
発表番号末尾 IL:招待講演、IL*:若手招待講演、IL**:受賞講演、

ILA:アジア招待講演、R:依頼発表 

Ａ 会 場 

(国際会議室 301) 

5 月 27 日（水） 
招待講演・受賞講演 

 [座長 沼田 憲男] 

 10:00 

 1 

1A05IL 高感度フォトポリマーの開発……東理大理工 ○

有光 晃二 

 [座長 久保田 冬彦] 

 11:00 

 4 

1A09IL 燃料電池性能向上のための高分子電解質膜と

イオン伝導メカニズム……東工大資源研 ○山口 猛央 

 [座長 川月 喜弘] 

 12:30 

 7 

1A12IL リワーク型ＵＶ架橋ポリマーの設計と応用……
阪府大院工 ○白井 正充 

 [座長 塚原 安久] 

 13:15 

 10 

1A15IL スーパー繊維の構造と物性－ＰＢＯ繊維を中

心に－……東洋紡 ○北河 享 

 [座長 信時 英治] 

 14:15 

 13 

1A19IL HIGHLY ORDERED NANO STRUCTURE HYBRID 

MATERIAL FOR HIGH EFFICIENT SOLAR CELL……Dept. of 
Materials Sci. and Eng., National Taiwan Univ. ○

Wei-fang Su 

 ＜国際賞受賞講演＞ 

 [座長 岡本 佳男] 

 15:00 

 16 

1A22IL** DESIGNING FUNCTIONAL MACROMOLECULES: 

FROM ENERGY CONVERSION TO THERAPEUTICS……Col. of 
Chem., Univ. of California ○Jean M. J. Fréchet 

 ＜国際賞受賞講演＞ 

 [座長 小林 四郎] 

 16:00 

 19 

1A26IL** Macromolecules, Assemblies, Particles - 

A Discovery Journey in Materials Synthesis……Max 
Planck Institute for Polymer Research ○ Klaus 

Müllen 
 ＜国際賞受賞講演＞ 

 [座長 上田 充] 

 16:45 

 22 

1A29IL** Development of New Functional Polymers 

for Optoelectronic Application……Dept. of Chem. 
Eng., National Taiwan Univ. of Sci. and Tech. ○

Der Jang Liaw 

 

5 月 28 日（木） 

招待講演・受賞講演 

 ＜学会賞受賞講演＞ 

 [座長 栗原 和枝] 

 10:00 

 25 

2A05IL** 高分子薄膜の構造制御と機能複合化に関

する研究……東工大資源研 ○彌田 智一 

 ＜学会賞受賞講演＞ 

 [座長 清水 史彦] 

 11:00 

 28 

2A09IL** 二軸延伸ナノアロイフィルムの開発と工

業化……東レ ○恒川 哲也･東大路 卓司、細川 博文、窪

田 啓、トーレ･プラスチックス･ヨーロッパ 石塚 一郎 

 ＜学会賞受賞講演＞ 

 [座長 松下 裕秀] 

 12:30 

 31 

2A12IL** ポリオレフィンおよびゴム系クレイナノ

コンポジットの開発と応用……豊田中研 ○臼杵 有光･

加藤 誠･長谷川 直樹･岡本 浩孝･川角 昌弥 

 ＜学会賞受賞講演＞ 

 [座長 渡邉 正義] 

 13:15 

 34 

2A15IL** リチウムイオン2次電池の高性能化に寄与

したポリエチレン微多孔膜の開発……産総研 河野 満

男、旭化成ケミカルズ 土井 良直･福田 正彦、旭化成 
○米田 晴幸、旭化成ケミカルズ 西村 佳史 

 ＜学会賞受賞講演＞ 

 [座長 横澤 勉] 

 14:15 

 37 

2A19IL** π-スタック型高分子の合成、構造および

機能……北大院工 ○中野 環 

 [座長 田中 敬次] 

 15:00 

 40 

2A22IL ナノゲル工学による新規バイオマテリアルの

設計と応用……東医歯大生材研 ○秋吉 一成 

 [座長 木村 俊作] 

 16:00 

 43 

2A26IL 刺激応答性ナノキャリアの開発……阪府大院工 
○河野 健司 

 

5 月 29 日（金） 
招待講演 

 [座長 河野 健司] 

 10:00 

 46 

3A05IL リビングカチオン重合の新展開：新しい開始剤

系と種々の刺激応答性ポリマー……阪大院理 ○青島 貞

人･金岡 鍾局 

 [座長 原田 明] 

 11:00 

 49 

3A09IL パラジウム触媒をもちいる極性ビニルモノマ

ーとエチレンの共重合……東大院工 ○野崎 京子 

 [座長 松本 章一] 

 12:30 

 52 

3A12IL 非イオン性高分子水溶液に関する幾つかの問

題……京大院工 ○吉崎 武尚 

 [座長 網屋 繁俊] 

 13:15 

 55 

3A15IL ブラシ状高分子の合成と物性……山形大院理工 
○川口 正剛 

 
 

Ｂ 会 場 

(メインホール) 

5 月 27 日（水） 
特別セッション 

「高分子・今・未来」 

＜水の時代と医療を支える高分子材料最前線＞ 

 [座長 辺見 昌弘] 

 10:00 

 58 

1B05IL 用排水処理と高分子水処理剤……栗田工業 ○佐

藤 茂 

 [座長 藤村 保夫] 

 10:45 

 59 

1B08IL 用排水処理における高分子分離膜技術……東レ 
○辺見 昌弘 

 [座長 木附 智人] 

 12:30 

 60 

1B12IL イオン交換樹脂とその応用技術、および樹脂中

の水の構造･イオンの水和構造……オルガノ ○山中弘次 

 [座長 入江 好夫] 

 13:15 

 61 

1B15IL 血液浄化用材料の現状と将来展望……旭化成ク

ラレメディカル ○西村 隆雄 

 [座長 岩田 博夫] 

 14:00 

 62 

1B18IL １ヶ月持続型前立腺癌用注射剤の開発－故き

を温ねて……大塚製薬 ○戸口 始 

 [座長 松本 哲夫] 

 14:45 

 63 

1B21IL 医療機器と高分子材料開発 振返りと期待……
テルモ ○大西 誠人 

 [座長 信時 英治] 

 15:30 

 64 

1B24IL バイオ製品に応用される高分子材料の現状と

未来……住友ベークライト ○中西 久雄･河村 健司･藤

原 一彦 

 

5 月 28 日（木） 
特別セッション 

「高分子・今・未来」 

＜次世代太陽電池開発の最前線＞ 

 [座長 藤田 直明] 

 9:15 

 65 

2B02IL 太陽光発電の現状と将来展望……産総研 ○近藤 

道雄 



 [座長 溝口 哲朗] 

 10:00 

 66 

2B05IL CIS 系薄膜太陽電池の現状と今後の展望……昭
和シェル石油 ○櫛屋 勝巳 

 [座長 松尾 誠] 

 10:45 

 67 

2B08IL 色素増感太陽電池と次世代エネルギーデバイ

スへの展開……ソニー ○諸岡 正浩 

＜若手研究者への魅力あるメッセージ＞ 

 [座長 井上 俊英] 

 12:30 

 68 

2B12IL 化学企業の研究開発 過去・未来……三菱ケミ

カルホールディングス ○田中 栄司 

 [座長 佐々木 正朋] 

 13:15 

 69 

2B15IL 東レの研究開発－ 高分子のナノテクノロジ

ーを中心に－……東レ ○恒川 哲也 

 [座長 大田 康雄] 

 14:00 

 70 

2B18IL 旭硝子の研究開発 -環境にやさしいフッ素化

学の展開を目指して-……旭硝子 ○神谷 浩樹 

 
5 月 29 日（金） 

特別セッション 

「高分子・今・未来」 

＜未来の自動車を支える高分子産業最前線＞ 

 [座長 塚原 安久] 

 10:00 

 71 

3B05IL これからのクルマに求められる樹脂材料……ト
ヨタ自動車 ○間瀬 清芝 

 [座長 米澤 和弥] 

 10:45 

 72 

3B08IL 環境配慮型自動車用塗料－電着塗料の開発動

向を中心に……日本ペイント ○児島 与志夫 

 [座長 青山 博一] 

 12:30 

 73 

3B12IL 97%石油外天然資源タイヤの開発……住友ゴム 
○和田 孝雄 

 [座長 青木 啓] 

 13:15 

 74 

3B15IL ポリカーボネート樹脂による自動車窓の今・未

来……帝人化成 ○帆高 寿昌 

 

Ｃ 会 場 

(403) 

5 月 27 日（水） 
高分子構造・高分子物理 

（2a.固体（結晶、非晶、高次組織）） 

 [座長 住田 雅夫] 

 10:00 

 586 

1C05 流動場におけるアイソタクチックポリプロピ

レンのシシケバブ構造形成……サンアロマー ○山田 浩

司、広島大院総科学 梶岡 寛･戸田 昭彦、山口大院理

工 野崎 浩二 

 10:15 

 587 

1C06 シンジオタクチックポリスチレン包接錯体の

ゲスト交換過程における可塑剤効果について……阪大

院理 ○土田 剛史･金子 文俊･奥山 健二･宇田 幸弘･

谷垣 宣孝 

 10:30 

 588 

1C07 超臨界伸長結晶化による汎用高分子の超高性

能化……広島大院総科学･JST 彦坂プロ ○彦坂 正道、広

島大 VBL 岡田 聖香、JASRI 佐々木 園･増永 啓康、サ

ンアロマー 木村 秀治･鷲山 潤一郎 

 10:45 

 589 

1C08 ナノ配向結晶体からなる高分子材料は、なぜ超

高性能を示すのか？……広島大 VBL ○岡田 聖香、サンア

ロマー 木村 秀治･鷲山 潤一郎、JASRI 増永 啓康･

佐々木 園、広島大院総科学･JST彦坂プロ 彦坂 正道 

 [座長 山本 隆] 

 11:00 

 590 

1C09 高圧 CO2 下で形成されるポリ-L-乳酸の結晶構

造とモルフォロジー……東工大院理工 ○丸林 弘典･伊

倉 幸広･高森 秀樹･赤石 聡･赤坂 修一･浅井 茂雄･住

田 雅夫 

 11:15 

 591 

1C10 ポリブチレンテレフタレートのガラス結晶化

過程の構造変化について……京大院人間環境 ○小西 隆

士、立命館大理工 深尾 浩次、京大院人間環境 宮本 嘉

久 

 11:30 

 592 

1C11R 極大極小をもつ緩和と記憶効果……京大院人間

環境 ○宮本 嘉久、京大人間 上原 由衣、パリ第 7 大

MSC 関本 謙 

 [座長 深尾 浩次] 

 12:30 

 593 

1C12 アイソタクチックポリプロピレンα/β型結晶

の核発生挙動……東工大院理工 ○中村 佐武郎･仲村 佳

代･梅本 晋･奥居 徳昌 

 12:45 

 594 

1C13 核発生挙動に及ぼす Exclusion Zone の影響……
東工大院理工 ○山岸 洋毅･仲村 佳代･梅本 晋･奥居 

徳昌 

 13:00 

 595 

1C14 ポリエチレンサクシネートの全結晶化挙動……
東工大院理工 ○薄田 健一郎･梅本 晋･奥居 徳昌 

 13:15 

 596 

1C15 温度勾配下におけるパラフィンのオーバーシ

ュート結晶成長について……京工繊大院工芸 ○山根 宗

昭･櫻井 伸一 

 [座長 辻 正樹] 

 13:30 

 597 

1C16 Poly(1,4-phenylene terephthalamide)(PPTA)

の分子量分別と単結晶の作製……岡山大院自然 ○河村 

智宏･内田 哲也･島村 薫 

 13:45 

 598 

1C17 モデル高分子の融液結晶化と融解過程の分子

動力学シミュレーション……山口大理 ○山本 隆 

 14:00 

 599 

1C18 赤外分光法および X 線回折法を用いたポリヒ

ドロキシブチレート/ポリビニルフェノールの結晶構

造と熱的挙動……関西学院大理工 ○佐藤 春実･飴山 菜

穂子･尾崎 幸洋 

 14:15 

 600 

1C19 AFMによる直流電界中で結晶化されたポリL乳

酸鎖の構造調査 II……静岡大工 ○杉田 篤史･山原 麻

里･松田 靖弘･田坂 茂 

 [座長 田坂 茂] 

 14:30 

 601 

1C20 ポリアミンの結晶抑制により形成される特異

構造の集合体及びそれの応用……川村理研 ○松木囿 裕

之、川村理研･JST-CREST 金 仁華 

 14:45 

 602 

1C21 i-PS エレクトロスピニングナノファイバーの

形態および内部構造の観察……京大化研 山口 勝也･○

登阪 雅聡･辻 正樹 

 15:00 

 603 

1C22 延伸ポリイソプレンのガラス状態における複

屈折とエイジング効果 III……京工繊大高分子 荒木 剛

彦･田中 康裕･八尾 晴彦、立命館大理工 深尾 浩次、

京大院人間環境 宮本 嘉久、京工繊大高分子 ○猿山 

靖夫 

 15:15 

 604 

1C23 固体 NMR 法による高分子結晶構造解析の新展

開：等温結晶化におけるパッキング構造と折りたたみ

構造の秩序化……産総研ナノテク ○三好 利一 

 [座長 猿山 靖夫] 

 15:30 

 605 

1C24 アイソタクチックポリプロピレン結晶の構造

とダイナミクスの不均一性……産総研ナノテク ○三好 

利一･Mamun Al、産総研環境化学 萩原 英昭 

 15:45 

 606 

1C25 Local Packing Disorder of Isotactic 

Polypropylene crystal : Ziegler Natta versus 

Metallocene……産総研ナノテク ○Mamun Al･三好 利一、

産総研環境化学 萩原 英昭、サンアロマー 山田 浩司･

鷲山 潤一郎 

 16:00 

 607 

1C26 固体 NMR を用いた結合様式制御型ポリ（３－ヘ

キシルチオフェン）の動的構造と共役長に関する研究

……東工大院生命理工 ○矢澤 宏次･井上 義夫、物材機

構 清水 禎･丹所 正孝、阪大産研 浅川 直樹 

 16:15 

 608 

1C27 延伸によって生じるポリテトラフルオロエチ

レンの安定構造……静岡大工 ○近藤 真伍･金澤 岳信･

松田 靖弘･田坂 茂 

 [座長 野島 修一] 

 16:30 

 609 

1C28 一定周期で側鎖を有するポリエチレンの結晶

構造および相転移挙動の検討……豊田工大院工 田代 

孝二･○田崎 政文、Florida State Univ., Col. of Eng. 

