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Room 2215 

 

2PA-01 カルボキレートを配位させたぺルオキソポリオキソタングステートの合成と構造解析  
(和歌山大院システム工) 〇奥田 裕一, 橋本 正人 

2PA-02 二リン酸をヘテロ原子団とするペルオキソタングステートの合成と構造および溶液内挙動

の追跡  
(和歌山大院システム工) 〇植田 悠斗, 橋本 正人 

2PA-03 2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl を配位した複核銅一価錯体の合成とキラリテ

ィーに依存した分光学的特性  
(佐賀大院理工, 佐賀大理工) 〇尊田 早紀, 米田 宏, 鯉川 雅之, 山田 泰教 

2PA-04 3-アミノプロパンチオールをもつ硫黄架橋 RhIII
2AuI

3 五核錯体と RhIII
2AgI

3 五核錯体の金属

スクランブリング反応  
(阪大院理, 国立台湾師範大) 〇中西 将司, 吉成 信人, 桒村 直人, 小島 達弘, 今野 巧 

2PA-05 Phthalazine 架橋混合配位子銅一価錯体の合成と構造,分光学的性質  
(佐賀大院理工, 佐賀大理工) 〇墨谷 さゆり, 米田 宏, 鯉川 雅之, 山田 泰教 

2PA-06 アミノ酸側鎖による環状金属イオン配列のキラリティ制御  
(お茶の水女子大, 東北大) 〇田中 頌子, 王 珂云, 岸本 直樹, 三宅 亮介 

2PA-07 ヒドラゾン化合物を配位子とする希土類金属錯体の定量的な合成の検討および酸または塩

基による可逆的な溶液色変化の調査  
(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) 〇笹倉 悠希, 髙原 一真, 

亀井 朝日, 砂月 幸成, 鈴木 孝義 

2PA-08 N–メチル化をトリガーとしたキラル Co(II)錯体のらせん反転  
(阪市大院理, 阪公大院理, 阪大院工) 〇服部 謙一, 吉田 佳奈, 三枝 栄子, 篠田 哲史, 杉

本 秀樹, 築部 浩, 三宅 弘之 

2PA-09 1,2,3-トリアゾールイリデン三座配位子をもつホモレプティックイリジウム(III)錯体  
(福岡大理) 〇古賀 裕二, 松原 公紀 

2PA-10 Sn(II)錯体と有機アジドとの反応によるナイトレノイド錯体の生成とその電子状態に及ぼ

すフェニレンジアミド配位子の置換基効果  
(阪大院工) 〇米田 暁, 矢野 まゆか, 杉本 秀樹, 伊東 忍 

2PA-11 再結晶条件の違いによる,三級アルシン白金(II)錯体,[PtI2(diars)2]の結晶構造の差異  
(福岡教育大, ブルカージャパン) 〇長澤 五十六, 宮崎 建悟, 与座 健治 

2PA-12 多重にトリプチセンが噛み合ったダブルデッカー錯体型分子ギアの構築  
(奈良先端大物質創成, ポールサバティエ大) 〇福村 将史, 西野 智雄, Gwénaël Rapenne 

2PA-13 光学活性分岐状六座配位子から誘導される 7 配位五方両錘型希土類錯体の立体特異的合成

と分光学的性質  
(佐賀大院理工, 佐賀大理工) 〇小川 由季, 米田 宏, 鯉川 雅之, 山田 泰教 

2PA-14 ギ酸基で架橋された無限鎖型希土類含有ペルオキソタングステートの合成と構造  
(和歌山大院システム工) 〇安上 昂輝, 橋本 正人 

2PA-15 カリックス[4]アレーンイリジウム錯体に対するカチオン性ルテニウムフラグメントの選択

的配位  
(中大院理工) 〇長谷川 響, 岩本 貴寛, 石井 洋一 

  



2PA-16 三脚状多座配位子を含む異種金属三核錯体 Ni-Tb-Ni の結晶化挙動と結晶構造  
(岡山大院自然, 岡山大基礎研, 岡山大自然生命科学研究支援セ) 〇坂田 大夢, 高原 一真, 

砂月 幸成, 鈴木 孝義 

 
Room 2216 

 

2PA-17 ナフタレンジイミド骨格を含む有機カチオンを用いた有機-無機ハイブリッド分子材料の

クロミック挙動            
(神奈川大院工, 城西大理) 〇増田 峻也, 楠本 壮太郎, 仲谷 学, 小出 芳弘 

2PA-18 2 つのアンチモン配位子を有する銀アート錯体の合成と構造  
(学習院大理) 〇村上 雄大, 諸藤 達也, 狩野 直和 

2PA-19 複数の配位サイトを有する四座配位子を用いた六核 Cu(II)錯体の合成と性質  
(佐賀大院先進健康, 佐賀大理工) 〇嘉村 仁吾, 米田 宏, 山田 泰教, 鯉川 雅之 

2PA-20 電子供与基を表面に有するケージ型ナノポーラス金属錯体の合成と性質  
(名大院工) 〇岡安 凌平, 日下 心平, 井口 弘章, 松田 亮太郎 

2PA-21 キラリティーを導入した Cd(II)および Co(II)一次元配位高分子の合成  
(関学大院理工) 〇辻村 至音, 秋吉 亮平, 小笠原 一禎, 田中 大輔 

2PA-22 銅二核錯体でキャップされた Au6クラスターの合成と特性  
(北大院環境, 北大地球環境) 〇森田 空翔, 山田 和輝, 村田 千夏, 齋藤 結大, 七分 勇勝, 

小西 克明 

2PA-23 ベンゾチオフェン誘導体を用いた鉄およびニッケルチオラート錯体の合成  
(神奈川大院理) 〇二木 涼太, 安田 萌々花, 阿久津 啓太, 力石 紀子, 廣津 昌和 

