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ECSJ 2021 
2021年電気化学秋季大会
2021年9月8日（水）～9日（木）
北海道大学 高等教育推進機構

公益社団法人電気化学会

電池の事なら
「宝泉」にお任せ下さい！

ビーカーセルや評価セル・コインセルなどの小型電池を
対象とした卓上設備から円筒型・角型・ラミネートタイプ
などの多種多様なセル形状に合った設備・部材・材料を
一式取り揃えております。

全固体電池、リチウム空気電池、マグネシウム電池、ナ
トリウム電池などお気軽にお問い合わせ下さい。

ロールプレス機

卓上サイズで非常にコンパクトで有りながら加熱機構を
搭載したロールプレス機です。シンプルな操作方法で
何方でも簡単に操作できます。カスタマイズも可能です。

デスクトップ塗工機

活物質ペーストを集電箔上に均一の厚みで塗布するコー
ターです。コンパクトながら高い塗工精度と巻取り精度を
備えています。脈動を抑える駆動システムを採用し、メン
テナンスが容易な装置構造を特徴としております。

その他、卓上型コーターも
ございます。

横型高温真空乾燥機

塗布電極・各種材料の真空乾
燥、真空及び不活性ガス雰囲
気中の材料合成加熱処理に。

非暴露雰囲気を保持した状態
でグローブボックス (サイドボ
ックス)からの出入れが可能で
す。

中古機器

大小問わず様々な中古機器を
取り扱っております。
価格や納期で
お悩みの際は是非
お問い合わせ下さい。

多層カーボンナノチューブ

LIB用多層CNT・CNTペースト(溶剤系・水系)を取り扱っております。
サイクル特性・入出力特性などの改善を見込めます。

宝泉株式会社
本社 〒542-0081 大阪市中央区南船場4-4-21 TODA BUILDING 心斎橋8F TEL : 06-6253-2600  FAX : 06-6253-2357 

東京 〒102-0083 東京都千代田区麹町2-2-3 VORT半蔵門Ⅱ9F  TEL : 03-3263-0520  FAX : 03-3263-0521

http://www.hohsen.co.jp   E-Mail : info@hohsen.co.jp

平面プレスもございます。
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Z-3D　3Dインピーダンス解析ソフトウェア

3Dインピーダンス測定システム

SP-300 電気化学測定システム

SP-150 電気化学測定システム

■ 5端子測定による対極の電圧同時モニタ可能
■ 業界最高クラスの周波数範囲：7MHz～10μHz
■ 高確度インピーダンス測定  基本確度：0.3%,0.3°
■ 豊富なオプションモジュール
　 - ブースターオプション：1A/2A/4A/10A/30A
　 - アナログ電圧掃印

アドバンスドモデル

スタンダードモデル
■ 5端子測定による対極の電圧同時モニタ可能
■ 豊富なブースターオプション：2A/5A/10A/20A/80A/100A
■ スタック電池の各セルインピーダンス測定
　 (マルチチャンネルモデルのみ対応)

充電・放電しながらの In-situ インピーダンス解析や
経時変化しやすいサンプルの腐食モニタリングに最適

特長

システム構成

■系が変化するサンプルのインピーダンス解析が可能
■各時間・SOC における瞬間のインピーダンスを
　ZView 解析ソフトウェアへ出力可能
■応答電圧振幅値の制御による
　電流制御インピーダンス測定 (GEIS-AA) が可能

Bio-Logic 社製電気化学測定システム

東陽テクニカ社製
Z-3D 3D インピーダンス解析ソフトウェア
　　　　　＋
Bio-Logic 社製電気化学測定システム

青線：測定データ(Z’,Z”,time)

瞬間のインピーダンス

黄線：時間補間した3Dプロット

〒103-8284   東京都中央区八重洲1-1-6
TEL.03-3245-1103   E-Mail : keisoku@toyo.co.jp

理化学計測部
株式会社 東陽テクニカ  〒532-0003　大阪府大阪市淀川区宮原1-6-1（新大阪ブリックビル） 

 〒460-0008　愛知県名古屋市中区栄2-3-1（名古屋広小路ビルヂング）

 〒321-0953　栃木県宇都宮市東宿郷2-4-3（宇都宮大塚ビル）

大 阪 支 店

名古屋営業所

宇都宮営業所

TEL.06-6399-9771

TEL.052-253-6271

TEL.028-678-9117

www.toyo.co.jp/material/products/detail/Z-3D.html
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【電気化学測定のスタンダード】
ALS760E 電気化学アナライザー

【腐食・電池・インピーダンス測定】
GAMRY Interface1010E
ポテンショスタット/ガルバノスタット

【電気化学初心者や学生実験などに】
モデル2325 バイポテンショスタット

商品コード 品名

013653 Interface 1010E jp ポテンショ/ガルバノスタット

商品コード 品名

013345 モデル2325 バイポテンショスタット

商品コード 品名

013094 ALSモデル760E デュアル電気化学アナライザー

電気化学測定に必要なファンクションジェネレーターと
ポテンショスタットが一体化した電気化学測定装置です。
CVS計測、ターフェルプロット、インピーダンス測定など
は、メッキの研究、腐食・防食の研究、燃料電池の研究、
新素材の評価などに大いに役立ちます。

コンパクトな筐体ながら、ハイパフォーマンスを実現して
いる電気化学測定装置です。酸化・還元測定、腐食測定、
インピーダンス測定、バッテリー研究などにおいて、卓越
した性能でユーザーをサポートします。

回転リングディスク電極測定に対応したバイポテンショ
スタットで、低ノイズ、高スピード、そして省スペース性を
重視して開発されました。コストパフォーマンスが大変優
れているため、研究目的のほか、学生実験、工業用途な
ど様々な用途へ応用する事ができます。

電気化学測定装置ラインナップ
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22002211 年年電電気気化化学学秋秋季季大大会会  
 

 

参参加加ののごご案案内内  

 

 

2021年 9 月 8日（水）～9日（木） 

オンライン開催 

 

 

 

 

 

 

公公益益社社団団法法人人  電電気気化化学学会会  

東京都千代田区西神田 3-1-6 日本弘道会ビル 7 階 

 

15808449 参加ご案内.indd   115808449 参加ご案内.indd   1 2021/09/01   15:52:492021/09/01   15:52:49



― iii ―― ii ―

2021 年電気化学秋季大会 企業企画参加企業一覧（アイウエオ順） 

 

１．バナー広告 
株式会社 KRI 

東洋システム株式会社 

株式会社東陽テクニカ 

宝泉株式会社 

北斗電工株式会社 

マイクロトラック・ベル株式会社 

 

２．プログラム冊子広告 
イノベーションサイエンス株式会社 

株式会社東陽テクニカ 

ビー・エー・エス株式会社 

宝泉株式会社 

北斗電工株式会社 

 

３．オンライン企業展示 
株式会社オハラ 

マイクロトラック・ベル株式会社 

早稲田大学卓越大学院プログラム 

パワー・エネルギー・プロフェッショナル育成プログラム 

 

４．シンポジウム開始前、休憩時間での企業紹介 
宝泉株式会社 

 

５．現地技術相談コーナー 
株式会社東陽テクニカ  

北斗電工株式会社  
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2021 年電気化学秋季大会実行委員会名簿 

21年秋季大会実行委員長   村越 敬  北海道大学大学院理学研究院 

副実行委員長(支部長)   忠永清治  北海道大学大学院工学研究院 

副実行委員長(副支部長)   上田幹人  北海道大学大学院工学研究院 

(講演会場・掲示) 

21年秋季大会学術企画委員  加藤 優  北海道大学大学院地球環境科学研究院 

委員 (アルバイト統括)   青木芳尚  北海道大学大学院工学研究院 

委員 (各種委員会・会議)     安住和久  北海道大学大学院工学研究院 

委員     今枝佳祐  北海道大学大学院理学研究院 

委員     阿部良夫  北見工業大学 

委員     飯田健二  北海道大学触媒科学研究所 

委員     居城邦治  北海道大学電子科学研究所 

委員     上野貢正  北海道大学大学院理学研究院 

委員     宇都正幸  北見工業大学 

委員     大谷文章  北海道大学触媒科学研究所 

委員     川村みどり 北見工業大学 

委員 (クローク)    菊地竜也  北海道大学大学院工学研究院 

委員     北野 翔  北海道大学大学院工学研究院 

委員     熊谷剛彦  北海道大学大学院工学研究院 

委員     小寺史浩  旭川工業高等専門学校 

委員     小林厚志  北海道大学大学院理学研究院 

委員     坂入正敏  北海道大学大学院工学研究院 

委員     佐藤威友  北海道大学量子集積エレクトロニクス研究センター 

委員     関 千草  室蘭工業大学地方創生研究開発センター 

委員     仙北久典  北海道大学大学院工学研究院 

委員     孫   宇  北海道大学大学院理学研究院 

委員     高草木達  北海道大学触媒科学研究所 

委員 (託児所)      高島 舞  北海道大学触媒科学研究所 

委員     高瀬 舞  室蘭工業大学地方創生研究開発センター 

委員     高橋幸裕  北海道大学大学院理学研究院 

委員     田口 哲  北海道教育大学 

委員     竹内 謙  東京理科大学教養教育研究院 

委員     千葉 誠  旭川工業高等専門学校 

委員     中田 耕  北海道大学大学院環境科学研究院 

委員 (アルバイト統括)     幅崎浩樹  北海道大学大学院工学研究院 

委員     平井慈人  北見工業大学 

委員 (事務局)      福島知宏  北海道大学大学院理学研究院 

委員 (会計)    伏見公志  北海道大学大学院工学研究院 

委員 (講演会場・掲示)   松島永佳  北海道大学大学院工学研究院 

委員     三浦 章  北海道大学大学院工学研究院 

委員     三浦 誠  北海道職業能力開発大学校 

委員 (事務局)    南本大穂  北海道大学大学院理学研究院 

委員 (ネット・休憩室)   八木一三  北海道大学大学院地球環境科学研究院 

 

電気化学会大会学術委員 本部庶務理事  入江 寛  山梨大学クリーンエネルギー研究センター 
本部庶務理事              中村暢文  東京農工大学大学院工学研究院 
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委員 (事務局)      福島知宏  北海道大学大学院理学研究院 

委員 (会計)    伏見公志  北海道大学大学院工学研究院 

委員 (講演会場・掲示)   松島永佳  北海道大学大学院工学研究院 

委員     三浦 章  北海道大学大学院工学研究院 

委員     三浦 誠  北海道職業能力開発大学校 

委員 (事務局)    南本大穂  北海道大学大学院理学研究院 

委員 (ネット・休憩室)   八木一三  北海道大学大学院地球環境科学研究院 

 

電気化学会大会学術委員 本部庶務理事  入江 寛  山梨大学クリーンエネルギー研究センター 
本部庶務理事              中村暢文  東京農工大学大学院工学研究院 
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― iv ―

2021 年電気化学秋季大会プログラム 

 

2021年 9月 8日(水)～9 日（木）            北海道大学 高等教育推進機構 

会場／教室 第 1 日・9月 8 日(水) 第 2 日・9月 9 日（木） 

S1 

E215 

Ｓ１．分子機能電極－界面電子移動制御 

とその応用  

(9:00～17:15) 

Ｓ１．分子機能電極－界面電子移動制御 

とその応用  

(8:45～12:15) 

S2 

E206 

Ｓ２．光電気化学とエネルギー変換 

(9:00～17:15) 

Ｓ２．光電気化学とエネルギー変換  

(8:30～15:00) 

S3/S9 

E207 

Ｓ３．有機電子移動化学が拓く新領域

(9:45～17:00) 

Ｓ３．有機電子移動化学が拓く新領域 

(9:45～11:45) 

Ｓ９．マイクロ～ナノ構造材料・デバイス 

形成の最先端技術 

(13:30～16:30) 

S4 

E308 

Ｓ４．生命科学と電気化学 

(8:30～17:15) 

Ｓ４．生命科学と電気化学 

(8:30～17:15) 

S5 

E315 

Ｓ５．固体化学の新しい指針を探る

(13:30～17:15) 

Ｓ５．固体化学の新しい指針を探る 

(9:00～14:30) 

S6-1 

E301 

Ｓ６．電池の新しい展開 

(8:30～17:15) 

Ｓ６．電池の新しい展開 

(8:30～14:30) 

S6-2 

E201 

Ｓ６．電池の新しい展開 

(8:45～17:15) 

Ｓ６．電池の新しい展開 

(8:30～14:45) 

S6-3 

N302 

Ｓ６．電池の新しい展開 

(8:45～17:15) 

 

S13/S8 

E307 

Ｓ13． 電子材料及びナノ機能素子 

(9:30～16:30) 

Ｓ８．社会基盤を支える腐食科学と表面 

処理技術 

(9:45～16:30) 

S7/S11 

E219 

Ｓ７．キャパシタ技術の新しい展開 

(9:30～16:45) 

Ｓ11．明日をひらく技術・教育シンポジウム 

(9:15～15:00) 

S10 

E214 

Ｓ10．ナノスケール界面・表面の構造と

ダイナミクス 

(9:00～17:15) 

Ｓ10．ナノスケール界面・表面の構造と 

ダイナミクス 

(9:00～15:00) 

S12 

N304 

Ｓ12．化学センサの新展開 

(10:45～17:00) 

Ｓ12．化学センサの新展開 

(10:00～16:15) 

一般学術講演 

E306 

電気化学会基礎 

(9:45～16:15) 

電気化学会応用,材料・デバイス 

(9:15～15:00) 

基調講演 「リチウムを取り巻く環境と当社の 

役割（仮）」  

片山 昌治 (豊田通商株式会社 金属

本部 COO) 

(17:30～18:15) 
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09:00  [1A01]

09:15  [1A02]

09:30  [1A03]

09:45  [1A04]

10:00  [1A05]

10:15  [1A06]

10:45  [1A07]

11:00  [1A08]

11:15  [1A09]

11:30  [1A10]

11:45  [1A11]
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2021年9月8日(水)
 

S1会場 | Ｓ１．分子機能電極－界面電子移動制御とその応用

【分子機能電極－界面電子移動制御とその応用】 
セッション1（一般講演1） 

A会場(S1)
 

両連続相マイクロエマルションを用いた多孔質銀ナノ材料の開発、およびその形態制御 

〇藤井 雅生1、芝 駿介1、松口 正信1、國武 雅司2、丹羽 修3、加藤 大4 （1. 愛媛大学、2. 熊本大学、3. 埼玉工

業大学、4. 産業技術総合研究所） 

両連続相マイクロエマルションを用いた動的ソフトテンプレート法によるモノリシックナノ多孔質

金の形成および電極触媒への応用 

〇平林 捷永1、芝 駿介1、松口 正信1、國武 雅司2、丹羽 修3、加藤 大4 （1. 愛媛大学、2. 熊本大学、3. 埼玉工

業大学、4. 産業技術総合研究所） 

CVDグラフェン電極への UV/オゾン前処理が電気化学発光特性に与える効果 

〇椎木 優成1、石川 遼平1、渡辺 剛志1、黄 晋二1 （1. 青山学院大学） 

電気化学発光免疫分析応用に向けたグラフェン透明電極の評価 

〇石川 遼平1、渡辺 剛志1、岩崎 貴充1、黄 晋二1 （1. 青山学院大学） 
 
 
 

S1会場 | Ｓ１．分子機能電極－界面電子移動制御とその応用

セッション2（一般講演2） 
A会場(S1)

 

Ｒ u錯体を用いた電気化学発光素子の寿命解析 

〇岩井 一真1、青木 純1 （1. 名古屋工業大学大学院） 

ダイヤモンド電極を用いた電気化学発光のイムノセンシングへの応用 

〇坂ノ上 航平1、 Irkham Irkham1、 Fiorani Andrea1、栄長 泰明1 （1. 慶應義塾大学） 
 
 
 

S1会場 | Ｓ１．分子機能電極－界面電子移動制御とその応用

セッション3（一般講演3） 
A会場(S1)

 

PQQ架橋による再構築型酵素の直接電子移動反応 

〇小森 喜久夫1、相川 智紀1 （1. 近畿大学） 

チオフェン一置換鉄ポルフィリンを用いた活性酸素センサーの創製 

〇下野 涼輔1、東條 敏史1、近藤　剛史1、湯浅 真1 （1. 東京理科大学） 
 
 
 

S1会場 | Ｓ１．分子機能電極－界面電子移動制御とその応用

セッション4（一般講演4） 
A会場(S1)

 

血中薬物濃度モニタリングへの応用を目指した導電性ダイヤモンドライクカーボン(DLC)電極の作

製 

〇大石 勇太1、近藤 剛史1、平塚 傑工2、東條 敏史1、湯浅 真1 （1. 東京理科大学、2. ナノテック株式会社） 

ダイヤモンド電極を用いた抗がん剤ドキソルビシンのヒト血清中遊離型測定 

〇森山 英人1、緒方 元気1、梨本 遥馬2、古川 良明1、日比野 浩3、楠原 洋之2、栄長 泰明1 （1. 慶應義塾大学

理工学部、2. 東京大学大学院薬学系研究科、3. 大阪大学大学院医学系研究科） 

二酸化マンガン層間に孤立した Ag+イオンの in situ還元と ORR 

清水 智仁1、北村 仁1、片山 祐1、〇中山 雅晴1,2 （1. 山口大学、2. ブルーエナジーセンター） 



12:00  [1A12]

13:30  [1A13]

13:45  [1A14]

14:30  [1A15]

14:45  [1A16]

15:15  [1A17]

15:30  [1A18]

15:45  [1A19]

16:00  [1A20]

16:15  [1A21]

16:45  [1A23]
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La, Gdによる Pt粒子表面の合金化処理と酸素還元反応における電極触媒活性の検討 

〇田中 詩乃1、稲川 友貴1、大塚 海斗1、松本 太1、郡司 貴雄1 （1. 神奈川大学） 
 
 
 

S1会場 | Ｓ１．分子機能電極－界面電子移動制御とその応用

セッション5（特別講演1/一般講演5） 
A会場(S1)

 

Pt粒子細孔内配置による触媒活性向上効果 

〇綾戸 勇輔1、堀内 洋輔1、永田 貴寛1 （1. 株式会社キャタラー） 

金属間化合物および金属酸化物担持体による電極触媒反応の促進 

〇松本 太1 （1. 神奈川大学） 
 
 
 

S1会場 | Ｓ１．分子機能電極－界面電子移動制御とその応用

セッション6（一般講演6） 
A会場(S1)

 

回転リングディスク電極法による金属ポルフィリン修飾電極の電気化学的 CO2還元生成物の解析 

〇小林 拓未1、佐藤 潔1、川上 浩良1 （1. 東京都立大学大学院） 

陽極酸化による錫電極の CO2電解還元特性の向上 

〇高辻 義行1、森本 将行1、藤田 波輝1、春山 哲也1 （1. 九州工業大学） 
 
 
 

S1会場 | Ｓ１．分子機能電極－界面電子移動制御とその応用

セッション7（一般講演7） 
A会場(S1)

 

単一銅原子触媒によるガス状 COの選択電解還元 

〇大橋 圭太郎1、原田 隆史1、神谷 和秀1、中西 周次1 （1. 大阪大学） 

動的ソフトテンプレート法によるポーラス金ナノシート膜の合成と電極触媒への応用 

〇芝 駿介1、松口 正信1、國武 雅司2、丹羽 修3、加藤 大4 （1. 愛媛大学、2. 熊本大学、3. 埼玉工業大学、4.