Rufina G. Alamo 

 16:45 

 610 

1C29 脂肪族ナイロンモデル化合物のブリル転移に

おける分子鎖形態変化とヤング率との関係－ラマン低

波数 LAMバンドの温度依存性データに基づく検討……豊
田工大院工 田代 孝二･○辻 佐和子 



 17:00 

 611 

1C30 重水素化および軽水素化ポリビニルアルコー

ル１軸配向試料の２次元Ｘ線および中性子回折データ

に基づく結晶構造精密化……豊田工大院工 田代 孝二･
○塙坂 真、原子力機構量子ビーム 大原 高志･栗原 和

男･黒木 良太･玉田 太郎･藤原 悟、クラレ 勝部 勝義･

森川 桂介･古宮 行淳 

 17:15 

 612 

1C31 ポリエチレンの溶融紡糸＋ネッキング試料お

よび逐次２軸延伸試料の各局所位置における結晶構造

および高次構造変化の比較……豊田工大院工 田代 孝

二･○Tran Hai Ninh･塙坂 真、JASRI/Spring-8 増永 啓

康･佐々木 園、JASRI/Spring-8･理研播磨研 高田 昌樹 

 [座長 登阪 雅聡] 

 17:30 

 613 

1C32 重水素化および軽水素化ポリオキシメチレン

のブレンド試料における共結晶化現象……豊田工大院

工  田 代  孝 二 ･ ○ Thontree Kongkhlang ･ Kummetha 

Raghunatha Reddy、名大院工 北野 利明･二宗 隆 

 17:45 

 614 

1C33 放射光Ｘ線および中性子回折データに基づく

ポリ乳酸の結晶構造精密解析の試み……豊田工大院工 

田代 孝二･○Kaewkan Wasanasuk･塙坂 真、原子力機構

量子ビーム 大原 高志･栗原 和男･黒木 良太･玉田 太

郎･藤原 悟、東工大院理工 尾関 智二 

 18:00 

 615 

1C34 USAXS,SAXS,WAXS による延伸下におけるポリ

エチレン階層構造に関する研究……京大院工 ○藤井 澄

明･西辻 祥太郎･竹中 幹人･長谷川 博一 

 
5 月 28 日（木） 

高分子構造・高分子物理 
（2a.固体（結晶、非晶、高次組織）） 

 [座長 戸田 昭彦] 

 9:00 

 616 

2C01 立体規則性の異なる一軸延伸ポリスチレンフ

ィルム中のゲスト分子配向挙動の差異……静岡大教育 
○佐合 智弘･板垣 秀幸、静岡大分析セ 浅野 勉 

 9:15 

 617 

2C02 単層カーボンナノチューブの希薄溶液からの

結晶化……岡山大院自然 内田 哲也･○赤石 卓也･黒川 

正章･島村 薫 

 9:30 

 618 

2C03 有限巾の結晶下地上での高分子鎖の折り畳み

過程……名工大 ○丹澤 和寿 

 9:45 

 619 

2C04 小角中性子散乱を用いたポリエチレンの延伸

過程における構造形成……京大化研 伊藤 千恵･趙 雲

峰･○松葉 豪･西田 幸次･金谷 利治 

 [座長 金子 文俊] 

 10:00 

 620 

2C05 ずり摩擦界面におけるポリオキシメチレン分

子鎖再配向運動の高速フーリエ変換型２次元赤外イメ

ージング法に基づく「その場」観察……豊田工大院工 田

代 孝二、デンソー ○佐々木 啓次･稲吉 成彦 

 10:15 

 621 

2C06 ポリ乳酸の高温域での等温結晶化……福岡大理 
○塚本 智史･小嶺 英誠･渡壁 克己･安庭 宗久 

 10:30 

 622 

2C07 ポリブテン-1 球晶の構造形成－分子量依存性

……広島大院総科学 ○梶岡 寛、サンアロマー 山田 浩

司、広島大院総科学 田口 健･戸田 昭彦 

 10:45 

 623 

2C08 局所的分布場下での高分子球晶の一次核形成

……京工繊大院工芸 玉津島 誠･○橋本 雅人･藤原 進･

伊藤 孝 

 [座長 小泉 智] 

 11:00 

 624 

2C09 アイソタクチックポリプロピレンのメゾ相形

成過程のその場観察……京大化研 ○西田 幸次･岡田 一

馬･松葉 豪･金谷 利治、理研播磨研 伊藤 和輝 

 11:15 

 625 

2C10 パーオキサイド架橋天然ゴムの伸長結晶化に

及ぼすタンパク質の影響……京工繊大院工芸 ○浅井 華

子、京工繊大工芸 井川 大裕、京工繊大院工芸 池田 裕

子 

 11:30 

 626 

2C11R 様々な架橋密度の天然ゴムにおける伸長結晶

化と複屈折……京大化研 ○登阪 雅聡 

 [座長 金谷 利治] 

 12:30 

 627 

2C12 ポリエチレン－b－ポリエチレンオキシドジブ

ロック共重合体の結晶相転移とモルフォロジー変化の

密接な関わり－長さの異なる共重合体のブレンド試料

の場合……豊田工大院工 田代 孝二･○曹 維宇･塙坂 

真 、 JASRI/Spring-8 増 永  啓 康 ･ 佐 々 木  園 、

JASRI/Spring-8･理研播磨研 高田 昌樹 

 12:45 

 628 

2C13 ポリエチレン－b－ポリエチレンオキシドジブ

ロック共重合体の結晶相転移とモルフォロジー変化の

密接な関わり：光学顕微鏡観察結果との対応……豊田工

大院工 田代 孝二･曹 維宇･○王 倡春･塙坂 真、

JASRI/Spring-8 増 永  啓 康 ･ 佐 々 木  園 、

JASRI/Spring-8･理研播磨研 高田 昌樹 

 13:00 

 629 

2C14 非晶－液晶系ブロック共重合体が形成するミ

クロ相分離構造の磁場による配向制御……首都大院都

市環境 山登 正文･○諸橋 純也、愛媛大工 伊藤 大道、

首都大院都市環境 吉田 博久 

 13:15 

 630 

2C15 ミクロ相分離構造を利用した金ナノ粒子の二

次元規則配列……首都大院都市環境 ○工藤 由貴･高橋 

孝太郎･吉田 博久 

 [座長 川口 大輔] 

 13:30 

 631 

2C16 ブロック共重合体のミクロ相分離構造に由来

するナノ空間中に拘束されたホモポリマーの結晶化

……東工大院理工 ○嘉手納 賢一･大熊 雄也･野島 修

一･石曽根 隆、神奈川大理 岩崎 雄太･山口 和夫 

 13:45 

 632 

2C17 融点の近い結晶性‐結晶性２元ブロック共重

合体の結晶化挙動……東工大院理工 ○深川 欣将･池田 

裕･野島 修一 

 14:00 

 633 

2C18 時分割 X 線散乱法で観察される結晶性-非晶性

2 元ブロック共重合体の特異的融解挙動……東工大院理

工 戸波 敬子･○野島 修一、日本ゼオン 角替 靖男 

 14:15 

 634 

2C19 触媒的 ROMP により合成されたブロックコポリ

マーの相分離挙動……日本ゼオン ○鈴木 佑也･早野 重

孝･角替 靖男 

 [座長 陣内 浩司] 

 14:30 

 635 

2C20 シリンダー状ミクロ相分離構造が膜面に垂直

に配向したブロック共重合体フィルムの光学及び力学

特性の異方性に関する研究……京工繊大院工芸 ○山西 

弘樹･櫻井 伸一 

 14:45 

 636 

2C21 ポリスチレンーポリイソプレンジブロックコ

ポリマーの相図における Fddd 相の領域の同定……京大

院工 ○金 明任･赤坂 哲･若田 務･竹中 幹人･長谷川 

博一 

 15:00 

 637 

2C22 ポリスチレンーポリイソプレンジブロックコ

ポリマーのラメラ-Fddd- Gyroid 転移のダイナミック

スに関する研究……京大院工･理研 ○竹中 幹人、京大院

工 金 明任･赤坂 哲･若田 務･長谷川 博一、理研 伊藤 

和輝 

 15:15 

 638 

2C23 ラメラ構造を持つジブロック共重合体におけ

る中性子小角散乱への動的核スピン偏極の影響……原
子力機構 ○能田 洋平･熊田 高之･橋本 竹治･小泉 智 

 [座長 田代 孝二] 

 15:30 

 639 

2C24 新規な動的π－ヘリックス: 結晶化における

対称性の破れと誘起されたキラリティの一電子酸化反

応 に よ る メ モ リ ー …… 理 研  ○ 太 田  英 輔 、

JST-ERATO-SORST 佐藤 寛泰、理研 小阪 敦子･福島 孝

典、リガク  山崎  幹緒 ･長谷川  仁子、理研･

JST-ERATO-SORST･東大院工 相田 卓三 

 15:45 

 640 

2C25 結晶性ケイ素含有高分子の昇温過程における

相転移挙動と配向化 I－固体高分解能 NMR による分

子構造解析……群馬大院工 尾花 友寛･齊藤 正純･上原 

宏樹･○山延 健、相模中研 野口 圭太･大石 香月･秋山 

映一 

 16:00 

 641 

2C26 結晶性ケイ素含有高分子の昇温過程における

相転移挙動と配向化 II－延伸による分子配向性付与

と高性能化……群馬大院工 尾花 友寛･齊藤 正純･○上

原 宏樹･山延 健、相模中研 野口 圭太･大石 香月･秋

山 映一 

 [座長 西田 幸次] 

 16:15 

 642 

2C27 ブレンド超薄膜における高分子結晶成長……広
島大院総科学 ○田口 健･戸田 昭彦･梶岡 寛、京大院

人間環境 宮本 嘉久 



 16:30 

 643 

2C28 強誘電性高分子の秩序形成過程……山形大工 ○

池田 進･山田 英治･篠原 裕幸･西岡 昭博･香田 智則 

 16:45 

 644 

2C29 NMR 法によるポリフェニレンオキサイド中に

おける気体拡散挙動の評価……名工大院工 ○岡澤 誠

裕･吉水 広明 

 

5 月 29 日（金） 

高分子構造・高分子物理 
（3b.レオロジー・ダイナミックス） 

 [座長 浦川 理] 

 9:00 

 645 

3C01 Clay 分散系 PEO 溶液のチキソトロピー現象下

における構造解析……東大物性研 ○松永 拓郎･遠藤 

仁･柴山 充弘 

 9:15 

 646 

3C02 ラテックス NMR 法における緩和時間……長岡技

科大工 ○渡邊 和哉、長岡技科大工･アジアグリーンテ

ック開発セ 山本 祥正･赤堀 敬一･河原 成元 

 9:30 

 647 

3C03 動的超音波散乱法によるサブミクロン LATEX

粒子の拡散モード解析……京工繊大院工 ○香山 真理

子･則末 智久･宮田 貴章 

 9:45 

 648 

3C04 位相モード動的超音波散乱法による懸濁微粒

子の速度場解析……京工繊大院工 ○長尾 あゆ美･香山 

真理子･則末 智久･宮田 貴章 

 [座長 印出井 努] 

 10:00 

 649 

3C05 セルロース誘導体/ナノファイバー複合系の液

晶挙動……京工繊大繊維 ○荒木 隆、京工繊大院工 田中 

克史･秋山 隆一 

 10:15 

 650 

3C06 セルロース誘導体溶液の誘電挙動の濃度依存

性……京工繊維大院工 ○米田 雅･田中 克史･秋山 隆一 

 10:30 

 651 

3C07 水素結合性超分子ポリマーのダイナミックス

……阪大院理 ○四方 俊幸･西田 拓哉、信州大院工 英 

謙二 

 10:45 

 652 

3C08 高分子の吸着したシリカ粒子を用いた

Pickering エマルションの調製とそのキャラクタリゼ

ーション……三重大院工 ○鈴木 智之･川口 正美 

 [座長 川口 正美] 

 11:00 

 653 

3C09 Ianniruberto-Marrucci モデルを用いた計算

機シミュレーションによる高分子準希薄溶液の流動誘

起相分離現象に関する研究……京大院工 ○西辻 祥太

郎･竹中 幹人、山形大工 谷口 貴志 

 11:15 

 654 

3C10 粒子-高分子混合液における shear thickening

現象の分子論的解明……東大物性研 ○竹田 麻希子･松

永 拓郎･西田 理彦･杉村 亜寿美･遠藤 仁･柴山 充弘 

 11:30 

 655 

3C11R 一本鎖モデルによる，複数の会合基を持つ線状

会合高分子のレオロジー研究……山形大院理工 ○印出

井 努･瀧本 淳一 

 [座長 井上 正志] 

 12:45 

 656 

3C13 カチオン性界面活性剤添加によるシリカスラ

リーのレオロジー挙動の変化……三重大院工 ○駒田 良

太郎･川口 正美 

 13:00 

 657 

3C14 近接場光学顕微鏡でみる PMMA 伸長膜中におけ

る単一高分子鎖の緩和挙動……京大院工 ○宇部 達･青

木 裕之･伊藤 紳三郎･堀中 順一 

 13:15 

 658 

3C15 溶媒キャストフィルムにおける残留ひずみ発

現メカニズムとその軽減に関する研究……東工大院理

工 ○勝又 麗香･阿多 誠介･久保山 敬一･扇澤 敏明 

 [座長 堀中 順一] 

 13:30 

 659 

3C16 高分子表面のナノレオロジー [VII]－AFM フ

ォース測定による粘弾性および凝着力の解析……東北

大原子分子材料研 ○藤波 想･王 東･中嶋 健･西 敏夫 

 13:45 

 660 

3C17 線状ポリスチレン/環状ポリスチレン界面での

相互拡散……名大院工 ○川口 大輔･高野 敦志、高エネ

機構 鳥飼 直也･山田 悟史、九大院工 田中 敬二･長村 

利彦、ロスアラモス国立研 マジェブスキー ヤロスロ

ー、名大院工 松下 裕秀 

 14:00 

 661 

3C18 側鎖型高分子ネマチック液晶のせん断流動配

向挙動……東工大院理工 ○石井 俊也･椙山 剛･増山 

聡･姜 聲敏･戸木田 雅利･渡辺 順次 

 14:15 

 662 

3C19 分子間水素結合が高分子融液のレオロジー挙

動に及ぼす影響……阪大院理 ○藤田 美穂･浦川 理･四

方 俊幸･井上 正志 

（7.分析法） 

 [座長 右手 浩一] 

 14:30 

 663 

3C20 SEC-SAXS 法の開発(2)－装置構成と応用例

……Norwegian Univ. of Sci. and Tech. ○武政 誠、阪

電通大 湯口 宜明、阪府大 北村 進一 

 14:45 

 664 

3C21 固体高分子形燃料電池における高分子電解質

材料のラジカル耐久性評価……産総研 FC-CUBIC ○大平 

佳代･大平 昭博･貴傳名 甲 

 15:00 

 665 

3C22 顕微高速赤外線カメラによる２次元熱分析……
東工大 ○森川 淳子･橋本 壽正 

 
 
 

Ｄ 会 場 

(レセプションホール) 

5 月 27 日（水） 

高分子構造・高分子物理 
（2c.固体（アロイ・ブレンド・コンポジット）） 

 [座長 田中 克史] 

 10:00 

 666 

1D05 ペルヒドロポリシラザンを用いたエポキシ－

シリカ複合体の合成……東工大院理工 ○熊谷 徹･斎藤 

礼子 

 10:15 

 667 

1D06 ポリエチレングリコール/チタニアナノコンポ

ジットの光学的性質……日大理工 ○伊掛 浩輝･島﨑 尚

美･山越 智恵美･清水 繁･室賀 嘉夫･栗田 公夫 

 10:30 

 668 

1D07 全アラミド複合材料の創製……神戸大院工 西

野 孝･小寺 賢･○礒川 翔 

 10:45 

 669 

1D08 poly(ethylene oxide) の 結 晶 化 に

poly(butylene succinate)の球晶が与える影響……神奈

川大工 ○池原 飛之･片岡 利介 

 [座長 香田 智則] 

 11:00 

 670 

1D09 PPS/PPE/反応性 PE 系におけるリアクティブプ

ロッセッシング……立教大理 ○松下 茉由･古田 元信･

大山 秀子 

 11:15 

 671 

1D10 フェノール樹脂添加がポリオレフィン材料の

力学特性に及ぼす影響……金沢大院自然 ○前田 宗宏･

河村 幸伸、東工大院 小西 玄一、金沢大院自然 新田 

晃平 

 11:30 

 672 

1D11R ブロック共重合体における Gyroid 構造から

Hexagonally-Packed Cylinder 構造への新しいエピタ

キシャル相転移について……POSTECH Park Hae-Woong･
Jung Jueun･Chang Taihyun、京工繊大院工芸 松永 和

之･○陣内 浩司 

 [座長 川口 大輔] 

 12:30 

 673 

1D12 液晶性-液晶性ブロック共重合体の高次構造

……長岡技科大 ○谷口 真一･阿部 武文･宮 正光･竹下 

宏樹･竹中 克彦･塩見 友雄 

 12:45 

 674 

1D13 側鎖型液晶性ブロック共重合体における相挙

動の主鎖－メソゲン基間スペーサー長依存性……長岡

技科大 ○竹下 宏樹･安達 俊介･谷口 真一･宮 正光･

竹中 克彦･塩見 友雄 

 13:00 

 675 

1D14 アクリルブロック共重合体を添加したエポキ

シ樹脂の相構造と物性……兵庫県大院 ○國光 佑美･岸 

肇･今出 陣、クラレ 大下 晋弥･森下 義弘 

 13:15 

 676 

1D15 PMMA 中アセチレンブラック(AB)の分散状態と

粘弾性・導電性パーコレーション……京工繊大院工 ○堂

本 高士･西川 幸宏･高橋 雅興、電気化学工業 岡田 拓

也 

 [座長 岡本 茂] 

 13:30 

 677 

1D16 光反応を用いた三成分高分子混合系のモルフ

ォロジー制御とその応用……京工繊大 ○福岡 正高･竹

田 悠太･中西 英行･則末 智久･宮田 貴章 



 13:45 

 678 

1D17 ポリウレタン系形状記憶ポリマーとヒンダー

ドフェノール系低分子化合物との複合化による力学特

性への影響……金沢大院自然 ○栗谷川 瑞枝･河村 幸

伸、SMP テクノロジーズ 林 俊一、金沢大院自然 新田 

晃平 

 14:00 

 679 

1D18 高性能 in situ silica 充てん天然ゴムナノコ

ンポジットの特性化……京工繊大院工芸 ○土方 健介･

森田 勇一･池田 裕子、京工繊大工芸 伊坂 雄太 

 14:15 

 680 

1D19 ポリフッ化ビニリデンの結晶化挙動と強誘電

性に現れるクレイのブレンド効果……山形大工 ○山田 

英治･鈴木 秀茂･村澤 剛･宮田 剣･西岡 昭博･香田 智

則･池田 進 

 [座長 宮田 貴章] 