2PA-24 Schiff 塩基 Ni(II)錯体の混合系における冷結晶化  
(東理大院理) 〇石川 徹, 本田 暁紀, 宮村 一夫 

2PA-25 希土類イオンと二リン酸によって構造が支持された W11 核ペルオキソヘテロポリタング

ステートの合成と構造  
(和歌山大院システム工) 〇山﨑 優, 橋本 正人 

2PA-26 クロリド架橋ルテニウム(III)二核錯体 Ph4P[{RuIII(acac)Cl}2(μ-Cl)3] (acac-= アセチルアセト

ナートイオン)の構造と性質  
(島根大院自然科学, 岡山理大フロンティア理工学研, 関学大生命環境) 〇中島 海, 中島 

しの, 赤司 治夫, 御厨 正博, 半田 真 

2PA-27 D-および L-ペニシラミンをもつパラジウム(II)三核錯体の HCl および HBr による構造変換  
(阪大院理, 国立台湾師範大) 〇荻野 新, 吉成 信人, 今野 巧 

2PA-28 アルキンで連結したピラゾール架橋配位子の合成と光配位子置換反応への展開  
(阪工大工) 〇本田 拓真, 藤森 啓一, 森内 隆代, 平原 将也 

2PA-29 6 座配位子を有するヘリカルなテルビウム錯体の構造とベイポクロミック発光特性  
(青山学院大理工) 〇阿部 晟也, 町田 奏, 大曲 仁美, 長谷川 美貴 

2PA-30 Cu(I)xantphos 錯体とイミン配位子類との固相反応  
(北大院総化, 北大院理) 〇阿部 広夢, 吉田 将己, 小林 厚志 

2PA-31 Photoswitchable SHG properties of Ln-[Fe(CN)5NO] crystals  
(Dept. of Chem., The Univ. of Tokyo) 〇Taiki Sakaguchi, Kenta Imoto, Koji Nakabayashi, 

Shin-ichi Ohkoshi  

2PA-32 電子-プロトン移動の自由度を内在させた発光性白金(II)錯体-アントラキノンスルホン酸集

積体の合成と物性  
(北大院総化, 北大院理) 〇久保田 悠斗, 吉田 将己, 小林 厚志  

  



Room 2201 
 

2PA-33 酸化グラフェンの界面特性を生かした界面希土類錯形成と強発光発現  
(青山学院大理工) 〇高橋 秀治, 大曲 仁美, 長谷川 美貴 

2PA-34 cis-trans構造異性化による二核 Pt(II)錯体の発光特性制御  
(東理大理) 〇野下 久寧, 小林 文也, 田所 誠 

2PA-35 Cyclam 型大環状配位子を用いた銀(II)型錯体の合成と UV-Vis スペクトル測定  
(東京理科大) 〇井手 春陽, 宮村 一夫, 本田 暁紀 

2PA-36 新規ゲスト応答型 Cd(II)Re(V) 配位高分子の構造と発光特性  
(九大院理, 東北大金研) 〇米野 斐, 笠原 ののか, 芳野 遼, 大谷 亮, 大場 正昭 

2PA-37 1,4,7,10-テトラアザシクロドデカン骨格およびビフェニル基を有するサマリウム錯体の合

成と発光特性  
(近畿大院総理工) 〇中井 聡乃, 中井 英隆 

2PA-38 ジエチルアミノ基を有する単核 Ru(II)錯体の合成及び光異性化反応  
(阪工大院工) 〇大住 啓太, 藤森 啓一, 森内 隆代, 平原 将也 

2PA-39 アゾヘテロアレーンを有するナノポーラス亜鉛錯体の合成と性質  
(名大院工) 〇中川 岬, 日下 心平, 井口 弘章, 松田 亮太郎 

2PA-40 1,4,7,10-テトラアザシクロドデカン骨格およびビフェニル基を有するジスプロシウム錯体

の合成と発光特性  
(近畿大院総理工, 近畿大理工) 〇香月 駿吾, 山本 華愛, 中井 英隆 

2PA-41 二重 pyrazolate 架橋 Cu(II)Ln(III)異種金属多核錯体の合成と性質  
(福岡大理) 〇後藤 里帆, 勝永 早織, 河野 未来, 石川 立太, 濱口 智彦, 川田 知 

2PA-42 シアノ架橋[Co2Fe4]錯体の合成とその特性評価  
(熊大院先端) 〇平井 佑尚, 関根 良博, 速水 真也 

2PA-43 [Fe(qsal5OH)2]・2S(S=CH2Cl2, CHCl3)における SCO 特性と溶媒効果  
(近畿大理工, 近畿大理工総研) 〇小阪 空, 杉本 邦久, 大久保 貴志, 前川 雅彦, 黒田 孝

義 

2PA-44 強誘電特性の発現を指向した Co-sq 骨格を有する VT 錯体の合成とその誘電特性  
(熊大院先端) 〇中村 陸人, 関根 良博, 速水 真也 

2PA-45 テトラオキソレン架橋バナジウム複核錯体の合成、結晶構造、磁性  
(岡山理大理) 〇森永 湧弥, 満身 稔 

2PA-46 新規 Cu-Gd 多核錯体における磁性と分子構造の相関  
(筑波大院数物) 〇岡本 有輝子, 宮本 晴佳, 志賀 拓也, 三原 のぞみ, 二瓶 雅之 

2PA-47 ニトリドテトラシアノ Cr(V)錯体を用いた新規 Mn(II)Cr(V)磁性体の開発  
(九大院理, 東北大金研) 〇今村 祐輝, 芳野 遼, 大谷 亮, 宮坂 等, 大場 正昭 

2PA-48 静電相互作用を利用した 2,2'-bpy 含有白金複核錯体の一次元集積化と吸収特性  
(岐阜大院自然科技, 岐阜大院工, 岐阜大工) 〇金森 章太, 高森 敦志, 植村 一広 

 
Room 2202 

 

