
Day 1, 9/26 (Monday) 12:50-14:50, Poster Presentation 

 

Presentation Time 

Presenters of Odd (奇数番号): 12:50-13:50, Even Numbers (偶数番号): 13:50-14:50 

Poster Award Candidates (ポスター賞応募者): 12:50-14:50 

 

Room 2215 

 
1PA-01 架橋メチレン鎖をもつ bisNHC 配位子を導入した三重架橋硫黄 Pt2Rh 錯体と銀(I)イオンの

反応  
(阪市大院理, 阪公大院理) ◎籔根 夏希, 中島 洋, 西岡 孝訓 

1PA-02 Molecular Hybrids of Lacunary Polyoxomolybdates and Multidantate Organic Ligands  
(Dept. of Eng., The Univ. of Tokyo) 〇Atsuhiro Jimbo, Chifeng Li, Kosuke Suzuki, Kazuya 

Yamaguchi 

1PA-03 ジアルサトリプチセンの新規合成法の開発と金錯体による 1D ポリマーの合成  
(京工繊大院工芸) 〇稲葉 凌斗, 井本 裕顕, 中 建介 

1PA-04 リン原子の配位数変換に基づく構造変化可能な配位子と亜鉛テトラフェニルポルフィリン

の錯形成  
(学習院大理) ◎黒澤 貴祥, 諸藤 達也, 狩野 直和 

1PA-05 新規鉄(III)ヘテロレプティック錯体の合成と磁気特性  
(熊大院先端) 〇平 尭宏, 禅野 光, 関根 良博, 速水 真也 

1PA-06 Effect of Bulkiness of Metalloligands and Sulfide Sources on the Formation of Silver Sulfide 

Clusters Covered by S-donating Metalloligands  
(Grad. Sch. of Sci., Osaka Univ., Nat. Taiwan Normal Univ.) 〇Zi Lang GOO, Keisuke 

NOMURA, Nobuto YOSHINARI, Tatsuhiro KOJIMA, Takumi KONNO 

1PA-07 トリス(ピラゾリル)ボレート配位子を有する μ-スルフィド二核金属錯体の合成と性質  
(茨城大院理工, 茨城高専, 東工大化生研, 神奈川大院工) ◎大原 朋海, 吾郷 友宏, 田所 

駿, 小松﨑 秀人, 大内 彩花, 田中 裕也, 穐田 宗隆, 引地 史郎 

1PA-08 八核ペルオキソジフォスファトモリブデート の合成方法の最適化と錯形成反応  
(和歌山大システム工) 〇藏富 勇人, 橋本 正人 

1PA-09 ビス(ベンゾイミダゾール)配位亜鉛ジクロリド錯体を基盤とする多孔性水素結合ネットワ

ークの単結晶–単結晶相転移によるゲスト交換機能  
(弘前大院理) 〇山口 涼雅, 岡崎 雅明, 太田 俊 

1PA-10 ホスフィンカルボキサミドおよびホスフィンカルボチオアミドを配位子とした遷移金属錯

体の合成  
(阪市大院理, 阪公大院理) ◎岡林 賢仁, 松谷 崇生, 板崎 真澄, 森内 敏之 

1PA-11 トロポンを架橋配位子として有する Pd 三核サンドイッチ錯体の還元的二量化  
(東工大物質理工, 防衛大応化) 〇田口 芽里佳, 工藤 瑛士, 米田 壮汰, 青野 瑞生, 山本 

浩二, 重田 翼, 村橋 哲郎 

1PA-12 クロモニルヒドラゾンを含む PdII錯体におけるメタノールの付加反応  
(岡山大院自然, 岡山大自然生命科学研究支援セ, 岡山大基礎研) 〇今井 弥江, 亀井 朝日, 

砂月 幸成, 鈴木 孝義 

1PA-13 デンドリマー型精密集積錯体による Ga/Pt 合金サブナノ粒子の合成と触媒機能開拓  
(東工大化生研, JST ERATO, JST PRESTO) ◎内山 真理子, 神戸 徹也, 李 美佳, 塚本 孝

政, 今岡 享稔, 山元 公寿  
1PA-14 EDTA 型アミド配位子を有した希土類錯体の合成  

(阪市大院理, 阪公大院理) 〇谷 勇輝, 三枝 栄子, 三宅 弘之, 篠田 哲史 



1PA-15 簡素な Diamine 化合物から誘導される N2O4 型配位子を用いた Zn(II)-La(III)異種多核錯体

の合成と分光学的性質  
(佐賀大院理工, 佐賀大理工) 〇重松 可菜, 米田 宏, 鯉川 雅之, 山田 泰教 

1PA-16 ルテニウム三核錯体から成る水素結合型ハニカムネットワークの構造制御と磁気特性   
(兵庫県立大院理) ◎池田 祥貴, 高村 一輝, 小澤 芳樹, 田原 圭志朗, 山口 明, 山根 悠, 

住山 昭彦, 阿部 正明 

 

Room 2216 
 

1PA-17 トリメタリン酸をヘテロ原子団とするペルオキソモリブデートの反応溶液内での錯形成挙

動  
(和歌山大院システム工) 〇水野 雄樹, 橋本 正人 

1PA-18 Unsymmetric Multidentate Azine-Based Ligands Coordinated to Series of First Transition 

Metal(II) Ions  
(Grad. Sch. of Natural Sci. and Tech., Okayama Univ., Adv. Sci. Res. Center, Okayama Univ., 

RIIS, Okayama Univ.) 〇Kennedy Mawunya HAYIBOR, Yukinari SUNATSUKI, Takayoshi 

SUZUKI  

1PA-19 [2.2]パラシクロファン配位子を有する Pd-Pt 異種混合ナノクラスターの合成  
(東工大物質理工, 防衛大応化, 京大 iCeMS) ◎片岡 駿一, 山本 浩二, 重田 翼, 榊 茂好, 

村橋 哲郎 

1PA-20 キラル補助剤を用いた五配位オキソバナジウム(V)錯体の金属中心キラリティの精密制御  
(東大院理) 〇日野 綾子, 長田 浩一, 宇部 仁士, 塩谷 光彦 

1PA-21 イミダゾール基を含む四脚型 Schiff 塩基を配位子とする NiII 及び CuII 錯体の合成と構造解

析  
(岡山大院自然, 岡山大自然生命科学研究支援セ, 岡山大基礎研 ) 〇池浦 更紗, 田澤 俊

志, 砂月 幸成, 鈴木 孝義 

1PA-22 キラルなトリ(アミドアームド)TACN 配位子とランタノイド錯体の合成  
(阪公大院理) ◎渡瀨 瑠奈, 三枝 栄子, 篠田 哲史, 三宅 弘之 

1PA-23 トロポロンを配位子とするシクロメタレート白金(II)錯体の合成と発光特性  
(埼大院理工, 日本女子大理, 埼大分セ) 〇中村 光国, 大野 桂史, 永澤 明, 藤原 隆司 

