
1PA-001~1PA-024  全学教育棟本館1階C10教室

1PA-001 N4O2型光学活性多座配位子から誘導される希土類錯体の補助配位子に依存した構造および分光

学的性質 (佐賀大院工・佐賀大理工) ○郡　大心, 土手　佑真, 米田　宏, 鯉川　雅之, 山田　泰教
1PA-002 Synthesis of azo-containing amino acid derivative Schiff base Cu (II) complex by mechanochemical

method (東京理大理) ☆古屋　哲人, 秋津　貴城, 原口　知之
1PA-003 非共役キラルジアミンを有するシッフ塩基型環状体の合成とその金属認識 (東電大院工) ○坪井

柾樹, 風間　琴葉, 宮坂　誠
1PA-004 ねじれ源周囲に嵩高い置換基を有する多座配位子を用いた螺旋型錯体の構築 (佐賀大院工・佐賀

大理工) ○押川　雄紀, 岩熊　啄也, 米田　宏, 鯉川　雅之, 山田　泰教
1PA-005 A Pt

II
2Pd

II
2Cu

II
 Coordination Polymer Showing Electrocatalytic Activities of Water (Dept. Chem.,

Osaka Univ. ) ○Anna Carissa San Esteban, Naoto Kuwamura, Takumi Konno

1PA-006 水素結合性カプセルへのカチオン性Ir錯体の包接と発光特性:アニオンによる影響 (長崎大院工)

☆松尾　知春, 堀内　新之介, 作田　絵里, 有川　康弘, 馬越　啓介
1PA-007 ルテニウムピラーアレーン錯体の合成と物性 (中大院理工) ○堤崎　悠飛, 桑原　拓也, 石井　洋一
1PA-008 ピペラジンを含む銅錯体の合成と二酸化炭素吸着特性 (北大院環境科学・北大電子研・北大院地

球環境科学) ○張　思, 高橋　仁徳, 久木　一郎, 中村　貴義, 野呂　真一郎
1PA-009 Cr(V)錯体を構築素子とする配位高分子のゲスト吸着と磁気挙動 (九大理・九大院理) ○本多　めぐ

み, 芳野　遼, 大坪　宥太, 大谷　亮, 大場　正昭
1PA-010 有機ゲスト分子を有するHofmann型スピン転移高分子錯体の合成 (東邦大院理) ☆岡田　浩明
1PA-011 様々なピリジル誘導体を有するFe(III)スピンクロスオーバー錯体の合成と磁気的性質 (福岡大理) ○

坂本　賢一, 石川　立太, 山川　博文, 川田　知
1PA-012 有機ヒ素二座配位子を基盤とした刺激応答性塩化金(I)錯体の創出 (京工繊大院工芸) ☆小林　亮

介, 藤井　俊樹, 井本　裕顕, 中　建介
1PA-013 三種類の金属-配位子ユニットをもつ三核錯体の合成と電気化学的性質 (阪市大院理) ☆籔根　夏

希, 中島　洋, 西岡　孝訓
1PA-014 Introduction of Hydroxy Groups into One-Dimensional Metal Complexes and Their Impact on

Adsorption Properties (北大院環境科学・北大電子研・北大院地球環境科学) ○AnQi Wang,

Kiyonori Takahashi, Ichiro Hisaki, Takayoshi Nakamura, Shin-ichiro Noro
1PA-015 イミダゾール基を含むビス二座シッフ塩基配位子を用いた多核鉄(II)錯体の構造と性質 (岡山大院

自然・岡山大基礎研) ☆田中　翼, 砂月　幸成, 鈴木　孝義
1PA-016 ジクロロ(N,N'-ジメチルピペラジン)パラジウム(Ⅱ)を出発錯体とした単核パラジウムサイトを有するケ

ギン型ポリオキソメタレートの合成とキャラクタリゼーション (静大院理) ☆中平　一歩, 長谷　俊平, 加
藤　知香

1PA-017 極性構造を有する欠損型ポリオキソメタレートにおけるプロトン伝導特性および誘電特性 (熊大院自

然) ○小林　文也, 中村　政明, 速水　真也
1PA-018 バナジウム酸化物を配位子としたギア型13核コバルト錯体の合成 (金沢大院自然) ☆山根　賢, 菊

川　雄司, 林　宜仁
1PA-019 中空型ポリ酸 {Mo132O372} の内部空間修飾 (北大院環境) ○村田　千夏, 七分　勇勝, 小西　克明

1PA-020 3-メトキシサリチル酸エステル類を配位子とする亜鉛二価錯体の合成および多核構造の制御 (熊本

大院自然) ○倉光　俊彰, 楠本　壮太郎, 小林　文也, 速水　真也, 中村　政明
1PA-021 異核複核ランタニド-三脚型シッフ塩基錯体における異種ランタニド間相互作用の発現 (東北大院環

境) ☆神戸　貴史, 唐島田　龍之介, 壹岐　伸彦
1PA-022 欠損型ポリオキソメタレートを用いた銀ナノクラスターの合成と構造解析 (東大院工) ☆米里　健太

郎, 伊藤　宏泰, 板倉　弘幸, 水野　哲孝, 鈴木　康介, 山口　和也
1PA-023 新規な多核Cu(I)-エチレン錯体の対アニオンによる構造制御 (近畿大理工総研・近畿大理工) ☆林

輝昌, 前川　雅彦, 大久保　貴志, 黒田　孝義
1PA-024 レニウムイオンを含む硫黄架橋異種多核錯体の合成 (神戸高専・佐賀大理工) ○安徳　七海, 宮下

芳太郎, 山田　泰教

ポスター発表
第1日目　9月21日(土)　13時00分から

コアタイム　奇数番号 ： 13:00〜14:00、偶数番号 ： 14:00〜15:00
(ポスター賞応募者は13:00〜15:00に審査を行いますので、ポスターから離れないでください)



1PA-025~1PA-048  全学教育棟本館1階C11教室

1PA-025 N-混乱ポルフィリン二量体二核金属錯体の物性評価 (九大院工) ☆岩永　修, 宮﨑　隆聡, 石田　真

敏, 古田　弘幸
1PA-026 n-ヘキシル基を導入したフォトクロミックロジウムジチオナイト錯体の合成と結晶相反応 (近畿大院総

理工) ☆梶原　悠, 宮田　靖也, 中井　英隆
1PA-027 シクロメタレート型白金多核錯体の合成とクロミック挙動 (神奈川大院理) ☆廣瀬　茉央, 山西　克典,

