoshida2   1)Grad. Sch. of Eng., Tokyo 
Tech、2)JNC 

 10:00 

 5513 

2D03  POSS 含 有 ブ ロ ッ ク 共 重 合 体 に お け る

Flory-Huggins 相互作用パラメータの算定と超微細周期

構造に向けた材料創製……
○鈴木 吉則1・前田 利菜1・横

山 英明2・早川 晃鏡1  1)東工大院理工、2)東大院新
領域 

 10:25 

 5515 

2D04  多様な微細構造を有するナノテンプレートの創

成を目指したフッ素含有トリブロック共重合体の開発……
○

前田 利菜1・Ober Christopher K.2・早川 晃鏡1  1)東
工大院理工、2)コーネル大材料科学工学 

 [座長 早川 晃鏡] 

 10:50 

 5517 

2D05  ブロックコポリマーリソグラフィーにおける新規パ

ターニングプロセスの開発……
○藤川 茂紀1,2,3・早川 晴美

2・先崎 尊博4・宮城 賢4・大森 克実4・佐藤 和史4  1)
九大WPI-I2CNER、2)理研、3)JST-CREST、4)東京応化

 11:15 

 5519 

2D06  化学的テンプレート基板とトップコート間で自己

組織化した高分子ブック共重合体薄膜の３次元構造……
○吉田 博史1・Lee Jeong In2・Suh Hyo Seon2・Kang 

Huiman2 ・ Thode Christopher2 ・ Wan Lei2 ・ Hernandez 

Abelardo2・多田 靖彦1・會田 航平1・de Pablo Juan2・

Nealey Paul2  1)日立、2)ウィスコンシン大 
 11:40 

 5521 

2D07  反応性自己組織化単分子膜を利用したブロック

コポリマーリソグラフィ用中性化膜の開発……
○日恵野 敦

1・服部 繁樹1・中村 裕子1・浅川 鋼児1・清野 由里子
1・菅野 正洋1・東 司1  1)東芝 

 [座長 竹中 幹人] 

 12:55 

 5523 

2D08  方形状パターン形成を目指した分子リソグラフィ

材料の開発……
○早川 晃鏡1・三神 悠1・平野 千春1・石

田 良仁1・前田 利菜1  1)東工大院理工 

 
高分子化学 

 [座長 松本 和也] 

 13:20 

 2305 

2D09  N-置換イサチンと芳香族化合物との超強酸存

在下における重縮合反応……鬼村 謙二郎1・○上成 孝浩
1・内山 嵩也2・山吹 一大1・大石 勉1  1)山口大院理
工、2)山口大工 

 13:45 

 2307 

2D10  Pd触媒を用いた直接的アリール化反応によるチ

オフェン-フルオレン系ポリマーの合成と物性評価……
○山

崎 光太郎1・桑原 純平1・神原 貴樹1  1)筑波大数理
物質・筑波大TIMS 

 14:10 

 2309 

2D11  直接的アリール化反応を利用した重縮合反応

による主鎖に色素を含むπ共役系高分子の合成……
○野

原 雄太1・桑原 純平1・盧 葦1・神原 貴樹1  1)筑波
大数理物質・筑波大TIMS 

 14:35 

 2311 

2D12  不飽和ポリエステルの新規合成法/―Rh触媒

を用いた二官能性ジアゾ酢酸エステルの縮合重合による

合成―……
○原 裕二1・下元 浩晃1・伊藤 大道1・井原 

栄治1  1)愛媛大院理工 

 [座長 神原 貴樹] 

 15:00

 2313

2D13  剛直な大環状構造を主鎖に有する芳香族ポリ

エーテルの合成……
○松本 和也1・木全 保弘1・寺境 光

俊1  1)秋田大院工 
 15:25

 2315

2D14  トリアジンジクロリドとトリアジンジアミンまたは芳香

族ジアミンからのポリグアナミンの合成……
○齋藤 恭平1・

芝崎 祐二1・大石 好行1  1)岩手大工 
 15:50

 2317

2D15  イミド基含有縮合多環式有機ヒ素骨格の合成と

その金属錯体……
○阿部 剛士1・中 建介1  1)京工繊大

院工芸 
 [座長 中 建介] 

 16:15

 2319

2D16  フルオレン骨格を有する耐熱性ポリスピロオルト

カーボナートの合成……
○森次 正樹1・瀬戸 良太1・松本 

幸三1・遠藤 剛1  1)近畿大分子研 
 16:40

 2321

2D17  四置換[2.2]パラシクロファンを用いた面不斉π

共役化合物の合成と評価……
○権 正行1・森崎 泰弘1・中

條 善樹1  1)京大院工 
 17:05

 2323

2D18  高分子の帯電機構……
○坂口 眞人1・牧野 正

和1・大浦 健2・岩田 忠久3  1)静岡県大環境研、2)名
城大農、3)東大院農 

 

9 月 21 日（金） 

高分子化学 
 [座長 竹内 大介] 

 9:10

 2325

3D01  エポキシ基を持つフルオレンとジイソシアナート

からのポリオキサゾリドンの合成と性質……
○疇地 基央1・

遠藤 剛1  1)近畿大分子研 
 9:35

 2327

3D02  隣接トリカルボニル基水和体の可逆的な水ーアル

コール交換反応による構造変換と高分子系への展開……
○

古荘 義雄1・米川 盛生1・遠藤 剛1  1)近畿大分子研 
 10:00

 2329

3D03  隣接テトラカルボニル基への可逆的なアルコー

ルの付加ー脱離反応による構造変換と高分子系への展

開……
○前田 真也1・米川 盛生1・古荘 義雄1・遠藤 剛1

1)近畿大分子研 
 [座長 冨田 育義] 

 10:25

 2331

3D04  可逆的な水ーアルコール交換反応を利用した

隣接トリカルボニル基の水和体構造を有するポリスチレン

の多官能性アルコールによる可逆的な架橋ー解架橋……
○米川 盛生1・古荘 義雄1・遠藤 剛1  1)近畿大分子
研 

 10:50

 2333

3D05  シクロペンテン-3,5-ジオン構造を側鎖に有する

ポリエチレンの合成とその高分子反応……
○竹内 大介1・

小坂田 耕太郎1・KLOK Harm-Anton2  1)東工大資源
研、2)EPFL 

 11:15

 2335

3D06  高分子分子内反応によるポリエステルからポリ

ペプチドへの変換反応……
○神渡 壮一1・美馬 康太朗1・

古賀 智之1・東 信行1  1)同志社大理工 
 11:40

 2337

3D07  水プロセスにおける陽極酸化反応による天然ゴ

ムの臭素化……
○山本 祥正1・河原 成元2  1)東京高

専、2)長岡技科大 
 [座長 岡村 晴之] 

 12:55

 2339

3D08  芳香族ハロゲン化物と芳香族ホウ酸の三成分カ

ップリング反応を用いるアセチレン骨格を含むπ共役高

分子の機能化に関する研究……
○須藤 健1・冨田 育義1

1)東工大総理工 
 13:20

 2341

3D09  主鎖にテトラフェニルエチレン骨格を有するポリ

(p-フェニレンビニレン)の光化学反応による縮環構造をも

つ新規π共役高分子の合成……
○若菜 翔1・冨田 育義1

1)東工大院総理工 
 13:45

 2343

3D10  主鎖にチタナシクロペンタジエン骨格を有する有

機金属ポリマーの高分子反応による16族元素を有する

π共役ポリマーの合成……
○西山 寛樹1・冨田 育義1

1)東工大院総理工 
 [座長 土屋 康佑] 

 14:10

 2345

3D11  DFT計算によるテレケリクス末端環状アンモニウ

ム塩の求核置換エステル化反応機構の解明と実験的検

証……
○木村 彰宏1・山本 拓矢1・手塚 育志1・高橋 伸



之介・川内 進1  1)東工大院理工 
 14:35 

 2347 

3D12  チオール／エン反応を用いたリワーク型光硬化

樹脂とその重合連鎖解析……
○岡村 晴之1・白井 正充1

1)阪府大院工 
 15:00 

 2349 

3D13  臨界系における光重合反応の挙動と凝集構造

の形成に関する研究……厚東 達哉1・尾崎 利樹・則末 

智久1・○宮田 貴章1  1)京工繊大院工 
 15:25 

 2351 

3D14  熱分解分析法によるポリエチルシリケート系シラ

ンカップリング剤架橋反応の解析……
○山内 一輝1・大谷 

肇1  1)名工大院工 

 

E 会 場 
（23 号館 2311） 

9 月 19 日（水） 

キラル高分子・キラル超分子の合成と機能 
 9:50 

 2764 

SO  Introductory Remarks……青木 俊樹1  1)新潟大
自然 

 [座長 前田 勝浩] 

 10:00 

 2765 

1E03  嵩高いキラルオキサゾリン保護メタクリレート誘

導体の立体特異性リビングラジカル重合……
○池田 直人

1・佐藤 浩太郎1・上垣外 正己1  1)名大院工 
 10:25 

 2767 

1E04  7-アルキル-2,6-ジメチルキノンメチド類の合成

と不斉アニオン重合……原田 智雄1・○宇野 貴浩1・久保 

雅敬2・伊藤 敬人1  1)三重大院工、2)三重大院地域
イノベーション 

 10:50 

 2769 

1E05  24員環のジベンゾクラウンエーテルを側鎖に有

するN-置換マレイミド誘導体の不斉アニオン重合……
○菅 

直紀1・山吹 一大1・鬼村 謙二郎1・大石 勉1  1)山口
大院理工 

 11:15 

 2771 

1E06  環状置換基をもつオレフィンのPd錯体触媒によ

る立体選択的異性化重合……竹内 大介1・岡田 健史1・

西森 工1・小松崎 佑介1・○小坂田 耕太郎1  1)東工
大資源研 

 11:40 

 2773 

1E07  ハイパーブランチ型光学活性ポリフルオレン誘

導体の合成と構造……
○渡辺 顕士1・鈴木 望2・藤木 道

也2・中野 環1  1)北大触媒研、2)奈良先端大院物質 
 [座長 青木 俊樹] 

 12:55 

 2775 

1E08IL 動的特性を有するらせん高分子のキラリティ制

御と不斉増幅現象……
○前田 勝浩1  1)金沢大院自然 

 13:45 

 2778 

1E10  Well-defined重合触媒を用いたらせん置換ポリ

アセチレンの合成……
○塩月 雅士1  1)近畿大分子研 

 [座長 塩月 雅士] 

 14:10 

 2780 

1E11  Helix-sense-selective polymerization of 

achiral phenylacetylenes having two bulky imino 

substituents……
○藏 雨1・寺口 昌宏1,2・金子 隆司1,2・青

木 俊樹1,2  1)新潟大院自然、2)新潟大超域研 
 14:35 

 2782 

1E12  片巻ラセン構造を有する脂肪族置換ポリアセチ

レンの動的ラセン伸縮振動……
○吉田 嘉晃1・元茂 朝日

1・元茂 蘭子1・馬渡 康輝1・平沖 敏文2・田畑 昌祥1

1)室蘭工大、2)北大院工 
 15:00 

 2784 

1E13  水溶性ポリアセチレンのらせん構造と刺激応答

性……
○寺田 佳世1・村田 実奈子1・南岡 政宏1・安藤 

剛1・谷原 正夫1  1)奈良先端大院 
 [座長 伊藤 敬人] 

 15:25 

 2786 

1E14  エポキシドと二酸化炭素との立体選択的交互共

重合……
○中野 幸司1,2・橋本 真一3・中村 充3・鎌田 利

洋3・野崎 京子3  1)農工大院工、2)JSTさきがけ、3)東
大院工 

 15:50 

 2788 

1E15  3位にキラルイミノ基を有するポリチオフェン誘導

体の合成……鬼村 謙二郎1・○平 潤一郎1・水野 諭2・山

吹 一大1・大石 勉1  1)山口大院理工、2)山口大工 
 16:15 

 2790 

1E16  C2キラルなスピロビフルオレン骨格を基盤とする

片巻きらせんポリチオフェンの精密設計……
○奥田 一志

1・小山 靖人1・高田 十志和1  1)東工大院理工 
 [座長 金子 隆司] 

 16:40

 2792

1E17  面不斉ルテニウム触媒による不斉アリル位アミド

化反応を利用した重合反応の開発……
○神林 直哉1・岡

村 高明1・鬼塚 清孝1  1)阪大院理 
 17:05

 2794

1E18  主鎖にキノリン骨格を持つらせんポリアミドの精

密合成……
○佐野 勇太1・太田 佳宏1・マウリゾー ヴィクタ

ー2・フック イヴォン2・横澤 勉1  1)神奈川大工、2)ヨー
ロッパ化学生物研 

 17:30

 2796

1E19  種々の光学活性ポリ(メタフェニレンエチニレンア

リーレンエチニレン)の合成と共役長が高次構造に及ぼす

影響の検討……
○曽川 洋光1・塩月 雅士2・三田 文雄1

1)京大院工、2)近畿大分子研 
 17:55

 2798

1E20  イオン性キラル側鎖を有するポリパラフェニレン

誘導体の合成と光学的性質……
○孫 澤蒙1・渡辺 和誉1・

赤木 和夫1  1)京大院工 

 
9 月 20 日（木） 

キラル高分子・キラル超分子の合成と機能 
 [座長 森崎 泰弘] 

 9:10

 2800

2E01  つる巻き重合におけるアミロースのキラルポリエ

ステルに対する立体選択的包接挙動……
○門川 淳一1・

大川畑 幸恵1・吉岡 亜紗美1・植野 弘嗣1・山元 和哉1

1)鹿児島大院理工 
 9:35

 2802

2E02  シグマーパイ共役系高分子の光学活性誘起……
○三治 敬信1  1)東工大資源研 

 10:00

 2804

2E03  DNA二重鎖を利用した色素会合体のらせん制

御……
○樫田 啓1・土居 哲也1・藤井 大雅1・浅沼 浩之1

1)名大院工 
 10:25

 2806

2E04  エチレンイミンユニットを含むブロック共重合体と

キラル酒石酸からなる超分子構造体及びそれに誘導さ

れるらせん状シリカの合成……
○野田 大輔1・金 仁華2,3

1)川村理研、2)神奈川大工、3)JST-CREST 
 [座長 三治 敬信] 

 10:50

 2808

2E05  新規光学活性ジホスファクラウンの合成と構造

解析……
○加藤 亮祐1・森崎 泰弘1・中條 善樹1  1)京

大院工 
 11:15

 2810

2E06  キラルなリンカー部位を有するアミジンおよびカ

ルボン酸二量体の不斉選択的二重らせん形成……
○田邉 

純樹1・山田 英和1・牧口 航1・田浦 大輔1・八島 栄次1

1)名大院工 
 11:40

 2812

2E07  ペリレンビスイミドを導入したトリス（フェニルイソオ

キサゾリル）ベンゼンのらせん集積とキロプティカル物性

……
○灰野 岳晴1・増田 哲也1・平尾 岳大1・池田 俊明

1・湯浅 順平2・妻鳥 紘之2・河合 壯2  1)広島大院
理、2)奈良先端大院 

 [座長 馬渡 康輝] 

 12:55

 2814

2E08  ポリアスパルテートのヘリックス-ヘリックス-ヘリッ

クス転移……
○坂尻 浩一1・渡辺 順次1  1)東工大院理工

 13:20

 2816

2E09  高分子鎖コンフォメーションにおけるキラリティー

発生……佐々木 俊之1・久木 一朗1・藤内 謙光1・○宮田 

幹二1  1)阪大院工 
 13:45

 2818

2E10  新規高分子固定化型不斉触媒の合成とイミン

の水素移動型不斉還元反応への応用……
○橋本 陽介1・

杉江 治城1・原口 直樹1・伊津野 真一1  1)豊橋技科
大院工 

 [座長 伊津野 真一] 

 14:10

 2820

2E11  らせん高分子配位子PQXphosを用いた不斉シリ

ルホウ素化におけるらせん高分子構造がもたらす触媒活

性と選択性の向上……
○山本 武司1・赤井 勇斗1・長田 

裕也1・大村 智通1・杉野目 道紀1  1)京大院工 
 14:35

 2822

2E12  キラル高分子膜表面の構造再編成を利用した

不斉選択性……
○堀 耕一郎1・池田 拓也1・春藤 淳臣1・

田中 敬二1  1)九大院工 
 15:00

 2824

2E13  自己集積化芳香族共役ポリマーを炭素化前駆

体とするカーボンウィスカーの創成とその配向化……
○閻 

柏如1・松下 哲士1・須田 清1・赤木 和夫1  1)京大院工
 [座長 灰野 岳晴] 

 15:25 2E14  ポリアミンと酒石酸からなるキラル超分子錯体



 2826 の構築とそれを用いたキラルシリカの作製……
○松木囿 

裕之1・金 仁華1,2  1)神奈川大工、2)JST-CREST 
 15:50 

 2828 

2E15  有機／無機複合体のモルホロジー制御：ザリガ

ニ由来組換タンパクの効果……
○西村 達也1・熊谷 洸1・

松長 遼2・石川 七彩1・津本 浩平2,3・長澤 寛道4・加藤 

隆史1  1)東大院工、2)東大院新領域、3)東大医科
研、4)東大院農 

 16:15 

 2830 

2E16  生体機能分子の構造変化の高感度・高時間分

解能解析を目指したCD測定装置の開発 (XIII)―二重ら

せんDNA‐ポルフィリン誘導体超分子形成ダイナミックス

―……村上 慎1・濱田 芳生1・荒木 保幸1・坂本 清志1・

渡辺 正行2・長谷川 勝二2・和田 明生2・○和田 健彦1

1)東北大多元研、2)日本分光 
 [座長 寺口 昌宏] 

 16:40 

 2832 

2E17  コレステリック液晶溶液中でのポリイソシアニド誘

導体の合成……
○井関 友和1・川畑 公輔1・後藤 博正1

1)筑波大院数理物質 
 17:05 

 2834 

2E18  液晶電解不斉重合法により作製した共役系高

分子膜の光学活性……
○川畑 公輔1・後藤 博正1  1)

筑波大院数理物質 

 

9 月 21 日（金） 

キラル高分子・キラル超分子の合成と機能 
 [座長 後藤 博正] 

 9:10 

 2836 

3E01  非線形的な水和ー脱水和挙動を示す水溶性

の光学活性高分子……
○青木 隆史1・西森 翔平1  1)

京工繊大院工芸 
 9:35 

 2838 

3E02  pHに応答し両方向のラセン構造を取る４級アミノ

酸ペプチド：２つの相反するキラル情報間のバランスを利

用したラセン制御……
○チョウ ジュンイル1・石田 康博1・相

田 卓三1,2  1)理研、2)東大院工 
 10:00 

 2840 

3E03  アミロース誘導体が溶液中で形成するコレステリ

ックらせん構造……
○佐藤 尚弘1・小山田 景子1・北村 

進一2・寺尾 憲1  1)阪大院理、2)阪府大院生命環境 
 [座長 中野 幸司] 

 10:25 

 2842 

3E04  ポリアスパルテートに特有のらせん変換を含む

異常相転移……
○安部 明廣1・古屋 秀峰2  1)東工大

名誉、2)東工大院工 
 10:50 

 2844 

3E05  リモネンキラリティー転写法による光学活性共役

高分子の発生……
○藤木 道也1  1)奈良先端大院物質

 11:15 

 2846 

3E06  C末端官能基を有するペプチドらせんの設計と

キラル情報伝達……
○藤村 咲紀子1・笠田 純一郎1・稲

井 嘉人1  1)名工大院工 
 11:40 

 2848 

3E07  ガルビノキシルおよびフェノキシル誘導体を有す

るシークエンス制御されたポリ(1,3-フェニレンエチニレン)

のらせん形成およびそれらポリラジカルの磁気的性質……
○金子 隆司1,2,3・岩村 恭平1・寺口 昌宏1,2,3・青木 俊樹
1,2,3  1)新潟大院自然、2)新潟大超域研、3)新潟大環
材ナノ研セ 

 [座長 稲井 嘉人] 

 12:55 

 2850 

3E08  パイ拡張型ピレン色素をドープした低閾値分布

帰還型コレステリック液晶レーザーの開発……
○小西 玄

一1・内村 真1・竹添 秀男1  1)東工大院理工 
 13:20 

 2852 

3E09  アミノ酸側鎖による分子内水素結合で不斉組織

化されたオリゴアニリン……
○平尾 俊一1・森内 敏之1・大

村 聡1・森田 健司1  1)阪大院工 
 13:45 

 2854 

3E10  Calix [4] arene誘導体における円偏光二色性と

糖鎖の関係……
○坂本 俊介1・藤井 翔太2・真田 雄介

1,3・櫻井 和朗1,3  1)北九市大院工、2)九大院工、
3)JST-CREST 

 14:10 

 2856 

3E11  親水部にシステイン基を有するCalix[4]arene脂

質を用いた単分散金ナノ粒子の創製……
○藤井 翔太1・

高原 淳1,2・櫻井 和朗3  1)九大院工、2)九大先導
研、3)北九市大院工 

 [座長 青木 隆史] 

 14:35 

 2858 

3E12  非極性溶媒中でのシクロデキストリン誘導体によ

る高度キラル認識とその利用……
○木田 敏之1・岩本 拓

也1・浅原 時泰1・明石 満1  1)阪大院工 
 15:00

 2860

3E13  キラルなポルフィリン集積体を利用する分子認

識……
○神徳 啓邦1・高藤 誠1,2・伊原 博隆1,2  1)熊本

大院自然、2)PHOENICS 
 15:25

 2862

3E14  ポルフィリンユニットを有する二重らせん型ホウ

素ヘリケートの合成と構造……
○山本 慎也1・飯田 拡基1・

八島 栄次1  1)名大院工 

 

F 会 場 
（23 号館 2312） 

9 月 19 日（水） 

元素の特性を活かした高分子合成 
 9:50

 2667

SO  Introductory Remarks……冨田 育義1・渡瀬 星児2

1)東工大院総合理工、2)阪市工研 
 [座長 冨田 育義] 

 10:00

 2668

1F03  ホウ素ユニットの含む高分子の合成と性質……
○

内丸 祐子1・山下 浩1・韓 立彪1  1)産総研 
 10:25

 2670

1F04  X型BP共役系分子の合成……
○三治 敬信1

1)東工大資源研 
 10:50

 2672

1F05  高屈折率および低複屈折性の１４族有機金属

ポリマーの合成……
○小西 玄一1・猪狩 匡人1・重田 雅

之1  1)東工大院理工 
 [座長 三治 敬信] 

 11:15

 2674

1F06  ランタノイドイオンを基盤とした有機／金属ハイブ

リットポリマーの合成と外部刺激応答性……
○佐藤 敬1・樋

口 昌芳1,2  1)物材機構、2)JST-CREST 
 11:40

 2676

1F07  主鎖にチタナシクロペンタジエン骨格を有する有

機金属ポリマーの高分子反応による硫黄、セレン、テル

ルなどの元素ブロックをもつπ共役ポリマーの合成……
○冨

田 育義1・西山 寛樹1  1)東工大院総理工 
 [座長 菅原 義之] 

 12:55

 2678

1F08  元素ブロック高分子材料の創出……
○中條 善樹

1  1)京大院工 
 13:20

 2680

1F09  有機ケイ素ユニットをコアとする星型オリゴチオ

フェン類の合成と高分子化……
○大下 浄治1・冨永 勇太

1・田中 大樹1・水雲 智信1・大山 陽介1・功刀 義人2

1)広島大院工、2)東海大工 
 13:45

 2682

1F10  パラジウムナノ粒子坦持モノリスの作製と有機合

成リアクターの開発……
○松川 公洋1・御田村 紘志1・渡

瀬 星児1・富田 明2・益山 新樹2・石塚 紀生3  1)阪
市工研、2)阪工大院工、3)エマオス京都 

 [座長 中 建介] 

 14:10

 2684

1F11  有機無機同時析出化学酸化重合によるソフトナ

ノコンポジット材料の創製……
○藤井 秀司1・濱崎 博行1・

中村 吉伸1,2  1)阪工大工、2)阪工大ナノ材研 
 14:35

 2686

1F12  ペルフルオロアルコール修飾した層状ペロブスカ

イトナノシートとエポキシ樹脂のハイブリッド膜作製……
○浅井 

悠太1・有明 佑介1・斉藤 ひとみ1・松川 公洋2・菅原 義

之1,3  1)早大院先進理工、2)阪市工研、3)早大材研 
 15:00

 2688

1F13  ペロブスカイト関連構造を有する無機ナノシート

表面へのマイクロ波を用いたグラフト反応……
○堀田 周平

1・菅原 義之1,2  1)早大院先進理工、2)早大材研 
 [座長 大下 浄治] 

 15:25

 2690

1F14IL シロキサン系ポリマーの合成と応用……
○秋山 映

一1  1)相模中研 
 16:15

 2693

1F16  材料の高機能化を指向したPOSSフィラーの設

計……
○田中 一生1・中條 善樹1  1)京大院工 

 16:40

 2695

1F17  コロイダルシリカ表面からのリビングアニオングラ

フト重合によるコア-シェル型ハイブリッド微粒子……井口 

亮1・安達 和秀1・○足立 馨1・塚原 安久1  1)京工繊
大院工芸 

 [座長 郡司 天博] 

 17:05

 2697

1F18  カルバゾール基を導入したシルセスキオキサン

を用いたダイオードの作製……
○渡瀬 星児1・藤崎 大樹

1,2・渡辺 充1・品川 勉1・御田村 紘志1・西岡 昇2・松川 



公洋1,2  1)阪市工研、2)阪電通大院 
 17:30 

 2699 

1F19  POSS核デンドリマー型固体伝導材料の開発……
○入江 康行1・中 建介1  1)京工繊大院工芸 

 17:55 

 2701 

1F20  両親媒性POSS核デンドロン会合体の作製……
○

尾木 公一1・中 建介1  1)京工繊大院工芸 

 
9 月 20 日（木） 

元素の特性を活かした高分子合成 
 [座長 渡瀬 星児] 

 9:10 

 2703 

2F01  カゴ型ポリシルセスキオキサンを用いる高分子

合成……
○郡司 天博1  1)東理大理工 

 9:35 

 2705 

2F02  3-アミノプロピルトリアルコキシシランの酸触媒縮

合反応により形成されるシルセスキオキサンの構造制御

……
○正入木 未来1・水雲 智信2・金子 芳郎1  1)鹿児

島大院理工、2)広島大院工 
 10:00 

 2707 

2F03  多彩な交互かご鎖構造を有する全シロキサンコ

ポリマーの合成……
○大長光 悠介3・太駄 俊彦4・松尾 

孝 志 1 ・ 坂 井  清 志 1 ・ 田 中  敬 二 2 ・ 國 武  雅 司 3,5

1)JNC、2)九大院工、3)熊本大院自然、4)熊本大工、
5)JST-CREST 

 10:25 

 2709 

2F04  POSSと金属ナノ粒子からなる自己組織化構造

のレーザーシンタリングによる金属表面のテクスチャリング

……
○渡辺 明1・Cheng Chung-Wei2・Shen Wei-Chin2・

Chu Ching-I2  1)東北大多元研、2)ITRI South 

 
優れた光電子材料の開発につながる 

合成技術の最前線 
 11:05 

 2711 

SO  Introductory Remarks……高木 幸治1  1)名工大
院工 

 [座長 高木 幸治] 

 11:15 

 2712 

2F06  シクロパラフェニレン誘導体の合成とその物性

……茅原 栄一1,2・岩本 貴寛1・児島 満1・○山子 茂1,2

1)京大化研、2)JST-CREST 
 11:40 

 2714 

2F07  炭素－ヘテロ原子結合形成を鍵とするヘテロア

センの合成とその機能……
○中野 幸司1,2・茶山 奈津子3・

チョン ミンアン3・児玉 俊輔3・野崎 京子3  1)農工大
院工、2)JSTさきがけ、3)東大院工 

 [座長 中野 幸司] 

 12:55 

 2716 

2F08  拡張共役系ヘテロアセンの分子集積化と有機ト

ランジスタへの展開……
○安田 琢麿1,2・ヤン ユソク1・安

達 千波矢1  1)九大院工、2)JST-PRESTO 
 13:20 

 2718 

2F09  含チアゾール縮合多環化合物を導入したπ電

子系分子の開発と有機電界効果トランジスタ及び有機薄

膜型太陽電池への応用……
○家 裕隆1,2・植田 将司1・二

谷 真司1・安蘇 芳雄1  1)阪大産研、2)JSTさきがけ 
 13:45 

 2720 

2F10  電子豊富アルキンとTCNQ部位の付加反応によ

る機能性高分子の合成……
○鷲野 佑輔1・道信 剛志2

1)東工大院理工、2)東工大グローバルエッジ研 
 [座長 家 裕隆] 

 14:10 

 2722 

2F11  Ｃ－Ｈカップリング反応を利用する頭尾構造を

制御されたポリチオフェンの合成……
○森 敦紀1・丹波 俊

輔1・冨士 敢太1・杉江 敦司1  1)神戸大院工 
 14:35 

 2724 

2F12  Pd触媒によるC-H結合の直接アリール化反応を

利用したπ共役高分子の合成……
○桑原 純平1・崔 星

集1・盧 葦1・神原 貴樹1  1)筑波大数理物質・筑波大
TIMS 

 15:00 

 2726 

2F13  Ru触媒による位置選択的直接アリール化反応

を利用したピロールユニットを有するpi共役系高分子の合

成……
○盧 葦1・桑原 純平1・神原 貴樹1  1)筑波大数

理物質・筑波大TIMS 
 15:25 

 2728 

2F14  炭素-炭素二重結合を有する芳香族モノマーに

おける触媒移動型連鎖縮合重合の検討……
○野嶋 雅貴

1・太田 佳宏1・横澤 勉1  1)神奈川大工 
 [座長 桑原 純平] 

 15:50 

 2730 

2F15  Polymerization of 1-chloro-2-arylacetylenes 

employing bulky phosphine-ligated palladium 

catalysts……
○ Jesus RODRIGUEZ CASTANON1 ・ Fumio 

SANDA1・Masashi SHIOTSUKI2  1)Grad. Sch. of Eng., 
Kyoto Univ.、2)Mol. Eng. Inst. Kinki Univ. 

 16:15

 2732

2F16  チエノチオフェンジオンを有する新規スモールバ

ンドギャップ型半導体ポリマー……
○尾坂 格1,2・阿部 達1・

森 裕樹1・斎藤 慎彦1・小金澤 智之3・瀧宮 和男1

1)広島大院工、2)JSTさきがけ、3)JASRI 
 16:40

 2734

2F17  新規n型有機半導体となる可溶性ラダーポリマ

の開発……
○森 亮博1・東浦 弘宜1・Miller John2・浅岡 

定幸1,3  1)京工繊大院工芸、2)ブッルクヘブン国立
研、3)JSTさきがけ 

 17:05

 2736

2F18  化学液相成長法により形成したポリアゾメチン薄

膜を利用した有機薄膜太陽電池の作製……
○坂口 和樹

1・樋口 倫太郎1・梁井 海洋2・田上 亮太1・上村 忍1・

國武 雅司 1,3   1)熊本大院自然、2)熊本大工、
3)JST-CREST 

 
9 月 21 日（金） 

優れた光電子材料の開発につながる 

合成技術の最前線 
 [座長 森末 光彦] 

 9:10

 2738

3F01  湿式プロセスによる有機半導体ナノ粒子の自己

組織化によるp-n接合体形成とその全可視光応答型光

触媒特性……
○長井 圭治1・アルナチャラム プラバッカン

1・浅野 匡裕1・今泉 直斗1・張 帥1・彌田 智一1・阿部 

敏之2  1)東工大資源研、2)弘前大院理工 
 9:35

 2740

3F02  電子／イオン伝導性材料を目指したポリチオフ

ェン－PEOマルチブロック共重合体の創製……
○小久保 

尚1・谿 拓志1・今泉 暁1・渡邉 正義1  1)横国大院工 
 10:00

 2742

3F03  飛石型共役系ポリマーを分子ワイヤーに用いた

系の光エネルギー変換素子への応用……
○青田 浩幸1・

谷本 新太郎1・宮本 光1・山口 智明1・横井 映里1

1)関西大化学生命工・関西大ORDIST 
 10:25

 2744

3F04  ポリキノキサリンの精密合成に基づくコレステリッ

ク固体薄膜の作成とその選択反射特性……
○長田 裕也

1・高木 圭介1・田中 瞬1・杉野目 道紀1,2  1)京大院
工、2)JST-CREST 

 [座長 長田 裕也] 

 10:50

 2746

3F05  一次元π共役の極限的拡張を目指したポルフィ

リンアレー自己相補二重鎖の組織化……
○森末 光彦1・清

水 康平1・星野 佑紀1・黒田 裕久1  1)京工繊大院工芸
 11:15

 2748

3F06  らせん状ポリフェニルアセチレン類のピッチ幅の

調整によるπ共役系の制御……
○馬渡 康輝1・元茂 朝日

1・吉田 嘉晃1・元茂 蘭子1・田畑 昌祥1  1)室蘭工大 
 11:40

 2750

3F07  光学活性置換基を有するアセチレンモノマーの

らせんブロック共重合体の合成と特性……
○熊澤 頌平1・

尾西 尚弥1・塩月 雅士2・三田 文雄1  1)京大院工、
2)近畿大分子研 

 [座長 杉安 和憲] 

 12:55

 2752

3F08  溶解性の高いπスタック型ポリジベンゾフルベン

誘導体の合成と性質……
○李 コウ1・中野 環1・田中 健太

2・東村 秀之2  1)北大触媒研、2)住友化学 
 13:20

 2754

3F09  面不斉シクロファンを主鎖骨格に有する光学活

性スルースペース共役系高分子の合成……
○森崎 泰弘

1・一二三 遼祐1・林 琳1・中條 善樹1  1)京大院工 
 13:45

 2756

3F10  二位置換トリメチレン連結部による折り畳み型H-

スタッキング高分子……
○岡本 専太郎1  1)神奈川大工

 [座長 森崎 泰弘] 

 14:10

 2758

3F11  まっすぐなポリチオフェン１本の中のキャリア生成

……
○杉安 和憲1・正村 亮1・竹内 正之1  1)物材機構 

 14:35

 2760

3F12  完全非接触分子内電荷移動度評価法の開発：

高分子鎖の形態が与える影響……
○福松 嵩博1・佐伯 

昭紀1,2・関 修平1  1)阪大院工、2)JST-PRESTO 
 15:00

 2762

3F13  有機薄膜太陽電池を志向したウィークドナーと

ストロングアクセプターの共重合体の合成と評価……
○辻 

雅司1・佐伯 昭紀1,2・小泉 美子1,3・関 修平1  1)阪大
院工、2)JSTさきがけ、3)理研 



G 会 場 
（23 号館 2321） 

9 月 19 日（水） 

ナノ空間・界面を基盤とした高分子化学 
 9:50 

 2588 

SO  Introductory Remarks……植村 卓史1・竹内 正之2

1)京大院工、2)物材機構 
 [座長 竹内 正之] 

 10:00 

 2589 

1G03  シリカ表面間に閉じ込められた水の共振ずり測

定による特性評価……
○粕谷 素洋1・日野 正也1・山田 

飛将1・水上 雅史1・森 広行2・梶田 晴司2・大森 俊英
2・鈴木 厚3・栗原 和枝1,4  1)東北大多元研、2)豊田
中研、3)トヨタ自動車、4)東北大WPI-AIMR 

 10:25 

 2591 

1G04  炭素材料界面におけるナイロン６の結晶構造解

析……
○小林 大悟1・高原 淳2  1)東レ、2)九大先導研

 10:50 

 2593 

1G05  ２次元表面を利用した電気化学的活性の制御

……
○吉本 惣一郎1  1)熊本大院先導機構 

 11:15 

 2595 

1G06  酸化フラーレン誘導体が有機薄膜太陽電池の

劣化に及ぼす影響……
○松尾 豊1・尾畑 直樹1,2・小津 

彩子1・田中 秀幸1・中村 栄一1  1)東大院理、2)三菱
化学科技研セ 

 11:40 

 2597 

1G07  二相界面合成法による共役系メタラジチオレン

ナノシートの合成と物性……
○神戸 徹也1・坂本 良太1・西

原 寛1  1)東大院理 
 [座長 佐田 和己] 

 12:55 

 2599 

1G08  剛直樹状高分子によるフラーレンの分子認識

……
○アルブレヒト 建1・藏本 泰式1・山元 公寿1  1)東

工大資源研 
 13:20 

 2601 

1G09  シクロパラフェニレンとフラーレンとの超分子錯体

の形成……岩本 貴寛1・茅原 栄一1,2・高谷 光1・灰野 

岳晴3・○山子 茂1,2  1)京大化研、2)JST-CREST、3)
広島大院理 

 13:45 

 2603 

1G10  アントラセン環に囲まれた超分子ナノ空間の発

光特性……
○吉沢 道人1・近藤 圭1  1)東工大資源研 

 14:10 

 2605 

1G11  メタル化アミノ酸およびペプチド超分子ゲル中に

おける化学変換と触媒作用……
○高谷 光1・磯崎 勝弘

1,4・横井 友哉1,2・吉田 亮太1,2・尾形 和樹1,2・安田 伸

宏3・小川 哲也1・倉田 博基1・中村 正治1  1)京大化
研、2)京大院工、3)JASRI、4)JST-CREST 

 [座長 吉沢 道人] 

 14:35 

 2607 

1G12  種々の形態をもつシクロデキストリン超分子構造

体の創製と機能……
○佐藤 慎一郎1・木田 敏之1・明石 

満1  1)阪大院工 
 15:00 

 2609 

1G13  多孔性配位高分子からのゲスト分子放出を推

進力としたChemical Motorの開発……
○鷲野 豪介1・植村 

卓史1・北川 進1,2・池添 泰弘3・松井 宏3  1)京大院
工、2)京大WPI-iCeMS、3)ニューヨーク大ハンター校 

 15:25 

 2611 

1G14  多孔性金属錯体を鋳型とした高分子ゲルの構

築……
○石渡 拓己1・古川 雄基1・小門 憲太1,2・佐田 和

己1,2  1)北大院総化、2)北大院理 
 [座長 植村 卓史] 

 15:50 

 2613 

1G15  次世代型アクアマテリアル（高含水率・高強度ヒ

ドロゲル）の創製……
○為末 真吾1・石田 康博1・Craig 

Hawker2・相田 卓三1,3  1)理研、2)カリフォルニア大、
3)東大院工 

 16:15 

 2615 

1G16  磁場配向が制御するミセル界面反応場：カーボ

ンナノチューブミセルの鋳型重合……
○大谷 政孝1・石田 

康博1・相田 卓三1,2  1)理研、2)東大院工 
 16:40 

 2617 

1G17  超分子クラスターの階層的集積による有機多

孔性構造の構築と機能化……
○藤内 謙光1,2・山本 淳志

1・久木 一朗1・宮田 幹二1  1)阪大院工、2)ＪＳＴ さき
がけ 

 [座長 石田 康博] 

 17:05 

 2619 

1G18  電極レス-マイクロ波伝導度測定法を用いた圧

力誘起による共役高分子の構造変化と電荷輸送特性の

変化……
○山中 翔1・藤原 武徳1・佐伯 昭紀1,2・関 修平

1  1)阪大院工、2)JSTさきがけ 

 17:30

 2621

1G19  Synthesis of electron donor-acceptor 2D 

covalent organic framework and its photoinduced 

electron transfer events……
○Shangbin Jin1・Xuesong 

Ding1・Xiao Feng1・Ko Furukawa1・Seiya Takahashi1・

Mustafa Supur2 ・ Mattew Addicoat3 ・ Mohamed E. 