1PA-24 13 族金属を含む両親媒性フタロシアニンの合成と光化学的性質  
(新潟大院自然) 〇山田 拓海, 佐藤 敬一 

1PA-25 Multiple-stimulus responsiveness of NHC-protected carbon-centered hexagold(I) cluster  
(Grad. Sch. of Sci., Dept. of Chem., The Univ. of Tokyo) ◎Leonardo Hayato TAKESHIGE, 

Xiao-Li PEI, Hitoshi UBE, Zhen LEI, Mitsuhiko SHIONOYA 

1PA-26 An Attempted Synthesis of Nickel(II) Schiff Base Complex with 4-Aminoquinoline Scaffold 

via Williamson Ether Synthesis as Potential Antimalarial Agent  
(Gifu Univ., Nat. Univ. of Malaysia (UKM)) 〇Nur Aqilah Zahirah Norazmi, Nurul Huda Abd 

Karim, Nurul Izzaty Hassan, Masahiro Ebihara 

1PA-27 ベンジリデンアニリン誘導体を配位子とする発光性白金(II)錯体の合成と分子運動性  
(金沢大ナノマテリアル研) 〇重田 泰宏, 水野 元博 

1PA-28 2-アミノエタンチオレートを持つ IrIII
2MI

3五核錯体 (M = Cu, Ag, Au)の合成、構造、および

発光特性  
(阪大院理, 国立台湾師範大) ◎餌取 真緒, 吉成 信人, 今野 巧  

1PA-29 四座フェナントロリン誘導体を配位子とする Ag/Zn 錯体の光励起状態を利用した Eu 発光

増幅  
(青山学院大理工) 〇吉田 雄斗, 大曲 仁美, 長谷川 美貴 

  



1PA-30 螺旋型白金(II)錯体の合成とキラル光学特性  
(日大院生産工, 日大生産工) ◎渡邉 伸安, 池下 雅広, 津野 孝 

1PA-31 テトラチアゾール型フォトクロミック配位子およびその CuII錯体の合成と光応答  
(奈良先端大) 〇野澤 真佑子, 山田 美穂子, 河合 壯 

1PA-32 ランタニド(III)-二脚型シッフ塩基錯体の発光特性調査                      
(東北大院環境, 山口大院創成科学) ◎小松 真子, 益子 直己, 中村 理香, 鈴木 敦子, 壹岐 

伸彦 

 

Room 2201 
 

1PA-33 光機能性をもつ水素結合型分子スクエアの合成と性質  
(東理大理) 〇土方 岳哉, 小林 文也, 田所 誠 

1PA-34 三脚型シッフ塩基配位子を用いた単核・二核・異核ランタニド錯体の発光特性調査  
(東北大院環境科学) ◎宮崎 春佳, 唐島田 龍之介, 壹岐 伸彦 

1PA-35 BINAM を有するシッフ塩基型環状化合物の合成とその金属認識  
(東電大院工) 〇蓮実 優里奈, 井上 航, 宮坂 誠 

1PA-36 配位子の電子的効果に基づく多孔性白金(II)錯体結晶の安定性制御と発光特性  
(北大院総化, 関学大院生命環境) ◎望月 尊生, 吉田 将己, 小林 厚志, 加藤 昌子 

1PA-37 光触媒サイトを組み込んだ Zr クラスター含有型有機金属ケージ化合物の合成  
(阪大院工, JST さきがけ) 〇北田 大樹, 嵯峨 裕, 近藤 美欧, 正岡 重行 

1PA-38 1,4,7,10-テトラアザシクロドデカン骨格を有するキラルな新規テルビウム錯体の合成およ

び発光特性  
(近畿大院総理工) ◎松井 久宜, 菅 俊亮, 中井 英隆 

1PA-39 エチルシアノアクリレート部位を持つキノリン誘導体のチオール付加に対する錯形成の効

果およびその蛍光特性  
(東邦大院理, 東邦大理) 〇中村 なつみ, 澤江 菜月, 加知 千裕 

1PA-40 非対称な多座配位子を用いた可視励起型希土類錯体の構造と発光  
(青山学院大理工) ◎荻原 佑斗, 大曲 仁美, 長谷川 美貴 

1PA-41 NAD+モデル配位子を有する Ru(II)錯体の性質と光化学反応性  
(富山大院理工) 〇柴原 一綺, 柘植 清志, 大津 英揮 

1PA-42 Novel Crystal Structure through Exploration of the Calcium-C60 Binary Phase Field  
(Dept. of Mat. Sci., Grad. Sch. of Eng., Osaka Metropolitan Univ.) 〇Mizuki SUZUKI, 

Keisuke MATSUI, Naoya YOSHIKANE, Kosmas PRASSIDES 

1PA-43 Magnetic properties of polynuclear Cu(II) complexes containing pyrazole-3,5-dicarboxylate  
(Mat. Chem. Res. Center, Fac. of Sci., Khon Kaen Univ., Res. Center for Thermal and 

Entropic Sci., Grad. Sch. of Sci., Osaka Univ.) 〇Fatima Klongdee, Motohiro Nakano, Yuto 

Sasada, Sujittra Youngme, Jaursup Boonmak 

1PA-44 オキソ配位子により架橋されたロジウム-金多核錯体の合成とオキソ配位子上の金属イオ

ンの選択的な置換反応  
(阪大院基礎工, 阪大院薬) ◎森 裕樹, 森 春菜, 劒 隼人, 真島 和志 

1PA-45 カウンターアニオンの変化に伴うキラル SCO 錯体の物性制御  
(熊大院先端) 〇鈴東 歩夢, 関根 良博, 速水 真也  

1PA-46 Novel Tetranuclear Structure and Magneto-chemical Characterization of a Pyrophosphate-

bridged Nickel(II) Complex  
(Basis of Tech. Unit, Polytechnic Univ. of Japan, Sch. of Sci. and Eng., Tokyo Denki Univ.) 