 14:30 

 681 

1D20 配位結合を用いた金属含有ハイブリッドブロ

ック共重合体の調製とそのナノ相分離構造……名大院

工 ○提嶋 佳生･野呂 篤史･松下 裕秀 

 14:45 

 682 

1D21 多点イオン結合を用いたグラフト型超分子の

調製とそのナノ相分離構造……名大院工 ○大鹿 彰久･

野呂 篤史･高野 敦志･松下 裕秀 

 15:00 

 683 

1D22 多点水素結合によるブロック型超分子の調製

とその会合・解離制御……名大院工 ○山岸 一･野呂 篤

史･松下 裕秀 

 15:15 

 684 

1D23 末端変性 SSBR/フィラー混合系におけるフィ

ラー分散状態の解析 1－シリカ、カーボンブラックの

構造と物性への影響-……JSR 湯淺 毅･曽根 卓男･○冨永 

哲雄･岩野 宗貴、原子力機構 山口 大輔･小泉 智 

 [座長 塩見 友雄] 

 15:30 

 685 

1D24 末端変性 SSBR/フィラー混合系におけるフィ

ラー分散状態の解析 2－中性子と放射光を相補的に用

いた小角散乱解析の相乗効果－……原子力機構 ○山口 

大輔･小泉 智、JSR 冨永 哲雄･曽根 卓男･湯淺 毅･岩

野 宗貴 

 15:45 

 686 

1D25 反射型Ｘ線光源を用いたＸ線ＣＴによる三次

元構造観察 とレオロジー１－未染色高分子ブレンド

に対する応用……京工繊大院工 ○西川 幸宏･武村 健

太･向井 夏彦･高橋 雅興 

 16:00 

 687 

1D26 反射型Ｘ線光源を用いたＸ線ＣＴによる三次

元構造観察とレオロジー２－共連続ＰＳ/ＰＭＭＡブ

レンド中のアルミナ粒子のネットワーク……京工繊大

院工 ○武村 健太･西川 幸宏･高橋 雅興、電気化学工

業 下木場 裕一 

 16:15 

 688 

1D27 ABC トリブロック共重合体が形成する二重ら

せん構造の構造制御……京工繊大院工芸 ○松永 和之･

杉森 秀一･金子 武司、GKSS Research center Abetz 

Volker、京工繊大院工芸 陣内 浩司 

 [座長 新田 晃平] 

 16:30 

 689 

1D28 ABC トリブロック共重合体薄膜における二重

らせん構造の構造制御……京工繊大院工芸 ○杉森 秀

一･松永 和之･木元 隆平･金子 武司、GKSS Research 

center Abetz Volker、京工繊大院工芸 陣内 浩司 

 16:45 

 690 

1D29 超高分子量ブロック共重合体準希薄溶液中に

おいて貧溶媒添加により誘起されるミクロ相分離と秩

序-秩序転移……名工大院工 ○角 幸治･山中 孝彦･岡本 

茂、旭化成 坂本 直紀、京大院工 長谷川 博一、JAXA 越

川 尚清 

 17:00 

 691 

1D30 超高分子量ブロック共重合体準希薄溶液中で

形成される様々なモルフォロジーを有する巨大グレイ

ンの成長過程……名工大院工 ○宮田 杏美･山中 孝彦･

岡本 茂、旭化成 坂本 直紀、旭化成エレクトロニクス 

池田 章彦、京大院工 長谷川 博一、宇宙機構 越川 尚

清 

 17:15 

 692 

1D31 ナノマトリクス構造を有する天然ゴムの動的

粘弾性……長岡技科大･アジアグリーンテック開発セ ○

赤堀 敬一、長岡技科大 鈴木 大地、長岡技科大･アジ

アグリーンテック開発セ 山本 祥正･河原 成元 

 [座長 河原 成元] 

 17:30 

 693 

1D32 一軸伸張における繊維強化プラスチック破壊

挙動の３次元同視野観察……京工繊大院工芸 ○田中 照

久･齋藤 明子･三原 崇晃･陣内 浩司、アイエス技研 小

森 寛之、東北大原子分子材料研 西 敏夫 

 17:45 

 694 

1D33 化学反応により偏析力が大きく変化するジブ

ロック共重合体のミクロ相分離構造……名大院工 ○

Siti Sarah･川口 大輔･松下 裕秀 

 18:00 

 695 

1D34 ナノコンポジット技術によるシリコーン樹脂

の高機能化……日東電工 ○平野 敬祐 

 18:15 

 696 

1D35 微細繊維充填系 PLA 複合材料の構造と物性……
北陸先端大院 ○横原 忠･藤井 丈晴･岡本 健三･山口 

政之 

 
5 月 28 日（木） 

高分子構造・高分子物理 
（2c.固体（アロイ・ブレンド・コンポジット）） 

 [座長 高野 敦志] 

 9:00 

 697 

2D01 フッ素を含むブロック共重合体の超臨界二酸

化炭素中におけるモルフォロジー変化……東大院新領

域 ○伊藤 真陽･眞弓 皓一･酒井 康博･横山 英明･伊

藤 耕三、東大物性研 大坂 昇･柴山 充弘、東工大院理

工 杉山 賢次 

 9:15 

 698 

2D02 ラメラ状ミクロ相分離構造を呈するブロック

共重合体におけるドメイン間距離の分布……京工繊大

院工芸 ○新原 健一･杉森 秀一、JASRI/Spring-8 増永 

啓康･佐々木 園･八木 直人、POSTECH CHANG Taihyun、

ニューヨーク州大 古賀 忠典、京工繊大院工芸 陣内 

浩司 

 9:30 

 699 

2D03 天然ゴムブレンドの引裂強さへの延伸結晶化

の効果……長岡技科大工･アジアグリーンテック開発セ 
○河原 成元、長岡技科大工 野口 侑利、長岡技科大工･

アジアグリーンテック開発セ 赤堀 敬一･山本 祥正 

 9:45 

 700 

2D04 超高分子量ブロック共重合体準希薄溶液中で

形成される巨大グレインを用いた波長可変レーザー共

振器……名工大院工 ○芝 尚紀･山中 孝彦･岡本 茂、旭

化成 坂本直紀、京大院工 長谷川博一、JAXA 越川尚清 

 [座長 松葉 豪] 

 10:00 

 701 

2D05 ポリスチレンーポリブタジエン超高分子量ブ

ロック共重合体溶液中に形成される高秩序ミクロドメ

イン構造のゲル化による構造安定化に与えるブタジエ

ン分率の影響……名工大院工 ○大平 真以･伊藤 慎平･

佐藤 和大･岡本 茂、旭化成ケミカルズ 毛利 政博、旭

化成エレクトロニクス 池田 章彦、京大院工 長谷川 

博一、宇宙機構 越川 尚清 

 10:15 

 702 

2D06 マトリックスポリプロピレン鎖により化学的

に修飾したシリカ粒子を含有するナノコンポジットの

合成……北陸先端大院マテリアル ○梅森 昌樹･谷池 俊

明･寺野 稔、金沢大院自然 河村 幸伸･新田 晃平 

 10:30 

 703 

2D07 大気圧プラズマ処理によるポリオレフィンの

アミノ化とポリマーブレンドへの応用……九産大総合

機器セ ○古賀 啓子、九産大工 上野 哲郎･下川 才介･

佐野 洋一･永石 俊幸、日本ポリプロ 残華 幸仁･藤田 

祐二 

 10:45 

 704 

2D08 非臨界組成高分子混合系における相分離過程

の３次元同視野観察……京工繊大院工芸 ○竹歳 佳苗･

齋藤 明子･陣内 浩司 

 11:00 

 705 

2D09 高分子混合系における相分離過程の３次元同

視野観察……京工繊大 ○齋藤 明子･好永 尚弘･陣内 浩

司、東北大 西 敏夫 

（3a.溶液・融液） 

 [座長 中村 洋] 

 11:15 

 706 

2D10 アクリルアミド系高分子水溶液の相図に対す

る立体規則性の影響……広島大院理 ○勝本 之晶･久保

崎 範行･衛藤 由希 

 11:30 

 707 

2D11R ポリ(N-アルコキシ(メタ)アクリルアミド)水

溶液の相転移の解析……福井大院工 ○前田 寧･高久 真

治 

 12:30 

 84 

2D12IL* アミロース誘導体の溶液物性……阪大院理 ○寺

尾 憲 



 [座長 佐藤 尚弘] 

 13:00 

 708 

2D14 半屈曲性 3 本腕星型高分子の稀薄溶液物性……
京大院工 ○井田 大地･吉﨑 武尚 

 13:15 

 709 

2D15 側鎖末端に n-ブチル基を有するポリスチレン

ポリマクロモノマーの希薄溶液物性……京大院工 ○神

田 英嗣･中村 洋 

 13:30 

 710 

2D16 SAXS 測定による棒状マクロモノマーからなる

分岐高分子の希薄溶液性状……九大先導研 ○菊地 守

也、JASRI/Spring-8 増永 啓康、JASRI/Spring-8･理研

播磨研/SPring-8 佐々木 園、理研播磨研/SPring-8 高

田 昌樹、九大院理 安中 雅彦、九大先導研･理研播磨

研/SPring-8 高原 淳、山形大院理工 川口 正剛 

 13:45 

 711 

2D17 ハイパーブランチポリ(4-メチルスチレン)の

希薄溶液性状……九大先導研 ○菊地 守也･小林 元康、

JASRI/Spring-8 増永 啓康、JASRI/Spring-8･理研播磨

研/SPring-8 佐々木 園、理研播磨研/SPring-8 高田 昌

樹、日産化学 田中 章博、九大先導研･理研播磨研

/SPring-8 高原 淳 

 [座長 吉崎 武尚] 

 14:00 

 712 

2D18 SEC-SAXS及び SEC-MALLS-VISCによる希薄溶液

物性(2)……Norwegian Univ. of Sci. and Tech. ○武政 

誠、阪電通大 湯口 宜明、阪府大 北村 進一、阪市大 西

成 勝好 

 14:15 

 713 

2D19 排除体積理論－膨張因子について……数理科学

研 ○末松 和実 

 14:30 

 714 

2D20 PNIPAM 鎖の温度誘起，外力誘起，および溶媒

誘起コイル-グロビュール転移……京大院工 ○田中 文

彦･古賀 毅･小島 広之、モントリオール大化学薬学 ウ

イニク フランソワーズ 

 14:45 

 715 

2D21 誘電分光測定によるポリ（N-イソプロピルアク

リルアミド）溶液の分子ダイナミクス……東海大院理 ○

中野 慎也･佐藤 康弘、武蔵工大知識工 須藤 誠一、群

馬大院工 米山 賢、東海大院理 喜多 理王･新屋敷 直

木･八木原 晋 

 [座長 前田 寧] 

 15:00 

 716 

2D22 ポリ(メタクリル酸 2-ヒドロキシエチル)水溶

液の相挙動に対する NaBPh4 添加効果……北九市大 ○市

川 雄一･亀本 康平、JASRI/Spring-8 増永 啓康、北九

市大 秋葉 勇 

 15:15 

 717 

2D23 ポリロタキサンを用いたスライディング・グラ

フトコポリマーの合成と物性……東大院新領域 ○宇野 

万里恵･木戸脇 匡俊･酒井 康博･加藤 和明･横山 英

明･伊藤 耕三 

 15:30 

 718 

2D24 ポリアクリル酸ナトリウムとポリビニルアミ

ン塩酸塩の水溶液中でのポリイオンコンプレックス形

成……阪大院理 ○上野 勝之･佐藤 尚弘 

 15:45 

 719 

2D25 シンクロトロン SAXS でみる両親媒性高分子ミ

セルへの薬剤の内包……北九市大･JST-CREST ○秋葉 勇、

北九市大 寺田 直隆、北九市大･JST-CREST 櫻井 和朗、

神奈川科学アカデミー 佐藤 琢･白石 貢一、神奈川科

学アカデミー･JST-CREST 横山 昌幸、JASRI/Spring-8･

JST-CREST 八木 直人･高田 昌樹 

 [座長 喜多 理王] 

 16:00 

 720 

2D26 ヘキサキス(フェニルエチニル)ベンゼン誘導

体が形成する水素結合性超分子らせん構造……岐阜大

工 ○平間 隆宏･坂尻 浩一･沓水 祥一 

 16:15 

 721 

2D27 光学活性ポリフルオレン誘導体の希薄溶液へ

の非溶媒添加による円二色性誘起……阪大院理 ○真田 

雄介･佐藤 尚弘 

 16:30 

 722 

2D28 マレイン酸ナトリウム/ドデシルビニルエーテ

ル交互共重合体の希薄水溶液中における会合挙動の分

子量依存性……阪大院理 ○上田 元気･橋爪 章仁･佐藤 

尚弘 

 16:45 

 723 

2D29 電解質多糖サクラン水溶液の電気伝導に及ぼ

す塩の効果……山形大院理工 ○三俣 哲･三浦 崇、北陸

先端大院 金曽 康弘･岡島 麻衣子･金子 達雄 

 

 
5 月 29 日（金） 

高分子構造・高分子物理 
（3a.溶液・融液） 

 [座長 秋葉 勇] 

 9:00 

 724 

3D01 ポリマクロモノマーの複屈折と粘弾性……阪大

院理 ○岩脇 寛･浦川 理･井上 正志 

 9:15 

 725 

3D02 ノット型環状高分子の調製と精密キャラクタ

リゼーション……名大院工 ○太田 豊･櫛田 悠貴･松下 

裕秀･高野 敦志 

 9:30 

 726 

3D03 高純度環状ポリスチレンの溶液中、バルク中に

おけるコンフォメーション……名大院工 ○太田 豊･櫛

田 悠貴･松下 裕秀･高野 敦志 

 9:45 

 727 

3D04 高純度環状ポリスチレンの粘弾性……名大院工 
○松原 一輝･太田 豊･松下 裕秀･高野 敦志、九大先導

研 高橋 良彰、京大化研 渡辺 宏 

 [座長 勝本 之晶] 

 10:00 

 728 

3D05 オリゴ糖類の水和挙動……阪大院理 ○皆川 綾

子･四方 俊幸 

 10:15 

 729 

3D06 高分子/低分子均一ブレンド中における協同的

運動のメカニズム……阪大院理 ○信川 省吾･浦川 理･

四方 俊幸･井上 正志 

 10:30 

 730 

3D07 熱膨張・収縮による高分子静置融液中のキャビ

テーション……京工繊大院工芸 土井 淳嗣･○橋本 雅

人･藤原 進･伊藤 孝 

 10:45 

 731 

3D08 コントラスト変調中性子散乱法による分子ネ

ックレスの形態とダイナミクスの研究……東大院新領

域 ○眞弓 皓一、東大物性研 遠藤 仁、インディアナ

大･NIST 長尾 道弘、ユーリッヒ中央研 Michael 

Monkenbusch･Jurgen Allegaier･Vitaliy Pipich･Olaf 

Holderer･Dieter Richter、東大物性研 柴山 充弘、東

大院新領域 伊藤 耕三 

 [座長 四方 俊幸] 

 11:00 

 732 

3D09 Nafion/{(TiO2)(WO3)0.148}複合膜内のパーコレ

ーション転移域における誘電、導電特性……東理大院 ○

伊藤 良介･吉田 憲右･高橋 芳行･古川 猛夫、パドヴァ

大 PIGA Matteo･PACE Giuseppe･DI NOTO Vito 

 11:15 

 733 

3D10 高分子系中における分子拡散性を予測するミ

クロな自由体積モデルの構築……東工大資源研 ○大橋 

秀伯･伊藤 大知･山口 猛央 

 11:30 

 734 

3D11 高分子からなる水素結合性超分子イオンゲル

のゲル化機構 ―架橋剤の濃度依存性―……名大院工 ○

野呂 篤史･松下 裕秀、ミネソタ大化･ミネソタ大 ロッ

ジ ティモシー 

（4.液晶） 

 [座長 沓水 祥一] 

 12:30 

 735 

3D12 膨潤液晶エラストマーの電気光学効果と電気

力学効果……京大院工 福永 篤史･本田 聖二･○浦山 健

治･瀧川 敏算 

 12:45 

 736 

3D13 置換メチレン高分子液晶の異種メソゲンによ

る相安定化挙動……農工大院工 ○藤井 望、東工大グロ

ーバルエッジ研 道信 剛志、東工大院理工 戸木田 雅

利･渡辺 順次、農工大院工 重原 淳孝 

 13:00 

 737 

3D14 ジフェニルアントラセン骨格を主鎖部位に含

む高分子液晶の合成……東工大院理工 ○内村 真･小西 

玄一･渡辺 順次 

 13:15 

 738 

3D15 セルローストリアルキルエステルの熱転移挙

動と構造形成における側鎖長効果……京大院農 ○矢野 

寛子･寺本 好邦･西尾 嘉之 

 [座長 浦山 健治] 