El-Khouly2 ・ Toshikazu Nakamura1 ・ Stephan Irle3 ・

Shunichi Fukuzumi2 ・ Atsushi Nagai1 ・ Donglin Jiang1,4

1)IMS、2)Osaka Univ.、3)Nagoya Univ.、4)JST 
 17:55

 2623

1G20  窒化炭素系分子メレムからなる水素結合性2次

元ポーラスネットワークの構築……
○上村 忍1・青野 正志

1・小松 民邦2・國武 雅司1,3  1)熊本大院自然、2)高
エネ機構、3)JST-CREST 

 
9 月 20 日（木） 

ナノ空間・界面を基盤とした高分子化学 
 [座長 上野 隆史] 

 9:10

 2625

2G01  酸化亜鉛コーティングプラズモニックチップに結

合する抗酸化亜鉛抗体を利用したバイオセンシング……
○

田和 圭子1・笹川 知里1・梅津 光央2・中澤 光2・熊谷 

泉2  1)産総研、2)東北大 
 9:35

 2627

2G02  ナノ空間・ナノ界面を利用した人工分子シャペロ

ンシステムの設計と機能……
○澤田 晋一1,3・秋山 源1・竹

田 茂生1・安岡 潤一2・高橋 治子1・秋吉 一成1,3  1)
京大院工、2)東医歯大生材研、3)JST-ERATO 

 10:00

 2629

2G03  分子組織化ソフトナノチューブゲルのシャペロン

機能……
○亀田 直弘1・増田 光俊1・清水 敏美1  1)産

総研ナノチューブ応用研セ 
 10:25

 2631

2G04  化学修飾金ナノ粒子を用いた分子インプリントナ

ノ粒子の分子認識挙動のSPR解析……高野 恵里1・伊藤 

有人1・大谷 亨1・○竹内 俊文1  1)神戸大院工、2)神
戸大発達科学 

 [座長 高谷 光] 

 10:50

 2633

2G05  タンパク質固定化自己組織化単分子膜上での

分子インプリンティング……
○香門 悠里1・大谷 亨1・竹内 

俊文1  1)神戸大院工 
 11:15

 2635

2G06  生体分子インプリント法によるヒドロゲル内への生

体分子認識サイトの形成とその分子認識挙動……
○栗生 

芳明1・河村 暁文1,2・宮田 隆志1,2・浦上 忠1,2  1)関西
大化学生命工、2)関西大ORDIST 

 11:40

 2637

2G07  蛋白質集合体の機能化学空間設計……
○上野 

隆史1  1)東工大院生命理工 
 [座長 藤川 茂紀] 

 12:55

 2639

2G08  ナノ界面構築によるタンパク質吸着制御……
○久

保田 和臣1・寿 典子1・高田 哲生1・原口 和敏1  1)
川村理研 

 13:20

 2641

2G09  側鎖液晶型両親媒性ABAトリブロックコポリマー

のミクロ相分離構造とナノドメインの熱物性……
○波多野 慎

悟1・田尻 亘2・小村 元憲2・彌田 智一2・Zhang Fen3・

Yang Wantai3  1)高知大理、2)東工大資源研、3)BUCT
 13:45

 2643

2G10  液晶ブロックコポリマーのナノシリンダー構造にお

けるポリエチレンオキシドの結晶化挙動に関する研究……
○

宮武 真美1・山下 七重1・込山 英秋1・小村 元憲1・長

井 圭治1・彌田 智一1  1)東工大資源研 
 14:10

 2645

2G11  ブロック共重合体を用いたテンプレート電解重合

……
○込山 英秋1・小村 元憲1・長井 圭治1・鎌田 香織

1,2・彌田 智一1  1)東工大資源研、2)JST-PRESTO 
 [座長 森川 全章] 

 14:35

 2647

2G12  有機／金属ハイブリッドポリマーフィルムがつくる

ナノ空間・界面とその機能……
○樋口 昌芳1,2  1)物材機

構、2)JST-CREST 
 15:00

 2649

2G13  ナノ相分離したブロック共重合体により形成され

るナノ空間中での金属ナノ粒子の合成と結晶成長制御

……
○藤川 茂紀1,2,3・小泉 真理2,3・田井野 亜貴子2  1)

九大WPI-I2CNER、2)理研、3)JST-CREST 
 15:25

 2651

2G14  コロイド集積体が作るナノ空間を利用した金ナノ

リングアレイの作製……
○藪 浩1,2・下村 政嗣1,3  1)東北

大多元研、2)JSTさきがけ、3)東北大WPI-AIMR 



 [座長 樋口 昌芳] 

 15:50 

 2653 

2G15  超分子ゲル中で調製した酸化チタンナノチュー

ブの光触媒活性に及ぼす他種金属の添加効果……
○加

藤 幸江1・鈴木 正浩2・英 謙二2  1)信州大院理工、
2)信州大院総工 

 16:15 

 2655 

2G16  脂質分子を対イオンとするEu(III)錯体のナノ集積

と発光制御……
○角振 将平1・森川 全章1,3・君塚 信夫

1,2,3  1)九大院工、2)九大CMS、3)JST-CREST 
 16:40 

 2657 

2G17  超分子系ナノ空間の不均一粘弾性……
○ペナロ

ザ デェビッド1・春藤 淳臣1・堀 耕一郎1・田中 敬二1

1)九大院工 
 17:05 

 2659 

2G18  金ナノ粒子担持型ボロネート自己組織体の調製

とその触媒機能……松島 由祐1・西藪 隆平1・高梨 直人
1・春田 正毅1・○久保 由治1  1)首都大院都市環境 

 
9 月 21 日（金） 

高分子化学 
 [座長 原田 明] 

 9:10 

 2353 

3G01  チミジル酸をもつアントラセン色素の会合挙動と

光学特性……
○岩浦 里愛1・由井 宏治2・染谷 悠2・亀山 

眞由美1  1)農研機構、2)東理大 
 9:35 

 2355 

3G02  つる巻き重合によるアミロース包接型超分子ヒド

ロゲルの創製……
○野村 晋太郎1・山元 和哉1・門川 淳

一1  1)鹿児島大院理工 
 10:00 

 2357 

3G03  つる巻き重合における包接錯体形成挙動の

QCMによる検討……
○山元 和哉1・針原 誠1・吉岡 亜紗

美1・門川 淳一1  1)鹿児島大院理工 
 10:25 

 2359 

3G04  ベンゾ[b]チオフェン骨格を有する新規フタロシ

アニン類縁体の自己組織化……
○鈴木 拓之1・木村 睦1

1)信州大繊維 
 [座長 門川 淳一] 

 10:50 

 2361 

3G05  金属-リガンド相互作用によるゲルの自己集積

……
○小林 裕一郎1・高島 義徳1・橋爪 章仁1・山口 浩

靖1・原田 明1,2  1)阪大院理、2)JST-CREST 
 11:15 

 2363 

3G06  ポルフィリン単分子磁石のプロトン応答性と単分

子膜構造……
○田中 大輔1・猪瀬 朋子1・イヴァチェンコ 

オレクザンダー2・デフェイター スティーブン2・田中 啓文
1・石川 直人1・小川 琢治1  1)阪大院理、2)ルーベン
カトリック大 

 11:40 

 2365 

3G07  抗体修飾ゲルを用いた新規キラル識別・自己

組織化システム……
○永田 健人1・高島 義徳1・山口 浩

靖1・原田 明1,2  1)阪大院理、2)JST-CREST 
 [座長 生越 友樹] 

 12:55 

 2367 

3G08  水素結合性超分子巨大ベシクルのドライマニピ

ュレーション……
○吉川 功1・境野 裕健1・澤山 淳1・椛島 

真一郎1,2・荒木 孝二1  1)東大生産研、2)ライオン 
 13:20 

 2369 

3G09  単層カーボンナノチューブ/フラロデンドロン超分

子複合体を用いた光水素発生へのナノチューブ直径分

布の影響……
○笹田 由香里1・和田 卓聡1・田嶋 智之1・

高口 豊1  1)岡山大院環境 
 13:45 

 2371 

3G10  単層カーボンナノチューブ/フラロデンドロン/ 

SnO2ナノハイブリッドの合成と性質……
○大澤 侑史1・和田 

卓聡1・田嶋 智之1・高口 豊1  1)岡山大院環境 
 14:10 

 2373 

3G11  フェニルアゾメチンデンドリマーと架橋分子を用

いた超分子ポリマーの創製……
○大竹 優也1・アルブレヒト 

建1・山元 公寿1  1)東工大資源研 
 [座長 山元 公寿] 

 14:35 

 2375 

3G12  一置換Pillar[5]areneを基とした超分子形成……
○出町 一樹1・北島 啓資1・生越 友樹1・山岸 忠明1

1)金沢大院自然 
 15:00 

 2377 

3G13  Pillar[5]areneユニットとPillar[6]areneユニットが

交互に配列した超分子ポリマーの形成……
○香山 仁志1・

山藤 大紀1・青木 崇倫1・生越 友樹1・山岸 忠明1

1)金沢大院自然 
 15:25 

 2379 

3G14  Electrochromic and luminescent properties of Cu, 

Cd, and Pt-based organic-metallic hybrid polymers……
○

Md. Delwar Hossain1・Masayoshi Higuchi1  1)NIMS 

H 会 場 
（23 号館 2323） 

9 月 19 日（水） 

ソフトインターフェースの新展開 
 9:50

 3428

SO  Introductory Remarks……陣内 浩司1・横山 英明2

1)九大先導研、2)東大院新領域 
 [座長 菊池 明彦] 

 10:00

 3429

1H03  動的ポリロタキサン表面におけるタンパク質吸着

及び細胞接着特性の解析……
○徐 知勲1,4・柿木 佐知朗

2,4・井上 祐貴3,4・山岡 哲二2,4・石原 一彦3,4・由井 伸

彦1,4  1)東医歯大生材研、2)国循セ、3)東大院工、
4)JST-CREST 

 10:25

 3431

1H04  生体適合インターフェースを持つpH応答カチオ

ン性高分子ミセルの合成……
○遊佐 真一1・岡 大史良1・

嶋田 直彦2・丸山 厚2・石原 一彦3  1)兵庫県大院
工、2)九大先導研、3)東大院工 

 [座長 遊佐 真一] 

 10:50

 3433

1H05  感温性モノリスシリカキャピラリーによる生理活性

物質分離に与える分子鎖長の効果……
○坂本 和美1・麻

生 隆彬1・菊池 明彦1  1)東理大院基礎工 
 11:15

 3435

1H06  一次構造を制御した温度応答性ポリマーブラシ

修飾キャピラリーによるタンパク質のアフィニティー相互作

用評価……
○岩下 直人1・麻生 隆彬1・菊池 明彦1  1)

東理大院基礎工 
 11:40

 3437

1H07  ポリエチレングリコール/アプタマー共固定化界

面が織りなす高機能なタンパク認識表面の構築……
○堀

口 諭吉1・宮地 正悟1・長崎 幸夫1,2,3  1)筑波大数理
物質、2)筑波大院人間総合、3)物材機構MANA 

 [座長 高井 まどか] 

 12:55

 3439

1H08  バイオセンシングに向けたポリマーブラシ表面の

制 御 ……
○ 岩 崎  泰 彦 1 ・ Akkahat Piyaporn2 ・ Hoven 

Voravee2・遊佐 真一3  1)関西大化学生命工、2)兵庫
県大院工、3)Fac. Sci., Chulalongkorn Univ 

 13:20

 3441

1H09  ファージディスプレイ法を活用した超分子不斉

光反応用新規ソフトインターフェースの分子設計……
○和

田 健彦1・湊 咲絵1・宮地 亜有実1・菅原 唯1・坂本 清

志1・中木戸 誠2・宇井 美穂子1・荒木 保幸1・西嶋 政

樹3・津本 浩平2・金原 数1・井上 佳久3  1)東北大多
元研、2)東大医科研、3)阪大院工 

 13:45

 3443

1H10  繊維状ウイルスを利用したソフトマテリアルの設

計と構築……
○澤田 敏樹1・芹澤 武1  1)東工大院理工

 [座長 芹澤 武] 

 14:10

 3445

1H11  タンパク質の構造機能維持を実現するバイオイ

ンターフェースの創製……
○高須 健司1・高井 まどか1

1)東大院工 
 14:35

 3447

1H12  SI-ATRP法による自励振動ポリマーブラシ表面

の作製及びその評価……
○増田 造1・日高 未央1・横澤 

まり1・村瀬 陽子2・長瀬 健一3・岡野 光夫3・吉田 亮1

1)東大院工、2)大日本印刷、3)東女医大先端生命研 
 15:00

 3449

1H13  高分子電解質ブラシによる環境調和型水潤滑

を目指した表面設計……
○小林 元康1・Minn Myo1・山本 

梨加1・竹中 愛1・田中 宏昌2,3・杉村 丈一2,3・高原 淳
1,3,4  1)JST-ERATO高原ソフト界面プロ、2)九大院工、
3)九大WPI-I2CNER、4)九大先導研 

 [座長 小林 元康] 

 15:25

 3451

1H14  セルロースナノファイバーを基材とした高性能ト

ライボマテリアルの創製……
○前田 圭史1・野村 晃敬1・榊

原 圭太1・大野 工司1・辻井 敬亘1,2  1)京大化研、
2)JST-CREST 

 15:50

 3453

1H15  PVAゲル－ガラス間のすべり摩擦におけるゲル

微粒子の摩擦低減効果……
○片岡 紗也1・中野 征洋2・

中島 祐3・黒川 孝幸4・龔 剣萍3  1)北大院生命、2)
北大院理、3)北大院先端生命、4)北大創成 

 16:15

 3455

1H16  臨界屈折を利用したハイドロゲル摩擦界面の

in-situ直接観察……
○山本 徹朗1・黒川 孝幸2・龔 剣

萍3  1)北大院生命、2)北大創成、3)北大院先端生命



 [座長 大野 工司] 

 16:40 

 3457 

1H17  水溶液中における高分子ブラシ表面間相互作

用の光ピンセット法による直接評価……
○村上 大樹1・竹

中  愛 1 ・ 小 林  元 康 1 ・ 陣 内  浩 司 1 ・ 高 原  淳 1,2

1)JST-ERATO高原ソフト界面プロ、2)九大 
 17:05 

 3459 

1H18  PMMA 単 分 子 膜 に 可 溶 化 し た poly(n-nonyl 

acrylate)孤立鎖のAFM観察……渡邉 良太1・○熊木 治

郎1  1)山形大工 
 17:30 

 3461 

1H19  イソタクチックPMMA の1 分子からなる2 次元

折りたたみ鎖結晶の高倍AFM 観察……
○安斎 貴寛1・河

内 麻理子2・河内 岳大2・西辻 祥太郎1・熊木 治郎1

1)山形大院理工、2)豊橋技科大工 
 17:55 

 3463 

1H20  原子間力顕微鏡を用いたソフトマテリアルの微

視的応力緩和測定……
○藤波 想1・伊藤 万喜子1・中嶋 

健1  1)東北大WPI-AIMR 

 

9 月 20 日（木） 

ソフトインターフェースの新展開 
 [座長 藤森 厚裕] 

 9:10 

 3465 

2H01  温度応答型イオン性両親媒性高分子の自己組

織化挙動とその温度および塩濃度依存性……
○守屋 翔

太郎1・ゴーシュ アルジュン1・遊佐 真一2・松岡 秀樹1

1)京大院工、2)兵庫県大 
 9:35 

 3467 

2H02  両新媒性ブロック共重合体薄膜の膨潤過程に

お け る 秩 序 構 造 形 成 ……
○ 鎌 田  洋 平 1,5 ・ Parnell 

Andrew2・Dennison Andrew3・Barker Robert3・Gutfreund 

Philipp3・Skoda Maximilian4・Mai Shaomin2・鳥飼 直也5・

川口 正美5・Jones Richard2  1)クラレ、2)シェフィール
ド大、3)ILL、4)ISIS、5)三重大院工 

 10:00 

 3469 

2H03  ナノインプリント高分子基板上へのポリフルオロア

ルキルアクリレート（PFA）超薄膜層形成とPFA膜厚が及

ぼす分子鎖凝集構造および濡れ性への影響……
○篠原 

貴道1,2・石毛 亮平3・檜垣 勇次1,2,3・高原 淳1,2,3  1)九
大院工、2)九大WPI-I2CNER、3)九大先導研 

 [座長 田坂 茂] 

 10:25 

 3471 

2H04  両親媒性ブロックコポリマーのゴム／水界面へ

の偏析により形成される高分子電解質ブラシ……
○白川 

征人1・伊藤 耕三1・横山 英明1,2・山田 悟史3  1)東大
院新領域、2)JSTさきがけ、3)高エネ機構 

 10:50 

 3473 

2H05  DNA担持ナノ粒子の構造物性評価……
○藤田 

雅弘1・前田 瑞夫1  1)理研 
 11:15 

 3475 

2H06  ネマチック液晶分子の電場配向への閉じ込め効

果……
○中野 真也1,2,3・水上 雅史1,3・太田 昇4・八木 直

人4・八田 一郎4・栗原 和枝1,2,3  1)東北大多元研、2)
東北大WPI-AIMR、3)JST-CREST、4)JASRI/SPring-8 

 11:40 

 3477 

2H07  n-アルカン(C24)薄膜の構造と相転移……
○中谷 

俊克1・野崎 浩二1・山本 隆1  1)山口大院理工 
 [座長 高原 淳] 

 12:55 

 3479 

2H08IL シランコーティングした固体表面の静的・動的撥

水性……
○中島 章1  1)東工大院理工 

 [座長 青木 裕之] 

 13:45 

 3482 

2H10  有機/無機二次元ハイブリッドによる階層構造ナ

ノマテリアルの創製……
○田口 真1・本多 七海2・内田 早

紀3・橋本 和明3・柴田 裕史3・藤森 厚裕1  1)埼玉大
院理工、2)埼玉大工、3)千葉工大工 

 14:10 

 3484 

2H11  ポリマーナノスフィア積層粒子層状組織体の構

造-光機能相関……
○金子 洋平1・吉川 貴弘2・藤森 厚

裕1  1)埼玉大院理工、2)埼玉大工 
 14:35 

 3486 

2H12  “高修飾率-低欠陥”有機化アルミノシリケート

LB膜に対するバイオ分子の吸着構造制御……
○新井 俊

太郎1・橋本 真道2・五月女 陽一2・窪田 宗弘3・黒坂 

恵一3・藤森 厚裕1  1)埼玉大院理工、2)埼玉大工、3)
クニミネ工業 

 [座長 石井 大佑] 

 15:00 

 3488 

2H13  末端官能基化ポリマー微粒子の自己組織化に

よる作製と表面物性の制御……
○金原 雅晃1・薮 浩2,3・

下村 政嗣2,4   1)東北大院工、2)東北大多元研、

3)JSTさきがけ、4)東北大WPI-AIMR 
 15:25

 3490

2H14  フッ素化PEG 界面が誘起するナノ粒子の自己

組織化……
○新倉 謙一1・伊與 直希2・樋口 剛志3・西尾 

崇4・陣内 浩司3・藤谷 直樹5・居城 邦治1  1)北大電
子研、2)北大院総化、3)九大先導研、4)北大院理、5)
北大院先端生命 

 15:50

 3492

2H15  生物の水中接着 －フジツボの場合……
○紙野 

圭1  1)製品評価機構 
 [座長 藪 浩] 

 16:15

 3494

2H16  スピンコート法により作製したPMMA薄膜中の単

一高分子鎖の形態評価……
○黒田 泰樹1・青木 裕之1・

伊藤 紳三郎1  1)京大院工 
 16:40

 3496

2H17  ポリチオフェンを一成分とするブロック共重合体

の調製と自己組織化……ホー ヴィクター2・○川口 大輔1・

シーグルマン レイチェル2  1)名大院工、2)カリフォルニ
ア大バークレー校 

 17:05

 3498

2H18  フッ素含有トリブロック共重合体に形成される三

斜晶構造……
○前田 利菜1・樋口 剛志2,3・奥原 健太1・

菊 地  良 平 4 ・ 戸 木 田  雅 利 1 ・ 高 原  淳 2,3 ・ Ober 

Christopher K.5・陣内 浩司2,3・早川 晃鏡1  1)東工大
院理工、2)九大先導研、3)JST-ERATO高原ソフト界面
プロ、4)東工大分析支援セ、5)コーネル大材料科学工学

 
9 月 21 日（金） 

ソフトインターフェースの新展開 
 [座長 川口 大輔] 

 9:10

 3500

3H01  水界面におけるポリメタクリル酸メチルの構造・

物性に及ぼす立体規則性の効果……
○堀之内 綾信1・藤

井 義久1・山田 悟史2・田中 敬二1  1)九大院工、2)
高エネ機構 

 9:35

 3502

3H02  高分子ー液体間にみられるソフト界面のシミュレ

ーション解析……
○森田 裕史1・田中 敬二2  1)産総研

ナノシステム、2)九大院工 

 
高分子化学 

 [座長 石曽根 隆] 

 10:00

 2381

3H03  光照射によるチオフェンオリゴマーの合成……
○

金子 貴則1・岡村 晴之1・白井 正充1  1)阪府大院工
 10:25

 2383

3H04  プロテアーゼを触媒とする乳酸アルキルのオリゴ

メリゼーションと加水分解反応を用いる反応機構の検討

……
○山口 修平1・小原 仁実1・河合 富佐子1・小林 四

郎1  1)京工繊大院工芸 
 [座長 松本 幸三] 

 10:50

 2385

3H05  5,7-ジアルキル1,3-デヒドロアダマンタン類の開

環重合……
○中村 友哉1・原田 祐輔1・猪股 壮太郎1・石

曽根 隆1  1)東工大院理工 
 11:15

 2387

3H06  側鎖構造にヘテロ原子を含む新規1,3-デヒドロ

アダマンタン類の合成と開環重合……
○猪股 壮太郎1・原

田 祐輔1・石曽根 隆1  1)東工大院理工 
 11:40

 2389

3H07  かさ高いルイスペアを触媒とする環状エステル

の開環重合……
○小坂 俊介1・中山 祐正1・塩野 毅1

1)広島大院工 
 [座長 塩月 雅士] 

 12:55

 2391

3H08  環状エーテル類の開環カチオン制御の重合の

検討: GaCl3によるアルコキシオキシラン類の重合制御……
○神田 峻吾1・金澤 有紘1・金岡 鐘局1・青島 貞人1

1)阪大院理 
 13:20

 2393

3H09  刺激応答性と選択的分解性を有する新規交互

配列型ポリマーの精密合成……
○松本 涼香1・石堂 泰志

1・織田 ゆか里1・金澤 有紘1・金岡 鐘局1・青島 貞人1

1)阪大院理 
 13:45

 2395

3H10  二足歩行型テンプレートによる連鎖配列制御：

付加・切断・再生を繰り返す連続ラジカル反応……
○日比 

裕理1・大内 誠1・澤本 光男1  1)京大院工 
 [座長 金澤 有紘] 

 14:10 3H11  ５員環環状カーボナート構造を持つシラシクロブ



 2397 タンの重合によるリチウムイオンバッテリー用ゲル電解質

の合成……
○松本 幸三1,2・遠藤 剛1  1)近畿大分子

研、2)近畿大産業理工 
 14:35 

 2399 

3H12  1,3-ベンゾオキサジンの開環重合におけるチオ

フェノール類の促進効果……
○川口 亜星ウイリアム1・須藤 

篤1・遠藤 剛1  1)近畿大分子研 
 15:00 

 2401 

3H13  フェノキシカルボニル基を有するα-アミノ酸のウ

レタン誘導体からの簡便なポリペプチドの合成……
○山田 

修平1・古賀 孝一1・遠藤 剛1  1)近畿大分子研 
 15:25 

 2403 

3H14  アミノ酸から誘導されるアミノアルコールとジカル

ボン酸からの環化アミドエステル生成反応と重合……
○塩

月 雅士1・遠藤 剛1  1)近畿大分子研 

 

I 会 場 
（23 号館 2331） 

9 月 19 日（水） 

分子特異点を活かしたソフトマテリアル設計 
 9:50 

 3159 

SO  Introductory Remarks……大塚 英幸1  1)九大先
導研 

 [座長 高田 十志和] 

 10:00 

 3160 

1I03  包接錯体を用いた超分子ヒドロゲルの作製と自己

修復性……
○角田 貴洋1・高島 義徳1・山口 浩靖1・原田 

明1,2  1)阪大院理、2)JST-CREST 
 10:25 

 3162 

1I04  金属錯体を架橋点に持つ高速自己修復ポリエチ

レングリコールゲル……
○佐藤 健1,2・荏原 充宏2・田中 信

治3・菊池 明彦1・青柳 隆夫2,4  1)東理大院基礎工、
2)物材機構MANA、3)日油、4)筑波大院数理物質 

 [座長 原田 明] 

 10:50 

 3164 

1I05  ロタキサン部位を連結点としたグラフト高分子の一

次構造変換とその特性評価……
○青木 大輔1・小山 靖人

1・打田 聖1・高田 十志和1  1)東工大院理工 
 11:15 

 3166 

1I06  分子インプリント法によりタンパク質認識部位を導

入したスマートゲルの合成とそのタンパク質認識応答挙

動……
○小西 裕也1・石川 路子1・河村 暁文1,2・宮田 隆

志1,2・浦上 忠1,2  1)関西大化学生命工、2)関西大
ORDIST 

 11:40 

 3168 

1I07  溶媒によるポリロタキサンの構造形成および力学特

性変化……
○高橋 祥子1・加藤 和明1・酒井 康博1・横山 

英明1,2・伊藤 耕三1  1)東大院新領域、2)JSTさきがけ 
 [座長 大塚 英幸] 

 12:55 

 3170 

1I08IL  分子特異点として動的架橋点を有するスマート

ソフトマテリアルの設計……
○宮田 隆志1  1)関西大化学

生命工 
 13:45 

 3173 

1I10  ボロネートエステル結合を用いた自己組織ヒドロゲ

ルの設計と機能展開……
○西藪 隆平1・小林 寛康1・久保 

由治1  1)首都大院都市環境 
 14:10 

 3175 

1I11  架橋型多孔性錯体を反応場とした高分子鎖の完

全配向制御……
○植村 卓史1・ディステファーノ ガエタノ

2・鈴木 啓仁1・北川 進3  1)京大院工、2)ミラノ－ビコ
ッカ大、3)京大WPI-iCeMS 

 [座長 佐藤 浩太郎] 

 14:35 

 3177 

1I12  RAFTゲルを用いたビニルモノマーのラジカル重合

制御とグラフト共重合体への誘導……
○芳村 大輝1・高須 

昭則1  1)名工大院工 
 15:00 

 3179 

1I13  pH応答性ゾル-ゲル転移を示すポリマーの合成

……
○遊佐 真一1・井上 正理1・永江 温司1  1)兵庫県

大院工 
 15:25 

 3181 

1I14  結合特異点の設計による高分子鎖精密構築……
○

大内 誠1  1)京大院工 
 [座長 太田 佳宏] 

 15:50 

 3183 

1I15  炭素―硫黄結合の特異的な活性化に基づく相互

変換型リビングカチオン／ラジカル同時重合系の開発……
○青嶋 紘1・佐藤 浩太郎1・上垣外 正己1  1)名大院
工 

 16:15 1I16  高選択的重合開始反応を用いた精密ポリマー構

 3185 造変換 －ポリマー中アセタール基からのリビングカチオ

ン重合による選択的合成－……
○横山 憲文1・下元 浩晃

1・小野 久美子1・吉田 裕俊1・金澤 有紘1・金岡 鐘局
1・青島 貞人1  1)阪大院理 

 16:40

 3187

1I17  ホルミル基を用いた新規繰り返し法による非対称

星型ポリマーの精密合成……
○後関 頼太1・小座間 洋子

1・朱峰 江美1・平尾 明1  1)東工大院理工 
 [座長 押村 美幸] 

 17:05

 3189

1I18  ニトリルオキシドで末端停止したビニルポリマーを用

いる汎用ポリマーの直裁的グラフト法……
○小山 靖人1・王 

晨綱1・米川 盛生1・高田 十志和1  1)東工大院理工 
 17:30

 3191

1I19  分子量および分子量分布の制御されたハイパー

ブランチポリアミドの合成とその特性……
○太田 佳宏1・横

澤 勉1  1)神奈川大工 
 17:55

 3193

1I20  半導体ブロック共重合体の合成と有機薄膜太陽

電池への応用……
○東原 知哉1,2・Ryo Yecheol3・Ree 

Moonhor1・上田 充1  1)東工大院理工、2)JSTさきが
け、3)浦項工大 

 
9 月 20 日（木） 

分子特異点を活かしたソフトマテリアル設計 
 [座長 津留崎 恭一] 

 9:10

 3195

2I01  ボトルブラシ状高分子のダイナミクス: 側鎖末端基

種および主鎖分岐密度の効果……
○井上 正志1・岩脇 

寛1・中村 洋2  1)阪大院理、2)京大院工 
 9:35

 3197

2I02  2本腕PHICマクロモノマーからなるロッドブラシの合

成と分子鎖形態……
○金子 典史1・鳴海 敦1・川口 正剛1

1)山形大院理工 
 10:00

 3199

2I03  環動ゲルの平衡ポアソン比に及ぼす分子構造因

子の影響……紺田 明宏1・○浦山 健治1・瀧川 敏算1・眞

弓  皓 一 2 ・ 伊 藤  耕 三 3   1) 京 大 院 工 、 2)ESPCI 
ParisTech、3)東大院新領域 

 [座長 川口 正剛] 

 10:25

 3201

2I04  ポリイオンコンプレックス溶液のシェアシックニング

現象の解析……
○津留崎 恭一1・武田 理香1・本多 剛2・

成田 哲治3・萩田 克美4  1)神奈川県産技セ、2)ハイ
モ、3)ESPCI-CNRS、4)防衛大 

 10:50

 3203

2I05  Tetra-PEGゲルのゲル化過程と空間不均一性の

解析……
○浅井 誠1・Bell Olivia2・片島 拓弥2・鄭 雄一2・

酒井 崇匡2・柴山 充弘1  1)東大物性研、2)東大院工
 11:15

 3205

2I06  アイオノマーブレンドの相溶性に及ぼすイオン部位

の疎水性の効果……
○太田 匡彦1・小野 利和2・小門 憲

太1,3・佐田 和己1,3  1)北大院総化、2)九大院工、3)北
大院理 

 11:40

 3207

2I07  分子特異点から見た有機ナノ結晶の生成とその

複合構造制御……
○小野寺 恒信1・笠井 均1・及川 英俊

1  1)東北大多元研 
 [座長 田中 敬二] 

 12:55

 3209

2I08IL  ナノ触診AFMの基礎とソフトマテリアル物性解析

への応用……
○中嶋 健1  1)東北大WPI-AIMR 

 13:45

 3212

2I10  ノット型環状ポリイソプレンの精密合成とトポロジー

キャラクタリゼーション……
○澤木 大輝1・高野 敦志1・松

下 裕秀1・熊木 治郎2  1)名大院工、2)山形大院理工
 14:10

 3214

2I11  ポリマー１分子の直視：ポリエチレン長鎖分岐構造

の１分子イメージング……
○篠原 健一1・巻田 優1・丸山 

裕也1・柳澤 正弘2・栗林 浩2・笠原 達也2  1)北陸先
端大院マテリアル、2)住友化学 

 [座長 高野 敦志] 

 14:35

 3216

2I12  超解像光学顕微鏡による単一高分子鎖の配向状

態の評価……
○青木 裕之1,2・進 章彦1・宇部 達3・伊藤 

紳三郎1,2  1)京大先端医工U、2)京大院工、3)中央大
研究開発機構 

 15:00

 3218

2I13  バルク状態および溶液中におけるポリスチレン分

子鎖末端のセグメント運動性……
○三輪 洋平1・浦川 理

2・信川 省吾3  1)岐阜大、2)阪大、3)北陸先端大院 
 15:25

 3220

2I14  石英極界面におけるポリブタジエンの分子鎖凝集

構造……
○田邊 竜朗1,3・鶴田 博文2・堀之内 綾信2・田



中 敬二2,3  1)ブリヂストン、2)九大院工、3)九大院統
合新領域 

 15:50 

 3222 

2I15  ソフトナノマトリックス構造を有する天然ゴムの調製

と物性……
○河原 成元1・小杉 健一朗1・Chaikumpollert 

Oraphin1・山本 祥正2  1)長岡技科大工、2)東京高専 
 [座長 河原 成元] 

 16:15 

 3224 

2I16  マジック角試料回転による変形ゴムの13C化学シ

フトと磁化率との関係……
○浅野 敦志1・北村 成史1・畑 

慶明2・安岡 宏2・黒津 卓三1  1)防衛大応化、2)防衛
大応物 

 16:40 

 3226 

2I17  気体輸送特性から見た高分子の分子特異点……
○

吉水 広明1  1)名工大院工 
 17:05 

 3228 

2I18  小口径人工血管への応用を目指した絹フィブロイ

ン-ポリウレタン複合材料の開発と固体NMR精密解析……
○中澤 靖元1・浅野 敦志2・中澤 千香子2・塚谷 才英3・

鈴木 悠4・岩井 若菜4・朝倉 哲郎4  1)農工大科博、
2)防衛大応化、3)日華化学、4)農工大院工 

 
9 月 21 日（金） 

分子特異点を活かしたソフトマテリアル設計 
 [座長 金原 数] 

 9:10 

 3230 

3I01  力学応答性の動的共有結合を利用したメカノクロ

ミックポリウレタンの開発……
○金原 武志1・今任 景一1・

入江 惇史1・伊藤 眞義2・矢島 博文2・大石 智之3・高

原 淳1,3・大塚 英幸1,3  1)九大院工、2)東理大理、3)
九大先導研 

 9:35 

 3232 

3I02  可逆的な光架橋反応を利用するポリマー薄膜の

表面特性制御……
○佐藤 絵理子1・永井 佐世子1・松本 

章一1  1)阪市大院工 
 10:00 

 3234 

3I03  パイ共役系高分子薄膜の物性ゆらぎを用いたニュ

ーロン型確率的閾値素子……
○浅川 直紀1・梅村 香一郎

1・神吉 輝夫2  1)群馬大院工、2)阪大産研 
 10:25 

 3236 

3I04  単結晶セルロース表面の触媒活性とその利用……
○芹澤 武1・澤田 敏樹1・和田 昌久2  1)東工大院理
工、2)東大院農 

 [座長 芹澤 武] 

 10:50 

 3238 

3I05  PEGの構造化による新機能の発現……
○村岡 貴

博 1 ・ 安 達  浩 太 1 ・ 宇 井  美 穂 子 1 ・ 河 崎  俊 一 1 ・

Sadhukhan Nabanita1・小原 春樹1・杤尾 豪人2・白川 

昌宏2・金原 数1  1)東北大多元研、2)京大院工 
 11:15 

 3240 

3I06  光架橋点を有するスマートナノファイバーの設計と

細胞のキャッチ＆リリース……
○荏原 充宏1・青柳 隆夫1

1)物材機構 
 11:40 

 3242 

3I07  DNA origamiの歪みを解消した新規DNAナノ構造

体 DNA Sudare の開発……
○南田 信哉1・橋爪 未来1・

葛谷 明紀1・大矢 裕一1  1)関西大化学生命工 
 [座長 川口 大輔] 

 12:55 

 3244 

3I08  知的機能を有する側鎖結晶性ブロック共重合体

のポリエチレン多孔膜中におけるリチウムイオン移動輸送

制御への適用性……
○八尾 滋1・市川 賢2・巽 大輔3・関

口 博史1・石野 航1・宇都 拓也1・大坪 広明1・山近 優
1  1)福岡大工、2)岐阜セラツク製造所、3)九大農 

 13:20 

 3246 

3I09  化学変換を利用した高極性のブロック共重合体膜

の光配向……
○福原 慶1・永野 修作2,3・関 隆広1  1)名

大院工、2)名大VBL、3)JSTさきがけ 
 13:45 

 3248 

3I10  高配向ナノ相分離構造の精密分子設計と光機能

性材料への展開……
○浅岡 定幸1,4・青谷 正嗣1・山田 

駿介1・秋元 源祐1・大隣 雅俊1・渡邉 祐樹1・小村 元

憲2・吉田 博久3  1)京工繊大院工芸、2)東工大資源
研、3)首都大院都市環境、4)JSTさきがけ 

 14:10 

 3250 

3I11  両親媒性ジブロックコポリマーの水界面への偏析

によるポリマーブラシの形成……
○犬束 学1・山田 悟史2・

伊藤 耕三1・横山 英明1,3  1)東大新領域、2)高エネ
機構、3)JSTさきがけ 

 [座長 横山 英明] 

 14:35 

 3252 

3I12  2成分の高分子を修飾した金ナノ粒子複合体の自

己組織化……
○中野 辰大1・川口 大輔1・松下 裕秀1

1)名大院工 
 15:00

 3254

3I13  液体中をその場観察可能な大気圧走査電子顕

微鏡の開発と応用……
○須賀 三雄1・西山 英利1・樋口 

剛志2,3・高原 淳2,3・陣内 浩司2,3   1)日本電子、
2)JST-ERATO高原ソフト界面プロ、3)九大先導研 

 15:25

 3256

3I14  大気圧走査型電子顕微鏡を用いた相分離構造

形成のその場観察……
○樋口 剛志1,2・須賀 三雄3・西山 

英利3・高原 淳1,2・陣内 浩司1,2  1)JST-ERATO高原
ソフト界面プロ、2)九大先導研、3)日本電子 

 

J 会 場 
（52・53 号館 5233） 

9 月 19 日（水） 

階層的な構造とダイナミクスの制御による高分

子材料設計 
 9:50

 3504

SO  Introductory Remarks……吉水 広明1  1)名工大
院工 

 [座長 山本 勝宏] 