〇Yuji Miyazato, Shin Nakazawa, Kazuki Sugiura 

  



1PA-47 動的な置換基を有するコバルト二価錯体の合成と磁気特性評価  
(城西大院理) 〇泉山 直輝, 仲谷 学 

1PA-48 Research on sub-terahertz absorption and low-frequency Raman scattering  in 

thiocyanido-bridged FeII-HgII networks  
(The Univ. of Tokyo) ◎Guanping Li, Olaf Stefanczyk, Kunal Kumar, Koji Nakabayashi, Shin-

ichi Ohkoshi 

 

Room 2202 
 

1PA-49 パドルホイール型ルテニウム二核錯体に導入された多環芳香族炭化水素によるフロンティ

ア軌道制御に関する理論研究  
(阪大院基礎工, 島根大院自然科, 台北科技大, 阪大 CSRN, 阪大 QIQB, 阪大 RCSEC, 阪

大 ICS) 〇佐々木 啓介, 甘水 君佳, 片岡 祐介, 陳 秀慧, 許 益瑞, 岸 亮平, 北河 康隆 

1PA-50 PS3型三脚型四座配位子を有するパラジウム(0)錯体の合成と反応性  
(群馬大院理工) 〇武田 亘弘, 中村 亮太, 海野 雅史 

1PA-51 ノンイノセント配位子を有するシクロメタレートイリジウム(III)錯体の合成と酸化還元挙

動  
(埼大院理工, 埼大分セ) 〇金子 尚史, 永澤 明, 藤原 隆司 

1PA-52 N2 を架橋配位子に持つオキソアセタト架橋ルテニウム三核錯体二量体の電解 IR スペクト

ル  
(早大院理工) 〇山口 正, 石川 碧莉, 玉手 萌衣, 華 逸東, 岩崎 元気 

1PA-53 一酸化窒素ドナーを指向したジアミド型コバルト錯体の合成と性質  
(名工大院工, 愛工大工) ◎鬼頭 直子, 山口 瑛名, 和佐田 祐子, 増田 秀樹, 猪股 智彦, 

小澤 智宏 

1PA-54 イミドおよび環状アミドを配位子とする新規モリブデン錯体の合成  
(東京農工大院工) 〇川見 郁大、平野 雅文 

1PA-55 SiS3型三脚型四座配位子を有する新規反応活性ルテニウム錯体の合成とその反応性  
(群馬大院理工) 〇井ノ口 大翔, 坂本 祥一, 武田 亘弘, 海野 雅史 

1PA-56 ビス(tert-ブチルイミド)(1,2-ジメトキシエタン)モリブデンジクロリド錯体における動的挙

動の研究  
(東京農工大院工) 〇大和田 敬範, 平野 雅文 

1PA-57 ビスフェニルアミド-ビピリジン錯体の中心金属種(Ni,Cu)における電気化学的水素生成反

応の挙動  
(名工大院工, 愛知工大) 〇原 善邦, 猪股 智彦, 増田 秀樹, 小澤 智宏 

1PA-58 かさ高い Cp 配位子を有するキュバン型[Mo3S4M]錯体 (M = Fe, Co, Ni) の CO 配位挙動  
(名大院理・名大物国セ, コロンボ大院化, 京大化研) ◎松岡 優音, 坂井 優太, 唯 美津木, 

W. M. C. Sameera, 谷藤 一樹, 大木 靖弘 

1PA-59 NHC/ピリジル 4 座キレート配位子を有する金属錯体の合成と性質  
(神奈川大工) 〇小花 咲季, 北原 美彩, 鈴木 伶奈, 岡村 将也, 引地 史郎 

1PA-60 3 種金属混合型 5 核錯体の合成と酸化還元挙動  
(阪大院工, 分子研, 総研大, JST さきがけ) 〇坂本 雅也, 友田 美紗, 森井 佑真, 嵯峨 裕, 

近藤 美欧, 正岡 重行  
1PA-61 ビス(2-ピリジルメチル)エーテルを有するコバルトおよび鉄錯体の合成と性質  

(上智大理工) 〇鳥羽 諒, 三澤 智世, 長尾 宏隆 

1PA-62 二核ルテニウム錯体を用いた段階的な亜硫酸イオンの還元  
(長崎大院工) 〇山田 基貴, 有川 康弘, 堀内 新之介, 作田 絵里, 馬越 啓介  

  



1PA-63 SiS3 型三脚型四座配位子を有する新規ロジウム錯体の合成とヒドロシリル化反応触媒への

応用  
(群馬大院理工) ◎田中 楓葵, 瀧澤 かなた, 藤川 雄介, 武田 亘弘, 海野 雅史 

1PA-64 Photocatalytic CO2 Reduction to Formate Promoted by the Pentamethylcyclopentadienyl 

Rhodium Catalyst  
(Dept. Chem., Kyushu Univ. ) 〇Dongseb LEE, Yuto SAKAGUCHI, Kosei YAMAUCHI, Ken 

SAKAI 

 

Room 2203 
 

1PA-65 ルテニウムインジウム錯体 fac-[Ru(NCMe)3(CO)2(InCl3)] と二座ホスフィン配位子の錯形

成挙動およびその触媒活性  
(阪公大院理, 阪市大院理) 〇木谷 菜摘, 岡林 賢仁, 板崎 真澄, 森内 敏之 

1PA-66 Chemical and Electrochemical Synthesis of Bis(diimino)palladium Nanosheet as 

Electrocatalysts for Hydrogen Evolution Reaction  
(Res. Inst. for Sci. and Tech., Tokyo Univ. of Sci., Grad. Sch. of Sci., The Univ. of Tokyo) 〇

Sayoko Nagashima, Mayumi Fujino, Eunice J H Phua, Hiroaki Maeda, Hiroshi Nishihara 

1PA-67 気体/ゲル界面を用いた metal-organic framework ナノシートの合成:ゲルの粘度がナノシー

ト形成に与える影響  
(阪公大院工) ◎松村 菜沙, 牧浦 理恵 

1PA-68 ヘキサアザフェナレン系細孔性ネットワーク錯体に包接された医薬品分子のホスト-ゲス

ト相互作用の評価  
(東工大理) 〇祝 伊穎, 和田 雄貴, Usov M Pavel, 河野 正規 

1PA-69 アミン溶媒を用いた一次元 Cd(II)配位高分子の合成と物性の評価  
(関学大院理工, 阪大院工) 〇中谷 侑華, 橋本 妃央, 秋吉 亮平, 佐伯 昭紀, 小笠原 一禎 

1PA-70 異種スピンクロスオーバー錯体を用いた面選択的結晶化によるブロック型共結晶の構築  
(東工大物質, 東工大化生研) ◎土屋 雅弘, 福井 智也, 福島 孝典 