産業技術総合研究所） 
 
 
 

S1会場 | Ｓ１．分子機能電極－界面電子移動制御とその応用

セッション8（一般講演8） 
A会場(S1)

 

Coドープ二酸化マンガンの塩水中での CER/OER活性の pH依存性 

〇村上 愛1、中山 雅晴1,2 （1. 山口大学大学院、2. ブルーエナジーセンター） 

比表面積の大きな金電極の作製とその SO2酸化特性の評価 

〇安達 海斗1、高橋 穣人1、今林 慎一郎1 （1. 芝浦工業大学） 

ポリニュートラルレッド修飾電極の水素発生触媒機能 

〇原田 祐弥1、河野 大樹1、 Stadler Philipp2、新奥 孝太3、城石 英伸3、吉田 司1 （1. 山形大学、2. ヨハネス

ケプラー・リンツ大学、3. 東京工業高等専門学校） 
 
 
 

S1会場 | Ｓ１．分子機能電極－界面電子移動制御とその応用

セッション9（一般講演9） 
A会場(S1)

 

LiNi0.5Mn1.5O4電極表面上にグラフトしたフルオロアルキルシラン自己組織化単分子膜で観察され

た分子ゲート効果 



17:00  [1A24]

08:45  [2A01]

09:00  [2A02]

09:15  [2A03]

09:30  [2A04]

09:45  [2A05]

10:00  [2A06]

10:15  [2A07]

10:45  [2A08]

11:00  [2A09]

11:15  [2A10]

11:30  [2A11]
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〇是津 信行1、藤々木 瞳1、 Youn Charles-Blin1、手嶋 勝弥1 （1. 信州大学） 

ビオロゲン類を有機リンカーに用いた Cu-MOFのマイクロ波合成と酸化還元機能評価 

〇平井 裕士1、齋藤 恵里佳1、山口 寛人1、中鉢 智士1、吉田 司1 （1. 山形大学） 
 
 

2021年9月9日(木)
 

S1会場 | Ｓ１．分子機能電極－界面電子移動制御とその応用

【分子機能電極－界面電子移動制御とその応用】セッション10（一般講演10） 
A会場(S1)

 

長鎖アルキルビオロゲン積層膜の電気化学特性 

陳 晞映1、岡島 武義1、〇北村 房男1 （1. 東京工業大学） 

ジアゾニウム塩還元による共有結合修飾を施した単層及び積層グラフェンの電気化学特性評価 

〇坪内 克樹1、渡辺 剛志1、黄 晋二1 （1. 青山学院大学） 

ホモシステイン修飾単結晶電極におけるキラル選択的酸化還元反応 

〇岡 紗雪1、加藤 優1、保田 諭2、八木 一三1 （1. 北海道大学、2. 日本原子力研究開発機構） 

金属担持ビピリジン架橋型有機構造体から成る新規電極触媒の開発 

〇土田 耕生1、細川 智哉1、都司 柾貴1、岩瀬 和至1,2、原田 隆史1、中西 周次1、神谷 和秀1 （1. 大阪大学、2.

東北大学） 
 
 
 

S1会場 | Ｓ１．分子機能電極－界面電子移動制御とその応用

セッション11（一般講演11） 
A会場(S1)

 

pH応答性蛍光プローブを用いたレドックス界面における pH挙動の解析 

〇毛塚 駿介1、坂元 博昭2、髙村 映一郎2、末 信一朗2 （1. 福井大学大学院　工学研究科　産業創成工学専

攻、2. 福井大学学術研究院工学系部門繊維先端工学講座） 

調光銀ミラーデバイスのサイクル特性向上のための要因の検討 

〇森田 久也1、青木 純1 （1. 名古屋工業大学大学院） 

Zn-Co-TPA MOFの電解析出を利用したコバルトドープ酸化亜鉛の製膜 

〇中村 天彰1、工藤 華1、津田 勇希1、松嶋 雄太1、吉田 司1 （1. 山形大学） 
 
 
 

S1会場 | Ｓ１．分子機能電極－界面電子移動制御とその応用

セッション12（特別講演2/一般講演12） 
A会場(S1)

 

電気化学反応と UV照射によるラジカル反応を応用した新規マイクロプラスチック分解法の開発 

〇目細 太一1、高辻 義行2、坂元 博昭1、春山 哲也2、髙村 映一郎1、末 信一朗1 （1. 福井大学、2. 九州工業大

学） 

硫酸電解用塗布型ダイヤモンド電極の開発 

〇近藤 剛史1、木元 佳樹1、岡田 祐二2、東條 敏史1、湯浅 真1 （1. 東京理科大学、2. 旭化成株式会社） 

電解水処理への実用化を目指した塗布型ダイヤモンド電極の作製及びその評価 

〇中嶋 遥1、近藤 剛史1、金田 英一2、東條 敏史1、湯浅 真1 （1. 東京理科大学、2. 株式会社エーワンテクニ

カ） 

気相と水相の相界面反応による元素循環 

〇春山 哲也1 （1. 九州工業大学） 
 
 



09:00  [1B01]

09:15  [1B02]

09:30  [1B03]

09:45  [1B04]

10:00  [1B05]

10:45  [1B06]

11:00  [1B07]

11:15  [1B08]

11:30  [1B09]
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2021年9月8日(水)
 

S2会場 | Ｓ２．光電気化学とエネルギー変換

【光電気化学とエネルギー変換】 
セッション1（一般講演1） 

B会場(S2)
 

界面構造制御による高耐久ペロブスカイト太陽電池の開発 

〇古郷 敦史1、村上 拓郎1 （1. 産業技術総合研究所） 

金属酸化物ナノ粒子を用いた複合電極の作製と色素増感太陽電池への応用 

〇昆野 昭則1、辻 友也1、齊藤 瑠輝1 （1. 静岡大学） 

MoO2含有化合物ナノ材料を用いた可視光によるプラズモン誘起電荷分離 

〇イ スンヒョク1、西 弘泰1、立間 徹1 （1. 東京大学） 

Quantum Chemistry Molecular Modeling for Highly effective Molecular-Structured N3/KI3-

sensitized TiO2 Solar Cells 

〇栁田 祥三1、柳澤 将2 （1. 大阪大学、2. 琉球大学） 
 
 
 

S2会場 | Ｓ２．光電気化学とエネルギー変換

セッション2（特別講演1） 
B会場(S2)

 

A Photoelectrochemical Insight into the Halide Migration in Mixed Halide Perovskites 

〇パラシャント カマト1 （1. University of Notre Dame） 
 
 
 

S2会場 | Ｓ２．光電気化学とエネルギー変換

セッション3（一般講演2） 
B会場(S2)

 

Incorporation of p-type interlayer self-assembled monolayer in high efficiency flexible tin-lead

perovskite solar 

〇 Sahamir Shahrir Razey1、 Kamarudin Muhammad Akmal1、 Zhang Yaohong1、 Shen Qing1、 Hayase

Shuzi1 （1. 電気通信大学） 

Suppressing hysteresis effect in lead-free tin halide perovskite solar cells through

incorporation of large A-site cation 

〇 Kamarudin Muhammad Akmal1、シャリル　ラジー サハミル1、テレサ リポイェ2、西村 滉平1、飯久保 智
3、吉野 賢二4、峯元 高志5、沈 青1、フアン ビスカート6、早瀬 修二1 （1. 電気通信大学、2. フアン・カルロ

ス王大学、3. 九州大学、4. 宮崎大学、5. 立命館大学、6. ジャウメ1世大学） 

Tin-lead perovskite solar cells with efficiency more than 23% 

〇 Kapil Gaurav1,2、 Bessho Takeru2、 Shen Qing1、 Segawa Hiroshi2、 Hayase Shuzi1 （1. 電気通信大

学、2. 東京大学） 
 
 
 

S2会場 | Ｓ２．光電気化学とエネルギー変換

セッション4（一般講演3） 
B会場(S2)

 

High Efficiency Lead-free Wide Bandgap Perovskite Solar Cells via Guanidinium Bromide

Incorporation 

〇チン モンモン1、かピル ガウラ1、早 修二1、沈 青1 （1. 電気通信大学） 



11:45  [1B10]

12:00  [1B11]

13:30  [1B12]

14:00  [1B13]

14:15  [1B14]

14:30  [1B15]

14:45  [1B16]

15:15  [1B17]

15:30  [1B18]

15:45  [1B19]

16:00  [1B20]
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Brを用いたスズ-ペロブスカイト太陽電池の変換効率改善 

〇西村 滉平1、 Kamarudin Muhammad Akmal1、沈 青1、飯久保 智2、峯元 高志3、吉野 賢二4、早瀬 修二1

（1. 電気通信大学、2. 九州大学、3. 立命館大学、4. 宮崎大学） 

金属酸化物から酸化状態色素への電子移動速度と色素増感太陽電池の性能に対する Ru錯体色素の

吸着基の影響 

〇吉村 久遠1、舩木 敬2、森 正悟1 （1. 信州大学、2. 国立研究開発法人産業技術総合研究所） 
 
 
 

S2会場 | Ｓ２．光電気化学とエネルギー変換

セッション5（特別講演2） 
B会場(S2)

 

人工光合成を目指した光触媒開発 

〇工藤 昭彦1 （1. 東京理科大学） 
 
 
 

S2会場 | Ｓ２．光電気化学とエネルギー変換

セッション6（一般講演4） 
B会場(S2)

 

鉄-コバルト含有複合酸化物超薄膜の合成と酸素発生電極触媒への応用 

〇辻 悦司1、足立 廉1、岡田 拓之1、菅沼 学史1、片田 直伸1 （1. 鳥取大学） 

増感型熱利用発電におけるイオン拡散長と発電温度の相関 

木幡 春輝1、小日向 貢2、池田 拓未1、関谷 颯人1、 Biao Mei3、 Ye Wang3、水越 和志3、磯部 敏宏1、中島 章
1、〇松下 祥子1 （1. 東京工業大学、2. トーニック、3. 三櫻工業） 

増感型熱利用電池の性能向上に向けた塩化物系支持電解質の評価 

〇宋 皓同1、磯部 敏宏1、中島 章1、松下 祥子1 （1. 東京工業大学） 

増感型熱利用発電における活性化エネルギー測定法の検討 

〇池田 拓未1、磯部 敏宏1、中島 章1、松下 祥子1 （1. 東京工業大学） 
 
 
 

S2会場 | Ｓ２．光電気化学とエネルギー変換

セッション7（一般講演5） 
B会場(S2)

 

アンチモンで表面修飾した金ナノ粒子担持酸化スズ可視光光触媒による純水からの過酸化水素合成 

〇寺西 美和子1、納谷 真一1、多田 弘明1 （1. 近畿大学） 

銅ナノ粒子を用いたプラズモン誘起電荷分離（ PICS）に基づく光エネルギー変換システムの開発 

〇中野 友里花1、村山 太郎1、山鳥 勇人1、高橋 幸奈2 （1. 九州大学大学院工学府応用化学専攻、2. 九州大学

カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所） 

新型プラズモン誘起電荷分離(PICS)を利用した全固体光電変換セルに用いる p型半導体の検討 

〇山鳥 勇人2、村山 太郎2、中野 友里花2、高橋 幸奈1 （1. 九州大学カーボンニュートラル・エネルギー国際

研究所、2. 九州大学工学府応用化学専攻） 

プラズモン誘起電荷分離とガルバニ置換による複合ナノ構造体の作製 

〇 Kim Kangseok1、西 弘泰1、立間 徹1 （1. 東京大学） 
 
 



16:15  [1B21]

16:30  [1B22]

16:45  [1B23]

17:00  [1B24]

08:30  [2B01]

08:45  [2B02]

09:00  [2B03]

09:15  [2B04]

09:30  [2B05]

09:45  [2B06]

10:00  [2B07]

10:15  [2B08]
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S2会場 | Ｓ２．光電気化学とエネルギー変換

セッション8（一般講演6） 
B会場(S2)

 

プラズモン誘起脱合金化によるナノポーラス構造の作製と光学特性制御 

〇東條 太朗1、西 弘泰1、立間 徹1 （1. 東京大学） 

励起分子の量子相間創出に向けた2次元格子プラズモン強結合特性の電気化学制御 

〇林 峻大1、及川 隼平、南本 大穂2、村越 敬2 （1. 北大院総化、2. 北大院理） 

電気化学発光を用いるエマルションの分散状態の in situ 測定 

鈴木 真由子1、植田 巧1、廣瀬 健人1、吉田 裕美1、〇前田 耕治1 （1. 京都工芸繊維大学） 

多元量子ドットの高精度分離を目指したプラズモン TLCの特性向上 

〇前田 結衣1、山口 奈緒子1、秋吉 一孝1、亀山 達矢1、坪井 泰之2、石原 一3、鳥本 司1 （1. 名古屋大学、2.

大阪市立大学、3. 大阪大学） 
 
 

2021年9月9日(木)
 

S2会場 | Ｓ２．光電気化学とエネルギー変換

【光電気化学とエネルギー変換】 
セッション9（一般講演7） 

B会場(S2)
 

光電気化学的 H O合成を指向した Cu V Oカソードの開発 

〇吉岡 万里1、横野 照尚1 （1. 九州工業大学） 

電極による可視光照射下での光電気化学的過酸化水素生成 

〇松田 龍弥1、横野 照尚1 （1. 九州工業大学大学院） 

光触媒への応用に向けた La-Ti複合酸化物の固体窒素源を用いた窒化反応制御 

〇江崎 友紀1、萬関 一広1、杉浦 隆1 （1. 岐阜大学） 

CuSCN薄膜電析における表面形態、結晶配向および光電子特性制御とデバイス応用 

〇宇田 恭太1、津田 勇希1、中村 天彰1、 Sun Lina2、硯里 善幸2、吉田 司1 （1. 山形大学、2. 山形大学 有機エ

レクトロニクスイノベーションセンター） 
 
 
 

S2会場 | Ｓ２．光電気化学とエネルギー変換

セッション10（一般講演8） 
B会場(S2)

 

中性での酸素発生反応を安定的に促進するブラウンミラーライト型 Fe-Co系酸化物電極触媒 

〇岡田 拓之1、辻 悦司1、菅沼 学史1、片田 直伸1 （1. 鳥取大学工学部附属グリーン・サスティナブル・ケミ

ストリー研究センター） 

Eu置換ペロブスカイト型酸化物 AZrO3（ A = Ca, Sr, Ba）のフォトルミネッセンス特性 

〇矢羽田 友樹1、藤代 史2、山本 涼花2、大石 昌嗣1 （1. 徳島大学、2. 高知大学） 

Ag-Au-S量子ドットの新規合成と近赤外発光特性の制御 

〇長谷川 万里子1、宮前 千恵1、亀山 達矢1、佐藤 弘規2、大嶋 優輔2、鳥本 司1 （1. 名古屋大学大学院工学研

究科、2. 田中貴金属工業株式会社） 

AIGS@ZnGaSコア/シェル量子ドットの発光特性を利用する温度センサの開発 

〇都澤 諒1、亀山 達矢1、上松 太郎2、宮地 冬1、湯川 博1、桑畑 進2、馬場 嘉信1、鳥本 司1 （1. 名大院工、2.

阪大院工） 
 
 



10:45  [2B09]

11:15  [2B10]

11:30  [2B11]

11:45  [2B12]

13:30  [2B13]

14:00  [2B14]

14:15  [2B15]

14:30  [2B16]

14:45  [2B17]

09:45  [1C01]
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S2会場 | Ｓ２．光電気化学とエネルギー変換

セッション11（特別講演3） 
B会場(S2)

 

人工光合成: 太陽光で二酸化炭素を変換する光エネルギー貯蔵技術 

〇森川 健志1 （1. (株)豊田中央研究所） 
 
 
 

S2会場 | Ｓ２．光電気化学とエネルギー変換

セッション12（一般講演9） 
B会場(S2)

 

マイクロメートル構造をもつ有機半導体表面 p-n接合体電極による光アノード電流の増強 

〇長井 圭治1、アーマド モハド　ファイルス2 （1. 東京工業大学、2. マレーシア大学ペルリス） 

ドープ金属酸化物型シングルサイト触媒電極による酸素2電子還元反応 

〇納谷 真一1、鈴木 遥也1、小林 久芳2、杉目 恒志1、多田 弘明1 （1. 近畿大学、2. 京都工芸繊維大学） 

窒化タンタル透明光アノードを用いる水分解用タンデム型セルの開発 

〇東 智弘1、西山 洋1、佐々木 豊1、河瀬 侑大1、 Pihosh Yuriy1、高鍋 和広1、堂免 一成1,2 （1. 東京大学、2.

信州大学） 
 
 
 

S2会場 | Ｓ２．光電気化学とエネルギー変換

セッション13（特別講演4） 
B会場(S2)

 

高性能ペロブスカイト太陽電池の実現に向けた材料設計 

〇柴山 直之1 （1. 桐蔭横浜大学） 
 
 
 

S2会場 | Ｓ２．光電気化学とエネルギー変換

セッション14（一般講演10） 
B会場(S2)

 

ペロブスカイト太陽電池におけるペロブスカイト/酸化ニッケル正孔輸送層界面 

〇柳田 真利1,2、パント ナムラタ2、白井 康裕1、宮野 健次郎1 （1. 国立研究開発法人物質･材料研究機構、2.

山梨大学） 

Ag-Bi-S量子ドットの液相合成と光化学特性制御 

〇秋吉 一孝1、張 文韜1、亀山 達矢1、鳥本 司1 （1. 名古屋大学） 

液相法による多元素添加近赤外応力発光体の開発 

〇藤尾 侑輝1、徐 超男1,2、寺崎 正1 （1. 産業技術総合研究所、2. 九州大学） 

キューブ状 MOFを利用した量子ドット蛍光体2次元集合体の作製と粒子間エネルギー移動 

〇上松 太郎1、熊谷 康平1、鳥本 司2、桑畑 進1 （1. 大阪大学、2. 名古屋大学） 
 
 

2021年9月8日(水)
 

S3/S9会場 | Ｓ３．有機電子移動化学が拓く新領域

【有機電子移動化学が拓く新領域】 
セッション1（一般講演1） 

C会場(S3/S9)
 

新規電解反応系を用いる芳香族化合物の電解アミドメチル化反応 

〇仙北 久典1、松野 秀俊1、葉山 瑞希1 （1. 北海道大学） 



10:00  [1C02]

10:15  [1C03]

10:45  [1C04]

11:00  [1C05]

11:15  [1C06]

11:30  [1C07]

13:30  [1C08]

13:45  [1C09]

14:00  [1C10]

14:15  [1C11]

14:30  [1C12]

14:45  [1C13]
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白金酸化物アノードによるプロピレンのエポキシ化反応 

〇小島 佑太1、井口 翔之1、山中 一郎1 （1. 東京工業大学） 

プロピレンの気相電解酸化によるプロピレンオキサイド合成 

〇齊藤 穂1、井口 翔之1、山中 一郎1 （1. 東京工業大学） 
 
 
 

S3/S9会場 | Ｓ３．有機電子移動化学が拓く新領域

セッション2（一般講演2） 
C会場(S3/S9)

 

膜-電極接合体を用いた芳香族アルコールの電解選択酸化 

〇松下 響1、アブデルナサー シャディ1、平原 実留1、荻原 仁志1、黒川 秀樹1 （1. 埼玉大学） 

両極反応によるベンジルアルコールの酸化 

〇堀口 元規1、神谷 秀博1、岡田 洋平1 （1. 東京農工大学） 

フロー電解モジュールの設計および両極電解合成への応用 

〇矢田 彩乃1、信田 尚毅1、跡部 真人1 （1. 横浜国立大学大学院） 
 
 
 

S3/S9会場 | Ｓ３．有機電子移動化学が拓く新領域

セッション3（特別講演1） 
C会場(S3/S9)

 

電気化学的な結合形成反応を鍵とするπ電子系分子の効率合成 

〇光藤 耕一1 （1. 岡山大学） 
 
 
 

S3/S9会場 | Ｓ３．有機電子移動化学が拓く新領域

セッション4（一般講演3） 
C会場(S3/S9)

 

Fabrication of gradient and patterned organic thin films by means of bipolar electrolytic

micelle disruption method using redox-active surfactants 

〇周 亜倩1、信田 尚毅2、冨田 育義1、稲木 信介1 （1. 東京工業大学、2. 横浜国立大学） 

電解酸化によるピラー[6]キノンの合成と還元挙動の解明 

〇廣畑 智紀1、信田 尚毅2、生越 友樹3、冨田 育義1、稲木 信介1,4 （1. 東京工業大学、2. 横浜国立大学、3. 京

都大学、4. JSTさきがけ） 

ヘキサフルオロベンゼンの電解還元重合によるペルフルオロポリフェニレンの合成 

〇三浦 優作1、富岡 慧太1、伊藤 亘1、田嶋 稔樹1 （1. 芝浦工業大学大学院理工学研究科） 
 
 
 

S3/S9会場 | Ｓ３．有機電子移動化学が拓く新領域

セッション5（一般講演4） 
C会場(S3/S9)

 

Luminol Electrochemiluminescence Imaging on Wireless Conducting Polymer Film Structures 

〇 Villani Elena1、 Zhang Yanyun1、信田 尚毅 2、冨田 育義1、稲木 信介1 （1. 東京工業大学、2. 横国大院） 

流動電位を用いる芳香族モノマーの電解重合 

〇岩井 優1、信田 尚毅2、冨田 育義1、稲木 信介1,3 （1. 東京工業大学、2. 横浜国立大学、3. JST さきがけ） 

ペルフルオロビフェニルおよびナフタレンの電解還元重合 

〇岩﨑 和樹1、富岡 慧太1、田嶋 稔樹1 （1. 芝浦工業大学大学院理工学研究科） 
 
 



15:15  [1C14]

15:30  [1C15]

15:45  [1C16]

16:00  [1C17]

16:15  [1C18]

09:45  [2C01]