片岡　祐介, 川本　達也
1PA-028 環状らせん白金三核錯体の合成とマクロサイクル集積型結晶の構築 (東大院理・長崎大院工) ○中

島　朋紀, 山口　佑, 田代　省平, 馬越　啓介, 塩谷　光彦
1PA-029 ピラゾール架橋ビス(カルベン)配位子を用いた多核金属錯体の合成 (長崎大院工) ○鶴田　裕紀,

有川　康弘, 堀内　新之介, 作田　絵里, 馬越　啓介
1PA-030 ビピペリジンおよびピペラジンを架橋配位子とする非発光性銀(I)配位高分子の合成と混晶化による

発光ユニットの導入 (富山大院理工) ☆桑原　大貴, 吉岡　翼, 大津　英揮, 柘植　清志
1PA-031 オリゴナフタレン/Eu(III)ハイブリッド発光体の創製と円偏光発光(CPL)特性 (近畿大・京都府大・

ORIST) 楫　大輝, 原　伸行, 北山　真珠美, 靜間　基博, 椿　一典, ○今井　喜胤
1PA-032 CNC型ピンサー配位子を有するルテニウム錯体を触媒とする光化学的二酸化炭素還元反応 (長崎

大院工) ○田端　愛恵, 有川　康弘, 堀内　新之介, 作田　絵里, 馬越　啓介
1PA-033 トリアミノシクロヘキサン骨格を有する三脚型キレートランタノイド錯体の合成 (阪大院理・阪大放射線

機構) ☆石田　陽太, 永田　光知郎, 吉村　崇
1PA-034 1,1'-ビナフチル骨格を有する渡環型キラル白金(II)錯体の合成と光学特性 (阪大基礎工) ☆池下

雅広, 直田　健
1PA-035 ジホスフィンキレート配位子を有する強発光性単核Cu(I)-ハライド錯体の合成と光物性 (北大院総

化・北大院理) ○近藤　早瑛, 吉田　将己, 小林　厚志, 加藤　昌子
1PA-036 トロポンPd三核サンドイッチ錯体の合成およびその還元挙動 (東工大物質理工) ☆米田　壮汰, 工藤

瑛士, 山本　浩二, 村橋　哲郎
1PA-037 アルコキシ基を導入したSchiff塩基Ni錯体の冷結晶化に関する研究 (東京理大院理) ☆石川　徹,

本田　暁紀, 野元　邦治, 宮村　一夫
1PA-038 鉄-カルコゲンキュバン型クラスターCp4Fe4E4 (E=S,Se)とニッケルおよびコバルトジチオレン錯体との

反応 (福島大共生システム理工) ○大内　壮人, 猪俣　慎二
1PA-039 幾何異性イリジウム(III)錯体の合成と発光挙動 (愛媛大院理工) ○秦泉寺　良樹, 瀧本　和誉, 渡邉

裕, 佐藤　久子
1PA-040 Metal Exchange Reactions of a Silver(I) Sulfide Nanocluster Covered by 2-Aminoethanethiolato

Rhodium(III) Octahedra (Dept. Chem., Osaka University) ☆Zi Lang GOO, Nobuto YOSHINARI,

Takumi KONNO
1PA-041 多彩な単座ヒ素配位子ライブラリーの構築と活用 (京工繊大院工芸) ☆田中　進, 井本　裕顕, 中

建介
1PA-042 配位モード制御型光増感分子の改良:ルテニウム錯体の構造および電子状態の最適化 (福島大院

理工) ○中村　駿介, 高瀬　つぎ子, 大山　大
1PA-043 2つのイミダゾリル基を含む多座ボレート配位子を用いた遷移金属錯体の合成 (神奈川大院工) ☆

山口　優莉奈, 森田　真生, 野澤　遥, 神原　沙南, 西浦　利紀, 中澤　順, 岡村　将也, 引地　史郎
1PA-044 新奇[Au4Pt2(SR)8 ]n(n=1 or ∞)合金クラスターによる一次元連結構造の形成とその配位子依存性

(東京理大理) ☆陳　兆恒, Sakiat Hossain, 鈴木　太陽, 川脇　徳久, 根岸　雄一
1PA-045 立体的にかさ高い官能基を有するビス(オキサゾリニル)ピリジン-Ru(II)錯体の合成と触媒能の検討

(高知大院総合人間自然) ○長井　勝海, 松本　健司
1PA-046 芳香族カルボニルを配位子とする希土類錯体の合成と性質 (新潟大院自然・新潟大教育) ○石田

周, 五十嵐　智志
1PA-047 ラリアート型クラウンキレーターによる放射性アルカリ土類金属錯体の合成 (阪大機構RI) ○永田　光

知郎, 矢島　辰雄, 吉村　崇
1PA-048 アズレン骨格を配位子に有するルテニウム二核錯体の合成と性質 (北里大院理) ☆宮川　大輝, 土

屋　敬広, 吉成　英里佳, 櫛田　俊介, 真崎　康博

1PA-049~1PA-072 全学教育棟本館1階C12教室

1PA-049 芳香族アミドを配位子とする希土類錯体の合成と性質 (新潟大院自然・新潟大教育) ○門脇　圭佑,

五十嵐　智志



1PA-050 Synthesis of coordination networks by controlling multi-interactive ligands and their applications

(Dept. Chem., Tokyo Tech.) ☆Yuki Wada, Hiroyoshi Ohtsu, Masaki Kawano

1PA-051 Constructions and Properties of Two Isostructural M11L6 Type Hexameric Porphyrin Cage Complexes

(東大院理・リガク) ☆飯塚　文哉, 宇部　仁士, 佐藤　寛泰, 塩谷　光彦
1PA-052 [O3]2型配位子を用いた七核異種金属混合錯体の合成と性質 (熊大院自然) ○梅野　東園, 楠本

壮太郎, 小林　文也, 速水　真也, 中村　政明
1PA-053 ルテニウムN-混乱ポルフィリンの反応性と触媒評価 (九大院工・愛媛大ADRES) ○福山　和毅, 宮﨑