2PA-49 二核ルテニウム錯体を用いた亜酸化窒素還元サイクルの開発  
(長崎大院工) 〇野中 美希, 有川 康弘, 堀内 新之介, 作田 絵里, 馬越 啓介 

2PA-50 ビアクリジン部位を有するナノポーラス金属錯体の合成と性質   
(名大院工) 〇高原 哲平, 日下 心平, 井口 弘章, 松田 亮太郎 

2PA-51 Co フタロシアニンを修飾した TiO2電極の作製とそれを用いた CO2還元触媒反応  
(九大理化) 〇浦 陸人, 酒井 健, 小澤 弘宜 

  



2PA-52 ヒドロキシピリジン架橋ロジウム二核錯体の開発と水の光還元反応  
(島根大院自然科学) 〇佐藤 孝三, 矢野 なつみ, 片岡 祐介 

2PA-53 分子内水素結合に基づく Ru(III)アクア錯体の安定化  
(福島大理工) 〇岩﨑 千紘, 菱沼 憲, 高瀬 つぎ子, 大山 大 

2PA-54 シッフ塩基ニッケル錯体における炭素-炭素結合形成  
(神奈川大理) 〇殿岡 祐汰, 山西 克典, 川本 達也 

2PA-55 ピラジンが配位した Ru(III)単核および Ru(III,III)二核錯体の合成と性質  
(上智大理工) 〇中山 海斗, 三澤 智世, 長尾 宏隆 

2PA-56 新規 Co-NHC 錯体の光水素生成触媒作用に関する研究  
(九大理化) 〇河村 佳央理, 山内 幸正, 酒井 健 

2PA-57 ポルフィリンとアントラセン部位を有するナノポーラス金属錯体の合成と性質  
(名大院工) 〇岡田 侑也, 日下 心平, 井口 弘章, 松田 亮太郎 

2PA-58 ヒドロキシド二重架橋コア上に炭酸水素イオンを有するルテニウム二核錯体の合成と物性  
(上智大理工) 〇真船 颯太, 三澤 智世, 長尾 宏隆 

2PA-59 還元的電解重合による機能統合型 CO2還元触媒の開発            
(阪大院工, JST さきがけ) 〇勝平 千里, 松﨑 拓実, 嵯峨 裕, 近藤 美欧, 正岡 重行 

2PA-60 ピラゾール型配位子を 6 つもつ Ru 錯体の構造と性質  
(東理大理) 〇上門 玉乃, 小林 文也, 田所 誠 

2PA-61 ビス(2-ピリジル)イミドイルアミジンを有する各種単核及び多核金属錯体の合成と水素発

生触媒機能  
(九大理化) 〇國久保 透真, 山内 幸正, 酒井 健 

2PA-62 ルテニウム(5,5'-ジアミド-2,2'-ビピリジン)錯体による光化学的 CO2還元触媒反応  
(関西大院理工) 〇定見 捷冶, 石田 斉 

2PA-63 Synthesis of a porous coordination polymer bearing iron porphyrin moieties  
(Osaka Univ., JST PRESTO) 〇LI XIANJUN, Maho IMAI, Kento KOSUGI, Mio KONDO, 

Shigeyuki MASAOKA 

2PA-64 弱塩基を用いた Ru 錯体中での有機ヒドリド形成:パラからオルト位への分子内ヒドリド移

動反応  
(福島大院理工) 〇染野 雄斗, 高瀬 つぎ子, 大山 大 

 
Room 2203 

 

2PA-65 ビスジフェニルホスフィノメタン架橋ロジウム二核錯体の合成とオレフィン酸化触媒反応  
(島根大院自然科学) 〇飯島 成美, 矢野 なつみ, 越猪 昂幸, 片岡 祐介 

2PA-66 二酸化炭素還元光触媒反応におけるビピリジン配位子上の置換基効果  
(長崎大院工) 〇久保田 深優, 河野 陸, 有川 康弘, 堀内 新之介, 作田 絵里, 馬越 啓介 

2PA-67 2-hexanone を包接したシアノ架橋カドミウム系配位高分子の結晶構造  
(東邦大理) 〇仲野 颯太, 北清 航輔, 川﨑 武志, 北澤 孝史 

2PA-68 含硫黄鉛二価配位高分子の合成および結晶構造・電子構造の評価  
(関学大院理工, 阪大院工) 〇柴原 大樹, 秋吉 亮平, 佐伯 昭紀, 小笠原 一禎, 田中 大輔 

2PA-69 Saltn 型 Ni(II)錯体のアルコキシ鎖長に依存した熱挙動  
(東京理科大) 〇越川 恵介, 本田 暁紀, 山本 康太, 西村 桃葉, 宮村 一夫 

2PA-70 メチル基を新たに導入した架橋配位子を用いて合成したカプセル型錯体による過塩素酸イ

オンの呈色活性  
(静岡大理) 〇丸橋 さくら, 尾島 綾弥, 福永 沙希, 近藤 満  

2PA-71 4,4'-Biimidazole を用いた水素結合型超分子構造体の合成  
(東理大理) 〇松山 侑加, 小林 文也, 田所 誠 



2PA-72 テルピリジンを含むポルフィリンの錯体形成挙動  
(日大理工, 日大院理工) 〇宮﨑 茂樹, 横森 龍成, 須川 晃資, 大月 穣 

2PA-73 Transmetallation Reaction in a Manganese Dithiolene Coordination Nanosheet  
(Tokyo Univ. of Sci., Res. Inst. for Sci. and Tech.) 〇Kenji Takada, Takahiro Yamane, Choon 

Meng Tan, Naoya Fukui, Hiroaki maeda, Hiroshi Nishihara 

2PA-74 2,6-ジ(ピリミジン-4-イル)ピリジンを橋かけ配位子とする新規なAg(I)-配位高分子のアニオ

ン選択的な自己集積化  
(近畿大理工, 近畿大理工総研) 〇田中 佑汰, 前川 雅彦, 杉本 邦久, 大久保 貴志, 黒田 

孝義 

2PA-75 環状構造をもつ二核銅錯体の合成と小分子捕捉活性            
(静岡大理) 〇石黒 樹那, 暮林 響香, 平林未奈, 福永 沙希, 成川 遼, 尾島 綾弥, 近藤 満 