1PA-71 ヨウ化銅(I)とナフチリジン誘導体からなる配位高分子の合成と物性評価            
(近畿大理工, 近畿大理工総研) 〇田中 啓裕, 西山 智貴, 前川 雅彦, 黒田 孝義, 大久保 

貴志 

1PA-72 ヒ素を含む有機配位子を用いた柔軟な金属有機構造体  
(京工繊大院工芸, 阪大院工) 〇菊池 一槙, 施 宏居, 岡 弘樹, 藤内 謙光, 井本 裕顕, 中 

建介 

1PA-73 頂点に配位サイトを有する有機ケージ分子の合成と錯形成反応  
(筑波大院数物) ◎伊藤 大輝, 三原 のぞみ, 志賀 拓也, 二瓶 雅之 

1PA-74 嵩高いペンタメチルシクロペンタジエニル基を有するケージ型ナノポーラス金属錯体の合

成と物性  
(名大院工) 〇黒野 巧己, 日下 心平, 井口 弘章, 松田 亮太郎 

1PA-75 アクア錯体の pyrazineによる配位子置換反応を利用したコアシェル構造構築手法の検討と

物性評価  
(東邦大院理, 電機大院理工) 〇新井 駿祐, 小曽根 崇, 赤星 大介, 北澤 孝史  

1PA-76 Direct synthesis and characterization of endohedral zinc(II) hemicryptophane complex  
(Dept. of Eng., Osaka Metropolitan Univ. , Dept. of Chem., Osaka Dental Univ.) ◎Yuya 

Akagi, Yoshimasa Makita, Akihiro Nomoto, Shin-ichi Fujiwara, Akiya Ogawa  
1PA-77 Synthesis of a series of one-dimensional coordination polymers with paddlewheel Cu(II) 

dimers for carbon dioxide capture  
(Grad. Sch. of Environ. Sci., Hokkaido Univ., Fac. of Environ. Earth Sci., Hokkaido Univ., 

Res. Inst. for Electronic Sci., Hokkaido Univ.) 〇Sihao Xing, Xin Zheng, Kiyonori Takahashi, 

Takayoshi Nakamura, Shin-ichiro Noro 



1PA-78 分子性ナノ結晶細孔に安定化されたイオンハイドレートの超プロトン伝導特性  
(東理大理) 〇末安 啓悟, 小林 文也, 田所 誠 

1PA-79 硫酸イオン架橋による多孔性分子導体骨格の高次元化及びその堅牢性と電気伝導性の評価  
(東北大院理, 名大院工) ◎平川 海斗, 瞿 李元, 小山 翔平, 内田 海路, 高石 慎也, 坂本 

良太, 井口 弘章 

1PA-80 拡張型プロペラ配位子を有する有機金属分子ギアの合成  
(奈良先端大物質創成, ポールサバティエ大) 〇史 夢華, 尾本 賢一郎, Gwénaël REPANNE 
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1PA-81 γ-シクロデキストリンに包摂された銅錯体の構造とその物性について  
(福岡大理, 茨城高専) 〇高濱 陸矢, 濱口 智彦, 佐藤 稔, 石川 立太, 川田 知 

1PA-82 一次元らせんペロブスカイト単結晶の光電気化学特性  
(帝京科大生命環境, 筑波大院数物) ◎曽根 涼平, 志賀 拓也, 二瓶 雅之, 石井 あゆみ 

1PA-83 マレイミド部位を有するカゴメ型ナノポーラス金属錯体の合成と性質  
(名大院工) 〇米津 章, 日下 心平, 井口 弘章, 松田 亮太郎 

1PA-84 分子性ナノ細孔を利用した電解質水溶液の直流イオン伝導性  
(東理大理) 〇大澤 彩乃, 小林 文也, 田所 誠 

1PA-85 巨大細孔を有する細孔性ネットワーク錯体に包接された中分子医薬品の構造解析  
(東工大理) ◎田上 優, 和田 雄貴, Usov M Pavel, 河野 正規 

1PA-86 水素結合型白金二価錯体の合成と発光特性  
(城西大院理) 〇藤井 駿, 仲谷 学 

1PA-87 ΔΛ キラリティを有する配位不飽和な 5 配位イリジウム錯体の合成とその反応性  
(北里大理, 愛媛大院理工, 日大文理) 〇瀧本 和誉, 渡邉 裕, 吉田 純, 弓削 秀隆, 佐藤 

久子 

1PA-88 フッ素修飾された内部空間をもつ中空型ポリ酸{Mo132}の特性評価  
(北大院環境, 北大地球環境) ◎村田 千夏, 七分 勇勝, 小西 克明 

1PA-89 ダブルラリアート型 Ni(II) 錯体を連結した 2-D 配位高分子結晶に閉じ込められた水クラス

ターのプロトン伝導性  
(東理大理) 〇土屋 翔子, 小林 文也, 田所 誠 

1PB-01 細孔性結晶中に形成される水分子のクラスター構造の観察  
(長崎大院工, 東大院総合文化) ◎小倉 祥太, 堀内 新之介, 作田 絵里, 有川 康弘, 馬越 

啓介 

1PB-02 The ligand field in low-crystallinity metal-organic frameworks investigated by soft X-ray core-

level absorption spectroscopy  
(ISSP, The Univ. of Tokyo, JASRI, Dept. of Chem., Grad. Sch. of Sci., Kyushu Univ., IMR, 

Tohoku Univ., Dep. of Chem., Grad. Sch. of Sci., Tohoku Univ., SR Center, Ritsumeikan 

Univ., SAGA-LS, ADSM, Hiroshima Univ., Grad. Sch. of Mater. Sci., Univ. of Hyogo) 〇Kohei 

Yamagami, Haruka Yoshino, Hirona Yamagishi, Hiroyuki Setoyama, Arata Tanaka, Ryo 

Ohtani, Masaaki Ohba, Hiroki Wadati 

1PB-03 ハロゲン配位子を用いた Ag を基盤元素とする新規超原子分子の合成と評価  
(東理大院理, 北大院理) ◎宮嶋 小百合, 池田 彩華, Sakiat HOSSAIN, 新堀 佳紀, 川脇 

徳久, 岩佐 豪, 武次 徹也, 根岸 雄一 

1PB-04 ルテニウムビピリジンカルボニルダイマーの近赤外吸収  
(関西大院理工, 横浜市大生命ナノ) 〇三宅 佑弥, 富原 大貴, 山下 晃一, 石田 斉 

  



1PB-05 Experimental and Theoretical Investigation of Singly and Doubly Reduced Uranyl(VI) 