隆聡, 石田　真敏, 森　重樹, 古田　弘幸
1PA-054 チアントレニル基によって光物性を制御できる二核金(I)錯体の開発 (東工大化生研) ☆阿部　諒太,

土戸　良高, 小坂田　耕太郎
1PA-055 カチオン性Au

I
6Ag

I
3Cu

II
3多核錯体の有機アニオンによる化学修飾 (阪大院理) ○竹田　啓人, 小島

達弘, 吉成　信人, 今野　巧
1PA-056 コバルトベンゾノロール錯体の合成と酸化還元特性 (九大院工) ○橋口　育歩, 石田　真敏, 古田

弘幸
1PA-057 アントラセン環を有する金属架橋カプセル:空間圧縮と分子内包能 (東工大・化生研) ☆岸田　夏月,

松本　享典, 吉沢　道人, 穐田　宗隆
1PA-058 高分子フィルム上での相互貫入型金属有機構造体の構造転移挙動表評価 (甲南大FIRST) ☆平尾

翔也, 髙嶋　洋平, 赤松　謙祐, 鶴岡　孝章
1PA-059 異なる末端置換基を有するポリエーテル架橋型ビス(イミダゾールチオン)金属錯体における末端置

換基の影響 (高知大院総合人間自然) ○河野　航大, 佐藤　圭, 近藤　孝俊, 松本　健司
1PA-060 ダブルポダンド型カチオンを用いた水素結合型Ni錯体結晶の構造と誘電特性 (東理大理) ☆中山

実沙恵, 橘川　莉子, 亀渕　萌, 田所　誠
1PA-061 ピリジン架橋型ジホスフィン保護サブナノ金クラスターの合成と特性 (北大院環境) ○板倉　寛, 岩崎

光紘, 七分　勇勝, 小西　克明
1PA-062 Alベース多孔性金属錯体が示す構造変換特性の系統的評価 (甲南大FIRST) ☆堀越　篤人, 髙嶋

洋平, 鶴岡　孝章, 赤松　謙祐
1PA-063 錯体分子集積による極性一次元配位高分子の合成と磁気挙動 (熊本大院自然･九大院理) ○柳澤

純一, 大谷　亮, 大場　正昭, 速水　真也
1PA-064 発光性ホウ素錯体配位子の配位高分子層間への導入と発光特性 (九大院理) ○佐藤　友子, 三浦

大樹, 芳野　遼, 大谷　亮, 大場　正昭
1PA-065 分子線エピタキシー法を用いた遷移金属ダイカルコゲナイドのヘテロ構造の作製 (名大院理) ☆村

井　雄也
1PA-066 複数の発光中心を組み込んだ一次元配位高分子の合成と発光特性 (九大院理) ○川原　啓汰, 三

浦　大樹, 河村　拓哉, 宮田　潔志, 恩田　健, 大谷　亮, 大場　正昭
1PA-067 Performance improvement of Dy double-decker complex and its magnetic properties. (東北大院理)

○谷口　春菜, 加藤　恵一, 山下　正廣
1PA-068 層間にアルコキシピリジンを導入した二次元配位高分子の磁気特性 (九大院理) ○外山　小夏, 芳

野　遼, 河村　拓哉, 大谷　亮, 大場　正昭
1PA-069 親水性フタロシアニン類の合成とその光増感作用の検討 (日大院生産工) ☆五十嵐　祐実子, 吉野

悟, 小森谷　友絵, 坂本　恵一
1PA-070 キュバン様構造を有する三角及び四核Co錯体の構造と磁気的性質 (佐賀大理工) ○佐藤　奈緒子,

米田　宏, 山田　泰教, 鯉川　雅之
1PA-071 二座チオラート配位子を用いた新規金クラスターの創出と特性解析 (北大院環境科学) ☆齋藤　結

大, 七分　勇勝, 小西　克明
1PA-072 NNO型三座シッフ塩基配位子による三核および四核Co(Ⅱ)錯体の構造と磁気的性質 (佐賀大理

工) ○浜田  公信, 末光  勇輝, 米田  宏, 山田  泰教, 鯉川  雅之

1PA-073~1PA-085、1PB-001~1PB-011  全学教育棟本館2階C20教室

1PA-073 ビピリジンジオール配位子を有する金属錯体のAl
3+に対する反応性と発光特性の評価 (早大院先

進理工) ☆田島　佳奈, 水野　息吹, 鈴木　陽太, 菅谷　知明, 石原　浩二
1PA-074 五核ヘリケート状金属錯体の磁気的性質 (福岡大理) ○植松　尊, 稲永　彩香, 山川　博文, 石川

立太, 川田　知
1PA-075 8の字型オクタフィリンGe二核錯体の合成とそのキラル特性 (京大院理) ○水藤　泰介, 井澤　主水,

清水　大貴, 田中　隆行, 大須賀　篤弘



1PA-076 Ru-イミダゾールベンゾキノン誘導体の光化学及びレドックス特性評価 (中大院理工) ☆渡辺　拓実,

矢野　元気, 佐竹　彰治, 芳賀　正明
1PA-077 鎖状ポリエーテルで置換された新奇のケイ素フタロシアニン誘導体の合成と光学特性の解明 (新大

院自然) ○高野　凌, 佐藤　敬一
1PA-078 冷却速度に依存した異なるスピン転移現象の発現 (熊大院自然) ○岩屋　杏子, 小林　文也, 中村

政明, 速水　真也
1PA-079 アミノ化ポルフィリン亜鉛錯体の合成とその光励起エネルギー移動系の創製 (立命館大院生命科

学) ☆中村　創一, 民秋　均
1PA-080 光学活性なチオカルボキシラトコバルト(III)錯体の合成と多核化反応 (高知大院総合・名工大院工)

○宮崎　朗, 矢野　結唯奈, 松原　萌, 小澤　智宏, 米村　俊昭
1PA-081 Effect of Uptake/Release of Coordinated Molecules on Gate-Opening Adsorption Behavior in

Coordination Polymer (北大院環境環境科学・北大電子研・北大院地球環境科学) ○Xin Zheng,

Kiyonori Takahashi, Ichiro Hisaki, Takayoshi Nakamura, Shin-ichiro Noro
1PA-082 Ferroelectric metallomesogens composed of achiral spin crossover molecules (熊大院自然) ☆秋吉

亮平, 中村　政明, 速水　真也
1PA-083 アミノピリジン架橋パドルホイール型ルテニウム(Ⅲ)二核錯体の合成 (島根大院自然科学) ○今崎

那奈子, 片岡　祐介, 矢野　なつみ, 崎山　博史, 杉森　保, 満身　稔, 半田　真
1PA-084 インターカルコゲン化合物が架橋した二核ルテニウム錯体の合成および反応性 (長崎大院工) ○辻