2PA-76 カドミウム-硫黄ネットワークを有する半導体配位高分子の合成および物性評価  
(関学大院理工, 阪大院工) 〇西部 明日香, 秋吉 亮平, 佐伯 昭紀, 小笠原 一禎, 田中 大

輔 

2PA-77 アゾ色素アニオンを骨格にもつ金属錯体の合成と構造  
(静岡大理) 〇大橋 しほ, 紅林 瑛, 尾島 稜弥, 近藤 満 

2PA-78 色素を対イオンにもつカプセル分子の合成と過塩素酸イオン呈色活性  
(静岡大理) 〇渡邉 佳乃子, 近藤 満 

2PA-79 Fabrication of organic polymer membrane decorated by metal-organic framework  
(Fac. of Environ. Earth Sci., Hokkaido Univ., Grad. Sch. of Environ. Sci., Hokkaido Univ.) 〇

Xin Zheng, Shin-ichiro Noro 

2PA-80 デンドリマー多核金属錯体の加水分解を利用した新規クラスター合成法の開発  
(東工大化生研, JST さきがけ, JST ERATO) 〇福原 可織, 塚本 孝政, 森合 達也, 神戸 徹

也, 今岡 享稔, 山元 公寿 
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2PA-81 アゾ色素アニオンを骨格にもつ金属錯体による過塩素酸イオン呈色  
(静岡大理) 〇二星 有輝, 紅林 瑛, 尾島 綾弥, 近藤 満 

2PA-82 配位子交換反応による銀チオラート配位高分子薄膜の構造変化  
(甲南大) 〇福岡 美海, 髙嶋 洋平, 赤松 謙祐, 鶴岡 孝章 

2PA-83 中空型ポリ酸{Mo132}の固相でのゲストの取り込み活性  
(北大院環境, 北大地球環境) 〇中宿 朱里, 申 栽燮, 村田 千夏, 七分 勇勝, 小西 克明 

2PA-84 フェリシアン酸イオンを対イオンにもつカプセル分子の合成  
(静岡大理) 〇小西 皓介, 今村 祐輔, 鈴木 佑奈, 近藤 満 

2PA-85 シクロファン部位を有する有機配位子を用いた JAST 型ナノポーラス金属錯体の合成と物

性  
(名大院工) 〇服部 楓, 日下 心平, 井口 弘章, 松田 亮太郎 

2PA-86 三座のイミダゾール型架橋配位子を用いた M2L3型ケージ錯体の合成  
(静岡大理) 〇深沢 未衣, 小林 斗彌, 成川 遼, 近藤 満 

2PA-87 Co(II)および Zn(II), Cd(II)から成る半導体配位高分子の合成と物性評価  
(関学大院理工, 阪大院工) 〇門脇 宏樹, 秋吉 亮平, 佐伯 昭紀, 小笠原 一禎, 田中 大輔 

2PA-88 セミキノンビラジカルを有する二核 Cu(I)錯体の吸着特性  
(東理大理, 北大院環境科学) 〇高塚 一穂, 小林文也, テイ キン, 野呂 真一郎, 田所 誠 

2PB-01 The smallest fraction of coordination nanosheet visualized by scanning tunneling 

microscopy under ultrahigh vacuum  
(Res. Inst. for Sci. and Tech., Tokyo Univ. of Sci.) 〇Naoya Fukui, Yu Endo, Miyu Ito, Kenji 

Takada, Hiroaki Maeda, Sayoko Nagashima, Hiroshi Nishihara 



2PB-02 アルシンオキシドを用いた高効率発光性 Eu(III)錯体の開発  
(京工繊大院工芸, 北大 WPI-ICReDD、北大院工) 〇下地 陽稀, 藤井 俊樹, 隅田 滉史, 北

川 裕一, 長谷川 靖哉, 井本 裕顕, 中 建介 

2PB-03 Ni(II)キノノイド錯体のベイポクロミズムに関する理論的研究  
(都立大院理, コンフレックス, 豊橋技科大情報メディア, 関学大生命環境) 〇野宮 海音, 

中山 尚史, 後藤 仁志, 加藤 昌子, 中谷 直輝, 波田 雅彦 

2PB-04 2 つの六員環キレート構造を形成する三座配位性化合物の光化学物性と錯形成反応  
(高知工大) 〇大嶽 里沙, 伊藤 亮孝 

2PB-05 白金-ロジウム間に結合を持つランタン型複核錯体の合成と構造  
(岐阜大院自然科技, 岐阜大工) 〇上薗 佑陽, 川田 奈央子, 植村 一広, 海老原 昌弘 

2PB-06 電子豊富な π 平面を有する配位子を用いたナノポーラス金属錯体の酸化還元反応と構造変

化  
(名大院工) 〇浅野 駿也, 日下 心平, 井口 弘章, 松田 亮太郎 

2PB-07 Study on the Mechanism of CO2 Reduction to Formate by Nickel NHC Catalysts  
(Dept. Chem., Kyushu Univ.) 〇Chen LIAO, Kosei YAMAUCHI, Ken SAKAI 

2PB-08 Pt-Pt 結合による一次元鎖を含む新規 M(II)Pt(II) (M = Zn, Cd) 配位高分子の構造と物性  
(九大院理, 東北大金研) 〇北野 仁悟, 芳野 遼, 笹木 健太, 大谷 亮, 宮坂 等, 大場 正昭 
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2PB-09 密度汎関数理論(DFT)法を用いたジスプロシウムメタロセン錯体の電子状態と磁気異方性