 10:00

 3505

1J03  ポリテトラメチレンテレフタラートの張力誘起結晶

相転移における結晶構造変化と高次構造変化との密接

な関わり……
○田代 孝二1・トラン ハイ・ニン1・山元 博子

1・吉岡 太陽1・岩本 裕之2・太田 昇2・増永 啓康2  1)
豊田工大院工、2)JASRI/SPring-8 

 10:25

 3507

1J04  水素結合性ブロック共重合体/ホモポリマーブレ

ンドを用いたナノポーラス構造の構築……
○松岡 恒平1・高

野 敦志1・松下 裕秀1  1)名大院工 
 [座長 高野 敦志] 

 10:50

 3509

1J05  ブロック共重合体/親水性オリゴマーブレンド薄

膜の良溶媒アニールに誘起されたモルフォロジー転移に

よるシリンダー状ミクロ相分離構造の高度垂直配向化……
○大矢 智士1・山本 勝宏1・櫻井 伸一2・宮崎 司3  1)
名工大院工、2)京工繊大院工、3)日東電工 

 11:15

 3511

1J06  時分割XAFS測定によるゴムの架橋反応過程の

解析 －架橋構造とナノ物性の不均一性に対する配合

成分の影響-……光岡 拓哉1・青木 良文1・野中 敬正1・

荒木 暢1・○福森 健三1  1)豊田中研 
 11:40

 3513

1J07  結晶性高分子のせん断流動中の構造形成過程

……
○松葉 豪1・趙 雲峰1・千葉 康浩1  1)山形大院理工

 [座長 吉水 広明] 

 12:55

 3515

1J08IL 超高分子量ブロック共重合体の準希薄溶液を

用いたフォトニック結晶の創製……
○岡本 茂1  1)名工大

院工 
 [座長 川口 正剛] 

 13:45

 3518

1J10  アゾベンゼンを有する液晶性ブロック共重合体

のミクロ相分離構造のＵＶ応答性……
○塩見 友雄1・竹下 

宏樹1・藤瀬 知也1・萩野谷 和大1・工藤 良介1・宮 正

光1・竹中 克彦1  1)長岡技科大 
 14:10

 3520

1J11  結晶性/結晶性ブロックコポリマーの結晶化速

度とラメラ構造の解析……
○門倉 大1・片岡 利介1・李 勇

進2・池原 飛之1  1)神奈川大工、2)産総研 
 14:35

 3522

1J12  ブロック共重合体/金属塩ハイブリッドからのナノ

ポーラス薄膜の調製……
○提嶋 佳生1・野呂 篤史1・松下 

裕秀1  1)名大院工 
 [座長 松下 裕秀] 

 15:00

 3524

1J13  ナノ空間内に拘束された高分子鎖の結晶化挙

動に及ぼす鎖末端固定の効果……
○中川 慎太郎1・田中 

匠1・野島 修一1・石曽根 隆1・垣内 康彦2・山口 和夫
2,3・中浜 精一3  1)東工大院理工、2)神奈川大理、3)
神奈川大光材料研 

 15:25

 3526

1J14  主鎖の一次構造がロッドブラシの分子鎖形態に

与える影響……
○齋藤 悠太1・鳴海 敦1・川口 正剛1

1)山形大院理工 
 15:50

 3528

1J15  ABCトリブロック共重合体が形成する螺旋構造

の構造制御と構造解析……樋口 剛志1,2・姜 西2・石毛 

亮 平 2 ・ 西 田  仁 1,2 ・ 高 原  淳 1,2 ・ ○ 陣 内  浩 司 1,2



1)JST-ERATO高原ソフト界面プロ、2)九大先導研 
 16:15 

 3530 

1J16  SEBS/CNTコンポジットのナノ触診AFMによる力

学物性解析……
○伊藤 万喜子1・王 東1・藤波 想1・中嶋 

健1  1)東北大WPI-AIMR 
 [座長 中嶋 健] 

 16:40 

 3532 

1J17  Ｘ線ＣＴによる高分子ブレンドの相互作用パラメ

ータχの分子量依存性の検討……
○小島 匠吾1・西川 

幸宏1・高橋 雅興1  1)京工繊大院工 
 17:05 

 3534 

1J18  界面分子制御による難接着非相溶高分子間の

接着……
○飯倉 寛晃1・久保山 敬一1・扇澤 敏明1  1)

東工大院理工 
 17:30 

 3536 

1J19  ポリビニルアルコールの凍結解凍法による分子

構造制御とフィルム物性の向上……
○中沖 隆彦1・福森 

大志1・中野 辰朗1  1)龍谷大理工 
 17:55 

 3538 

1J20  ナノコンポジットゲル膜形成における凝集ダイナ

ミクス……
○原口 和敏1・野村 帥子1  1)川村理研 

 
9 月 20 日（木） 

階層的な構造とダイナミクスの制御による高分

子材料設計 
 [座長 大坂 昇] 

 9:10 

 3540 

2J01  アルキル側鎖を有する液晶性ポリエステル, 

B-C10及びB-C6の磁場配向制御と気体輸送特性……
○

浅沼 諒太1・吉水 広明1  1)名工大院工 
 9:35 

 3542 

2J02  液晶・非晶ジブロック共重合体が形成するミクロ

相分離構造の磁場配向……
○山登 正文1・高畑 達郎1・

伊藤 大道2・高橋 弘紀3・渡辺 和雄3  1)首都大院都
市環境、2)愛媛大工、3)東北大金研 

 10:00 

 3544 

2J03  側鎖型高分子ネマチック液晶のせん断流動配向

……
○戸木田 雅利1・生駒 文1・石井 俊也1・松岡 辰郎2・姜 

聲敏1・渡辺 順次1  1)東工大院理工、2)名大院工 
 10:25 

 3546 

2J04  ナノ構造制御アロイによる非粘弾性特性……
○小

林 定之1・秋田 大1・井上 卓也1・澤田 聡1  1)東レ 
 [座長 山登 正文] 

 10:50 

 3548 

2J05  超臨界CO2下で形成されるポリマーブレンドの相

構造とダイナミクス……
○松村 泉1・大坂 昇1・斎藤 拓1

1)農工大院工 
 11:15 

 3550 

2J06  ポリイミドブレンド／金属酸化物ハイブリッド薄膜

の熱伝導率に及ぼす フィラー径及び熱伝導パス形成の

効果……
○村上 知也1・久保寺 茜1・谷本 瑞香1・依藤 

大輔1・安藤 慎治1  1)東工大院理工 
 11:40 

 3552 

2J07  ハナビラタケ由来多糖/ポリビニルアルコールブレ

ンドの相溶性と三重らせん構造の制御……須栗 幸平1・○斉

藤 洋平1・鶴巻 雅士1・木村 悟隆1  1)長岡技科大工 
 [座長 川口 昭夫] 

 12:55 

 3554 

2J08  疎水性/荷電性交互配列ペプチドのpH変化や

混合に応答した構造変化……
○中澤 千香子1・浅野 敦志

1・黒津 卓三1  1)防衛大応化 
 13:20 

 3556 

2J09  水素結合性高分子の乾湿変化に伴う可逆的伸

縮応力の発現と高次構造変化 -再生シルクフィブロイン

およびポリビニルアルコールを例として-……
○吉岡 太陽1・

田代 孝二1  1)豊田工大院工 
 13:45 

 3558 

2J10  主鎖らせん反転を有する表面グラフト化ポリペプ

チド薄膜の配向構造と物性……
○古屋 秀峰1・小山 浩志

1・伊東 成晃1・田實 佳郎2  1)東工大院理工、2)関西
大院理工 

 [座長 吉岡 太陽] 

 14:10 

 3560 

2J11  ポリ乳酸のリアクティブブレンドによる物性改善お

よびブレンド状態の簡易な検出法の開発……
○林 英樹1・

原田 征1・飯田 浩史1  1)名市工研 
 14:35 

 3562 

2J12  多成分系高分子膜のメソスコピック構造と有機

液体混合液の選択透過性……
○宮田 隆志1,2・高木 徹1・

中西 雄一1・小畑 静二1・山田 弘志1・夫婦岩 昭美1・

浦上 忠1,2  1)関西大化学生命工、2)関西大ORDIST 
 15:00 

 3564 

2J13  両連続相マイクロエマルション構造を反映した

BMEハイブリットゲルの作成と動的ミクロ構造評価……
○坂

田 耕平1・松田 麻子1・川野 真太郎1・上村 忍1・國武 

雅司1,2  1)熊本大院自然、2)JST-CREST 
 15:25

 3566

2J14  ナイロン６試料へのイオン・低分子の拡散と配向

挙動 [X]； ヨウ素処理後のマトリクス表面の親水性の変化

に見る「動的両親媒性」……
○川口 昭夫1  1)京大原子炉

 [座長 古屋 秀峰] 

 15:50

 3568

2J15  伸長流動下での高分子の摩擦……
○増渕 雄一1

1)京大化研 
 16:15

 3570

2J16  高分子表面に対するフォースカーブ測定の粗

視化MDシミュレーション……
○塚原 宙1・森田 裕史1  1)

産総研ナノシステム 
 16:40

 3572

2J17  粘弾性を考慮した重合反応を伴う相分離ダイナ

ミクス……
○飯田 優羽1・佐々木 裕1  1)東亞合成 

 17:05

 3574

2J18  応力印加による高分子結晶膜のキャビティー構

造とダイナミックスの制御……
○玉井 良則1  1)福井大院工

 
9 月 21 日（金） 

階層的な構造とダイナミクスの制御による高分

子材料設計 
 [座長 田代 孝二] 

 9:10

 3576

3J01  有機半導体複合結晶の作製……
○丸山 宗隆1・

山雄 健史1・堀田 収1・柳 久雄2  1)京工繊大院工
芸、2)奈良先端大院創成 

 9:35

 3578

3J02  結晶性高分子の表面偏析による階層構造形成

と表面物性……
○上原 宏樹1・山延 健1  1)群馬大院工

 10:00

 3580

3J03  平衡融点直近の高融点を有するアイソタクチッ

クポリプロピレン単結晶 ―感受性の異なる複数のプロー

ブを併用した高次構造制御―……
○西田 幸次1・麻川 明

俊1・井上 倫太郎1・金谷 利治1  1)京大化研 
 [座長 上原 宏樹] 

 10:25

 3582

3J04  ポリオキサミドの結晶化と構造 III……
○中川 知

之1,2・前田 修一1・野崎 浩二2・山本 隆2  1)宇部興
産、2)山口大院理工 

 10:50

 3584

3J05  トランス-1,4-ポリイソプレンの相転移および結晶

化 現 象 に お け る 階 層 構 造 変 化 ……
○ Paramita Jaya 

Ratri1・田代 孝二1  1)豊田工大院工 
 11:15

 3586

3J06  高速溶融紡糸による弾性繊維の高次構造・物

性制御……
○鞠谷 雄士1  1)東工大院理工 

 11:40

 3588

3J07  コアシェル型カメレオン粒子の有する表面特性

の解明と粒子の組織化による構造体の創成……
○斉藤 

岳志1・福井 有香1・藤本 啓二1  1)慶應大院理工 
 [座長 深尾 浩次] 

 12:55

 3590

3J08  階層化された不安定性を有する高分子確率的

素子集団の創発性をベースとした信号情報処理デバイ

スの設計……
○浅川 直紀1・丸山 亮太1  1)群馬大院工

 13:20

 3592

3J09  多孔性シリカ内における温度応答性ポリマーブ

ラシの相転移サイズ効果のNMR解析……
○井戸田 直和1・

塚原 剛彦2・荏原 充宏1・青柳 隆夫1  1)物材機構
MANA、2)東工大原子炉研 

 13:45

 3594

3J10  1H固体NMRの新時代～1Hの位置からみるペプ

チドおよびタンパク質の分子間構造解析～……
○矢澤 宏

次1・杉本 真理1・西山 祐介2・西村 勝之3・鈴木 不律
4・梶 弘典4・朝倉 哲郎1,3  1)農工大院工、2)JEOL 
RESONANCE、3)分子研、4)京大化研 

 [座長 矢澤 宏次] 

 14:10

 3596

3J11  4-シアノ-4'-アルキルビフェニル類の液晶相形

成機構の解明……
○四方 俊幸1・源 恵美1  1)阪大院理 

 14:35

 3598

3J12  異種固体界面における高分子の凝集構造およ

び緩和挙動……
○鶴田 博文1・藤井 義久1・甲斐 直樹2・

片岡 浩3・石曽根 隆3・土井 正男4・森田 裕史5・田中 

敬二1,2  1)九大院工、2)九大院統合新領域、3)東工
大院理工、4)東大院工、5)産総研 

 15:00

 3600

3J13  高分子単層および積層薄膜におけるヘテロなダ

イナミクス……
○深尾 浩次1・高木 寛和1・中村 健二1・田

原 大輔1  1)立命館大理工 
 15:25

 3602

3J14  コロイド分散液混合系の乾燥散逸構造における

偏析効果……
○土田 亮1・高橋 紳矢1・木村 浩1・大久保 

恒夫2  1)岐阜大工、2)コロイド組織化研 



K 会 場 
（52・53 号館 5232） 

9 月 19 日（水） 

量子ビームで見るソフトマテリアルの構造の階層性と

ダイナミクス 
 14:50 

 3272 

SO  Introductory Remarks……櫻井 和朗1・増永 啓康2

1)北九市大国際環境、2)高輝度光科学研究センター 
 [座長 櫻井 和朗] 

 15:00 

 3273 

1K13IL 高輝度放射光を用いた先端的小角X線散乱で

見るソフトマターの階層構造とダイナミクス……
○雨宮 慶幸

1・篠原 佑也1  1)東大院新領域 
 15:50 

 3276 

1K15  異常小角 X 線散乱による加硫スチレンブタジ

エンゴムにおける硫黄分散性の評価……
○清家 はるか1・

篠原 佑也1・岸本 浩通1,2・為則 雄祐3・雨宮 慶幸1

1)東大院新領域、2)住友ゴム、3)JASRI 
 16:15 

 3278 

1K16  コヒーレントX線を用いたコロイド分散系のダイナミ

クス測定……
○井上 伊知郎1・篠原 佑也1・渡部 慧1・雨

宮 慶幸1  1)東大院新領域 
 [座長 佐々木 園] 

 16:40 

 3280 

1K17  X線光子相関分光法によるポリスチレン中のポリ

スチレンブラシ修飾微粒子のダイナミクスの研究……
○星

野 大樹1,2・菊地 守也1,2・村上 大樹1,2・原田 佳子1,2・

伊藤 基巳紀2・田中 義人2・佐々木 園2,3・高田 昌樹2・

陣内 浩司1,2・高原 淳1,2  1)JST-ERATO高原ソフト界
面プロ、2)理研、3)京工繊大院 

 17:05 

 3282 

1K18  ブロック共重合体凝集構造中への水素結合性

半導体ナノ粒子の選択的導入……
○樋口 康太1・提嶋 佳

生1・野呂 篤史1・松下 裕秀1  1)名大院工 
 17:30 

 3284 

1K19  ジブロック共重合体の秩序ー秩序転移過程に

関する研究……
○佐藤 翔1,2・長谷川 博一1・竹中 幹人

1,2・千々和 貴志1,2  1)京大院工、2)理研 
 17:55 

 3286 

1K20  エラストマー材料の初期構造と伸長解放後の構

造回復挙動の関係……
○小松 拓也1・本九町 卓1・小椎

尾 謙1・吉永 耕二1  1)長崎大院工 

 
9 月 20 日（木） 

量子ビームで見るソフトマテリアルの構造の階層性と

ダイナミクス 
 [座長 鳥飼 直也] 

 9:10 

 3288 

2K01  GI-SAXSによるブロックポリマー薄膜の秩序化

過程に関する研究……山口 謙一郎1・○竹中 幹人1,2・長

谷川 博一1  1)京大院工、2)理研 
 9:35 

 3290 

2K02  二酸化炭素膨潤に誘起されるミクロ相分離構造

転移の透過および斜入射小角X線散乱による観察……
○新

海 智照1・横山 英明1,2・伊藤 耕三1・酒井 康博1・杉山 賢

次3  1)東大院新領域、2)JSTさきがけ、3)法政大生命 
 10:00 

 3292 

2K03  GISANS/GISAXS測定による高分子ブレンド薄膜

の脱濡れ過程の追跡……
○小川 紘樹1・夏 天2・井上 倫

太郎2・山田 悟史3・金谷 利治2  1)JASRI/SPring-8、
2)京大化研、3)高エネ機構 

 [座長 新田 晃平] 

 10:25 

 3294 

2K04  カーボンブラックを含む非晶性ゴムブレンドが形

成する規則構造……
○張 俊赫1・川添 真幸2・吉田 博久

1  1)首都大院都市環境、2)横浜ゴム 
 10:50 

 3296 

2K05  異なる分散媒から作られたフュームドシリカ／ポ

リスチレン複合体薄膜中のシリカ凝集状態……島津 崇1・
○鳥飼 直也1・川口 正美1・小川 紘樹2  1)三重大院
工、2)JASRI/SPring-8 

 11:15 

 3298 

2K06  シリコン基板上におけるポリヒドロキシブチレート

薄膜の溶融－等温結晶化挙動……
○佐々木 園1,2・保田 

皓是1・石井 和栄1・出口 雅規1・櫻井 伸一1・太田 昇
3・増永 啓康3・高田 昌樹2,3  1)京工繊大院工、2)理
研/SPring-8、3)JASRI/SPring-8 

 11:40 2K07  スピンコート製膜過程におけるP3AT:PCBMブレ

 3300 ンドの結晶化挙動……
○佐々木 園1,2・石井 和栄1・波夛 

良亮1・櫻井 伸一1・小川 紘樹3・増永 啓康3・引間 孝

明 2 ・ 高 田  昌 樹 2   1) 京 工 繊 大 院 工 、 2) 理 研
/SPring-8、3)JASRI/SPring-8 

 [座長 柴山 充弘] 

 12:55

 3302

2K08  多成分階層構造解析のための中性子・Ｘ線小

角散乱の併用……
○山口 大輔1・能田 洋平1・小泉 智2・

長谷川 良雄3・菱沼 行男3・鈴木 将3・児玉 弘人4・大

沼 正人5・大場 洋次郎6・湯淺 毅7・曽根 卓男7・冨永 

哲雄7  1)原子力機構、2)茨城大、3)アート科学、4)茨
城県工技セ、5)物材機構、6)京大原子炉、7)JSR 

 13:20

 3304

2K09  中性子小角散乱法によるシンジオタクチックポリ

スチレンのゲスト交換過程の研究……
○金子 文俊1・瀬戸 

直樹1・Radulescu Aurel2・右手 浩一3  1)阪大院理、
2)JCNS、3)徳島大院工 

 13:45

 3306

2K10  準弾性中性子散乱による置換ポリアセチレンの

局所ダイナミクスとガス透過性の相関……
○井上 倫太郎

1・金谷 利冶1・増田 俊夫2・西田 幸次1・山室 修3  1)
京大化研、2)福井工大環境、3)東大物性研 

 [座長 田代 孝二] 

 14:10

 3308

2K11  中性子反射率測定によるポリスチレン／ポリス

チレンブラシ界面における分子鎖の拡散挙動評価……
○有

田 寛1・竹中 愛2・山田 悟史3・小林 元康2・高原 淳
1,2,4  1)九大院工、2)JST-ERATO、3)高エネ機構、4)
九大先導研 

 14:35

 3310

2K12  広角・小角散乱によるTetra-PEGイオンゲルの

構造解析……浅井 華子1・藤井 健太1・○柴山 充弘1・上

木 岳士2・酒井 崇匡2・鄭 雄一2・渡邉 正義3  1)東
大物性研、2)東大院工、3)横国大院工 

 15:00

 3312

2K13  ミクロビーム広角・小角X線散乱による高分子流

動誘起結晶前駆体の構造……
○金谷 利治1・ポレック イ

ンガー1・藤原 哲明1・井上 倫太郎1・西田 幸次1・松葉 

豪2・太田 昇3・小川 紘樹3  1)京大化研、2)山形大院
理工、3)JASRI/SPring-8 

 15:25

 3314

2K14  ポリ乳酸の延伸過程におけるメゾ相形成……
○河

井 貴彦1・黒田 真一1・西田 幸次2・金谷 利治2  1)
群馬大院工、2)京大化研 

 [座長 金谷 利治] 

 15:50

 3316

2K15  高分子固体の２次元小角X線散乱図形解析の

ためのモンテカルロシミュレーション技法の開発……
○田原 

大輔1・田代 孝二1  1)豊田工大院工 
 16:15

 3318

2K16  透過赤外スペクトル、広角小角Ｘ線散乱同時測

定系を用いた高分子相転移現象における構造変化の解

明……
○田代 孝二1・吉岡 太陽1・山元 博子1  1)豊田

工大院工 
 16:40

 3320

2K17  放射光を利用した液晶複合構造と超構造の評

価……
○高西 陽一1・大塚 洋子2・高橋 由美子3・飯田 

厚夫3  1)京大院理、2)東工大技術、3)高エネ機構 
 17:05

 3322

2K18  SAXS/WAXS同時測定による液晶エポキシ硬

化過程における構造形成過程の解明……
○坂本 直紀1・

原田 美由紀2・安藤 純一朗2・服部 聖也2・櫻井 伸一
3・今泉 公夫1・山崎 輝昌1・増永 啓康4・越智 光一2

1)旭化成、2)関西大、3)京工繊大、4)JASRI 

 
9 月 21 日（金） 

量子ビームで見るソフトマテリアルの構造の階層性と

ダイナミクス 
 [座長 櫻井 伸一] 

 9:10

 3324

3K01  液晶性ブロック共重合体における液晶相転移に

よるミクロ相分離構造の変化……
○塩見 友雄1・竹下 宏

樹1・萩野谷 和大1・藤瀬 知也1・安達 俊介1・谷口 真

一1・宮 正光1・竹中 克彦1  1)長岡技科大 
 9:35

 3326

3K02  結晶性／結晶性相溶系ブレンドにおける結晶ラ

メラ構造形成……
○新井 史紀1・篠原 和也1・竹下 宏樹

1・宮 正光1・竹中 克彦1・塩見 友雄1  1)長岡技科大 
 10:00

 3328

3K03  PVA の ホ ウ 酸 水 溶 液 中 延 伸 過 程 の

SAXS/WAXDによるその場観察： 配向非晶の構造発展



……
○宮崎 司1・武田 雄希1・伊藤 孝彦1・星子 暁恵1

1)日東電工 
 [座長 塩見 友雄] 

 10:25 

 3330 

3K04  ブロックコポリマーが形成する球状ミクロドメイン

bcc格子の薄膜中における自発配向……
○本田 このみ1・

宮崎 司2・佐々木 園1・櫻井 伸一1  1)京工繊大院バ
イオベースマテリアル、2)日東電工 

 10:50 

 3332 

3K05  ポリ乳酸／ポリエチレンオキシドブレンドの結晶

性階層構造……Tien Nguyen Dung1・西川 幸宏1・登阪 

雅聡2・佐々木 園1・○櫻井 伸一1  1)京工繊大院工
芸、2)京大化研 

 11:15 

 3334 

3K06  エラストマー特性を有するブロックコポリマーフィ

ルムの一軸延伸によるミクロ相分離構造と物性の変化……
○魚住 まどか1・松下 忠史2・坂本 直紀2・山崎 輝昌2・

今泉 公夫2・増永 啓康3・佐々木 園1・櫻井 伸一1

1)京工繊大院、2)旭化成、3)JASRI/SPring-8 
 11:40 

 3336 

3K07  時分割超小角X線散乱法によるゴム充てん系の

ペイン効果に関する研究……
○竹中 幹人1,2・泉 竜太1,2・網

野 直也3・三原 愉3  1)京大院工、2)理研、3)横浜ゴム
 [座長 増永 啓康] 

 12:55 

 3338 

3K08  ミクロドメイン構造をホストとする金ナノロッドの配

向制御と非線形光学物性……
○岡本 茂1・岩田 朗宏1・

早川 知克1  1)名工大院工 
 13:20 

 3340 

3K09  低温における溶液SAXS測定と高分子の広がり

の温度依存性……
○寺尾 憲1・市川 広美1・森花 直也1・

蒋 日斤悦1・佐藤 尚弘1  1)阪大院理 
 13:45 

 3342 

3K10  X線小角散乱と光散乱によるポリメタクリル酸メ

チルのコイル-グロビュール転移……
○槇 靖幸1・前田 佳

祐1  1)群馬大院工 
 [座長 寺尾 憲] 

 14:10 

 3344 

3K11  X線コントラスト変調法によるPDMS-l-PDMAA共

重合体中の親水性ドメインの不均一構造解析……
○森 友

香1・伊藤 恵利1・山本 勝宏1・秋葉 勇2  1)名工大院
工、2)北九市大国際環境 

 14:35 

 3346 

3K12  小角X線異常散乱を用いた両親媒性高分子の

会合構造解析……
○秋葉 勇1,2・酒匂 恵1・武智 敦郎1・

櫻井 和朗1,2  1)北九市大国際環境、2)JST-CREST 
 15:00 

 3348 

3K13  時間分割ASAXS測定法の開発とポリプロピレン

の結晶化誘導期における構造評価……
○増永 啓康1・櫻

井 和朗2・秋葉 勇2・篠原 佑也3・雨宮 慶幸3・八木 直

人1・高田 昌樹1,3,4  1)JASRI/SPring-8、2)北九市大、
3)東大、4)RIKEN 

 

L 会 場 
（52・53 号館 5231） 

9 月 19 日（水） 

高分子・液晶・フラストレーションの協奏 
 10:40 

 3350 

SO  Introductory Remarks……氏家 誠司1  1)大分大
工 

 [座長 氏家 誠司] 

 10:50 

 3351 

1L05  液晶高分子の光配向制御とソフトマターメカニク

スの開拓……
○宍戸 厚1  1)東工大資源研 

 11:15 

 3353 

1L06  光応答性液晶による微小物体マニピュレーショ

ン……
○栗原 清二1,2・太田 和宏1・織田 崇弘1・桑原 穣1

1)熊本大院自然、2)JST-CREST 
 11:40 

 3355 

1L07  双連続型キュービック液晶性二成分系の光誘

起相転移……
○堀 領1・三輪 洋平1・山本 勝宏2・沓水 

祥一1  1)岐阜大工、2)名工大院工 
 [座長 宍戸 厚] 

 12:55 

 3357 

1L08  共焦点顕微鏡による液晶ブルー相の格子構造

観察……
○奥村 泰志1・芦峰 隆宏2・齊藤 綾一2・樋口 

博紀1・菊池 裕嗣1  1)九大先導研、2)九大総理工 
 13:20 

 3359 

1L09  フッ素系母液晶と新規フッ素系キラル剤により

誘起されるブルー相の特性評価……
○柿坂 康太1・樋口 

博紀2・奥村 泰志2・菊池 裕嗣2  1)九大院総理工、2)

九大先導研 
 13:45

 3361

1L10  新規なアントラセン光応答性キラル剤の合成とキ

ラル液晶の光相転移挙動……
○西川 浩矢1・樋口 博紀2・奥

村 泰志2・菊池 裕嗣2  1)九大総理工、2)九大先導研 
 [座長 奥村 泰志] 

 14:10

 3363

1L11  アントラセン部位を有する刺激応答性発光液晶

の開発……
○山根 祥吾1・相良 剛光1・加藤 隆史1  1)

東大院工 
 14:35

 3365

1L12  アルコキシアゾベンゼン置換トリフェニレンのロッド

ーディスク分子形状変化を伴う熱相転移と光誘起等温

相転移……田中 大介1,2・白數 竜也1・石黒 久登1,2・内

田 欣吾1・○清水 洋2  1)龍谷大院理工、2)産総研ユ
ビキタス 

 15:00

 3367

1L13  ランダム共重合比に依存した側鎖型液晶高分

子の配向変化とブロック共重合体への応用……
○永島 悠

樹1・永野 修作2,3・関 隆広1  1)名大院工、2)名大
VBL、3)JSTさきがけ 

 [座長 岸川 圭希] 

 15:25

 3369

1L14  側鎖型-主鎖型-側鎖型液晶性ABA型トリブロッ

ク共重合体が形成するナノ周期構造……
○石毛 亮平1・戸

木田 雅利3・渡辺 順次3・大塚 英幸1,2・高原 淳1,2  1)
九大先導研、2)九大院工、3)東工大院理工 

 15:50

 3371

1L15  光応答性官能基を有するポリビニルエーテルの

精密合成と光反応性挙動……
○藤島 綾音1・西村 いずみ

1・本柳 仁1・箕田 雅彦1  1)京工繊大院工芸 
 16:15

 3373

1L16  側鎖型液晶高分子の相転移における主鎖の効

果: 分子量依存性……
○加藤 京1・中 裕美子2・間宮 純

一1・木下 基1・佐々木 健夫2・宍戸 厚1  1)東工大資
源研、2)東理大理 

 [座長 栗原 清二] 

 16:40

 3375

1L17  立体規則性ポリ置換メチレンが形成する液晶相

挙動……
○星野 旭希1・藤井 恭平1・敷中 一洋1・小清水 

昇2・坂尻 浩一2・戸木田 雅利2・渡辺 順次2・重原 淳

孝1  1)農工大院工、2)東工大院理工 
 17:05

 3377

1L18  非晶性高分子を用いた二成分液晶の構築と秩

序形成……
○古城 建典1・氏家 誠司1  1)大分大工 

 17:30

 3379

1L19  親油性イオン液晶の秩序形成へのイオン碁の

影響……
○武 金枝1・氏家 誠司1  1)大分大工 

 17:55

 3381

1L20  液晶・高分子混合系のメソ構造形成……
○木村 

康之1・近藤 昇1・木下 隆裕1・北 紘典1  1)九大院理 

 
9 月 20 日（木） 

高分子・液晶・フラストレーションの協奏 
 [座長 沓水 祥一] 

 9:10

 3383

2L01  コレステリックブルー相の理論・シミュレーション

による研究……
○福田 順一1  1)産総研ナノシステム 

 9:35

 3385

2L02  モノマーの化学構造に由来する高分子安定化

ブルー相の安定性と電気光学特性……
○竹内 勇磨1・樋

口 博紀2・奥村 泰志2・幸田 光弘3・赤石 良一3・松山 

剛知3・松本 純一3・菊地 裕嗣2  1)九大院総理工、2)
九大先導研、3)大阪有機化学 

 10:00

 3387

2L03  コレステリックブルー相の光学的等方性を利用

した光制御……
○尾崎 雅則1・吉田 浩之1,2  1)阪大院

工、2)JSTさきがけ 
 [座長 福田 順一] 

 10:25

 3389

2L04  棒状分子が形成する双連結型キュービック相

の部分架橋化による安定化……箕迫 卓1・○沓水 祥一1・

岡田 郷1・三輪 洋平1・坂尻 浩一1,2  1)岐阜大工、2)
東工大院理工 

 10:50

 3391

2L05  ビフェニル部位あるいはナフタレン部位を有する

双連続キュービック液晶. 1.……
○杉本 匡史1・三輪 洋平

1・沓水 祥一1  1)岐阜大院工 
 11:15

 3393

2L06  高分子・液晶系における秩序形成と相分離……
○松山 明彦1  1)九工大情報工 

 11:40

 3395

2L07  液晶秩序の競合による欠陥の構造化とダイナミ

クス……
○山本 潤1  1)京大院理 

 [座長 菊池 裕嗣] 



 12:55 

 3397 

2L08IL 液晶性付与によるエラストマーの新奇な刺激応

答特性の創出……
○浦山 健治1  1)京大院工 

 13:45 

 3400 

2L10  スメクチック液晶エラストマーの分子再配列と形

状変化……
○平岡 一幸1  1)東工芸大工 

 [座長 山村 泰久] 

 14:10 

 3402 

2L11  アゾベンゼンカルボン酸とアミノ酸エステルから

なる有機塩型低分子ゲル化剤の開発とその光応答性……
○中村 和貴1・鈴木 正浩2・英 謙二2  1)信州大院工、
2)信州大院総工 

 14:35 

 3404 

2L12  多孔質に閉じ込めたネマチック液晶の示す非線

形・非平衡挙動……
○荒木 武昭1  1)京大院理 

 15:00 

 3406 

2L13  メソゲン含有エポキシ樹脂のセラミックス界面に

おける配向性と熱伝導特性との関係……
○吉田 優香1・田

中 慎吾2・竹澤 由高1  1)日立化成、2)日立 
 [座長 平岡 一幸] 

 15:25 

 3408 

2L14  サーモトロピック液晶BABH(n)におけるフラストレ

ーションとリエントラント相転移……
○山村 泰久1・中澤 由

莉1・沓水 祥一2・齋藤 一弥1  1)筑波大数理物質、2)
岐阜大工 

 15:50 

 3410 

2L15  特異な分子集合挙動を示す液晶性トリフェニレ

ンヘキサカルボン酸エステル……
○梶谷 孝1・橋爪 大輔

1・大澤 輝恒1,2・小阪 敦子1・福島 孝典1,3・相田 卓三
1,2  1)理研、2)東大院工、3)東工大資源研 

 16:15 

 3412 

2L16  トランおよびジアリール－ジアセチレン骨格を有

する液晶分子の合成と光学特性評価……
○荒川 優樹1・

中島 俊平1・小西 玄一1  1)東工大院理工 

 
9 月 21 日（金） 

高分子・液晶・フラストレーションの協奏 
 [座長 川月 喜弘] 

 9:10 

 3414 

3L01  らせん形態を有するポリグルタミン酸エステルが

形成する極性液晶……
○中楯 順一1・木原 史織1・顔 竹

君2・坂尻 浩一1・姜 聲敏1・戸木田 雅利1・渡辺 順次1

1)東工大院工、2)復但大材料系 
 9:35 

 3416 

3L02  高速応答と高安定性を有する強誘電性柱状液

晶相の実現……
○岸川 圭希1  1)千葉大院工 

 10:00 

 3418 

3L03  自発的ホメオトロピック配向と表示特性に及ぼす

液晶性デンドリマーの効果……
○米竹 孝一郎1  1)山形

大院理工 
 [座長 米竹 孝一郎] 

 10:25 

 3420 

3L04  光フリース転位に基づく新規分子配向性光配向

材料……
○川月 喜弘1  1)兵庫県大院工 

 10:50 

 3422 

3L05  側鎖にフェニルチオエステルを有する高分子液

晶の光配向……
○内村 洋貴1・近藤 瑞穂1・川月 喜弘1

1)兵庫県大院工 
 11:15 

 3424 

3L06  温度制御型不斉液晶反応場での電解重合によ

るキラル共役ポリマーの合成と性質……
○岡田 能宜1・鄭 

龍洙1・高 文柱1・三方 裕司2・赤木 和夫1  1)京大院
工、2)奈良女大共生セ 

 11:40 

 3426 

3L07  不斉液晶反応場を用いたフリーラジカル重合に

よるらせん状非共役高分子の合成……
○芦部 友樹1・桑

田 健二1・赤木 和夫1  1)京大院工 

 

M 会 場 
（52・53 号館 5215） 

9 月 19 日（水） 

高分子機能 
 [座長 鈴木 将人] 

 10:00 

 3620 

1M03  導電性高分子をゲート電極に用いた有機電気

化学トランジスタ……
○青木 純1・友廣 洋佑1・多田 裕紀1

1)名工大院工 
 10:25 

 3622 

1M04  近赤外領域に吸収を持つ低バンドギャップポリ

マーの合成……
○井出 茉里奈1・小泉 美子1,2・佐伯 昭

紀1,3・相田 卓三2,4・関 修平1  1)阪大院工、2)理研、
3)JST-PRESTO、4)東大院工 

 10:50

 3624

1M05  DNA-CTMA複合体をゲート誘電体層に用いた

有機TFTメモリの誘電特性とメモリ発現機構……
○三ツ村 

泰1・梁 麗娟1・植村 聖2・鎌田 俊英2・中村 一希1・小

林 範久1  1)千葉大院融合科学、2)産総研 
 11:15

 3626

1M06  PEDOT/PSSの電気化学特性……
○望月 雄太1・

鶴田 高広1・奥崎 秀典1  1)山梨大院医工 
 11:40

 3628

1M07  高導電性PEDOT/PSSディスパージョンの合成

……
○堀井 辰衛1・樋川 英江1・勝沼 将人1・李 悦忱1・

奥崎 秀典1  1)山梨大院医工 
 [座長 青木 純] 

 12:55

 3630

1M08  フッ化ビニリデン共重合体薄膜の強誘電性……
○

北野 智誉1・木梨 憲司1・坂井 亙1・堤 直人1  1)京
工繊大院工 

 13:20

 3632

1M09  高品質有機半導体結晶の作製……
○林 和佳1・

山雄 健史1・堀田 収1  1)京工繊大院工芸 
 13:45

 3634

1M10  その場重合による導電性高分子／ラジカルポリ

マー複合層の形成と電荷蓄積・輸送特性……
○須賀 健

雄1,2・皆川 馨2・南 絵里奈2・岡崎 史哲2・西出 宏之2

1)早大高等研、2)早大理工 
 14:10

 3636

1M11  導電性高分子のラインパターニングと有機太陽

電池への応用……
○湯本 建法1・滝上 勇気1・奥崎 秀典

1  1)山梨大院医工 
 14:35

 3638

1M12  3,3'-ビカルバゾールホスト材料を用いた高効率

青色リン光有機ELデバイス……
○笹部 久宏1,2・豊田 直樹

1・中西 裕美1・夫 勇進1,2・城戸 淳二1,2  1)山形大院
理工、2)山形大有機エレ研セ 

 [座長 加藤 文昭] 

 15:00

 3640

1M13  近赤外領域を吸収する色素を含有したジアセチ

レン化合物の重合特性と半導体素子への応用……
○宮崎 

祐樹1・岡本 一男1・荻野 賢司1  1)農工大院BASE 
 15:25

 3642

1M14  異径微粒子を鋳型とした多孔質ポリイミドの膜構

造とその誘電特性……
○林 武1・小野寺 恒信1・石坂 孝

之2・笠井 均1・及川 英俊1  1)東北大多元研、2)産総
研東北 

 15:50

 3644

1M15  重合誘起相分離により構造を制御したイオン伝

導性ポリマーブレンドの電気的性質……
○遠藤 正律1・浅

井 茂雄1  1)東工大院理工 
 16:15

 3646

1M16  ピレン骨格を有するポリイミド共重合体の合成と

高分子メモリ材料への応用……
○黒澤 忠法1・東原 知哉

1・上田 充1  1)東工大院 
 [座長 堀田 収] 