田　佑介, 長岡　拓弥, 竹本　頌子, 有川　康弘, 堀内　新之介, 作田　絵里, 馬越　啓介
1PA-085 M

II
-Ln

III
-M

II型三核錯体の結晶化挙動に影響する種々の結晶化条件の検証 (岡山大院自然・岡山

大基礎研) ○髙原　一真, 堀野　優城, 鈴木　孝義, 砂月　幸成
1PB-001 Magnetic anisotropy of ErPc2 (東北大院理) ☆佐藤　鉄, 加藤　恵一, Brian Breedlove, 山下　正廣

1PB-002 Pyridine類似体が配位したRe錯体を対イオンとする新奇有機電荷移動塩の合成と物性評価 (東京

理大理) ☆谷澤　唯人, 吉田　一貴, 大沼　美穂, 霜鳥　文俊, 寺山　正裕, 金友　拓哉, 榎本　真哉
1PB-003 カルボキシ基を有するqsalc鉄三価錯体の構造及び磁気特性 (近畿大理工・近畿大理工総研) ○平

岡　沙樹, 大久保　貴志, 前川　雅彦, 黒田　孝義
1PB-004 ピリジン誘導体を配位子としたCo-dioxolene原子価互変異性錯体の磁気的性質 (福岡大理) ○三根

可歩理, 石川　立太, 川田　知
1PB-005 ビスイソインドール配位子を用いたS=1/2四面体型Cu(II)錯体の動的磁性 (阪大院理) ○石崎　聡晴,

福田　貴光, 冬広　明, 石川　直人
1PB-006 大環状配位子を持つGd(III)錯体のEPRスペクトル (弘前大院理工) ○小笠原　大輔, 宮本　量
1PB-007 HATNA誘導体を配位子とした多核Ag錯体の合成及び物性評価 (近畿大理工・近畿大理工総研)

☆西山　智貴, 大久保　貴志, 前川　雅彦, 黒田　孝義
1PB-008 五配位白金(II)錯体の構造決定と計算化学による検討 (福岡教育大・九大院理・ブルカージャパン)

○牛島　嘉孝, 長澤　五十六, 芳野　遼, 河村　拓哉, 大場　正昭, 与座　建治
1PB-009 キレート環にコンフォメーションを持つ非対称直鎖型三座配位子とbpyを持つビスヘテロレプティック

Ru(II)錯体の結晶構造 (府大高専・明治大院理工) ○外山　真理, 石川　瑞生, 長尾　憲治
1PB-010 サブナノ金クラスターの固体構造と光学特性 (北大院環境) ○胡　瀚, 杉内　瑞穂, 七分　勇勝, 小西

克明
1PB-011 モリブデン-異種金属一次元鎖錯体の合成と物性 (岐阜大院自然科技・岐阜大工) ☆佐橋　あすか,

海老原　昌弘, 植村　一広

1PB-012~1PB-022、1PC-001~1PC-013  全学教育棟本館2階C21教室

1PB-012 白金(II)錯体環状六量体を基盤とする多孔性超分子結晶の構築と発光特性 (北大院総化・北大院

理) ☆木村　真理, 吉田　将己, 小林　厚志, 加藤　昌子
1PB-013 二座配位子で被覆されたAu13クラスターの構造と光学特性 (北大院環境・京工繊大院工芸) ○張

凡, 七分　勇勝, 小西　将史, 田中　進, 井本　裕顕, 中　建介, 小西　克明
1PB-014 Weak-binding site を有するパドルホイール型ロジウム二核錯体の次元横断相転移を利用したメカノ

クロミズム特性の発現 (島根大院自然科学) ☆荒川　和樹, 矢野　なつみ, 川本　達也, 片岡　祐介
1PB-015 混合原子価鉄錯体における電子移動と誘電特性 (熊大院自然) ○田中　海成, 中村　政明, 速水

真也
1PB-016 Hofmann型多孔性配位高分子におけるガス吸着状態の結晶構造解析 (阪府大院理) ☆芦谷　拓

嵩, 河口　彰吾, 石橋　広記, 三島　章雄, 堀　彰宏, 松田　亮太郎, 久保田　佳基



1PB-017 Damage of HSA and dipeptide (gly-gly) derivative Schiff base of Zinc(II) complexes by IR-FEL

irradiation ( Dept. Chem., Tokyo Univ. Sc., FEL-TUS, Tokyo Univ. Sci., Universidad Complutense de

Madrid) Yuika Onami, Ryousuke Koya, Hiroki Aizawa, Tomoyuki Haraguchi, Takayasu Kawasaki,

Koichi Tsukiyama, Mauricio A. Palafox, ○Takashiro Akitsu
1PB-018 ヒドロキシ基をもつ有機アクセプターとテトラシアニド白金(II)酸アニオンからなる電荷移動塩の結晶

多形と光反応性 (立教大理・立教大未来分子研セ) ○本間　智也, 松下　信之
1PB-019 金属イオンとナフタレンジイミド骨格からなる分子性導体の合成と物性 (東北大院理) ○山中　竣太

郎, 瞿　李元, 井口　弘章, 高石　慎也, 山下　正廣
1PB-020 酸化セリウムの熱還元反応に対する遷移金属の及ぼす影響 (香川大院工) ○西村　学章, 堤　勇旗,

石井　知彦, 児玉　竜也, 坂根　弦太

1PB-021 光合成酸素発生錯体(CaMn4O5クラスタ)のS1状態での各構造と電子状態のLPNO-CC法による解析

(理研R-CCS・阪大院理・阪大産研・岡山大・筑波大) ○川上　貴資, 宮川　晃一, 鈴木　雄太, 磯部

寛, 庄司　光男, 山中　秀介, 奥村　光隆, 中嶋　隆人, 山口　兆
1PB-022 Izumoring分子をbuilding blockとした超分子希少糖の合成と構造 (香大院工) ○谷口　仁聡
1PC-001 水素結合を鍵とする平面頂点構造をもつかご状錯体の創生 (阪市大院理) ☆松谷　崇生, 板崎　真

澄, 井関　柾登, 伊藤　昌輝, 森内　敏之, 中沢　浩
1PC-002 アニオン性ロジウム(-I)ボラン錯体を用いた脱フッ素化反応 (阪府大院理) ○田中　悠大, 亀尾　肇,

松坂　裕之
1PC-003 Catalytic Substrate Oxidation by Hetero-dinuclear Transition-metal Complexes in Aqueous Media