Complexes with Redox-active Ligands  
(Lab. for Zero-Carbon Energy, Tokyo Inst. of Tech., Inst. of Resource Ecology, Helmholtz-

Zentrum Dresden-Rossendorf) ◎ Tomoyuki TAKEYAMA, Satoru TSUSHIMA, Koichiro 

TAKAO 

1PB-06 フェノキシルラジカルが配位したコバルト(II), 銅(I)錯体の性質  
(茨城大院理工) 〇島 悠人, 鈴木 崇, 島崎 優一 

1PB-07 ab initio structural investigation of C60/PAH co-adducts – new structures from powder 

diffraction data  
(Dept. of Mat. Sci., Osaka Metropolitan Univ.) ◎Akane Matsumoto, Naoya Yoshikane, 

Kosmas Prassides 
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1PB-08 発光性 Tb(III)錯体における分子内エネルギー移動機構とその温度依存性の解明  
(九大院理, 北大院工, 北大 WPI-ICReDD) ◎五反田 基彰, 宮崎 栞, 宮田 潔志, 北川 裕

一, 長谷川 靖哉, 恩田 健 

1PB-09 ねじれ構造を有する cis-ビス(イミノメチルインドール)白金(II)錯体の合成及び分子構造と

光物性制御  
(阪大院基礎工) 〇後藤 咲良, 川守田 創一郎, 直田 健 

1PB-10 ハロゲン修飾フェニルピリジンを有する発光性 Pt(II)錯体の合成と外部刺激応答性  
(金沢大院自然, 金沢大ナノマリ) ◎野本 竜矢, 重田 泰宏, 栗原 拓也, 雨森 翔悟, 井田 

朋智, 水野 元博 

1PB-11 Structural control of Prussian blue analogues by alkali metal substitution  
(Dept. of Mat. Sci., Osaka Metropolitan Univ.) ◎Marina Nishiura, Tomoaki Fushimi, Naoya 

Yoshikane, Kosmas Prassides 

1PB-12 常磁性テルピリジン配位子を用いた 3d 遷移金属錯体における分子内磁気的相互作用の調

査  
(東理大院理) 〇南雲 陽太, 辻原佑一朗, 横田 稜, 金友 拓哉, 榎本 真哉 

1PB-13 新規シアノ架橋 CoFe 二核錯体の合成と磁気的性質  
(熊大院先端) ◎福島 陸, 関根 良博, 速水 真也 

1PB-14 ピラゾールで架橋された Ir-M (M = Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn)ヘテロ二核錯体のフロンティア

軌道に関する理論研究  
(阪大院基礎工, 阪大 QIQB, 阪大 RCSEC, 阪大 ICS, 阪大 CSRN) 〇林 優太, 甘水 君佳, 

上村 泰五, 長 奎吾, 徳山 和明, 佐々木 啓介, 津田 雅大, 岸 亮平, 北河 康隆 

1PB-15 常磁性トランス架橋型異種金属一次元鎖錯体の合成と構造および諸物性  
(岐阜大院工, 岐阜大工) ◎高森 敦志, 植村 一広 

1PB-16 2 次元層状鉄混合原子価錯体における圧力誘起磁気ヒステリシスと異方的構造変化の相関  
(東理大院理, JASRI) ◎谷合 亮祐, 遠藤 翼, 野村 響佑, 金友 拓哉, 榎本 真哉, 河口 沙

織, 門林 宏和 

1PC-01 カルコゲンを配位子末端に有する Hoveyda-Grubbs 型錯体の反応性制御  
(奈良先端大物質創成) ◎衣川 翼, 廣田 俊, 松尾 貴史 

1PC-02 可視光に応答する Z-スキーム型光触媒システムの構築とアリールボロンエステル合成への

応用  
(九大院工, 阪大産研) ◎佐々木 海斗, 七條 慶太, 藤塚 守, 嶌越 恒  

1PC-03 フェロセニウム/フェロセン型電子伝達体の相間移動により駆動する光触媒反応  
(中大理工, 京大院工) ◎板垣 廉, 中田 明伸, 阿部 竜, 張 浩徹 

  



1PC-04 二酸化炭素ガス及びベンズイミダゾリン類を用いたアルケンの可視光駆動型 3 成分アシル

カルボキシ化反応の開発  
(阪大院工, JST さきがけ) 〇渡部 太登, 嵯峨 裕, 近藤 美欧, 正岡 重行 

1PC-05 電気化学条件下における銅ポルフィリン錯体の CO2還元能  
(阪大院工, JST さきがけ) 〇鹿島 日菜, 小杉 健斗, 嵯峨 裕, 近藤 美欧, 正岡 重行 

1PC-06 電子アクセプターとしてフェノール部位を有するルテニウム錯体触媒による水の酸化反応

の機構解明  
(立教大院理, 阪公大人工光合成セ) 〇髙部 里彩, 熊谷 優吾, 中薗 孝志, 和田 亨 

1PC-07 ベシクル複合化による疎水性 Ru 色素増感光触媒の高活性化  
(北大院総化, 北大院理) 〇東田 優祐, 吉田 将己, 小林 厚志 
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1PC-08 光化学的二酸化炭素還元及びギ酸脱水素化を触媒するコバルト五核錯体の開発  
(阪大院工, JST さきがけ) 〇赤井 拓哉, 嵯峨 裕, 近藤 美欧, 正岡 重行 

1PC-09 C(sp3)-H 結合への電気化学的 CO2挿入反応の開発  
(阪大院工, JST さきがけ) 〇小林 利通, 嵯峨 裕, 近藤 美欧, 正岡 重行 

1PC-10 Ru(bpy)3と Ru(OH2)を有する二核ルテニウム錯体の合成とその酸化還元反応  
(立教大院理, 阪公大人工光合成セ) 〇多治見 朋恵, 森田 悠斗, 中薗 孝志, 和田 亨 

1PC-11 アントリル基を有するレニウム錯体による光化学的二酸化炭素還元反応  
(立教大院理, 阪公大人工光合成セ, 東工大理) 〇瀧本 翔, 櫻井 翔太, 中薗 孝志, 玉置 悠

祐, 石谷 治, 和田 亨 

1PC-12 Co-NHC 錯体を触媒とする光化学的二酸化炭素還元反応                     
(九大理化) 〇前田 晃志, 山内 幸正, 酒井 健 

1PC-13 Theoretical Study of Direct Synthesis of H2O2 via a RhIII Complex in Aqueous Solution  
(Inst. for Mat. Chem. and Eng., Kyushu Univ., Center for Small Molecule Energy, Kyushu 