 13:30 

 739 

3D16 イミダゾリウム塩共存ヒドロキシプルピルセ

ルロース濃厚水溶液の液晶相構造，光学特性，および

電気光学挙動……京大院農 ○伊藤 充宏･千葉 竜太郎･

西尾 嘉之 

 13:45 

 740 

3D17 水素結合性液晶 TABH-n の２つのミセル型キュ

ービック中間相……岐阜大工 小野 淳平･坂尻 浩一･○

沓水 祥一 



 14:00 

 741 

3D18 キュービック液晶 BABH-n 同族体における圧力

下のCub-SmC相系列の反転……東工芸大工 ○前田 洋治･

安藤 公哉･飯田 優･植田 洋平･小林 伸行、岐阜大工 

森 博幸･沓水 祥一 

 14:15 

 742 

3D19 新しいメソゲンとしての筒状π-へリックス

……理研 ○梶谷 孝、JST-ERATO-SORST 相田ナノプロ 佐

藤 寛泰、理研 小阪 敦子･藤川 茂紀･福島 孝典、理研･

JST-ERATO-SORST 相田ナノプロ･東大院工 相田 卓三 

 [座長 西尾 嘉之] 

 14:30 

 743 

3D20 長さの異なる剛直棒状ポリシラン二成分混合

系の示す特異なスメクチック液晶相……東工大院理工 
○大越 研人･鈴木 瑛子･戸木田 雅利、奈良先端大物質 

藤木 道也、東工大院理工 渡辺 順次 

 14:45 

 744 

3D21 １－メチルペンタンをスペーサーとした主鎖

型液晶性高分子が形成する特異なスメクチック A 構造

……東工大院理工 ○石毛 亮平･船岡 伸一郎･戸木田 雅

利･姜 聲敏･渡辺 順次 

 15:00 

 745 

3D22 液晶性デンドリマーの末端基による相転移挙

動の変化……東工大院理工 ○足立 進･中西 貞裕･姜 聲

敏･戸木田 雅利･渡辺 順次 

 
 
 

Ｅ 会 場 

(402) 

5 月 27 日（水） 
高分子構造・高分子物理 

（5.ゲル・ネットワークポリマー） 

 [座長 久保 雅敬] 

 10:00 

 746 

1E05 In situ スチレン/ジビニルベンゼン架橋樹脂

前駆体存在下での多官能アリル架橋重合……ダイソー･

関西大化学生命工 ○井上 聡、ダイソー 横山 勝敏･的

場 康夫･柴野 美知朗、関西大化学生命工 三輪 祐太･

筋箆 友佳子･青田 浩幸･松本 昭 

 10:15 

 747 

1E06 究極の高密度多官能アリル架橋樹脂前駆体超

微粒子－ナノゲルからミクロゲルまで－……関西大化

学生命工 ○濱本 裕之･青田 浩幸･松本 昭、ダイソー 

井上 聡･横山 勝敏･的場 康夫･柴野 美知朗 

 10:30 

 748 

1E07 高温平衡重合条件下でのモノメタクリレート/

ジメタクリレート架橋共重合におけるネットワーク構

造形成過程の追究……関西大化学生命工・関西大 HRC ○

榎本 昂士･三輪 裕太･青田 浩幸･松本 昭 

 10:45 

 749 

1E08 凍結-解凍によるカシアガムのゲル化……長崎

大 ○飯島 美夏･橋口 菜美、リグノセルリサーチ 畠山 

立子、福井工大 畠山 兵衛 

 [座長 飯島 美香] 

 11:00 

 750 

1E09 イオン液体/シリコーンエラストマーゲルの合

成と電気・力学特性……山梨大院医工 ○井上 幸彦･厳 

虎･奥崎 秀典 

 11:15 

 751 

1E10 移動架橋を有する刺激応答ゲル……三重大院地

域イノベーション ○久保 雅敬、三重大院工 三木 一

也･宇野 貴浩･伊藤 敬人 

 11:30 

 752 

1E11 ヒンジ型架橋剤を利用した新規剛直性高分子

ゲルの合成……農工大院工 ○吉原 直希･細野 暢彦･渡

辺 敏行 

 [座長 小椎尾 謙] 

 12:30 

 753 

1E12 架橋 PNIPAM ゲルの協同水和と高温凝縮型の体

積相転移……京大院工 ○小島 広之･古賀 毅･田中 文彦 

 12:45 

 754 

1E13 組み替えネットワークの法線応力効果……京大

院工 ○古賀 毅･田中 文彦 

 13:00 

 755 

1E14 メチルセルロース水溶液のゲル化過程におけ

る架橋形成と相分離の相関……長岡技科大 ○竹下 宏

樹･斉藤 啓一･宮 正光･竹中 克彦･塩見 友雄 

 13:15 

 756 

1E15 ポリ乳酸のゲル化と多孔質構造の形成……龍谷

大理工 ○中沖 隆彦･柴田 由佳･中杉 久彦 

 [座長 中沖 隆彦] 

 13:30 

 757 

1E16 キャストドライ法を用いて作製した PVA キャ

ストゲルの異方膨潤……横国大院環境情報 ○大塚 絵美

子･鈴木 淳史 

 13:45 

 758 

1E17 ナノコンポジットゲル力学物性の分子論的描

像……東大物性研 ○西田 理彦･遠藤 仁･大坂 昇･柴山 

充弘、川村理研 李 歓軍･原口 和敏 

 14:00 

 759 

1E18 ２分子間力計測による HMHEC-アミロース混合

系のゲル化メカニズム……Norwegian Univ. of Sci. and 
Tech. ○武政 誠･Sletmoen Marit･Stokke Bjorn 

 14:15 

 760 

1E19 電圧印加に伴う高分子電極の膨潤・収縮のメカ

ニズム……産総研 ○清原 健司･杉野 卓司･安積 欣志 

 [座長 隅田 克彦] 

 14:30 

 761 

1E20 ポリウレタンのハードセグメントの融解挙動

に及ぼす架橋構造と熱処理温度の影響……長崎大工 ○

小椎尾 謙、長崎大院生産 松村 隼、長崎大工 本九町 

卓、長崎大院生産 古川 睦久 

 14:45 

 762 

1E21 疎水性相互作用の進展に伴う有機／無機複合

型ゲルの局所構造変化……東大物性研 ○鈴木 拓也･大

坂 昇･遠藤 仁･柴山 充弘 

 15:00 

 763 

1E22 イオン液体中で高分子グラフト化シリカ微粒

子が自己集合して形成する新しいゲルの構造と特性

……横国大院工 ○佐野 裕大･上野 和英･稲葉 彩･渡邉 

正義 

 15:15 

 764 

1E23 ポリ（Ｎ－イソプロピルアクリルアミド）の構

造とネットワーク形成……川村理研･東華大院工 ○徐 

盈佳、川村理研 原口 和敏 

 [座長 原口 和敏] 

 15:30 

 765 

1E24 強い水素結合性を有するジブロックコポリマ

ーのゲル化と構造……神奈川大工 ○片岡 利介･大石 智

之･横澤 勉･池原 飛之 

 15:45 

 766 

1E25 伸長誘起膨潤挙動にみられる環動ゲルの特異

性……京大院工 村田 尚紀･○浦山 健治･瀧川 敏算、東

大院新領域 木戸脇 匡俊･横山 英明･伊藤 耕三 

 16:00 

 767 

1E26 自己修復型イオン結合性ハイドロゲルの創製

……北大院理 ○黒田 慎也･黒川 孝幸･古川 英光･田中 

良巳･龔 剣萍 

 16:15 

 768 

1E27 コントラスト変調中性子小角散乱法によるナ

ノコンポジットハイドロゲルの一軸延伸挙動の解明

……東大物性研 ○遠藤 仁･西田 理彦･大坂 昇、川村理

研 原口 和敏･李 歓軍、東大物性研 柴山 充弘 

 [座長 柴山 充弘] 

 16:30 

 769 

1E28 時分割Ｘ線小角散乱による 12－ヒドロキシス

テアリン酸溶液のゲル形成過程の観察……群馬大院工 
○武野 宏之･望月 友充･吉場 一真･近藤 信吾 

 16:45 

 770 

1E29 ネイティブジェランの凝集構造とゲル化機構

……海洋大海洋科学 ○新庄 礼佳･安藤 暢毅･松川 真吾 

 17:00 

 771 

1E30 NMR 法によるジェランガムゲルの網目構造変

化の解明……海洋大院 ○清水 諒人･松川 真吾 

 [座長 古賀 毅] 

 17:15 

 772 

1E31 小角中性子散乱法による加硫イソプレンゴム

の網目構造に関する研究 －配合と網目不均一性，４－

……京工繊大院工芸 ○東谷 仁史･浅井 華子･森田 勇

一･小久保 陽太･池田 裕子、東大物性研 鈴木 拓也･

大坂 昇･遠藤 仁･柴山 充弘、マヒドン大理 粷谷 信三 

 17:30 

 773 

1E32 超小角 X 線散乱法によるゴムに対するフィラ

ーの分散状態に関する研究……京大院工 ○西辻 祥太

郎･竹中 幹人、横浜ゴム 網野 直也･石川 泰弘 

 17:45 

 774 

1E33 コントラスト変調中性子散乱法による膨潤ゴ

ムの不均一構造の解明……京大院工 ○竹中 幹人･西辻 

祥太郎、横浜ゴム 網野 直也･石川 泰弘、原子力機構 

山口 大輔･小泉 智 

 18:00 

 775 

1E34 溶液および分散液系の対流散逸構造……コロイ

ド組織化研 ○大久保 恒夫 

 
 
 



5 月 28 日（木） 
高分子構造・高分子物理 
（2b.固体（固体基礎物性）） 

 [座長 横山 英明] 

 9:00 

 776 

2E01 脂肪族ポリアミドの極低温における結晶弾性

率……神戸大院工 西野 孝･小寺 賢･○高橋 健太･吉田 

昌嗣･伊寿 隆幸 

 9:15 

 777 

2E02 DNA-SWCNT-ポリカチオンコンプレックスの創

製：AFMによる構造観察とフィルムの粘弾性・導電性……
京工繊大院工 ○永田 真悟･西川 幸宏･高橋 雅興 

 9:30 

 778 

2E03 原子間力顕微鏡を用いたセルロースシンク゛

ルナノファイハ゛ーの物性解析……東大院農 ○岩本 伸

一朗･開 衛華･磯貝 明･岩田 忠久 

 9:45 

 779 

2E04 低立体規則性ポリプロピレン材料の二軸延伸

下における分子配向挙動……金沢大院自然 ○石井 和

臣･河村 幸伸･新田 晃平 

 [座長 小寺 賢] 

 10:00 

 780 

2E05 固体ポリロタキサンの結晶性と分子運動……東
大院新領域 ○猪野又 葵･酒井 康博･木戸脇 匡俊･篠

原 佑也･横山 英明･雨宮 慶幸･伊藤 耕三 

 10:15 

 781 

2E06 ポリカーボネートの分子運動に及ぼすカルボ

ニル双極子の役割……静岡大工 ○藤本 英俊･鄭 チョロ

ン･松田 靖弘･田坂 茂 

 10:30 

 782 

2E07 ポリトリメチレンテレフタレートの電界誘起

極性結晶……静岡大工 中野 学･松田 靖弘･○田坂 茂 

 10:45 

 783 

2E08 スズメバチのシルクから作製したフィルムの

延伸……農業生物資源研 ○亀田 恒徳･張 薔･小島 桂･

寺本 英敏･桑名 芳彦･玉田 靖 

 [座長 高橋 雅興] 

 11:00 

 784 

2E09 ナノインデンテーションを用いた固体高分子

形燃料電池用電解質膜の動的粘弾性評価……産総研

FC-CUBIC ○黒田 カルロス 清一･滝本 直彦･MOHAMED 

Hamdy F. M.･大平 昭博 

 11:15 

 785 

2E10 燃料電池用高分子電解質膜のガス透過挙動……
産総研 FC-CUBIC ○大平 昭博･モハメド ハムディ･滝本 

直彦、産総研計測標準 小林 慶規 

 11:30 

 786 

2E11 高分子ガラスにおける動的不均一構造……慶應

大 ○浅井 誠、慶應大･JST 小池 康博 

高分子工業・工学 
（1.構造材料、2.製品、3.改質、4.成形加工、 

5.マルチメディア関連、6.その他） 
 [座長 喜多 泰夫] 

 12:30 

 87 

2E12IL* ポリオレフィン樹脂用高分子型帯電防止剤の

開発……三洋化成 ○薮田 尚士･岡本 時子 

 [座長 山口 政之] 

 13:00 

 2147 

2E14 水面薄膜化技術を利用した親疎水性異方性粉

体の開発と化粧品への展開……コーセー ○増渕 祐二･

鈴木 一弘、昭立プラスチックス 梅澤 貞雄･齊藤 慶子 

 13:15 

 2148 

2E15 新規非晶性ポリマーを利用した口紅のナノ構

造制御と高機能化……コーセー ○増渕 祐二･鈴木 一

弘･外尾 恵美･中林 治郎 

 13:30 

 2149 

2E16 異方性ナノフィラーを用いた導電性コンポジ

ットの作製……信州大院･リンテック ○鉄本 卓也、信州

大繊維 後藤 康夫･奈倉 正宣･大越 豊 

 13:45 

 2150 

2E17 ポリビニルアルコールと層状複水酸化物ナノ

コンポジットの合成とその特性……岩手大院工 ○平原 

英俊･小比類巻 亘･會澤 純雄･成田 榮一 

 14:00 

 2151 

2E18 シラン処理磁性粉末の樹脂充填性に及ぼすシ

ラン剤の結合性……湘南工大院 ○松井 良太･塚野 友

裕･船見 文寧、湘南工大院･NECトーキン 粟倉 由夫、

湘南工大工 幾田 信生 

高分子機能 
（6.極限物性） 

 [座長 石田 康博] 

 14:45 

 1189 

2E21 超高圧印加したシクロデキストリン包接化合

物の包接様式変化の分光学的解析……福井大院工 加藤 

千依･○久田 研次･雁林 啓･堀 照夫･徳永 雄次･前田 

史郎 

（3.分離・認識・触媒） 
 15:00 

 1190 

2E22 非極性有機溶媒中での種々のシクロデキスト

リン誘導体による分子認識……阪大院工 ○木田 敏之･

藤野 能宜、ネオス 宮脇 和博･加藤 栄一、阪大院工 明

石 満 

 15:15 

 1191 

2E23 フェニルボロン酸誘導体を塩基部配向規制内

部因子とする細胞内環境応答性ペプチドリボ核酸の合

成と可逆的 RNA 錯体形成制御……東北大多元研 ○和田 

健彦、阪大院工 下司 慶一郎･澤 展也、東北大多元研 

遠藤 絵梨子･坂本 清志･荒木 保幸、京大化研 中瀬 生

彦･二木 史朗、阪大院工 井上 佳久 

 15:30 

 1192 

2E24 タンパク質をインプリントしたアゾポリマー

フィルムによる分子認識……豊田中研 ○成田 麻美子･

井川 泰爾･毛利 誠･星野 文彦･渡辺 修 

 15:45 

 1193 

2E25 蛋白質からなるナノチューブの合成と機能発

現……早大理工･JSTさきがけ ○小松 晃之、早大理工 屈 

雪･土田 英俊 

 [座長 和田 健彦] 

 16:00 

 1194 

2E26 酸-塩基液晶の架橋重合により得られる「分子

スポンジ」の動的挙動……東大院工･JST-PRESTO ○石田 

康博、東大院工 天野 清香･西郷 和彦 

 16:15 

 1195 

2E27 光学活性カルボン酸塩によるウレア基を有す

るポリフェニルアセチレンへのらせん誘起……北大院

工 ○岡出 翔太･小玉 達郎･多胡 泰之･覚知 亮平･堺

井 亮介･佐藤 敏文･覚知 豊次 

 16:30 

 1196 

2E28 アミノ酸由来スルホンアミド基を側鎖に有す

るポリアセチレン類のアニオン認識能……北大院工 ○

島田 遼太郎･小玉 達郎･多胡 泰之･覚知 亮平･堺井 

亮介･佐藤 敏文･覚知 豊次 

 16:45 

 1197 

2E29 アザクラウンエーテルとアントラセン部位を

備えたメタクリル酸エステル共重合体のアルカリ金属

イオン認識能と蛍光挙動……和歌山大院システム工 ○

穴瀬 智大･大須賀 秀次･木村 恵一･坂本 英文 

 
5 月 29 日（金） 

高分子機能 
（3.分離・認識・触媒） 

 [座長 杉野目 道紀] 

 9:00 

 1198 

3E01 水系反応で使用可能なカチオン型高分子に固

定化した不斉触媒の開発……豊橋技科大工 ○千葉 温

子･荒川 幸弘･原口 直樹･伊津野 真一 

 9:15 

 1199 

3E02 高分子固定化型不斉触媒によるイミンの水素

移動型不斉還元反応  V……豊橋技科大 ○都留 慶一･原

口 直樹･伊津野 真一 

 9:30 

 1200 

3E03 高分子微粒子を用いた不斉触媒の合成と応用

_II_……豊橋技科大院工 ○西山 晃洋･原口 直樹･伊津

野 真一 

 9:45 

 1201 

3E04 イオン結合による MacMillan 触媒の新規高分

子固定化と不斉 Diels-Alder反応への応用……豊橋技科

大院工 ○竹村 由･原口 直樹･伊津野 真一 

 [座長 伊津野 真一] 