10:00  [2C02]

10:45  [2C03]

11:00  [2C04]

11:15  [2C05]
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S3/S9会場 | Ｓ３．有機電子移動化学が拓く新領域

セッション6（一般講演5） 
C会場(S3/S9)

 

第三級アミン類への酸化的 CFユニット導入法の開発 

〇鎌田 和哉1、木場 広智、西川 晶、栗山 正巳1、山本 耕介1、尾野村 治1 （1. 長崎大院医歯薬） 

レドックス応答型超分子二核コバルト錯体の合成と Henry反応への応用 

有馬 怜奈1、久枝 良雄1、〇嶌越 恒1 （1. 九州大学） 

種々の有機塩基を用いた新規 HF錯体の合成と電解フッ素化への応用 

〇浅野 武蔵1、三田 海人1、青木 翼1、田嶋 稔樹1 （1. 芝浦工業大学大学院理工学研究科） 

脱水と電解カルボキシル化による芳香族および脂肪族アミノ酸の連続フロー合成 

〇内藤 有貴1、田中 健太1、信田 尚毅1、仙北 久典2、跡部 真人1 （1. 横浜国立大学大学院、2. 北海道大学大

学院） 
 
 
 

S3/S9会場 | Ｓ３．有機電子移動化学が拓く新領域

セッション7（特別講演2） 
C会場(S3/S9)

 

界面における多電子移動反応と電極触媒作用の再考察 

〇大谷 文章1 （1. 北海道大学） 
 
 

2021年9月9日(木)
 

S3/S9会場 | Ｓ３．有機電子移動化学が拓く新領域

【有機電子移動化学が拓く新領域】 
セッション8（特別講演3/一般講演6） 

C会場(S3/S9)
 

π拡張構造を有する超原子価ヨウ素化合物の電解合成と反応性の検討 

〇吉永 昌平1、信田 尚毅1、跡部 真人1 （1. 横浜国立大学大学院） 

光／熱／電気化学的刺激による分子構造制御と物性変調 

〇石垣 侑祐1 （1. 北海道大学） 
 
 
 

S3/S9会場 | Ｓ３．有機電子移動化学が拓く新領域

セッション9（特別講演4/一般講演7） 
C会場(S3/S9)

 

リグニンモデル物質の陽極電子移動による正孔触媒型ベンジル位選択的 C-C結合形成 

〇泉谷 留美1、信田 尚毅1、跡部 真人1 （1. 横浜国立大学大学院） 

PEM型リアクターを用いた一置換シクロヘキサノン類のジアステレオ選択的電解水素化反応 

〇清水 勇吾1、深澤 篤1、信田 尚毅1、跡部 真人1 （1. 横浜国立大学大学院） 

金属酸化物系光電極を用いた選択的有機変換反応系の開発 

〇舘野 拓之1 （1. 産業技術総合研究所） 
 
 
 

S3/S9会場 | Ｓ９．マイクロ～ナノ構造材料・デバイス形成の最先端技術

【マイクロ～ナノ構造材料・デバイス形成の最先端技術】 
セッション10（一般講演8） 

C会場(S3/S9)



13:30  [2C06]

13:45  [2C07]

14:00  [2C08]

14:15  [2C09]

14:30  [2C10]

14:45  [2C11]

15:15  [2C12]

15:30  [2C13]

15:45  [2C14]

16:00  [2C15]

16:15  [2C16]

08:30  [1D01]
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結晶転換を利用した AgInS2および Ag(InxGa1-x)S2量子ドットの高収率合成と GaSyシェル被覆によ

るバンド端発光 

〇松岡 里奈1、神畑 知輝1、上松 太郎1、西本 能弘1、安田 誠1、鳥本 司2、桑畑 進1 （1. 大阪大学、2. 名古屋

大学） 

低毒性の Ag– In– S系量子ドットを発光層に用いた電界発光（ EL）素子の作製 

〇泉 竜之介1、上松 太郎1、本村 玄一1,2、岩崎 有希子2、都築 俊満2、鳥本 司3、桑畑 進1 （1. 大阪大学、2.

NHK放送技術研究所、3. 名古屋大学） 

放射光光励起化学反応によるニッケル粒子生成の pH依存性 

〇三枝 峻也1、桜井 郁也2、岡田 育夫2、石原 マリ3、天野 壮1、内海 裕一1、山口 明啓1 （1. 兵庫県立大学

　、2. 名古屋大学、3. 兵庫県立工業技術センター） 
 
 
 

S3/S9会場 | Ｓ９．マイクロ～ナノ構造材料・デバイス形成の最先端技術

セッション11（一般講演9） 
C会場(S3/S9)

 

膜乳化プロセスによる生体適合性ナノ粒子の作製とサイズ制御 

〇浅見 玲那1、柳下 崇1 （1. 東京都立大学） 

陽極酸化プロセスにもとづく傾斜構造の形成と濡れ性評価 

〇傍士 陽太1、佐藤 碧美1、柳下 崇1 （1. 東京都立大学） 

Zn電析過程における Zn原子の表面拡散挙動と電子状態の解析 

〇王 松毅1、女部田 勇介1、國本 雅宏1、中井 浩巳1、本間 敬之1 （1. 早稲田大学先進理工学研究科） 
 
 
 

S3/S9会場 | Ｓ９．マイクロ～ナノ構造材料・デバイス形成の最先端技術

セッション12（一般講演10） 
C会場(S3/S9)

 

二層電解液を用いた金属ナノワイヤーの鋳型フリー電析 

〇西岡 佑城1、薦田 康夫2、柳下 崇1 （1. 東京都立大学大学院、2. 三井金属） 

Highly Conductive and Ordered Porous Membranes with Controlled Dimensions 

〇劉 宏宇1、潘 鄭澤1、西原 洋知1,2 （1. 東北大学材料科学高等研究所、2. 東北大学多元物質科学研究所） 

単一の酸素官能基に制御した酸化グラフェン分離膜の開発 

〇津川 樹1、畠山 一翔2、鯉沼 陸央2、伊田 進太郎2 （1. 熊本大学大学院、2. 熊本大学　産業ナノマテリアル

研究所） 

還元性酸化グラフェンからなる球形構造体を触媒担体とする Pt担持触媒の耐久性評価 

〇野原 裕人1、丸山 隆浩1、才田 隆広1 （1. 名城大学） 

銀および酸化銀ナノシートの作製と光活性評価 

〇鯉沼 陸央1、西川 凛太郎1、中尾 果南1、畠山 一翔1、伊田 進太郎1 （1. 熊本大学） 
 
 

2021年9月8日(水)
 

S4会場 | Ｓ４．生命科学と電気化学

【生命科学と電気化学】 
セッション1（一般講演1） 

D会場(S4)
 

Electrochemical sensor for continuous monitoring of L-glutamine using L-glutamine-binding

protein 

髙松 祥平1,2、李 鎭煕1、浅野 竜太郎2、津川 若子2、池袋 一典2、〇早出 広司1 （1. Joint Department of



08:45  [1D02]

09:00  [1D03]

09:15  [1D04]

09:30  [1D05]

09:45  [1D06]

10:00  [1D07]

10:15  [1D08]

10:45  [1D09]

11:00  [1D10]

11:15  [1D11]
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Biomedical Engineering, University of North Carolina at Chapel Hill and North Carolina State

University、2. 東京農工大学大学院工学研究科生命工学専攻） 

Stabilization of DET-type glucose dehydrogenase complex by introducing inter-subunit

disulfide bonds 

〇島﨑 順子1、吉田 裕美2、早出 広司1 （1. ノースカロライナ大学チャペルヒル校　ノースカロライナ州立大

学、2. 香川大学） 

ポリマーモノリスへの無電解金めっきによる多孔質マイクロニードル電極とグルコースセンサの開

発 

〇甲斐 洋行1、熊谷 明哉1,2,3,4 （1. 東北大学 材料科学高等研究所、2. 国際ナノアーキテクトニクス研究拠

点、3. 東北大学大学院 環境科学研究科、4. 東北大学 先端スピントロニクス研究開発センター） 

Engineering of D-Amino Acid Oxidase to Achieve Quasi-Direct Electron Transfer Type D-Serine

Sensor 

〇畑田 実香1、 Boyer Allie1、 Le Thy1、島﨑 順子1、早出 広司1 （1. The University of North Carolina at

Chapel Hill and North Carolina State University） 
 
 
 

S4会場 | Ｓ４．生命科学と電気化学

セッション2（一般講演2） 
D会場(S4)

 

TEMPO酸化セルロースナノファイバー(TOCN)フィルムを用いた血漿中コルチゾールバイオセンサ

の構築 

〇中山 晴菜1、坂元 博昭1、北村 武大2、森田 祐子2、髙村 映一郎1、末 信一朗1 （1. 福井大学大学院、2. 第一

工業製薬） 

The development of an electrochemical biosensor for assessment of traumatic brain injury 

〇 Khanwalker Mukund1、李 鎭煕1、 Nguyen Napoleon1、早出 広司1 （1. The University of North

Carolina at Chapel Hill and North Carolina State University） 

ダイヤモンド電極を用いた分子標的薬パゾパニブ血漿中濃度の測定 

〇緒方 元気1,2、齋木 琢郎3、澤村 晴志朗2、ラズビナ オリガ4、渡邊 航太4、加藤 理都4、浅井 開1、松本　吉

史3、森山 雅人3、西條 康夫3、楠原 洋之5、栄長 泰明1、日比野 浩2 （1. 慶應義塾大学理工学部化学科、2. 大

阪大学大学院医学系研究科統合薬理学、3. 新潟大学大学院医歯学総合研究科腫瘍内科学分野、4. 新潟大学医

学部、5. 東京大学大学院薬学系研究科分子薬物動態学教室） 

金ナノ粒子/セルロースナノファイバ複合膜を用いた汗成分のセンシング 

〇松井 響平1、保田 聖二1、定永 靖宗1、椎木 弘1 （1. 大阪府立大学） 
 
 
 

S4会場 | Ｓ４．生命科学と電気化学

セッション3（一般講演3） 
D会場(S4)

 

ジメチルペリレンテトラカルボキシジイミドを cathodic電気化学発光基質に用いるバイポーラ電

極系によるドーパミン検出および二次元イメージング 

〇小松 万葉1、岩間 智紀1、井上（安田） 久美1,2、伊野 浩介3、珠玖 仁1,3 （1. 東北大学大学院環境科学研究

科、2. 山梨大学大学院総合研究部、3. 東北大学大学院工学研究科） 

がん転移能評価指標としてのグルコースアナログの利用 

〇深谷 美優1、菅原 梨沙1、今村 美空1、斉藤 美佳子1 （1. 東農工大・生命工学） 

微小バイポーラ電極アレイを用いたアルカリホスファターゼの電気化学的定量評価に基づく細胞の

分化状態の観察 

〇赤坂 理世1、伊野 浩介2、梨本 裕司2,3、珠玖 仁2 （1. 東北大学大学院 環境科学研究科、2. 東北大学大学院

工学研究科、3. 東北大学 学際科学フロンティア研究所 ） 



11:30  [1D12]

11:45  [1D13]

12:00  [1D14]

13:45  [1D15]

14:00  [1D16]

14:30  [1D17]

15:15  [1D18]

15:45  [1D19]

16:15  [1D20]

16:30  [1D21]

16:45  [1D22]

17:00  [1D23]
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S4会場 | Ｓ４．生命科学と電気化学

セッション4（一般講演4） 
D会場(S4)

 

ナノ秒高電界パルス印加による筋細胞からの神経突起伸長因子の分泌促進 

〇篠原 寛明1、鍛冶 優大、須加 実1 （1. 富山大学学術研究部（工学系）） 

ダブルメディエーターを用いる大腸菌体内 NADHの電気化学測定と抗菌剤評価 

〇一柳 力太1、篠原 寛明1、須加 実1 （1. 富山大学） 

電気化学，光学活性なナノ構造を標識とした微生物検出法の開発 

〇田邉 壮1、松井 響平1、板垣 賢広1、定永 靖宗1、椎木 弘1 （1. 大阪府立大学） 
 
 
 

S4会場 | Ｓ４．生命科学と電気化学

セッション5（特別講演1/一般講演5） 
D会場(S4)

 

特別企画「生物電気化学的視点から CO2問題について考える」企画趣旨説明 

〇中西 周次1 （1. 大阪大学） 

微生物電気化学を利用した二酸化炭素固定技術 

〇加藤 創一郎1 （1. 国立研究開発法人産業技術総合研究所） 

地下圏に生息する電気メタン合成菌を使用した CO2と電気からのメタン生成 

〇石井 俊一1 （1. 海洋研究開発機構） 
 
 
 

S4会場 | Ｓ４．生命科学と電気化学

セッション6（特別講演2/一般講演6） 
D会場(S4)

 

“生きている光合成”から学ぶこと～光合成の反応制御と活性酸素生成抑制システム～ 

〇嶋川 銀河1 （1. 関西学院大学） 

バイオとデジタルの技術融合によるスマートセルの創出 

〇蓮沼 誠久1 （1. 神戸大学） 

生物工学研究会特別企画：総合討論 

〇辻村 清也1 （1. 筑波大学） 
 
 
 

S4会場 | Ｓ４．生命科学と電気化学

セッション7（一般講演7） 
D会場(S4)

 

導電性高分子修飾電極を用いた細菌膜電位の電気刺激制御系の開発 

〇長峯 邦明1、牧野 大輝1 （1. 山形大学） 

シアノバクテリアSynechocystis sp. PCC6803の外膜剥離による光電流生成能の飛躍的向上 

〇草間 翔子1,2、児島 征司2、嶋川 銀河1、田中 謙也1、奥村 泰章2、中西 周次1 （1. 阪大院・基礎工附属太陽

エネ C、2. パナソニック株式会社） 

シアノバクテリアSynechocystis sp. PCC6803における光電流と酸化的ペントースリン酸経路の関

係 

〇畑野 二郎1、嶋川 銀河2、中西 周次1 （1. 大阪大学、2. 関西学院大学） 
 
 



08:30  [2D01]

08:45  [2D02]

09:00  [2D03]

09:15  [2D04]

09:30  [2D05]

09:45  [2D06]

10:00  [2D07]

10:15  [2D08]

10:45  [2D09]

11:00  [2D10]

11:15  [2D11]

11:30  [2D12]
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2021年9月9日(木)
 

S4会場 | Ｓ４．生命科学と電気化学

【生命科学と電気化学】 
セッション8（一般講演8） 

D会場(S4)
 

酵素修飾金多孔質電極からの酵素除去及び電極再生 

〇中西 聖嗣1、北隅 優希1、宋和 慶盛1、白井 理1 （1. 京都大学大学院農学研究科） 

Poly-GMA修飾多孔質炭素とキトサン膜を用いた汗中乳酸センサの開発 

〇大曽根 優朗1、吉原 由布子1、 Noya Loew1、美川 務2、元祐 昌廣3、渡辺 日香里1、四反田 功1、板垣 昌幸1

（1. 東京理科大学　理工、2. 理化学研究所、3. 東京理科大学　工） 

The development of a miniaturized chloride sensor based on bipolar electrode 

〇 Probst David1、李 仁榮 1、早出 広司1 （1. The University of North Carolina at Chapel Hill and North

Carolina State University） 

PQQ依存性 ALDHと1-Methoxy PMSを用いたアセトアルデヒドセンサの作製と評価 

〇押本 大誠1、吉原 由布子1、渡辺 日香里1、 Noya Loew1、元祐 昌廣1、美川 務2、四反田 功1、板垣 昌幸1

（1. 東京理科大学、2. 理化学研究所） 
 
 
 

S4会場 | Ｓ４．生命科学と電気化学

セッション9（一般講演9） 
D会場(S4)

 

The development of the bevacizumab sensor using anti-idiotype aptamer 

〇永田 まどか1、李 鎭煕1、塚越 かおり2、池袋 一典2、早出 広司1 （1. The University of North Carolina at

Chapel Hill、2. 東京農工大学） 

転写印刷型塩化物イオンセンサの開発および人汗中のイオンモニタリング 

〇村松 直季1、渡辺 日香里1、四反田 功1、板垣 昌幸1 （1. 東京理科大学） 

The continuous 3 month operation of open circuit potential based 3rd generation glucose

sensor 

〇李 仁榮1、島﨑 順子1、津川 若子2、池袋 一典2、早出 広司1 （1. The University of North Carolina at

Chapel Hill and North Carolina State University、2. 東京農工大学） 

汗中グルコース計測を志向した酸化酵素型センサの高感度化 

〇齋藤 柚希1、長峯 邦明1 （1. 山形大学） 
 
 
 

S4会場 | Ｓ４．生命科学と電気化学

セッション10（一般講演10） 
D会場(S4)

 

疎水性イオン添加時の脂質二分子膜を介したイオン透過ボルタモグラムの波形解析 

成瀬 徹1、宋和 慶盛1、北隅 優希1、〇白井 理1 （1. 京都大学） 

アセチル基転移酵素を用いた電気化学カルニチンセンサのチオール・ジスルフィド交換反応による

高感度化の検討 

〇丹後 良太1、肥田 あや1、長峯 邦明1 （1. 山形大学） 

直接電子移動型酵素電極反応の pH応答に関する速度論的検討 

二階堂 貴文1、〇北隅 優希1、宋和 慶盛1、白井 理1 （1. 京都大学） 

Local Variation of Diffusion Layer and its Influence on Electrochemical Impedance of Mediator

Enzyme Electrodes in Simulations 

〇 Loew Noya1、渡辺 日香里1、四反田 功1、板垣 昌幸1 （1. 東京理科大学） 



11:45  [2D13]

13:30  [2D14]

13:45  [2D15]

14:00  [2D16]

14:15  [2D17]

14:30  [2D18]

14:45  [2D19]

15:15  [2D20]

15:30  [2D21]

15:45  [2D22]

16:00  [2D23]
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電気化学的手法に基づいた銀イオンによる酵素活性変化の速度論的解析とその抑止策の提案 

〇槇塚 太紀1、宋和 慶盛1、北隅 優希1、白井 理1 （1. 京大院農） 
 
 
 

S4会場 | Ｓ４．生命科学と電気化学

セッション11（一般講演11） 
D会場(S4)

 

乳酸オキシダーゼ/ピルビン酸オキシダーゼを用いた乳酸バイオ燃料電池の電気化学インピーダン

スによる評価 

〇平野 快1、渡辺 日香里1、 Loew Noya1、美川 務3、四反田 功1,2、板垣 昌幸1,2 （1. 東京理科大学、2. 東京

理科大学 研究推進機構 総合研究院、3. 理化学研究所） 

ギ酸を燃料とする酵素型バイオアノードの作製 

〇小杉 始大1、坂井 駿1、戸田 瑠璃花1、多々良 涼一1、駒場 慎一1 （1. 東京理科大学） 

スクリーン印刷を用いた中性電解液型有機二次電池の作製および電気化学評価 

〇徳光 夏海1、渡辺 日香里1、四反田 功1,2、板垣 昌幸1,2、辻村 清也3,2 （1. 東京理科大学、2. 東京理科大学総

合研究院、3. 筑波大学） 
 
 
 

S4会場 | Ｓ４．生命科学と電気化学

セッション12（一般講演12） 
D会場(S4)

 

チオニンと酵素をグラフト重合により固定化した紙基板バイオ燃料電池の開発 

〇佐竹 泉紀1、 Loew Noya1、吉原 由布子1、渡辺 日香里1、美川 勤3、四反田 功1,2、板垣 昌幸2,1 （1. 東京理

科大学、2. 東京理科大学総合研究院、3. 理化学研究所） 

マルチエンザイム型バイオ電池のための NAD-カーボンナノチューブ複合体を用いたバイオア

ノードの構築 

〇木村 美智子1、高村 映一郎1、坂元 博昭1、里村 武範2,3、櫻庭 春彦4、末 信一朗1,2,3 （1. 福井大院・工、2.