(IRC3 AIST, Univ. of Tsukuba) ○Yoshihiro Shimoyama, Dachao Hong, Yuji Ohgomori, Yoshihiro

Kon, Tomoya Ishizuka, Hiroaki Kotani, Takahiko Kojima

1PC-004 テトラアニオン性配位子を有する鉄錯体に由来する酸化活性種による基質酸化反応 (筑波大院数

物) ☆佐々木　慶一, 小谷　弘明, 石塚　智也, 小島　隆彦
1PC-005 ビス(μ-オキシド)二核ニッケル(III)錯体によるフェノール誘導体の酸化反応機構 (阪大院工) ○安

哉泳, 高木　優作, 森本　祐麻, 伊東　忍
1PC-006 一酸化窒素と銅(II)錯体によるアルコールのニトロソ化反応とその反応機構 (阪大院工) ○清水　雄

介, 森本　祐麻, 伊東　忍
1PC-007 ポルフィリン鉄(III)錯体を触媒とするオゾンによる不活性アルカンの触媒的水酸化反応 (阪大院工)

☆福井　晃佑, 島岡　勇輝, 森本　祐麻, 伊東　忍
1PC-008 集積した銅錯体による空気酸化反応の研究 (広島大院理) ○清水　翔太, 佐藤　晶, 水田　勉, 久米

晶子, 久保　和幸
1PC-009 非対称ペンタピリジン二核鉄(III)錯体を触媒とする不活性 C-H の酸素化反応 (阪市大院理) ○山崎

実香子, 小嵜　正敏, 舘　祥光
1PC-010 ピリジルアルキルアミン系非対称型配位子を用いた二核銅(I)錯体の合成と反応性 (阪市大院理) ☆

鎌田　泰成, 小嵜　正敏, 舘　祥光
1PC-011 ビスアミダト-ビスフェノラト配位環境を有するコバルト(II)錯体の酸素との反応性の比較 (名工大院工)

○余村　駿介, 扇玉　智徳, 猪股　智彦, 小澤　智宏, 増田　秀樹
1PC-012 二核亜鉛錯体を触媒とする光化学的ベンジル位酸素酸化反応 (東京理大薬・東京理大理・東京理

大総研・阪大院工) ○嵯峨　裕,  幸内　貴耶, 佐藤　享平, 黒田　玲子, 田所　誠, 正岡　重行, 青木
伸

1PC-013 銅(II)-salen錯体の二電子酸化体によるベンジルアルコール酸化反応機構 (甲南大自然・茨大理)

○竹山　知志, 岩月　聡史, 島崎　優一

1PC-014~1PC-020、1PD-001~1PD-017  全学教育棟本館2階C22教室

1PC-014 鉄錯体による効率的な C(sp2)-H モノボリル化 (北里大院理) ☆日下　晴貴, 神谷　昌宏,  弓削　秀
隆

1PC-015 Molecular Catalysts Promoting Hydrogen Production from Water via Unique Proton-coupled Electron

Transfer Processes (Dept. Chem., Kyushu Univ., WPI-I2CNER, CMS) ○Kosei Yamauchi, Keita

Koshiba, Yutaro Aimoto, Ken Sakai
1PC-016 Kinetic Studies on H2 Evolution from Water Catalyzed by Mononuclear Pt(II) Complexes under

Homogeneous and Heterogenized Catalysis Conditions. (Dept. Chem., Kyushu Univ., WPI-I2CNER,

Kyushu Univ., LEM, Universit Paris Diderot, CMS, Kyushu Univ.) ○Fumiaki Wakiyama, Kosei

Yamauchi, Marc Robert, Ken Sakai



1PC-017 分子内白金間相互作用による触媒活性向上を目指した新規白金二核錯体の合成と水素生成触媒
機能 (九大院理・九大I2CNER・九大CMS) ○山川　和馬, 脇山　史彬, 山内　幸正, 酒井　健

1PC-018 講演中止

1PC-019 コバルトNHC錯体を触媒とした二酸化炭素還元反応 (九大院理・九大I2CNER・九大CMS) ○古賀

俊弘, 山内　幸正, 酒井　健
1PC-020 NAD模倣部位を配位子として有するマンガンカルボニル錯体のヒドリド供与能評価 (福島大院理工)

☆和田山　晃世, 高瀬　つぎ子, 大山　大
1PD-001 Ag3Cu平面型錯体を保護ユニットとした新規銀ナノクラスター合成法の開発 (広大院理) ☆三上　海

勇, Shen Hui, 久保　和幸, 久米　晶子, 水田　勉
1PD-002 トリメチルシリル基が導入されたビス(インドリル)配位4族遷移金属ジアミド錯体の合成、構造および

動的挙動 (弘前大院理工・弘前大理工) ☆高橋　汐菜, 赤澤　佑太, 岡崎　雅明, 太田　俊
1PD-003 電子的及び立体的特性が異なるCp配位子を有するイリジウム触媒の合成と脱水素化反応における

活性調査 (京大院人環) ☆丁　在瑛, 新林　卓也, 藤田　健一
1PD-004 トリス(N-ヘテロ環カルベン)ピンサー型Pd(II)錯体の合成と性質 (名工大院工) ○水野　裕之, 柳生

剛義
1PD-005 コバルト-アルミニウム複核金属錯体の合成と反応性 (京大院工) ☆下浦　史也, 仙波　一彦, 中尾

佳亮

1PD-006 第二級ホスフィンオキシド部位を含む新規三座配位子の合成および錯体合成 (奈良女大理) ☆宮

架蓮, 岡　沙也加, 重弘　悠真, 片岡　靖隆, 浦　康之
1PD-007 新規二座含硫NHC-Pd(II)錯体の合成と性質 (名工大院工) ○吉田　航士郎, 柳生　剛義
1PD-008 かさ高いNHCをもつNHC/PPh3混合配位Ni(II)錯体と不活性アリールハライドの熊田クロスカップリン

グ反応 (福岡大院理) ○細川　璃苑, 古賀　裕二, 松原　公紀
1PD-009 非対称型二座Nーヘテロ環カルベンPd(II)錯体の合成と性質 (名工大院工) ○吉田　和生, 柳生　剛