 16:40

 3648

1M17  芳香族アミン環状体の合成と正孔輸送材料へ

の応用……
○中村 博1・土屋 康佑1・荻野 賢司1  1)農

工大院BASE 
 17:05

 3650

1M18  チオフェン誘導体のラジカルカチオン安定化と

エレクトロクロミック特性……
○山田 憲司1・岡田 伸二郎1

1)キヤノン 
 17:30

 3652

1M19  アゾベンゼン高分子液晶を用いた多層膜ミラー

の光学特性……
○八木 良平1・桑原 穣1・岩本 紘征1・片

江 秀樹1・緒方 智成2・金 善南1・栗原 清二1,3  1)熊
本 大 院 自 然 、 2) 熊 本 大 イ ノ ベ ー シ ョ ン 機 構 、
3)JST-CREST 

 17:55

 3654

1M20  ESDUS法による高分子有機ELへの色素ドープ層

位置制御……
○藤田 克彦1・松岡 健一1  1)九大先導研

 

9 月 20 日（木） 

高分子機能 
 [座長 東原 知哉] 

 9:10

 3656

2M01  有機半導体結晶を用いた発光トランジスタの作

製……
○深谷 佳秀1・山雄 健史1・堀田 収1  1)京工繊

大院工芸 
 9:35

 3658

2M02  有機オリゴマー結晶の光学測定……
○櫻井 優作

1・山雄 健史1・堀田 収1  1)京工繊大院工芸 
 10:00

 3660

2M03  ミニエマルションを反応場とするナノ蛍光体複合

化高分子微粒子の創製……
○小澤 ゆい1・福井 有香1・

藤本 啓二1  1)慶應大院理工 
 [座長 出羽 毅久] 



 10:25 

 3662 

2M04  低分子発光補助剤を用いた高分子ECL素子の

作製……
○大門 竜也1・二瓶 栄輔1  1)慶應大院理工 

 10:50 

 3664 

2M05  赤色強発光を示すDNA-CTMA/Eu錯体複合体

膜の発光の温度依存性……
○相良 亜弥佳1・中村 一希

1・小林 範久1  1)千葉大院融合科学 
 11:15 

 3666 

2M06  alpha-トコフェリル基を側鎖に導入した共役系高

分子の合成と光学活性……
○丸山 祥史1・川畑 公輔1・後

藤 博正1  1)筑波大院数理物質 

 
高性能透明ポリマー材料  

 12:45 

 4677 

SO  Introductory Remarks……谷尾 宣久1  1)千歳科
技大光科学 

 [座長 谷尾 宣久] 

 12:55 

 4678 

2M08IL 透明ポリマー材料の基礎と応用……
○斎藤 拓1

1)農工大工 
 [座長 越智 光一] 

 13:45 

 4681 

2M10  非晶構造制御による透明ポリマーの高透明化

……
○伊藤 菜月1・谷尾 宣久1  1)千歳科技大院光科

学 
 14:10 

 4683 

2M11  透明ポリマーの屈折率予測、透明性予測……
○

金谷 貴史1・谷尾 宣久1  1)千歳科技大院光科学 
 14:35 

 4685 

2M12  ナノ粒子分散体を用いた高屈折率有機無機ハ

イブリッドの開発……
○松川 公洋1,2・御田村 紘志1・宮崎 

怜太2・西岡 昇2・渡瀬 星児1  1)阪市工研、2)阪電通
大院工 

 [座長 松川 公洋] 

 15:00 

 4687 

2M13  ナノ酸化ジルコニウム微粒子を基盤とした新規

透明光学材料の開発……
○松本 睦1・堀内 伸2・鳴海 敦

1・川口 正剛1  1)山形大院理工、2)産総研 
 15:25 

 4689 

2M14  新規分散－凝集転移機構に基づくナノ粒子分

散透明高分子材料の調製法……
○澤口 孝志1  1)日大

理工 
 15:50 

 4691 

2M15  金属包埋透明樹脂材料の合成……
○米澤 徹1・

宇田川 智史1・Porta Matteo1  1)北大院工 
 [座長 松本 章一] 

 16:15 

 4693 

2M16  In-situ重合により合成した透明エポキシ/ジルコ

ニアハイブリッド材料の熱的および光学的性質……
○越智 

光一1・荒川 恵介1・河野 翔馬1・原田 美由紀1  1)関
西大化学生命工 

 16:40 

 4695 

2M17  ひずみ分子ジナフトチオフェン含有新規モノマー

の合成と高屈折材料化……
○南部 洋子1・高田 十志和1・

本田 順也2・立花 聡志2・駿河 寿秀2  1)東工大院理
工、2)スガイ化学 

 17:05 

 4697 

2M18  棒状分子を基盤とする高複屈折性高分子液晶

材料の開発……
○荒川 優樹1・中島 俊平1・小西 玄一1

1)東工大院理工 

 
9 月 21 日（金） 

高性能透明ポリマー材料 
 [座長 安藤 慎治] 

 9:10 

 4699 

3M01  ラジカル重合によるポリスルホンの合成と特性

解析……田中 成季1・李 勝起1・山西 啓介1・佐藤 絵理

子1・○松本 章一1  1)阪市大院工 
 9:35 

 4701 

3M02  側鎖にかさ高い置換基を有する耐熱透明性ア

クリル系ポリマーの設計ならびに特性評価……
○中野 良

紀1・尾崎 安里1・佐藤 絵理子1・松本 章一1  1)阪市
大院工 

 10:00 

 4703 

3M03  透明高分子としての交互かご鎖構造を有する

全シロキサンコポリマーの開発……
○太駄 俊彦4・大長光 

悠介3・松尾 孝志1・坂井 清1・田中 敬二2・國武 雅司
3,5  1)JNC、2)九大院工、3)熊本大院自然、4)熊本大
工、5)JST-CREST 

 10:25 

 4705 

3M04  末端封止による高機能ポリアリレートの合成とそ

の物性……
○田畑 昌祥1・馬渡 康輝1・山崎 隆喜2  1)

室蘭工大、2)ニッタ 
 [座長 山口 政之] 

 10:50

 4707

3M05  透明高分子フィルムの複素光弾性定数評価シ

ステム……
○田實 佳郎1・森田 哲也1・森井 克典1・上村 

祐輝1・木下 俊輔1・潮見 勇樹1・高和 宏行3・村木 可

苗3・守本 雄3・築地 光雄3・井元 健二2  1)関西大
院、2)井元製作所、3)ユニオプト 

 11:15

 4709

3M06  ポリスチレンのガラス状態における応力複屈折

の発現機構……
○有浦 瑛人1・久保山 敬一1・扇澤 敏明

1  1)東工大院理工 
 11:40

 4711

3M07  温度可変屈折率測定に基づくポリイミド薄膜の

体積熱膨張係数と分子鎖配向状態の評価……
○溝呂木 

将1・安藤 慎治1  1)東工大院理工 
 [座長 扇澤 敏明] 

 12:55

 4713

3M08  新規液晶ディスプレイのためのフォトニクスポリマ

ー……
○多加谷 明広1・小池 康博1  1)慶大KPRI 

 13:20

 4715

3M09  ゼロ複屈折性ポリマーで作製したPOFの光弾性

解析……
○古川 怜1・多加谷 明広2・小池 康博2  1)電

通大先端領域セ、2)慶大KPRI 
 13:45

 4717

3M10  溶融押出法による高耐熱ＧＩ型プラスチック光フ

ァイバーの作製……
○佐藤 勇樹1・中尾 亮介1,2・近藤 篤

志1・小池 康博1  1)慶應大院理工、2)積水化学 
 [座長 多加谷 明広] 

 14:10

 4719

3M11  セルロースエステルの配向複屈折とその波長依

存性……
○山口 政之1・信川 省吾1  1)北陸先端大院マ

テリアル 
 14:35

 4721

3M12  ポリイミドワニスからのキャスト製膜により誘起され

る透明ポリイミドの面内配向（１１）電子ペーパー用低熱膨

張性透明プラスチック基板への応用……
○長谷川 匡俊1・

石神 朋広1・五十嵐 嵩史1・石井 淳一1  1)東邦大理 

 

N 会 場 
（52・53 号館 5225） 

9 月 19 日（水） 

高分子機能 
 [座長 三田 文雄] 

 10:00

 3668

1N03  ピロール－アルデヒド付加縮合体を用いた光エ

ネルギー変換素子の開発(29)高分子ワイヤーの構造制

御による太陽電池への応用……
○宮本 光1,2・青田 浩幸

1,2  1)関西大化学生命工、2)関西大ORDIST 
 10:25

 3670

1N04  飛石型共役系ポリマーの合成と光エネルギー変

換システムへの応用(53)－主鎖または側鎖にクロモファ

ーを有するポリマーの合成とその光化学特性……
○山口 

智明1,2・青田 浩幸1,2  1)関西大化学生命工、2)関西
大ORDIST 

 10:50

 3672

1N05  飛石型共役系ポリマーの合成と光エネルギー変

換システムへの応用(54)-構造制御されたA,B-ブロック

型両親媒性ポリマーの合成と物性……
○横井 映里1,2・内

田 祐希・青田 浩幸1,2  1)関西大化学生命工、2)関西
大ORDIST 

 11:15

 3674

1N06  飛石型共役系ポリマーの合成と光エネルギー変

換システムへの応用(55)-方向性を持った高分子ワイヤ

ーの合成と光変換素子としての応用……
○谷本 新太郎

1,2・青田 浩幸1,2  1)関西大化学生命工、2)関西大
ORDIST 

 11:40

 3676

1N07  三重項－三重項消滅経由のアップコンバージョ

ンを効率よく起こすための新規増感剤の開発……
○汐津 

翔平1・田中 一生1・大橋 亘1・中條 善樹1  1)京大院
工 

 [座長 青田 浩幸] 

 12:55

 3678

1N08  光応答性共役ポリマーからなるナノ粒子の白色

蛍光発光とそのスイッチング挙動……
○卜 競舟1・桑田 健

二1・渡辺 和誉1・宮下 達明1・早坂 裕之1・赤木 和夫1

1)京大院工 
 13:20

 3680

1N09  ポリ(2-オキサゾリン)骨格を用いたピレンカルボ

キシアミド発色団の発光能向上……
○仁子 陽輔1・小西 

玄一1  1)東工大院理工 



 13:45 

 3682 

1N10  液晶性環状三核金錯体の発光特性と分子間相

互作用……
○田丸 雅一1・藤澤 香織2・堤 治1,3  1)立命

館大院理工、2)立命館大R-GIRO、3)立命館大生命 
 14:10 

 3684 

1N11  フォトレジストの2光子励起重合……
○坂元 七穂

1・木梨 憲司1・坂井 亙1・堤 直人1  1)京工繊大院工
 14:35 

 3686 

1N12  フェムト秒レーザーの2光子励起による銀イオン

の光還元……
○中村 遼太郎1・木梨 憲司1・坂井 亙1・堤 

直人1  1)京工繊大院工 
 [座長 堤 直人] 

 15:00 

 3688 

1N13  有機半導体結晶の屈折率の波長依存性……
○

坂本 直紀1・山雄 健史1・堀田 収1・水野 斎2・柳 久雄
2  1)京工繊大院工芸、2)奈良先端大院創成 

 15:25 

 3690 

1N14  ルブレン単結晶の発光特性……
○杉本 理1・山

雄 健史1・堀田 収1  1)京工繊大院工芸 
 15:50 

 3692 

1N15  アクリル系プラスチック光ファイバーにおけるミク

ロ不均一構造の光伝搬特性への影響……
○鈴木 隆介1・

井上 梓1・須賀 誠1・佐々 高史2・小池 康博1  1)慶
應大院理工、2)理研 

 16:15 

 3694 

1N16  フォトニックバンドとプラズモニクスのハイブリッドに

よる強力な電場増強効果を起こすナノ構造の作製……
○東 

伸悟1・森 篤史2・鈴木 良尚2・橋本 修一2・原口 雅宣2・

豊玉 彰子3・山中 淳平3・澤田 勉4  1)徳島大院先端科
学、2)徳島大ソシオテクノ、3)名市大院薬、4)物材機構 

 [座長 樋口 真弘] 

 16:40 

 3696 

1N17  可塑化PVCゲルの電気光学効果……
○佐藤 洸

1・植木 崇充1・後藤 康夫1・平井 利博1  1)信州大繊
維 

 17:05 

 3698 

1N18  ポリマーイオンゲル薄膜のDFBレーザー発振……
○山崎 遼1・木梨 憲司1・坂井 亙1・堤 直人1  1)京工
繊大院工 

 17:30 

 3700 

1N19  反応現像画像形成法に基づく脂肪族ポリエステ

ルへの感光性付与……
○川田 哲也1・高橋 昭雄1・大山 

俊幸1  1)横国大院工 
 17:55 

 3702 

1N20  ポリシロキサンの感光化設計と材料特性……
○諏

訪 充史1・岡沢 徹1・飯森 弘和1  1)東レ 

 
9 月 20 日（木） 

高分子機能 
 [座長 中 裕美子] 

 9:10 

 3704 

2N01  モノリシック分子を用いた無電界下のフォトリフラ

クティブ性……
○小江 可那子1・木梨 憲司1・坂井 亙1・堤 

直人1  1)京工繊大院工 
 9:35 

 3706 

2N02  PVCz複合材料のフォトリフラクティブ性に及ぼす

格子周期長及び分子量の影響……
○王 宇1・木梨 憲司

1・坂井 亙1・堤 直人1  1)京工繊大院 
 10:00 

 3708 

2N03  自己集積化単分子膜によるフォトリフラクティブ

性の向上……
○新開 啓令1・辻村 翔1・木梨 憲司1・坂井 

亙1・堤 直人1  1)京工繊大院工 
 10:25 

 3710 

2N04  高性能フォトリフラクティブポリジフェニルアミノス

チレン複合材料……
○辻村 翔1・木梨 憲司1・坂井 亙1・

堤 直人1  1)京工繊大院 
 [座長 坂井 亙] 

 10:50 

 3712 

2N05  ホログラム記録特性を有するフォトリフラクティブ

ポリマー材料の検討……
○入稲福 歩1・佐々木 健夫1

1)東理大院 
 11:15 

 3714 

2N06  相分離を抑制した高安定性フォトリフラクティブ

材料の開発……
○古明地 勇哉1・佐々木 健夫1  1)東

理大院 
 11:40 

 3716 

2N07  水素ラジカルによるPMMA系ポリマーの分解反

応……
○新井 祐1・能登 雄佑1・鷲見 直也2・高橋 聖司

1・河野 昭彦1・石川 健治2・堀 勝2・堀邊 英夫1  1)金
沢工大、2)名大 

 [座長 有光 晃二] 

 12:55 

 3718 

2N08  ポリオレフィンスルホン架橋体の光分解による接

着特性の変化……
○橋本 翔太1・佐々木 健夫1・松田 實

2  1)東理大院、2)東北大 
 13:20 2N09  側鎖に遊離型光塩基発生基を有するポリオレフ

 3720 ィンスルホンを利用した光分解性ポリマーの開発……
○竹

村 純恵1・佐々木 健夫1・松田 實2  1)東理大院総化
学、2)東北大 

 13:45

 3722

2N10  プロアザフォスホトラン-テトラアリールボレート塩

型光塩基発生剤の合成と評価……
○佐藤 潤一1・芝崎 

祐二1・大石 好行1  1)岩手大工 
 [座長 芝﨑 祐二] 

 14:10

 3724

2N11  酸増殖ポリマー微粒子を用いた高感度光反応

性材料の構築……
○川浪 敬太1・有光 晃二1・山田 恭幸

2・脇屋 武司2  1)東理大理工、2)積水化学 
 14:35

 3726

2N12  超強酸を増殖する酸増殖剤の合成と光反応性

材料への応用……
○寺田 究1・有光 晃二1  1)東理大理

工 
 15:00

 3728

2N13  光潜在性チオールの合成とチオール/エンUV

硬化材料への応用……
○石井 拓1・有光 晃二1  1)東

理大理工 
 15:25

 3730

2N14  光環化型の有機強塩基発生剤を用いたエピス

ルフィド樹脂のアニオンUV硬化……
○伊田 孟倫1・有光 

晃二1・工藤 健二2・竹下 敬祐2・小野 裕之2  1)東理
大理工、2)日本合成化学 

 15:50

 3732

2N15  強塩基増殖剤を利用した光反応性材料の感光

特性……
○波多 朝仁1・有光 晃二1  1)東理大理工 

 [座長 但馬 敬介] 

 16:15

 3734

2N16  白色光励起・時間分解マイクロ波伝導度法を用

いた有機薄膜太陽電池評価……
○吉川 紗耶1・佐伯 昭

紀1,2・辻 雅司1・小泉 美子1,3・井出 茉里奈1・ビジャヤク

マール チャコート1・関 修平1  1)阪大院工、2)JSTさき
がけ、3)理研 

 16:40

 3736

2N17  電解重合ポリチオフェン／フラーレン界面におけ

る相互侵入構造の形成と光起電特性の向上……
○山本 

達也1・手塚 美彦1・田中 均1  1)徳島大院 
 17:05

 3738

2N18  電解重合性ポリビオロゲンの電荷貯蔵と光電荷

分離……
○佐野 直樹1・原 崇1・小柳津 研一1・西出 宏

之1  1)早大理工 

 
9 月 21 日（金） 

高分子機能 
 [座長 関 修平] 

 9:10

 3740

3N01  全高分子型薄膜太陽電池における近赤外色素

増感……
○平田 稔朗1・本田 哲士1・大北 英生1,2・辨天 

宏明1・伊藤 紳三郎1  1)京大院工、2)JSTさきがけ 
 9:35

 3742

3N02  狭バンドギャップ高分子薄膜太陽電池における

電荷解離機構の解明……
○山本 俊介1・大北 英生1,2・辨

天 宏明1・伊藤 紳三郎1  1)京大院工、2)JSTさきがけ
 10:00

 3744

3N03  過渡吸収分光測定により明らかにする全高分

子型薄膜太陽電池における高効率化の要因……
○辨天 

宏明1・森 大輔1・大北 英生1,2・伊藤 紳三郎1・三宅 邦

仁3  1)京大院工、2)JSTさきがけ、3)住友化学 
 10:25

 3746

3N04  高効率高分子ブレンド太陽電池の開発：高分子

量アクセプター高分子による効率向上……
○森 大輔1・辨

天 宏明1・大北 英生1,2・伊藤 紳三郎1・三宅 邦仁3

1)京大院工、2)JSTさきがけ、3)住友化学 
 [座長 木本 篤志] 

 10:50

 3748

3N05  有機半導体結晶の作製および太陽電池デバイ

ス応用……
○中川 貴雄1・荻野 賢治1・山雄 健史1・堀田 

収1  1)京工繊大院工芸 
 11:15

 3750

3N06  ボロール骨格を持つ半導体ポリマーの合成と有

機薄膜太陽電池への応用……
○林崎 匡宏1・橋本 和仁

1・但馬 敬介1,2  1)東大院工、2)JSTさきがけ 
 11:40

 3752

3N07  ポルフィリンを末端に有するポリマーの合成と太

陽電池のための可視光吸収材としての応用……
○金指 安

奈1・名取 至2・荻野 賢司1  1)農工大、2)旭化成 
 [座長 大北 英生] 

 12:55

 3754

3N08  酸化チタン上での表面重合を用いた色素増感

太陽電池……
○笹川 直樹1・木村 睦1  1)信州大繊維 

 13:20

 3756

3N09  フルオレンを含む環拡大フタロシアニン錯体を

導入した有機薄膜太陽電池の特性評価……
○山本 智史



1・木村 睦1  1)信州大繊維 
 13:45 

 3758 

3N10  色素増感太陽電池用二酸化チタンペーストの

焼結性及び多孔性制御……
○佐々木 拓1・大村 貴宏1・

堀木 麻由美1・西山 智慧2・内田 聡2  1)積水化学、
2)東大先端研 

 14:10 

 3760 

3N11  金属集積機能を有するπ共役高分子の有機薄

膜太陽電池への応用……
○木本 篤志1・田島 右副1

1)理研 
 [座長 木村 睦] 

 14:35 

 3762 

3N12  新規π共役ポリマーの光電気特性と有機薄膜

太陽電池評価……
○小泉 美子1,2・井出 茉里奈2・佐伯 

昭紀2,3・相田 卓三1,4・関 修平2  1)理研、2)阪大院
工、3)JST-PRESTO、4)東大院工 

 15:00 

 3764 

3N13  ポリフェニレン系ブロック共重合体の合成と評価

(VIII) -分子構造と機械的特性の関係-……
○大澤 あずさ

1・藤田 正博1・竹岡 裕子1・陸川 政弘1  1)上智大理
工 

 15:25 

 3766 

3N14  アルキルスルホン酸基を有するポリフェニレン系

電解質の合成(IV) -アルキルスルホン酸基の燃料電池

特性への影響-……
○榊 優介1・吉田 実留1・藤田 正博

1・竹岡 裕子1・陸川 政弘1  1)上智大理工 

 

O 会 場 
（52・53 号館 5236） 

9 月 19 日（水） 

高分子機能 
 [座長 三ツ石 方也] 

 10:00 

 3768 

1O03  ポリチオフェン結晶相における一重項励起子拡

散ダイナミクス……
○大北 英生1,2・玉井 康成1・松浦 悠1・

辨天 宏明1・伊藤 紳三郎1  1)京大院工、2)JSTさきが
け 

 10:25 

 3770 

1O04  高密度キノン含有ポリマーの電荷輸送・貯蔵特

性……
○小柳津 研一1・向井 拓史1・高橋 昭成1・谷田 

奈津美1・原 美代子1・西出 宏之1  1)早大理工 
 10:50 

 3772 

1O05  導電性高分子の水分散液を用いたアルミニウ

ム固体コンデンサの作製と電気特性……
○村上 敏行1,2・

遠藤 駿介1・奥崎 秀典2  1)日本ケミコン、2)山梨大 
 11:15 

 3774 

1O06  垂直配向シリンダー型ミクロ相分離界面におけ

るヘテロ接合の形成……
○渡邉 佑樹1・青谷 正嗣1・中島 

大志2・小村 元憲2・吉田 博久3・浅岡 定幸1,4  1)京工
繊大院工芸、2)東工大資源研、3)首都大院都市環境、
4)JSTさきがけ 

 11:40 

 3776 

1O07  ニトロキシドラジカル置換ポリマーの分子・界面

構造の制御と電極活物質特性……
○助川 敬1・小俣 元1・

増子 一成1・小柳津 研一1・西出 宏之1  1)早大理工
 [座長 小柳津 研一] 

 12:55 

 3778 

1O08  ポリマー被覆カーボンナノチューブの炭素化によ

る新規非白金系酸素還元触媒の作製……
○森田 潤一1・

藤ヶ谷 剛彦1,2・中嶋 直敏1,2,3  1)九大院工、2)九大
WPI-I2CNER、3)JST-CREST 

 13:20 

 3780 

1O09  高分子化シラトランのイオン伝導特性……
○水雲 

智信1・中島 真実1・山田 雄大1・大下 浄治1  1)広島
大院工 

 13:45 

 3782 

1O10  イオン伝導性高分子ナノシートの作製とその伝

導特性の検討……
○早坂 裕太1・松井 淳1・宮下 徳治1

1)東北大多元研 
 14:10 

 3784 

1O11  デンドリマーに内包された精密白金ナノ粒子とバ

イメタリックナノ粒子の触媒活性……
○中原 秀徳1・今岡 

享稔1・山元 公寿1  1)東工大資源研 
 [座長 山元 公寿] 

 14:35 

 3786 

1O12  高分子保護で金含有の高活性金属クラスター

触媒：クラウン・ジュエル触媒への展開……
○戸嶋 直樹

1,2・張 海軍3  1)山口東理大工、2)JST-CREST、3)武
漢科技大 

 15:00 1O13 Pd ナノ粒子を含む多孔質ポリマーの形態制御と

 3788 その触媒活性……
○杨 垚瑶 1,2・小笠原 伸 1・李 光 2・加

藤 愼治 1  1)川村理研、2)東華大 
 15:25

 3790

1O14  単層カーボンナノチューブの選択的可溶化にお

けるポリフルオレン類のポリマー骨格依存性……
○利光 史

行1・小澤 寛晃1・井手 奈都子1・藤ヶ谷 剛彦1・中嶋 

直敏1,2,3  1)九大院工、2)JST-CREST、3)WPI 
 15:50

 3792

1O15  コバルト錯体タイプ脂質ナノチューブの不均一系

触媒への応用……
○青柳 将1・韓 淵圭1・小木曽 真樹1・

浅川 真澄1・増田 光俊1・清水 敏美1  1)産総研ナノ
チューブ応用研セ 

 [座長 中嶋 直敏] 

 16:15

 3794

1O16  複合酵素固定化膜の調製とその多段階酵素反

応特性……
○長谷 一輝1・浦上 忠1,2・宮田 隆志1,2  1)

関西大化学生命工、2)関西大ORDIST 
 16:40

 3796

1O17  光学活性ポリチオフェンを基盤とする超分子キ

ラリティーセンシング……
○福原 学1・井上 佳久1  1)阪

大院工 
 17:05

 3798

1O18  DNA溶液からのエンドトキシン選択除去のための

シクロデキストリン－ウレタン共重合粒子……
○木村 かさね

1・上園 康史1・戸所 正美2・坂田 眞砂代1  1)熊本大
院自然、2)JNC 

 17:30

 3800

1O19  シクロデキストリンポリマーを用いたオイル中から

のポリ塩化ビフェニルの吸着除去……
○川野 真太郎1・中

野 武1,2・宮脇 和博3・加藤 栄一1,2・木田 敏之1,2・明石 

満1,2  1)阪大院工、2)阪大ネオス共同研、3)ネオス 
 17:55

 3802

1O20  シクロデキストリン誘導体による非極性溶媒中の

トランス脂肪酸エステルの選択的分離……
○濱田 充代1・

樋上 友亮1・木田 敏之1・明石 満1  1)阪大院工 

 
9 月 20 日（木） 

高分子機能 
 [座長 網代 広治] 

 9:10

 3804

2O01  側鎖にキラルセレクターとしてフェニルアラニル

基を有するポリスルホン膜による光学分割……
○伊勢崎 

淳1・吉川 正和1・リー ナンウェン2・マイケル ガイバー2,3・

ロバートソン ジルス3  1)京工繊大院、2)ハンヤン大、3)
カナダ国立研究機構 

 9:35

 3806

2O02  光学活性なリボフラビン含有高分子の合成、構

造と応用……
○岩花 宗一郎1・飯田 拡基1・八島 栄次1

1)名大院工 
 10:00

 3808

2O03  シンコナアルカロイド誘導体を側鎖に有するらせ

ん状ポリフェニルアセチレンの合成と応用……
○飯田 拡基

1・TANG Zhenglin1・内藤 裕樹1・八島 栄次1  1)名大
院工 

 10:25

 3810

2O04  ホスホニウム塩構造を持つポリスチレン触媒に

よる常温常圧下での五員環環状カーボナート合成におけ

るフェノール類の添加効果……
○青柳 直人1・古荘 義雄

1・遠藤 剛1  1)近畿大分子研 
 [座長 飯田 拡基] 

 10:50

 3812

2O05  低転換率低温紫外線光重合を用いたHPLCの

ためのメタクリル酸エステル系低流路抵抗連続多孔分離

媒体の開発……
○平野 友彦1・小林 歩1・仲座 拓矢1・北

川 慎也1・大谷 肇1  1)名工大院工 
 11:15

 3814

2O06  シリカ表面におけるパイ共役高分子の動的物理

吸着挙動の解明と吸着構造の同定……
○中尾 亜矢子1・

藤木 道也1  1)奈良先端大院物質 
 11:40

 3816

2O07  PDMS製マイクロチップ電気泳動の高分離効率

化を実現するリン脂質ポリマー修飾……
○新居 恭介1・末

吉 健志2・大塚 浩二2・高井 まどか1  1)東大院工、2)
京大院工 

 [座長 塚原 安久] 

 12:55

 3818

2O08  フッ素含有高分子の合成と表面濡れ性評価……
○平井 智康1・酒井 篤2・原口 将幸2,3・小澤 雅昭3・宮

地 克明3・田中 敬二1,2  1)九大院工、2)九大統合新
領域、3)日産化学 

 13:20

 3820

2O09  フッ素系高分子超薄膜を用いた機能性界面の

構築……
○高 宇1・三ツ石 方也1・宮下 徳治1  1)東北



大多元研 
 13:45 

 3822 

2O10  ポリイオンコンプレックス単分子膜とn-アルカン

の鎖長混和性が境界潤滑に及ぼす影響……
○久田 研次

1・山本 泰士1・山下 智弘1・堀 照夫1  1)福井大院工
 [座長 久田 研次] 

 14:10 

 3824 

2O11  トリル基のリチオ化を用いた表面開始アニオング

ラフト重合……
○安達 和秀1・足立 馨1・塚原 安久1  1)

京工繊大院工芸 
 14:35 

 3826 

2O12  ドーパミンを含む高分子ナノシートの分子レベル

接着剤への応用……
○内山 駿1・三ツ石 方也1・宮下 徳

治1  1)東北大多元研 
 15:00 

 3828 

2O13  天然ゴム表面における細胞接着性……
○大田 

敏之1・松野 寿生1・河原 成元2・田中 敬二1  1)九大
院工、2)長岡技科大工 

 15:25 

 3830 

2O14  機能性ポリマー担持グラフェン材料の作製……
○

河野 文彦1・横山 貴博1・金杉 友成1・遠藤 洋史1,2・河

合 武司1,2  1)東理大院総化学、2)東理大界面研 
 [座長 田中 敬二] 

 15:50 

 3832 

2O15  フェロセンプローブ導入シラン化合物で表面修

飾したシリコン基板表面の解析……
○田中 睦生1・澤口 隆

博1  1)産総研バイオメディカル 
 16:15 

 3834 

2O16  微小角入射X線回折法によるアイソタクチックポ

リプロピレン/シアノアクリレート系接着剤界面における微細

構造の評価……
○駒田 めぐみ1・小寺 賢1・西野 孝1  1)

神戸大院工 
 16:40 

 3836 

2O17  バイオポリマー漆を用いた高機能化表面の設計

とその機能……
○渡邊 宏臣1・原田 佳子1・藤本 綾1・山本 

三郎1・高原 淳1  1)JST-ERATO高原ソフト界面プロ 
 17:05 

 3838 

2O18  インクジェットプリンタを用いたポリ乳酸の交互積

層によるステレオコンプレックス形成……
○赤木 隆美1・藤

原 知子2・明石 満1  1)阪大院工、2)メンフィス大 

 
9 月 21 日（金） 

高分子機能 
 [座長 田中 正剛] 

 9:10 

 3840 

3O01  フェニルアゾメチンデンドリマー内包Au-Ptバイメ

タリック粒子の創製……
○康 凌晨1・アルブレヒト 建1・山元 

公寿1  1)東工大資源研 
 9:35 

 3842 

3O02  高分子ナノシートをテンプレートとした金属ナノ粒

子集積体の作製および光機能性デバイスへの応用……
○

井門 文香1・三ツ石 方也1・宮下 徳治1  1)東北大多
元研 

 10:00 

 3844 

3O03  サケ白子DNAを用いて調製した銀ナノ粒子の特

性評価……
○武島 智美1,2・山田 義久2・多田 祐也2・王 

延青1・西原 雅夫2・杉 正人2・西 則雄2,3・米澤 徹3・古

月 文志1  1)北大院環境、2)日生バイオ、3)北大院工
 [座長 藤内 謙光] 

 10:25 

 3846 

3O04  ポリジメチルシロキサン含有ブロックコポリマーの

モルフォロジー解析……
○井上 綾乃1・長谷川 博一1・竹

中 幹人1  1)京大院工 
 10:50 

 3848 

3O05  非対称トリブロックコポリマー系のモルフォロジー

解析……
○三好 彩華1・長谷川 博一1・竹中 幹人1  1)

京大院工 
 11:15 

 3850 

3O06  パイ共役交互共重合体からなる球状構造体の

形成とサイズ制御……
○安立 多恵子1・桑原 純平1,2・神

原 貴樹1,2・山本 洋平1,2  1)筑波大院数理物質、2)筑
波大TIMS 

 11:40 

 3852 

3O07  ペリレンビスイミドの二量化による自己集合ナノ

構造の次元制御……
○LIN Xu1,4・廣野 未紗希1・葛原 大

軌2・山田 容子2,4・佐伯 昭紀3・関 修平3・矢貝 史樹1,4

1) 千 葉 大 院 工 、 2) 奈 良 先 端 大 院 、 3) 阪 大 院 工 、
4)JST-CREST 

 [座長 竹中 幹人] 

 12:55 

 3854 

3O08  1,5-ビスアミノフェニルアントラセンを用いた超分

子集合体の構築とゲスト依存的な光電特性……
○荒木 佑

介1・藤内 謙光1,2・久木 一朗1・宮田 幹二1  1)阪大院
工、2)JSTさきがけ 

 13:20

 3856

3O09  炭酸ガスレーザー超音速延伸法によるナイロン

66ナノファイバーの作製と高次構造解析……
○長谷川 利

則1,2・鈴木 章泰2・三国 匠2・佐野 随顕2  1)日産アー
ク、2)山梨大院医工 

 13:45

 3858

3O10  電気化学エピタキシャル重合により作製したグラ

フェンナノリボンのSTM観察……
○山元 朋毅1・仲 淵龍1・

萩原 宏紀1・矢野 真葵2・中江 隆博2・坂口 浩司1

1)京大エネ研、2)愛媛大院理工 
 14:10

 3860

3O11  微粒子ナノインプリンティングによる微細パター

ニングの機構解明と機能性表面の構築……
○西村 緑1・

福井 有香1・藤本 啓二1  1)慶應大院理工 
 [座長 山下 啓司] 

 14:35

 3862

3O12  ポリイソシアナートを空孔源とした生分解性ポー

ラス材料の作製……
○末政 大地1・西川 直毅1・覚知 豊

次2・佐藤 敏文2  1)北大院総化、2)北大院工 
 15:00

 3864

3O13  シリカナノ粒子への反応性二重結合の導入とUV

硬化型ハードコート塗料への応用……
○森田 晃充1,2・薮内 

尚哉1・森 圭介2・忠永 清治2・辰巳砂 昌弘2  1)日本
ビー・ケミカル、2)阪府大院工 

 15:25

 3866

3O14  ペプチドの二次構造転移を利用した超高感度ナ

ノキャリアの創成……
○村井 一喜1,2・樋口 真弘1・加藤 

且也2  1)名工大院工、2)産総研 

 

Q 会 場 
（52・53 号館 5237） 

9 月 19 日（水） 

高分子機能 
 [座長 永田 謙二] 

 10:00

 3868

1Q03  Biomass-Silica hybrid gelによる環境緩衝システ

ムの構築……
○前田 剛志1・山下 啓司1  1)名工大院工 

 10:25

 3870

1Q04  予備硬化によるエポキシ-シリカ複合体合成のメ

カニズム解明……
○飯田 純一1・藤井 洋輔1・熊谷 徹1・

斎藤 礼子1  1)東工大院理工 
 10:50

 3872

1Q05  粒子充填ポリマーコンポジットのX線CTを用いた

粒子分散評価法の検討……
○一刈 昌太1・西川 幸宏1・

高橋 雅興1  1)京工繊大院工 
 11:15

 3874

1Q06  メソゲン含有エポキシ樹脂を用いた高熱伝導性

超ハイブリッド材料の創製……
○宋 士輝1・福島 敬二1・田

中 慎吾2・竹澤 由高1  1)日立化成、2)日立 
 11:40

 3876

1Q07  導電性粒子充填ポリメタクリル酸メチルの高温

における導電性ネットワーク構造の変化……
○北野 嗣門1・

赤坂 修一1・浅井 茂雄1  1)東工大院理工 
 [座長 堀邊 英夫] 

 13:20

 3878

1Q09  高分子/多層カーボンナノチューブコンポジット

の構造と導電性向上……
○平田 順也1・西川 幸宏1・高橋 

雅興1  1)京工繊大院 
 13:45

 3880

1Q10  単層カーボンナノチューブへのフォトクロミック分

子内包……
○藤川 尚之1・藤ヶ谷 剛彦1,2・中嶋 直敏1,2,3

1)九大院工、2)九大WPI-I2CNER、3)JST-CREST 
 14:10

 3882

1Q11  カーボンナノチューブ/ポリ(p-フェニレンベンゾビ

スオキサゾール) 複合体フィルムの作製と評価……
○福丸 

貴弘1・藤ヶ谷 剛彦1,2・中嶋 直敏1,2,3  1)九大院工、2)
九大WPI-I2CNER、3)JST-CREST 

 14:35

 3884

1Q12  超分子形成による金属ナノ粒子と半導体性単

層カーボンナノチューブ複合体の創製……
○利光 史行1・

小澤 寛晃1・井手 奈都子1・藤ヶ谷 剛彦1・新留 康郎
1・中嶋 直敏1,2,3  1)九大院工、2)JST-CREST、3)WPI

 [座長 森 秀晴] 

 15:00

 3886

1Q13  銀ナノ粒子含有ミクロゲルの構造と機能の設計

……
○川口 春馬1・金 東日1・諏訪 裕樹1・佐野 侑斗1・

宮坂 誠1・亀山 敦1  1)神奈川大院工 
 15:25

 3888

1Q14  PVDF/PMMAブレンドをベースポリマーとしたNi複

合材料の電気特性……
○清水 克哉1・野村 洋史1・河野 

昭彦1・高橋 聖司1・堀邊 英夫1  1)金沢工大 
 15:50 1Q15  単分散な微粒子集合体の作製とその構造発色



 3890 性……
○手島 翠1・竹岡 敬和1・関 隆広1・川野 竜司2・

竹内 昌治4・吉岡 伸也3  1)名大院工、2)神奈川科学
アカデミー、3)阪大院生命、4)東大生産研 

 16:15 

 3892 

1Q16  グラフェン被覆コロイド粒子の集積制御法の確

立……
○河野 和正1・河野 文彦1・遠藤 洋史1,2・河合 武

司1,2  1)東理大院総化学、2)東理大界面研 
 [座長 永野 修作] 

 16:40 

 3894 

1Q17  多官能性シルセスキオキサン微粒子を用いた

有機-無機ハイブリッド材料の合成と特性解析……
○金野 

拓己1・森 秀晴1・竹内 浩史2  1)山形大院理工、2)三
菱レイヨン 

 17:05 

 3896 

1Q18  有機－無機ハイブリッド内でのエネルギー移動

特性を利用した光学材料の開発……
○岡田 浩之1,2・田中 

一生1・中條 善樹1  1)京大院工、2)松本油脂製薬 
 17:30 

 3898 

1Q19  溶媒キャスト法により作製した光触媒高分子シ

ートへの紫外光照射効果……
○曽根 新1・前田 正彦1・堀

邊 英夫1  1)金沢工大院工 
 17:55 

 3900 

1Q20  光塩基発生/塩基増殖無機微粒子の調製とUV

硬化材料への応用……
○飯島 大貴1・有光 晃二1・山田 

恭幸2・脇屋 武司2  1)東理大理工、2)積水化学 

 
9 月 20 日（木） 

高分子機能 
 [座長 大城 伸明] 