Univ.) 〇Reynaldo Antonius Putra, Kazunari Yoshizawa, Seiji Ogo, Yoshihito Shiota 

1PD-01 構造欠陥を有する Hf-MOF による可視光照射下での過酸化水素生成反応  
(阪大院工, JST さきがけ) ◎本田 虎太郎, 近藤 吉史, 桑原 泰隆, 森 浩亮, 山下 弘巳 

1PD-02 ジチオレートを脱離基とするヒ素前駆体を用いた AB2型ヒ素配位子の合成法の開発  
(京工繊大院工芸) ◎隅田 滉史, 井本 裕顕, 中 建介 

1PD-03 亜ホスフィン酸部位を含む NNP-ルテニウム錯体の合成と触媒的水素化への応用  
(奈良女大理) ◎狩田 帆乃夏, 片岡 靖隆, 浦 康之 

1PD-04 電子供与性ジアミド配位子を導入した低原子価コバルト錯体による分子内 C-H結合活性化

および修飾反応  
(阪大院理) ◎小林 翠穂, 畑中 翼, 舩橋 靖博 

1PD-05 3 位にカルボニル基を有する金属クロロフィル誘導体の固体状態での光物性  
(龍谷大先端理工) ◎長岡 優希, 宮武 智弘  

1PD-06 Ti-chloride/Mg システムを用いた芳香族ニトリルの触媒的環化三量化反応  
(弘前大院理工, 弘前大理工, 長岡技術科学大院工) ◎齊藤 慧一郎, 及川 香梨, 戸田 智之, 

岡崎 雅明, 太田 俊 

1PD-07 N-アリールリンカーを有する PCP ピンサーIr 錯体の合成と触媒応用  
(名大院工) ◎宇野 直人, 中野 遼, 山下 誠 

1PD-08 Al ベース MOF が示す構造変換におけるキーファクターの解明  
(甲南大院) ◎田中 進太郎, 髙嶋 洋平, 鶴岡 孝章, 赤松 謙祐 

1PD-09 イミノホスホナミド配位子により安定化されたカチオン性シリレンの合成と配位化学  
(埼玉大院理工) ◎中谷 一貴, 石井 昭彦, 中田 憲男 



1PD-10 アミドを配向基とするパラジウム触媒を用いた α-アミノ酸の β 位 C(sp3)–H アセトキシ化

反応  
(阪公大院理) ◎松村 篤志, 臼杵 克之助, 佐藤 哲也 
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1PD-11 オキソバナジウム触媒を用いた二酸化炭素活性化による対称尿素誘導体の合成  
(阪市大院理, 阪公大院理) 〇松谷 崇生, 青山 航太朗, 森内 敏之 

1PD-12 アントラキノジメタン架橋テトラピリジル配位子の配位挙動  
(中大院理工) ◎五月女 裕太, 岩本 貴寛, 石井 洋一 

1PD-13 シリレン架橋 Pd6 核および Pd4 核クラスターにおける配位子交換反応  
(東大院工, 東大生研, JST さきがけ) 〇三友 大河, 砂田 祐輔 

1PD-14 水車型ルテニウム二核 (II,II) 錯体を用いた後置的な分子修飾による共有結合性錯体格子の

開発  
(東北大院理, 東北大金研) ◎伊藤 千紗, 芳野 遼, 高坂 亘, 大谷 優介, 久保 百司, 今野 

豊彦, 宮坂 等 

1PD-15 シライミンが架橋配位したルテニウム二核錯体とルイス酸の反応  
(弘前大院理工) 〇鑓水 祐輔, 太田 俊, 岡﨑 雅明 

1PD-16 有機ジルコニウム錯体によるベンゼンからフェノールへの光駆動空気酸化  
(九大院工, 九大 I2CNER) 〇三瀬 周平, 鮫島 皓, 西川 諒, 小江 誠司, 松本 崇弘 

1PD-17 ピンサー型カルボジホスホラン-白金錯体によるアルキンのヒドロシリル化に及ぼす共存

配位子の影響と銀イオンによる加速効果  
(広島大院先進理工, 広島大院理) 〇丸山 真依, 久保 和幸, 井出 裕徳, 興津 寛幸, 久米 

晶子, Shang Rong, 水田 勉 

1PE-01 Reconstitution of heme acquisition protein from Acinetobacter baumannii with synthetic 

metal complexes  
(Dept. of Chem., Grad. Sch. of Sci., Nagoya Univ.) ◎Quoc Viet NGUYEN, Shinya 

ARIYASU, Yuichiro AIBA, Osami SHOJI 

1PE-02 水溶性電子貯蔵触媒を用いた水素によるハロゲン化ベンジルおよびハロゲン化アリルの還

元的 C(sp3)-C(sp3)ホモカップリング反応の開発  
(九大院工, I2CNER, sMol) ◎島内 大輝, 二口 彩香, 宮澤 圭史, 谷田部 剛史, 小江 誠司 

1PE-03 人工フォトレドックス生体触媒の開発をめざしたタンパク質・オリゴペプチドへの Ru 錯

体の修飾  
(阪大院工) ◎加納 龍成, 大洞 光司, 林 高史 

1PE-04 がん治療光増感剤としてのプロトポルフィリン IX 結合(カタラーゼ‐アルブミン)クラスタ

ーの合成  
(中央大院理工) ◎山田 大雅, 勝見 真帆, 小松 晃之  

1PE-05 p-Cresol-2,6-Bis(dpa4-X) Amide-Tether 配位子の二核銅(II)錯体の還元的酸素活性化による

DNA 二重鎖切断と細胞毒性の活性制御  
(同志社大院理工) ◎上野 ジン, 畑 真知, 人見 穣, 小寺 政人 

1PE-06 可逆的酸素化能を有する二核鉄(III)ペルオキソ錯体による外部基質の酸化  
(金沢大院自然) ◎笠原 渓介, 古舘 英樹, 秋根 茂久, 酒田 陽子, 藤波 修平, 鈴木 正樹 

1PE-07 仮性結核菌におけるヘムの分解  
(山口大院創成科学) 〇大庭 浩平, 平野 智子, 小崎 紳一 

1PE-08 好熱性藍藻類 Thermoleptolyngbya sp. O-77 から単離したメソビリベルジンを有する IrCp*

錯体の合成  
(九大院工, I2CNER, sMol) 〇山田 果歩, 谷田部 剛史, 尹 基石, 小江 誠司 

1PE-09 水溶性 Hoveyda-Grubbs 型錯体を用いた生体分子上へのルテニウム錯体移動反応  
(奈良先端大物質創成) 〇岡田 明日輝, 廣田 俊, 松尾 貴史 
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1PE-10 Surface-enhanced infrared absorption spectroscopy of cytochrome c-dependent nitric oxide 

reductase in a bilayer lipid membrane under electrocatalytic conditions  
(Fac. of Environ. Earth Sci., Hokkaido Univ., Grad. Sch. of Environ. Sci., Hokkaido Univ., 