 10:00 

 1202 

3E05 キラル側鎖による高度らせん構造制御を利用

した光学活性らせんキノキサリンポリマー配位子の合

成と高エナンチオ選択的不斉触媒反応への応用……京
大院工 ○山本 武司･杉野目 道紀 

 10:15 

 1203 

3E06 キラル側鎖による溶媒依存不斉誘起に基づい

たポリキノキサリンの高度らせん不斉制御……京大院

工 ○山田 哲也･長田 裕也･杉野目 道紀 

 10:30 

 1204 

3E07 多孔質ポリマー中へのパラジウムナノ結晶の

固定化：構造解析と触媒能……川村理研 ○小笠原 伸･加

藤 愼治 

 10:45 

 1205 

3E08 配位高分子担持金クラスターの触媒活性……首
都大院都市環境･JST-CREST ○石田 玉青･河北 典子、

JST-CREST･産総研 秋田 知樹、首都大院都市環境･

JST-CREST 春田 正毅 



 [座長 覚知 豊次] 

 11:00 

 1206 

3E09 二つの種々のイミノ置換基を持つフェニルア

セチレンのらせん選択重合により得られた片巻きらせ

んポリマーをキラル共触媒に用いたフェニルアセチレ

ンのらせん選択重合……新潟大院自然 ○松本 和樹･四

柳 宏基、新潟大超域研･新潟大 VBL 浪越 毅、新潟大

院自然･新潟大工･新潟大環材ナノ研セ･新潟大超域研 

寺口 昌宏、新潟大超域研･新潟大 VBL マルワンタ エ

ディ、新潟大工･新潟大環材ナノ研セ･新潟大超域研 金

子 隆司、新潟大院自然･新潟大工･新潟大環材ナノ研

セ･新潟大超域研･新潟大 VBL 青木 俊樹 

 11:15 

 1207 

3E10 光レドックス機能を有するオリゴアニリン二

鎖型亜鉛ポルフィリンのデンドリマー型配位錯体……
阪大 雨夜 徹･○上田 大樹･平尾 俊一 

 11:30 

 1208 

3E11 ポリアクリル酸 2-エチルヘキシルからの高分

子擬似液膜の創成……京工繊大院 ○村井 友哉･浅岡 定

幸･吉川 正和 

 [座長 吉川 正和] 

 12:30 

 1209 

3E12 Semi-IPN 構造を有する PVA 系モザイク荷電膜

の作製とその特性評価……山口大院理工 小林 真由美･
○比嘉 充、クラレ 直原 敦･藤原 直樹 

 12:45 

 1210 

3E13 ポリ乳酸/モンモリロナイトコンポジット膜の

気相及び液相状態における酸素及び二酸化炭素の透過

性……明大理工 ○山内 譲太･小野 雅司･高橋 洋一･永

井 一清 

 13:00 

 1211 

3E14 ポリ乳酸膜に対する気体の溶解性、拡散性およ

び透過性の温度依存特性……明大理工 ○高橋 洋一･山

内 譲太･小野 雅司･永井 一清 

 13:15 

 1212 

3E15 ポリ乳酸膜の水蒸気透過特性におよぼす相対

水蒸気圧の影響……明大理工 ○小野 雅司･山内 譲太･

高橋 洋一･永井 一清 

 [座長 永井 一清] 

 13:30 

 1213 

3E16 シリル化ポリ(フェニレンビニレン)膜の合成

およびその気体透過特性……福井大院工 ○小出 洋平･

阪口 壽一･橋本 保 

 13:45 

 1214 

3E17 ジメチルオクチルシリル基を有する新規ポリ

(ジフェニルアセチレン)およびその脱シリル化ポリマ

ーの合成と気体透過特性……福井大院工 ○竹田 愛子･

阪口 壽一･橋本 保 

 14:00 

 1215 

3E18 オキシエチレン鎖を有するポリビニルエーテ

ル膜の合成とその二酸化炭素透過性……福井大院工 ○

阪口 壽一･大橋 雅子･橋本 保 

 [座長 阪口 壽一] 

 14:15 

 1216 

3E19 新規ポリイミド-アミン修飾シリカナノ粒子複

合膜の気体透過特性……首都大院都市環境 ○青山 聡

史･坪川 ありさ･川上 浩良 

 14:30 

 1217 

3E20 メゾフェイズ結晶含有シンジオタクチックポ

リスチレン膜の気体輸送特性の温度変化……名工大院

工 ○鶴永 実希･吉水 広明 

 14:45 

 1218 

3E21 金属酸化物ナノ粒子・導電性高分子複合膜によ

る高感度ガスセンサの構築……信州大繊維 ○酒井 亮

介･布川 正史･木村 睦、オリンパス 三原 孝士、信州

大繊維 白井 汪芳 

 [座長 比嘉 充] 

 15:00 

 1219 

3E22 光学分割膜素材としてのアスパラティル残基

含有キラルポリアミド……京工繊大院 ○橋本 健志･浅

岡 定幸･吉川 正和 

 15:15 

 1220 

3E23 酢酸セルロースからの分子インプリントナノ

ファイバー膜による光学分割……京工繊大院 ○末吉 優

基、福島 千穂、京工繊大院 吉川 正和 

 15:30 

 1221 

3E24 カチオン化キトサン複合体膜 - 光学分割、バ

イオエタノール分離への展開 -……京工繊大院生体分

子 ○岩本 祐樹･吉川 正和、緒方材料研 山岡 寛司･緒

方 直哉 

 
 
 

 

Ｆ 会 場 

(501) 

5 月 27 日（水） 
高分子構造・高分子物理 

（1.分子特性解析） 

 [座長 櫻井 伸一] 

 10:30 

 787 

1F07 13C NMR スペクトルの多変量解析によるアクリ

ル系共重合体の組成決定 [II]……徳島大院ソシオテク

ノ･三菱レイヨン ○百瀬 陽、徳島大院ソシオテクノ 

前田 智也･服部 康佑･平野 朋広･右手 浩一 

 10:45 

 788 

1F08 アゾベンゼン部位を有する有機-金属ハイブリ

ッドポリマー……筑波大院数理物質 ○林 寿大、筑波大

院数理物質･物材機構･JSTさきがけ 樋口 昌芳 

 11:00 

 789 

1F09 ジアミン基を有する脂質 / DNA 複合体の構造

解析……北九市大国際環境 ○上川 由美･橋田 智史･工

藤 泰也、北九市大国際環境･JST-CREST 櫻木 美菜･西

村 智貴、北九市大国際環境 望月 慎一、北九市大国際

環境･JST-CREST 櫻井 和朗 

 11:15 

 790 

1F10 中性子準弾性散乱によるシンジオタクチック

ポリスチレンの分子運動の観察……阪大院理 ○川口 辰

也･金子 文俊･奥山 健二、東大物性研 山室 修 

 11:30 

 791 

1F11R ポリアスパルテートα-ヘリックスに見られる

らせん反転の分子機構－協同性因子の評価……東工芸

大 ○安部 明廣、東工大理工 古屋 秀峰 

（6.表面・界面・薄膜） 

 [座長 松﨑 典弥] 

 12:30 

 90 

1F12IL* 高分子微粒子を用いた無機酸化物ナノ構造体

の形成……阪市工研 ○渡辺 充 

 13:00 

 792 

1F14 金属錯体サブナノ空間内に閉じ込められた高

分子集合体が示す特異な相転移挙動……京大院工 ○楊

井 伸浩、京大院工･JST さきがけ 植村 卓史、京大院

工･京大物質細胞拠点 北川 進 

 13:15 

 793 

1F15 種々の両親媒性ポリシロキサンからのナノ粒

子の調製および細胞膜ミクロドメインを介したエンド

サイトーシス……国立循環器病セ ○西川 雄大、鹿児島

大院理工 岩切 規郎･金子 芳郎、国立精神セ 諸根 信

弘、鹿児島大院理工 門川 淳一 

 13:30 

 794 

1F16 界面分子マクロクラスターによる金ナノ粒子

集積体の調製と特性評価……東北大多元研 ○梶原 剛

史･新沢 達朗･水上 雅史･栗原 和枝 

 13:45 

 795 

1F17 高輝度紫外発光を誘導するシリコンナノ粒子

上有機単分子膜の役割……物材機構 ○白幡 直人･目 義

雄 

 [座長 土田 亮] 

 14:00 

 796 

1F18 高分子微粒子の時空間構造制御による微粒子

分散液の新規機能創出……信州大ファイバーナノテク

若手拠点 ○鈴木 大介、東大院工 谷口 一、東大院工･

JST-PRESTO 吉田 亮 

 14:15 

 797 

1F19 インクジェットプリント法による生体高分子

及び細胞の交互積層マイクロパターニングの作製……
阪大院工 ○坂上 佳代･門脇 功治、阪大院工･JST さき

がけ 松崎 典弥、阪大院工 明石 満 

 14:30 

 798 

1F20 ハイパーブランチポリスチレンと Ag(I)イオ

ンからなる自己組織性ナノ粒子の形成……九大院工･

JST-CREST ○森川 全章、九大院工 金 權一･木下 浩志、

日産化学 安井 圭･河西 容督、九大院工･JST-CREST 君

塚 信夫 

 14:45 

 799 

1F21 ポリ（N-イソプロピルアクリルアミド）粒子の

膨潤特性や粒子径に及ぼす沈澱重合条件の影響……神
奈川工大バイオ ○清水 秀信･和田 理征･岡部 勝 

 [座長 森川 全章] 

 15:00 

 800 

1F22 脂肪族ポリエステル共重合体の動的濡れ性と

粘着剤への応用……岐阜大工 ○高橋 紳矢･板垣 美貴

子･木村 浩･土田 亮 



 15:15 

 801 

1F23 低電界強度で作動するエレクトロレオロジー

流体－ヘクトライト粒子水分散液……岐阜大工 杉山 

大揮･高橋 紳矢･○木村 浩･土田 亮 

 15:30 

 802 

1F24 単分散コロイド分散系での乾燥散逸構造発現

の直接観察……岐阜大工 ○土田 亮･高橋 紳矢･木村 

浩、山形大地共研 大久保 恒夫 

 [座長 栗原 和枝] 

 15:45 

 803 

1F25 自己組織化析出法による機能性ポリマー微粒

子の作製……東北大多元研･JST-PRESTO ○藪 浩、東北大

原子分子材料研 樋口 剛志、東北大多元研 田島 孝訓、

東北大院工 本吉 究･小池 和孝、東北大多元研･東北大

原子分子材料研･JST-CREST 下村 政嗣 

 16:00 

 804 

1F26 AB 型ブロックコポリマー微粒子中の内部構造

観察……東北大原子分子材料研･JST-CREST ○樋口 剛志、

東北大院工 本吉 究･小池 和孝、東北大多元研･

JST-PRESTO 藪 浩、京工繊大院工芸 松永 和之･陣内 

浩司、東北大原子分子材料研･東北大多元研･JST-CREST 

下村 政嗣 

 16:15 

 805 

1F27 AB/AC 型ブロックコポリマーブレンドによる

高分子微粒子の相分離構造制御……東北大院工 ○本吉 

究･小池 和孝、東北大原子分子材料研 樋口 剛志、東

北大多元研･JST-PRESTO 藪 浩、東北大原子分子材料

研･東北大多元研･JST-CREST 下村 政嗣 

 [座長 清水 秀信] 

 16:30 

 806 

1F28 自己組織化による金属ナノ粒子-ポリマーハイ

ブリッド微粒子の作製……東北大院工 ○小池 和孝･本

吉 究、東北大原子分子材料研･JST-CREST 樋口 剛志、

東北大多元研･JST-PRESTO 藪 浩、東北大原子分子材料

研･JST-CREST･東北大多元研 下村 政嗣 

 16:45 

 807 

1F29 任意基材表面でのナノ芝状シリカ薄膜の形成

とそれらの機能……川村理研･JST-CREST ○金 仁華、川

村理研 袁 建軍 

 17:00 

 808 

1F30 精密金属集積デンドリマーを鋳型とした量子

サイズ酸化チタンの量子物性……慶應大理工 ○佐藤 宗

英･山元 公寿 

 17:15 

 809 

1F31 細胞シグナルを特異的に検出する有機－無機

複合粒子の調製……阪大院工 ○雨森 涼香、阪大院工･

21COE･JST さきがけ 松崎 典弥、阪大院工･21COE 明石 

満 

 [座長 木村 俊作] 

 17:30 

 810 

1F32 多糖による自立薄膜の作製とその表面へのヒ

ドロキシアパタイト析出……東理大工 小林 宏伸･○橋

詰 峰雄 

 17:45 

 811 

1F33 シクロデキストリン集合体からなるマイクロ

構造体の形態制御とオイルゲル化能……阪大院工 ○丸

井 康弘･木田 敏之･明石 満、ネオス 宮脇 和博･加藤 

栄一 

 18:00 

 812 

1F34 側鎖にクラウンエーテルとスピロベンゾピラ

ン部位を有する高分子の刺激応答性伸縮の AFM観察……
和歌山大システム工 ○門 晋平･植原 邦佳･中原 佳

夫･木村 恵一 

 18:15 

 813 

1F35 固体基板上におけるポリスチレンの局所コン

フォメーションとその界面自由エネルギー依存性……
九大院工 ○甲斐 直樹･田中 敬二･長村 利彦 

 
5 月 28 日（木） 

高分子構造・高分子物理 
（6.表面・界面・薄膜） 

 [座長 高原 淳] 

 9:00 

 814 

2F01 超解像蛍光観察による単一高分子鎖の末端間

距離の解析……京大院工 ○青木 裕之･森 一樹･高橋 利

明･伊藤 紳三郎 

 9:15 

 815 

2F02 単一分子配向イメージングによる薄膜中の単

一高分子鎖のダイナミクス評価……京大院工 高橋 利

明･○青木 裕之･伊藤 紳三郎 

 9:30 

 816 

2F03 近接場光学顕微鏡による高分子単分子膜のミ

クロ相分離構造と単一分子鎖の形態評価……京大院工 

○玉井 康成･關根 良潤･青木 裕之･伊藤 紳三郎 

 9:45 

 817 

2F04 AFM ミクロトライボロジー測定による親水性

濃厚ポリマーブラシの摩擦特性評価……京大化研 ○野

村 晃敬･後藤 淳･山子 茂･辻井 敬亘･福田 猛 

 [座長 辻井 敬亘] 

 10:00 

 818 

2F05 蛍光プローブ法によるゲルの摩擦低減メカニ

ズムの解明……北大院理 ○高橋 淳･古川 英光･龔 剣萍 

 10:15 

 819 

2F06 フラーレンとカリックスアレーン類の包接化

合物を用いた超分子薄膜の潤滑特性に及ぼす垂直負荷

の影響……福井大院工 ○加藤 拓也･久田 研次･堀 照

夫･徳永 雄次 

 10:30 

 820 

2F07 固液界面重縮合による有機半導体ー有機半導

体ヘテロ接合高分子薄膜の構築……奈良先端大院 ○鄭 

祐政･内藤 昌信･藤木 道也、京工繊大院 森末 光彦 

 10:45 

 821 

2F08 チオフェニル誘導体を用いて金基板に固定化

したヘリックスペプチドを介する電子移動……京大院

工 ○有熊 洋子･竹田 和樹･森田 智行･大前 仁･木村 

俊作 

 [座長 熊木 治郎] 

 11:00 

 822 

2F09 超臨界二酸化炭素中におけるポリ（フルオロア

ルキルアクリレート）ブラシ薄膜の分子鎖凝集構造解

析……九大院工 ○山口 央基、九大先導研･JST-ERATO 小

林 元康、ダイキン 森田 正道、Stony Brook Univ. Gin 

Peter･古賀 忠典、NSLS Bennett Steve、NIST Satija K. 