 9:10 

 3902 

2Q01  超低弾性率ポリイミド（５） フレキシブルプリント回

路基板用カバー材への応用……
○石井 淳一1・横塚 英

征1・森田 恵介1・長谷川 匡俊1・須永 友康2・金谷 紘

希2  1)東邦大理、2)ソニーケミカル 
 9:35 

 3904 

2Q02  ベンゾアゾール環を含むポリイミド（７）低熱膨張

性耐熱プラスチック基板への応用……
○長谷川 匡俊1・桂 

奈津美1・堀 敦史1・石井 淳一1  1)東邦大理 
 10:00 

 3906 

2Q03  液晶性エポキシモノマーを用いた樹脂硬化物の

作製と硬化条件と高次構造及び熱伝導性の関係……
○奥

原 健太1・中村 彰宏1・前田 利菜1・柿本 雅明1・早川 

晃鏡1・鴇崎 晋也2・三村 研史2・信時 英治2  1)東工
大院理工、2)三菱電機 

 [座長 石井 淳一] 

 10:25 

 3908 

2Q04  KAPTON型構造を基本とした付加型イミド樹脂

の構造と熱的及び機械的性質……宮内 雅彦1・○大城 

伸明1・伊藤 信平2・續石 光2・風間 健一2・石田 雄一
3・小笠原 俊夫3・横田 力男4  1)カネカ、2)日大院理
工、3)宇宙機構、4)宇宙機構宇宙研 

 10:50 

 3910 

2Q05  KAPTON型構造を基本としたポリイミド/炭素繊

維複合材料の開発……
○石田 雄一1・小笠原 俊夫1・宮

内 雅彦2・大城 伸明2・横田 力男3  1)宇宙機構、2)
カネカ、3)宇宙機構宇宙研 

 11:15 

 3912 

2Q06  含シロキサン液晶性ポリイミドの架橋フィルムに

おける垂直配向とその熱拡散率……
○荘司 優1・石毛 亮

平2・原田 基1・東原 知哉1・森川 淳子1・橋本 壽正1・

渡辺 順次1・上田 充1  1)東工大院理工、2)九大先導
研 

 11:40 

 3914 

2Q07  UV硬化型テレケリックポリイミドの膜特性と気体透

過性……
○進藤 涼平1・天沼 智史1・佐藤 修一1・兼橋 真

二1,2・永井 一清1  1)明大理工、2)学振特別研究員PD 
 [座長 宍戸 厚] 

 12:55 

 3916 

2Q08  繊維集合体の高強度化 -隙間のない最密充

填構造-……
○大崎 茂芳1  1)奈良県医大医 

 13:20 

 3918 

2Q09  ナノ多孔構造を持つクレーズ複合PPフィルムを

利用した電池セパレータ……
○内藤 圭史1・笹川 翔1・高

橋 紳矢1・武野 明義1・三輪 實1  1)岐阜大工 
 13:45 

 3920 

2Q10  液晶性ブロック共重合体薄膜のミクロ相分離構

造のTEM観察による光配向挙動の考察……
○中村 梓友

子1・佐野 誠実1・永野 修作2,3・関 隆広1  1)名大院
工、2)名大VBL、3)JSTさきがけ 

 14:10 

 3922 

2Q11  光によるスピロオキサジン分子の移動に基づく表

面レリーフ……
○生方 俊1・藤井 祥平1・有松 研人1・横山 

泰1  1)横国大院工 

 [座長 永野 修作] 

 14:35

 3924

2Q12  アゾベンゼン分子を含むネマチック液晶薄膜上

の光マニピュレーション……
○桑原 穣1・織田 崇弘1・太田 

和宏1・緒方 智成2・金 善南1・栗原 清二1,3  1)熊本大
院自然、2)熊本大イノベーション機構、3)JST-CREST 

 15:00

 3926

2Q13  逆オパール構造を有する積層型液晶高分子フ

ィルムの創製と光応答性……
○辰巳 僚一1・間宮 純一1・

木下 基1・宍戸 厚1  1)東工大資源研 
 15:25

 3928

2Q14  表面ラベルグレーティングを利用した架橋液晶

高分子フィルムの変形挙動解析……
○赤松 範久1・間宮 

純一1・木下 基1・藤川 茂紀2・宍戸 厚1  1)東工大資
源研、2)九大WPI-I2CNER 

 15:50

 3930

2Q15  光強度の空間分布で設計した高分子の傾斜機

能材料とその表面特性……
○林 千恵1・尾崎 利樹・則末 

智久1・宮田 貴章1  1)京工繊大院工 
 [座長 宮田 貴章] 

 16:15

 3932

2Q16  光分解性2-ニトロフェネチルリンカーを用いた自

己組織化単分子膜の調製と表面状態及び光放出能の

解析……
○佐藤 大樹1・伊藤 倫子2・山口 和夫1,2  1)

神奈川大理、2)神奈川大光材料研 
 16:40

 3934

2Q17  側鎖に安息香酸エステルを有する種々の高分

子液晶の軸選択的な光Fries転位と分子配向……
○松下 

ひとみ1・栗田 真実1・新 直樹1・近藤 瑞穂1・川月 喜弘
1  1)兵庫県大院工 

 17:05

 3936

2Q18  液晶性メタロデンドリマーの配向制御……
○岡本 

行勉1・東 佳祐1・今岡 享稔1・山元 公寿1  1)東工大
資源研 

 
9 月 21 日（金） 

高分子機能 
 [座長 横井 秀典] 

 9:10

 3938

3Q01  ガスバリア性高分子材料の疲労後特性に関す

る研究……
○藤下 雄規1,2・長谷川 博一1・竹中 幹人1,2

1)京大院工、2)理研 
 9:35

 3940

3Q02  ジアセチレン系ゲル化剤のアルキル鎖が光重合

性に及ぼす偶奇効果の発現メカニズム……
○青木 健一

1,2・玉置 信之3・堀次 恒介2・原田 麻衣  1)東理大
理、2)東理大院総化、3)北大電子研 

 10:00

 3942

3Q03  ポルフィリンを側鎖に含む刺激応答性高分子の

合成と水溶液中における特性評価……
○中 拓弥1・大須

賀 秀次1・木村 恵一1・坂本 英文1  1)和歌山大院シ
ステム工 

 10:25

 3944

3Q04  酸不溶性カルボン酸モノマーをビルディングブロ

ックとした機能性材料の創製……
○清水 秀信1・和田 理

征1・岡部 勝1  1)神奈川工大バイオ 
 [座長 坂本 英文] 

 10:50

 3946

3Q05  ポリ（N-イソプロピルアクリルアミド）共重合体が

示す水蒸気吸脱着の温度応答性……
○堺 順子1・但馬 

敬介1,2・橋本 和仁1  1)東大院工、2)JSTさきがけ 
 11:15

 3948

3Q06  ホスホン酸モノマーとアクリル酸の逆相懸濁共

重合による耐塩性・高吸水性樹脂の合成……
○久保田 

修司1・山吹 一大1・鬼村 謙二郎1・大石 勉1  1)山口
大院理工 

 11:40

 3950

3Q07  電子伝導性高強度ハイドロゲルの合成とその性

質……
○岸 良一1・米山 朱希1・窪田 和真2・三浦 俊明

1・山口 智彦1・奥崎 秀典2・長田 義仁3  1)産総研、
2)山梨大院医工、3)理研 

 [座長 庄司 英一] 

 12:55

 3952

3Q08  シクロジペプチド誘導体によるチキソロトピー性を

有する超分子ゲルの作製……
○鈴木 正浩1・星沢 裕子1・

英 謙二1  1)信州大院総工 
 13:20

 3954

3Q09  細胞機能を操作するスマート培養基材の設計と

機能評価……
○宇都 甲一郎1・Forte Giancarlo1・荏原 充

宏1・青柳 隆夫1,2  1)物材機構MANA、2)筑波大院数
理物質 

 13:45

 3956

3Q10  pHお よび温度に応答する両親媒性ゲル微粒

子の創製と物質の吸収・放出制御……
○田中 歩実1・福



井 有香1・藤本 啓二1  1)慶應大院理工 
 [座長 英 謙二] 

 14:10 

 3958 

3Q11  ピレン部位を有する高分子とアクセプター低分

子との相互作用を利用した温度応答性の発現……
○雨森 

翔悟1・ガリブ デシ ハメド1・小門 憲太1,2・佐田 和己1,2

1)北大院総化、2)北大院理 
 14:35 

 3960 

3Q12  高分子アクチュエータの電極構造の検討のため

の芳香族系高分子電解質の創製……
○那須野 七星1・庄

司 英一1・畑下 昌範2  1)福井大院工、2)若狭湾エネ
研セ 

 15:00 

 3962 

3Q13  芳香族系高分子電解質の創製とイオンビーム

照射効果……
○庄司 英一1・那須野 七星1・倉上 大樹1・

畑下 昌範2  1)福井大院工、2)若狭湾エネ研セ 
 15:25 

 3964 

3Q14  高分子電解質の静電的反応場を利用した電極

構造の創製と高分子アクチュエータの創製……
○岩崎 美

晴1・庄司 英一1  1)福井大院工 

 

R 会 場 
（52・53 号館 5238） 

9 月 19 日（水） 

安全・安心な持続社会のための高分子膜 
 9:50 

 4294 

SO  Introductory Remarks……吉川 正和1  1)京工繊
大院工 

 [座長 垣花 百合子] 

 10:00 

 4295 

1R03  疎水性多孔質高分子膜を搭載した膜濃縮装置

と発酵装置を連結した新規なシステムによるバイオエタノ

ールの製造……
○浦上 忠1・滝波 弘一2・迫 勝善2・田邉 

和男2・中野 恵之3・東山 幸央3  1)関西大化学生命
工、2)エコログ研、3)兵庫県工技セ 

 10:25 

 4297 

1R04  PDMSグラフト芳香族ポリイミド膜の作製と表面修

飾……
○鈴木 沙耶花1・土屋 翔2・尹 哲民3・中川 勝3・

岡村 陽介4・長瀬 裕1,2  1)東海大院工、2)東海大
工、3)東北大多元研、4)東海大創造科学技研 

 10:50 

 4299 

1R05  高性能RO膜の研究開発と水浄化への適用……

辺見 昌弘1・木村 将弘1・○佐々木 崇夫1  1)東レ 
 [座長 辺見 昌弘] 

 11:15 

 4301 

1R06 低速陽電子消滅法による水処理用複合膜の細

孔と分離性能の相関……
○伊藤 賢志 1・陳 喆 1・周 炜 1・

大島 永康 1・オローク ブライアン 1・柳下 宏 1・鈴木 良

一 1・小林 慶規 1  1)産総研 
 11:40 

 4303 

1R07  表面処理によるタンパク質のファウリング防止膜

の開発……
○中尾 真一1  1)工学院大工 

 [座長 吉川 正和] 

 12:55 

 4305 

1R08IL 安心・安全な持続社会のための高分子膜……
○

谷岡 明彦1  1)東工大院理工 
 [座長 箕浦 憲彦] 

 13:45 

 4308 

1R10  多孔質高分子膜を用いた交流駆動電気浸透

流ポンプの開発……
○谷口 学1・奥村 泰志2・樋口 博紀

2・菊池 裕嗣2  1)九大院総理工、2)九大先導研 
 14:10 

 4310 

1R11  ポリスルホングラフトポリマーを用いたカチオン交

換膜の電気透析特性……
○垣花 百合子1・小川 佳昭1・

高村 啓太1・比嘉 充1  1)山口大院理工 
 14:35 

 4312 

1R12  モノリス状多孔質イオン交換体の合成とそのイ

オン交換特性……
○山中 弘次1・井上 洋1  1)オルガノ 

 [座長 佐藤 修一] 

 15:00 

 4314 

1R13  セルロース系高分子膜の二酸化炭素透過分離

特性……
○山田 有里1・行森 靖高1・熊切 泉1・喜多 英

敏1・田中 一宏1  1)山口大院理工 
 15:25 

 4316 

1R14  二酸化炭素分離のためのデンドリマー/ポリビニ

ルアルコール膜の作製……
○山崎 浩太1・段 淑紅1・池田 

健一1・甲斐 照彦1・谷口 育雄1・風間 伸吾  1)RITE 
 15:50 

 4318 

1R15  延伸配向されたポリ4-メチル-1-ペンテンの結

晶相における気体拡散特性の研究……
○島崎 彩奈1・吉

水 広明1  1)名工大院工 
 [座長 山中 弘次] 

 16:15

 4320

1R16  高分子電解質の吸着によって誘発されるコロイ

ド粒子の凝集過程……
○足立 泰久1・小林 梓1・Feng Lili1

1)筑波大生還 
 16:40

 4322

1R17  混合多糖ゲル中の物質拡散制御と磁場勾配

NMR測定による評価……
○松川 真吾1  1)海洋大院 

 17:05

 4324

1R18  生体膜モデルの動的水構造観測……
○八木原 

晋1・川口 翼2・斉藤 宏伸2・岸 泰弘2・細井 泰之2・喜

多 理王1・新屋敷 直木1・福崎 稔3・クンドゥ シャマル4

1)東海大理、2)東海大院理、3)東海大情報通信、4)ガ
ルゴティアス大基礎応用科学 

 [座長 八木原 晋] 

 17:30

 4326

1R19  高分子電解質の水収着挙動に及ぼす薄膜化

の効果……
○緒方 雄大1・藤井 義久1・田中 敬二1  1)

九大院工 
 17:55

 4328

1R20  膜表面への極性基導入によるポリジメチルシロ

キサン膜の溶存酸素透過性……
○勇知 清志1・岡田 朋

子1・箕浦 憲彦1  1)東工科大院 

 
9 月 20 日（木） 

安全・安心な持続社会のための高分子膜 
 [座長 樋口 亜紺] 

 9:10

 4330

2R01  キラルセレクター含有ナノファイバー膜による光

学分割……水嶋 仁昭1・○吉川 正和1・リー ナンウェン2・

ロバートソン ジルス3・ガイバー マイケル2,3  1)京工繊
大院工芸、2)ハンヤン大、3)NRC Canada 

 9:35

 4332

2R02  イオン認識ポリアンフォライトを用いた新規機能

膜の開発……
○蝦名 紗衣1・池 雪琴1・大橋 秀伯1・田巻 

孝敬1・山口 猛央1  1)東工大資源研 
 [座長 八尾 滋] 

 10:00

 4334

2R03  臍帯血から得た造血幹細胞の増殖における細

胞培養デッシュに固定化させたナノセグメント表面密度の

効果……
○蕭 瑞祥1・樋口 亜紺1,2  1)国立中央大工、

2)国立成育医療セ 
 10:25

 4336

2R04  室温付近で液晶性を示す組織化高分子膜によ

る薬物透過制御……
○渥美 侑弥1・河村 暁文1,2・宮田 

隆志1,2・浦上 忠1,2  1)関西大化学生命工、2)関西大
ORDIST 

 [座長 田中 一宏] 

 10:50

 4338

2R05  異種様式同時重合法によるポリ(ハイパーブラン

チアセチレン型マクロモノマー)の合成と構造制御および

気体分離膜としての性能……
○李 軍1・王 建軍1・寺口 

昌宏1,2・金子 隆司1,2・青木 俊樹1,2  1)新潟大院自
然、2)新潟大超域研 

 11:15

 4340

2R06  フッ素含有ポリイミド膜の高圧二酸化炭素透過

における製膜条件の影響……
○兼橋 真二1,2・進藤 涼平

1・佐藤 修一1・宮腰 哲雄1・永井 一清1  1)明大理
工、2)学振特別研究員PD 

 11:40

 4342

2R07  巨大な自立ナノ薄膜のガス透過特性……藤川 

茂紀1・○執行 英子1  1)九大WPI-I2CNER 

 

水素・酸素の輸送・反応・分離を制御する高分子 
 12:45

 4237

SO  Introductory Remarks……川上 浩良1  1)首都大
院都市環境 

 [座長 阪口 壽一] 

 12:55

 4238

2R08  マグネトロンスパッタリング法により作製した結晶

性パラジウムナノ薄膜の水素透過性……
○佐藤 修一1・中

村 薫1・兼橋 真二1・松本 節子1・籔本 泰平1・岩井 祐

貴1・松本 皓永1・永井 一清1  1)明大理工 
 13:20

 4240

2R09  二次元高分子の多孔制御とガス吸着機能……
○

陳 雄1・永井 篤志1・江 東林1,2  1)分子研、2)JSTさき
がけ 

 13:45

 4242

2R10  高分子サルコミン錯体の光可逆的酸素結合……
○鈴木 隆之1  1)東電機大院工 

 14:10

 4244

2R11  膜状態での高分子反応によるパーフルオロアル

キル化ポリ（ジフェニルアセチレン）膜の合成と酸素選択

透過性……
○寺口 昌宏1,2,4・佐藤 敬5・金子 隆司1,2,4・青



木 俊樹1,2,3,4  1)新潟大院自然、2)新潟大超域研、3)
新潟大VBL、4)新潟大環材ナノ研セ、5)物材機構 

 [座長 今岡 享稔] 

 14:35 

 4246 

2R12  超高気体透過性を有するナノ粒子含有高分子

膜の気体透過メカニズム……長谷部 翔一1・田中 学1・○

川上 浩良1  1)首都大院都市環境 
 15:00 

 4248 

2R13  シリルエーテルを含むポリ（ジフェニルアセチレ

ン）の脱保護反応による極性基含有ポリ（ジフェニルアセ

チレン）の合成およびポリマー膜の気体透過性……
○阪口 

壽一1・竹田 愛子1・橋本 保1  1)福井大院工 
 15:25 

 4250 

2R14  ポリ(ジフェニルアセチレン)誘導体の特性におけ

るニトロ化およびアミノ化の影響……
○篠田 祐作1・阪口 

壽一1・橋本 保1  1)福井大院工 
 15:50 

 4252 

2R15  固体NMRによるポリアニリン前駆体を用いた酸

素還元電極触媒の構造解析……
○黒木 重樹1  1)東工

大院理工 
 [座長 鈴木 隆之] 

 16:15 

 4254 

2R16  原子数制御された白金クラスター担持触媒の

創製……
○今岡 享稔1・本郷 悠史1・田 旺帝2・山元 公

寿1  1)東工大資源研、2)ICU 
 16:40 

 4256 

2R17  コバルトポリピロール錯体を利用したCo-Nx系カ

ソード触媒の作製……
○近藤 剛史1,2・池尻 貴宏1・湯浅 

真1,2  1)東理大理工、2)東理大総研 
 17:05 

 4258 

2R18  グラフト型芳香族炭化水素電解質膜の特性評

価：プロトン伝導度と機械特性の湿度依存性……
○長谷川 

伸1・越川 博1・陳 進華1・前川 康成1  1)原子力機構

 
9 月 21 日（金） 

水素・酸素の輸送・反応・分離を制御する高分子 
 [座長 安田 友洋] 

 9:10 

 4260 

3R01  ポリビニルアルコールをベースとした高分子電解

質膜のDMFC特性……
○遠藤 宣隆1・原 良輔1・馮 世演

1・比嘉 充1  1)山口大院理工 
 9:35 

 4262 

3R02  側鎖に2つの酸基を有する無架橋フッ素系電解

質の合成とその物性評価……
○篠原 朗大1・工藤 憲治1・

長谷川 直樹1・川角 昌弥1  1)豊田中研 
 10:00 

 4264 

3R03  ポリアリーレンエーテルブロック共重合電解質膜

における親水部ブロックの効果……
○宮武 健治1,2・平山 

太悟3・宮原 崇泰3,4・渡辺 政廣2  1)山梨大クリエネ研
セ、2)山梨大燃電ナノ研セ、3)山梨大院、4)カネカ 

 10:25 

 4266 

3R04  スルホン化ポリ（アリーレンエーテルスルホン）ブ

ロック共重合体の合成・物性・PEFC 発電特性……
○原 良

輔1・遠藤 宣隆1・比嘉 充1・岡本 健一1・張 軒2・畢 慧

平2・陳 珊珊2・胡 朝霞2・陳 守文2  1)山口大院理
工、2)南京理工大 

 [座長 遠藤 宣隆] 

 10:50 

 4268 

3R05  触媒移動型縮合重合によるポリフェニレン系高

分子電解質の合成 (VI) -トリブロックコポリマーの特性

-……
○大島 龍也1・梅澤 健輔1・藤田 正博1・大平 昭博

2・竹岡 裕子1・陸川 政弘1  1)上智大理工、2)産総研
FC-CUBIC 

 11:15 

 4270 

3R06  プロトン性イオン液体を含む無加湿燃料電池用

電解質膜……
○安田 友洋1・本田 佳之2・多々良 良一2・

王 家志2・渡邉 正義2  1)横国大共研センター、2)横
国大院工 

 11:40 

 4272 

3R07  水溶液型リチウム空気電池用空気極の開発……
○今西 誠之1  1)三重大院工 

 [座長 宮武 健治] 

 12:55 

 4274 

3R08  炭化水素系電解質膜中の物質移動現象評価

と構造解析……
○吉田 実留1・大林 悟1・榊 優介1・大島 

龍也1・藤田 正博1・大平 昭博2・竹岡 裕子1・陸川 政

弘1  1)上智大理工、2)技術研究組合FC-Cubic 
 13:20 

 4276 

3R09  炭化水素系アイオノマー材料の合成とMEAの評

価(III)―ジブロック共重合体の電気化学評価―……
○三浦 

諭1・大島 龍也1・梅澤 健輔1・藤田 正博1・竹岡 裕子
1・陸川 政弘1  1)上智大理工 

 13:45 3R10  アイオノマー薄膜の構造解析～薄膜作製条件

 4278 がプロトン伝導特性に与える影響……
○黒田 清一1・モハメ

ッド  ハムディ 1 ・大平 昭博 1,2   1)技術研究組合
FC-Cubic、2)産総研ユビキタス 

 [座長 藤田 正博] 

 14:10

 4280

3R11  電解質膜の膨潤、収縮による寸法変化特性と

MEAの機械的な形態変化……
○内山 智暁1・久米井 秀

之1・井漕 好博1・吉田 利彦1  1)トヨタ自動車 
 14:35

 4282

3R12  炭化水素系燃料電池膜材料SABCの劣化解析 

-初期品の1H, 13C NMRの帰属-……
○高崎 万里1・中川 

善嗣1・木村 一雄1・佐藤 信之1・Bae Byungchan2・宮武 

健治2,3・渡辺 政廣2  1)東レリサーチセ、2)山梨大燃電
ナノ研セ、3)山梨大クリエネ研セ 

 15:00

 4284

3R13  放射線グラフト重合により合成したアルカリ耐性

アニオン伝導電解質膜……
○吉村 公男1・越川 博1・八巻 

徹也1・前川 康成1・三瓶 文寛2・猪谷 秀幸2・朝澤 浩

一郎2・山口 進2・田中 裕久2  1)原子力機構、2)ダイ
ハツ工業 

 15:25

 4286

3R14  耐酸化性に優れたイオン交換基構造とそれを

有するアニオン形電解質の合成……
○篠原 朗大1・長谷

川 直樹1・川角 昌弥1・山口 進2・山田 浩次2・猪谷 秀

幸2・田中 裕久2  1)豊田中研、2)ダイハツ 

 

S 会 場 
（52・53 号館 5214） 

9 月 19 日（水） 

ゲルサイエンスの新展開～基礎から応用まで 
 9:50

 4350

SO  Introductory Remarks……浦山 健治1  1)京大院
工 

 [座長 浦山 健治] 

 10:00

 4351

1S03  感温性ゲルのアクチュエーターへの応用……
○廣

川 能嗣1・足立 達也1・藤田 裕貴1・大森 哲1・伊田 翔

平1・谷本 智史1  1)滋賀県大工 
 10:25

 4353

1S04  導電性高分子/イオン液体/ポリウレタンゲルア

クチュエータ……
○高木 悟史1・谷川 諒1・奥崎 秀典1

1)山梨大院医工 
 [座長 奥崎 秀典] 

 10:50

 4355

1S05  蠕動運動を起こす管状自励振動ゲルの創製と

自律輸送機能の評価……
○白木 裕介1・宮田 隆志1・吉

田 亮2  1)関西大化学生命工、2)東大院工 
 11:15

 4357

1S06  高次階層構造による微小管ゲルのメカノケミカ

ル効果……
○川村 隆三1・佐野 健一1,2・富永 大輝1・小

田 直子1・居城 邦治1,3・長田 義仁1  1)理研、2)日工
大創造システム、3)北大電子研 

 11:40

 4359

1S07  フォトメカニカル機能を示す液晶エラストマーの

構造と応力評価 ……
○間宮 純一 1・佐々木 隆太 1・

Priimagi Arri1・宍戸 厚1  1)東工大資源研 
 [座長 廣川 能嗣] 

 12:55

 4361

1S08  非極性環境下で機能する親油性イオンを導入

した液晶性高分子ゲル……
○錦織 祐介1・伊勢田 一也1・

小門 憲太1,2・佐田 和己1,2  1)北大院総化、2)北大院
理 

 13:20

 4363

1S09  液晶性クレイを利用した巨視的異方性をもつ高

分子ヒドロゲルの合成……
○宮元 展義1・蒲池 雄一郎1,2・

山内 悠輔2  1)福岡工大工、2)物材機構 
 13:45

 4365

1S10  非水系多孔質ナノコンポジットゲルの創製とその

機能……
○野村 師子1・武久 敢1・王林 明1・原口 和敏1

1)川村理研 
 14:10

 4367

1S11  電解質高分子－クレイコンポジットゲルの構造と

力学物性……
○武野 宏之1・中村 渉1・渡辺 理沙1・佐藤 

尋紀1  1)群馬大院工 
 [座長 原口 和敏] 

 14:35

 4369

1S12  Fracture Behavior of an Anisotropic Hydrogel 

Containing Nano-Scale Bilayer with Macro-scale 

Ordering……
○ Md. Anamul Haque1 ・ Takayuki 

Kurokawa1,2 ・ Tasuku Nakajima2 ・ Youfeng Yue3 ・ Jian 



Ping Gong2  1)Creative Res. Inst., Hokkaido Univ.、
2)Fac. of Ad. Life Sci., Hokkaido Univ.、3)Grad. Sch. of 
Life Sci., Hokkaido Univ. 

 15:00 

 4371 

1S13  イオン性ブロック共重合体ゲルの調製とその膨

潤特性……
○野呂 篤史1・松島 智1・見波 暁子1・林 幹

大1・提嶋 佳生1・松下 裕秀1  1)名大院工 
 15:25 

 4373 

1S14  リビングラジカル重合法による高分子量ABAトリ

ブロックコポリマーの合成とイオンゲルの創製……
○許 書

堯 1 ・ 大野 工司 1 ・ 辻 井 敬 亘 1,2   1)京大化研、
2)JST-CREST 

 [座長 野呂 篤史] 

 15:50 

 4375 

1S15  ブロック共重合体の自己組織化網目によるイオ

ン液体のゲル化と電気化学デバイスへの展開……
○今泉 

暁1・岩田 かおり1・小久保 尚1・渡邉 正義1  1)横国大
院工 

 16:15 

 4377 

1S16  イオン液体を含有した自立型温度応答性複合

ゲル粒子の作製……南 秀人1・○市川 寛子1・鈴木 登代

子1  1)神戸大院工 
 16:40 

 4379 

1S17  感温性ハイドロゲル粒子のコロイド結晶発現機構

……鈴木 大介1・山縣 智世1・堀込 幸司1・柴田 規善2・

土田 亮2・○大久保 恒夫3  1)信州大繊維、2)岐阜大
院工、3)コロイド組織化研 

 [座長 上木 岳士] 

 17:05 

 4381 

1S18  ソフトゲル微粒子の濃厚サスペンションのレオロ

ジー……佐伯 卓1・ソウ シン1・○浦山 健治1・瀧川 敏算
1・村井 将紀2・小林 勇志2・鈴木 大介2,3  1)京大院
工、2)信州大繊維、3)信州大国際 

 17:30 

 4383 

1S19  微粒子ゲルをBuilding Blockとするゲルの非平

衡構造形成と機能創出……
○樋渡 堅太4・胡 建2・中島 

祐1・黒川 孝幸1,3・龔 剣萍1  1)北大院先端生命、2)
北大院理、3)北大創成、4)北大院生命 

 17:55 

 4385 

1S20  ゲル微粒子薄膜の集積メカニズム……
○鈴木 大

介1,2・堀込 幸司2  1)信州大ファイバーナノテク若手拠
点、2)信州大繊維 

 
9 月 20 日（木） 

ゲルサイエンスの新展開～基礎から応用まで 
 [座長 古賀 毅] 

 9:10 

 4387 

2S01  超分子ヒドロゲルの形成過程における空間不均

一性……
○春藤 淳臣1・ペナロザ デェビッド1・松本 圭吾

2,3・大野 正司3・宮地 克明3・後藤 雅宏1・田中 敬二1

1)九大院工、2)九大院統合新領域、3)日産化学 
 9:35 

 4389 

2S02  ナノゲルテクトニクス多糖ゲルの構造特性……
○

向井 貞篤1,2・橋本 良秀1,2・田原 義朗1,2・澤田 晋一
1,2・秋吉 一成1,2  1)京大院工、2)JST-ERATO 

 10:00 

 4391 

2S03  水素結合性超分子ゲルの分子ダイナミクスと力

学物性……
○眞弓 皓一1,2,3・クレトン コスタンティーノ1,2,3・

成田 哲治1,2,3  1)パリ市立工業物理化学高専、2)フラ
ンス国立科学研究センター、3)パリ第６大 

 [座長 松川 真吾] 

 10:25 

 4393 

2S04 架橋多重度が固定されたテレケリック会合高分

子のネットワーク形成と力学物性……
○尾﨑 弘人 1・古賀 

毅 1  1)京大院工 
 10:50 

 4395 

2S05  ゾル-ゲル転移における架橋構造と弾性的性質

の関係性……
○西 健吾1・勝本 之晶3・藤井 健太1・鄭 

雄一2・酒井 崇匡2・柴山 充弘1  1)東大物性研、2)東
大院工、3)広島大理 

 11:15 

 4397 

2S06  末端反応性高分子のゲル化過程の粘弾性に

及ぼすからみ合いの影響……
○谷口 啓太1・西川 幸宏1・

高橋 雅興1  1)京工繊大院工 
 11:40 

 4399 

2S07  振動分光法および小角X線散乱法を用いたジェ

ランガムのゲル化過程に関する研究……
○崎山 貴文1・佐

藤 春実1・窪田 健二2・尾崎 幸洋1  1)関西学院大院
理工、2)群馬大工 

 [座長 廣川 能嗣] 

 12:55 

 4401 

2S08  溶媒置換したアガロースゲルの応力緩和挙動

……
○金田 勇1・茂垣 匠1  1)酪農大 

 13:20

 4403

2S09  ゲル化条件の異なる多糖ゲルの物性と網目構

造に関する研究……
○松川 真吾1・嶋田 亮太1・松井 奏

美1  1)海洋大 
 13:45

 4405

2S10  多糖ゲルにおける網目構造と応力下での溶媒

放出挙動に関する研究……
○林 佳奈子1・上野 成美1・松

川 真吾1  1)海洋大院 
 [座長 金田 勇] 

 14:10

 4407

2S11   化学架橋 PVA ゲル内に形成された物理架橋点

の膨潤ならびに力学特性に及ぼす影響……
○佐々木 沙

織 1・邢 佳雯 1・鈴木 淳史 1  1)横国大院環境情報 
 14:35

 4409

2S12  アタクチック及びシンジオタクチックPVAゲルの

力学物性と架橋サイズ……
○和田 理征1・清水 秀信1・岡

部 勝1  1)神奈川工大バイオ 
 15:00

 4411

2S13  高分子ゲルの弾性率に及ぼす構造パラメータの

影響……
○酒井 崇匡1・赤木 友紀1・桜井 勇人1・西 健

吾2・柴山 充弘2・鄭 雄一1  1)東大院工、2)東大物性
研 

 15:25

 4413

2S14  高分子網目における網目サイズの不均一分布

が力学特性に及ぼす影響……
○櫻井 勇斗1・酒井 崇匡

1・鄭 雄一1  1)東大院工 
 [座長 酒井 崇匡] 

 15:50

 4415

2S15  高分子ゲルの膨潤特性に及ぼすネットワーク連

鎖分布の影響……
○伊田 翔平1・河原 徹1・桂田 章光1・

谷本 智史1・廣川 能嗣1  1)滋賀県大工 
 16:15

 4417

2S16  環動ゲルにおけるダイナミクスと弾性率の架橋

密度依存性……
○加藤 和明1・安田 貴亮1・伊藤 耕三1

1)東大院新領域 
 16:40

 4419

2S17  環動ゲルの網目モデルと体積相転移……
○板東 

晃徳1・加藤 和明1・酒井 康博1・横山 英明1,2・伊藤 耕

三1  1)東大院新領域、2)JSTさきがけ 
 17:05

 4421

2S18  協同水和と感熱コポリマーハイドロゲルの体積相

転移温度の相乗的降下……
○小島 広之1・田中 文彦1

1)京大院工 

 
9 月 21 日（金） 

ゲルサイエンスの新展開～基礎から応用まで 
 [座長 髙藤 誠] 

 9:10

 4423

3S01  ゲル表面への金属ナノ・マイクロパターンの作製

と光学的応用……
○島本 直伸1,2・三友 秀之1,2・田中 嘉

人1・林 智広4・川村 隆三3・岸 良一3・秋元 彦太2・笹

木 敬司1・長田 義仁2・居城 邦治1,2  1)北大電子研、
2)理研、3)産総研、4)東工大 

 9:35

 4425

3S02  交流電場印加によって接着したハイドロゲルの

接着強度……
○河合 亘1・麻生 隆彬1・菊池 明彦1  1)

東理大院基礎工 
 10:00

 4427

3S03  マイクロゲルビーズの電気泳動接着を経るハイド

ロゲル構造体の作製……
○麻生 隆彬1・菊池 明彦1  1)

東理大基礎工 
 10:25

 4429

3S04  Self-healing behavior of tough hydrogel 

created by dynamic and reversible ionic bonds……
○Abu 

Bin Ihsan1・Tao Lin Sun2・Takayuki Kurokawa3,4・Shinya 

Kuroda2 ・Md. Anamul Haque4 ・Tasuku Nakajima3 ・ Jian 

Ping Gong3  1)Grad. Sch. of Life Sci., Hokkaido Univ.、
2)Grad. Sch. of Sci., Hokkaido Univ.、3)Fac. of Ad. Life 
Sci., Hokkaido Univ.、4)Creative Res. Inst., Hokkaido Univ.