RIKEN SPring-8 Center) 〇Masaru Kato, Masatoshi Iwafuji, Narumi Yoshida, Takehiko 

Tosha, Ichizo Yagi 

1PE-11 ヘムタンパク質六量体によって架橋されたハイドロゲルの力学物性における変異導入の影

響  
(阪大院工) 〇日高 由梨, 影山 和希, 大洞 光司, 林 高史 

1PF-01 高容量・高速充放電可能な Fe-Mn プルシアンブルー類似体とカーボンナノチューブからな

るバインダーフリー正極  
(山形大院理工) ◎寺島 僚, 朝比奈 悠太, 石崎 学, 栗原  正人 

1PF-02 芳香環ケージによる嵩高い有機色素分子の捕捉と色調変化  
(東工大化生研) ◎上田 真祐子, 岸田 夏月, カッティ ロレンツォ, 吉沢 道人 

1PF-03 ポルフィリン-Yb(III)四核ケージ状錯体の光増感発光  
(北大院総化, 北大院工, WPI-ICReDD) ◎細谷 祥太, 庄司 淳, 伏見 公志, 北川 裕一, 長

谷川 靖哉 

1PF-04 MOF を用いた脂肪酸メチルエステルの高精度分離法の開発  
(東大院工) ◎鳥本 明大, 細野 暢彦, 植村 卓史 

1PF-05 Reduction-induced cesium ion capture with polyoxometalate encapsulated metal–organic 

frameworks  
(Grad. Sch. of Arts and Sci., The Univ. of Tokyo) ◎Cocoro A. Nagasaka, Naoki Ogiwara, 

Sayaka Uchida 

1PF-06 水溶性金属-有機多面体を用いた汎用的な酵素固定化  
(九大院理) ◎南 良友, ルウェ バンジャマン, 大場 正昭  

1PF-07 酸化還元状態を制御したプルシアンブルー薄膜の電気伝導相スイッチング  
(山形大院理工) ◎丸山 秀斗, 石﨑 学, 栗原 正人 

1PF-08 アルミニウム塩を包接した配位高分子におけるゲスト誘起超イオン伝導性  
(東理大院理) ◎中島 涼, 貞清 正彰  

1PF-09 単分子トランジスタ設計指針構築に向けたパドルホイール型二核錯体の単分子電気伝導性

に関する理論研究  
(阪大院基礎工, 阪大QIQB, 阪大RCSEC, 阪大 ICS, 阪大CSRN) ◎甘水 君佳, 佐々木 啓

介, 長 奎吾, 上村 泰吾, 徳山 和明, 林 優太, 津田 雅大, 岸 亮平, 北河 康隆 

1PF-10 Rubda 型分子性酸素生成触媒を修飾したカーボンナイトライド光触媒の機能評価  
(九大理化) ◎冨田 侑樹, 小澤 弘宜, 酒井 健 

1PF-11 Ion-Exchanging Metal–Organic Frameworks Consisting of Zirconium and Mellitic Acid for 

Selective Ammonium Recovery  
(Div. of Chem., Grad. Sch. of Sci., The Univ. of Tokyo) ◎Genki HATAKEYAMA, Teppei 

YAMADA 

1PF-12 結晶性大型分子ギアを指向した金(I)錯体の開発   
(北大学院工, 北大 WPI-ICReDD) ◎山本 光, 安藤 廉平, 陳 旻究, 伊藤 肇 

1PF-13 Nitrate anion separation from water using water-stable metal-organic frameworks  
(Grad. Sch. of Environ. Sci., Hokkaido Univ., Fac. of Environ. Sci., Hokkaido Univ.) ◎Aditya 

Irfan Witono, Xin Zheng, Shin-ichiro Noro 

  



1PF-14 Spin-polarized radical formation in acene-based metal-organic frameworks  
(Dept. of Appl. Chem.., Kyushu Univ., RIKEN, IMS, CMS, Kyushu Univ., JST FOREST) ◎

Kana ORIHASHI, Saiya FUJIWARA, Kenichiro TATEISHI, Tomohiro UESAKA, Mizue 

ASADA, Toshikazu NAKAMURA, Nobuo KIMIZUKA, Nobuhiro YANAI 
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1PF-15 コバルトクロリンをアノード触媒に用いた過酸化水素燃料電池の構築  
(阪公大院工, 阪公大人工光合成セ) ◎橋本 和樹, 中薗 孝志, 山田 裕介 

1PF-16 分岐鎖を導入した環状三核金(I)錯体の液晶性と発光挙動  
(立命館大院生命, 立命館大生命) ◎中尾 汰紋, 山口 健太, 堤 治 

1PF-17 カゴメ型ナノポーラス金属錯体による粒子集合体作製と物性発現  
(名大院工) ◎根喜田 康平, 日下 心平, 井口 弘章, 松田 亮太郎 

1PF-18 ベイポクロミック白金錯体におけるエチニル配位子の電子的及び立体的影響  
(名工大院工) ◎岡田 将人, 花田 剛, 塩塚 理仁 

1PF-19 キラルアミド配位子修飾シリカを用いた固定化キラルバナジウム錯体触媒の調製  
(名大院理, 名大物国セ) ◎稲垣 実咲, 日々 恵子, 白井 そら, 邨次 智, 唯 美津木 

1PF-20 プロトン応答性 Pt(II)-NHC 錯体を用いた発光色制御可能な透明発光フィルムの開発  
(日大文理) ◎渋谷 知宙, 亀渕 萌, 周 彪 

1PF-21 鉄 5 核錯体の電解重合を利用した機能統合型酸素発生触媒材料の開発  
(阪大院工, JST さきがけ) ◎松﨑 拓実, 石見 輝, 嵯峨 裕, 近藤 美欧, 正岡 重行 

1PF-22 発光性単核 Al(III)錯体における溶媒蒸気曝露による極性集積構造変換と誘電特性制御  
(東理大理) ◎玄番 美都, 小林 文也, 田所 誠 

1PF-23 ゼオライトに鉄錯体を内包した触媒を用いたメタン酸化反応  
(愛媛大院理工) 〇山口 修平, 島田 真帆, 八尋 秀典 

1PF-24 最も広い電位窓を持つ水系電解液と電気二重層キャパシタ―アルカリおよびアルカリ土類
金属イオンにおける水和半径の影響―            
((株)クオルテック, 大阪産業技術研, 東海大工) 〇杉林 祐至, 冨安 博, 朴 潤烈, 新子 比
呂志, 斎藤 誠, 浅沼 徳子 