福井大・工、3. 福井大・生命セ、4. 香川大農） 

Poly-GMA修飾多孔質炭素を用いた紙基板おむつ電池の性能向上と電気化学インピーダンス評価 

〇石氷 航大1、横井 亨哉1、片山 昇1、渡辺 日香里1、四反田 功1、板垣 昌幸1 （1. 東京理科大学 理工） 
 
 
 

S4会場 | Ｓ４．生命科学と電気化学

セッション13（一般講演13） 
D会場(S4)

 

低分子抗体と乳酸酸化酵素を用いた電気化学イムノセンシング素子の開発 

〇織田 美帆1、平賀 健太郎1、塚本 夏海1、早出 広司2、津川 若子1、池袋 一典1、浅野 竜太郎1 （1. 東京農工

大学・院・工・生命工、2. Joint Department of Biomedical Engineering, University of North Carolina at

Chapel Hill, North Carolina State University） 

金ナノ粒子標識抗体の電気化学特性とイムノセンサ応用 

〇大崎 脩仁1,2、脇田 慎一1,2、民谷 栄一1,3 （1. 産総研先端フォトバイオ、2. 大阪大学　工学研究科、3. 大阪

大学　産業科学研究所） 

抗体酵素複合体を利用したヘモグロビンの迅速簡便かつ高感度な電気化学測定手法の開発 

〇三浦 大明1、木村 勇斗1、津川 若子1、早出 広司2、池袋 一典1、浅野 竜太郎1 （1. 東京農工大

学・院・工・生命工、2. Joint Department of Biomedical Engineering, The University of North Carolina at

Chapel Hill and North Carolina State University） 

分子量の異なる生体分子を固定化した微粒子の誘電泳動特性の評価 

〇松本 惇希1、鈴木 雅登1、安川 智之1 （1. 兵庫県立大学大学院） 



16:15  [2D24]

16:30  [2D25]

16:45  [2D26]

17:00  [2D27]

13:30  [1E01]

13:45  [1E02]

14:00  [1E03]

14:15  [1E04]

14:30  [1E05]

14:45  [1E06]
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S4会場 | Ｓ４．生命科学と電気化学

セッション14（一般講演14） 
D会場(S4)

 

空気中のウイルス検出を目指した、噴霧した標的タンパク質とアプタマーの結合の水晶振動子を用

いた評価 

〇曽根 彩加1、田中 初音2、塚越 かおり1、津川 若子1、浅野 竜太郎1、池袋 一典1 （1. 東京農工大

学・院・工・生命工、2. 東京農工大学・工・生命工） 

CpGのメチル化が及ぼす統合失調症感受性候補遺伝子ドーパミン受容体遺伝子(DRD2)の構造影響

評価 

〇稲葉 真太朗1、北川 雄大1、齋藤 史織1、塚越 かおり1、津川 若子1、浅野 竜太郎1、沼田 周助2、長谷川 聖3

、池袋 一典1 （1. 東京農工大学・院・工・生命工、2. 徳島大学・院・医歯薬学総合研究科・精神医学、3. LG

Japan Lab 株式会社） 

DNA nano-tweezer を用いた電気化学アプタセンサの開発 

〇加藤 孝太郎1、長峯 邦明1 （1. 山形大学） 

固体表面核酸の簡易イメージング検出 

〇舟橋 久景1、波多野 浩也1、黒田 章夫1 （1. 広島大学大学院） 
 
 

2021年9月8日(水)
 

S5会場 | Ｓ５．固体化学の新しい指針を探る

【固体化学の新しい指針を探る】 
セッション1（一般講演1） 

E会場(S5)
 

CO2吸収・貯蔵材料、 Li3NaSiO4の合成と安定性 

〇橋本 拓也1、三橋 万緒1、岩崎 俊平1 （1. 日本大学） 

水酸アパタイト系セラミックエレクトレットの耐久性に及ぼす表面改質効果 

〇窪田 健人1、田中 優実1 （1. 東京理科大学） 

パルスレーザー堆積法による水素化物薄膜の作製とその光誘起脱水素反応 

〇平野 樹1、石井 暁大1、及川 格1、高村 仁1 （1. 東北大学） 
 
 
 

S5会場 | Ｓ５．固体化学の新しい指針を探る

セッション2（一般講演2） 
E会場(S5)

 

LiCoO2における過剰 Liが Liイオン伝導に及ぼす影響 

〇竹野 慎一1、渡邉 賢1、長谷川 源2、末松 昂一1、桑田 直明2、大西 剛2、島ノ江 憲剛1 （1. 九州大学、2. 国

立研究開発法人物質・材料研究機構） 

CH3NH3
+添加 Li2B12H12の高圧合成 

〇河合 理来1、石井 暁大1、及川 格1、高村 仁1 （1. 東北大学） 

高変形能を有する Li2FeCl4のメカノケミカル合成とリチウムイオン伝導性評価 

〇谷端 直人1,2、加藤 雅士1、瀧本 秀太1、中野 高毅1、武田 はやみ1,2、中山 将伸1,2、鷲見 裕史3 （1. 名古屋工

業大学、2. 京都大学 ESICB、3. 産業技術総合研究所） 
 
 



15:15  [1E07]

15:30  [1E08]

15:45  [1E09]

16:00  [1E10]

16:30  [1E12]

16:45  [1E13]

17:00  [1E14]

09:00  [2E01]

09:15  [2E02]

09:30  [2E03]
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S5会場 | Ｓ５．固体化学の新しい指針を探る

セッション3（一般講演3） 
E会場(S5)

 

低温焼結による Li1.5Ge0.5Al1.5(PO4)3の構造とイオン伝導性 

〇山﨑 僚也1、山田 博俊1、向原 彪亮2、森本 直樹2、小﨑 友博2、矢野 誠一2 （1. 長崎大学、2. 堺化学工業株

式会社） 

イオン液体類縁体を構成要素とするマグネシウムイオン伝導性分子結晶の開発 

〇守谷 誠1、盛 佐和子1、大洞 貴仁1、生木 泉佳1 （1. 静岡大学） 

欠陥スピネル型 Mg1-xZnXMnO3の合成と正極特性および結晶構造の検討 

〇小野里 要1、北村 尚斗1、石橋 千晶1、石田 直哉1、井手本 康1 （1. 東京理科大学） 

Visualisation and Tracer Lithium Diffusion Measurement on LATP and LATP – LLTO Composite

by Means of Neutron Radiography 

〇 SONG Fangzhou1、林田 洋寿2、甲斐 哲也3、篠原 武尚3、薮塚 武史1、八尾 健4、高井 茂臣1 （1. 京都大学

大学院エネルギー科学研究科、2. 総合科学研究機構、3. 日本原子力研究開発機構、4. 京都大学） 
 
 
 

S5会場 | Ｓ５．固体化学の新しい指針を探る

セッション4（一般講演4） 
E会場(S5)

 

新規フッ化物イオン伝導体 La-Sr-F-Sの合成と導電メカニズム解析 

〇橘 慎太朗1、井手 一人2、山崎 久嗣2、當寺ヶ盛 健志2、三木 秀教2、齊藤 高志3、神山 崇3、折笠 有基1 （1.

立命館大学、2. トヨタ自動車、3. 高エネルギー加速器研究機構） 

ペロブスカイト型酸フッ化物を母材とした新規フッ化物イオン伝導体の開発 

〇眞田 喬徳1、本橋 宏大1、木村 勇太1、中村 崇司1、内本 喜晴2、雨澤 浩史1 （1. 東北大学、2. 京都大学） 

固体電解質セルによるペロブスカイト関連構造酸化物の異種アニオン欠陥能動制御 

〇勝又 琢也1、木幡 壮真1、木村 勇太1、雨澤 浩史1、中村 崇司1,2 （1. 東北大学、2. JSTさきがけ） 
 
 

2021年9月9日(木)
 

S5会場 | Ｓ５．固体化学の新しい指針を探る

【固体化学の新しい指針を探る】 
セッション5（一般講演5） 

E会場(S5)
 

高分子固体電解質分子構造がイオン伝導に及ぼす影響 

〇大竹 祐衣1、横幕 裕司1、宮内 響1、渡邉 正義2、関 志朗1 （1. 工学院大学大学院、2. 横浜国立大学先端科学

高等研究院） 

自己燃焼反応を用いた Ybを含む新規三元系窒化マンガンの合成と酸素還元反応触媒活性の評価 

〇堺 颯人1、三浦 章1、平井 慈人2、ロゼロナバロ ナタリーカロリーナ1、忠永 清治1 （1. 北海道大学、2. 北見

工業大学） 

酸化グラフェンナノシート積層膜の混合導電性とガス透過特性 

〇北村 頌太1、児玉 大芽1、尊田 航介1、ソハイル アハマド1、猪股 雄介1、木田 徹也1 （1. 熊本大学） 
 
 



09:45  [2E04]

10:00  [2E05]

10:15  [2E06]

10:45  [2E07]

11:00  [2E08]

11:15  [2E09]

11:30  [2E10]

11:45  [2E11]

12:00  [2E12]

13:30  [2E13]

13:45  [2E14]

14:00  [2E15]
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S5会場 | Ｓ５．固体化学の新しい指針を探る

セッション6（一般講演6） 
E会場(S5)

 

過酷運転環境における固体酸化物形燃料電池の電気化学特性 

〇清水 律希1、藤永 智己1、小関 貴1、室山 広樹1、松井 敏明1、江口 浩一1 （1. 京都大学大学院工学研究科） 

ナノ構造制御した LSCF-GDC複合化電極を搭載した超高性能 SOFCセル 

〇石山 智大1、バガリナオ カテリン1、島田 寛之1、岸本 治夫1、山地 克彦1 （1. 産業技術総合研究所） 

Ag置換ペロブスカイト型 Mn酸化物の固体酸化物燃料電池セル評価 

〇郷田 真平1、酒井 孝明2、大石 昌嗣1 （1. 徳島大学、2. 国立研究開発法人産業技術総合研究所） 
 
 
 

S5会場 | Ｓ５．固体化学の新しい指針を探る

セッション7（一般講演7） 
E会場(S5)

 

スパッタ法により作製した Ce1-xSmxO2-δ薄膜の中低温域における表面プロトン伝導性 

〇野竹 剛1、西岡 大貴1、小林 右京1、村澤 秀明1、志賀 大亮2、堀場 弘司3、組頭 広志2、樋口 透1 （1. 東理

大、2. 東北大多元研、3. 高エネ研） 

3次元骨格を持つ複合カチオンリン酸塩 NaMg1-xLixHx(PO3)3・yH2Oの合成とプロトン導電特性 

〇上田 直哉1、東本 慎也1、 中島 潤1、松田 泰明1 （1. 大阪工業大学） 

1次元トンネル型骨格を持つ複合カチオンリン酸塩 KNi1-xH2x(PO3)3・ yH2Oの合成及び熱安定性と

プロトン導電特性 

〇中島 潤1、上田 直哉1、森 大輔2、東本 慎也1、松田 泰明1 （1. 大阪工業大学、2. 三重大学） 
 
 
 

S5会場 | Ｓ５．固体化学の新しい指針を探る

セッション8（一般講演8） 
E会場(S5)

 

格子歪と酸素欠陥を持つ BaCe1-x-yPryYxO3-δ薄膜の特異なイオン伝導性 

〇村澤 秀明1、野竹 剛1、志賀 大亮2、堀場 弘司3、組頭 広志2、樋口 透1 （1. 東理大、2. 東北大多元研、3. 高

エネ研） 

水和実験データおよび物理化学的知見を組み込んだ機械学習モデル構築による新規プロトン伝導性

酸化物の加速的開発 

〇兵頭 潤次1、辻川 浩太1、志賀 元紀2,3、奥山 勇治4、山崎 仁丈1 （1. 九州大学、2. 岐阜大学、3. 理化学研究

所、4. 宮崎大学） 

Fe-バリウムジルコネート触媒におけるアンモニア合成の電気化学的促進 

〇菊地 隆司1、袁 瑤1、多田 昌平2 （1. 東京大学、2. 茨城大学） 
 
 
 

S5会場 | Ｓ５．固体化学の新しい指針を探る

セッション9（一般講演9） 
E会場(S5)

 

新酸化物イオン伝導体 Ba7Nb4－xWxMoO20+x/2の結晶構造と高い酸化物イオン伝導度 

〇鈴木 雄貴、藤井 孝太郎、村上 泰斗、八島 正知 （東京工業大学） 

PbWO4-LaNbO4系シーライト型固溶体の合成と(Pb,La)(W0.5Nb0.5)O4の電気化学的性質 

〇佐々 裕成1、薮塚 武史1、八尾　健1,2、高井 茂臣1 （1. 京都大学、2. 香川高等専門学校） 

新規酸素イオン伝導体 Ba3MoNbO8.5への添加物効果 

〇石原 達己1、本田 時法1、ソン ジュンテ1、高垣 敦1 （1. 九州大学） 



14:15  [2E16]

08:30  [1F01]

08:45  [1F02]

09:15  [1F04]

09:30  [1F05]

09:45  [1F06]

10:00  [1F07]

10:15  [1F08]

10:45  [1F09]

11:00  [1F10]

11:30  [1F12]
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CeO2-ZrO2固溶体の酸素吸放出特性に及ぼす Co, Fe置換の影響 

〇村上 和仁1、石井 暁大1、及川 格1、高村 仁1 （1. 東北大学） 
 
 

2021年9月8日(水)
 

S6-1会場 | Ｓ６．電池の新しい展開

【電池の新しい展開】 
セッション1（一般講演1） 

F会場(S6-1)
 

電解液を用いたフッ化物シャトル型二次電池のモデル電極による反応機構解析 

〇岡崎 健一1、福永 俊晴1、小久見 善八1、安部 武志1 （1. 京都大学） 

アルカリ水溶液におけるマグネシウムドープ含水型水酸化ニッケルの充放電特性 

〇肖 銘祺1、池澤 篤憲1、荒井 創1 （1. 東京工業大学） 

Cr(III)リン酸フッ化物の高電位正極特性 

〇川合 航右1、朝倉 大輔2、西村 真一1,3、山田 敦夫1,3 （1. 東京大学、2. 産業技術総合研究所、3. 京都大学

ESICB） 
 
 
 

S6-1会場 | Ｓ６．電池の新しい展開

セッション2（一般講演2） 
F会場(S6-1)

 

O3型 NaFe0.4Mn0.3Ni0.3O2の充放電特性に及ぼす表面酸硫化効果 

〇相澤 李沙1、ゆん ちゃーるす-ぶりん1、是津 信行1 （1. 信州大学） 

Liイオン電池用バナジン酸塩ガラス正極活物質の充放電特性 

〇松迫 駿介1、森元 悠眞1、松尾 紗絵子1、今村 涼太1、櫻木 貴久1、春田 正和1、西田 哲明1、岡 伸人1 （1. 近

畿大学） 

リチウムイオン電池の混合正極におけるサイクル特性の解析 

〇小林 剛1、藤原 優衣1、大沼 敏治1 （1. (一財)電力中央研究所） 

LiMn0.7Fe0.3PO4添加による LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2正極特性の向上 

〇本崎 美夕1、棟方 裕一1、金村 聖志1 （1. 東京都立大学） 
 
 
 

S6-1会場 | Ｓ６．電池の新しい展開

セッション3（一般講演3） 
F会場(S6-1)

 

0.1Cで高電位領域までリチウム脱離した LixNi0.8Co0.1Mn0.1O2の緩和解析 

〇亢 健1、高井 茂臣1、薮塚 武史1、八尾 健2 （1. 京都大学エネルギー科学研究科、2. 京都大学） 

酸化物系正極材料における格子酸素安定性と酸素脱離 

〇中村 崇司1、候 雪妍1、木村 勇太1、為則 雄祐2、雨澤 浩史1 （1. 東北大学、2. JASRI） 

量子ビーム実験と第一原理計算を併用した0.5Li2MnO3-0.5Li(Mn10/24Ni7/24Co7/24)O2の充放電過程

における平均・局所・電子構造のレート依存 

〇嶋 航汰1、石橋 千晶1、石田 直哉1、北村 尚斗1、井手本 康1 （1. 東京理科大学） 
 
 



13:30  [1F13]

13:45  [1F14]

14:00  [1F15]

14:15  [1F16]

14:30  [1F17]

14:45  [1F18]

15:15  [1F19]

15:30  [1F20]

15:45  [1F21]

16:00  [1F22]

16:15  [1F23]

16:30  [1F24]
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S6-1会場 | Ｓ６．電池の新しい展開

セッション4（一般講演4） 
F会場(S6-1)

 

リチウムイオン蓄電池用高耐久性 Ru系高容量正極材料 

〇松崎 魁斗1、藪内 直明1、政広 泰2 （1. 横浜国立大学、2. 田中貴金属工業） 

リチウム過剰系正極材料 Li2MnO3-LiMeO2 (Me=Ni, Mn)の結晶二体分布関数 PDF解析 

〇和泉 匡哉1、尾原 幸治2、廣井 慧2、大石 昌嗣1 （1. 徳島大学、2. 高輝度光科学研究センター（ JASRI）） 

Anatase型 TiO2エピタキシャル膜正極を用いた Li脱挿入時の界面構造変化解析 

〇吉本 将隆1、平山 雅章1、鈴木 耕太1、菅野 了次1 （1. 東京工業大学） 
 
 
 

S6-1会場 | Ｓ６．電池の新しい展開

セッション5（一般講演5） 
F会場(S6-1)

 

A Quantitative Study of The Resistance at The Interface of LiCoO2 Electrode and [Li(G4)][TFSA]

Ionic Liquid Electrolyte 

〇鄧 俊1、西尾 和記1、渡邊 佑紀1、清水 亮太1、一杉 太郎1 （1. 東京工業大学） 

バインダーフリー薄膜電極を用いた電池用活物質材料の精密電気化学計測 

〇米山 直希1、細矢 佳、津田 哲哉1、桑畑 進1 （1. 大阪大学） 

単粒子電気化学測定を用いた正極活物質/電解液界面への添加剤のその場導入の評価 

〇高井 香沙音1、高橋 圭太朗1、宮内 響1、西川 慶2、中村 龍哉3、関 志朗1 （1. 工学院大学、2. 国立研究開発

法人　物質・材料研究機構、3. 兵庫県立大学） 
 
 
 

S6-1会場 | Ｓ６．電池の新しい展開

セッション6（一般講演6） 
F会場(S6-1)

 

単粒子電気化学測定の各種正極材料への展開と塗布型正極との相関検討 

〇澤橋 保1、中村 龍也2、西川 慶3、小林 剛4、平岡 絋次1、関 志朗1 （1. 工学院大学大学院、2. 兵庫県立大

学、3. 国立研究開発法人物質・材料研究機構、4. 電力中央研究所） 

パルス印加単粒子測定を用いた三元系正極活物質の電気化学特性評価 

〇蔦 舞1、棟方 裕一1、金村 聖志1 （1. 東京都立大学） 

LiMn2O4正極の活物質粒径推定を目指したインピーダンス測定・解析 

〇藤原 優衣1、小林 剛1 （1. 一般財団法人　電力中央研究所） 

三元系正極多孔質電極内の直流イオン伝導性評価 

〇小澤 祥太1、棟方 裕一1、金村 聖志1 （1. 東京都立大学） 
 
 
 

S6-1会場 | Ｓ６．電池の新しい展開

セッション7（一般講演7） 
F会場(S6-1)

 

円筒型リチウムイオン電池の昇温時の発熱反応の非破壊解析 

〇齋藤 喜康1、岡田 賢1、倉谷 健太郎1、鹿野 昌弘1、小林 弘典1、廣岡 誠之2、川治 純2、奥村 壮文2 （1. 国立

研究開発法人産業技術総合研究所、2. 株式会社日立製作所） 

劣化した Ni系18650型リチウムイオン二次電池における充放電中の吸発熱挙動 

〇上村 直也1、白仁田 沙代子1、梅田 実1 （1. 長岡技術科学大学） 



16:45  [1F25]

17:00  [1F26]

08:30  [2F01]

08:45  [2F02]

09:00  [2F03]

09:15  [2F04]

09:30  [2F05]

09:45  [2F06]

10:00  [2F07]

10:15  [2F08]

10:45  [2F09]

11:00  [2F10]
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円筒型市販リチウムイオン電池充放電および保存時の劣化解析 

〇加藤 尚1 （1. 東北電力株式会社） 

低温で容量低下した18650型リチウムイオン二次電池の微分容量曲線解析 

〇李 碩1、白仁田 沙代子1、梅田 実1 （1. 長岡技術科学大学） 
 
 

2021年9月9日(木)
 

S6-1会場 | Ｓ６．電池の新しい展開

【電池の新しい展開】 
セッション8（一般講演8） 

F会場(S6-1)
 

機能の異なる二種のシリサイドを含有するケイ素系電極のリチウム二次電池負極特性 

〇岡阪 拓親1,3、道見 康弘2,3、薄井 洋行2,3、西川 慶4、坂口 裕樹2,3 （1. 鳥取大院持続性科学、2. 鳥取大院

工、3. 鳥取大 GSC研究センター、4. 物質・材料研究機構） 

第三元素の添加が SiOx電極の Li吸蔵－放出特性に与える影響 

〇入江 航1,3、薄井 洋行2,3、道見 康弘2,3、廣野 友紀2,4、澤田 俊之4、坂口 裕樹2,3 （1. 鳥取大院持続性科

学、2. 鳥取大院工、3. 鳥取大 GSC研究センター 、4. 山陽特殊製鋼） 

多層 CNTを導電性バインダーに用いる SiOx@C電極の充放電サイクル特性に及ぼす単層 CNT添加

効果 

〇河辺 奈津実1、手嶋 勝弥1、是津 信行1 （1. 信州大学） 

負極の高容量化を目指した Siの適用技術の開発 

〇角田 宇蘭1、潮田 祐丞1、町田 和輝1、関 志朗1 （1. 工学院大学） 
 
 
 