 [座長 佐田 和己] 

 10:50

 4431

3S05  両親媒性ペプチドをもつ低分子化合物による水

及び有機溶媒のゲル化……
○向井 理1・小木曽 真樹1・

青柳 将1・南川 博之1・浅川 真澄1・清水 敏美1  1)
産総研ナノチューブ応用研セ 

 11:15

 4433

3S06  L-リシンを用いた新規ジカルボン酸型低分子ハ

イドロゲル化剤の開発……
○杉山 佳隆1・鈴木 正浩2・英 

謙二2  1)信州大院工、2)信州大院総工 
 11:40

 4435

3S07  ゲル化駆動セグメントによる三次元網目構造を

利用した爆発物センサーの開発……
○原野 一樹1・鈴木 

正浩2・野村 泰志3・英 謙二2  1)信州大院工、2)信州
大院総工、3)信州大繊維 



 [座長 関 隆広] 

 12:55 

 4437 

3S08  ナノ粒子架橋によるポリマーネットワークゲルの

作製とその特性制御……
○高藤 誠1,2・アラム アシュラフ

ル1・伊原 博隆1,2  1)熊本大院自然、2)PHOENICS 
 13:20 

 4439 

3S09  ゾル－ゲル相転移する生体分子応答性ポリマ

ーの合成……
○向田 美穂1・河村 暁文1,2・宮田 隆志1,2・

浦上 忠1,2  1)関西大化学生命工、2)関西大ORDIST 
 13:45 

 4441 

3S10  局所的酸化ストレス障害の治療効果を高める新

規ニトロキシドラジカル含有インジェクタブルハイドロゲルの

開発……
○プア ミン リー1・ペナパー ションパトンピクンラッ

ト1・吉冨 徹1・長崎 幸夫1,2,3  1)筑波大院数理物質、
2)筑波大院人間総合、3)物材機構MANA 

 14:10 

 4443 

3S11  複数の生体分子を同時認識する刺激応答性

IPNゲルの合成とその認識応答挙動……
○諸田 真由子1・

河村 暁文1,2・宮田 隆志1,2・浦上 忠1,2  1)関西大化
学生命工、2)関西大ORDIST 

 [座長 宮田 隆志] 

 14:35 

 4445 

3S12  ATRPとクリックケミストリーにより構造制御した温

度応答性環動ゲルの創製……
○安本 敦1・後藤 弘旭1・

後藤 佳恵1・Abu Bin Imran1・竹岡 敬和1・関 隆広1・伊

藤 耕三2・酒井 康博2  1)名大院工、2)東大院工 
 15:00 

 4447 

3S13  イオン基を持つポリロタキサンを架橋剤に用いた

温度応答性環動ゲルの作製と物性評価……
○江崎 健太

1・安本 敦1・Imran Abu Bin1・竹岡 敬和1・関 隆広1・酒

井 康博2・伊藤 耕三2  1)名大院工、2)東大院工 
 15:25 

 4449 

3S14  シクロデキストリンとフェロセンとの分子認識を利

用した酸化還元応答性超分子ヒドロゲルの構築……
○中畑 

雅樹1・高島 義徳1・山口 浩靖1・原田 明1,2  1)阪大院
理、2)JST-CREST 

 

T 会 場 
（52・53 号館 5224） 

9 月 19 日（水） 

特異形態を持つ高分子組織化材料の創製と機能 
 9:50 

 4455 

SO  Introductory Remarks……松浦 和則1・中西 尚志2

1)鳥取大院工、2)物材機構 
 [座長 岸村 顕広] 

 10:00 

 4456 

1T03  分子組織化ソフトナノチューブの創製と光機能

……
○亀田 直弘1・石川 和孝1・増田 光俊1・浅川 真澄

1・清水 敏美1  1)産総研ナノチューブ応用研セ 
 10:25 

 4458 

1T04  機能性ナノ材料としての有機-無機ハイブリッド

脂質ナノディスク……
○安原 主馬1・北里 慎吾1・菊池 純

一1  1)奈良先端大院物質 
 10:50 

 4460 

1T05  内外相に異なる化学構造のポリマー鎖を提示

するPICsomeの調製……
○原田 敦史1・青野 留太1・奥原 

淳史1・弓場 英司1・河野 健司1  1)阪府大院工 
 [座長 黒岩 敬太] 

 11:15 

 4462 

1T06  逐次的ボロネートエステル結合による球状分子

集合体の形成……
○西藪 隆平1・松島 由祐1・久保 由治

1  1)首都大院都市環境 
 11:40 

 4464 

1T07  多様な自己集合性ナノリングの構築……
○矢貝 

史樹1  1)千葉大院工 
 12:55 

 4466 

1T08  アントラセン環を含む有機配位子を利用した水溶

性分子ボウルの構築とゲスト内包能……
○矢崎 晃平1・貴志 

礼文1・吉沢 道人1・穐田 宗隆1  1)東工大資源研 
 [座長 高島 義徳] 

 13:20 

 4468 

1T09  シクロデキストリンーピレン包接錯体からの円偏

光発光とそのスイッチング制御……
○内藤 昌信1,2  1)物

材機構、2)JSTさきがけ 
 13:45 

 4470 

1T10  Pillar[5]areneをビルディングブロックとした超分

子形成……
○生越 友樹1・志賀 稜平1・上島 矢奨1・青木 

崇倫1・山岸 忠明1  1)金沢大院自然 
 14:10 

 4472 

1T11  かご形シルセスキオキサン含有星型ポリマーの

精密合成と組織化構造制御……
○後関 頼太1・石田 良

仁1・柿本 雅明1・平尾 明1・早川 晃鏡1  1)東工大院

理工 
 [座長 亀田 直弘] 

 14:35

 4474

1T12  規制空間中でのブロック共重合体の相分離に

基づくナノ構造体の作製……
○藪 浩1,2・佐藤 駿介1・下村 

政嗣1,3  1)東北大多元研、2)JSTさきがけ、3)東北大
WPI-AIMR 

 15:00

 4476

1T13  細胞内刺激に応答して薬剤放出可能なウイル

スカプセルの作製……
○新倉 謙一1・杉村 尚俊2・永井 

健治3・三國 新太郎4・金城 政孝4・澤 洋文5・居城 邦

治1,6  1)北大電子研、2)北大院総化、3)阪大産研、4)
北 大 院 先 端 生 命 、 5) 北 大 人 獣 感 染 症 セ 、
6)JST-CREST 

 15:25

 4478

1T14  合成ウイルスキャプシドの創製とゲスト内包……
○

松浦 和則1  1)鳥取大院工 
 [座長 内藤 昌信] 

 15:50

 4480

1T15  カゼインナノ粒子の作製と界面を利用した高次

組織体の構築……
○松山 沙織1・福井 有香1・藤本 啓二

1  1)慶應大院理工 
 16:15

 4482

1T16  メタル化ペプチドの自己組織化による金属集積

制御と機能開拓……高谷 光1・○磯崎 勝弘1,4・尾形 和

樹1,2・横井 友哉1,2・吉田 亮太1,2・小川 哲也1・倉田 博

基1・直田 健3・中村 正治1  1)京大化研、2)京大院
工、3)阪大院基礎工、4)JST-CREST 

 16:40

 4484

1T17  ヘムタンパク質自己組織化プログラミング……
○

小野田 晃1  1)阪大院工 
 [座長 高谷 光] 

 17:05

 4486

1T18  家蚕絹の特異構造とNMR構造解析……
○鈴木 

悠1・山崎 俊正2・青木 昭宏1・朝倉 哲郎1  1)農工大
院工、2)農業生物資源研 

 17:30

 4488

1T19  高密度ヘテロポリマーブラシを有するペプチドナ

ノスフェアのバイオイナート機能……
○松本 匡広1・松崎 

典弥1・明石 満1  1)阪大院工 
 17:55

 4490

1T20  疎水修飾ポリアミノ酸からなる中空および多孔

質粒子のワクチンキャリアとしての機能評価……
○福本 遼

太1・宇都 倫史1,2・赤木 隆美1,2・明石 満1,2  1)阪大院
工、2)JST-CREST 

 
9 月 20 日（木） 

特異形態を持つ高分子組織化材料の創製と機能 
 [座長 吉田 勝] 

 9:10

 4492

2T01  ポリ(3-ヘキシルチオフェン)とポリスチレン誘導

体から成るロッド‐コイル型ブロックコポリマーの合成とポス

ト機能化……
○藤田 弘幸1・道信 剛志2・東原 知哉1,3・上

田 充1  1)東工大院理工、2)東工大グローバルエッジ
研、3)JSTさきがけ 

 9:35

 4494

2T02  双性イオンを基盤とした動的共有結合ポリマー

の創製……
○大井 航1・小松 晴信1・前田 大光1  1)立

命館大薬 
 10:00

 4496

2T03  カリックス[5]アレーンとフラーレンのホスト―ゲス

ト相互作用を基盤とした超分子ポリマー……
○灰野 岳晴1・

平尾 岳大1・平井 恵梨1・池田 俊明1  1)広島大院理
 [座長 中西 尚志] 

 10:25

 4498

2T04  両親媒性オリゴマー分子の自己組織化を利用

した、無機化合物の配列構造制御……
○黒岩 敬太1・下

川 祥史1・森 隆雄1・日熊 千春1・鉢迫 博1,2  1)崇城
大院工、2)熊本大自然 

 10:50

 4500

2T05  酸-塩基液晶の鋳型重合によるキラル固相ホス

ト：大面積で一義的に配向した共有結合フレームワーク

……
○石田 康博1  1)理研 

 11:15

 4502

2T06  前例無き三次元液晶構造の発見……
○福島 孝

典1,2  1)東工大資源研、2)理研 
 11:40

 4504

2T07  自己組織化に基づく階層性超構造の構築……
○

田丸 俊一1・新海 征治1,2  1)崇城大院工、2)九州先
端科学技研 

 [座長 松浦 和則] 

 12:55

 4506

2T08IL フォトクロミック分子集合体材料の設計と機能

……
○小畠 誠也1  1)阪市大院工 



 13:45 

 4509 

2T10  アルキルヒドラジド誘導体が形成するネットワーク

構造とその物性……
○大背戸 豊1・渡邊 久幸1,2・田中 章

博2・大野 正司2  1)九大産学連携セ、2)日産化学 
 14:10 

 4511 

2T11  多機能性を有する新奇なゲル材料の創製と展

開……
○吉田 勝1  1)産総研ナノシステム 

 [座長 角五 彰] 

 14:35 

 4513 

2T12  親水性―両親媒性配列を持つ新規高分子ゲ

ルの特異的体積相転移……
○鎌田 宏幸1・鄭 雄一1・柴

山 充弘2・酒井 崇匡1  1)東大院工、2)東大院新領域
 15:00 

 4515 

2T13  ホスト-ゲスト相互作用を利用した超分子ヒドロゲ

ルの作製とその自己修復性……
○高島 義徳1・角田 貴洋

1・中畑 雅樹1・山口 浩靖1・原田 明1  1)阪大院理 
 15:25 

 4517 

2T14  複数回膜貫通型タンパク質を模倣したマルチブ

ロック両親媒性分子の創製……
○金原 数1  1)東北大多

元研 
 15:50 

 4519 

2T15  ポリイオンコンプレックスによるナノ/マイクロ構造

形成とその動的挙動……
○岸村 顕広1・小穴 英廣1・

Wibowo Arie1・末吉 大輝1・安楽 泰孝1・鷲津 正夫1,3・

片岡 一則1,2,3  1)東大院工、2)東大院医、3)東大ナノ
バイオ 

 [座長 田丸 俊一] 

 16:15 

 4521 

2T16  自励振動ミセル……
○上木 岳士1・吉田 亮1

1)東大院工 
 16:40 

 4523 

2T17  能動的自己組織化過程で生まれるマイクロチュ

ーブル群の運動特性……井上 大介1・○角五 彰2・佐田 

和己2  1)北大院総化、2)北大院理 
 17:05 

 4525 

2T18  マイクロ・ナノ構造内に配置したモータタンパク質

による分子操作・反応システム……
○横川 隆司1,2・藤本 

和也1・小寺 秀俊1  1)京大院工、2)JSTさきがけ 

 
9 月 21 日（金） 

特異形態を持つ高分子組織化材料の創製と機能 
 [座長 舟橋 正浩] 

 9:10 

 4527 

3T01  非組織化液体材料の生み出す新機能……
○中

西 尚志1  1)物材機構 
 9:35 

 4529 

3T02  マイクロリンクルを利用した液体パターニング……
○大園 拓哉1・物部 浩達2  1)産総研ナノシステム、2)
産総研ユビキタス 

 10:00 

 4531 

3T03  固液界面を利用した平衡重合による2次元ポル

フィリンネットワークの構築……
○田上 亮太1・池部 桐生1・

樋口 倫太郎1・上村 忍1・國武 雅司1,2  1)熊本大院
自然、2)JST-CREST 

 10:25 

 4533 

3T04  垂直配向シリンダー界面におけるポルフィリンの

精密配向方向制御……
○秋元 源祐1・青谷 正嗣1・山田 

駿介1・小村 元憲2・吉田 博久3・浅岡 定幸1,4  1)京工
繊大院工芸、2)東工大資源研、3)首都大院都市環境、
4)JSTさきがけ 

 [座長 藪 浩] 

 10:50 

 4535 

3T05  環状および直鎖状両親媒性ブロック共重合体

のトポロジー効果を活用した高分子ミセルの温度・イオン

応答性の制御……
○本多 智1・山本 拓矢1・手塚 育志1

1)東工大院理工 
 11:15 

 4537 

3T06  ミクロ相分離構造の光配向の階層的挙動……
○

永野 修作1,2  1)名大VBL、2)JSTさきがけ 
 11:40 

 4539 

3T07  高分子溶液のナノ結晶化によるネットワーク状ナ

ノファイバー多孔体の創製……
○佐光 貞樹1・クリシュナン 

モ ー ハ ン  ラ ジ 1 ・ 一 ノ 瀬  泉 1,2   1) 物 材 機 構 、
2)JST-CREST 

 [座長 佐伯 昭紀] 

 12:55 

 4541 

3T08  PEG修飾半導体性クラスターの水中における自

己組織化とその光学的性質……
○福永 直人1・七分 勇勝

1,2・小西 克明1,2  1)北大院環境、2)北大院地球環境 
 13:20 

 4543 

3T09  平面状電荷種から構成されるイオンマテリアル

の創製……羽毛田 洋平1・董 彬1・寺島 嘉孝1・坂東 勇

哉1・○前田 大光1  1)立命館大薬 
 13:45 

 4545 

3T10  イオン液体ナノチャンネルを有する架橋液晶高

分子フィルムの構築……
○吉尾 正史1・清水 星哉1・一川 

尚広2・田口 怜美2・大野 弘幸2・加藤 隆史1  1)東大
院工、2)農工大工 

 [座長 矢貝 史樹] 

 14:10

 4547

3T11  塗布型高性能有機半導体分子の集合体構造

とデバイス特性……
○岡本 敏宏1・三津井 親彦1・山岸 

正和1・中原 勝正1・添田 淳史1・広瀬 有里1・佐藤 寛

泰2・山野 昭人2・松下 武司3・植村 隆文1・竹谷 純一1

1)阪大産研、2)リガク、3)JNC石油化学 
 14:35

 4549

3T12  側鎖にオリゴシロキサン鎖を有する液晶性ペリレ

ンテトラカルボン酸ビスイミド誘導体の高速電子輸送……
○

舟橋 正浩1・苑田 晃成2  1)香川大工、2)産総研健康
工学 

 15:00

 4551

3T13  フラーレンナノワイヤーを利用した有機薄膜太陽

電池……
○佐伯 昭紀1,2・前吉 雄太1・諏訪 翔太郎1・大

道 正明1・丸井 裕美1・麻野 敦1・佃 諭志3・杉本 雅樹
4・岸村 顕広5・片岡 一則5・関 修平1  1)阪大院工、
2)JSTさきがけ、3)東北大多元研、4)原子力機構、5)東
大院工 

 15:25

 4553

3T14  高分子薄膜中のナノ構造制御と光電変換機能

……
○但馬 敬介1,2・宮西 将史1・張 悦1・馬 聚沙1,3・耿 

彦芳1,3・趙 明修1・橋本 和仁1  1)東大院工、2)JSTさ
きがけ、3)北京理工大 

 

U 会 場 
（52・53 号館 5234） 

9 月 19 日（水） 

分子制御による有機／無機融合材料の創成・構造

制御・機能開拓 
 9:50

 4561

SO  Introductory Remarks……青島 貞人1・竹岡 敬和2

1)阪大院理、2)名大院工 
 [座長 多田 誠一] 

 10:00

 4562

1U03  規則的な積層構造を有するアニオン性はしご状

ポリシルセスキオキサンの創製と機能化……
○豊留 寿也

1・井伊 伸夫2・金子 芳郎1  1)鹿児島大院理工、2)物
材機構 

 10:25

 4564

1U04  水中におけるポリオキソメタレートの自己集合に

基づくナノシート形成……
○石場 啓太1・森川 全章1,3・野

口 誉夫1,3・井口 弘章1,3・君塚 信夫1,2,3  1)九大院
工、2)九大CMS、3)JST-CREST 

 10:50

 4566

1U05  逐次およびリビングラジカル重合による有機／

無機融合材料に向けた配列周期的官能基導入ポリマー

……
○佐藤 浩太郎1・伊藤 大介1・上垣外 正己1  1)名

大院工 
 [座長 佐藤 浩太郎] 

 11:15

 4568

1U06  有機／無機融合材料の創成に向けた種々の刺

激応答性ポリマーのリビングカチオン重合による精密合成

……
○織田 ゆか里1・金澤 有紘1・金岡 鐘局1・青島 貞

人1  1)阪大院理 
 11:40

 4570

1U07  細胞増殖因子の金属材料表面への固定化……
○

多田 誠一1・姜 廷和1・北嶋 隆1・伊藤 嘉浩1  1)理研 
 [座長 葛谷 明紀] 

 12:55

 4572

1U08  デンドリマーと金ナノ粒子の複合化による光熱治

療のための機能性ナノハイブリッドの構築……
○河野 健司

1・李 小杰1・是枝 李香1・武田 啓志1・弓場 英司1・原

田 敦史1  1)阪府大院工 
 13:20

 4574

1U09  化学合成コラーゲンをベースとした有機-無機

ハイブリッドの作製……
○宮崎 敏樹1・蔵本 晃匡1  1)九

工大院生命体 
 13:45

 4576

1U10  骨腫瘍温熱治療用磁性ナノ粒子含有PMMA系

骨セメントの作製……
○川下 将一1・川村 宏輝1・李 志霞

2・工藤 忠明3・金高 弘恭3  1)東北大院医工、2)広西
大化工、3)東北大院歯 

 14:10

 4578

1U11  人工細胞膜を用いたイオンチャネル創薬スクリ

ーニングシステム……
○川野 竜司1・辻 祐太郎1,2・神谷 

厚輝1・大崎 寿久1・平野 美奈子3・井出 徹3・三木 典



尚1,2・竹内 昌治1,4  1)神奈川科学アカデミー、2)慶應
大、3)理研、4)東大生産研 

 [座長 川野 竜司] 

 14:35 

 4580 

1U12  疎水化酸性多糖を介したリン酸カルシウムナノ

粒子の作製……
○山根 説子1・佐々木 善浩2・澤田 晋一

3,4・秋吉 一成3,4  1)沼津高専、2)東医歯大生材研、3)
京大院工、4)JST-ERATO 

 15:00 

 4582 

1U13  炭酸カルシウム／温度応答性高分子複合マイ

クロ粒子の作製とその特性評価……
○井上 敦晴1・緒明 

佑哉1・今井 宏明1  1)慶應大院理工 
 15:25 

 4584 

1U14  2価型DNA-金ナノ粒子コンジュゲートを利用し

たDNA-金ナノ粒子・融合ナノマテリアルの構築……
○橋爪 

未来1・上原 岳暁1・三好 希望1・葛谷 明紀1・大矢 裕

一1  1)関西大化学生命工 
 [座長 辻井 敬亘] 

 15:50 

 4586 

1U15  In vitro selection of peptide aptamers to 

single-wall carbon nanotubes……
○ZHA LI1,2・Takanori 

Uzawa1・Tanaka Takashi3・Hida Akira1・Ishibashi Koji1・

KataKura Hiromichi3 ・ Kobatake Eiry2 ・ Ito Yoshihiro1

1)RIKEN 、 2)Grad. Sch. of Biosci. & biotech., TIT 、
3)NRI,AIST 

 16:15 

 4588 

1U16  リング状マイクロチューブル群の回転方向制御

……
○角五 彰1・佐田 和己1・Gong JianPing2  1)北大院

理、2)北大院先端生命 
 16:40 

 4590 

1U17  構造色バルーンの溶媒応答性および光応答性

……
○東口 顕士1・井上 雅文1・小田 智博1・松田 建児1

1)京大院工 
 [座長 東口 顕士] 

 17:05 

 4592 

1U18  ポリマーブラシ付与複合微粒子集積体による構

造色材料……
○水田 悠生1・大野 工司1・辻井 敬亘1,2

1)京大化研、2)JST-CREST 
 17:30 

 4594 

1U19  光機能を付与したナノ構造体の創製と物性評

価……
○山本 崇史1・難波 広彰1・岩崎 継1・栄長 泰明

1,2  1)慶應大理工、2)JST-CREST 
 17:55 

 4596 

1U20  錯体ナノ空間に拘束された光導電性高分子が

示す高ホール移動特性……
○植村 卓史1・内田 徳之1・

北川 進3・麻野 敦資2・佐伯 昭紀2・関 修平2  1)京
大院工、2)京大WPI-iCeMS、3)阪大院工 

 
9 月 20 日（木） 

分子制御による有機／無機融合材料の創成・構造

制御・機能開拓 
 [座長 金森 主祥] 

 9:10 

 4598 

2U01  リン酸亜鉛ガラスとイミダゾール系有機物から得

られるプロトン伝導体……
○春日 敏宏1・大稲 高裕1・森川 

博史1・前田 浩孝1・小幡 亜希子1・中山 将伸1  1)名
工大院工 

 9:35 

 4600 

2U02  自己ドープ型電導性ポリマーと無機材料とのハ

イブリッド合成とその機能……
○久保 雅敬1・森田 貴大2・

熊澤 伸昭2・宇野 貴浩2・伊藤 敬人2  1)三重大院地
域イノベーション、2)三重大院工 

 10:00 

 4602 

2U03  有機半導体を用いた浮遊ゲートトランジスタの開

発……
○山田 経世1・山雄 健史1・堀田 収1  1)京工繊

大院工芸 
 10:25 

 4604 

2U04  親疎水性共連続相構造を有する均一網目構

造の創製と力学特性評価……
○近藤 真司1・鄭 雄一1・酒

井 崇匡1  1)東大院工 
 [座長 春日 敏宏] 

 10:50 

 4606 

2U05  多孔性無機粒子を用いた高強度化有機・無機

複合材料の創成……
○三友 秀之1,2・佐野 健一2,3・長田 

義仁2・居城 邦治1,2  1)北大電子研、2)理研、3)日本
工大 

 11:15 

 4608 

2U06  ポリシロキサン系有機－無機ハイブリッド多孔体

の作製……
○金森 主祥1・早瀬 元1・清水 太陽1・中西 

和樹1  1)京大院理 
 11:40 

 4610 

2U07  イオン液体-高分子不揮発性融合マテリアルを

用いた電気化学アクチュエータ……
○津田 哲哉1・岩崎 

悠紀1・馬場 正博1・桑畑 進1  1)阪大院工 
 [座長 青島 貞人] 

 12:55

 4612

2U08IL ブロックコポリマーテンプレートが拓く新しいナノ材

料科学と工学的利用……
○彌田 智一1  1)東工大資源研

 [座長 原 光生] 

 13:45

 4615

2U10  シルセスキオキサン含有ポリマーのナノパターン

薄膜の形成と熱処理による蛍光発現……
○早川 晃鏡1・

久保田 翔1・難波江 裕太1  1)東工大院理工 
 14:10

 4617

2U11  ABCトリブロック共重合体が形成するミクロ相分

離構造の金属化……
○樋口 剛志1,2・姜 西2・藪 浩3,4・高

原 淳1,2・陣内 浩司1,2  1)JST-ERATO高原ソフト界面
プロ、2)九大先導研、3)東北大多元研、4)JSTさきがけ 

 14:35

 4619

2U12  エポキシ化されたスチレンーブタジエン共重合体

を用いたシリカナノ複合体の創製……
○中瀬古 大志1・金原 

俊史1・飯田 純一1・斎藤 礼子1  1)東工大院理工 
 [座長 樋口 剛志] 

 15:00

 4621

2U13  モダクリル樹脂/ゼオライト複合多孔体の作製と

応用……
○福家 和弘1・宇山 浩1  1)阪大院工 

 15:25

 4623

2U14  液晶性ブロック共重合体を用いた垂直配向シリ

カナノ多孔膜の調製……
○原 光生1・永野 修作2,3・関 隆

広1  1)名大院工、2)名大VBL、3)JSTさきがけ 
 15:50

 4625

2U15  ポリビニルアルコール＝ヨウ素錯体における分子

間相互作用の量子化学的検討……
○高濱 智彦1・田代 

孝二1  1)豊田工大院工 
 [座長 早川 晃鏡] 

 16:15

 4627

2U16  リオトロピック液晶を結晶成長場とする炭酸カル

シウムの結晶化……
○下田 真知子1・樋口 博紀2・奥村 

泰志2・西村 達也3・加藤 隆史3・菊池 裕嗣2  1)九大
院総理工、2)九大先導研、3)東大院工 

 16:40

 4629

2U17  半導体ナノシート液晶の構造形成と光触媒反応

……
○南野 佳宏1・毛利 恵美子2・中田 宗隆1・中戸 晃

之2  1)農工大院BASE、2)九工大院工 
 17:05

 4631

2U18  コロイド粒子とリンクル構造融合による極微メタリ

ック空間並列制御～棘状SERS活性基板から金属ナノカ

ップアレイまで～……
○飯島 貴之1・田村 眞弘1・望月 義

之1・遠藤 洋史1,2・河合 武司1,2  1)東理大院総化学、
2)東理大界面研 

 
9 月 21 日（金） 

分子制御による有機／無機融合材料の創成・構造

制御・機能開拓 
 [座長 宮田 隆志] 

 9:10

 4633

3U01  アニオン性末端POSS核デンドリマーを用いた粒

径制御された炭酸カルシウム複合ナノ粒子の作製……
○

中村 志穂1・中 建介1  1)京工繊大院工芸 
 9:35

 4635

3U02  階層的自己組織化による(PdO)nおよびPdnクラ

スターの中空シリカナノ粒子内合成……
○佐藤 宗太1・高

尾 清貴1・鈴木 康介1・一條 竜也1・朝倉 博行2・寺村 

謙太郎2・加藤 和男3・大場 友則4・森田 剛5・藤田 誠
1,6  1)東大院工、2)京大院工、3)JASRI、4)千葉大院
理、5)千葉大院融合科学、6)JST-CREST 

 10:00

 4637

3U03  金クラスターを内包したポルフィリン正六面体の

合成と特異光学特性……
○寺西 利治1,2・田中 大介1,2・

坂 本  雅 典 1,2,3   1) 京 大 化 研 、 2)JST-CREST 、
3)JST-PRESTO 

 10:25

 4639

3U04  高性能な腹膜透析を目指したシリカ含有レドック

スナノ粒子の開発……
○吉冨 徹1・矢口 達也1・平山 暁

2・植田 敦志3・長崎 幸夫1,4,5  1)筑波大院数理物質、
2)筑波技大、3)なめがた地域総合病院、4)筑波大院人
間総合、5)物材機構MANA 

 [座長 佐藤 宗太] 

 10:50

 4641

3U05  体液模倣環境における水和ゲルの石灰化制御

を利用する有機／無機融合構造の構築……
○大槻 主税

1・横井 太史1・加古 哲隆1・金 日龍1・川下 将一2  1)
名大院工、2)東北大院医工 

 11:15

 4643

3U06  分子認識能を有する刺激応答性有機／無機

ハイブリッドナノ粒子の設計……
○武江 昌範1・加藤 智也



1・河村 暁文1,2・宮田 隆志1,2・浦上 忠1,2  1)関西大化
学生命工、2)関西大ORDIST 

 11:40 

 4645 

3U07  ゲル微粒子を用いた炭酸カルシウムの形成制

御と有機無機の融合化による機能化……
○中田 早紀1・

福井 有香1・藤本 啓二1  1)慶應大院理工 
 [座長 髙口 豊] 

 12:55 

 4647 

3U08  溶液プロセスによる表面修飾を介した汎用高分

子基材への無機複合化……
○橋詰 峰雄1,2・高田 明李1・

前田 将史1・平島 道久2  1)東理大工、2)東理大院総
化学 

 13:20 

 4649 

3U09  イオン性表面を有する金ナノ粒子の自己組織

化特性……
○中嶋 琢也1・早川 雄1・森 緑1・上久保 裕

生1・片岡 幹雄1・河合 壯1  1)奈良先端大院物質 
 13:45 

 4651 

3U10  貴金属ナノ粒子含有ナノコンポジットのin-situ合

成と特性……
○バラーデ ダーメッシュ1・原口 和敏1  1)

川村理研 
 [座長 中嶋 琢也] 

 14:10 

 4653 

3U11  デンドリマーを利用した単層カーボンナノチュー

ブ/CaCO3ナノハイブリッドの形態制御……
○高口 豊1・筒

井 徹1・大谷 晃平1・田嶋 智之1  1)岡山大院環境 
 14:35 

 4655 

3U12  水酸基とフルオロアルキル基を有する両親媒性

シルセスキオキサン微粒子の合成と透明ハイブリットフィ

ルムの開発……
○小泉 遼1・中林 千浩1・森 秀晴1  1)

山形大院理工 
 15:00 

 4657 

3U13  カテコール基含有両親媒性高分子による表面修

飾チタニアナノ粒子を用いた階層的多孔質膜の作製……
○

齊藤 祐太1・藪 浩2・下村 政嗣2,3,4  1)東北大院工、2)
東北大多元研、3)JST-CREST、4)東北大WPI-AIMR 

 15:25 

 4659 

3U14  ヘテロ凝集法を用いた有機-無機ハイブリッドラ

テックス膜の合成……
○箱崎 翔1・堀内 伸2・鳴海 敦1・川

口 正剛1  1)山形大院理工、2)産総研 

 

V 会 場 
（2 号館 0233） 

9 月 19 日（水） 

階層的なナノ構造形成とその機能 
 12:45 

 4922 

SO  Introductory Remarks……東 信行1・  1)同志社大
理工 

 [座長 樋口 真弘] 

 12:55 

 4923 

1V08  水中における両親媒性ポリペプチドの自己組織

化を利用したAu, Ag, Pt錯体の自己組織化と発光制御

……
○黒岩 敬太1・正木 佳孝1・古閑 裕子1  1)崇城大

院工 
 13:20 

 4925 

1V09  分岐状アミノ酸と蛍光性アミノ酸から成るペプチ

ドデンドリマーの合成およびその性質……
○北松 瑞生1・北

畠 まゆみ2・能年 義輝2・大槻 高史3  1)近畿大理
工、2)岡山大院自然、3)岡山大RCIS 

 13:45 

 4927 

1V10  Complexation of biocompatible hydrophobic 

polyelectrolytes with oppositely charged surfactants 

and drug solubilization study……
○ Saurabh 

Shrivastava1,2 ・ Joykrishna Dey2 ・ Hideki Matsuoka1

1)Kyoto Univ、2)Indian Inst. of Tech., Kharagpur 
 [座長 平野 義明] 

 14:10 

 4929 

1V11  両親媒性ブロックポリペプチドデンドリマーを鋳型

とするステレオコンプレックスを介するホストゲスト型分子

集合体……
○松居 久登1・上田 一樹2・木村 俊作1  1)

京大院工、2)京大院医 
 14:35 

 4931 

1V12  ヘリックス末端にHisを有するヘリックスペプチド

分子集合体のpH応答性モルフォロジー変化……
○上坂 

晃弘1・上田 一樹2・牧野 顕3・木村 俊作1  1)京大院
工、2)京大院医、3)京大院薬 

 15:00 

 4933 

1V13  繊維状ファージを用いるハイブリッド型階層構造

形成とその特性評価……
○陳 ファンファン1・白川 直斗1・

澤田 敏樹2・芹澤 武2  1)東大院工、2)東工大院理工
 [座長 木村 俊作] 

 15:25

 4935

1V14  蛋白質ゲルのナノファイバーネットワークの形成

機構……河内 悠希1・和久 友則1・功刀 滋1・○田中 直

毅1  1)京工繊大院 
 15:50

 4937

1V15  生体分子に応答する超分子ヒドロゲル酵素ハイ

ブリッド……
○池田 将1・谷田 達也2・浜地 格2,3  1)岐阜

大院工、2)京大院工、3)JST-CREST 
 16:15

 4939

1V16  ペプチド間水素結合と分子ジッパーの階層構造

形成……
○山田 哲弘1・  1)千葉大教育 

 [座長 田中 直毅] 

 16:40

 4941

1V17  βーストランドペプチドの自己組織化を利用した

ナノバイオマテリアルの設計と機能評価……
○平野 義明1・

波多野 寛1・林 信人1・田川 由貴2・粥川 陽介2・森田 

有亮2・仲町 英治2・岡 勝仁3  1)関西大化学生命工、
2)同志社大生命、3)阪府大総教育 

 17:05

 4943

1V18  自己組織化ペプチドによる時限性ハイドロゲルの

設計とその特性……
○古賀 智之1・二階堂 祐至1・宮沢 

豪1・東 信行1  1)同志社大理工 
 17:30

 4945

1V19  テーラーメード脂質ナノチューブ工学：リポソー

ムからの脂質ナノチューブの形成制御……
○佐々木 善浩

1・関根 由莉奈1・澤田 晋一2,3・秋吉 一成1,2,3  1)東医
歯大生材研、2)京大院工、3)JST-ERATO 

 17:55

 4947

1V20  高分子ミセルの構造制御とPEGを介する免疫現

象の誘導と認識との関係……
○白石 貢一1・川野 久美2・

米谷 芳枝2・真田 雄介3・櫻井 和朗3・青枝 大貴4・石

井 健4・横山 昌幸1  1)慈恵大、2)星薬大、3)北九市
大、4)基盤研 

 

9 月 20 日（木） 

階層的なナノ構造形成とその機能 
 [座長 山田 哲弘] 

 9:10

 4949

2V01  細胞表面シアル酸を高感度に認識する界面の

設計……
○前島 雪絵1・高橋 陽輔1・松元 亮3,4・片岡 一

則5・宮原 裕二3,4・大塚 英典1,2,3  1)東理大院総化学、
2)東理大総研、3)JST-CREST、4)東医歯大、5)東大 

 9:35

 4951

2V02  ベロ毒素修飾チップを用いた脂質膜中のGb3セ

ラミドのフォースマッピング……
○小泉 翔平1・森 俊明1・岡

畑 惠雄1  1)東工大院生命理工 
 10:00

 4953

2V03  フォースカーブ測定による１分子糖鎖伸長反応

の解析……
○森 俊明1・浅倉 恵1・金子 卓史1・岡畑 恵

雄1  1)東工大院生命理工 
 [座長 芹澤 武] 

 10:25

 4955

2V04  ナノカプセルを形成するウイルス由来ペプチドの

分子設計……
○松浦 和則1・水口 勇作2・君塚 信夫2

1)鳥取大院工、2)九大院工 
 10:50

 4957

2V05  階層的構造を有する新規有機/無機複合ナノ

チューブの構築……
○山本 裕介1・永田 謙二1・樋口 真

弘1・木下 隆利1  1)名工大院工 
 11:15

 4959

2V06  バイオミネラリゼーションにならう有機・無機界面

におけるエピタキシャル性……
○野々山 貴行1・木下 隆利

1・樋口 真弘1・佐藤 公泰2・加藤 且也2  1)名工大院
工、2)産総研 

 11:40

 4961

2V07  生体膜における階層構造を模倣した多色エレク

トロクロミズム材料の作製……
○菊地 里枝1・松井 淳1・宮

下 徳治1  1)東北大多元研 
 [座長 松岡 秀樹] 

 12:55

 4963

2V08  π共役系分子の重合反応による界面構造制御

……
○和泉 敦1・石崎 学1・金井塚 勝彦1・栗原 正人1・

坂本 政臣1  1)山形大院理工 
 13:20

 4965

2V09  マイクロフロー空間内の動的な界面を利用する

分子集積システムの開発……
○沼田 宗典1・  1)京都府

立大院生命環境 
 13:45

 4967

2V10  LB法によるブロック共重合体／金属ナノ粒子二

次元複合膜の調製……
○岩附 紘子1・後藤 勝昭1・永野 

修作2,3・関 隆広1  1)名大院工、2)名大VBL、3)JSTさ
きがけ 

 [座長 大塚 英典] 

 14:10 2V11  巨視的サイズにおよぶ分子自己組織化：複眼



 4969 アレイ構造の創製……
○中西 尚志1・  1)物材機構 

 14:35 

 4971 

2V12  温度応答性両親媒性高分子の水面単分子膜

形成挙動およびナノ構造解析……
○宇田 京平1・ゴーシュ 

アルジュン1・遊佐 真一2・松岡 秀樹1  1)京大院工、
2)兵庫県大院工 

 15:00 

 4973 

2V13  両親媒性ペプチドの固/液界面での自己組織化

による階層的ナノ構造制御……
○田中 正剛1・松井 良樹

1・越川 尚清2・木下 隆利1  1)名工大院工、2)JAXA 
 15:25 

 4975 

2V14  分子認識を用いたゲスト分子修飾ガラス基板と

超分子ヒドロゲルの接着と評価……
○佐原 大河1・高島 義

徳 1 ・ 山 口  浩 靖 1 ・ 原 田  明 1,2   1) 阪 大 院 理 、
2)JST-CREST 

 [座長 沼田 宗典] 

 15:50 

 4977 

2V15  環境応答性高分子表面における有機/無機ハ

イブリッドの形成……
○韓 雨来1・西村 達也1・加藤 隆史1

1)東大院工 
 16:15 

 4979 

2V16  水中での化学液相成長法による芳香族ポリアゾ

メチンナノウォールの作製……
○樋口 倫太郎1・坂口 和樹

1・梁井 海洋2・田上 亮太1・上村 忍1・國武 雅司1,3

1)熊本大院自然、2)熊本大工、3)JST-CREST 
 16:40 

 4981 

2V17  水界面における高分子ブレンドの構造形成と生

体不活性……
○平田 豊章1・松野 寿生1・藤井 義久1・山

田 悟史2・田中 賢3・田中 敬二1  1)九大院工、2)高
エネ機構、3)山形大院理工 

 17:05 

 4983 

2V18  高規則性ナノ相分離構造を骨格とする光機能

性分子の精密集積化……
○大隣 雅俊1・小村 元憲2・吉

田 博久3・浅岡 定幸1,4  1)京工繊大院、2)東工大資
源研、3)首都大院、4)JSTさきがけ 

 
9 月 21 日（金） 

階層的なナノ構造形成とその機能 
 [座長 上村 忍] 

 9:10 

 4985 

3V01  分子鎖間の相互作用を利用した高分子基板表

面修飾法についての検討……
○橋詰 峰雄1,2・平島 道久2

1)東理大工、2)東理大院総化学 
 9:35 

 4987 

3V02  デンドロン脂質を用いる温度応答性基集積化表面

を有する分子集合体の構築……
○河野 健司1・平井 裕士1・

平中 勇気1・弓場 英司1・原田 敦史1  1)阪府大院工 
 10:00 

 4989 

3V03  細胞表面を特異認識する高分子界面の物理化

学的解析……
○大塚 英典1,2・吉田 真理1・緑川 文1

1)東理大理、2)東理大総研 
 [座長 河野 健司] 

 10:25 

 4991 

3V04  親水性イオン液体を用いるタンパク質ナノカプセ

ルの作製……
○大石 八寿徳1・森川 全章1,3・君塚 信夫

1,2,3  1)九大院工、2)九大CMS、3)JST-CREST 
 10:50 

 4993 

3V05  非平衡系の動的な分子の自己組織化に基づく

高次構造の形成と機能……
○森川 全章1,3・君塚 信夫1,2,3

1)九大院工、2)九大CMS、3)JST-CREST 
 11:15 

 4995 

3V06  バイオシリカを模倣したナノ芝状ポリシルセスキ

オキサン薄膜の構築……
○袁 建軍1・金 仁華2,3  1)川

村理研、2)神奈川大院工、3)JST-CREST 
 11:40 

 4997 

3V07  ポリアミンと酒石酸から構成される薄膜をテンプ

レートとして用いた階層性を有するキラルシリカ薄膜の作

製……
○松木囿 裕之1・金 仁華1,2  1)神奈川大工、

2)JST-CREST 

 

W 会 場 
（2 号館 0232） 

9 月 19 日（水） 

スマートバイオマテリアル 
 9:50 

 4999 

SO  Introductory Remarks……大矢 裕一1・丸山 厚2

1)関西大化学生命工、2)九大先導研 
 [座長 丸山 厚] 

 10:00 

 5000 

1W03  細胞内薬物配送を目指した還元的環境下で崩

壊するオリゴ乳酸結合多糖ナノゲルの細胞内挙動……
○

高橋 明裕1・葛谷 明紀1,2・大矢 裕一1,2  1)関西大
ORDIST、2)関西大化学生命工 

 10:25

 5002

1W04  機能性多糖ナノゲルによる核酸デリバリーシステ

ムの開発……
○岡寺 俊彦1・安岡 潤一2・高橋 治子1・澤

田 晋一1,3・秋吉 一成1,3  1)京大院工、2)東医歯大生
材研、3)JST-ERATO 

 10:50

 5004

1W05  フェニルボロン酸を用いたATP濃度応答性siRNA

デリバリーキャリアの設計と機能評価……
○内藤 瑞1・石井 

武彦1・松元 亮2・宮田 完二郎3・宮原 裕二2・片岡 一則
1,3  1)東大院工、2)東医歯大生材研、3)東大院医 

 [座長 大矢 裕一] 

 11:15

 5006

1W06  インジェクタブルタンパク質ハイドロゲルへの遺伝

子担持を目指した遺伝子キャリアー開発……文 肖楠1・○

木村 剛1・本田 智史1・ヘイルショーン サラ2・南 広祐1・

岸田 晶夫1  1)東医歯大生材研、2)スタンフォード大 
 11:40

 5008

1W07  繊維芽細胞増殖因子の細胞増殖活性における

ポリグリセロールデンドリマーの効果……小川 貴也1・○大

谷 亨1・竹内 俊文1  1)神戸大院工 
 [座長 松﨑 典弥] 