Sushil、九大院工･九大先導研･JST-ERATO 高原 淳 

 11:15 

 823 

2F10 塩水溶液界面におけるカチオン系および双性

イオン型高分子電解質ブラシの膨潤挙動評価……九大

先導研･JST-ERATO ○小林 元康、九大院工 寺山 友規、

京大原子炉 日野 正裕、東大院工 石原 一彦、九大先

導研･JST-ERATO 高原 淳 

 11:30 

 824 

2F11R エレクトロスピニング法により調製したポリ

ビニルアルコールナノファイバー膜の分子鎖熱運動特

性……九大院工 中原 純一･○田中 敬二･長村 利彦 

 [座長 田中 敬二] 

 12:30 

 93 

2F12IL* 高分子一本鎖のキャラクタリゼーション……東
北大 WPI-AIMR ○中嶋 健･西 敏夫 

 13:00 

 825 

2F14 表面ポリマーブラシ層を自在に制御可能なペ

プチドナノスフェアの合成……阪大院工 ○和久 友則･

松崎 典弥、阪大院工･JST-CREST 明石 満 

 13:15 

 826 

2F15 β-シートペプチドをテンプレートに用いたポ

リジアセチレンの調製……同志社大工 ○田口 智久･古

賀 智之･東 信行 

 13:30 

 827 

2F16 両親媒性オリゴエーテル鎖をグラフト化した

アミロースの高次構造制御と機能化……京工繊大 ○森

末 光彦･森田 健文･黒田 裕久 

 13:45 

 828 

2F17 溶媒蒸発過程における高分子薄膜の結晶化挙

動……ASRI/Spring-8･理研播磨研/SPring-8 ○佐々木 

園、JASRI/Spring-8 増永 啓康、理研播磨研/SPring-8 

伊藤 和輝、JASRI/Spring-8 小川 紘樹、九大院工 寺

山 友規、九大先導研 高原 淳、豊田工大院工 田代 孝

二、京大院工 奥田 浩司、JASRI/Spring-8･理研播磨研

/SPring-8･東大院新領域 高田 昌樹 

 [座長 佐々木 園] 

 14:00 

 829 

2F18 グラフト鎖にオリゴアラニンを含んだハイブ

リッドポリマーからなるスパイダーシルク様ネットワ

ーク……同志社大理工 ○久保 比呂志･古賀 智之･東 信

行 

 14:15 

 830 

2F19 液晶混合単分子膜におけるポリフルオレンβ

相の発現と配向 LB 膜の調製……名大院工 ○戸田 章雄･

永野 修作･関 隆広 

 14:30 

 831 

2F20 最高電荷密度の高分子電解質を用いた交互積

層膜……農工大院工 ○藤井 望、慶應大院理工 藤本 幸

司、東工大グローバルエッジ 道信 剛志、物材機構 赤

田 美佐保、慶應大院理工 白鳥 世明、物材機構 有賀 

克彦、農工大院工 重原 淳孝 

 14:45 

 832 

2F21 液-液界面を用いた異種ナノ材料の交互集積

……東北大多元研 ○柴田 俊明･山本 康平、東北大多元

研･JST さきがけ 松井 淳、東北大多元研 宮下 徳治 



 [座長 東 信行] 

 15:00 

 833 

2F22 ポリマーブレンド LB 膜の可逆的な階層的相分

離構造形成……山形大院理工 佐々木 雄太郎･相場 直

幸･○熊木 治郎 

 15:15 

 834 

2F23 相分離系および相溶系ポリウレタン薄膜の膜

厚と相分離度の関係……長崎大工 ○小椎尾 謙･山本 康

徳、長崎大院生産 内場 勇介、長崎大工 本九町 卓、

長崎大院生産 古川 睦久 

 15:30 

 835 

2F24 強イオン性両親媒性ジブロックコポリマー単

分子膜のナノ構造に対する添加塩イオン種、濃度およ

びポリマー鎖長の効果……京大院工 ○中山 駿一･山田 

佑、Suan Sunandha Rajabhat Univ. ケウサイハ プロ

イサイ、京大院工 松岡 秀樹 

 15:45 

 836 

2F25 高分子レジスト薄膜の溶解プロセスにおける

界面形状シミュレーション……産総研 ○森田 裕史、東

大院工 土井 正男 

 [座長 松岡 秀樹] 

 16:00 

 837 

2F26 環状β-ペプチドの金基板上への固定化とナノ

孔の特性……京大院工 ○奥村 幸司･石原 裕輔･木村 俊

作 

 16:15 

 838 

2F27 固/液界面におけるペプチドの自発的二次構造

転移に基づく二次元パターニングに与える溶媒効果

……名工大院工 ○安孫子 宗平･田中 正剛･木下 隆利 

 16:30 

 839 

2F28 細胞界面の高分子ナノ薄膜が細胞機能に与え

る影響に関する研究……阪大院工 ○門脇 功治、阪大院

工･21COE･JST さきがけ 松崎 典弥、阪大院工･21COE 明

石 満 

 16:45 

 840 

2F29 ポリメタクリル酸メチル薄膜中へのメタノー

ルの拡散挙動……九大院工 ○堀 耕一郎･田中 敬二･長

村 利彦 

 
5 月 29 日（金） 

高分子構造・高分子物理 
（6.表面・界面・薄膜） 

 [座長 山本 勝宏] 

 9:00 

 841 

3F01 オリゴ（フェニレンエチニレン）を組み込んだ

ヘリックスペプチド自己組織化単分子膜での電場発生

……京大院工 ○中山 英典･森田 智行･木村 俊作 

 9:15 

 842 

3F02 機能性原子団を含む櫛型共重合体組織分子膜

の分子配向評価……山形大院理工 ○佐藤 夏樹･藤森 厚

裕 

 9:30 

 843 

3F03 両親媒性ブロック共重合体薄膜が形成するナ

ノシリンダー内の構造と相転移……首都大院都市環境 
○白石 貴志･吉田 博久 

 9:45 

 844 

3F04 側鎖液晶型ブロック共重合体薄膜のミクロ相

分離構造形成過程……東工大資源研 ○小村 元憲･彌田 

智一 

 [座長 新田 晃平] 

 10:00 

 845 

3F05 不揮発性選択溶媒添加による相転移に誘起さ

れるブロック共重合体薄膜中のミクロ相分離構造の配

向化……名工大院工 ○梅垣 直哉･山本 勝宏･岡本 茂、

京工繊大院工 櫻井 伸一 

 10:15 

 846 

3F06 ブロック共重合体が形成する球状ミクロ相分

離構造の薄膜中での配列規則性とその膜厚依存性に関

する斜入射小角X線散乱法による研究……京工繊大院工

芸 ○下島 琢磨、JASRI/Spring-8 増永 啓康･佐々木 

園、京大国際融合セ 奥田 浩司、京工繊大院工芸 櫻井 

伸一 

 10:30 

 847 

3F07 各成分側鎖に異なる液晶基を有するジブロッ

ク共重合体の薄膜内部における階層的自己組織化構造

……東工大院理工 ○前田 利菜･早川 晃鏡･柿本 雅明 

 10:45 

 848 

3F08 イオン液体を用いたエレクトロウェッティン

グへの適用を目指した低表面エネルギーポリマー層を

有する電極作製とその評価……横国大院工 ○羽山 明

嘉･望月 まゆ･渡邉 正義 

 [座長 下村 政嗣] 

 11:00 3F09 イオン液体中で LCST 型相変化を示すポリエー

 849 テル系高分子を有するジブロック共重合体の溶解挙動

……横国大院工 ○新妻 和幸･津田 遼平･田村 崇･上木 

岳士･小久保 尚･渡邉 正義 

 11:15 

 850 

3F10 イオン液体ブロックセグメントを含むジブロ

ック共重合体のミクロ相分離挙動……兵庫県大院工 ○

今村 貴浩･遊佐 真一、福井工大工 森島 洋太郎、東工

大院理工 早川 晃鏡･平井 智康･前田 利菜 

 11:30 

 851 

3F11 置換ポリアセチレンと種々のポリマーとのブ

レンド膜の延伸によるクロミズム……産総研ナノテク 
○土原 健治･木村 浩美･福嶋 俊行･海藤 彰 

 [座長 小村 元憲] 

 12:30 

 852 

3F12 ベタインとカチオン性モノマーのランダム共

重合による pH 応答性高分子の合成……兵庫県大院工 ○

岡 大史良･遊佐 真一、福井工大工 森島 洋太郎、東大

院工 石原 一彦 

 12:45 

 853 

3F13 非イオン界面活性剤をトリガーとする水素結

合性超分子ベシクルの膜融合……東大生産研 ○澤山 

淳･吉川 功･荒木 孝二 

 13:00 

 854 

3F14 フルオロアルキル側鎖を有する高分子の濡れ

特性に及ぼすα-置換基の影響……九大院工 ○本田 幸

司、ダイキン 森田 正道、九大院工･九大先導研 高原 

淳 

 [座長 伊藤 紳三郎] 

 13:15 

 855 

3F15 表面プラズモン共鳴（SPR）測定に基づく（ポ

リメタクリル酸メチル/水）界面の構造評価……九大院

工 岡田 陽平･○田中 敬二･長村 利彦 

 13:30 

 856 

3F16 ポリオレフィン系ブレンドフィルムの表面モ

ルフォロジーが及ぼす粘着性への影響……金沢大院自

然 ○西野 祥太郎･河村 幸伸、積水化学 吉谷 博司、

金沢大院自然 新田 晃平 

 13:45 

 857 

3F17 高分子薄膜間におけるナノ接着シミュレーシ

ョン……産総研ナノテク ○森田 裕史、九大院工 田中 

敬二、長岡技科大工 赤堀 敬一、九大院工 長村 利彦、

東大院工 土井 正男 

 [座長 生方 俊] 

 14:00 

 858 

3F18 PEG 含有量が制御されたポリイオンコンプレ

ックスの構造と外部刺激に応答した動的挙動……東大

院工 ○岸村 顕広･Dong Wen-Fei･安楽 泰孝･Chuanoi 

Sayan･小穴 英廣･山崎 裕一、東大院工･東大ナノバイ

オ･東大院医･JST-CREST 片岡 一則 

 14:15 

 859 

3F19 電磁波が高分子薄膜の構造に及ぼす影響に関

する研究……東工大院理工 ○阿多 誠介･本間 立樹、産

総研 伊藤 賢志･小林 慶規、東工大院理工 扇澤 敏明 

 14:30 

 860 

3F20 刺激応答性両親媒性高分子を用いたハニカム

フィルムの作製と表面物性……東北大院工 ○児島 美

季･平井 悠司、東北大多元研 藪 浩、東北大多元研･

東北大原子分子材料研 下村 政嗣 

 [座長 田中 敬二] 

 14:45 

 861 

3F21 自己組織化ハニカム状多孔質膜の力学物性(1)

－架橋による力学特性の変化……東北大院工 ○平井 悠

司･仲道 裕貴･荒 雅浩、東北大多元研 藪 浩、東北大

多元研･東北大原子分子材料研･JST-CREST 下村 政嗣 

 15:00 

 862 

3F22 自己組織化ハニカム状多孔質膜の力学物性（2）

－引張試験による測定……東北大院工 ○荒 雅浩･仲道 

裕貴･平井 悠司、東北大多元研 藪 浩、東北大多元研･

JST-CREST 田中 賢、北大創成 山本 貞明、北大医第一

外科 藤堂 省、東北大多元研･JST-CREST･東北大原子分

子材料研 下村 政嗣 

 15:15 

 863 

3F23 自己組織化ハニカム状多孔質膜の力学物性(3)

－原子間力顕微鏡による弾性率測定……東北大院工 ○

仲道 裕貴･荒 雅浩･平井 悠司、東北大多元研 藪 浩、

東北大多元研･JST-CREST 田中 賢、東北大原子分子材

料研 藤波 想･中嶋 健･西 敏夫、東北大多元研･

JST-CREST･東北大原子分子材料研 下村 政嗣 

 15:30 

 864 

3F24 大気圧プラズマ液相堆積法を用いた触媒フリ

ー無電解銅めっきプロセスの開発……阪大院工 秋山 

弘貴･瀧口 達也･○是津 信行･山村 和也 

 



 
 

Ｇ 会 場 

(502) 

5 月 27 日（水） 
高分子機能 

（2.電気・電子・磁性） 

 [座長 比嘉 充] 

 10:00 

 1222 

1G05 ドメインサイズを制御したスター・ハイパーブ

ランチポリイミドの合成とそのプロトン伝導性評価

……首都大院都市環境 ○鈴木 一裕･須田 徹･川上 浩良 

 10:15 

 1223 

1G06 側鎖鎖長がスルホン化グラフトコポリイミド

のプロトン伝導性へ与える影響……首都大院都市環境 
○山﨑 浩太･川上 浩良 

 10:30 

 1224 

1G07 配列制御したスルホン化ポリイミドナノファ

イバーを含有した複合膜のプロトン伝導特性……首都

大院都市環境 ○田村 卓也･川上 浩良 

 10:45 

 1225 

1G08 不織布スルホン化ポリイミドナノファイバー

含有複合膜のプロトン伝導特性……首都大院都市環境 
○竹森 諒平･田村 卓也･川上 浩良 

 [座長 川上 浩良] 

 11:00 

 1226 

1G09 スルホフェノキシベンジジン系架橋スルホン

化ポリイミド膜の PEFC 発電特性……山口大院理工 ○矢

口 和明･陳 康成･遠藤 宣隆･比嘉 充･岡本 健一 

 11:15 

 1227 

1G10 無機ナノ粒子/スルホン化ポリイミドハイブリ

ッド膜の PEFC発電特性……山口大院理工 山本 元･矢口 

和明･○遠藤 宣隆･比嘉 充･喜多 英敏･岡本 健一 

 11:30 

 1228 

1G11 スルホン化ブロック/ブロック共重合ポリイミ

ド膜の PEFC 発電特性……山口大院理工 胡 朝霞･陳 康

成･遠藤 宣隆･比嘉 充･○岡本 健一 

 [座長 西出 宏之] 

 12:30 

 114 

1G12ILA  Entering the Hydrogen Economy using 

Natural Resources……Agency for the Assessment and 
Application of Tech., Center for Materials Tech., 

Indonesia ○Dewi Eniya Listiani 

 13:00 

 1229 

1G14 イミダゾール基を有するスルホン化ポリイミ

ド膜の DMFC 発電特性……山口大院理工 ○下村 貴士･胡 

朝霞･陳 康成･喜多 英敏･岡本 健一 

 13:15 

 1230 

1G15 スルホン酸化ポリイミド/プロトン性イオン液

体複合膜の特性評価と無加湿中温形燃料電池への応用

……横国大院工 ○中村 真一郎･李 承烈･安田 友洋･渡

邉 正義 

 13:30 

 1231 

1G16 PVA 系高分子電解質膜を用いたパッシブ型

DMFC 単セルの発電特性評価……山口大院理工 杉田 幹

典･前岨 晋一･遠藤 宣隆･○比嘉 充、クラレ 藤原 直

樹 

 [座長 渡邉 正義] 

 13:45 

 1232 

1G17 ハイパーブランチポリアニオンの作製と固体

アルカリ型燃料電池への応用……信州大繊維 ○成冨 拓

也･小山 俊樹･市川 結･谷口 彬雄 

 14:00 

 1233 

1G18 パーフルオロスルホン酸基を有するポリエー

テル電解質膜の合成と物性……山梨大燃電ナノ研･山梨

県工技セ ○三神 武文、山梨大燃電ナノ研 志村 拓哉･

宮武 健治･渡辺 政廣 

 14:15 

 1234 

1G19 雰囲気温度に着目した固体高分子電解質中の

水の拡散挙動の分析……産総研 ○貴傳名 甲･大窪 貴

洋･滝本 直彦･大平 昭博 

 14:30 

 1235 

1G20 固体高分子電解質の誘電緩和とイオン伝導機

構－イオンの移動度とキャリアイオン濃度の評価……
阪大院理 ○九鬼 伸治･加藤 千絵･浦川 理･四方 俊

幸･井上 正志 

 14:45 

 1236 

1G21 ニトロキシドラジカルとの水素結合を介した

超分子と電子授受……早大理工 ○中島 聡･加藤 英資･

西出 宏之 

 [座長 井上 正志] 

 15:00 

 1237 

1G22 ビニルスルホン酸の重合とドーパントとして

の特性……早大理工 ○岡安 輝之･日比野 利保･西出 宏

之 

 15:15 

 1238 

1G23 脂肪族ポリアントラキノンの合成と負極活物

質としての特性……早大理工 ○崔 源成･原田 大輔･小

柳津 研一･西出 宏之 

 15:30 

 1239 

1G24 ポリフェニレン系ブロック共重合体の合成と

評価(IV) －疎水部の鎖長及び組成比と親水成分量の

影響－……上智大理工 ○大澤 あずさ･藤田 正博･竹岡 

裕子･陸川 政弘 

 15:45 

 1240 

1G25 中性子小角散乱法による作動時燃料電池セル

中の膜電極接合体のその場観察……原子力機構 ○小泉 

智･岩瀬 裕希･山口 大輔･橋本 竹治･前川 康成･松林 

仁政 

 16:00 

 1241 

1G26 リチウムイオン液体電解質のイオン状態と伝

導性……産総研 ○齋藤 唯理亜･梅木 辰也･奥村 妥絵、

日本合成化学 前田 誠二、産総研 境 哲男 

 [座長 中川 勝] 