義
1PD-010 還元型酸化グラフェンに固定化した二座N-ヘテロ環カルベン配位子を有するPd(II)錯体の触媒活

性 (名工大院工) ○久保田　大貴, 柳生　剛義
1PD-011 α-ジイミン配位子を有するニオブ錯体を触媒としたハロアルカンならびにベンジルエーテルの還元

的変換反応 (Dept. Chem., Osaka Univ.) ☆細谷　広務, Bernard Parker, 西山　悠, 劒　隼人, 真島
和志

1PD-012 C-Nキレート配位子をもつアルケニルイリジウム(III)錯体の合成とそのプロトン分解挙動 (東工大物質

理工) ☆津田　悠人, 榧木　啓人, 桑田　繁樹
1PD-013 3配位Mn(0)錯体の合成とその反応性 (阪大院工、阪府院理) ☆安井　望
1PD-014 ジアリールボリル金属錯体の合成・構造・反応性 (名大院工) ☆鈴木　あかね, 山下　誠
1PD-015 配位性官能基を持つケイ素化合物を鋳型とする第10族遷移金属クラスター合成 (東大院工・東大生

産研) ○臼井　涼介, 砂田　祐輔
1PD-016 Cu(I)触媒を用いたジホスフィンの生成とジホスフィンカルコゲニドとPd(II)錯体との新規反応性 (富山

大院理工・富山大工) ○井林　優紀, 二村　伸, 松原　圭佑, 會澤　宣一
1PD-017 Synthesis and reactivity of transition metal-diboron complexes (広大院理) ○木村　好貴, Jimenez-

Halla J Oscar, Rong Shang, 齋藤　聡太, 山本　陽介

1PD-018~1PD-020、1PE-001~1PE-020、1PF-001~1PF-002  全学教育棟本館3階C30教室

1PD-018 Investigation of Metal-facilitated Boron-Boron Bond Activation and cleavage (広大院理) ☆古川

柊, Shang Rong, 齋藤　聡太, Jimenez-Halla. J. Oscar C., 山本　陽介

1PD-019 有機ゲルマニウム化合物を鋳型分子として用いた新規錯体・クラスターの合成 (東大院工・東大生

産研) ☆加藤　岬, 砂田　祐輔
1PD-020 炭素置換6電子系Alアニオンと3族および4族金属錯体との反応 (名大院工) ☆杉田　健悟, 山下

誠
1PE-001 酸素分子を末端酸化剤に用いたマンガンポルフィセン含有再構成ヘムタンパク質を介するC-H結合

水酸化反応 (阪大院工) ☆香川　佳之, 大洞　光司, 林　高史
1PE-003 軸配位子のセレノラート置換シトクロムP450モデル錯体の合成と化学特性 (名市大院薬) ☆矢野　雄

輝, 白川　慶典, 梅澤　直樹, 久松　洋介, 樋口　恒彦
1PE-004 シトクロムP450活性部位のモデル錯体の合成の研究 (奈良女大院理) ○竹田　彩乃, 本田　裕樹,

藤井　浩



1PE-005 Compound-Iモデル錯体の反応性に対する溶媒効果の研究 (奈良女大院・理) ○上野　夏奈子, 石

水　友梨, 本田　裕樹, 藤井　浩
1PE-006 Cu

II
-フェノラート錯体と酸素分子との反応によるCu

II
-フェノキシルラジカル錯体の生成とその生成機

構 (茨城大院理工) ○鈴木　崇, 島崎　優一
1PE-007 pMMOの活性中心をモデル化した非対称二核銅錯体の反応性 (名工大院工) ○加藤　洸己, 西村

姿吹, 落合　達也
1PE-008 嵩高いアシルアミノ基を持つビス(アレーンチオラート)鉄(Ⅱ)錯体の構造と反応性 (阪大院理) ☆富

田　悠介, 岡村　高明, 鬼塚　清孝
1PE-009 [2Fe-2S]フェレドキシンにおける活性中心周囲の環境がイオン化ポテンシャルに及ぼす効果に関す

る理論研究 (阪大院基礎工・分子研) ○江良　伊織, 多田　隼人, 藤井　琢也, 池永　和輝, 北河　康

隆, 中野　雅由
1PE-010 量子化学計算とデータベース解析によるヘムの構造歪みの構造機能相関 (北見工大工・広島市大

院情報・阪大蛋白研) 近藤　寛子, 兼松　佑典, 藤井　理則, 今田　康博, 吉田　孝, ○鷹野　優
1PE-011 ポルフィリンオリゴマーを基盤としたヘム獲得タンパク質HasAの多量体構築 (名大院理) ☆上田　我

竜, 四坂　勇磨, 榊原　えりか,渡辺　芳人,  荘司　長三
1PE-012 協同性を保持した(ヘモグロビン(βK120C)-アルブミン)トリマーの合成と酸素結合能 (中央大理工)

☆齊藤　飛鳥, 森田　能次, 小松　晃之
1PE-013 フェリチンの三回対称軸を利用したトリスカテコールと希土類イオンとの反応 (阪市大院理) ○三宅

宏典, 池上　裕太, 西岡　孝訓, 中島　洋
1PE-014 嵩高い金属錯体を捕捉したヘム蛋白質(HasA)の創製 (名大院理・九大院工・理研/SPring-8・名大

物国) ○榊原　えりか, 四坂　勇磨, 古賀　大貴, 徐　寧, 小野　利和, 久枝　良雄, 杉本　宏, 渡辺　芳

人, 荘司　長三
1PE-015 病原性細菌のヘム分解 (山口大学　創成科学研究科) ○下村　直道, 沖本　雄大, 小崎　紳一
1PE-016 人工シデロフォア錯体を用いた微生物検出における錯体の電荷による影響 (名古屋工業大学院)

○宮本　政和
1PE-017 ベンジル(2-ピリジルメチル)アミノアセタトを有するルテニウム錯体の合成と細胞毒性評価 (上智大理

工) ○三浦　友理佳, 市川　柚葉, 三澤　智世, 神澤　信行, 長尾　宏隆
1PE-018 生体高分子への固定化を指向したホベイダグラブス型錯体の安定性に対するフェノキシ末端構造

の検討 (奈良先端大物質創成・阪大院理) ☆五嶋　健太, Catur Jatmika, 廣田　俊, 山口　浩靖, 松
尾　貴史

1PE-019 脂質膜への金属錯体の導入と反応制御 (立命館大生命科学) ○越山　友美, 三並　瑞穂, 廣江　永
1PE-020 酵素活性中心へ導入したトリスビピリジン型ルテニウム(II)錯体の光電子移動反応 (奈良女大理・京