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) 〇長 奎吾, 津田 雅

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

2PB-10 分子性伝導体(PEDT-TTF)2MCl4 (M = Ga, Fe)の構造と物性  
(日大文理) 〇藤田 智士, 亀渕 萌, 周 彪 

2PB-11 溶媒の吸脱着を伴うスピンクロスオーバー錯体の合成とスピンクロスオーバー挙動  
(福岡大理) 〇福田 玲, 坂本 賢一, 野田 剛史, 濱口 智彦, 川田 知, 石川 立太 

2PB-12 ニッケルを含む常磁性異種金属一次元鎖錯体の結晶構造と金属結合を介した磁気物性  
(岐阜大院自然科技, 岐阜大院工, 岐阜大工) 〇安達 友教, 高森 敦志, 植村 一広 

2PB-13 [Co(5tpybNO)2]錯体の分子間ニトロキシド接触における動的スピン平衡の制御  
(東理大) 〇猪熊 究, 金友 拓哉, 榎本 真哉 

2PB-14 水素結合性 Co(II)-有機構造体における誘電異常とスピン転移挙動の相関  
(東理大院理) 〇山戸 啓輔, 倪 真, 金友 拓哉, 榎本 真哉 

2PB-15 光誘起スピン転移挙動における結晶溶媒の影響  
(筑波大院数物) 〇鈴木 大成, 志賀 拓也, 三原 のぞみ, 二瓶 雅之 

2PB-16 Fe スピンクロスオーバー錯体と TCNQ からなる分子結晶の合成と性質  
(福岡大理) 〇吉村 開, 石川 立太, 川田 知 

2PC-01 Theoretical study of photoredox-catalyzed atom transfer radical addition (ATRA) reaction of 

perfluoroalkyl iodides and styrene using Cu(I) complex  
(Nat. Inst. of Adv. Ind. Sci. and Tech.) 〇Megumi KAYANUMA  

2PC-02 ロジウム(III)錯体触媒を用いる N-アシルカルバゾールの直接アルケニル化: 配位子による

反応制御  
(阪公大院理, 神戸大院農) 〇田中  陸人, 落合 紫帆, 酒井 明日実, 臼杵  克之助, 姜 法

雄, 品田 哲郎, 佐藤 哲也 

2PC-03 電気化学的 C(sp3)-H 結合官能基化反応の開発  
(阪大院工, JST さきがけ) 〇森井 佑真, 嵯峨 裕, 近藤 美欧, 正岡 重行 



2PC-04 ニッケル触媒による脱カルボニル化を含む塩化アシルのシアノ化反応に関する理論的研究  
(茨城大院理工, 九大先導研, 岡山大基礎研 ) 〇穂積 玲於, 川島 恭平, 西原 康師, 森 聖

治 

2PC-05 ヘミアミナールエーテル構造を持つイミダゾール系 Tb 錯体のキラルアルコール交換反応

と錯体のキラリティ変化  
(東邦大院理, 東邦大理) 〇横山 眞之介, 益子 浩孝, 加知 千裕 

2PC-06 Synthesis and properties of a copper porphyrin complex bearing pyrene moieties  
(Osaka Univ., JST PRESTO) 〇Marc Alec Dominic Ong YAU, Kento KOSUGI, Maho IMAI, 

Mio KONDO, Shigeyuki MASAOKA 

2PC-07 超音波照射に誘起されるサブナノ金クラスターのアニオン配位子交換反応                      
(北大院環境, 北大地球環境) 〇中島 捷吾, 須田 綾乃, 齋藤 結大, 七分 勇勝, 小西 克明 

2PC-08 オキサゾリン配位子を持つ Co 錯体とキラルアルコールとの反応および錯体の立体構造  
(東邦大院理, 東邦大理) 〇飯嶋 俊紀, 加知 千裕 
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2PC-09 パラジウム触媒による[3+2]環化付加反応を含むベンジル及びメタ炭素-水素結合活性化反

応に関する理論的研究  
(茨城大院理工, 信州大先鋭材料研, 阪大院工) 〇吉元 理江, Attila Taborosi, Qiyuan He, 阿

野 勇介, 茶谷 直人, 森 聖治 

2PC-10 フェノキシイミンコバルト(II)錯体を用いた芳香族アルケンの 2 量化とホスフィン化反応  
(福岡大理) 〇堀口 瑞月, 古賀 裕二, 松原 公紀 

2PC-11 二核コバルト二重N-混乱ヘキサフィリン錯体およびコバルトポルフィリン錯体による電気

化学的水素発生反応  
(立教大院理, 大阪公大人工光合成セ) 〇高田 里咲, 中薗 孝志, 和田 亨 

2PC-12 ITO 電極上における垂直メソチャネルを有するアルミニウム含有シリカ薄膜の開発と金属

錯体の固定化  
(神奈川大工) 〇岡村 将也, 山田 綾乃, 中野 成美, 原田 駿平, 引地 史郎 

2PD-01 1H NMR を用いたメタロセン錯体とその塩によるハロゲン交換反応の機構調査  
(広島大院先進理工, 広島大自然科学研究支援開発セ) 〇佐野 雄大, 岡﨑 ななか, 中島 覚 

2PD-02 Arsa-Buchwald 配位子を用いた鈴木-宮浦カップリング反応の開拓  
(京工繊大院工芸) 〇小川 健太, 隅田 滉史, 井本 裕顕, 中 建介 

2PD-03 ビス(インドリル)配位チタンジアミド錯体を触媒として利用したアルキン類の環化三量化

反応  
(弘前大院理工) 〇川原 優輝, 岡崎 雅明, 太田 俊 

2PD-04 5,10-ジガラシクロデカテトラエン誘導体と[RhCl(cod)]2との反応  
(群馬大院理工) 〇村岡 貴子, 古川 日向, 池田 将吉, 中嶋 太郎 

2PD-05 有機レニウム錯体を用いるメタンを還元剤とする硝酸イオンからアンモニアへの光駆動変

換反応  
(九大院工, 九大 I2CNER) 〇中村 玄太, 小江 誠司, 松本 崇弘  

2PD-06 円錐角の異なるホスフィン配位子を有するシライミン配位チタン錯体とニトリル類との反

応性  
(弘前大院理工) 〇中村 知樹, 蝦名 祥哉, 太田 俊, 岡﨑 雅明 

2PD-07 2,2'-bi-3-naphthol 誘導体を基盤とする新規シッフ塩基型[2+2]環状体の合成と金属認識  
(東電大院工) 〇山口 優貴, 宮坂 誠 