 12:55

 5010

1W08  メリチン結合性高分子リガンドの調製と相互作用

解析……
○李 惠柱1・和田 悠佑1・星野 友1・三浦 佳子1

1)九大院工 
 13:20

 5012

1W09  マンノース含有Poly-N-Isopropylacrylamideナノ

粒子の相状態と標的レクチンの結合速度相関……
○仲本 

正彦1・星野 友1・三浦 佳子1  1)九大院工 
 13:45

 5014

1W10  生体分子を認識して粒径変化するスマートゲル

微粒子の合成とそのバイオマテリアル応用……
○河村 暁

文1,2・秦 佑太1・宮田 隆志1,2・浦上 忠1,2  1)関西大化
学生命工、2)関西大ORDIST 

 [座長 秋吉 一成] 

 14:10

 5016

1W11  ポリマー修飾人工核酸をプローブに用いたアフィ

ニティーキャピラリー電気泳動による遺伝子分析……
○宝

田 徹1・金山 直樹1・前田 瑞夫1  1)理研 
 14:35

 5018

1W12  アジド基の還元反応を引き金とするDNAもしくは

RNAテンプレート反応による分子放出……
○柴田 綾1・阿

部 洋1,2・古川 和寛1・常田 聡3・伊藤 嘉浩1  1)理
研、2)JSTさきがけ、3)早大先進理工 

 15:00

 5020

1W13  DNAオリガミナノデバイスを活用した生体分子の

単分子計測法の開発……
○葛谷 明紀1・山崎 貴裕2・安

田 幸平2・酒井 雄介2・山中 優誠1・愛場 雄一郎3・大

矢 裕一1・小宮山 眞3  1)関西大化学生命工、2)東大
先端研、3)筑波大TARA 

 [座長 宮田 隆志] 

 15:25

 5022

1W14  生体と一体化する生体組織/高分子複合体の

作製およびその生体機能評価……
○松嶋 理恵1・嶋津 友

紀子1・南 広祐1,2・木村 剛1,2・藤里 俊哉3・岸田 晶夫
1,2  1)東医歯大生材研、2)JST-CREST、3)阪工大 

 15:50

 5024

1W15  再生医療のためのナノゲルテクトニック材料……
○

橋本 良秀1,2・下田 麻子1・田原 義朗1,2・向井 貞篤1,2・

澤 田  晋 一 1,2 ・ 秋 吉  一 成 1,2   1) 京 大 院 工 、
2)JST-ERATO 

 16:15

 5026

1W16  非天然糖を介したセレクチンリガンド分子の修飾

と機能……
○藤井 秀悦1・岩崎 泰彦2  1)関西大院理

工、2)関西大化学生命工 
 [座長 岸田 晶夫] 

 16:40

 5028

1W17  細胞集積法による脈管構造を有する三次元組

織体の構築と腫瘍浸潤モデルへの応用……
○松崎 典弥

1・西口 昭広1・明石 満1  1)阪大院工 
 17:05

 5030

1W18  細胞集積法による樹状細胞を導入した皮膚モ

デルの構築と免疫応答評価への応用……
○藤本 久美子

1・西口 昭広1・松崎 典弥1・白方 裕司2・橋本 公二2・

明石 満1  1)阪大院工、2)愛媛大院医 
 17:30

 5032

1W19  タンパク質との直接的な相互作用を抑制するポ

リマーブラシ表面の動的特性……
○井上 祐貴1,2・石原 一

彦1,2  1)東大院工、2)JST-CREST 
 17:55

 5034

1W20  フォース測定によるポリマーブラシ表面へのタン

パク質吸着挙動の精密解析……
○ちん うぇいしん1・井上 

祐貴1,2・石原 一彦1,2  1)東大院工、2)JST-CREST 



9 月 20 日（木） 

スマートバイオマテリアル 
 [座長 森 健] 

 9:10 

 5036 

2W01  薬物担体とコラーゲンのハイブリッドゲルによる

癌転移に呼応した薬物送達システム……
○児島 千恵1・

渡邊 健司2  1)阪府大ナノ研セ、2)阪府大院工 
 9:35 

 5038 

2W02  異方性形態を有するペプチドナノ会合体による抗

原ペプチドの細胞質デリバリー……
○和久 友則1・北川 雄

一1・川端 一史1・功刀 滋1・田中 直毅1  1)京工繊大院
 10:00 

 5040 

2W03  メチル化ポリヒスチジンによるsiRNA保持安定性

制御に基づくRNA干渉……
○朝山 章一郎1・熊谷 喬生1・

川上 浩良1  1)首都大院都市環境 
 10:25 

 5042 

2W04  高効率な抗腫瘍免疫誘導のためのpH感受性ポ

リマー修飾リポソームの設計……
○弓場 英司1・田島 直樹

1・坂野 貴宣1・原田 敦史1・坂西 裕一2・渡来 仁3・河

野 健司1  1)阪府大院工、2)ダイセル化学、3)阪府大
院生命環境 

 [座長 朝山 章一郎] 

 10:50 

 5044 

2W05  ソノプロドラッグセラピーシステムとしての有機・無

機ナノ複合体の調製……
○原田 敦史1・小野 雅文1・弓場 

英司1・河野 健司1  1)阪府大院工 
 11:15 

 5046 

2W06  近赤外光照射に応答して薬物を放出する金ナ

ノロッド……
○新留 琢郎1,2,3・山下 秀治1・福島 寛満1・森 

健1・片山 佳樹1,2,3  1)九大院工、2)九大未来セ、3)九
大分子システムセ 

 11:40 

 5048 

2W07  細胞内シグナル応答型遺伝子医薬送達システ

ムの複合体安定化の試み……串尾 聡之1・登 貴信1・中

村 雄太1・戸井田 力1・○森 健1,3,4・新留 琢郎1,3,4・片山 

佳樹1,2,3,4  1)九大院工、2)九大先端医療IC、3)九大分
子システムセ、4)九大未来セ 

 [座長 小林 純] 

 12:55 

 5050 

2W08  周期性ペプチドによる細胞凝集体の誘導と機能

評価……
○平野 義明1・田中 愛1・田畑 泰彦2・稲井 公

二3・岡 勝仁3  1)関西大化学生命工、2)京大再生
研、3)阪府大総教育 

 13:20 

 5052 

2W09  三次元コラーゲンマイクロ流路による血管内皮

細胞の管腔制御……
○松永 行子1,2・ブランデンバーグ ナ

タリー1・大久保 有希1  1)東大生産研、2)JSTさきがけ
 13:45 

 5054 

2W10  PAGポリマー担持培養基材を用いた接着細胞

の光プロセッシング……
○須丸 公雄1・菊池 鏡子1・高木 

俊之1・森下 加奈1・佐藤 琢1・金森 敏幸1  1)産総研
幹細胞工学研究セ 

 [座長 田中 賢] 

 14:10 

 5056 

2W11  スマート形状記憶培養皿を用いた細胞操作……
○荏原 充宏1・青柳 隆夫1  1)物材機構 

 14:35 

 5058 

2W12  細胞回収用の光応答性リン脂質表面の創製……
○ビャムバ－ バトザヤ1・金野 智浩1・石原 一彦1  1)東
大院工 

 15:00 

 5060 

2W13  温度応答性細胞培養表面の伸展による細胞接

着性向上の検討……
○秋山 義勝1,2・大和 雅之1,2・岡野 

光夫1,2  1)東女医大、2)グローバルCOE 
 [座長 荏原 充宏] 

 15:25 

 5062 

2W14  細胞とのアフィニティー相互作用を温度変化に

より制御する抗体固定化温度応答性表面……
○小林 純

1・大野 隆弘2・林 真生2・有坂 慶紀1・松原 吉紀2・垣

立 浩2・秋山 義勝1・大和 雅之1・堀井 章弘2・岡野 光

夫1  1)東女医大先端生命研、2)オリンパス 
 15:50 

 5064 

2W15  自律機能を持つ新規バイオミメティック材料へ

の展開に向けたTerpyridine修飾PEGの機能化……
○文堂 

可織1・高崎 裕美1・上野 智永2・赤木 友紀1・酒井 崇

匡1・吉田 亮1  1)東大院工、2)名大院工 
 16:15 

 5066 

2W16  血液環境下で機能する刺激応答性バイオマテ

リアルの設計……
○田中 賢1・  1)山形大院理工 

 [座長 大矢 裕一] 

 16:40 

 5068 

2W17IL マイクロ流体デバイス技術を使ったハイドロゲル

アセンブリ ……
○ 竹内 昌治 1,2,3 ・   1)東大生産研、

2)JST-ERATO、3)NEDO BEANS 

9 月 21 日（金） 

スマートバイオマテリアル 
 [座長 藤本 啓二] 

 9:10

 5071

3W01  セルロースナノ結晶によるタンパク質の不活化

……
○澤田 敏樹1・山口 みずほ2・和田 昌久3・芹澤 武1

1)東工大院理工、2)東大院工、3)東大院農 
 9:35

 5073

3W02  スマートバイオマテリアルとしてのUCST型温度応

答性ウレイド高分子……
○嶋田 直彦1・中山 美紀1・狩野 

有宏1・丸山 厚1  1)九大先導研 
 10:00

 5075

3W03  ゴム状コアを持つ温度応答性高分子微粒子の

形態制御……
○木村 綾花1・松山 拓矢1・麻生 隆彬1・菊

池 明彦1  1)東理大院基礎工 
 10:25

 5077

3W04  高分子の界面力学不安定性に基づく細胞接着

性制御……
○下村 信一朗1・松野 寿生1・田中 敬二1

1)九大院工 
 [座長 菊池 明彦] 

 10:50

 5079

3W05  人工ペプチド・人工タンパク質を用いたポリ乳酸

スキャホールドの機能化と末梢神経再生医療への応用

……
○ 柿木 佐知朗 1,2 ・山岡 哲二 1,2   1)国循セ、

2)JST-CREST 
 11:15

 5081

3W06  組織マテリアル工学的手法による表面の微細

構造を用いたバイオナノファイバーの創製……
○安藤 亜弓

1・福井 有香1・藤本 啓二1  1)慶應大院理工 
 11:40

 5083

3W07  高分子濃縮層を提供するコアセルベートの血小

板接着抑制効果……
○青木 隆史1・柳沢 純司1  1)京

工繊大院工芸 
 [座長 山岡 哲二] 

 12:55

 5085

3W08  エピジェネティクス工学に基づくクロマチン構造

制御……浅羽 祐太郎1・野口 太甫1・小鯖 翔1・中林 一

彦2・朝山 章一郎1・○川上 浩良1  1)首都大院都市環
境、2)国立成育医療セ 

 13:20

 5087

3W09  N-アセチルグルコサミン含有糖鎖高分子による

細胞骨格分子ビメンチンを介した細胞機能制御……
○伊

勢 裕彦1・小村 健太1・赤池 敏宏1  1)東工大院生命
理工 

 13:45

 5089

3W10  アルツハイマー病に対するナノメディシンの設計

……
○長崎 幸夫1,2,3・Chonpathompikunlert Pennapa1・今

泉 夏香1・尾崎 祐樹1・吉富 徹1  1)筑波大数理物
質、2)筑波大フロンティア医、3)物材機構MANA 

 14:10

 5091

3W11  チューブ内表面での錯体形成によるシスプラチ

ン内包有機ナノチューブの形成……
○丁 武孝1・和田 百

代1・南川 博之1・亀田 直弘1・増田 光俊1・清水 敏美1

1)産総研ナノチューブ応用研セ 
 [座長 長崎 幸夫] 

 14:35

 5093

3W12  カルシウムイオン応答能を有する自己組織化ペ

プチドマテリアルの構築と機能化……
○福永 和人1・土谷 

正樹1・堤 浩1・三原 久和1  1)東工大院生命理工 
 15:00

 5095

3W13  リン酸化プルランの合成と口腔用持続的抗菌剤

の開発……
○亀ノ上 翔吾1・沖原 巧1・吉田 靖弘2・難波 

尚子2・高柴 正悟2・長岡 紀幸2  1)岡山大院自然、2)
岡山大院医歯薬 

 15:25

 5097

3W14  ポリ(エステルースルホン）を用いた生物活性ガ

ラスの電極選択的電気泳動コーティング……
○福岡 拓也

1・長尾 優1・高須 昭則1  1)名工大院工 

 

X 会 場 
（2 号館 0231） 

9 月 19 日（水） 

生体分子科学を基盤とするソフトマテリアル 
 14:25

 5117

SO  Introductory Remarks……佐藤 智典1  1)慶應大
理工 

 [座長 居城 邦治] 

 14:35

 5118

1X12  ポリプレックスミセルのpDNAパッケージング構造

に与えるPEGの効果 ～PEG脱離システムからの考察～

……
○長田 健介1・元田 雄介1・トッカリー セオフィルス1・



チェン キセン1・町谷 香織1・片岡 一則1,2  1)東大院
工、2)東大院医 

 15:00 

 5120 

1X13  カチオン性くし型共重合体によるDNAコイル-グ

ロビュール転移の動的制御：マイクロスケール分子マシン

を目指して……尊田 尚孝1・嶋田 直彦1・狩野 有宏1・木

戸秋 悟1・真栄城 正寿2・宮崎 真佐也2・○丸山 厚1

1)九大先導研、2)産総研 
 15:25 

 5122 

1X14  ペプチドリボ核酸-DNAキメラ人工核酸の合成と

核酸認識および遺伝情報発現制御への展開-7……
○上

松 亮平1・水谷 達哉1・永見 祥2・瀧 集作1・坂本 清志
1・荒木 保幸1・井上 佳久2・和田 健彦1  1)東北大多
元研、2)阪大院工 

 [座長 浅沼 浩之] 

 15:50 

 5124 

1X15  遺伝子発現の化学的制御を目指した方法論の

開発……
○永次 史1・草野 修平1・岩本 直生1・佐藤 憲

大1・佐々木 要1・萩原 伸也1  1)東北大多元研 
 16:15 

 5126 

1X16  新規DNAセンサーの開発を目指した水和イオン

液体中におけるDNA構造の定量的解析……
○杉本 直己

1,2・建石 寿枝1  1)甲南大FIBER、2)甲南大FIRST 
 16:40 

 5128 

1X17  DNAブラシ界面の柔軟性に基づくコロイド粒子の

分散制御……
○金山 直樹1・藤田 雅弘1・宝田 徹1・前田 

瑞夫1  1)理研 
 [座長 永次 史] 

 17:05 

 5130 

1X18  ステム構造が不要なリニア型核酸プローブによ

るDNA・RNAの高感度検出……
○赤羽 真理子1・近藤 展

代1・大澤 卓矢1・加藤 智博1・樫田 啓1・浅沼 浩之1

1)名大院工 
 17:30 

 5132 

1X19  基板上から伸長したDNAブラシを利用した新規

リフトオフ法の開発……鈴木 康修1・江口 明日美1・三友 

秀之2,3・島本 直伸2,3・松尾 保孝2,3・新倉 謙一2,3・○居

城  邦 治 2,3   1) 北 大 院 総 化 、 2) 北 大 電 子 研 、
3)JST-CREST 

 17:55 

 5134 

1X20  テルビウム（III）錯体を用いたチロシン残基リン酸

化のリアルタイム検出……
○須磨岡 淳1・秋葉 宏樹2・小

宮山 眞1  1)筑波大TARA、2)東大先端研 

 
9 月 20 日（木） 

生体分子科学を基盤とするソフトマテリアル 
 [座長 須磨岡 淳] 

 9:10 

 5136 

2X01  タンパク質異常凝集を抑制するペプチドナノファ

イバーの作用機構解析……土屋 喬比古1・西垣 辰星1・

和久 友則1・功刀 滋1・○田中 直毅1  1)京工繊大 
 9:35 

 5138 

2X02  反応場サイズを選択圧とする分子進化に基づく

タンパク質の会合体形成制御……
○西川 雄大1・角南 武

志 1,2 ・松浦 友亮 1,3 ・市橋 伯一 1,2 ・四方 哲也 1,2,4

1)JST、2)阪大院情報、3)阪大院工、4)阪大院生命 
 10:00 

 5140 

2X03  還元環境に応答して直列に重合する蛋白質の

設計と解析……
○松長 遼1,2・谷中 冴子1,2・中川 一路4・

津本 浩平1,2,3  1)東大院新領域、2)東大医科研、3)
東大院工、4)東医歯大院医歯 

 [座長 田中 直毅] 

 10:25 

 5142 

2X04  光合成膜タンパク質の脂質二分子膜への導入

と基板上での光電流特性……
○近藤 政晴1・天野 瑞貴1・

角野 歩1・野地 智康1・橋本 秀樹2,3・天尾 豊4,5・出羽 

毅久1,5・南後 守1,2,3  1)名工大院工、2)阪市大院理、
3)JST-CREST、4)大分大工、5)JST-PRESTO 

 10:50 

 5144 

2X05  ハイスループット診断を指向したクリック可能な

スマートナノリンカーの設計とバイオコンジュゲートの評価

……
○安田 翔伍1,2・宇都 甲一郎1・ホフマン ジョン1・荏原 

充宏1・青柳 隆夫1,2  1)物材機構MANA、2)筑波大院
数理物質 

 11:15 

 5146 

2X06  プロテオリポソームの新規調製手法の開発とそ

の機能解析……
○秋山 源1・安岡 潤一2,3・澤田 晋一1,3・

秋吉 一成1,3   1)京大院工、2)東医歯大生材研、
3)JST-ERATO 

 11:40 

 5148 

2X07  ε-ポリリジンの生合成および修飾ε-ポリリジン

の抗菌特性……
○室 尚吾1・宇古 学1・大西 直樹1・稲葉 

悠1・竹原 宗範1・井上 吉教1・熊谷 勉1  1)滋賀県大工
 [座長 松原 輝彦] 

 12:55

 5150

2X08  交互積層ナノ薄膜を用いた細胞表面の高機能

化に基づく新しい組織工学……
○吉海 卓1・西口 昭広1・

松崎 典弥1・明石 満1  1)阪大院工 
 13:20

 5152

2X09  L-リシン型低分子ハイドロゲル化剤の細胞培養

足場材料への応用……
○那須 将樹1・鈴木 正浩2・寺本 

彰3・阿部 康次3・英 謙二2  1)信州大院工、2)信州大
院総工、3)信州大繊維 

 [座長 秋吉 一成] 

 13:45

 5154

2X10  細胞透過性ペプチド結合金ナノ粒子の細胞との

相互作用評価……
○西村 仁孝1・Park Hyejin1・堤 浩1・

三原 久和1  1)東工大院生命理工 
 14:10

 5156

2X11  シアル酸含有糖鎖に結合するペプチドで行うタ

ンパク質の細胞内輸送……
○松原 輝彦1・木村 尊斗1・金 

智英1・大谷 亮平1・山下 美季1・佐藤 智典1  1)慶應
大理工 

 14:35

 5158

2X12  幹細胞の機能制御を目指した三次元マトリック

スの設計……
○中路 正1・グジュラル チラグ1・源明 誠2・

北野 博巳2  1)富山大先端ライフ若手拠点、2)富山大
院理工 

 [座長 前田 瑞夫] 

 15:00

 5160

2X13IL 生体高分子の機能材料への展開と動的機能制

御……
○和田 健彦1・  1)東北大多元研 

 [座長 橋詰 峰雄] 

 15:50

 5163

2X15  リン脂質非対称膜リポソームの作製……
○神谷 

厚輝1・川野 竜司1・大崎 寿久1・竹内 昌治1,2  1)神奈
川科学アカデミー、2)東大生産研 

 16:15

 5165

2X16  両親媒性多糖による蛋白質のリフォールディン

グ制御システムの開発……
○竹田 茂生1・高橋 治子1・澤

田  晋 一 1,2 ・ 秋 吉  一 成 1,2   1) 京 大 院 工 、
2)JST-ERATO 

 16:40

 5167

2X17  多糖類の水和・溶媒和挙動……
○杉本 奈津希

1・四方 俊幸1  1)阪大院理 
 17:05

 5169

2X18  セルロースナノ結晶によるエステル化合物の加

水分解特性……
○大倉 裕道1・和田 昌久2・芹澤 武1

1)東工大院理工、2)東大院農 

 
9 月 21 日（金） 

生体分子科学を基盤とするソフトマテリアル 
 [座長 櫻井 和朗] 

 9:10

 5171

3X01  ナノポアによる多糖類1分子の分析……
○武政 

誠1,2・藤田 雅弘2・前田 瑞夫2  1)早大創造理工、2)
理研 

 9:35

 5173

3X02  高速AFMによる多糖伸長酵素反応の1分子観

察……
○森 俊明1・萩原 辰也1・大塚 雅徳1・角田 佳充

2・木全 弘治3・岡畑 恵雄1  1)東工大院生命理工、2)
九大院農、3)愛知医大分医研 

 10:00

 5175

3X03  6位選択的カルボキシル化シクロデキストリンを

用いたネットワークポリマーの作製……
○図司 拓未1・石井 

大輔2・林 久夫2  1)龍谷大院理工、2)龍谷大 
 [座長 森 俊明] 

 10:25

 5177

3X04  糖関連酵素アッセイを指向した糖型超分子ヒド

ロゲルの構築……
○越智 里香1・池田 将2・浜地 格1,3

1)京大院工、2)岐阜大工、3)JST-CREST 
 10:50

 5179

3X05  Biocompatible polymer nanoparticles for 

detection of sialic acid of virus infected cells……
○

Jaebum Cho1 ・ Keiichiro Kushiro1 ・ Madoka Takai1

1)Dept. of Bioeng., The Univ. of Tokyo 
 11:15

 5181

3X06  電気化学活性基を導入した自己組織化単分子

層によるレクチン類の高感度検出……
○佐藤 縁1・吉岡 

恭子1・中田 知里1・村上 悌一1・田中 睦生1・丹羽 修1

1)産総研バイオメディカル 
 11:40

 5183

3X07  糖鎖高分子固定化金ナノ粒子を利用したバイ

オセンシングへの応用……
○高良 政己1・星野 友1・三浦 

佳子1  1)九大院工 
 [座長 新留 琢郎] 



 12:55 

 5185 

3X08  メチレン鎖をスペーサーとする糖鎖高分子の合

成とその応用展開(細胞培養)……
○豊島 雅幸1・松本 幸

三1・後藤 光昭1・遠藤 剛1  1)近畿大分子研 
 13:20 

 5187 

3X09  β-グルカンを利用した抗原提示細胞特異的な

核酸キャリアの創製……
○望月 慎一1・櫻井 和朗1,2  1)

北九市大、2)JST-CREST 
 13:45 

 5189 

3X10  糖鎖架橋を用いた核酸医薬キャリアの創製……
○前田 和也1・望月 慎一1・真田 雄介1・櫻井 和朗1,2

1)北九市大院工、2)JST-CREST 
 14:10 

 5191 

3X11  抗原提示細胞特異的な核酸送達を目指した高

認識多糖キャリアの設計……
○宮本 寛子1・望月 慎一1・

櫻井 和朗1  1)北九市大 
 [座長 樫田 啓] 

 14:35 

 5193 

3X12  細胞培養基材としての利用を目指した多糖複

合フィルムの改質……
○柿本 敦史1・伊豫田 拓也2・深井 

文雄2・橋詰 峰雄1  1)東理大院総化学、2)東理大薬 
 15:00 

 5195 

3X13  細胞表面修飾を基盤とする細胞のトランスフォ

ーメーションと細胞治療への応用……森 健1,2・竹尾 将史
1・○飛永 恭兵1・松田 雅義1・新留 琢郎1,2,3・片山 佳樹
1,2,3,4  1)九大院工、2)九大未来セ、3)九大分子システ
ムセ、4)九大先端医療IC 

 15:25 

 5197 

3X14  リポナノカプセルの組織化による組織再生用バ

イオ基材の構築……
○亀山 周平1・福井 有香1・藤本 啓

二1  1)慶應大院理工 

 

Y 会 場 
（2 号館 0212） 

9 月 19 日（水） 

資源循環を目指したポリマー技術の新展開 
 9:50 

 5246 

SO  Introductory Remarks……廣瀬 重雄1・池永 和敏2

1)福井工大工、2)崇城大工 
 [座長 池永 和敏] 

 10:00 

 5247 

1Y03  グリコールによる硬質ウレタンフォームの連続分

解……
○梶原 ゆり1・北條 房郎1・香川 博之1・後藤 敏晴

2・井関 崇3・荒木 邦成3  1)日立、2)日立電線、3)日
立アプライアンス 

 10:25 

 5249 

1Y04  セルロース表面へのL,L-ラクチドの気相重合と

表面モルフォロジー解析……
○安藤 義人1・金 同希2・白

井 義人1,2・西田 治男1,2  1)九工大エコタウン研セ、2)
九工大院生命体 

 10:50 

 5251 

1Y05  高分子担持型ヒンダードリチウムアミドによるポリ

テトラメチルグリコリド(PTMG)の合成ルートの簡略化……
○

渡辺 晃太郎1・安藤 義人2・白井 義人1,2・西田 治男1,2

1)九工大院生命体、2)九工大エコタウン研セ 
 11:15 

 5253 

1Y06  リグニン硬化エポキシ樹脂成形材料特性の水

蒸気爆砕依存性……
○岡部 義昭1・香川 博之1・中村 嘉

利2・佐々木 千鶴2  1)日立、2)徳島大 
 11:40 

 5255 

1Y07 リグノフェノールの熱的特性に対する樹種ならび

に導入フェノールの影響……
○青栁 充 1・舩岡 正光 1

1)三重大院生物資源 
 [座長 廣瀬 重雄] 

 12:55 

 5257 

1Y08IL セルロースナノファイバーを軸とした資源循環技術

……
○遠藤 貴士1・  1)産総研バイオマスリファイナリー研 

 [座長 山脇 隆] 

 13:45 

 5260 

1Y10  マイクロ波－酸化チタン触媒を用いるPETのグリ

コール分解におけるスケールアップと触媒再利用……
○池

永 和敏1・山本 雅洋2・出蔵 剛2・亀山 武彦2  1)崇
城大院工、2)大和製罐 

 14:10 

 5262 

1Y11  ソルボリシス環境制御による天然リグニンの精密

解重合……
○田村 浩貴1・舩岡 正光1  1)三重大院 

 14:35 

 5264 

1Y12  ラクチドとε-カプロラクトンを原料とする熱可塑

性エラストマーの合成と性質……
○中山 祐正1・相原 一樹

1・蔡 正国1・塩野 毅1  1)広島大院工 
 [座長 中谷 久之] 

 15:00 1Y13  ジアシルヒドラジン構造の導入による酸化分解

 5266 性ポリマーの開発……
○木原 伸浩1・  1)神奈川大理 

 15:25

 5268

1Y14  ケミカルリサイクルに向けた酸分解性交互共重

合体の制御カチオン重合による合成およびその刺激応

答挙動……
○織田 ゆか里1・石堂 泰志1・松本 凉香1・金

澤 有紘1・金岡 鐘局1・青島 貞人1  1)阪大院理 
 15:50

 5270

1Y15  使用済家電混合プラスチックの石油化学原料

化プロセスの開発……
○山脇 隆1・尾崎 吉美1・大和 多

実男2  1)プラ処理協会、2)新第一塩ビ 
 16:15

 5272

1Y16  分岐型ポリアミド4の熱分解挙動……
○附木 貴行

1・中山 敦好2・川崎 典起2・西田 治男1  1)九工大エ
コタウン研セ、2)産総研関西 

 [座長 澤口 孝志] 

 16:40

 5274

1Y17  多官能性を有する木質バイオマス「リグニン」由

来コンポジットフィルム……
○敷中 一洋1・江頭 俊1・大塚 

祐一郎2・中村 雅哉2・大原 誠資2・重原 淳孝2  1)農
工大工、2)森林総研 

 17:05

 5276

1Y18  リグニン生分解中間物「PDC」由来エンジニアリン

グプラスチックフィルム……
○敷中 一洋1・橋本 佳樹1・政

井 英司2・大塚 祐一郎3・中村 雅哉3・大原 誠資3・梶田 

真也4・片山 義博5・重原 淳孝1  1)農工大工、2)長岡
技科大、3)森林総研、4)農工大BASE、5)日大生産工 

 17:30

 5278

1Y19  チシマザサ稈水解物からキシリトールの発酵生

産……
○妹尾 朋暁1・三浦 雅弘1・霜鳥 慈岳1・中谷 久

之1・青山 政和1  1)北見工大 
 17:55

 5280

1Y20  容器包装リサイクルプラスチックをフィルムに再

生する技術開発……
○塚脇 聡1・谷口 勝得1  1)広島県

立総合技術研究所東部工業技術センター 

 
9 月 20 日（木） 

資源循環を目指したポリマー技術の新展開 
 [座長 塩野 毅] 

 9:10

 5282

2Y01  リグニン及び油脂由来成分を原料とするエステル

型エポキシ樹脂の合成と熱的性質……廣瀬 重雄1・畠山 立

子2・○畠山 兵衛2  1)福井工大、2)リグノセルリサーチ 
 9:35

 5284

2Y02  新規光酸化促進剤を用いた酸化ー生分解性ポ

リプロピレンの作製……
○宮崎 健輔1・柴田 和人2・荒井 

孝行2・寺野 稔3・中谷 久之1  1)北見工大、2)北見工
大院、3)北陸先端大院 

 10:00

 5286

2Y03  再生可能資源としての竹素材からのコンポジット

の開発……
○西田 治男1,2・附木 貴行2・安藤 義人2・白井 

義人1,2  1)九工大院生命体、2)九工大エコタウン研セ 
 [座長 西田 治男] 

 10:25

 5288

2Y04  Fabrication and application of polycarbonate 

and polyalkanoate blend monolith……
○Yuanrong Xin1・

Hiroshi Uyama1  1)Grad. School Eng., Osaka Univ. 
 10:50

 5290

2Y05  ラッカーゼ酵素を用いたヒドロキシケイ皮酸誘導

体の脱水素重合および抗酸化能……
○蔦野 恭平1・曽我 

浩司1・陸 榕1・兼橋 真二1,2・宮腰 哲雄1  1)明大院理
工、2)学振特別研究員PD 

 11:15

 5292

2Y06  ベトナム産漆の酵素重合機構の解明……
○武井 

涼1・安西 健一郎1・陸 榕1・兼橋 真二1,2・宮腰 哲雄1

1)明大院理工、2)学振特別研究員PD 
 11:40

 5294

2Y07  生体高分子のマイクロ波加水分解の反応特性

……松本 明大1・松尾 佳祐1・吉村 武朗2・○大内 将吉1

1)九工大院情報工、2)東理大理工 

 
セルロース系ナノ材料の構造と機能  

 12:45

 5388

SO  Introductory Remarks……磯貝 明1・  1)東大院農

 [座長 磯貝 明] 

 12:55

 5389

2Y08  ナノセルロース複合材の可能性……
○根本 明史

1・  1)三菱化学 
 13:20

 5391

2Y09  TEMPO酸化セルロースナノファイバー/ポリスチ

レンナノコンポジットの調製と物性評価……
○藤澤 秀次1・

池内 智康1・竹内 美由紀1・齋藤 継之1・磯貝 明1

1)東大院農 



 13:45 

 5393 

2Y10  セルロースナノファイバーとの融合による曲げ可

能なポリメチルシルセルキオキサンエアロゲルパネルの作

製……
○早瀬 元1・金森 主祥1・阿部 賢太郎2・矢野 浩

之2・中西 和樹1  1)京大院理、2)京大生存圏研 
 14:10 

 5395 

2Y11  キチンナノファイバー／ポリ（ビニルアルコール

-co-ビニルアセテート）複合材料の作製と特性……
○河田 

順平1・岡本 浩孝1・加藤 誠1・臼杵 有光1  1)豊田中研
 [座長 矢野 浩之] 

 14:35 

 5397 

2Y12  セルロースナノファイバー結晶界面を反応場と

する触媒創出……
○北岡 卓也1・  1)九大院農 

 15:00 

 5399 

2Y13  セルロースナノファイバーシートへ印刷した導電

性パターンとその応用……
○能木 雅也1・古賀 大尚1・辛

川 誠1・菅沼 克昭1  1)阪大産研 
 15:25 

 5401 

2Y14  TEMPO酸化セルロース製造プロセスに関する検

討……
○山口 正人1・阿部 裕1・宮脇 正一1  1)日本製紙

 15:50 

 5403 

2Y15  セルロースナノファイバーのアスペクト比と粘度

の関係……
○岩本 伸一朗1・李 承桓1・遠藤 貴士1  1)

産総研バイオマス研セ 
 [座長 根本 明史] 

 16:15 

 5405 

2Y16  TEMPO酸化セルロースナノファイバーの酸素バ

リア性能……
○熊本 吉晃1・向井 健太1・椎葉 諒太1・河

尻 浩宣1・磯貝 明2  1)花王、2)東大院 
 16:40 

 5407 

2Y17  In situ培養を用いたバクテリアセルロース/クレイ

ナノ複合材料の構造と物性……
○有吉 麻衣子1・小寺 賢

1・西野 孝1  1)神戸大院工 
 17:05 

 5409 

2Y18  セルロースおよびキチンナノファイバーから作る

ハイドロゲルの特性評価……
○阿部 賢太郎1・伊福 伸介

2・矢野 浩之1  1)京大生存圏研、2)鳥取大院工 

 
9 月 21 日（金） 

セルロース系ナノ材料の構造と機能  
 [座長 西原 洋知] 

 9:10 

 5411 

3Y01  セルロースナノファイバー強化熱可塑性樹脂の

開発（１）： 高補強性表面化学変性CNF……
○佐藤 明弘

1・吉村 知章1・蕪崎 大輔2・奥村 博昭2・佐野 博成3・

中坪 文明2・矢野 浩之2  1)星光PMC、2)京大生存圏
研、3)三菱化学 

 9:35 

 5413 

3Y02  キチンナノフィバーで補強した透明な有機・無機

ハイブリッドフィルムの開発……
○伊福 伸介1・生田 暁子

1・森本 稔1・斎本 博之1・細見 哲也2・金谷 慎吾2  1)
鳥取大院工、2)ナガセケムテックス 

 10:00 

 5415 

3Y03  開始基を導入したキチンナノファイバーフィルム

からの表面開始ATRPによる複合材料の創製……
○吉田 

翔1・山元 和哉1・門川 淳一1  1)鹿児島大院理工 
 10:25 

 5417 

3Y04  木材由来のセルロースナノフィブリルで構成され

る高ガスバリア性透明フィルム……
○福住 早花1・呉 俊男

1・齋藤 継之1・磯貝 明1  1)東大院農 
 [座長 石井 大輔] 

 10:50 

 5419 

3Y05  セルロースシングルナノファイバーからなる増粘

剤の物理特性……
○神野 和人1・後居 洋介1・野田 広司

1  1)第一工業製薬 
 11:15 

 5421 

3Y06  ポリ（L－乳酸）の結晶化に及ぼすナノセルロー

スファイバ添加効果……沼賀 明日香1・○河井 貴彦1・黒

田 真一1・林 寿人2・河西 容督2  1)群馬大院工、2)
日産化学 

 11:40 

 5423 

3Y07  表面化学修飾セルロースナノファイバーによる

天然ゴムの補強効果……加藤 隼人1・中坪 文明1・○矢

野 浩之1  1)京大生存圏研 
 [座長 西野 孝] 

 12:55 

 5425 

3Y08  TEMPO酸化セルロースナノファイバーを用いた

機能性透明膜……
○木村 光晴1・清水 宏祐1・東 奈緒1・

中田 明子1・加藤 友美子1・田村 章1・磯貝 明2  1)
凸版印刷、2)東大院農 

 13:20 

 5427 

3Y09  セルロースナノファイバー強化熱可塑性樹脂の

開発（２）：易解繊性化学変性木材パルプ……
○五十嵐 

優子1・佐藤 明弘2・吉村 知章2・蕪崎 大輔3・奥村 博

昭3・佐野 博成4・中坪 文明3・矢野 浩之3  1)王子製

紙、2)星光PMC、3)京大生存圏研、4)三菱化学 
 13:45

 5429

3Y10  氷晶を鋳型とするセルロース系ハニカム材料の

調製……
○西原 洋知1・岩村 振一郎1・関口 尊文2・宮本 

和也2・磯貝 明3・京谷 隆1  1)東北大多元研、2)星光
PMC、3)東大院農 

 14:10

 5431

3Y11  セルロースナノファイバー強化熱可塑性樹脂の

開発(3): セルロースナノファイバー強化ポリエチレンの微

細発泡……
○伊藤 彰浩1・仙波 健1・北川 和男1・佐藤 

明弘2・吉村 知章2・奥村 博昭4・佐野 博成3・中坪 文

明4・矢野 浩之4  1)京都市産技研、2)星光PMC、3)三
菱化学、4)京大生存圏研 

 [座長 青井 啓悟] 

 14:35

 5433

3Y12  化学-酵素法によるアミロースグラフト化カルボ

キシメチルセルロースの合成とナノファイバー化……
○竹本 

康高1・有村 卓也1・山元 和哉1・門川 淳一1  1)鹿児
島大院理工 

 15:00

 5435

3Y13  水系フタロイル化によるキチンナノファイバーの

表面改質……
○鈴木 菜奈1・  1)鳥取大院工 

 15:25

 5437

3Y14  微結晶セルロース複合化ポリウレタン塗膜の耐

熱性および機械的特性……
○石井 大輔1・上條 栄治2・

林 久夫1・苗村 昭夫3  1)龍谷大理工、2)龍谷大
REC、3)ユニックス 

 

Z 会 場 
（2 号館 0211） 

9 月 19 日（水） 

バイオベースポリマー開発の現状と将来 
 12:45

 5300

SO  Introductory Remarks……山根 秀樹1  1)京工繊
大院工芸 

 [座長 山本 拓矢] 

 12:55

 5301

1Z08  新規有機触媒による多分岐ポリ乳酸の精密合

成と接着性……
○門多 丈治1・岡田 哲周1・平野 寛1・上

利 泰幸1  1)阪市工研 
 13:20

 5303

1Z09  長さの異なるポリ乳酸鎖をもつマクロモノマーを用

いるグラフト共重合体の合成と生成物の物性評価……
○石

本 聖明1・有元 真帆1・奥田 知哉1・山口 修平1・麻生 

祐司1・小原 仁実1・小林 四郎1  1)京工繊大院工芸 
 13:45

 5305

1Z10  ポリ乳酸／ポリエーテルブロック共重合体の合

成と特性……
○吉岡 靖典1・李 贊雨2・木村 良晴1  1)

京工繊大院工芸、2)湖西大 
 [座長 室賀 嘉夫] 