大エネ研) ○高島　弘, 加藤　なつみ, 中田　栄司
1PF-001 QASAPによる四重インターロックPd4L8かご型錯体の自己集合過程の解明 (東大院総合文化) ☆立

石　友紀, 安武　優一, 小島　達央, 高橋　聡, 平岡　秀一
1PF-002 直鎖ポリエーテルで置換した両親媒性フタロシアニン誘導体の有機相と水相における会合及び分

光学的性質 (新潟大院自然) ○桐生　拓哉, 佐藤　敬一

1PF-003~1PF-026  全学教育棟本館3階C31教室

1PF-003 金属ポルフィリン錯体とククルビットウリルの包接錯体形成 (首都大学東京大学院応用化学) ☆河合

南実, 窪田　陸, 佐藤　潔, 川上　浩良
1PF-004 かご型錯体への包接によるアミドのねじれ誘起と活性化 (東大院工) ☆志渡澤　幸佑, 竹澤　浩気,

藤田　誠
1PF-005 フッ素置換ニッケル二核錯体の疎水性空間を利用したアルコールの認識と結晶構造 (芝浦工大院

理工) ○羽深　佑亮, 大川　瑞季, 堀　顕子
1PF-006 フッ素置換金属錯体の分子性結晶を用いたゲスト分子認識と混合系からの分離 (芝浦工大院理工・

東大院総合文化) ☆生村　義徳, 木下　祐紀, 内田　さやか, 堀　顕子
1PF-007 磁気的双安定性を有する多孔性配位高分子に包接されたゲスト分子の光照射による脱着制御 (佐

賀大理工) ○米田　宏, 山崎　洸亮, 原　拓也, 山田　泰教, 鯉川　雅之
1PF-008 MOFの空間設計による末端修飾PEGの厳密認識 (東大院新領域・東大院工) ☆水谷　凪, 北尾　岳

史, Benjamin Le Ouay, 細野　暢彦, 植村　卓史

1PF-009 酸-塩基性官能基を導入したルテニウム錯体配位子から成る多孔性配位高分子の合成と物性 (北大

院総化) ○清水　建樹, 小林　厚志, 長尾　祐樹, 吉田　将己, 加藤　昌子



1PF-010 構造柔軟性を有するナノポーラス金属錯体の吸着熱の実測定 (名大院工) ☆小寺　雄太, 日下　心

平, 堀　彰宏, 馬　運声, 松田　亮太郎
1PF-011 構造柔軟な疎水性MOFにおける中心金属が吸着挙動に及ぼす影響の評価 (関西学院大院理) ☆

樋川　新太, 鎌倉　吉伸, 吉川　浩史, 高坂　亘, 宮坂　等, 田中　大輔
1PF-012 Preparation of Cu Based MOF Membrane By Layer-by-layer Seeding Method (Nagoya Univ.) ○

Xiaoguang Wang, Shinpei Kusaka, Akihiro Hori, Yunsheng Ma, Ryotaro Matsuda

1PF-013 室温低濃度二酸化炭素分離へ向けた柔軟性金属錯体の合成 (北大院環境科学・北大電子研・北

大院地球環境科学) ☆杉浦　みのり, 高橋　仁徳, 久木　一郎, 中村　貴義, 野呂　真一郎
1PF-014 大きな細孔容量を有するナノポーラス金属錯体の水吸着下におけるその場熱分析 (名大工) ○小山

真衣, 日下　心平, 堀　彰宏, 馬　運声, 松田　亮太郎
1PF-015 耐塩基性プルシアンブルー類似体の過酸化水素センサ能評価 (山形大院理工、静岡大工、静岡大

電子工学研、産総研ナノ材料) ☆大志田　英拓, 石崎　学, 小南　裕子, 原　和彦, 川本　徹, 田中

寿, 栗原　正人
1PF-016 フッ化アルキル鎖を有するナノポーラス金属錯体の酸素分離評価 (名大院工) ○伊藤　有優, 日下

心平, 堀　彰宏, 馬　運声, 松田　亮太郎
1PF-017 湿式法を用いた多元金属系触媒作製とそのOER触媒評価 (山大院理) ☆丹野　弘也, 石崎　学, 栗

原　正人
1PF-018 新規二核Fe(Ⅲ)錯体の開発と協働効果による水素発生 (九大院工) ☆田中　弘祐, 久枝　良雄, 嶌

越　恒
1PF-019 分子性触媒修飾型TiO2電極を両極に有する電気化学セルによる低過電圧水分解 (九大院理・九大

I2CNER・九大CMS) ○赤嶺　勝広, 酒井　健, 小澤　弘宜
1PF-020 Electrochemical Polymerisation Provides a Function-Integrated System for Water Oxidation (阪大院

工・分子研・総研大) ☆石見　輝, 近藤　美欧, 正岡　重行
1PF-021 Interaction between MPA-capped CdS Quantum Dots and Cationic Co-Porphyrin during CO2

Reduction in Aqueous Media (Dept. Chem., Kyushu Univ., WPI-I2CNEER, CMS) ○Tze Hao Tan,

Xian Zhang, Arnau Call, Ken Sakai

1PF-022 TiN担持Pt-Cu燃料電池電極触媒の調製と酸素還元反応活性 (名大院理) ☆庄司　麻子, 松井　公

佑, 唯　美津木
1PF-023 Bias-free Solar Hydrogen Evolution in a Molecular-based Photoelectrochemical Cell Consisting of

Two TiO2 Electrodes Driven by Photogenerated Electromotive Force (Dept. Chem., Kyushu Univ・

WPI-I2CNER・CMS) ☆Kohei Moirta, Ken Sakai, Hironobu Ozawa
1PF-024 Development of the Biphasic Systems Consisting of Aqueous and Ionic-liquid Solutions for

Photochemical Hydrogen Evolution  (Dept. Chem., Kyushu Univ.・WPI-I2CNER・CMS) ○Keita

Kuge, Kosei Yamauchi, Ken Sakai
1PF-025 イオン液体修飾チタニア電極を用いた銅錯体色素増感太陽電池の高効率化 (名工大院工) ☆北川

琢磨, 松永　彩花, 秦野　真由香, 猪股　智彦, 小澤　智宏, 増田　秀樹
1PF-026 カチオン性界面活性剤との相互作用による [Fe(CN)6]