2PD-08 London 分散力で制御されるジアリーロキシテトリレン二量体構造の堅牢性  
(中大院理工, お茶大院理) 〇杉原 明日香, 山崎 遼, 桑原 拓也, 石井 洋一 

  



2PD-09 トリス (8-ジフェニルホスフィノ-2-キノリル) ホスフィン配位子を有する多核金錯体およ

び金クラスターの合成  
(愛媛大院理工) 〇浪越 美咲, 太田 英俊, 林 実 

2PD-10 キャスト法による Hofmann 型 MOF 配向膜の作製  
(東理大) 〇張 啓原, 原口 知之, 秋津 貴城 

2PD-11 硫黄酸化物配位子を有するロジウムおよびイリジウム二核錯体の合成と反応性  
(近畿大院総理工) 〇鈴木 新時, 中井 英隆 

2PD-12 低原子価鉄シリル錯体の合成  
(東大院工, 東大生研) 〇石井 玲音, 砂田 祐輔 

 
Room 2209 

 

2PD-13 配位性誘導基を有するモノオレフィンに対する二核パラジウム I 価錯体の付加  
(東工大物質理工, 防衛大応化) 〇杉本 創, 佐々木 航汰, 山本 浩二, 重田 翼, 村橋 哲郎 

2PD-14 バナジウム触媒を用いた常圧の二酸化炭素を炭素源とする非対称尿素誘導体合成  
(阪公大院理, 阪市大院理) 〇青山 航太朗, 松谷 崇生, 森内 敏之 

2PD-15 二座ビス(N-ヘテロ環カルベン)配位子を用いた非対称型 Rh(III)錯体の合成と性質  
(名工大院工) 〇財津 将己, 柳生 剛義 

2PD-16 第二級ホスフィンオキシド部位を含む NPN 型配位子を用いた 10 族および 11 族遷移金属

錯体の合成と触媒的酸化への応用  
(奈良女子大理) 〇谷岡 瑞穂, 片岡 靖隆, 浦 康之 

2PD-17 Electrochemical CO2 Reduction by Rhenium Porphyrin Complexes  
(IIS, Univ. of Tokyo) 〇Jingru LIU, Kei MURATA, Kazuyuki ISHII 

2PD-18 アモルファス状態を経由した新規 MOF 合成システムの開発  
(甲南大院) 〇覚 知匠, 髙嶋 洋平, 鶴岡 孝章, 赤松謙祐 

2PE-01 可視光応答性触媒を用いた四ハロゲン化炭素からの尿素類合成  
(九大院工) 〇田中 美帆, 七條 慶太, 嶌越 恒 

2PE-02 大環状配位子を用いたカルコゲン架橋二核銅(II)錯体の合成と構造  
(阪大院理) 〇落合 建太, 大倉 望生, 畑中 翼, 舩橋 靖博 

2PE-03 アミノ糖を連結した抗がん性 Pd, Pt 錯体の合成と特性評価  
(阪大院理, デラサール大, 阪公大院工, 関大化学生命工, 東工大生命理工, 奈良女大共生

セ) 〇中嶋 一迪, 吉田 歩未, ロレンツォ デ ベラ アルバ, 畑中 翼, 野元 昭宏, 中井 美

早紀, 小倉 俊一郎, 矢野 重信, 舩橋 靖博 

2PE-04 (亜鉛ヘモグロビン‐アルブミン)クラスターの合成と光線力学活性  
(中央大院理工) 〇勝見 真帆, 山田 大雅, 小松 晃之 

2PE-05 メタン酸化触媒の開発:アミド含有二核化配位子による二核銅(III)錯体の安定化とアルカン

酸化  
(同志社大院理工) 〇市川 菜摘, 人見 穣, 小寺 政人  

2PE-06 Development of CuII-responsive split DNAzyme using consecutive 1,N6-ethenoadenine 

nucleobases as metal binding sites  
(Grad. Sch. of Sci., The Univ. of Tokyo) 〇 Silpa CHANDRAN RAJASREE, Yusuke 

TAKEZAWA, Mitsuhiko SHIONOYA 

2PE-07 Tricopper Complexes Supported by a Cage-type Ligand as a Biomimetic Model for 

Thiocyanate Dehydrogenase  
(Osaka Univ.) 〇Luyuan XU, Kojiro NAGATA, Tsubasa HATANAKA, Yasuhiro FUNAHASHI 

2PE-08 アミロイド線維上に提示したノルボルネン類縁体の開環メタセシス重合  
(阪大院工) 〇植野 喬成, 大洞 光司, 林 高史 



2PE-09 ビピリジン型非天然アミノ酸を含むペプチド配位子による鉄(II)イオンの錯形成  
(関西大院理工) 〇川北 海斗, 石田 斉 

2PE-10 GdIII-dependent Thermal Stabilization of DNA Duplexes with N,N-Dicarboxymethyl-5-

Aminouracil Nucleobases as the Metal-binding Sites  
(Grad. Sch. of Sci., The Univ. of Tokyo) 〇Keita MORI, Yusuke TAKEZAWA, Mitsuhiko 

SHIONOYA 
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2PE-11 Structural insights into biosynthesis of a [4Fe-4S] cluster via coupling of two adjacent [2Fe-

2S] clusters in the IscU enzyme   
(Grad. Sch. of Sci. and Eng., Saitama Univ.) 〇Kouhei Kunichika, Ryosuke Nakamura, 

Takashi Fujishiro, Yasuhiro Takahashi 

2PE-12 Rdpa 三座配位子の銅錯体が触媒する過酸化水素による高速アルカン酸化            
(同志社大院理工) 〇藤川 恭祐, 人見 穣, 小寺 政人 