 16:15 

 1242 

1G27 導電性高分子ソフトアクチュエータ [X]－-電

気収縮挙動におけるナノクレイ添加の効果-……山梨大

院医工 ○保坂 康介、タカノ 伊東 孝道、山梨大院医

工 奥崎 秀典 

 16:30 

 1243 

1G28 空中駆動可能なカーボンナノチューブアクチ

ュエータの高機能化～添加剤効果～……産総研 ○杉野 

卓司･清原 健司･竹内 一郎･向 健･安積 欣志 

 16:45 

 1244 

1G29 ABA 型ブロック共重合体を用いたイオンゲル

アクチュエータの特性……横国大院工 ○今泉 暁･加藤 

優一･小久保 尚･渡邉 正義 

 17:00 

 1245 

1G30 有機導電性分子からなる 1 次元構造体の電気

物性評価……信州大ナノ FIC ○帯刀 陽子、信州大繊維 

畑中 辰也･木村 睦、信州大ナノ FIC 白井 汪芳 

 [座長 奥崎 秀典] 

 17:15 

 1246 

1G31 ドナーアクセプター型共役高分子の合成と電

気化学特性……東工大グローバルエッジ研･JST さきが

け ○道信 剛志、農工大院 熊澤 宏枝･重原 淳孝 

 17:30 

 1247 

1G32 フェニルアゾメチンデンドリマーへの電気応

答性機能分子の集積……慶應大理工 ○越智 庸介･山元 

公寿 

 17:45 

 1248 

1G33 ポテンシャル勾配を有する高世代カルバゾー

ルデンドリマーの創製……慶應大理工 ○アルブレヒト 

建･山元 公寿 

 18:00 

 1249 

1G34 マイクログラビア塗工方式による光硬化型異

方導電高分子シートの作製……東北大多元研 ○小林 

敬、ラボ 落合 博、東北大多元研 中川 勝 

 18:15 

 1250 

1G35 光学活性な剛直骨格を有するケイ素骨格高分

子の本質的伝導特性……阪大院工･JST ○関 修平、阪大

院工 本庄 義人･麻野 敦資･佐伯 昭紀 

 
 
5 月 28 日（木） 

高分子機能 
（2.電気・電子・磁性） 

 [座長 植村 聖] 

 9:00 

 1251 

2G01 大気中安定なペンタセン/C60 アンバイポーラ

ー有機トランジスタ……山梨大院医工 ○厳 虎･加賀田 

翼･奥崎 秀典 

 9:15 

 1252 

2G02 レジオレギュラーCN-PPV の合成と応用……東大

院工 ○佐藤 滋芳･但馬 敬介、東大院工･JST-ERATO 橋

本 和仁 

 9:30 

 1253 

2G03 可溶性（チオフェン／フェニレ ン）コオリゴ

マーの合成とトランジスタ特性……京工繊大院工芸･住

友精化 ○片桐 敏文、住友精化 坂東 誠二･宮田 真良、

兵庫県工技セ 平瀬 龍二･石原 マリ、京工繊大院工芸 

西本 善博･山雄 健史･堀田 収 

 9:45 

 1254 

2G04 ゲルマニウムインクを用いた Ge 半導体の微細

構造形成……東北大多元研 ○渡辺 明･藤井 亮介･宮下 

徳治 



 [座長 堀田 収] 

 10:00 

 1255 

2G05 強誘電性ポリペプチドメモリのヒステリシス

特性に及ぼす側鎖置換基の効果……千葉大院融合科学 
○猪股 傑士･小林 範久･長谷川 雅俊、産総研 植村 

聖･鎌田 俊英 

 10:15 

 1256 

2G06 液晶性半導体を用いたフレキシブルトランジ

スターの作製と特性……東大院工 ○舟橋 正浩･張 発

培、北大電子研 玉置 信之 

 10:30 

 1257 

2G07 新規フタル酸イミド系有機半導体材料の合成

と有機電界効果トランジスタへの応用……山形大院理

工 ○橋本 洋平、山形大院理工･JST さきがけ 中山 健

一、山形大院理工 夫 勇進･城戸 淳二 

 10:45 

 1258 

2G08 デンドロンに被覆された長寿命ホール：パルス

ラジオリシスによる研究……阪大産研 ○佐伯 昭紀、阪

大院工 関 修平、慶應大理工 佐藤 宗英･山元 公寿、

阪大産研 田川 精一 

 [座長 関 修平] 

 11:00 

 1259 

2G09 Ambipolar transport in solution-processed 

quinodal oligothiophene based field-effect 

transistors……RIKEN ○ Jean-charles Ribierre ･

Tetsuya Aoyama、Dept. of Materials Science and 

Tech., Tokyo Univ. of Science Satoshi Watanabe、

RIKEN Aiko Nakao･Tsuyoshi Muto、Dept. of Materials 

Science and Tech., Tokyo Univ. of Science 

Mutsuyoshi Matsumoto、RIKEN Tatsuo Wada 

 11:15 

 1260 

2G10 水素結合を有するトリフェニレン液晶性半導

体のキャリア移動度特性……産総研ナノテク･阪大院工 
○三宅 康雄、産総研ナノテク 物部 浩達、阪大院工 藤

井 彰彦･尾崎 雅則、四川師範大 HU Ping ･ZHAO 

Ke-Qing、産総研ナノテク 清水 洋 

 11:30 

 1261 

2G11 表面特性を制御したポリシルセスキオキサン

ゲート絶縁膜の有機 TFT に及ぼす影響……JST ○濱田 

崇、阪電通大工 外山 優一･西岡 昇、阪府大院工 永瀬 

隆･内藤 裕義、阪市工研 松川 公洋 

 [座長 但馬 敬介] 

 12:30 

 1262 

2G12 ポリマー/フラーレン太陽電池の界面色素修飾

による光捕集・変換効率の向上……京大院工 ○本田 哲

士･横家 星一郎･野上 昂裕･大北 英生･辨天 宏明･伊

藤 紳三郎 

 12:45 

 1263 

2G13 過渡吸収分光法による共役高分子－フラーレ

ンブレンド薄膜におけるフラーレンカチオンの生成機

構の解明……京大院工 ○山本 俊介･郭 嘉謨･大北 英

生･伊藤 紳三郎 

 13:00 

 1264 

2G14 近赤外フェムト秒過渡分光法によるポリチオ

フェン薄膜における励起子およびポーラロン生成の解

明……京大院工 ○大北 英生･郭 嘉謨･辨天 宏明･伊藤 

紳三郎 

 13:15 

 1265 

2G15 近赤外過渡分光法による高分子太陽電池にお

ける電荷生成機構の解明……京大院工 ○郭 嘉謨･大北 

英生･辨天 宏明･伊藤 紳三郎 

 [座長 大北 英生] 

 13:30 

 1266 

2G16 オリゴフェニレンビニレンの合成と有機薄膜

太陽電池のナノ構造制御……東大院工 西澤 剛･○但馬 

敬介･リム ハディケスマ、東大院工･JST-ERATO 橋本 

和仁 

 13:45 

 1267 

2G17 ダブルケーブルブロックコポリマーの合成と

電子デバイスへの応用……東大院工 ○宮西 将史･張 

悦･但馬 敬介、東大院工･JST-ERATO 橋本 和仁 

 14:00 

 1268 

2G18 電解重合ポリチオフェンにフラーレン溶液を

浸透させた有機薄膜太陽電池の作製……徳島大院 ○伊

藤 圭･乾 勇人･手塚 美彦･田中 均 

 14:15 

 1269 

2G19 ポリ(3-メチルチオフェン)／フラーレンコン

ポジットフィルムの光起電特性……徳島大院 ○上門 洋

祐･手塚 美彦･田中 均 

 [座長 手塚 美彦] 

 14:30 

 1270 

2G20 樹木型高分子に自発的に発現するポテンシャ

ル勾配と電子移動……慶應大理工 ○今岡 享稔･山元 公

寿 

 14:45 

 1271 

2G21 バルクヘテロ太陽電池の陰極バッファ層の調

製法の比較……九大院総理工 ○山下 順平、九大院総理

工･九大先導研 藤田 克彦 

 15:00 

 1272 

2G22 色素増感太陽電池の高性能化に関する考察……
九工大院生命体 ○早瀬 修二･Pandey Shyam S.･Ananda 

Rama Krishnan S、新日鐵化学 山口 能弘、九工大院生

命体 宇佐川 準･宇崎 健史郎 

 15:15 

 1273 

2G23 ニトロキシドラジカル誘導体を電荷輸送媒体

とする色素増感太陽電池……早大院 ○加藤 文昭･林 直

毅･奥村 千恵･近藤 雄紀･村上 貴哉･小柳津 研一･西

出 宏之 

 15:30 

 1274 

2G24 近赤外領域に吸収を有する色素増感型太陽電

池用色素……信州大学繊維 ○安田 和正･木村 睦･後藤 

諒太･森 正悟･白井 汪芳 

 [座長 早瀬 修二] 

 15:45 

 1275 

2G25 混合原子価 TTF 含有ポリマーコンポジットに

よる透明導電膜の開発……京大院工 ○田中 一生･國田 

友之･中條 善樹 

 16:00 

 1276 

2G26 電気泳動法による共役高分子／SWNT 複合薄膜

……信州大繊維 ○鎌田 重則･帯刀 陽子･布川 正史･木

村 睦･白井 汪芳 

 16:15 

 1277 

2G27 有機/金属ハイブリッドポリマーにおける金属

イオン種の効果……物材機構 ○赤坂 夢、物材機構･JST

さきがけ 樋口 昌芳 

 16:30 

 1278 

2G28 環状フェニルアゾメチンの効率的合成法の検

討と機能性材料への展開……物材機構 ○正村 亮、物材

機構･JSTさきがけ 樋口 昌芳 

 16:45 

 1279 

2G29 ビオロゲンを側鎖基に有するポリシルセスキ

オキサンのエレクトロクロミック特性……広島大院工 
○今栄 一郎･時田 大輔･大山 陽介･駒口 健治･播磨 

裕･大下 浄治 

 
 
5 月 29 日（金） 

高分子機能 
（2.電気・電子・磁性） 

 [座長 夫 勇進] 

 9:00 

 1280 

3G01 ポリフルオレン 9 位への高分子反応による構

造変換と光電子物性……東工大院総理工 ○林 正太郎･

稲木 信介･淵上 寿雄 

 9:15 

 1281 

3G02 Ｒｕ錯体を用いた電気化学発光素子－イオン

液体による効果……名工大院工 ○青木 純･高木 貴史 

 9:30 

 1282 

3G03 13C ラベルしたポリフルオレンの合成と固体

NMR による主鎖コンホメーションの精密解析……京大化

研 ○福島 達也･木内 洋平･島原 由利江･瀬々井 厳

士･梶 弘典 

 9:45 

 1283 

3G04 二次元二量子固体 NMR 測定による有機 EL 正孔

輸送材料 N,N'-diphenyl-N,N'-di(m-tolyl)benzidine 

(TPD)の分子間パッキング解析……京大化研 ○高見 浩

介･山田 知典･梶 弘典 

 [座長 青木 純] 

 10:00 

 1284 

3G05 DNA 組織体を用いた多色発光有機 EL 素子の構

築……千葉大院 ○石川 貴之･井上 慎太朗･小林 範久 

 10:15 

 1285 

3G06 リンオキシドを有する 3,6-置換カルバゾール

の合成と青色有機 EL 素子への応用……山形大院理工 ○

石坂 翼･笹部 久宏･夫 勇進･中山 健一･城戸 淳二 

 10:30 

 1286 

3G07 ピラゾリルジベンゾフラン配位子を有する青

色リン光錯体の合成と有機 EL 素子への応用……山形大

院理工 ○宮尾 聡･夫 勇進･中山 健一･城戸 淳二 

 10:45 

 1287 

3G08 真空蒸着可能な安定ニトロキシドラジカル分

子の合成と電子・磁気特性、有機 EL 素子への応用……
山形大院理工 ○山下 裕介･夫 勇進･中山 健一･城戸 

淳二 

 [座長 梶 弘典] 

 11:00 

 1288 

3G09 低温電解重合により合成したポリチオフェン

及びポリフェニレン誘導体の EL 特性……徳島大院 ○澁

谷 厚志･原田 直弥･手塚 美彦･田中 均 



 11:15 

 1289 

3G10 VDF/TｒFE 共重合体薄膜の分極反転過程の局

所的観察……東理大理 ○友田 菜穂子･高橋 芳行･古川 

猛夫 

 11:30 

 1290 

3G11 VDF/TrFE 共重合体薄膜の超高電場におけるス

イッチング特性……東理大理 ○石井 肇･中嶋 宇史･高

橋 芳行･古川 猛夫 

 [座長 比江島 俊浩] 

 12:30 

 1291 

3G12 高分子フィルムの厚み方向の物性……関西大シ

ステム理工 小田 悠介･上中 康弘･片岡 慎吾･中山 正

俊･山本 健･○田實 佳郎 

 12:45 

 1292 

3G13 KPFM による構造化光電変換素子の光照射下で

の表面電位イメージング……理研 ○青山 哲也、東理大

基礎工 渡邉 智、東理大理工 福地 康正、理研 佐々 高

史、東理大理工 山下 俊、東理大基礎工 松本 睦良、

理研･東理大理工 和田 達夫 

 13:00 

 1293 

3G14 レドックス性高分子ナノシートのメモリーデ

バイスへの展開……東北大多元研 ○島田 友華、東北大

多元研･JSTさきがけ 松井 淳、東北大多元研 宮下 徳

治 

 13:15 

 1294 

3G15 TEMPO/オキソアンモニウム塩置換高分子薄膜

素子の電気・誘電物性……早大理工 ○須賀 健雄･尾崎 

貴則･竹内 絢哉･伊藤 正泰･薄 健太郎･小柳津 研一･

西出 宏之 

 [座長 藤田 克彦] 

 13:30 

 1295 

3G16 フォトクロミックヘキサベンゾコロネン同軸

ナノチューブ－ジチエニルエテンユニットの閉環／開

環反応による光電導性制御……JST-ERATO-SORST ○山本 

洋平、東大院工 和 亜寧、JST-ERATO-SORST 金 武松、

東大院工･理研 福島 孝典、阪大産研 佐伯 昭紀･関 修

平･田川 精一、JST-ERATO-SORST･東大院工 相田 卓三 

 13:45 

 1296 

3G17 らせん骨格を有するポリ（L-グルタメート）の

側鎖に導入した有機ラジカルＴＥＭＰＯのコンホメー

ション解析と磁気特性……東工芸大工 ○比江島 俊浩･

水谷 藤雄、青学大理工 阿部 二朗 

 14:00 

 1297 

3G18 キラル置換基含有非対称性フルオレンユニッ

トから成るポリフルオレン-チオフェン共重合体の合

成と発光特性……上智大理工 ○平原 賢志･藤田 正博･

竹岡 裕子･陸川 政弘 

 [座長 陸川 政弘] 

 14:15 

 1298 

3G19 ESDUS 法を用いた濃度勾配型有機光電変換素

子の素子特性……九大院総理工 ○岩本 匡･赤対 真人、

九大院総理工･九大先導研 藤田 克彦 

 14:30 

 1299 

3G20 粒子配向型圧電ゴムの開発……鉄道総研 ○間々

田 祥吾･矢口 直幸･鈴木 実･半坂 征則 

 14:45 

 1300 

3G21 ポリピロール膜の異方的電解伸縮とメモリ効

果……九工大院生命体 千代 智一･末松 浩崇･○金藤 敬

一 

（5.高強度・高弾性率高分子） 

 [座長 西野 孝] 

 15:00 

 1301 

3G22 バイオミメティック界面を利用した高性能植

物性ハイブリッド樹脂の創出……北陸先端大院材料 ○

松本 敬太郎･金子 大作･金子 達雄 

 15:15 

 1302 

3G23 ポリ(p-フェニレンピロメリットイミド)針状

結晶の調製……岡山大院環境 ○若林 完爾･澤居 隆史、

岡山大院自然 内田 哲也、岡山大院環境 山崎 慎一･

木村 邦生 

 15:30 

 1303 

3G24 機能性オレフィン系ポリマーハイブリッドの

創製－剛性と耐衝撃性に優れたオレフィン系ポリマー

材料を目指して……三井化学 ○川原 信夫･金子 英之･

斎藤 純治･松尾 真吾･松木 智昭･柏 典夫 

 
 

Ｈ 会 場 

(401) 

5 月 27 日（水） 

高分子機能 
（9.表面・薄膜） 

 [座長 伊藤 香織] 

 10:15 

 1304 

1H06 ポリマー１分子の直視：らせんπ共役高分子鎖

１本に沿って一方向に分子運動するリニアモーター機

能のイメージング……北陸先端大院マテリアル･JST 先

端機器開発 ○篠原 健一、金沢大院自然 古寺 哲幸、

金沢大院自然･JST先端機器開発 安藤 敏夫 

 10:30 

 1305 

1H07 光反応性吸着単分子膜上におけるポリ(スチレ

ン)薄膜の脱ぬれ現象の光制御……東北大多元研 ○小田 

博和、日油 大嶽 知之･高岡 利明、東北大多元研 中川 

勝 

 10:45 

 1306 

1H08 真空紫外光を用いた高分子膜への表面グラフ

ト鎖の導入とそのパターニング……名大院工 ○今井 絢

二郎･永野 修作･関 隆広 

 [座長 篠原 健一] 