4-/3-の酸化還元平衡の制御と熱化学電池への

応用 (九大院工) ○岩見　理沙, 山田　鉄兵, 君塚　信夫

1PF-027~1PF-050  全学教育棟本館3階C32教室

1PF-027 Doping Effect of redox-inert metal units in a one-dimensional donor-acceptor chain complex

exhibiting one-step neutral-ionic phase transition (Institute for Materials Research, Tohoku

University) ☆Yinan Du, Yusuke Takahashi, Wataru Kosaka, Hitoshi Miyasaka

1PF-028 Hofmann 型多孔性配位高分子のハロゲン間化合物の包接と磁気挙動 (九大院理) ○桁山　雅旭,

辻　美穂, 芳野　遼, 大谷　亮, 大場　正昭
1PF-029 Modulation of Magnetic Bistability in Hofmann-type Metal-organic Framework Solid Solutions

through Designing the Open Metal Sites Arrangement (九大院理) ☆辻　美穂, 芳野　遼, 大谷　亮,

大場　正昭
1PF-030 八面体六配位錯体のJahn-Teller歪みによる磁性変化 (香大院工) ○大熊　健允, 石井　知彦, 常田

旦, 堤　勇旗, 中野　百恵, 藤川　佳樹, 山本　拓宏, 暮石　舞, 坂根　弦太, 小笠原　一禎
1PF-031 Magneto-optical effect on cyanido-bridged bimetallic assemblies (東大院理) ☆田畑　智弘, 井元　健

太, 中林　耕二, 大越　慎一



1PF-032 五配位金属錯体における配位子場分裂の分子歪みの効果 (香大院工) ○藤川　佳樹, 石井　知彦,

大熊　健允, 堤　勇旗, 常田　旦, 中野　百恵, 坂根　弦太, 小笠原　一禎, 足立　裕彦
1PF-033 Phosphorus Color Control by Use of the hybrid Langmuir-Blodgett films of Iridium Complexes and

Synthetic Saponite Deposited onto a Metal Substrate (Graduate School of Science and Engineering,

Ehime Univ.) ○Hisako Sato, Tatsuya Yamada, Ryotaro Ozaki

1PF-034 Tb配位高分子の連結配位子への置換基導入と発光機能評価 (北大院総化・北大院工・北大WPI-

ICReDD) ☆森明　竜馬, 北川　裕一, 伏見　公志, 長谷川　靖哉
1PF-035 弾性変形を示すハロゲン間相互作用型発光性白金(II)錯体結晶の創製 (北大院総化・金沢大ナノ

マリ研・北大院理) ○牧野　祐介, 重田　泰宏, 吉田　将己, 小林　厚志, 加藤　昌子
1PF-036 置換基を導入した白金(Ⅱ)錯体を用いた二量体・三量体の発光制御 (横市大院) ☆小林　奈那子,

服部　伸吾, 篠崎　一英
1PF-037 メソポーラス材料に担持した白金(II)錯体の蒸気応答性発光 (北大院総化・北大院理) ○恒成　高

弘, 松川　大輝, 吉田　将己, 小林　厚志, 佐藤　文菜, 野澤　俊介, 前川　佳史, 稲垣　伸二, 加藤
昌子

1PF-038 柔らかな骨格構造を持つ白金(II)二核錯体の分子集積化と圧力印加発光特性 (兵庫県立大院物質

理) ☆吉田　幸太, 小澤　芳樹, 田原　圭志朗, 森　泰蔵, 有賀　克彦, 阿部　正明
1PF-039 Surfactant-assisted synthesis of large Cu-BTC MOFs single crystals and the potential utilization as

photodetectors (Department of Chemistry, Hokkaido University) ○Yu Sun, Masaki Yoshida, Masako

Kato, Maximilian Amsler, Stefan Goedecker, Alessio Caravella

1PF-040 テトラキスキノリン部位を有する窒素八座配位子の金属イオンに対する蛍光応答 (奈良女子大院人

間文化・奈良女子大共生セ) ☆登坂　菜生, 櫻井　優衣, 松本　有正, 三方　裕司
1PF-041 インドリン環のπ共役を拡張した高分子ニトロスピロピランの合成と重金属イオンの光応答的吸着 (東

電機大院工) ☆谷　伊織, 鈴木　隆之
1PF-042 ガラス表面への高分子スピロピランの担持と光応答性評価 (東電機大院工) ○佐々木　悠斗, 鈴木

隆之
1PF-043 Sn-Cu多核メタロデンドリマーを用いた精密合金クラスターの合成と配合比制御 (東工大化生研) ☆

森合　達也, 塚本　孝政, 神戸　徹也, 今岡　享稔, 山元　公寿
1PF-044 お椀型金属フタロシアニンの自己集積化と特異な物性発現 (東大院工・理研) ☆鈴木　晴也, 宮島

大吾, 相田　卓三
1PF-045 気水界面での表面圧変化によってヘリシティーを制御できる両親媒性キラルsalen錯体の開発 (金沢

大院自然・金沢大WPI NanoLSI・物材機構・東大院新領域) ☆高橋　瑞歩, 野村　慶介, 酒田　陽子,

中西　和嘉, 森　泰蔵, 有賀　克彦, 秋根　茂久
1PF-046 脂質二重膜上への糖鎖集積のための金属錯体脂質を用いた人工ドメインの合成 (熊本大院自然・

九大院理・熊本大先端) ○姉川　由佳, 大谷　亮, 中村　政明, 大場　正昭, 速水　真也
1PF-047 光および熱応答性を示す一次元ロジウム(II)二核錯体の自己組織化と溶液特性 (九大院工・九大

CMS) ☆坂田　萌音, 小林　徹朗, 森川　全章, 君塚　信夫
1PF-048 分子性自己包摂型格子による三安定性原子価互変異性錯体の創成 (中大院理工・東北大金研) ☆

小西　龍之助, 高坂　亘, 宮坂　等, 中田　明伸, 張　浩徹
1PF-049 Synthesis of a Carboxylic Acid Molybdenum Complexes and Its Application for Hydrocracking of

Vacuum Residue (Dept. Chem. Eng., Sunchon Univ., KRICT) ○Minchul Chung, Seungmin Lee,

Byongmin Choi, Hongki Choi, Sunyoung Park, Chulwee Lee

1PF-050 鉄及び亜鉛錯体をモンモリロナイトに固定化した触媒を用いたベンゼンの酸化反応 (愛媛大院理

工) ○山口　修平, 山下　祐輝, 上本　雄大, 伊原　大二朗, 八尋　秀典