2PF-01 Cyanide-bridged Ln-Fe complexes as a mediator for laccase in biofuel cell cathode            
(Fac. of Sci., Tokyo Univ. of Sci.) 〇Yuma YAMAMOTO, Keiga MISHIMA, Daisuke NAKANE, 

Takashiro AKITSU 

2PF-02 Ti4O7ナノ粒子で観察される 1 段階金属-半導体相転移  
(筑波大院数理, 東大院数理) 〇清木 陸, 荒木 優介, 永田 伊織, 大越 慎一, 所 裕子 

2PF-03 ニトリド架橋一次元錯体  Li2MnN(CN)4･3H2O の極性構造と相転移  
(九大院理) 〇木下 宏子, 柳澤 純一, 大谷 亮, 大場 正昭 

2PF-04 低対称な銅(I)多核カプセル錯体のアニオン鋳型合成と酸化還元による可逆構造変換  
(東大院理) 〇山田 慶彦, 田代 省平, 塩谷 光彦 

2PF-05 ピリジン誘導体添加系における Co-NHC 錯体の水素生成触媒特性  
(九大理化) 〇諏訪 靖拓, 管 昌権, 山内 幸正, 酒井 健 

2PF-06 Specific aggregation induced emission enhancement of trans-

bis(iminomethylpyrrolato)platinum(II) complex bearing vaulted structure  
(Dept. of Chem., Grad. Sch. of Eng. Sci., Osaka Univ.) 〇Shufang Huang, Soichiro 

Kawamorita, Takeshi, Naota 

2PF-07 Co ポルフィリン修飾 TiO2電極を用いた CO2還元反応による合成ガス生成  
(九大理化) 〇合屋 祐輝, 菊永 竜馬, 酒井 健, 小澤 弘宜 

2PF-08 配位高分子中のマグネシウムイオン伝導における細孔サイズ依存性  
(東理大院理) 〇江利川 貴大, 貞清 正彰 

2PF-09 電位の異なるルテニウム錯体の合成: Zスキーム型人工光合成を目指して  
(関西大院理工) 〇安藤 光希, 矢島 辰雄, 石田 斉 

2PF-10 凝集誘起発光を示す金(I)錯体の発光挙動における結晶サイズ依存性  
(立命館大院生命, 立命館大生命) 〇椎名 麗, フロイダ アンドリアーニ, 堤 治 

2PF-11 NH3BH3分解反応におけるホスフィン配位金クラスターの触媒活性  
(北大院環境, 北大地球環境) 〇中島 朋隆, 王 字鵬, 七分 勇勝, 小西 克明 

2PF-12 励起状態構造変化と分子内電荷移動により大きなストークスシフトを示す発光性二核三重

螺旋錯体の合成  
(九大院工, 九大 CMS) 〇小西 悠斗, 嶌越 恒, 星野 友, 小野 利和 

2PF-13 Zn ポルフィリン修飾 TiO2電極をフォトアノードとして用いた太陽光水素生成  
(九大院理) 〇中島 直人, 酒井 健, 小澤 弘宜 

2PF-14 両親媒性ペプチド配位子を有するルテニウム錯体によるミセル系における光化学的 CO2還

元反応  
(関西大院理工, 北里大院理) 〇林 陸斗, 神戸 瑞季, 石田 斉 
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2PF-15 ビフェニル系ゲスト分子が導入された MOF 複合体の合成と発光特性  
(甲南大) 〇山下 翔斗, 髙嶋 洋平, 鶴岡 孝章, 赤松 謙祐 

2PF-16 S=1/2 を持つ銅(II)置換リンタングステン酸の磁気緩和研究  
(日大文理) 〇石崎 聡晴, 井上 遥志, 尾関 智二 

2PF-17 金属フタロシアニンの電気伝導性に及ぼすヨウ素曝露の影響  
(熊大院自然, 熊大院先端) 〇堀之内 美咲, 松田 真生 

2PF-18 マンガン二水素錯体を用いた常温水素同位体(H2/D2)クロマトグラフィー分離  
(東北大院理, 北大院環境科学) 〇山内 多聞, 内田 海路, 野呂 真一郎, 岸本 直樹, 坂本 

良太, 高石 慎也 

2PF-19 Rh 二核錯体から構築される水素結合型フレームワーク触媒の合成、物性ならびに反応性  
(阪大院工, JST さきがけ) 〇清川 結加, 石見 輝, 小杉 健斗, 嵯峨 裕, 近藤 美欧, 正岡 

重行 

2PF-20 Zr 金属-有機多面体とポリ酸の複合体の合成と異性体分離  
(九大院理) 〇常盤 美怜, ルウェ バンジャマン, 大場 正昭 

2PF-21 ピラードレイヤー骨格を有するナノポーラス銅(II)錯体の熱伝導特性  
(名大院工) 〇淺井 俊哉, 日下 心平, 井口 弘章, 松田 亮太郎 

2PF-22 多核メタロデンドリマー鋳型を利用した温室効果ガス変換に向けた高効率ニッケルクラス

ター触媒の開発  
(東工大化生研, JST さきがけ, JST ERATO, 福島県立医科大総合科学教育研究セ) 〇塚本 

孝政, 森合 達也, 田邊 真, 神戸 徹也, 山元 公寿 

2PF-23 Zn(II)ポルフィリン-Re(I)錯体二元系光触媒による CO2光還元反応初期過程の超高速実時間

解析  
(九大院理, 東理大院理) 〇本田 瑛之, 江原 巧, 宮田 潔志, 佐藤 廉, 倉持 悠輔, 佐竹 彰

治, 恩田 健 

2PF-24 Estimating cancer cell activity using luminescent Eu(III) complex  
(WPI-ICReDD, Hokkaido Univ., Grad. Sch. of Chem. Sci. and Eng., Hokkaido Univ., Fac. of 