S6-1会場 | Ｓ６．電池の新しい展開

セッション9（一般講演9） 
F会場(S6-1)

 

難黒鉛化性炭素負極へのアルカリ金属イオン吸蔵脱離挙動の速度論的解析(2) 

〇辻本 尚大1、近藤 靖幸1、横山 悠子1、宮原 雄人1、宮崎 晃平1、安部 武志1 （1. 京都大学） 

リチウム合金化に伴う体積歪形成の回避 

〇李 弘毅1、山口 滝太郎2、松本 慎吾2、星河 浩介2、熊谷 俊昭2、岡本 範彦1、市坪 哲1 （1. 東北大学、2. 住

友化学株式会社） 

リチウム蓄電池用集電体一体型アルミ箔負極の開発 

〇西村 匠平1、李 弘毅1、山口 滝太郎2、松本 慎吾2、星河 浩介2、熊谷 俊昭2、岡本 範彦1、市坪 哲1 （1. 東北

大学、2. 住友化学株式会社） 

Fe2O3と Sbからなるコンポジット電極の電気化学的ナトリウム吸蔵－放出特性 

〇岩間 詠志1,3、薄井 洋行2,3、道見 康弘2,3、黒川 晴己4、坂口 裕樹2,3 （1. 鳥取大院持続性科学、2. 鳥取大院

工、3. 鳥取大 GSC研究センター、4. 戸田工業） 
 
 
 

S6-1会場 | Ｓ６．電池の新しい展開

セッション10（一般講演10） 
F会場(S6-1)

 

水系リチウムイオン電池用高容量モリブデン酸化物系負極材料 

〇佐藤 良彦1、藪内 直明1 （1. 横浜国立大学） 

硫酸水溶液における MoO3の電気化学特性 

〇池澤 篤憲1、西澤 忠晃1、荒井 創1 （1. 東京工業大学） 



11:15  [2F11]

11:30  [2F12]

13:30  [2F13]

13:45  [2F14]

14:00  [2F15]

14:15  [2F16]

08:45  [1G01]

09:00  [1G02]

09:15  [1G03]

09:30  [1G04]

09:45  [1G05]
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Mg蓄電池用負極材料の作製と各種特性評価 

〇附田 之欣1、中川 拓朗1、森脇 誠也1、木倉 健成1、櫻栄 里玖1、栗原 英紀2、田畑 裕信3、鈴木 真由美4、會

田 哲夫1 （1. 富山大学、2. 埼玉県産業技術総合センター、3. 中越合金鋳工（株）、4. 富山県立大学） 

Mg二次電池スピネル型正極材料 Mg1.33+y(V1.67-x-yMnx)O4の電池特性と量子ビームを用いた充放電後

の平均・局所・電子構造解析 

〇髙松 実奈1、石橋 千晶1、北村 尚斗1、井手本 康1 （1. 東理大理工） 
 
 
 

S6-1会場 | Ｓ６．電池の新しい展開

セッション11（一般講演11） 
F会場(S6-1)

 

表面修飾した MgMn2O4および(Mg, Zn)Mn2O4の 

正極特性と量子ビームを用いた平均・局所・電子構造解析 

〇井村 智哉1、北村 尚斗1、石田 直哉1、石橋 千晶1、井手本 康1 （1. 東京理科大学） 

Mg二次電池正極材料 MgxV3-x-yCoyO4の充放電過程における結晶・電子構造解析 

〇加納 顕人1、石田 直哉1、石橋 千晶1、北村 尚斗1、井手本 康1 （1. 東理大理工） 

LixMn0.50Ni0.167Co0.167O2-δを用いた Mg二次電池の正極特性と Li脱離および Mg二次電池放充電過

程における平均・局所・電子構造解析 

〇市村 一哉1、石田 直哉1、石橋 千晶1、北村 尚斗1、井手本 康1 （1. 東京理科大学） 

硫黄の高電位反応を利用したアルミニウム金属二次電池の作製 

〇辻 優人1、上村 祐也、佐々木 淳也、津田 哲哉1、桑畑 進1 （1. 大阪大学） 
 
 

2021年9月8日(水)
 

S6-2会場 | Ｓ６．電池の新しい展開

【電池の新しい展開】 
セッション1（一般講演1） 

G会場(S6-2)
 

高伝導性と電気化学安定性を兼ね備えたCl置換Na3SbS4 

〇蒲生 浩忠1、 Nguyen Huu Huy Phuc1、引間 和浩1、武藤 浩行1、松田 厚範1 （1. 豊橋技術科学大学） 

Liquid-Phase Synthesis and Characterization of 100Li3PS4-50LiI-xLi4SiO4 Solid Electrolytes

for Li-Ion Batteries 

引間 和浩1、〇 Ho Jia Ler1、 Indrawan Radian Febi1、松田 厚範1 （1. 豊橋技術科学大学） 

液相法による Li3PS4-LiCl系固体電解質の合成と評価 

〇柴 駿一郎1、大嶋 智2、カルパ マルセラ2、ロゼロナヴァロ ナタリーカロリーナ2、三浦 章2、忠永 清治2

、寺井 恒太3、宇都野 太3、樋口 弘幸3 （1. 北海道大学大学院総合化学院、2. 北海道大学大学院工学研究

院、3. 出光興産株式会社） 
 
 
 

S6-2会場 | Ｓ６．電池の新しい展開

セッション2（一般講演2） 
G会場(S6-2)

 

Li3BS3ガラス電解質のメカノケミカル合成とイオン伝導度評価 

〇木村 拓哉1、井上 文音1、長尾 賢治1、作田 敦1、辰巳砂 昌弘1、林 晃敏1 （1. 大阪府立大学） 

Li-P-S-Iガラスセラミック電解質のドライルーム模擬環境での劣化と真空加熱による回復 

〇佐野 光1、森野 裕介1、川本 浩二1、樋口 弘幸2、山本 徳行2、作田 敦3、林 晃敏3 （1. 技術研究組合リチウ

ムイオン電池材料評価研究センター、2. 出光興産株式会社、3. 大阪府立大学） 



10:00  [1G06]

10:15  [1G07]

10:45  [1G08]

11:00  [1G09]

11:15  [1G10]

11:30  [1G11]

11:45  [1G12]

13:30  [1G13]

13:45  [1G14]

14:00  [1G15]

14:15  [1G16]
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硫化物系全固体 LIBの保存劣化メカニズム解析 

〇安藤 慧佑1、松田 智行1、三輪 託也2、川合 光幹2、今村 大地1 （1. 一般財団法人日本自動車研究所、2. 技

術研究組合リチウムイオン電池材料評価研究センター） 

硫化物固体電解質/正極界面における電荷移動抵抗の温度依存性 

〇森野 裕介1 （1. 技術研究組合リチウムイオン電池材料評価研究センター（ LIBTEC）） 
 
 
 

S6-2会場 | Ｓ６．電池の新しい展開

セッション3（一般講演3） 
G会場(S6-2)

 

リチウム過剰系正極材料を用いた全固体電池特性 

〇野元 邦治1、長谷川 洋平1、清水 啓佑1、山田 悠人1、鈴木 耕太1、池松 正樹1、菅野 了次1、影浦 淳一2、村

上 力2、高柳 良基3、宮川 絢太郎3、齊藤 貴也3、西山 浩司3 （1. 東京工業大学、2. 住友化学株式会社、3. ソ

フトバンク株式会社） 

X線コンピューター断層撮影法による、 LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2複合電極を用いた全固体電池の圧力

依存性解析 

〇作花 勇也1、宇野 拓真1、山重 寿夫2、折笠 有基1 （1. 立命館大学、2. トヨタ自動車） 

全固体電池の反応断面における Operandoラマン分析技術の開発 

〇小野 貴亮1、平岡 絋次 1、宮内 響1、関 志朗1 （1. 工学院大学大学院） 

FIB-TOF-SIMSによる LFPカソード分析 

〇川杉 昂大1、五明 直樹2、 He Linchun3、森田 真人2、坂本 哲夫1,2 （1. 工学院大学工学研究科電気・電子工

学専攻、2. 工学院大学先進工学部応用物理学科、3. シンガポール国際大学機械工学専攻） 
 
 
 

S6-2会場 | Ｓ６．電池の新しい展開

セッション4（特別講演1） 
G会場(S6-2)

 

全固体電池の高性能化に向けた電極―固体電解質界面の課題 

〇入山 恭寿1、本山 宗主1 （1. 名古屋大学） 
 
 
 

S6-2会場 | Ｓ６．電池の新しい展開

セッション5（一般講演4） 
G会場(S6-2)

 

単結晶 Aサイト欠陥ペロブスカイト型 LixLa(1-x)/3NbO3の電荷蓄積特性 

〇鈴木 雄介1、田中 優実1 （1. 東京理科大学） 

Aサイト欠陥ペロブスカイト型 LixLa(1-x)/3NbO3の Liイオン拡散に関する第一原理計算による検討 

〇綱嶋 瑞希1、笠松 秀輔2、田中 優実1 （1. 東京理科大学、2. 山形大学） 

Li-Nb-P-O系薄膜電解質の作製とその Liイオン挙動 

〇田村 元1、山本 貴之1、石垣 範和1、本山 宗主1、入山 恭寿1 （1. 名古屋大学） 
 
 
 

S6-2会場 | Ｓ６．電池の新しい展開

セッション6（一般講演5） 
G会場(S6-2)

 

スクリーン印刷を用いて作製した全固体リチウムイオン二次電池の電気化学インピーダンス法によ

る正極への固体電解質添加量の検討 

〇亀井 ありさ1、北村 尚斗1、渡辺 日香里1、四反田 功1、板垣 昌幸1 （1. 東京理科大学大学院） 



14:30  [1G17]

14:45  [1G18]

15:15  [1G19]

15:30  [1G20]

15:45  [1G21]

16:00  [1G22]

16:15  [1G23]

16:30  [1G24]

16:45  [1G25]

17:00  [1G26]

17:30  [1G27]
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NASICON型固体電解質 LYZPと LiFePO4の一括共焼成 

〇佐藤 研斗1、森 大輔1、大森 健太1、田港 聡1、今西 誠之1 （1. 三重大学大学院） 

エアロゾルデポジション法を用いた固体電解質 Li6.25Al0.25La3Zr2O12上への LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2/Li3
BO3複合正極の形成と評価 

〇小林 真佑子1、棟方 裕一1、金村 聖志1 （1. 東京都立大学） 
 
 
 

S6-2会場 | Ｓ６．電池の新しい展開

セッション7（一般講演6） 
G会場(S6-2)

 

正極/固体電解質界面の抵抗低減へ向けた不燃性電解液の添加効果の検証 

〇澤田 和尭1、棟方 裕一1、金村 聖志1 （1. 東京都立大学） 

高イオン伝導性高分子/ガラスセラミックス複相電解質の探索 

〇金井 大和1、大竹 結衣1、平岡 鉱次1、関 志朗1 （1. 工学院大学大学院） 

TiO2負極と酸化物系電解質を用いた全固体リチウム電池の構築 

〇伊﨑 真一郎1,3、薄井 洋行2,3、道見 康弘2,3、奈須 滉4、作田 敦4、林 晃敏4、坂口 裕樹2,3 （1. 鳥取大院持続

性科学、2. 鳥取大院工、3. 鳥取大 GSC研究センター、4. 阪府大院工） 

固体電解質｜金属リチウム負極界面のインピーダンス解析と短絡発生機構の検討 

〇山田 博俊1、南 浩成2、泉 浩章2 （1. 長崎大学、2. スズキ株式会社） 
 
 
 

S6-2会場 | Ｓ６．電池の新しい展開

セッション8（一般講演7） 
G会場(S6-2)

 

ガーネット型リチウムイオン導電体 LLZ-Ga粒界への塩化リチウムの導入による短絡抑制効果の検

討 

〇勝 涼太1、森 大輔1、赤谷 輝幸1、田港 聡1、今西 誠之1 （1. 三重大学） 

Cu集電体/LiPON界面における Liの核生成に及ぼす温度の影響 

〇本山 宗主1、廣田 正陽1、石垣 範和1、山本 貴之1、入山 恭寿1 （1. 名古屋大学） 

SiC上グラフェン/LiPON界面における Li+挿入脱離反応 

〇山本 智士1、榊原 涼太郎1、石垣 範和1、本山 宗主1、乗松 航1、入山 恭寿1 （1. 名古屋大学） 

X線コンピューター断層撮影を用いた銀イオンガラス固体電解質におけるデンドライトの成長機構

観察 

〇櫻井 祐輔1、作花 勇也1、神鳥 浩司1、折笠 有基1 （1. 立命館大学） 
 
 
 

S6-2会場 | 基調講演

基調講演（特別講演2） 
G会場(S6-2)

 

リチウムを取り巻く環境と当社の役割 

〇片山 昌治1 （1. 豊田通商株式会社） 
 
 



08:30  [2G01]

08:45  [2G02]

09:00  [2G03]

09:15  [2G04]

09:45  [2G06]

10:00  [2G07]

10:15  [2G08]

10:45  [2G09]

11:00  [2G10]

11:15  [2G11]

11:30  [2G12]

- 24 -

2021年9月9日(木)
 

S6-2会場 | Ｓ６．電池の新しい展開

【電池の新しい展開】 
セッション9（一般講演8） 

G会場(S6-2)
 

機能性電解液：分枝鎖状エステルを添加剤に用いた高安全性電解液の設計 

Functional Electrolytes: High-safety Electrolyte Design using Branched Chain-ester as an

Additive 

〇田添 大地1、トドロフ ヤンコ2、安部 浩司1,2 （1. 山口大学大学院、2. 大学研究推進機構） 

スルホラン系溶媒和 LiBF4溶融塩中の Li+ 溶存構造とイオン伝導機構 

〇弓削 眞子1、荒井 奈々1、佐久間 有紀1、都築 誠二2、上野 和英2、渡邉 正義2、獨古 薫2、渡辺 日香里3、韓

智海1、梅林 泰宏1 （1. 新潟大学、2. 横浜国立大学、3. 東京理科大学） 

イオン液体型高分子ゲル電解質の作製と Liイオン輸送特性の評価 

〇徐 瑞辰1、柿部 剛史1、中村 龍哉1、松田 聡1、岸 肇1 （1. 兵庫県立大学大学院） 

分岐アルキル鎖を導入したイミダゾリウム系イオン液体のリチウムイオン電池への適用 

〇大畑 俊貴1、斎藤 拓己1、柿部 剛史1、中村 龍哉1、松田 聡1、岸 肇1 （1. 兵庫県立大学大学院） 
 
 
 

S6-2会場 | Ｓ６．電池の新しい展開

セッション10（一般講演9） 
G会場(S6-2)

 

エチレンカーボネート/LiN(SO2F)2超濃厚電解液の特異的物性 

〇古居 玲大1、宮内 響1、高橋 圭太朗1、早水 紀久子1、関 志朗1 （1. 工学院大学） 

Hybrid organic-aqueous electrolyte to enhance the electrochemical properties for dual-ion

battery 

〇楊 登堯1、 Li Huan1、 Song Juntae1、 Watanabe Motonari1、 Takagaki Atsushi1、 Ishihara Tatsumi1

（1. 九州大学） 

濃厚水系 Naイオン電解液へのエチレングリコール添加効果 

〇牛島 洸太郎1、坂本 遼1、中本 康介1、伊藤 正人1、岡田 重人1 （1. 九州大学） 
 
 
 

S6-2会場 | Ｓ６．電池の新しい展開

セッション11（一般講演10） 
G会場(S6-2)

 

LCST型相転移挙動を示すイオン液体/無機塩水溶液系を利用した混合エントロピー電池の検討 

〇小杉 洋平1、吉田 卓寛1、大野 弘幸1、中村 暢文1 （1. 東京農工大学） 

次世代リチウム-硫黄二次電池の高性能化に向けた硫黄変性ポリアクリロニトリル「 SPAN」の開

発 

〇撹上 健二1、矢野 亨1 （1. 株式会社 ADEKA） 

マイクロ波を用いた Li2Sの短時間・低コスト合成とクレイ型リチウム硫黄電池への適用 

〇小村 芳秋1、及川 尚人1、南 進一1、横溝 昌輝1、松前 義治1、樋口 昌史1 （1. 東海大学） 

Liドープ型 Li4Ti5O12負極を用いた Li-S電池の探索および Liドープ方法の影響 

〇町田 和輝1、潮田 祐丞1、角田 宇蘭1、宮内 響1、関 志朗1 （1. 工学院大学大学院　） 
 
 



11:45  [2G13]

13:30  [2G14]

13:45  [2G15]

14:00  [2G16]

14:15  [2G17]

14:30  [2G18]

08:45  [1H01]

09:00  [1H02]

09:15  [1H03]
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S6-2会場 | Ｓ６．電池の新しい展開

セッション12（特別講演3） 
G会場(S6-2)

 

アルカリ金属塩溶媒和物のホッピング伝導機構と電池応用の可能性 

〇獨古 薫1 （1. 横浜国立大学） 
 
 
 

S6-2会場 | Ｓ６．電池の新しい展開

セッション13（一般講演11） 
G会場(S6-2)

 

In-situ EIS法による正極不溶型電解液を用いたリチウム硫黄電池のレート特性に関する研究 

〇杉浦 雄俊1、渡辺 日香里1、関 志朗2、四反田 功1、梅林 泰宏3、板垣 昌幸1 （1. 東京理科大学大学院、2. 工

学院大学大学院、3. 新潟大学大学院） 

正極不溶型リチウム－硫黄電池の正極活物質の反応経路　―溶媒依存性― 

〇川名 結衣1、荒井 奈々1、渡辺 日香里2、韓 智海1、西川 慶3、関 志朗4、都築 誠二5、上野 和英5、獨古 薫5

、渡邉 正義5、梅林 泰宏1 （1. 新潟大学、2. 東京理科大学、3. 物質・材料研究機構、4. 工学院大学、5. 横浜

国立大学） 
 
 
 

S6-2会場 | Ｓ６．電池の新しい展開

セッション14（一般講演12） 
G会場(S6-2)

 

Li塩高濃度電解液による Li電池用高容量正極材料 VS4のサイクル特性向上 

〇前吉 雄太1、吉井 一記1、鹿野 昌弘1、栄部 比夏里1 （1. 国立研究開発法人産業技術総合研究所） 

スルホラン系高分子ゲル電解質のイオン伝導および Li/電解質界面特性 

〇宮内 響1、高橋 圭太朗1、関 志朗1 （1. 工学院大学） 

スルホラン/PEO系 Na伝導性高分子固体電解質のアニオン種の影響の電気化学的評価 

〇横幕 裕司1、平岡 紘次1、稲葉 航平1、宮内 響1、関 志朗1 （1. 工学院大学大学院） 
 
 

2021年9月8日(水)
 

S6-3会場 | Ｓ６．電池の新しい展開

【電池の新しい展開】 
セッション1（一般講演1） 

H会場(S6-3)
 

Enhanced Performance and Durability of Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell Using

Polymer-coated Acetylene Black as an Electrocatalyst 

〇呉 丹1、 Jayawickrama Samindi Madhubha 1,2、田中 直樹1,2、藤ヶ谷 剛彦1,2,3 （1. 九州大学院工学、2. 九

州大学カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所、3. 九大 CMS） 

PEFCカソード用4,5族遷移金属酸化物触媒の異元素添加による高活性化の検討 

〇渡辺 啓太1、松澤 幸一2、竹内 悠1、池上 芳3、大城 善郎4、永井 崇昭3、門田 隆二3、石原 顕光3 （1. 横浜国

立大学大学院　理工学府、2. 横浜国立大学　工学研究院、3. 横浜国立大学　先端科学高等研究院、4. 熊本県

産業技術センター） 

有機錯体を出発原料とした窒素・炭素含有酸化チタン触媒の酸素還元活性 

〇竹内 悠1、松澤 幸一2、永井 崇昭3、池上 芳3、黒田 義之2,3、門田 隆二3、石原 顕光3 （1. 横浜国立大学大学

院　理工学府、2. 横浜国立大学大学院　工学研究院、3. 横浜国立大学　先端科学高等研究院） 



09:30  [1H04]

09:45  [1H05]

10:00  [1H06]

10:15  [1H07]

10:45  [1H08]

11:00  [1H09]