 14:10

 5307

1Z11  クリックケミストリーによる簡便なポリ乳酸末端の

オリゴ糖修飾……
○田中 知成1・福原 浩之1・木村 良晴1

1)京工繊大院工芸 
 14:35

 5309

1Z12  Head-to-HeadおよびHead-to-Tail型連結様式

を有する環状ステレオブロックポリ乳酸の合成と特性評価

……
○菅井 直人1・山本 拓矢1・手塚 育志1  1)東工大

院理工 
 15:00

 5311

1Z13  両末端に植物由来の化合物を結合させたポリ

乳酸のステレオコンプレックス化と耐熱性……
○網代 広治

1,2・簫 依茹1・THI Tran Han3・藤原 知子4・明石 満1,2

1)阪大院工、2)阪大臨床医工研セ、3)Viet Tri Univ. of 
Industry、4)The Univ. of Memphis 

 [座長 網代 広治] 

 15:25

 5313

1Z14  各種触媒を用いた直接重縮合法によるステレ

オマルチブロック型ポリ乳酸の合成……
○植木 加奈子1・

増谷 一成2・木村 良晴1  1)京工繊大院工芸、2)京工
繊大繊維セ 

 15:50

 5315

1Z15  カップリング法によるステレオブロック型ポリ乳酸

の特性……
○増谷 一成1・木村 良晴1  1)京工繊大繊

維セ 
 16:15

 5317

1Z16  ステレオブロックポリ乳酸溶融紡糸繊維の構造

と物性……
○李 在昌1・玄 ジョンヨップ2・山根 秀樹2・木村 

良晴2・渡辺 崇3  1)京工繊大繊維セ、2)京工繊大院
工芸、3)武蔵野化学研究所 



 [座長 田中 知成] 

 16:40 

 5319 

1Z17  ポリ乳酸ステレオコンプレックスを含むフィルム

の 形成とそのモルフォロジー……
○小出 優一郎1・荻島 

知世1・伊掛 浩輝2・室賀 嘉夫2・栗田 公夫2・清水 繁2

1)日大院理工、2)日大理工 
 17:05 

 5321 

1Z18  ポリ乳酸ステレオコンプレックス/シリカハイブリッ

ドフィルムの調製と物性……
○大澤 雄貴1・遠山 康平2・小

出 優一郎1・伊掛 浩輝2・室賀 嘉夫2・栗田 公夫2・清

水 繁2  1)日大院理工、2)日大理工 
 17:30 

 5323 

1Z19  キチンナノファイバー／ポリ（乳酸-co-ε‐カプロ

ラクトン）複合フィルムの創製……
○瀬戸口 竜也1・山元 

和哉1・門川 淳一1  1)鹿児島大院理工 
 17:55 

 5325 

1Z20  セルロースナノファイバー/ポリ-L-乳酸In situナ
ノ複合材料の物性と分解挙動……

○藤本 基喜1・神野 勝

也1・小寺 賢1・西野 孝1  1)神戸大院工 

 
9 月 20 日（木） 

バイオベースポリマー開発の現状と将来 
 [座長 谷口 育雄] 

 9:10 

 5327 

2Z01  可塑化ポリ乳酸の結晶化挙動とその物性……
○

上利 泰幸1・岡田 哲周1・門多 丈治1・平野 寛2・小西 

博史2・野村 良紀2  1)阪市工研、2)阪工大 
 9:35 

 5329 

2Z02  詳細な構造情報に基づくポリ乳酸の結晶相転

移および結晶化現象における構造発展過程の解明……
○

田代 孝二1・Kaewkan Wasanasuk1  1)豊田工大院工
 10:00 

 5331 

2Z03  ポリ乳酸の加水分解における水蒸気圧の効果

……
○西田 治男1  1)九工大院生命体 

 [座長 上利 泰幸] 

 10:25 

 5333 

2Z04  高速崩壊性ポリ乳酸の開発……
○前川 真太朗

1・小川 亮平1・加賀山 陽史1・藤井 俊介1  1)マテリア
ルサイエス研 

 10:50 

 5335 

2Z05  ダイ延伸ポリ乳酸フィラメントの構造と物性……
○

佐々木 慎1・山根 秀樹1  1)京工繊大院工芸 
 11:15 

 5337 

2Z06  室温成形可能なバイオベースポリマー……
○谷口 

育雄1  1)地球環境機構 
 11:40 

 5339 

2Z07  高せん断成形加工法によるバイオベースポリマ

ーブレンドの創製……
○清水 博1  1)産総研ナノシステム

 [座長 山根 秀樹] 

 12:55 

 5341 

2Z08IL バイオマスからの微生物を用いたモノマー生産

技術の開発……
○荻野 千秋1・野田 修平1・岡井 直子2・

田中 勉1・近藤 昭彦1  1)神戸大院工、2)神戸大自然
 13:45 

 5344 

2Z10  微生物プロセスによるバイオマスからのビニルモ

ノマー生産……
○麻生 祐司1・岡本 脩佑1・田中 康智1・

小原 仁実1  1)京工繊大院工芸 
 14:10 

 5346 

2Z11  グリセリンからラクチドの合成……長谷川 剛史1・
○岸田 央範1・守谷 武彦2・石井 亮平3・野村 信嘉3

1)日立造船、2)東北電力、3)名大院生命農 
 [座長 麻生 祐司] 

 14:35 

 5348 

2Z12  2,5-フランジカルボン酸と脂肪族ジオールから

なるバイオマスプラスチックの合成と物性……
○松田 勝宏

1・小室 武士1・堀江 仁志1・西田 俊一郎1・松久 裕英1

1)キヤノン 
 15:00 

 5350 

2Z13  主鎖中にフラン環を有するバイオベースポリエス

テルの自己修復性……
○曾 超1,2・清野 秀岳1・任 杰2・

畑中 研一1・吉江 尚子1  1)東大生産研、2)同済大 
 15:25 

 5352 

2Z14 消失型担持体を用いたリグノフェノール系ネット

ワーク型高分子の設計と調製……
○青栁 充 1・舩岡 正光

1  1)三重大院生物資源 
 [座長 吉江 尚子] 

 15:50 

 5354 

2Z15  植物由来シトラコン酸誘導体の制御ラジカル共

重合による新規バイオベースポリマーの開発……
○町田 

峻宏1・松田 将1・佐藤 浩太郎1・上垣外 正己1  1)名
大院工 

 16:15 

 5356 

2Z16  カシューナッツの殻由来の新規なバイオベース

ポリマーの合成……
○横山 皓太1・増田 理沙1・陸 榕1・兼

橋 真二1,2・宮腰 哲雄1  1)明大院理工、2)学振特別
研究員PD 

 16:40

 5358

2Z17  天然漆と無機微粒子からなる新規な電波吸収

材料の開発……
○大八木 裕貴1・岩丸 虎喜1・勝俣 裕1・

兼橋 真二1,2・宮腰 哲雄1  1)明大院理工、2)学振特
別研究員PD 

 17:05

 5360

2Z18  リグニン関連化合物の重縮合による耐熱性ポリ

エステルの合成……
○石井 大輔1・三崎 公大1・前田 拓

希1・林 久夫1・三谷 友彦2・篠原 正毅2・吉岡 康一2・

渡辺 隆司2  1)龍谷大理工、2)京大生存圏研 

 
9 月 21 日（金） 

バイオベースポリマー開発の現状と将来 
 [座長 中山 敦好] 

 9:10

 5362

3Z01  カードランエステル誘導体の合成と物性および

結晶構造解析……
○由岐中 一順1・ロジャース 有希子1・

丸林 弘典1・竹村 彰夫1・岩田 忠久1  1)東大院農 
 9:35

 5364

3Z02  デンプン誘導体を基盤とする薬物担持担体の

開発……
○津島 広樹1・木村 亨2・辻本 敬1・宇山 浩1

1)阪大院工、2)日本食品化工 
 10:00

 5366

3Z03  生体適合性分子で高度に安定化されたオリゴ

核酸の固相合成法開発……
○池田 豊1・河崎 弘道1・窪

田 大輔1・長崎 幸夫1,2,3  1)筑波大院数理物質、2)筑
波大人間総合、3)物材機構MANA 

 [座長 岩田 忠久] 

 10:25

 5368

3Z04  マイクロ流体技術により作製した多糖複合ファイ

バーの特性評価……
○湯山 和也1・庄野 厚1・橋詰 峰雄

1  1)東理大院総化学 
 10:50

 5370

3Z05  DNA固体膜の分子鎖凝集構造と延伸特性……
○

松野 寿生1・戦 捷1・小池 淳一郎2・堀米 操2・小川 紘

樹3・増永 啓康3・田中 敬二1  1)九大院工、2)DIC、
3)JASRI/SPring-8 

 11:15

 5372

3Z06  ポリプロピレン/ポリアミド11複合材料の作製と特性

……
○河田 順平1・毛利 誠1・加藤 誠1・渡辺 修1・鬼頭 雅

征2・甘利 暁生2・鬼頭 修2  1)豊田中研、2)トヨタ紡織
 11:40

 5374

3Z07  疎水性基導入による生分解性ポリマーの分解

性制御……
○中山 敦好1・川崎 典起1・山野 尚子1  1)

産総研健康工学 
 [座長 田中 敬二] 

 12:55

 5376

3Z08  分岐脂肪酸ユニットを含むポリヒドロキシアルカ

ン 酸 の 生 合 成 と 特 性 評 価 ……
○ 雜 賀  あ ず さ 1 ・

Tanadchangsaeng Nuttapol1・阿部 英喜2・柘植 丈治1

1)東工大院総理工、2)理研 
 13:20

 5378

3Z09  進化工学的手法によるポリヒドロキシブタン酸分

解酵素反応機構の解明……
○平石 知裕1・前田 瑞夫1

1)理研 
 [座長 河田 順平] 

 13:45

 5380

3Z10  中鎖ポリ(3-ヒドロキシアルカン酸)の固体構造と

物性……
○阿部 英喜1,2・石井 直樹2・柘植 丈治2  1)

理研、2)東工大院 
 14:10

 5382

3Z11  メルト・メモリー効果を利用したポリ[(R)-3-ヒドロ

キシブチレート-co-(R)-3-ヒドロキシヘキサノエート]繊維

の高強度化および高次構造解析……
○永山 敬1・本郷 

千鶴1・引間 孝明2・高田 昌樹2・竹村 彰夫1・岩田 忠

久1,2  1)東大院農、2)理研 
 14:35

 5384

3Z12  微生物産生ポリエステル繊維の高強度化と薬

剤徐放能を有するポーラス繊維への応用……
○本郷 千

鶴1・市野 洋之1・松崎 弘美2・粕谷 健一3・田中 稔久
4・上杉 健太朗5・竹内 晃久5・鈴木 芳生5・佐藤 眞直
5・引間 孝明6・高田 昌樹6・岩田 忠久1  1)東大院
農、2)熊本県立大環境共生、3)群馬大院工、4)信州大
繊維、5)JASRI/SPring-8、6)理研 

 15:00

 5386

3Z13  合成マイカ添加微生物産生ポリエステルの性質

とその繊維化……
○山根 秀樹1・籾井 山太1・八木 伸一

1・綿岡 勲1・鈴木 紀之2  1)京工繊大院工芸、2)カネ
カ 

 



ESA 会 場 

Room ESA（0223） 

Wed. Sep. 19 

高分子化学 

Polymer Chemistry: Synthesis and Reactions 
“English Session”

 M. Terano, presiding 

 10:00 

 2405 

1ESA03  Precise Synthesis of Miktoarm Star 

Polymers Using a New Trifunctional Core Agent Based 

on Living Anionic Polymerization……
○ Shotaro Ito1 ・

Saeko Senda1・Masayoshi Matsumoto1・Raita Goseki1・

Akira Hirao1  1)Tokyo Inst. of Tech. 
 10:25 

 2407 

1ESA04  Group Transfer Polymerization Using 

Functional Initiators for the Precise Synthesis of 

End-Functionalized Poly(N,N-diethylacrylamide)s……
○

 

Keita Fuchise1・Shigeki Ohta2・Toshifumi Satoh1・Toyoji 

Kakuchi1  1)Fac. of Eng., Hokkaido Univ.、2)Grad. Sch. 
of Chem. Sci. & Eng., Hokkaido Univ. 

 10:50 

 2409 

1ESA05  Controlled synthesis of poly(vinyl ether)s 

bearing diol-protected pendant moieties and their 

applications to the preparation of various composites……
○Minh 

Tan Nguyen1 ・ Jin Motoyanagi1 ・ Masahiko Minoda1

1)Grad. Sch. of Sci. & Tech., Kyoto Inst. of Tech. 
 R. Goseki, presiding 

 11:15 

 2411 

1ESA06  Effects of alkyl-Al on the active site nature 

of heterogeneous Ziegler-Natta catalyst studied by 

stopped-flow propylene polymerization……
○ Sumant 

Dwivedi1・Toshiaki Taniike1・Minoru Terano1  1)JAIST 
 11:40 

 2413 

1ESA07  Synthesis of Versatile Functional Polymers 

Containing Phosphorus Atoms by Chemical 

Modifications of Phosphole-containing pi-Conjugated 

Polymers Derived from Organometallic Polymers 

Having Titanacyclopentadiene Moieties……
○Yoshimasa 

Matsumura1・Ikuyoshi Tomita1  1)Grad. Sch. of Sci & 
Eng., Tokyo Inst. of Tech. 

 
高分子機能 

Functional Polymers and Polymer Functions  
“English Session”

 D. Ishii, presiding 

 12:55 

 3966 

1ESA08  The effects of partial fluorination of 

polystyrene-based optical fiber materials……
○ Ami 

Takahashi1 ・ Azusa Inoue1 ・ Takafumi Sassa2 ・ Yasuhiro 

Koike1  1)Grad. Sch. of Sci. & Tech., Keio Univ.、2)RIKEN
 13:20 

 3968 

1ESA09  Electrochromic gel using organic-metallic 

hybrid polymers……
○Jian Zhang1,2・Masayoshi Higuchi1,2

1)NIMS、2)JST-CREST 
 13:45 

 3970 

1ESA10  Photorefractive Composite Based on 

Poly(4-(diphenylamino)benzyl-acrylate)……
○ Ha Ngoc 

Giang1・Kenji Kinashi1・Wataru Sakai1・Naoto Tsutsumi1

1)Grad. Sch. of Sci. & Tech., Kyoto Inst. of Tech. 
 14:10 

 3972 

1ESA11  New Phenolic Resin for Optical Materials: 

Synthesis of Thiophene-Containing Cresol Novolacs 

with High Refractive Indices……
○ Youngchul An1 ・

Gen-ichi Konishi1  1)Tokyo tech 
 M. Higuchi, presiding 

 14:35 

 3974 

1ESA12  Dye-sensitized Solar Cells with Vinyl 

Monomers immobilized on TiO2 by Electrochemically 

Initiated Polymerization……
○Yi Liu1・Masahiro Tamura1・

Takuya Shinohara1・Yusuke Yamasaki1・Katsuhiro Sumi1

1)Grad. Sch. of Eng., Kochi Univ. of Tech. 
 15:00 

 3976 

1ESA13  Fabrication of Nanostructured Polymer 

Architectures for Advanced Sensor Applications……
○

Hyeonseok Yoon1  1)Dept. of Polym. & Fiber System 

Eng., Chonnam National Univ. 
 15:25

 3978

1ESA14  Thermal Phase Transitions and Carrier Mobility 

of the Molecular Blends with a Binary System of Two 

Types of Liquid Crystalline Phthalocyanines and 

PCBM……Yukimasa Matsuda1,2・Minokazu Takahashi1・Kouji 

Miyamoto1,2 ・ Hiroyuki Yoshida3 ・Akihiko Fujii3 ・ Masanori 

Ozaki3・○Yo Shimizu1  1)AIST-Ubiqen、2)Fac. Sci. Eng., 
Ryukoku Univ、3)Grad. Sch. of Eng., Osaka Univ 

 15:50

 3980

1ESA15  Surface observation of a pi-conjugated 

polymer synthesized in cholesteric liquid crystal 

containing pyrimidine derivates as chiral inducer I……
○

Aohan Wang1 ・Kohsuke Kawabata1 ・Hiromasa Goto1

1)Div. of Materials Sci., Fac.of Pure & Applied Sci., 
Univ. of Tsukuba 

 H. Goto, presiding 

 16:15

 3982

1ESA16  Aligning CdS quantum dots in both organic 

(ferritin protein) and inorganic (PS-b-P2VP) 

templates……
○Siti Aisyah Shamsudin1・Go Sakaguchi1・

Hirokazu Hasegawa1 ・ Mikihito Takenaka1   1)Grad. 
Sch. of Eng., Kyoto. Univ 

 16:40

 3984

1ESA17  Development of Functionalized POSS Fillers for 

Regulating Refractive Indices of Polymers……
○Jong-Hwan 

JEON1・Kazuo TANAKA1・Yoshiki CHUJO1  1)Grad. Sch. of 
Eng., Kyoto. Univ 

 17:05

 3986

1ESA18  Optimization of Processing Parameters via 

Statistical Approach for Thermoplastic Vulcanizate 

Nanocomposites Based on Thermoplastic and Millable 

Polyurethane Blend Reinforced with Organoclay 

Prepared via Melt Intercalation……Aruna Kumar 

Barick1・○Young-Wook Chang1   1)Dept. of Chem. 
Eng, Coll. of Eng. Sci., Hanyang Univ. 

 
環境と高分子 

Polymers and Environment  
“English Session”

 T. Tsuge, presiding 

 17:30

 5199

1ESA19  Relationship between specific activity and 

dimerization of polyhydroxyalkanoate synthase from 

Aeromanas caviae……
○Keiji Numata1・Yoko Motoda1・

Satoru Watanabe1・Naoya Tochio1・Takanori Kigawa1・

Yoshiharu Doi1  1)RIKEN 

 
Thu. Sep. 20 

高分子構造・高分子物理 

Polymer Physics: Structure and Properties  
“English Session”

 S. Okamoto, presiding 

 9:10

 2888

2ESA01  SAXS/WAXD Study of Composition 

Fluctuations, Cold-Crystallization, and Melting in Cellulose 

Acetate Butyrate and Poly(3-hydroxybutyrate) blends……
○

 Harumi Sato1 ・ Nattaporn Suttiwijitpukdee1 ・ Takeji 

Hashimoto2・Yukihiro Ozaki1  1)Kwansei Gakuin Univ、
2)Kyoto Univ 

 9:35

 2890

2ESA02  Effects of Temperature on Structure and 

Mechanical Properties of DNA-CTA Film……Yuka 

Tomimori1 ・ Yohei Hanazaki1 ・ ○ Kazuya Furusawa2 ・

Akimasa Fukui2・Naoki Sasaki2  1)Grad. Sch. Biol. Sci., 
Hokkaido, Univ.、2)Fac. Adv. Life Sci., Hokkaido, Univ. 

 10:00

 2892

2ESA03  Dielectric relaxation of polymeric films cast 

from solutions of globular DNA-cationic surfactant 

complex particles……Emmanuel Ossai2 ・ Yuka 

Tomimori2・Hiroto Kikuno2・Kazuya Furusawa1・Akimasa 

Fukui1 ・ ○ Naoki Sasaki1   1)Fac. Adv. Life Sci., 
Hokkaido Univ.、2)Grad. Sch. Biol. Sci., Hokkaido Univ. 

 10:25

 2894

2ESA04  Diameter Effect on the Melting Behavior 

and Molecular Aggregation Structure of Electrospun 



Poly(vinyl alcohol) Fibers……
○ Yuji Higaki1,2 ・ Takahiro 

Yano2・Atsushi Takahara1,2  1)IMCE, Kyushu Univ.、
2)Grad. Sch. of Eng., Kyushu Univ. 

 Y. Maki, presiding 

 10:50 

 2896 

2ESA05  highly variable domain spacing of lamellae in 

PS-b-PI solutions using PS selective and PI selective 

solvents……
○Akifumi Matsushita1・Shigeru Okamoto1・

Tadashi Inoue2  1)Grad. Sch. of Eng., Nagoya Inst. of 
Tech.、2)Grad. Sch. of Sci., Osaka. Univ 

 11:15 

 2898 

2ESA06  Temperature dependence of domain 

spacings of microdomain structures with various 

n-alkanes as selective solvents……
○Yusuke Yoshida1・

Shigeru Okamoto1 ・ Mayu Okada1   1)Grad.Sch.of 
Eng.,Nagoya Inst. of Tech. 

 11:40 

 2900 

2ESA07  Structural Analysis of Polyion Complex with 

SAXS and FFF-MALS……
○Yusuek Sanada1,2・Shunsuke 

Sakamoto1 ・Mizuha Sakashita1 ・Koichi Nishina1 ・Keita 

Nakai3・Shinichi Yusa3・Kazuo Sakurai1,2   1)Univ. of 
Kitakyushu、2)JST-CREST、3)Univ. of Hyogo 

 K. Sakurai, presiding 

 12:55 

 2902 

2ESA08  Modulation of Solid-state Luminescence 

Based on Supramolecular Structures of Stilbene-based 

π -conjugated Rod-like Liquid-crystalline 

Molecules……
○ Chien-chih Chen1・Norimitsu Tohnai1,2 ・

Ichiro Hisaki1・Mikiji Miyata1  1)Grad. Sch. of Eng., 
Osaka. Univ、2)JST-PRESTO 

 13:20 

 2904 

2ESA09  High Proton Conductivity in 

Bis(terpyridyl)benzene Based Metallo-Supramolecular 

Polymers……
○Rakesh Kumar Pandey1・Satoshi Moriyama1,2・

Masayoshi Higuchi1,2  1)NIMS、2)JST-CREST 
 13:45 

 2906 

2ESA10  Macroporous structures for energy 

conversion devices……
○Hyunjung Lee1  1)Sch. of Ad. 

Mat. Eng., Kookmin Univ. 
 14:10 

 2908 

2ESA11  Surface-Plasmon-Coupled Fluorescence in 

Micellar Hybrids……
○ Seong Il Yoo1 ・ Byeong-Hyeok 

Sohn2   1)Dept. of Polym. Eng., Pukyong National 
Univ.、2)Dept. of Chem., Seoul National Univ. 

 J. Yamanaka, presiding 

 14:35 

 2910 

2ESA12  Analysis for biaxial stretching of 

Tetra-PEG gel……
○ Takuya Katashima1 ・ Kenji 

Urayama3・Chung Ung-il1,2・Takamasa Sakai1  1)Sch. 
of Eng., The Univ. of Tokyo、2)Fac. of Med., The Univ. 
of Tokyo、3)Dept. of Materials Chem, Kyoto Univ. 

 15:00 

 2912 

2ESA13  Relation of Microscopic Structure and 

Macroscopic Mechanical Property for Inter-Molecularly 

Hydrogen Bonded Polymers……
○ Osamu Urakawa1 ・Azusa 

Shimizu1・Tadashi Inoue1  1)Grad. Scho. of Sci., Osaka. Univ. 
 15:25 

 2914 

2ESA14  New measurements of thermal response of 

polymers using Reflectometric Interference Spectroscopy 

(RIfS)……
○Takanori Murayama1・Hedetaka Ninomiya1・Yuka 

Yoshihara1・Tadanobu Sekiya1・Masaaki Takama1・Fuminori 

Okada1  1)Konica Minolta Tech. Center 
 O. Urakawa, presiding 

 15:50 

 2916 

2ESA15  The structural and rheological study of 

trimeric surfactants aggregation behavior in salt 

solution……
○Takumi Kusano1・Hiroki Iwase2・Tomokazu 

Yoshimura3・Mitsuhiro Shibayama1  1)ISSP, The Univ. 
of Tokyo、2)CROSS、3)Nara Women's Univ. 

 16:15 

 2918 

2ESA16  Thermally induced crystallization of charged 

colloids in the coexistence of ionic surfactants……
○Junpei 

Yamanaka1・Masaaki Yamamoto1・Akiko Toyotama1・Yuki 

Nakamura1・Shota Okituka1・Tohru Okuzono1・Fumio Uchida2

1)Grad Sch. of Pharm., Nagoya City Univ、2)Fuji Chemicals 
 16:40 

 2920 

2ESA17  Ordered arrays of nano-rods grafted with 

polymer brush……
○Yun Huang1・Kohji Ohno1・Yoshinobu 

Tsujii1,2  1)ICR, kyoto Univ、2)JST-CREST 
 17:05 

 2922 

2ESA18  Terahertz spectroscopy of nylon-6, 

nylon-6/6, nylom-11 and nylon-12……
○Hal Suzuki1・

Sinya Isii1・Harumi Satou2・Shigeki Yamamoto2・Yusuke 

Morisawa3 ・ Yukihiro Ozaki2 ・ Tetsuharu Uchiyama4 ・

Chiko Otani1・Hiromichi Hoshina1  1)RIKEN、2)Kwansei 
Gakuin Univ.、3)Kinki Univ.、4)Miyagi Univ. of Edu. 

 

ESB 会 場 

Room ESB（0221） 

Wed. Sep. 19  

生体高分子および生体関連高分子 

Biopolymers and Biorelated Polymers 
“English Session”

 Y. Inai, presiding 

 10:00

 4723

1ESB03  Molecular assembly of photosynthetic 

antenna pigment complexes using recombinant 

Light-Harvesting polypeptides and their photocurrent 

activity on substrates……
○Shunsuke Sakai1・Toshihisa 

Mizuno1・Koutaro Kuzuya1・Ayano Nakashima1・Toshiki 

Tanaka1・Hideki Hashimoto2,3・Takehisa Dewa1・Mamoru 

Nango2,3  1)Grad. Sch. of Eng., Nagoya Inst. Tech.、
2)Osaka City Univ.、3)JST-CREST 

 10:25

 4725

1ESB04  Phospholipid-Dependent Supramolecular 

Assembly and Light-harvesting property of 

Photosynthetic Antenna Membrane Protein Complexes 

……
○Ayumi Sumino1・Yuki Nakano1・Natsuko Watanabe1・

Tomoyasu Noji1 ・ Takehisa Dewa1,2 ・ Mamoru Nango3,4

1)Grad. Sch. Eng., Nagoya Inst. Tech.、2)JST-PRESTO、
3)Grad. Sch. Sci., Osaka City Univ.、4)JST-CREST 

 A. Takasu, presiding 

 10:50

 4727

1ESB05  Construction of cell penetrating protein 

nanotube for control of cell function……
○Hiroshi Inaba1・

Nusrat Sanghamitra2・Susumu Kitagawa1,2・Takafumi Ueno2,3

1)Grad. Sch. Eng. Kyoto Univ.、2)WPI-iCeMS, Kyoto Univ.、
3)Grad. Sch. Biosci. & Biotech. Tokyo Inst. Tech. 

 11:15

 4729

1ESB06  Highly sensitive detection of α-fetoprotein 

(AFP) with Au coated plasmonic chip……
○Fusanori Kondo1,2・

Hiroshi Hirayama3・Yoichi Aoki3・Keiko Tawa1,2  1)Health 
Res. Inst., AIST、2)Grad. Sch. of Sci & Tech. Kwansei 
Gaukuin Univ.、3)KONICA MINOLTA TECHNOLOGY CENTER

 11:40

 4731

1ESB07  Light triggered adhesion with caged mussel 

adhesive protein mimetic……
○ Jin Nishida1 ・Motoyasu 

Kobayashi1・Atsushi Takahara1  1)JST-ERATO 
 H. Asanuma, presiding 

 12:55

 4733

1ESB08  Synthesis of PEG derivatives and their 

application in protein stabilization……
○ Nabanita 

Sadhukhan1 ・Takahiro Muraoka1 ・Mihoko Ui1 ・Kazushi 

Kinbara1  1)IMRAM, Tohoku Univ. 
 13:20

 4735

1ESB09  Photochemical Activity and Energy Transfer 

Property of Photosystem I/II in Reconstituted Lipid 

Bilayers……
○ Takehisa Dewa1,2 ・ Tomoyasu Noji1 ・ Ayumi 

Sumino1・Hisanori Yamakawa3・Keisuke Kawakami4・Jian-ren 

Shen5・Shigeru Itoh3・Mamoru Nango4,6  1)Grad. Sch. of 
Eng., Nagoya Inst. Tech.、2)JST-PRESTO、3)Nagoya Univ.、
4)Osaka City Univ.、5)Okayama Univ.、6)JST-CREST 

 13:45

 4737

1ESB10  Enzyme mimic ion transport using 

thermo-responsive nanogels……
○Yu Hoshino1・Ryohei 

Ohashi1 ・Mengchen Yue1 ・Kazushi Imamura1 ・Yoshiko 

Miura1  1)Grad. Sch. of Eng., Kyushu Univ. 
 Y. Miura, presiding 

 14:10

 4739

1ESB11  Biological Activities of Cell Adhesive 

Peptides Conjugated Polysaccharide Matrices……
○

Kentaro Hozumi1 ・ Yuji Yamada1 ・ Fumihiko Katagiri1 ・

Yamato Kikkawa1・Motoyoshi Nomizu1  1)Fac.Pharm., 
Tokyo Univ. Pharm. Life Sci. 

 14:35

 4741

1ESB12  Peptide-conjugated Hyaluronate Hydrogels for 

3D Cell Culture……
○Yuji Yamada1・Kazuhiro Sato1・Kentaro 



Hozumi1・Fumihiko Katagiri1・Yamato Kikkawa1・Motoyoshi 

Nomizu1  1)Fac. Pharm., Tokyo Univ. Pharm. Life Sci. 
 15:00 

 4743 

1ESB13  Artificial chaperone using amphiphilic 

polysaccharide nanoballs……
○ Haruko Takahashi1 ・

Shin-ichi Sawada1,2 ・ Kazunari Akiyoshi1,2   1)Grad. 
Sch. of Eng., Kyoto Univ.、2)JST-ERATO 

 15:25 

 4745 

1ESB14  Synthesis of sulfated galactomannans with 

potent biological activities……
○Tegshi Muschin1・Taisei 

Kanamoto2 ・ Hideki Nakashima2 ・ Takashi Yoshida1

1)Kitami Inst. of Tech.、2)St. Marianna Univ. Sch. of Med.
 K. Kinbara, presiding 

 15:50 

 4747 

1ESB15  Viscoelasticity and Birefringence of 

Cellulose in Ionic Liquids……
○Ayaka Maeda1・Tadashi 

Inoue1  1)Grad.Sch. of Sci., Osaka Univ. 
 16:15 

 4749 

1ESB16  Antimicrobial efficiency of silver 

nanoparticle-loaded nanosheet……
○Akihiro Saito1・Keisuke 

Ito1・Toshinori Fujie2・Shinji Takeoka1  1)Waseda Univ., 
Sch. of Adv. Sci. & Eng.、2)Waseda Univ., EBSI 

 16:40 

 4751 

1ESB17  PEGylated polyamine nanogel promoting 

synthesis of silica/gold hybridized nanoparticles……
○

Md. Amran Hossain1・Yutaka Ikeda1・Yukio Nagasaki1,2,3

1)Dept. of Mat. Sci., Grad. Sch. of Pure & Appl. Sci., 
Tsukuba Univ.、2)Masters Sch. of Medi. Sci., Grad. Sch. 
of Comprehensive Human Sci., Tsukuba Univ.、3)NIMS 

 Y. Ikeda, presiding 

 17:05 

 4753 

1ESB18  Preparation of photo-cross linkable 

polymeric micelles for elucidation of size dependent 

PEG-related immune response……
○ Koichi Shiraishi1 ・

Keita Nakai2 ・ Shin-ichi Yusa2 ・ Masayuki Yokoyama1

1)Jikei Univ.、2)Univ. Hyogo 
 17:30 

 4755 

1ESB19  Water structure at polymer brush interface 

studied by sum frequency generation spectroscopy……
○

Daiki Nagasawa1・Hidenori Noguchi2・Kohei Uosaki2・Madoka 

Takai1  1)Grad. Sch. of Eng., Univ. of Tokyo、2)NIMS 
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 M. Takai, presiding 

 9:35 

 4757 

2ESB02  Temperature-responsive catch and release 

of cells by using photo-crosslinkable nanofiber 

webs……
○ Youngjin Kim1,2 ・ Mitsuhiro Ebara1 ・ Takao 

Aoyagi1,2  1)NIMS、2)Grad. Sch. of Pure & Applied 
Sci., Univ. of Tsukuba 

 10:00 

 4759 

2ESB03  Development of cell rolling column modified with 

betain polymers……
○Hao Chen1・Atsushi Mahara1・Carlos 

Agudero1・Hiromi Kitano2・Tetsuji Yamaoka1  1)Res. Ins., 
NCVC、2)Grad. Sch. of Sci & Eng., Toyama. Univ 

 10:25 

 4761 

2ESB04  Small-caliber decellularized long-bypass 

graft by using peptide modification……
○ Atsushi 

Mahara1・Syota Somekawa1・Naoki Kobayashi1,2・Yoshiaki 

Hirano2・Toshiya Fujisato3・Tetsuji Yamaoka1  1)Dep. 
Biomed. Eng., NCVC、2)Grad. Sch. of Sci. & Eng., Kansai 
Univ、3)Dep. Biomed. Eng., OIT 

 T. Yamaoka, presiding 

 10:50 

 4763 

2ESB05  The novel string scaffold of aligned collagen 

microfiber electrospun with crosslinking reaction and 

application to fabricating 3D myotube tissue……
○Naoya 

Takeda1 ・Kenichi Tamura1 ・Ryo Mineguchi1   1)Grad. 
Sch. of Adv. Sci. & Eng., Waseda Univ. 

 11:15 

 4765 

2ESB06  Regulation of cell functions by phospholipid 

polymer microgel……
○ Tatsuo Aikawa1 ・ Tomohiro 

Konno2 ・ Kazuhiko Ishihara1,2   1)Dept. of Materials 
Eng., Grad. Sch. of Eng., Univ. of Tokyo、2)Dept. of 
Bioeng., Grad. Sch. of Eng., Univ. of Tokyo 

 11:40 2ESB07  In vitro of Drug Permeability Using Normal and 

 4767 Inflammatory Three-Dimensional Blood Vessel Models 

Fabricated by Hierarchical Cell Manipulation……
○Paninee 

Chetprayoon1・Koji Kadowaki1・Michiya Matsusaki1・Takami 

Akagi1,2・Fumiaki Shima1,2・Mitsuru Akashi1  1)Grad. Sch. 
of Eng., Osaka. Univ.、2)JST-CREST 

 K. Kono, presiding 

 12:55

 4769

2ESB08  Contrastive Modes in Folding of a Single Giant 

Duplex DNA Chain Depending on the Length of 

Poly-L-Lysine……
○ Tatsuo Akitaya1 ・Norio Hazemoto2 ・

Toshio Kanbe3・Makoto Demura4・Hideaki Yamaguchi1・Koji 

Kubo5 ・ Anatoly Zinchenko5 ・ Shizuaki Murata5 ・ Kenichi 

Yoshikawa6  1)Fac. Pharm., Meijo Univ.、2)Grad. Sch. 
Pharm., Nagoya City Univ.、3)Sch. Med., Nagoya Univ.、
4)Grad. Sch. Life Sci., Hokkaido Univ.、5)Grad. Sch. Env. 
Study, Nagoya Univ.、6)Fac. Life. Med. Sci., Doshisha Univ.

 13:20

 4771

2ESB09  Metallo-Supramolecular Polymers: Versatile 

DNA Binding Ability and their Cytotoxicity……
○Jinghua 

Li1 ・ Masayoshi Higuchi1,2 ・ Tstsuya Murakami3

1)NIMS、2)JST-CREST、3)Kyoto Univ. 
 13:45

 4773

2ESB10  PEG-b-Poly(L-lysine) modified to contain 

N-substituted imminothiolane rings, stable amidines and 

increased thiol moieties in the side chain for 

constructing PIC micellar type siRNA carriers……
○

Yusuke Oe1 ・ R.james Christie1 ・ Shigeto Fukushima2 ・

Nobuhiro Nishiyama1・Kazunori Kataoka1,2  1)Grad. Sch. 
of Med., Tokyo. Univ、2)Grad. Sch. of Eng., Tokyo. Univ 

 K. Osada, presiding 

 14:10

 4775

2ESB11  Self-assembled nanoparticles by 

stereocomplex formation of enantiomeric Poly(: γ

-glutamic acid)-g-poly(lactide) copolymers as a drug 

carrier……
○Ye Zhu1・Takami Akagi1,2・Mitsuru Akashi1,2

1)Grad. Sch. of Eng., Osaka. Univ、2)JST-CREST 
 14:35

 4777

2ESB12  Polyamidoamine Dendron Lipid Vectors: 

Correlation of molecular structure and Performance……
○

 Kota Tsukamoto1・Eiji Yuba1・Atsushi Harada1・Kenji 

Kono1  1)Grad. Sch. of Eng., Osaka Prefecture. Univ 
 15:00

 4779

2ESB13  Preparation of dendrimer/graphene oxide 

nanohybrids and their medical applications……
○Toyoko 

Imae1・  1)NTUST 

 
高分子工業・工学 

Polymer Industry and Technology: Processes 

and Products 
“English Session”

 K. Fukumori, presiding 

 15:25

 5449

2ESB14  Spin-Trapping Analysis for Thermal 

Degradation of Poly(oxymethylene)……
○Yoshito Fujita1・

Kenji Kinashi1 ・ Wataru Sakai1 ・ Naoto Tsutsumi1 ・ Ken 

Horita2  1)Grad. Sch. Sci. & Tech., Kyoto Inst. Tech.、
2)Polyplastics 

 15:50

 5451

2ESB15  Analysis of swelling behavioral in rubber exposed 

to hydrogen using NMR -O-rings for high-pressure hydrogen 

vessels(21)-……
○Hirotada Fujiwara1・Shin Nishimura1,2

1)The Res. Center for Hydrogen Industrial Use & 
Storage, AIST、2)Fac. of Eng., Kyushu Univ. 

 16:15

 5453

2ESB16  The correlation of spin-spin relaxation time 

analyzed by pulsed 1H-NMR and triad distribution of 

crude acrylonitrile butadiene rubber Rubber materials for 

O-ring of high pressure hydrogen vessels (22)……
○

Hiroaki Ono1 ・ Hirotada Fujiwara2 ・ Shin Nishimura1,2

1)Grad. Sch. of Eng., Kyushu. Univ、2)HYDROGENIUS, AIST
 16:40

 5455

2ESB17  Analysis of thermal decomposition behavior of 

acrylonitrile butadiene rubber Rubber materials for O-ring 

of high pressure hydrogen vessels (23)……
○ Takuya 

Goushi1・Hirotada Fujiwara2・Hiroaki Ono1・Shin Nishimura1,2

1)Grad. Sch. of Eng., Kyushu. Univ、2)HYDROGENIUS,AIST
 