Eng., Hokkaido Univ., Fac. of Medicine, Hokkaido Univ.) 〇Mengfei WANG, Masaya KONO, 

Sunao SHOJI, Yuichi KITAGAWA, Koji FUSHIMI, Masumi TSUDA, Shinya TANAKA, 

Yasuchika HASEGAWA 

2PF-25 ターピリジン配位子を有するヘテロレプティック鉄錯体における溶解性とレドックス特性

の評価            
(早大先進理工) 〇岡澤 厚, 角地 貴行, 川合 航右, 大久保 將史  

2PF-26 二水素錯体を用いた水素同位体(H2/D2)の常温分離法の開発  
(東北大院理, 北大院環境科学) 〇内田 海路, 岸本 直樹, 野呂 真一郎, 坂本 良太, 高石 

慎也 

2PF-27 環状らせんパラジウム三核錯体の位置選択的脱プロトン化によるらせん反転速度制御  
(東大院理) 〇中島 朋紀, 田代 省平, 塩谷光彦 

2PF-28 種々のポリオキソメタレートとアミダート架橋白金四核錯体からなる混合原子価集積体  
(岐阜大院自然科技, 岐阜大工, 岐阜大院工) 〇長谷川 遥, 植村 一広, 伊藤 悠真, 佐橋 あ

すか, 長澤 樹, 高森 敦志 

2PF-29 Hofmann 型 Fe(II)Pt(II) 多孔性配位高分子のアルカンおよびアルケン吸着体の磁気挙動  
(九大院理, 東北大金研) 〇藤本 志己, 芳野 遼, 大谷 亮, 大場 正昭 

2PF-30 水溶性金属-有機多面体の分離と特性  
(九大院理) 〇大原 朋, ルウェ バンジャマン, 大谷 亮, 大場 正昭 
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2PF-31 オキソテトラシアノモリブデンユニットを用いた新規極性錯体結晶の開発  
(九大院理) 〇辻岡 利菜, 大谷 亮, 大場 正昭 

2PF-32 Aza-Crown 部位をもつジチオカルバミン酸を配位子とした Pt(II)錯体の合成と金属イオン

への応答性の評価  
(早大院先進理工, 千葉工大工) 〇山本 りか, 菅谷 知明, 石原 浩二 

2PF-33 ジイミノ骨格を有する高分子型錯体の光電気化学特性  
(中大理工, 京大院工) 〇田端 隼人, 中田 明伸, 張 浩徹 

2PF-34 鉄フッ素化クロリン錯体を触媒に用いたスチレン誘導体の酸素化  
(岡山理大フロンティア理工学研, 岡山理大工) 〇石川 玲菜, 澤田 拓也, 折田 明浩, 赤司 

治夫 

2PF-35 イミダゾリウムカチオンを用いたシアノ系ハイブリット錯体開発  
(九大院理) 〇茂谷 尚貴, 大谷 亮, 大場 正昭 

2PF-36 トランス型コバルトジオキソレン錯体の濃度依存型原子価互変異性  
(中大理工, 京大院工) 〇古山 雄貴, 小西 龍之介, 中田 明伸, 張 浩徹 

2PF-37 trans-ビス(イミノメチルピラゾラト)白金(II)錯体の刺激応答性発光  
(阪大院基礎工) 〇前川 純輝, 川守田 創一郎, 直田 健 

2PF-38 プロトン共役電子移動活性配位子を有する含アルキル長鎖白金(II)錯体の合成  
(中大理工) 〇田村 竜也, 張 浩徹 

2PF-39 ジケトピロロピロール誘導体を用いた金属錯体の合成と有機薄膜太陽電池への応用  
(近畿大理工, 近畿大理工総研) 〇髙橋 直大, 三輪 勇貴, 中野 蒼太, 田中 仙君, 前川 雅

彦, 黒田 孝義, 大久保 貴志 

2PF-40 ポルフィリン誘導体を用いた有機 EL 素子の作製および特性評価  
(近畿大学理工学部, 近畿大理工総研) 〇射場 日有人, 田中 悠希, 西山 智貴, 前川 雅彦, 

黒田 孝義, 大久保 貴志 

2PF-41 金属ポルフィリンを添加剤とした 3 元系有機太陽電池の作製と評価  
(近畿大理工, 近畿大理工総研) 〇田中 悠希, 西山 智貴, 前川 雅彦, 黒田 孝義, 大久保 

貴志 

2PF-42 発光性配位高分子の薄膜化および電子デバイスへの応用  
(近畿大理工, 近畿大理工総研) 〇中野 蒼太, 西山 智貴, 田中 啓裕, 射場 日有人, 前川 

雅彦, 黒田 孝義, 大久保 貴志  
2PF-43 ポルフィリンからなる弾性結晶の温度低下に伴う弾性の変化と、金属ポルフィリンとの共

結晶化に伴う結晶硬化の抑制  
(奈良女大理) 〇堀井 洋司, 加藤 日菜子, 土生 彩加, 梶原 孝志 

2PF-44 C1 対称性ベンズイミダゾール[3]アレーン大環状配位子からなる二次元金属有機構造体の

構築  
(東大院理) 〇中川 慶一, 田代 省平, 塩谷 光彦 

2PF-45 ティアラ型白金錯体による固相での分子配列と発光特性  
(北大院環境, 北大地球環境) 〇劉 佳星, 嶋田 章吾, 小西 克明, 七分 勇勝 

2PF-46 Pb(II)イオンを選択的に認識可能なクラウンエーテル部位を有するビピリジン配位子を用

いた Ir(III)錯体の発光特性  
(早大院先進理工, 上智大理工, 千葉工大工) 〇今西 郁巳, 鈴木 陽太, 廣岡 晴嗣, 菅谷 知

明, 石原 浩二 

2PF-47 Metal Enolate Complexes of the 2-Acylmethyl-4,4-dimethyl-2-oxazolines  
(Toronto Metropolitan Univ.) 〇Robert A. Gossage 

 