11:15  [1H10]

11:30  [1H11]

13:30  [1H12]

13:45  [1H13]

14:00  [1H14]

14:15  [1H15]
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S6-3会場 | Ｓ６．電池の新しい展開

セッション2（一般講演2） 
H会場(S6-3)

 

積層2Dナノ空間を反応場とした Pt単原子の電気化学的析出 

〇小野 隆太郎1、森永 明日香1、堤 宏守1、片山 祐1 （1. 山口大院創） 

リン酸/イオン液体混合電解質中における窒素ドープグラフェン触媒の酸素還元活性および耐久性

の評価 

〇田中 千裕1、棟方 裕一1、金村 聖志1 （1. 東京都立大学） 

水酸化物イオン伝導性イオン液体中における窒素ドープグラフェンの酸素還元活性評価 

〇若林 稜真1、棟方 裕一1、金村 聖志1 （1. 東京都立大学） 

中温無加湿燃料電池の高性能化に向けた酸化チタン添加 PBIコンポジット電解質膜の作製と評価 

〇前川 啓一郎1、 Kyaw Zay Ya1、河村 剛1、松田 厚範1 （1. 豊橋技術科学大学） 
 
 
 

S6-3会場 | Ｓ６．電池の新しい展開

セッション3（一般講演3） 
H会場(S6-3)

 

液相酸化処理したカーボンブラックの熱処理法による窒素ドープとその酸素還元活性評価 

〇立花 直樹1、染川 正一1 （1. 東京都立産業技術研究センター） 

The Optimization of Chemically Drilled Defective Carbon Nanotube for Oxygen Reduction

Reaction (ORR) 

〇 Zhang Lijie1、 Huang Tianqi1、脇 慶子1 （1. 東京工業大学） 

電気化学質量分析を用いた二機能性空気極における炭素腐食反応の解析 

〇喜田 樹里1、荒井 創1、池澤 篤憲1 （1. 東京工業大学） 

塩基性 OER環境下で消耗しないナノ構造炭素材料の耐食機構 

〇佐藤 優樹1、コワルスキ ダミアン1,2、北野 翔1、青木 芳尚1、幅崎 浩樹1 （1. 北海道大学、2. ワルシャワ大

学） 
 
 
 

S6-3会場 | Ｓ６．電池の新しい展開

セッション4（一般講演4） 
H会場(S6-3)

 

MnO2ナノシート/カーボンブラック複合触媒の調製と Li-空気電池用空気極触媒への適用 

佐川 俊輔1、川染 南1、三上 拳斗2、〇堀場 達雄1、齋藤 守弘1 （1. 成蹊大学、2. 東京農工大学） 

Effect of Al fiber dispersion in MnO2 based air electrodes on the reversibility of Li-air batteries 

〇 Lee Hae Seok1、 Song Jun Tae1、高垣 敦1、石原 達己1 （1. 九州大学） 

鉄系めっき電極の金属空気電池の空気極としての展開応用 

〇瀧澤 玲雄1、吉原 佐知雄1、石川 祥久2、元井 健一郎2、及川 哲史2 （1. 宇都宮大院、2. 日本プ

レーテック） 
 
 
 

S6-3会場 | Ｓ６．電池の新しい展開

セッション5（一般講演5） 
H会場(S6-3)

 

金属空気二次電池用のコバルト添加バナジン酸塩ガラス二元機能空気極触媒の開発 Development

of bifunctional air-electrode catalyst using Co-containing vanadate glass for rechargeable

metal-air batter 



14:30  [1H16]

14:45  [1H17]

15:15  [1H18]

15:30  [1H19]

15:45  [1H20]

16:00  [1H21]

16:15  [1H22]

16:30  [1H23]

16:45  [1H24]

17:00  [1H25]
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〇松尾 紗絵子1、櫻木 貴久1、今村 涼太1、松迫 駿介1、中原 日向1、湯浅 雅賀1、西田 哲明2、岡 伸人1 （1. 近

畿大学、2. 環境材料研究所） 

亜鉛-空気二次電池の空気極のための噴霧熱分解法による NiCo2O4マイクロカプセルの合成 

〇キム ソン1、猪石 佑以子1、 Song Jun Tae1、高垣 敦1、石原 達己1 （1. 九州大学） 

リチウム酸素電池のカソード極における溶媒安定性： その場赤外反射吸収分光測定による検討 

〇永井 隆太1、神成 幸輝2、葛 愛民2、井上 賢一2、叶 深2,3 （1. 東北大理、2. 東北大院理、3. 京大 ESICB） 
 
 
 

S6-3会場 | Ｓ６．電池の新しい展開

セッション6（一般講演6） 
H会場(S6-3)

 

ペロブスカイト構造を有する酸素発生触媒における活性変化挙動解析 

〇井上 雄太1、宮原 雄人1、宮崎 晃平1、近藤 靖幸1、横山 悠子1、安部 武志1 （1. 京都大学大学院） 

アルカリ水溶液中における Sr-Fe系層状ペロブスカイト型酸化物の充放電挙動解析（2） 

〇田代 駿介1、宮原 雄人1、宮崎 晃平1、近藤 靖幸1、横山 悠子2、安部 武志1 （1. 京都大学大学院工学研究

科、2. 京都大学産官学連携本部） 

Srドープによる La-Co-Mn複合酸化物のスピン制御と酸素還元および生成活性の評価 

〇難波 大1、朝倉 博行1,3、細川 三郎2,3、寺村 謙太郎1,3、田中 庸裕1,3 （1. 京都大学、2. 京都工繊大、3. 京大

触媒電池） 

Alドープによる LaNiO3の構造安定化と酸素還元反応活性への影響 

〇廣瀬 駿1、朝倉 博行1,2、細川 三郎2,3、寺村 謙太郎1,2、田中 庸裕1,2 （1. 京都大、2. 京大触媒電池、3. 京都

工繊大） 
 
 
 

S6-3会場 | Ｓ６．電池の新しい展開

セッション7（一般講演7） 
H会場(S6-3)

 

過放電に耐性を有する新型鉛蓄電池の開発Ⅰ 

〇杉本 海斗1、大平 郁弥1、岡野 寛1、岩井 太一2、藪塚 武史2、高井 茂臣2、赤松 祐介3、細川 敏弘3、国仲 雅

之4、三木 基実4、吉川 暹2,4、八尾 健1,2,4 （1. 香川高等専門学校、2. 京都大学、3. (株)レクザム、4. (一社)イ

ノベーションエネルギー ） 

過放電に耐性を有する新型鉛蓄電池の開発Ⅱ 

〇大平 郁弥1、杉本 海斗1、岡野 寛1、岩井 太一2、藪塚 武史2、高井 茂臣2、赤松 祐介3、細川 敏弘3、国仲 雅

之4、三木 基実4、吉川 暹2,4、八尾 健1,2,4 （1. 香川高専、2. 京都大学、3. (株)レクザム、4. (一社)イノ

ベーションエネルギー） 

過放電に耐性を有する新型鉛蓄電池の開発Ⅲ 

〇岡野 寛1、大平 郁弥1、杉本 海斗1、岩井 太一2、藪塚 武史2、高井 茂臣2、赤松 祐介3、細川 敏弘3、國中 雅

之4、三木 基実4、吉川 暹4,2、八尾 健4,2,1 （1. 香川高等専門学校、2. 京都大学、3. (株)レクザム、4. (一社)イ

ノベーションエネルギー） 

過放電に耐性を有する新型鉛蓄電池の開発Ⅳ 

〇岡野 寛1、大平 郁弥1、杉本 海斗1、岩井 太一2、薮塚 武史2、高井 茂臣2、赤松 祐介3、細川 敏弘3、國中 雅

之4、三木 基実4、吉川 暹4,2、八尾 健4,2,1 （1. 香川高等専門学校、2. 京都大学、3. (株)レクザム、4. (一社)イ

ノベーションエネルギー） 
 
 



09:30  [1I01]

09:45  [1I02]

10:00  [1I03]

10:15  [1I04]

10:45  [1I05]

11:30  [1I06]

13:30  [1I07]

14:15  [1I08]

15:15  [1I09]

15:30  [1I10]

15:45  [1I11]

16:00  [1I12]

16:15  [1I13]
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S13/S8会場 | S13. 電子材料及びナノ機能素子

【電子材料及びナノ機能素子】 
セッション1（一般講演1） 

I会場(S13/S8)
 

GaN中の大型複合欠陥に対する第一原理電子状態計算 

〇小田 将人1、宮崎 剛2 （1. 和歌山大学、2. 物質・材料研究機構） 

ミスト CVD法によるヘマタイト薄膜の成長 

〇礒嶋 日和1、宇野 和行1 （1. 和歌山大学） 

マンガンをドープしたシリコン窒化膜の電荷捕獲特性 

〇間嵜 玲央1、古性 圭亮1、小林 清輝1 （1. 東海大学大学院 工学研究科） 

パターン Ni触媒を用いた多層グラフェンの選択 CVD成長 

〇蓮見 玲乃1、上野 和良1 （1. 芝浦工業大学） 
 
 
 

S13/S8会場 | S13. 電子材料及びナノ機能素子

セッション2（特別講演1） 
I会場(S13/S8)

 

層交換現象を利用した多層グラフェンの低温合成 

〇都甲 薫1 （1. 筑波大学） 

ファンデルワールス複合原子層の作製と原子層自在配列による物性創発 

〇町田 友樹1 （1. 東京大学生産技術研究所） 
 
 
 

S13/S8会場 | S13. 電子材料及びナノ機能素子

セッション3（特別講演2） 
I会場(S13/S8)

 

極端紫外線リソグラフィー技術の現状と今後の展開 

〇渡邊 健夫1、原田 哲男1、山川 進二1 （1. 兵庫県立大学） 

集積回路配線金属薄膜表面の防食層のエリプソメトリその場解析 

〇近藤 英一1 （1. 山梨大学） 
 
 
 

S13/S8会場 | S13. 電子材料及びナノ機能素子

セッション4（一般講演2） 
I会場(S13/S8)

 

TSVを模した構造を有するマイクロ流体デバイスによる銅めっきボトムアップ堆積観察 

秋田 貴誉1、関 大雅1、〇早瀬 仁則1 （1. 東京理科大学） 

プリント配線の形成に利用される無電解銅めっき膜中の水素の存在状態分析 

〇任田 光佑1、福室 直樹1、八重 真治1 （1. 兵庫県立大学） 

無電解めっきによる微細配線応用に向けた Ru膜の形成と評価 

〇齊田 亮太1、新宮原 正三1、伊藤 健1、清水 智弘1 （1. 関西大学） 

微細金属配線のエレクトロマイグレーションの評価 

〇中村 洋介1、畠中 林太郎1、中村 颯汰1、新宮原 正三1、清水 智弘1、伊藤 健1 （1. 関西大学） 

下地 Cu膜の作製方法による窒素ドープアモルファスカーボン膜の耐湿バリア性変化 

〇中島 駿1、上野 和良1,2 （1. 芝浦工業大学大学院、2. グリーンエレクトロニクス国際研究センター） 
 
 



09:15  [2I01]

09:30  [2I02]

09:45  [2I03]

10:00  [2I04]

10:45  [2I05]

11:00  [2I06]

11:15  [2I07]

11:30  [2I08]

11:45  [2I09]

13:30  [2I10]

14:30  [2I11]

14:45  [2I12]
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2021年9月9日(木)
 

S13/S8会場 | Ｓ８．社会基盤を支える腐食科学と表面処理技術

セッション5（一般講演3） 
I会場(S13/S8)

 

電解エッチングとアノード酸化を用いた超撥油アルミニウムの作製 

〇安田 純之介1、鈴木 亮輔1、菊地 竜也1 （1. 北海道大学） 

Wの陽極酸化における表面構造が細孔成長に与える影響 

〇増田 啄哉1、益田 秀樹1、柳下 崇1 （1. 東京都立大学大学院） 

アルミニウム合金アノード酸化によるクラック形成と封孔処理の影響 

〇齋藤 向葵1、柳本 はるの1、河村 弥季1、鈴木 幸四郎1、兵野 篤1、千葉 誠1、高橋 英明1 （1. 旭川工業高等専

門学校） 

自己修復性ダブルレイヤー形成によるアルミニウム合金の高耐食性化について 

〇古川 沙姫1、平澤 晃大1、冨岡 弓乃1、河村 弥季1、辻 湧貴1、兵野 篤1、千葉 誠1、高橋 英明1 （1. 旭川工業

高等専門学校） 
 
 
 

S13/S8会場 | Ｓ８．社会基盤を支える腐食科学と表面処理技術

セッション6（一般講演4） 
I会場(S13/S8)

 

Fe-Cr-Mo合金不働態皮膜の光電気化学応答解析 

〇金 成哲1、土谷 博昭1、藤本 慎司1 （1. 大阪大学） 

チタン陽極酸化被膜上での光電気化学過渡応答の数値シミュレーション 

〇土谷 博昭1、金 成哲1、藤村 絵梨1、藤本 慎司1 （1. 大阪大学） 

液中電位分布計測技術を用いた炭素鋼の腐食機構のナノスケールその場解析 

〇山本 伸之介1、平田 海斗1、水島 大地1、福間 剛士1 （1. 金沢大学） 

液絡付参照電極を有するステッカーデバイスの開発及び腐食モニタリングへの応用 

〇宮﨑 開士1、渡辺 日香里1、四反田 功1、板垣 昌幸1 （1. 東京理科大学大学院） 

模擬大気腐食環境下にある鉄表面の偏光カメラを用いたその場観察 

〇大清水 海1、庄司 淳2,3、北川 裕一2,3、長谷川 靖哉2,3、伏見 公志3 （1. 北海道大学大学院　総合化学院、2.

WPI-ICReDD、3. 北海道大学大学院　工学研究院） 
 
 
 

S13/S8会場 | Ｓ８．社会基盤を支える腐食科学と表面処理技術

セッション7（特別講演3） 
I会場(S13/S8)

 

複合電析および泳動電着を用いた複合材料膜の作成と機能 

〇佐伯 功1 （1. 室蘭工業大学） 
 
 
 

S13/S8会場 | Ｓ８．社会基盤を支える腐食科学と表面処理技術

セッション8（一般講演5） 
I会場(S13/S8)

 

酸素発生用 Co-Ni-Zn合金電極の活性に及ぼすめっき浴組成の影響 

〇髙橋 脩1、佐藤 寛之1、大坪 完爾1、髙橋 秀輝1、橋本 功二1、加藤 善大1 （1. 東北工業大学） 

グライム系電解液中の溶媒和アルミニウムイオンの構造とクロロ錯体生成反応 

〇韓 智海1、永島 結1、川名 結衣1、弓削 眞子1、藤井 健太2、北田 敦3、邑瀬 邦明3、梅林 泰宏1 （1. 新潟大

学、2. 山口大学、3. 京都大学） 



15:15  [2I13]

15:30  [2I14]

15:45  [2I15]

16:00  [2I16]

16:15  [2I17]

09:30  [1J01]

09:45  [1J02]

10:00  [1J03]

10:15  [1J04]

10:45  [1J05]

11:30  [1J06]
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S13/S8会場 | Ｓ８．社会基盤を支える腐食科学と表面処理技術

セッション9（一般講演6） 
I会場(S13/S8)

 

電位サイクル下における Pt- Co合金の溶解挙動に及ぼす塩化物イオンの影響 

〇西 健介1、大井 梓1、多田 英司1 （1. 東京工業大学） 

金属カチオンによる乾湿繰り返し環境における鋼の水素透過挙動変 

〇坂入 正敏1、富樫 侑介1、韓 小楽1 （1. 北海道大学） 

酸素発生陽極を用いたイオン交換膜法の長時間操業による採かん能および陰極電位の検討 

〇金井 琴乃1、柴田 玄太1、橋本 功二1、加藤 善大1 （1. 東北工業大学） 

自己修復性電着塗装による防食性とこの寒冷地利用に向けた課題と改善 

〇髙田 りん1、河村 弥季1、平澤 晃大1、鈴木 幸四郎1、兵野 篤1、千葉 誠1、高橋 英明1 （1. 旭川工業高等専門

学校） 

耐候性鋼で建立された北海道百年記念塔の腐食環境の通年調査 

〇安住 和久1、坂入 正敏1、伏見 公志1、佐藤　京2、三浦 正純3、三上　健4 （1. 北海道大学、2. 土木研究所寒

地土木研究所、3. 土木研究センター、4. 札幌インスペクション（株）） 
 
 

2021年9月8日(水)
 

S7-S11会場 | Ｓ７．キャパシタ技術の新しい展開

【キャパシタ技術の新しい展開】 
セッション1（一般講演1） 

J会場(S7-S11)
 

LFP正極およびイオン液体電解液を用いた新規ハイブリッドキャパシタの開発 

〇土井 紳太郎1、奥田 大輔1、計 賢1、石川 正司1 （1. 関西大学） 

酸化ルテニウムナノシート－酸化マンガンナノシート複合電極のスーパーキャパシタ特性 

〇竹村 祐太1、齋藤 亮太1、アンガ ヘルマワン1、杉本 渉1 （1. 信州大学） 

1 nm未満のナノ空間におけるレドックス分子の特異的な可逆応答に対するミクロ空間の効果 

〇鈴木 啓介1、秀島 翔2、杉本 渉1、滝本 大裕3 （1. 信州大学、2. 東京都市大学、3. 琉球大学） 

溶液還元と光還元を用いた酸化グラフェンの酸素官能基制御と GOSCへの応用 

〇田中 貴章1、畠山 一翔2、鯉沼 陸央2、伊田 進太郎2 （1. 熊本大学大学院自然科学教育部、2. 熊本大学産業ナ

ノマテリアル研究所） 
 
 
 

S7-S11会場 | Ｓ７．キャパシタ技術の新しい展開

セッション2（特別講演1） 
J会場(S7-S11)

 

TiO2/MnO2複合電極を用いた光電気化学キャパシタの構築 

〇薄井 洋行1 （1. 鳥取大学） 
 
 
 

S7-S11会場 | Ｓ７．キャパシタ技術の新しい展開

セッション3（特別講演2） 
J会場(S7-S11)

 

色素増感太陽電池×リチウムイオンキャパシタを用いた折り畳みマウスの開発 

〇太田 謙一1 （1. ビフレステック株式会社） 



13:30  [1J07]

13:45  [1J08]

14:00  [1J09]

14:15  [1J10]

15:15  [1J11]

15:30  [1J12]

15:45  [1J13]

16:00  [1J14]

09:15  [2J01]
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S7-S11会場 | Ｓ７．キャパシタ技術の新しい展開

セッション4（一般講演2） 
J会場(S7-S11)

 

小角 X線散乱法による EDLC電極の細孔閉塞過程追跡 

〇畠山 義清1、中島 理貴1、花里 謙1、白石 壮志1、塚田 豪彦2 （1. 群馬大学、2. アイオン（株）） 

シームレス活性炭電極を用いた熱起動型キャパシタの基礎特性 

〇飯塚 玲海1、畠山 義清1、白石 壮志1、塚田 豪彦2 （1. 群馬大学、2. アイオン） 

単層カーボンナノチューブとの複合化による酸化黒鉛リチウムキャパシタの高性能化 

〇島袋 出1、畠山 義清1、白石 壮志1 （1. 群馬大・院理工） 
 
 
 

S7-S11会場 | Ｓ７．キャパシタ技術の新しい展開

セッション5（特別講演3） 
J会場(S7-S11)

 

リグニンを原料とする電気二重層キャパシタ用部材の開発 

〇浦木 康光1 （1. 北海道大学　） 
 
 
 

S7-S11会場 | Ｓ７．キャパシタ技術の新しい展開

セッション6（一般講演3） 
J会場(S7-S11)

 

ステンレス繊維シートを集電体として用いた電気二重層キャパシタの作製とその物性 

〇村松 大輔1,2、増永 圭祐1、馬郡 あおい1、塚田 学1、星野 勝義1 （1. 千葉大学大学院工学研究院、2. 株式会

社巴川製紙所 iCasカンパニー開発本部） 

イオン液体含有ゲル電解質による電気二重層および電解質バルクにおけるイオン挙動への影響解析 

〇木本 悠亮1、奥田 大輔1、計 賢1、石川 正司1 （1. 関西大学） 

HPC（ Hyper-coal）由来多孔質炭素の調製と EDLC電極への適用について 

〇豊田 昌宏1、大隈　翔太1、森保　裕喜 、濱口 眞基2、井上 井上2、菊池 直樹2 （1. 大分大学、2. 神戸製鋼

所） 
 
 
 

S7-S11会場 | Ｓ７．キャパシタ技術の新しい展開

セッション7（特別講演4） 
J会場(S7-S11)

 