1PF-25 ブロックコポリマーを用いたラムダ型五酸化三チタンの合成  
(筑波大院数理, 東大院数理) 〇藤澤 聖斗, 荒木 優介, 大越 慎一, 所 裕子 

1PF-26 CrCr 系ヘキサシアノ金属錯体薄膜における磁化過程の観察  
(筑波大院数理, 東大院理化) 〇長島 俊太郎, 矢作 祐士, 大越 慎一, 所 裕子 

1PF-27 活性中心へ光増感分子を導入したキモトリプシンの発光および光電子移動反応特性  
(奈良女子大理, 京大エネ研) 〇高島 弘, 横山 理沙, 中田 栄司 

1PF-28 2 種の Ni-W オクタシアノ錯体の結晶構造と磁気特性  
(筑波大院数理, 東大院理) 〇赤木 慎太郎, Wang junhao, 井元 健太, 大越 慎一, 所 裕子 

1PF-29 サポナイトを用いた Rh(I)錯体の捕獲とその水付加体の発見  
(横浜市大院生命ナノ) 〇田中 章太, 服部 伸吾, 篠﨑 一英 

1PF-30 Bottom-up Fabrication of Modifiable Ultrathin MOF Nanosheets: Synthesis, Mechanism, and 

Surface Modifications  
(Grad. Sch. of Eng., Univ. of Tokyo) 〇Siyuan YE, Nobuhiko HOSONO, Takashi UEMURA 
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1PF-31 N-混乱ポルフィリン金属錯体を修飾した光触媒による水分解反応  

(九大院工, 東京都立大院理, 立命館大総合科学技術研究機構) 〇吉田 直也, 石田 真敏, 

清水 宗治, 古田 弘幸 



1PF-32 波長依存性をもつ層状 MnO2薄膜の電気化学・分光化学評価   
(関東学院大理工) 〇花谷 明信, 板倉 誠, 阿部 真弓, 友野 和哲 

1PF-33 白金属頂点を有する可視光応答性ホスト錯体の自己集合構築  
(東大院工, 分子研) 〇田中 陸也, 春原 晴香, 竹澤 浩気, 藤田 誠 

1PF-34 イオン交換によりマグネシウムイオンを導入したアニオン性配位高分子の合成とイオン伝

導性  
(東理大院理) 〇丹羽 真太郎, 貞清 正彰 

1PF-35 異種金属 5 核錯体の構造内部に孤立した酸-塩基サイト  
(阪大院工, 分子研, 総研大, JST さきがけ) 〇友田 美紗, 嵯峨 裕, 近藤 美欧, 正岡 重行 

1PF-36 三核金(I)錯体の光による結晶構造制御  
(立命館大院生命) 〇若狹 耀生, 堤 治 

1PF-37 キラルシッフ塩基配位子を有する Zn(II)錯体の円偏光発光特性制御  
(日大生産工, 近畿大院総合理工) 〇池下 雅広, 水書 百望, 石川 貴大, 松平 華奈, 北原 

真穂, 今井 喜胤 

1PF-38 電子供与および電子求引性置換基を架橋配位子に導入した Eu(III)配位高分子の発光機能  
(北大院総化, 北大 WPI-ICReDD, JST ERATO, 北大院工) 〇春川 美友, 髙野 秀明, 美多 

剛, 庄司 淳, 伏見 公志, 北川 裕一, 長谷川 靖哉 

1PF-39 多核デンドリマー錯体を利用した単元・多元 3d 遷移金属クラスターの合成と評価  
(東工大化生研, JST さきがけ, JST ERATO) 〇森合 達也, 塚本 孝政, 神戸 徹也, 今岡 享

稔, 山元 公寿 

1PF-40 銀–硫黄ネットワークを有する半導体配位高分子の薄膜化            
(関学大院理工, 阪公大院工) 〇本郷 佐和, 小南 隼人, 秋吉 亮平, 岡田 健司, 高橋 雅英, 

田中 大輔 

1PF-41 トリス(2,2'-ビピリジン)ルテニウム(Ⅱ)錯体のフロンティア軌道エネルギーにおける置換

基効果に関する理論研究  
(阪大院基礎工, 阪大 CSRN, 阪大 QIQB, 阪大 RCSEC, 阪大 ICS) 〇徳山 和明, 佐藤 宏

賢, 甘水 君佳, 長 奎吾, 上村 泰五, 佐々木 啓介, 津田 雅大, 林 優太, 岸 亮平, 北河 康

隆 

1PF-42 バソクプロインコバルト(II)錯体の配位ハロゲンイオンと磁気異方性に関する理論研究  
(阪大院基礎工, 阪大 CSRN, 阪大 QIQB, 阪大 RCSEC, 阪大 ICS) 〇津田 雅大, 長 奎吾, 

甘水 君佳, 佐々木 啓介, 林 優太, 徳山 和明, 上村 泰五, 岸 亮平, 北河 康隆 

1PF-43 π 共役系を拡張した白金(II)錯体の光化学的性質  
(横浜市大院生命ナノ) 〇荻島 瑞希, 服部 伸吾, 篠﨑 一英 

1PF-44 有機キラル分子による一次元ペロブスカイト結晶薄膜のらせん配列制御と光電変換特性  
(帝京科大生命環境) 〇深澤 敦, 石井 あゆみ 

1PF-45 Synthesis and photophysical properties of Eu(III) coordination polymers with amide units  
(Grad. Sch. of Chem. Sci. and Eng., Hokkaido Univ., Fac. of Eng., Hokkaido Univ., WPI-

ICReDD) 〇Joe Hayashi, Sunao SHOJI, Yuichi KITAGAWA, Koji FUSHIMI, Yasuchika 

HASEGAWA 

1PF-46 超高速充放電を可能にする Fe-Zn プルシアンブルー類似体と単層カーボンナノチューブか

らなるバインダーフリー正極  
(山形大院理工) 〇朝比奈 悠太, 寺島 僚, 石崎 学, 栗原 正人 

1PF-47 Anomalous Morphological Behaviors and Unique Emission Properties of Porphyrin and 

BODIPY Glasses and Supercooled Liquids  
(Kyoto Inst. of Tech.) 〇Mitsuhiko Morisue, Minami Nakamura, Masashi Yamaguchi, Sono 

Sasaki 

 