脱酸素フッ素化剤を用いた炭素材料のフッ素化と電気二重層キャパシタへの応用 

〇松本 一彦1、山本 大樹1、萩原 理加1 （1. 京都大学） 
 
 

2021年9月9日(木)
 

S7-S11会場 | Ｓ11．明日をひらく技術・教育シンポジウム

【明日をひらく技術・教育シンポジウム】 
セッション8（一般講演4） 

J会場(S7-S11)
 

塩素のオキソ酸による球殻状ナノカーボンの表面改質 

〇前森 果歩1、堀井 翔1、田畑 柊1、佐藤 逸夏1,2、古崎 睦1、宮越 昭彦1、小寺 史浩1 （1. 旭川工業高等専門学

校、2. 豊橋技術科学大学） 



09:30  [2J02]

09:45  [2J03]

10:00  [2J04]

10:15  [2J05]

10:45  [2J06]

11:00  [2J07]

11:15  [2J08]

11:30  [2J09]

13:30  [2J10]

13:45  [2J11]

14:00  [2J12]

14:15  [2J13]

14:30  [2J14]
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グリセリン酸化を目的としたパラジウムめっき電極の電解活性化 

〇中村 祥吾1、野田 達夫1 （1. 大阪府立大学工業高等専門学校） 

干渉色アルミニウム作製における電解時間の影響 

〇那脇 健太1、岩本 京佳1、椎木 弘2、野田 達夫1 （1. 大阪府立大学工業高等専門学校、2. 大阪府立大学） 

シラン系樹脂膜への水およびバイオフィルム模擬水溶液の濡れ挙動 

堀井 雅也1、〇平井 信充1、佐野 勝彦1,2、鈴木 彰2、澤田 善秋2、幸後 健1、小川 亜希子1、黒田 大介1、兼松 秀

行1 （1. 鈴鹿工業高等専門学校、2. 株式会社ディアンドディ） 

ガラス上バイオフィルムにおける TOC測定のばらつき発生要因の検討 

〇中根 十愛1、平井 信充1 （1. 鈴鹿工業高等専門学校） 
 
 
 

S7-S11会場 | Ｓ11．明日をひらく技術・教育シンポジウム

セッション9（一般講演5） 
J会場(S7-S11)

 

アルカリ溶液中での Mo添加 Zr酸化物系薄膜の酸素発生反応 

〇野坂 敦史1、石原 顕光2、松澤 幸一3 （1. 横浜国立大学大学院理工学府、2. 横浜国立大学先端科学高等研究

院、3. 横浜国立大学大学院工学研究院） 

脱炭酸尿素法における Mg-Al LDHの合成とイオン伝導度評価 

〇宇賀 正紘1、山田 裕久1、前田 和樹2、片倉 勝己1 （1. 奈良工業高等専門学校、2. 共栄社化学株式会社） 

疎水性イオン液体を修飾した Pt/C触媒上での酸素還元反応の解析 

〇安藤 うた1、姚 宇1、山﨑 脩平2、舟迫 佑典2、綱島 克彦2、片倉 勝己1、山田 裕久1 （1. 奈良工業高等専門学

校、2. 和歌山工業高等専門学校） 

ホスホニウムイオン液体を電解質とした高電位正極の充放電挙動の解析 

〇栗原 悠花1、竹内 一輝1、下浦 大和2、山﨑 脩平2、片倉 勝己1、綱島 克彦2、山田 裕久1 （1. 奈良工業高等専

門学校、2. 和歌山工業高等専門学校） 
 
 
 

S7-S11会場 | Ｓ11．明日をひらく技術・教育シンポジウム

セッション10（一般講演6） 
J会場(S7-S11)

 

化学あるいは環境化学関連の教育的催事に対する感染症の影響と主催者・受講者側の最近の動向 

〇田村 健治1 （1. 東京都公立大学法人　東京都立産業技術高等専門学校） 

新型コロナ流行に対応した教材の開発と高専の座学・実験実習において感染を防ぐ工夫(2) 

〇城石 英伸1 （1. 東京工業高等専門学校） 
 
 
 

S7-S11会場 | Ｓ11．明日をひらく技術・教育シンポジウム

セッション11（一般講演7） 
J会場(S7-S11)

 

ホスホニウムイオン液体を電解質としたリチウム二次電池負極特性評価 

〇竹内 一輝1、栗原 悠花1、下浦 大和2、山﨑 脩平2、片倉 勝己1、綱島 克彦2、山田 裕久1 （1. 奈良工業高等専

門学校 、2. 和歌山工業高等専門学校） 

ホスホニウムイオン液体の物理化学的性質における極性基の影響および量子化学計算による考察 

〇山﨑 脩平1、舟浴 佑典1、山田 裕久2、綱島 克彦1 （1. 和歌山工業高等専門学校、2. 奈良工業高等専門学校） 

不飽和型ホスホニウムカチオンをゲストとする準包接水和物の相平衡挙動と結晶構造の解析 

〇東 さくら1、綱島 克彦 1、嶋田 仁2、菅原 武2、谷 篤史3 （1. 和歌山工業高等専門学校 、2. 大阪大学、3. 神

戸大学） 



14:45  [2J15]

09:00  [1K01]

09:15  [1K02]

09:30  [1K03]

09:45  [1K04]

10:00  [1K05]

10:15  [1K06]

10:45  [1K07]

11:00  [1K08]
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アルカリ系電解質中における水酸化ニッケルの酸化還元挙動 

〇松生 愛1、柴田 悠希1、片倉 勝己1 （1. 奈良工業高等専門学校） 
 
 

2021年9月8日(水)
 

S10会場 | Ｓ10．ナノスケール界面・表面の構造とダイナミクス

【ナノスケール界面・表面の構造とダイナミクス】 
セッション1（一般講演1） 

K会場(S10)
 

原子間力顕微鏡を用いたリチウム空気電池のカソード反応のその場観察 

〇古木名 俊希1、楊 智敏1、葛 愛民1、井上 賢一1、叶 深1,2 （1. 東北大院理、2. 京大 ESICB） 

Interfacial Study on the Reaction Sites for the Oxygen Reduction Reaction (ORR) in Aprotic

Electrolyte Solutions 

〇徐 呈暘1,2、彭 寳緒1、神成 幸&#x8F89;1、葛 愛民1、井上 賢一1、張 校剛2、叶 深1 （1. 東北大學、2. 南京

航空航天大學） 

Interfacial Lithium ion Transfer Reactions in the Composite Electrodes of Black Phosphorus

and Graphite 

〇鞠 宇航1、 Nasara Ralph 1、近藤 靖幸1、横山 悠子1、宮原 雄人1、宮崎 晃平1、安部 武志1 （1. Graduate

School of Engineering, Kyoto University） 

In Situ Electrochemical and Spectroscopic Investigations on the Formation of Solid-Electrolyte

Interphase on Graphene Surface 

〇王 少華1,2,3、葛 愛民1、井上 賢一1、王 立民2,3、叶 深　1 （1. 東北大学、2. 中国科学院春用化学研究所、3.

中国科学技術大学） 
 
 
 

S10会場 | Ｓ10．ナノスケール界面・表面の構造とダイナミクス

セッション2（一般講演2） 
K会場(S10)

 

アルカリ水溶液における酸素電極反応に与える電極微細構造の影響 

〇中原 康太1、池澤 篤憲1、荒井 創1 （1. 東京工業大学） 

原子層堆積法による界面層の形成が水系リチウム二次電池用 LiNiO2電極の電気化学特性に及ぼす

影響 

〇李 昌熹1、横山 悠子1、近藤 靖幸1、宮原 雄人1、宮崎 晃平1、安部 武志1 （1. 京大院工） 
 
 
 

S10会場 | Ｓ10．ナノスケール界面・表面の構造とダイナミクス

セッション3（一般講演3） 
K会場(S10)

 

ベンゾキノン末端単分子膜修飾電極における Li脱挿入過程のOperando EC-SERSによる解析 

〇森野 裕介1、福井 賢一1 （1. 大阪大学） 

リチウム塩濃厚電解液中における電極界面構造の直接観測 

〇長坂 昌憲1、池田 勝佳1、本林 健太1 （1. 名古屋工業大学） 
 
 



11:15  [1K09]

11:30  [1K10]

11:45  [1K11]

12:00  [1K12]

13:30  [1K13]

14:15  [1K14]

14:30  [1K15]

14:45  [1K16]

15:15  [1K17]

15:30  [1K18]
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S10会場 | Ｓ10．ナノスケール界面・表面の構造とダイナミクス

セッション4（一般講演4） 
K会場(S10)

 

ニトロベンゼンチオールの光及び電気化学反応過程の低振動表面増強ラマン観察 

〇近藤 利樹1、本林 健太1、池田 勝佳1 （1. 名古屋工業大学） 

高静水圧中の水素発生界面に見られる水分子動的構造の観測 

〇小山田 伸明1、南本 大穂2、村越 敬2 （1. 北海道大学大学院総合化学院、2. 北海道大学大学院理学研究院） 

Ni2+-Cu2+共存ナノ空間での電気化学的アンモニア酸化反応のリアルタイム観察 

〇森永 明日香1、白井 敬介1、小野 隆太郎1、堤 宏守1、中山 雅晴1、片山 祐1 （1. 山口大院創） 

単結晶ダイヤモンド電極の表面酸化過程における ATR-IR観測 

〇近藤 健心1、鴨志田 尚樹2、榮永 泰明2、星 永宏1、中村 将志1 （1. 千葉大院工、2. 慶応義塾大院理工） 
 
 
 

S10会場 | Ｓ10．ナノスケール界面・表面の構造とダイナミクス

セッション5（特別講演1） 
K会場(S10)

 

金属酵素活性中心に倣った非白金系電極触媒の酸素還元能 

〇八木 一三1 （1. 北海道大学） 
 
 
 

S10会場 | Ｓ10．ナノスケール界面・表面の構造とダイナミクス

セッション6（一般講演5） 
K会場(S10)

 

白金単結晶電極表面における硫黄種の吸着脱離挙動と酸素還元活性 

〇諸岡 哲朗1、 Devivaraprasad Ruttala1、 Ganesan Elumalai1、白澤 徹郎2、近藤 敏啓3、増田 卓也1 （1. 物

質・材料研究機構、2. 国立研究開発法人産業技術総合研究所、3. お茶の水女子大学） 
 
 
 

S10会場 | Ｓ10．ナノスケール界面・表面の構造とダイナミクス

セッション7（一般講演6） 
K会場(S10)

 

プロトン性イオン液体で酸素還元反応が活性化される Pt単結晶電極の表面構造 

〇鈴木 琉斐1、中村 将志1、星 永宏1 （1. 千葉大院工） 

Pt3Fe高指数面を用いた酸素還元反応の高活性化 

〇鈴木 あかね1、中村 将志1、星 永宏1 （1. 千葉大院工） 
 
 
 

S10会場 | Ｓ10．ナノスケール界面・表面の構造とダイナミクス

セッション8（一般講演7） 
K会場(S10)

 

マイクロエマルションを用いた多環芳香族炭化水素の電解水素付加反応 

〇脇坂 暢1、長井 一世1 （1. 富山県立大学） 

スルファミン酸ニッケル水溶液に関するエチレングリコール添加効果の軟 X線吸収蛍光分析 

〇山口 明啓1,3、赤松 直哉1,3、三枝 峻也1,3、天野 壮1、内海 裕一1、加藤 優2,3、八木 一三2,3、石原 知子3、大

浦 正樹3 （1. 兵庫県立大学　高度産業科学技術研究所、2. 北海道大学大学院　地球環境科学研究院、3. 理化

学研究所 放射光科学研究センター） 
 
 



15:45  [1K19]

16:00  [1K20]

16:15  [1K21]

16:30  [1K22]

16:45  [1K23]

17:00  [1K24]

09:00  [2K01]

09:15  [2K02]

09:30  [2K03]

09:45  [2K04]

10:00  [2K05]
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S10会場 | Ｓ10．ナノスケール界面・表面の構造とダイナミクス

セッション9（一般講演8） 
K会場(S10)

 

CuSCN/スチルバゾリウム色素ナノ構造ハイブリッド薄膜の電気化学的自己組織化における色素導

入機構 

〇津田 勇希1、中村 天彰1、上野 篤彦1、宇田 恭太1、山門 凌平1、岡田 修司1、スタッドラー フィリップ2、吉

田 司1 （1. 山形大学、2. リンツ大学） 

Cu2O 電極を用いた CO2 の電解還元 

〇嶺岸 耕1、小森 大輝1、江部 広治1、山口 信義1、杉山 正和1 （1. 東京大学） 

金属担持有機構造体による選択的な CO2の高速電解還元 

〇加藤 慎太郎1、橋本 啄哉、原田 隆史1、中西 周次1、神谷 和秀1 （1. 大阪大学基礎工学研究科附属太陽エネ

ルギー化学研究センター） 
 
 
 

S10会場 | Ｓ10．ナノスケール界面・表面の構造とダイナミクス

セッション10（一般講演9） 
K会場(S10)

 

スズ原子で修飾した金属銅ナノ粒子触媒による選択 CO2電解還元 

〇神谷 和秀1、 Wu Yuxin1、岩瀬 和至1,2、原田 隆史1、中西 周次1 （1. 大阪大学、2. 東北大学） 

銅系層状複水酸化物からなる二酸化炭素還元電極触媒の開発 

〇平野 杜萌1、岩瀬 和至1、本間 格1 （1. 東北大学大学院多元物質科学研究所） 

異なる金属中心の形態を有するコバルト窒素ドープ炭素材料の合成と二酸化炭素還元活性 

〇岩瀬 和至1、神谷 和秀2、 Herranz Juan3、 Ebner Kathrin3、 Diercks Justus3、原田 隆史2、 Schmidt

Thomas3、本間 格1、中西 周次2 （1. 東北大学、2. 大阪大学、3. ポールシェラー研究所） 
 
 

2021年9月9日(木)
 

S10会場 | Ｓ10．ナノスケール界面・表面の構造とダイナミクス

【ナノスケール界面・表面の構造とダイナミクス】 
セッション11（一般講演10） 

K会場(S10)
 

ATR-SEIRAS法による Ptナノ粒子を修飾させた GaN水分解光触媒上でのキャリア移動観測 

〇芦村 秀1、吉田 真明1 （1. 山口大学大学院創成科学研究科） 

菱マンガン鉱水分解触媒の開発と X線吸収分光による局所構造分析 

〇坂井 ありす1、吉田 真明1 （1. 山口大学大学院） 

半球空洞型コバルト酸素生成触媒の開発とオペランド XAFSによる機能解明 

〇荒木 優作1、吉田 真明1 （1. 山口大学大学院創成科学研究科） 

原子精度でサイズ制御された金クラスターの電極触媒活性 

〇川脇 徳久1、三富 優介1、西 直樹1、田中 智也1、根岸 雄一1 （1. 東京理科大学） 
 
 
 

S10会場 | Ｓ10．ナノスケール界面・表面の構造とダイナミクス

セッション12（一般講演11） 
K会場(S10)

 

高速 AFMによる電解ナノバブルのその場観察 

〇三田 麻修1、松島 永佳1、上田 幹人1 （1. 北海道大学） 



10:15  [2K06]

10:45  [2K07]

11:00  [2K08]

11:15  [2K09]

11:30  [2K10]

11:45  [2K11]

13:30  [2K12]

13:45  [2K13]

14:00  [2K14]

14:15  [2K15]

14:30  [2K16]
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Ni単結晶電極上における水素発生反応活性のカチオン依存性 

〇豊田 浩之1、星 永宏1、中村 将志1 （1. 千葉大学大学院工） 
 
 
 

S10会場 | Ｓ10．ナノスケール界面・表面の構造とダイナミクス

セッション13（一般講演12） 
K会場(S10)

 

Pt単結晶表面の電気化学的酸化還元による水素発生反応の高活性化 

〇鈴木 康太1、中村 将志1、星 永広1 （1. 千葉大学大学院） 

Co-Fe混合水酸化物表面での酸素発生反応における Tafelプロットの理論的解釈 

〇松原 康郎1、小川 哲志2、鈴木 健太2、荻野 泰代2、齋藤 美和2、本橋 輝樹2 （1. 阪市大人工光合成セ、2. 神

奈川大） 
 
 
 

S10会場 | Ｓ10．ナノスケール界面・表面の構造とダイナミクス

セッション14（一般講演13） 
K会場(S10)

 

イオン液体/電極界面におけるアニオン吸脱着挙動のイオン種依存性の研究 

〇岩橋 崇1、岸田 響1、 成紫1、周 尉2、 Kim Doseok3、大内 幸雄1 （1. 東京工業大学、2. 上海大学、3.

Sogang大学） 

電極付近におけるイオン液体の局所構造が溶質金属イオンの拡散挙動へ与える影響 

吉本 浩正1、小山 翔大1、福井 賢一1、〇今西 哲士1 （1. 大阪大学） 

3D-SFMを用いたバイアス電圧に依存して変化するイオン液体/金電極界面構造のサブナノス

ケール構造解析 

〇五十嵐 陽彦1、榊原 諒1、吉野 巧1、宮澤 佳甫1、炭竃 享司1、宮田 一輝1、清水 直2、岩佐 義弘3,4、福間 剛

士1 （1. 金沢大学、2. 電力中央研究所、3. 東京大学、4. 理化学研究所 CEMS） 
 
 
 

S10会場 | Ｓ10．ナノスケール界面・表面の構造とダイナミクス

セッション15（一般講演14） 
K会場(S10)

 

単結晶電極上に形成したツビッターイオン基を有するナノ構造分子膜の表面構造・機能解析 

〇澤口 隆博1、田中 睦生2 （1. 産業技術総合研究所、2. 埼玉工業大学） 

ルテニウム三核クラスターの薄膜形成と電気化学挙動に及ぼす架橋骨格の影響 

加藤 仁之介1、阪本 大貴1、湊本 博紀1、下元 直樹2、阿部 正明2、〇吉本 惣一郎1 （1. 熊本大学、2. 兵庫県立

大） 

ペロブスカイト単結晶相下地基板のための自己組織化単分子層の構築 

〇高張 真美1、足達 日和1、近藤 敏啓1 （1. お茶の水女子大学大学院） 

ペロブスカイト太陽電池の性能向上を目的としたナノピラー構造を有する有機ポリマーの電解重合

法の検討 

〇白坂 知也1、井上 康平1、古郷 敦史2、小浦 節子1 （1. 千葉工業大学大学院、2. 産業技術総合研究所） 
 
 
 

S10会場 | Ｓ10．ナノスケール界面・表面の構造とダイナミクス

セッション16（一般講演15） 
K会場(S10)

 

Fö rster共鳴エネルギー移動を利用した鉛ハロゲン系ペロブスカイトナノ結晶の ON/OFF蛍光ス

イッチング 

〇明石 優志1、モクタール アシカン1、野原 大暉1、下吉 真実1、猪股 雄介1、小澄 大輔1、深港 豪1、木田 徹也



14:45  [2K17]

10:45  [1L01]

11:00  [1L02]

11:15  [1L03]

11:30  [1L04]

11:45  [1L05]

12:00  [1L06]

14:15  [1L07]

15:15  [1L08]

15:30  [1L09]

15:45  [1L10]
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1 （1. 熊本大学） 

共振器マイクロ流路での電解質水溶液の電気化学特性評価 

〇福島 知宏1、吉光 創之1、村越 敬1 （1. 北海道大学） 
 
 

2021年9月8日(水)
 

S12会場 | Ｓ12．化学センサの新展開

【化学センサの新展開】 
セッション1（一般講演1） 

L会場(S12)
 

ZnOナノロッドの VOC検知特性と応答メカニズムの検討 

〇愼改 豪1、古賀 佳菜子1、川浪 弘貴1、ボップル マティアス2、中村 有水1、猪股 雄介1、バルサン ニコライ2

、木田 徹也1 （1. 熊本大学、2. チュービンゲン大学） 

酸化スズナノシートの常温結晶化・ファセット制御とガスセンサ応用 

〇増田 佳丈1、崔 弼圭1、金 奎成1、伊藤 敏雄1 （1. 国立研究開発法人　産業技術総合研究所） 

超音波噴霧法による高感度 VOC検知用多孔質酸化スズ系粒子の調製 

〇渡来 壮一朗1、上田 太郎1、鎌田 海1、兵頭 健生1、清水 康博1 （1. 長崎大学） 
 
 
 

S12会場 | Ｓ12．化学センサの新展開

セッション2（一般講演2） 
L会場(S12)

 

紫外線照射下における ZnOナノロッドのガス検知特性 

〇古賀 佳菜子1、愼改 豪1、猪股 雄介1、木田 徹也1 （1. 熊本大学） 

In situ DRIFT測定による Ptドープ SnO2のエタノールセンシング機構の解析 

〇猪股 雄介1、増本 圭吾1、堂山 太輝1、慎改 豪1、木田 徹也1 （1. 熊本大学） 

回路基板から発生するガスの検出による異常発熱検知 

〇西川 亜希子1、河口 智博1、池町 委成1 （1. フィガロ技研株式会社） 
 
 
 

S12会場 | Ｓ12．化学センサの新展開

セッション3（特別講演1） 
L会場(S12)

 

MEMSガスセンサの開発と応用展開 

〇谷口 卓史1 （1. 新コスモス電機株式会社） 
 
 
 

S12会場 | Ｓ12．化学センサの新展開

セッション4（一般講演3） 
L会場(S12)

 

混合ガス中における多孔質ガラスガス検出チップの反応性評価 

〇浅沼 光吾1、丸尾 容子1 （1. 東北工業大学） 

光ファイバ型水素センサの光伝搬損失特性の改善 

〇石飛 亘1、臼杵 大地1、岡崎 慎司1、西島 喜明1、荒川 太郎1、水谷 忠均2、丸 祐介3 （1. 横浜国立大学大学

院、2. 国立研究法人　宇宙航空研究開発機構研究開発部門、3. 国立研究法人　宇宙航空研究開発機構宇宙科

学研究所　） 

多孔質ガラスとニトロフェニルヒドラジン化合物を用いたアセトン検出チップの研究Ⅲー時間差分

による連続測定ー 



16:00  [1L11]

16:15  [1L12]

16:30  [1L13]

16:45  [1L14]

10:00  [2L01]

10:45  [2L02]

11:00  [2L03]

11:15  [2L04]

11:30  [2L05]
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〇渡部 聡大1、伊藤 幸大1、丸尾 容子1 （1. 東北工業大学大学院） 
 
 
 

S12会場 | Ｓ12．化学センサの新展開

セッション5（一般講演4） 
L会場(S12)

 

プラセオジム部分置換酸化セリウムを検知極に用いた YSZセンサのトルエン応答特性 

〇上田 太郎1、 Defferriere Thomas2、兵頭 健生1、清水 康博1、 Tuller L. Harry2 （1. 長崎大学、2.

Massachusetts Institute of Technology） 

固体電解質水素センサを用いた水蒸気判定 

〇常吉 孝治1、岩井 翔1、奥山 勇治2 （1. 株式会社 TYK、2. 宮崎大学） 
 
 
 

S12会場 | Ｓ12．化学センサの新展開

セッション6（一般講演5） 
L会場(S12)

 

Na3Mg(PO4)(CO3)を母体とする検出補助極を用いた固体電解質型 CO2ガスセンサ 

〇田村 真治1、吉川 航暉1、今中 信人1 （1. 大阪大学） 

多孔質 NASICON厚膜を用いた低温作動型センサの CO応答特性 

〇小川 友隆1、上田 太郎1、鎌田 海1、兵頭 健生1、清水 康博1 （1. 長崎大学） 
 
 

2021年9月9日(木)
 

S12会場 | Ｓ12．化学センサの新展開

【化学センサの新展開】 
セッション7（特別講演2） 

L会場(S12)
 

表面電気化学を駆使した高感度分析法及び新規炭素系電極触媒の開発と実分析への応用 

〇松浦 宏昭1 （1. 埼玉工業大学） 
 
 
 

S12会場 | Ｓ12．化学センサの新展開

セッション8（一般講演6） 
L会場(S12)

 

プルシアンブルー類似体を利用した全固体型カリウムイオン選択性電極 

〇石原 研太1、多々良 涼一1、高山 利治2、武居 祐子2、松井 貴弘2、栗林 伴幸2、駒場 慎一1 （1. 東京理科大

学、2. KOA株式会社） 

無機インサーション材料を用いたキャリブレーションフリー全固体型イオンセンサーチップ開発 

〇小島 順子1,3、内山 兼一1、 垣内 隆2、吉田 裕美3 （1. シスメックス株式会社、2. pH計測科学ラボラト

リー、3. 京都工芸繊維大学） 

単層グラフェン電極を用いたカリウムイオン検出 

〇児島 彩笑1、上野 祐子1 （1. 中央大学） 

白金・ステンレス鋼電極対を用いた残留塩素センサ開発 

〇小寺 菜津美1、岡崎 慎司1、氏家 俊太郎1、吉田 和之1、関 咲音1、五明 智夫2、田中 義人2、西松 佑紀乃2

、櫻庭 庄平3、黒田 真行3、市川 豊3 （1. 横浜国立大学、2. 愛知時計電機、3. 東京都水道局） 
 
 



11:45  [2L06]

13:30  [2L07]

14:15  [2L08]

14:30  [2L09]

14:45  [2L10]

15:15  [2L11]

15:30  [2L12]

15:45  [2L13]

16:00  [2L14]

- 39 -

 

S12会場 | Ｓ12．化学センサの新展開

セッション9（特別講演3） 
L会場(S12)

 

バイオ材料の特性を活用した高感度電気化学バイオセンサシステムの開発 

〇有本 聡1 （1. パナソニック (株)） 
 
 
 

S12会場 | Ｓ12．化学センサの新展開

セッション10（特別講演4） 
L会場(S12)

 

表面修飾カーボン薄膜電極の電気化学特性と分析への応用 

〇丹羽 修1、太田 早紀1、高橋 将太1、芝 駿介2、鎌田 智之3、加藤 大3 （1. 埼玉工業大学、2. 愛媛大学、3. 産

業技術総合研究所） 
 
 
 

S12会場 | Ｓ12．化学センサの新展開

セッション11（一般講演7） 
L会場(S12)

 

非対称な電場形成を利用したサイズの異なる異種細胞の融合 

〇小野原 郁海1、鈴木 雅登1、磯崎 勇志2、湊元 幹太2、冨田 昌弘2、安川 智之1 （1. 兵庫県立大学、2. 三重大

学） 

熱力学的解析による DNAマイクロアレイのシグナリングプローブ設計 

〇宇野 晴香1、武内 日陽里1、田口 朋之2、蓼沼 崇2、平川 祐子2、吉野 知子1、前田 義昌1、松永 是1、田中 剛1

（1. 東京農工大院工、2. 横河電機株式会社） 

電気化学回路による自立的マイクロフルイディクデバイスの構築 

〇椎名 瞳1、馬 成睿1、 昊1、丁 翰林1、鈴木 博章1 （1. 筑波大学） 
 
 
 

S12会場 | Ｓ12．化学センサの新展開

セッション12（一般講演8） 
L会場(S12)

 

炭酸塩鉱物を用いた非酵素型グルコース酸化触媒の簡易合成 

〇若田部 拓也1、山際 清史1,2 （1. 帝京科学大学大学院理工学研究科、2. 帝京科学大学生命環境学部） 

分子インプリント高分子カーボンペーストを利用した使い捨てチップ型 バンコマイシンセンサの開

発 

〇 Aaryashree Aaryashree1、海老澤 春希1、東 さやか1、幡野 明彦1、吉見 靖男1 （1. 芝浦工業大学） 

A Molecularly Imprinted Polymer for Atropine Detection and Its functionalized Organic

Transistor-based Sensor 

〇周 奇1、南 豪1 （1. 東京大学） 

血中の乳酸と ATPの濃度比による重症度診断のための電気化学センサーの開発 

〇九鬼 静香1、石田 晃彦2、真栄城 正寿2、谷 博文2、渡慶次 学2 （1. 北海道大学大学院総合化学院、2. 北海道

大学大学院工学研究院） 
 
 



09:45  [1M01]

10:00  [1M02]

10:15  [1M03]

10:45  [1M04]

11:00  [1M05]

11:15  [1M06]

11:30  [1M07]

11:45  [1M08]

12:00  [1M09]
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2021年9月8日(水)
 

一般学術講演分類会場 | 一般学術講演分類

【一般学術講演】 
電気化学基礎1（一般講演1） 

M会場(一般学術講演)
 

Al鋳物材の塩化物溶融塩へのアノード溶解における表面変化 

(Surface changes of Al casting alloy after anodic dissolution in chloride molten salt) 

〇大宅 翔貴1、松島 永佳1、上田 幹人1、布村 順司2、大谷 良行2、兒嶋 洋一2 （1. 北海道大学大学院、2. 株式

会社 UACJ） 

アノードガス循環型燃料電池による重水素同位体分離 

〇名合 虎之介1、古澤 宏一朗1、松島 永佳1、上田 幹人1 （1. 北海道大学） 

酸化物コーティングによる表面電位のイオン移動に与える影響(1) 

〇水畑 穣1,2、鈴木 良将1、南山 達人1、篠原 史憲1、牧 秀志1、松井 雅樹1 （1. 神戸大学、2. ヤゲウォ大学） 
 
 
 

一般学術講演分類会場 | 一般学術講演分類

電気化学基礎2（一般講演2） 
M会場(一般学術講演)

 

逆数の和の公式：導入と電気化学逐次反応系への応用 

〇山本 雅博1、加納 健司2 （1. 甲南大学、2. 京都大学 RISING2） 

Li1.75S及び Li2Sにおける Liの拡散機構と活性化障壁の第一原理計算 

〇橋本 貴史1、山本 雅博2 （1. 甲南大学大学院　自然科学研究科　、2. 甲南大学　理工学部） 

鉄の腐食電位の自発的振動現象 

〇櫻田 ゆり1、久下 晃雅1、向山 義治1 （1. 東京電機大学） 
 
 
 

一般学術講演分類会場 | 一般学術講演分類

電気化学基礎3（一般講演3） 
M会場(一般学術講演)

 

高磁場のもとでの銅の酸化還元反応におけるイオン空孔の対消滅 

〇三浦 誠1、押切 剛伸2、杉山 敦史3,4,5、高木 智士6、森本 良一7、茂木 巖8、三浦 美紀9、山内 悠輔10,5、青柿

良一11 （1. 北海道職業能力開発大学校、2. 山形県立産業技術短期大学校、3. 吉野電化工業、4. 早稲田大学ナ

ノ・ライフ創新研究機構、5. 物質・材料研究機構、6. 福島大学大学院共生システム理工学研究科、7. 埼玉県

産業技術総合センター、8. 東北大学金属材料研究所、9. ポリテクセンター君津、10. クィーンズランド大

学、11. 職業能力開発総合大学校） 

高磁場の下でのフェリシアンイオン・フェロシアンイオン酸化還元反応におけるイオン空孔の対

消滅 

〇杉山 敦史1,2,3、三浦 誠4、押切 剛伸5、森本 良一6、三浦 美紀7、逢坂 哲彌2、茂木 巖8、山内 悠輔3,9、青柿

良一10 （1. 吉野電化工業株式会社、2. 早稲田大学ナノ・ライフ創新研究機構、3. 物質･材料研究機構、4. 北

海道職業能力開発大学校、5. 山形県立産業技術短期大学校、6. 埼玉県産業技術総合センター、7. ポリテクセ

ンター君津、8. 東北大学金属材料研究所、9. クィーンズランド大学、10. 職業能力開発総合大学校） 

垂直 MHD流れにおけるイオン空孔由来のマイクロバブルクラスターと水素発生反応による水素バ

ブルの運動と形状の違い 

高木 智士1、浅田 隆志1、〇押切 剛伸2、三浦 誠3、森本 良一4、杉山 敦史5,6,7、茂木 巌8、青柿 良一9 （1. 福

島大学大学院共生システム理工学研究科、2. 山形県立産業技術短期大学校、3. 北海道職業能力開発大学

校、4. 埼玉県産業技術総合センター、5. 吉野電化工業株式会社、6. 早稲田大学ナノ・ライフ創新研究機

構、7. 物質・材料研究機構、8. 東北大学金属材料研究所、9. 職業能力開発総合大学校） 



13:30  [1M10]

13:45  [1M11]

14:00  [1M12]

14:15  [1M13]

14:30  [1M14]

14:45  [1M15]

15:15  [1M16]

15:30  [1M17]

15:45  [1M18]

16:00  [1M19]

- 41 -

 
 
 

一般学術講演分類会場 | 一般学術講演分類

電気化学基礎4（一般講演4） 
M会場(一般学術講演)

 

キノン類を用いた電気化学的ＣＯ２吸収・脱離に電解液組成が及ぼす影響 

〇飯田 大貴1、獨古 薫1、渡邉 正義2、上野 和英1 （1. 横浜国立大学大学院、2. 横浜国大先端科学高等研究

院） 

ケトエステル系溶媒を用いた高濃度 LiFSA電解液の特異的な Liイオン輸送特性 

〇近藤 慎司1、獨古 薫1,2、渡邉 正義2、上野 和英1,2 （1. 横浜国大院理工、2. 横浜国大先端研） 

高濃度 Li塩溶液希釈系におけるイオン相関と Liイオン輸送特性への影響 

〇須藤 拓1、重信 圭佑1、獨古 薫1,2、渡邊 正義2、上野 和英1,2 （1. 横浜国大院理工、2. 横浜国大先端科学高

等研究員） 

高濃度 Li塩/スルホラン電解液のイオンダイナミクスの解析 

〇宇賀田 洋介1、桑田 直明2、上野 和英1,3、渡邉 正義3、獨古 薫1,3 （1. 横浜国大院理工、2. 物質・材料研究

機構、3. 横浜国大 IAS） 
 
 
 

一般学術講演分類会場 | 一般学術講演分類

電気化学基礎5（一般講演5） 
M会場(一般学術講演)

 

液中ケルビンプローブ法によるイオン液体の分極挙動の観察 

〇鈴木 斗1、新藤 駿太1、内山 裕章1、田中 有弥1、石井 久夫1 （1. 国立大学法人千葉大学） 

Li/Mg塩共存系高濃度水系電解液中の黒鉛のアノード反応 

〇片倉 誠士1、落合 裕生1、福塚 友和1 （1. 名古屋大学） 
 
 
 

一般学術講演分類会場 | 一般学術講演分類

電気化学基礎6（一般講演6） 
M会場(一般学術講演)

 

側鎖にエーテル結合を有するホスホニウムイオン液体の合成および物性評価 

〇山﨑 脩平1、沼田 杏奈1、舟浴 佑典1、山田 裕久2、綱島 克彦1 （1. 和歌山工業高等専門学校、2. 奈良工業

高等専門学校） 

塩基性アミド系イオン液体中におけるコバルト電析に対する磁場の影響 

〇片山 靖1、葉 馨雯1、芹澤 信幸1 （1. 慶應義塾大学） 

オリゴエーテル鎖を有するホウ酸アニオン系イオン液体の開発と電気化学特性 

〇田端 憂也1、渡辺 日香里1、韓 智海2、四反田 功1、梅林 泰宏2、板垣 昌幸1 （1. 東京理科大学大学院、2. 新

潟大学大学院） 

2点周波数法による PEM水電解セルのインピーダンス測定 

〇室岡 拓希1、渡辺 日香里1、星 芳直3、四反田 功1、板垣 昌幸1、片山 昇1、佐藤 洸基2 （1. 東京理科大学大

学院、2. 東京ガス株式会社、3. 名古屋工業大学） 
 
 



09:15  [2M01]

09:30  [2M02]

09:45  [2M03]

10:00  [2M04]

10:15  [2M05]

10:45  [2M06]

11:00  [2M07]

11:15  [2M08]

11:30  [2M09]

11:45  [2M10]

12:00  [2M11]
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2021年9月9日(木)
 

一般学術講演分類会場 | 一般学術講演分類

【一般学術講演】 
電気化学応用1（一般講演7） 

M会場(一般学術講演)
 

EQCMによる Hgの Ir上への析出挙動の観察 

〇永井 つかさ1、城間 純1、秋田 知樹1、五百蔵 勉1 （1. 産業技術総合研究所） 

PEM型水電解触媒活性のハーフセル評価 

〇五百蔵 勉1、永井 つかさ1、秋田 知樹1、安田 和明1 （1. 産業技術総合研究所） 

AEM型水電解における水量論比の重水素同位体分離への影響 

〇佐藤 遥1、松島 永佳1、上田 幹人1、伊藤 博2 （1. 北海道大学、2. 産業技術総合研究所） 
 
 
 

一般学術講演分類会場 | 一般学術講演分類

電気化学応用2（一般講演8） 
M会場(一般学術講演)

 

サイズ制御された白金クラスターの簡便な合成と電気化学測定による酸素還元活性の解明 

〇三富 優介1、川脇 徳久1、吉川 聡一2、山添 誠司2、根岸 雄一1 （1. 東京理科大学、2. 東京都立大学） 

Ni多核錯体の原子精度での合成と電気化学測定による酸素生成反応触媒活性の評価 

〇船木 壮太1、岩松 侑輝1、岡田 知篤1、川脇 徳久1、吉川 聡一2、山添 誠司2、根岸 雄一1 （1. 東京理科大

学、2. 東京都立大学） 
 
 
 

一般学術講演分類会場 | 一般学術講演分類

電気化学応用3（一般講演9） 
M会場(一般学術講演)

 

膜-電極接合体を用いたトルエン電解水素化におけるカソード触媒担持量の影響 

〇杉田 雄也1、長澤 兼作2、黒田 義之1,2、光島 重徳1,2 （1. 横浜国立大学大学院理工学府、2. 横浜国立大学先

端科学高等研究院） 

多孔質移動層の圧縮が固体高分子形水電解の分極に及ぼす影響 

〇石田 泰基1、長澤 兼作2、佐野 陽祐3、黒田 義之1,2、光島 重徳1,2 （1. 横浜国立大学大学院、2. 横浜国立大

学　先端科学高等研究院、3. 三菱マテリアル株式会社　中央研究所） 

アルカリ電解質中での水電解用電極材料の充放電特性の評価と逆電流への影響の検討 

〇織田 和明1、黒田 義之1、光島 重徳1 （1. 横浜国立大学） 
 
 
 

一般学術講演分類会場 | 一般学術講演分類

電気化学応用4（一般講演10） 
M会場(一般学術講演)

 

層状複水酸化物を用いた新規 Co/P含有炭素材料の合成とその水素発生反応への応用 

〇周 安博1、三宅 浩史1、内田 幸明1、西山 憲和1 （1. 大阪大学） 

改良型 Co-N2-Cxカソードを用いた酸素と水からの純過酸化水素水電解合成 

〇米谷 史音1、井口 翔之1、山中 一郎1 （1. 東京工業大学） 

CO2電解還元に対する熱活性化コバルト-ポリ-4-ビニルピリジン触媒の調製条件の影響 

〇中内 篤1、井口 翔之1、井出 浩平2、三好 康太2、高野 香織2、松岡 孝司2、佐藤 康司2、山中 一郎1 （1. 東

京工業大学、2. ENEOS株式会社 中央研究所） 



13:30  [2M12]

13:45  [2M13]

14:00  [2M14]

14:15  [2M15]

14:30  [2M16]

14:45  [2M17]
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一般学術講演分類会場 | 一般学術講演分類

電気化学応用5（一般講演11） 
M会場(一般学術講演)

 

Pt/C触媒を有する固体高分子形セルにおける CO2還元による CO生成の速度論解析 

〇田中 美沙1、松田 翔風1、梅田 実1 （1. 長岡技術科学大学） 

アルミニウム–タングステン合金電析のための塩化アルミニウム系イオン液体における塩化タング

ステン水和物の溶存状態の解明 

〇竹内 芳州1、東野 昭太2、三宅 正男1、池之上 卓己1、平藤 哲司1 （1. 京都大学、2. 大阪市立大学） 

Niと Feを組み込んだタングステン酸化物の水分解に対する活性と安定性 

〇武田 愛理1、平岡 英憲1、中村 巧汰1、中山 雅晴1,2、東 正信3 （1. 山口大院創成科学、2. ブルーエナジーセ

ンター、3. 株式会社トクヤマ） 
 
 
 

一般学術講演分類会場 | 一般学術講演分類

材料・デバイス（一般講演12） 
M会場(一般学術講演)

 

クリック反応を利用した量子ドット蛍光体表面改質法の開発 

〇下吉 真実1、植田 早紀1、明石 優志1、 Ashkan Mokhtar1、猪股 雄介1、深港 豪1、木田 徹也1 （1. 熊本大

学） 

ハロゲン化セシウム鉛蛍光体の単結晶育成と相平衡状態図 

〇林田 泰起1、明石 優志1、猪股 雄介1、渡邉 智1、國武 雅司1、木田 徹也1 （1. 熊本大学） 

新規濾過転写法により作製したカーボンナノチューブ薄膜デバイス 

〇石崎 学1、佐藤 大輝1、安藤 凛1、舟部 未来斗1、丸山 秀斗1、栗原 正人1 （1. 山形大学） 
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