 11:00 

 1307 

1H09 コーティング法による大面積三次元周期構造

膜の構築と構造色発現……川村理研 ○深澤 憲正、川村

理研･JST-CREST 金 仁華 

 11:15 

 1308 

1H10 AFM によるポリアニリン超薄膜の表面形態と

局所電導度測定……名工大院工 ○青木 純･馬場 恒治 

 11:30 

 1309 

1H11 原子間力顕微鏡を用いた温度応答性高分子薄

膜の物性評価……早大院工･東女医大先端生命研 ○福守 

一浩、東女医大先端生命研 熊代 善一･秋山 義勝･小林 

純･大和 雅之、早大院工 酒井 清孝、東女医大先端生

命研 岡野 光夫 

 [座長 後藤 博正] 

 12:30 

 96 

1H12IL* 液晶性ブロックコポリマー薄膜によるナノテ

ンプレートプロセス……東工大資源研･JST さきがけ ○

伊藤 香織･彌田 智一 

 [座長 関 隆広] 

 13:00 

 1310 

1H14 自励振動ゲルの蠕動運動を利用した新規物質

輸送表面の設計と評価……東大院工･大日本印刷 ○村瀬 

陽子、東大院工 竹島 怜爾、東大院工･JST-PRESTO 吉

田 亮 

 13:15 

 1311 

1H15 ネマチック液晶反応場での電解重合による配

向性共役系高分子薄膜の合成……筑波大院数理物質 ○

川畑 公輔･後藤 博正 

 13:30 

 1312 

1H16 ミクロ相分離構造を持つラジカル含有ブロッ

ク共重合体……早大理工 ○須賀 健雄、バージニア工大 

Brian D. Mather･Timothy E. Long、早大理工 西出 宏

之 

 13:45 

 1313 

1H17 ピリジンと末端機能化 PEG からなるグラフト

共重合体の合成とその界面物性……東理大理 ○石塚 

崇、小山高専 飯島 道弘、東理大理 上野 耕治、物材

機構生材セ 立石 哲也、東理大理･物材機構生材セ･

JST-CREST･東理大総研界面セ 大塚 英典 

 14:00 

 1314 

1H18 スルホン酸を空孔壁面に有するナノポーラス

ポリマーメンブレン……東工大資源研 ○鈴木 幸光、東

工大資源研･JST-PRESTO 伊藤 香織、東工大資源研 小

村 元憲･彌田 智一 

 [座長 青木 純] 

 14:15 

 1315 

1H19 光解離性スクシイミジルエステルを有するシ

ランカップリング剤を用いたガラス・シリコン表面で

のアミンのパターニングおよび表面密度制御……物材

機構･JSTさきがけ ○中山 秀一･中西 淳、物材機構 菊

地 由希子、神奈川大理 清水 貴弘･吉野 雄太郎、物材

機構 岩井 秀夫、神奈川大理 山口 和夫、物材機構 堀

池 靖浩 

 14:30 

 1316 

1H20 超撥水表面における液滴吸着力制御および微

小液滴操作……東北大原子分子材料研･JST-CREST ○石井 

大佑、東北大多元研･JST-CREST 藪 浩、東北大原子分

子材料研･JST-CREST 下村 政嗣 

 14:45 

 1317 

1H21 イオン液体モノマーのリビングラジカル重合

と高イオン伝導性高分子電解質膜への応用……鶴岡高

専 ○五十嵐 辰也･丸金 祥子･森永 隆志･佐藤 貴哉、

京大化研 大野 工司･辻井 敬亘･福田 猛 



 15:00 

 1318 

1H22 新しいタイプの含フッ素高分子/イオン液体ナ

ノコンポジットの調製と応用……弘前大院理工 ○岡田 

良隆、日産自動車 福井 孝之･渋川 聡哉、弘前大院理

工 沢田 英夫 

 [座長 秋山 義勝] 

 15:15 

 1319 

1H23 様々なエピトープを導入したペプチド-ポリス

チレン・ブロックポリマーの合成と細胞接着特性……同
志社大工 ○手原 大介･古賀 智之･東 信行 

 15:30 

 1320 

1H24 再生医療を目指した初代肝細胞スフェロイド

アレイの作製と機能評価……東理大理 ○中曽根 佑一･

山本 雅、東大院医疾患セ 里見 智美、東大院工 片岡 

一則、物材機構生材セ 立石 哲也、東理大理･物材機構

生材セ･JST-CREST･東理大総研界面セ 大塚 英典 

 15:45 

 1321 

1H25 フルオロアルキル基含有アクリル酸オリゴマ

ー/酸化チタンナノコンポジットによるガラスの表面

改質……弘前大院教育 ○澤田 恵理、弘前大院理工 苅谷 

拓朗･麦沢 正輝、弘前大院理工･INAX 掛樋 浩司、INAX 

三浦 正嗣･井須 紀文･佐藤 有亮、弘前大院教育 長南 

幸安、弘前大院理工 沢田 英夫 

 [座長 辻井 敬亘] 

 16:00 

 1322 

1H26 マグネタイトナノ粒子がカプセル化された新

しいタイプの架橋性含フッ素コオリゴマーナノコンポ

ジットの調製と応用……弘前大院理工 ○木島 哲史･麦

沢 正輝、日本化学工業 小玉 春･杉矢 正、弘前大院理

工 沢田 英夫 

 16:15 

 1323 

1H27 ペルフルオロ-1,3-プロパンジスルホン酸/シ

リカナノコンポジットの調製とその熱安定性……弘前

大院理工 ○劉 心来･田嶋 司、ジェムコ 大森 浩太･本

田 常俊･八柳 博之、弘前大院理工 沢田 英夫 

 16:30 

 1324 

1H28 酵素の吸着状態と電子移動反応に及ぼすカー

ボンナノチューブの界面状態の影響……熊本大院自然 
○冨永 昌人･金子 詩織･山口 裕之･西村 敏史･坂本 

信悟･谷口 功 

 16:45 

 1325 

1H29 有機/無機ハイブリッドの高性能化をめざした

高分子の表面改質……京工繊大院工芸 ○福本 悠吾･太

田 尚樹･本柳 仁･箕田 雅彦 

 17:00 

 1326 

1H30 ザリガニ由来変異ペプチドを用いた炭酸カル

シウム／高分子複合体の構築……東大院工 ○山本 祐

也･赤岩 慧･西村 達也、東大院農 井上 宏隆･長澤 寛

道、東大院工 加藤 隆史 

 [座長 箕田 雅彦] 

 17:15 

 1327 

1H31 高分子フィルムへの密着性に優れた無電解メ

ッキ……産総研ナノテク ○堀内 伸･中尾 幸道 

 17:30 

 1328 

1H32 含フッ素オリゴマー/ビナフトール/シリカナ

ノコンポジットの調製と応用……弘前大院理工 ○松木 

佑典･後藤 勇貴･麦沢 正輝、日本化学工業 小玉 春･

杉矢 正、弘前大院理工 沢田 英夫 

 17:45 

 1329 

1H33 フルオロアルキルキ基含有ビニルトリメトキ

シシランオリゴマー/酸化亜鉛ナノコンポジットの調

製と表面改質への応用……弘前大院理工 ○平山 優太

郎、太陽誘電 笹沢 一雄、弘前大院理工 沢田 英夫 

 18:00 

 1330 

1H34 架橋性含フッ素高分子ナノコンポジットと有

機色素との相互作用およびこれらコンポジット中にお

ける有機色素の光分解……弘前大院理工 ○後藤 勇貴･

沢田 英夫 

 18:15 

 1331 

1H35 シリコングレイティング基板を用いた

PS-PDMS の配列制御……京大院工 ○竹中 幹人･油屋 就

介･赤坂 哲、日立 多田 靖彦･吉田 博史、京大院工 長

谷川 博一 

 
5 月 28 日（木） 

高分子機能 
（1.光） 

 [座長 関 隆広] 

 9:00 

 1332 

2H01 ラジカル解離型高速フォトクロミック分子の

高速スイッチング特性……青学大理工 ○波多野 さや

佳･岸本 雄太･木本 篤志･阿部 二朗 

 9:15 

 1333 

2H02 ポリラジカルを発色体とするラジカル解離型

高速フォトクロミック分子……青学大理工 ○木本 篤

志･岸本 雄太･阿部 二朗 

 9:30 

 1334 

2H03 フェノールオリゴマーから誘導される超高効

率発光色素の合成とその光物理的性質……東工大院理

工 ○隅 健太郎･小西 玄一 

 [座長 阿部 二朗] 

 9:45 

 1335 

2H04 架橋アゾベンゼン液晶高分子フィルムの光運

動におけるアゾベンゼン濃度依存性……東工大資源研 
○島村 亜希･平岡 朋洋･近藤 瑞穂、東北大多元研 久

保 祥一、東工大資源研 間宮 純一･宍戸 厚･池田 富樹 

 10:00 

 1336 

2H05 ポリアリルおよびポリチオールデンドリマー

を用いたエン・チオール系フォトポリマーの高感度化

……東邦大理･東邦大複合物性研セ ○青木 健一、東邦大

理 鈴木繭子、東邦大理･東邦大複合物性研セ 市村國宏 

 [座長 市村 國宏] 

 10:15 

 1337 

2H06 液晶性アゾベンゼンブロックコポリマーの光

配向と斜入射X線回折によるナノ構造評価……名大院工 

小飯塚 祐介･森川 雄市･○永野 修作･関 隆広、東大院

新領域 神原 一暁･篠原 佑也･雨宮 慶幸 

 10:30 

 1338 

2H07 長鎖アルキルメタクリレートを含む液晶性ア

ゾベンゼンブロックコポリマー薄膜におけるミクロ相

分離構造の光配向制御……名大院工 ○村瀬 智也･小飯

塚 祐介･永野 修作、東大院新領域 神原 一暁･篠原 佑

也･雨宮 慶幸、名大院工 関 隆広 

 10:45 

 1339 

2H08 4-[ビス(9,9-ジメチルフルオレン-2-イル)ア

ミノ]アゾベンゼン－酢酸エチル共結晶を用いる光誘

起表面レリーフ回折格子形成……阪大院工 ○中野 英之 

 [座長 中野 英之] 

 11:00 

 1340 

2H09 複屈折変調材料によるシリカ逆オパール膜の

Bragg 反射波長制御……熊本大院自然 ○城田 友美、近畿

大分子研 森次 正樹、熊本大院自然 緒方 智成･栗原 

清二 

 11:15 

 1341 

2H10 有機結晶・シリカナノハイブリッドのフォトク

ロミック挙動……東邦大理 ○船曳 彰、東邦大理･東邦大

複合物性研セ 青木 健一･市村 國宏 

 11:30 

 1342 

2H11R PVA 水溶液中にナノ分散したアゾベンゼン結

晶の光異性化挙動……東邦大理･東邦大 HRC ○市村 國

宏･青木 健一 

 [座長 西久保 忠臣] 

 12:30 
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2H12IL* 共役系ポリマーからの単一光子発生と応用……
京工繊大院工芸科学･JSTさきがけ ○増尾 貞弘 

 [座長 上田 充] 

 13:00 

 1343 

2H14 多重光渦を用いた新規二光子励起重合法の検

討……農工大院工 ○豊田 耕平、千葉大院融合科学 中條 

恵介･尾松 孝茂、農工大院工 渡辺 敏行 

 13:15 

 1344 

2H15 3-メトキシフェノールと 1,5-ペンタンジアー

ルの縮合反応による環状オリゴマーの合成と機能化

……神奈川大工 ○新名 伸光･工藤 宏人･西久保 忠臣、

JSR 丸山 研･甲斐 敏之･下川 努 

 13:30 

 1345 

2H16 ビシクロオルトエステル残基を有する光反応

性屈折率上昇材料の合成……神奈川大工 工藤 宏人･○

鈴木 雅也･西久保 忠臣 

 [座長 川月 喜弘] 

 13:45 

 1346 

2H17 ポリアミック酸、架橋剤、光酸発生剤、熱塩基

発生剤からなる低温環化可能なポジ型感光性ポリイミ

ド……東工大院理工 ○小倉 知士･東原 知哉･上田 充 

 14:00 

 1347 

2H18 ポリ(o-ヒドロキシアミド)、マイケル付加型架

橋剤及び新規光塩基発生剤からなるネガ型感光性ポリ

ベンゾオキサゾールの開発……東工大院理工 ○溝口 勝

久･東原 知哉･上田 充 

 14:15 

 1348 

2H19 多官能光反応性塩基増殖剤の合成と光硬化性

有機－無機ハイブリッド材料への応用……東理大理工 
○樫野 智將･有光 晃二 

 [座長 佐々木 健夫] 

 14:30 

 1349 

2H20 ベンゾイン型光反応性塩基増殖剤の合成と光

反応性材料への応用……東理大理工 ○永井 秀樹･有光 

晃二 



 14:45 

 1350 

2H21 365 nm 光に感光する光脱炭酸型塩基発生剤の

合成と UV キュアリング材料への応用……東理大理工 ○

遠藤 亮介･有光 晃二 

 15:00 

 1351 

2H22 アダマンチル基を有する Noria の合成と、その

EUV レジスト材料への応用……神奈川大工 工藤 宏人･○

陶山 裕司･西久保 忠臣 

 [座長 有光 晃二] 

 15:15 

 1352 

2H23 リワーク型エポキシ樹脂の UV ナノインプリン

トリソグラフィーへの応用……阪府大院工 ○若山 浩

之･陶山 寛志･岡村 晴之･白井 正充 

 15:30 

 1353 

2H24 リワーク能を有する低収縮性UV硬化樹脂……阪
府大院工 ○松川 大作･初瀬 達也･岡村 晴之･白井 正

充 

 15:45 

 1354 

2H25 ポリスチレン薄膜の光反応に基づく物質移動

現象……横国大院工 ○生方 俊･守屋 雄介･横山 泰 

 16:00 

 1355 

2H26 ラダー型環状化合物(Noria、pyro-Noria)を基

盤とした EB-およびEUV-レジスト材料の開発……神奈川

大工 ○関 浩之･加藤 由貴･工藤 宏人･西久保 忠臣、

JSR 丸山 研･甲斐 敏之･下川 努 

 [座長 岡村 晴之] 

 16:15 

 1356 

2H27 ポリフェニレンビニレン誘導体/光酸発生剤系

の増感フォトオプティカル効果……東理大理工 ○中藤 

陽介･岡野 久仁彦･山下 俊 

 16:30 

 1357 

2H28 光解重合性ポリオレフィンスルホンの解重合

メカニズム……東理大院理 ○野呂 基貴･佐々木 健夫、

東北大 松田 實 

 16:45 

 1358 

2H29 露光部が解重合を生じて揮発する高分子の開

発……東理大院理 ○近藤 貴之･佐々木 健夫、東北大 松

田 實 

 
5 月 29 日（金） 

高分子機能 
（1.光） 

 [座長 小西 玄一] 

 9:00 

 1359 

3H01 伝搬モードの制御による屈折率分布型プラス

チック光ファイバの広帯域化……慶應大院理工 ○野田 

隆文･根橋 加寿馬、JST-ERATO-SORST 高橋 聡、慶應大

院理工･JST-ERATO-SORST 小池 康博 

 9:15 

 1360 

3H02 全フッ素化ポリマー光ファイバの伝送特性解

析……JST-ERATO-SORST･慶應大理工 ○近藤 篤志、AGC 木

元 長和･田中 爾文、JST-ERATO-SORST 高橋 聡、

JST-ERATO-SORST･慶應大理工 小池 康博 

 9:30 

 1361 

3H03 含ハロゲン共重合体によるフォトニクスポリ

マーの高機能化……慶應大院理工･JST-ERATO-SORST ○小

池 康太郎･加戸 貴洋･佐藤 全、JST-ERATO-SORST･

Polytechnic Institute of NYU 岡本 善之、慶應大院

理工･JST-ERATO-SORST 小池 康博 

 9:45 

 1362 

3H04 高複屈折性ポリマーの配向挙動解析とその応

用……慶應大院理工 ○小林 大輔、慶應大院理工･

JST-ERATO-SORST 多加谷 明広･小池 康博 

 [座長 小池 康博] 

 10:00 

 1363 

3H05 高屈折率・高アッベ数を有するポリ(チオエー

テルスルホン)……東工大院理工 ○鈴木 康夫･東原 知

哉･上田 充 

 10:15 

 1364 

3H06 デザイン型フェノールを用いた立体規則性高

分子の合成と透明高屈折率材料への応用……東工大院

理工 ○東城 裕介･小西 玄一 

 10:30 

 1365 

3H07 スピロピラン修飾ポリマーの光応答性複合体

形成……産総研 ○須丸 公雄･高木 俊之･高井 克毅･金

森 敏幸 

 [座長 須丸 公雄] 

 10:45 

 1366 

3H08 光応答性共役ポリマーを用いた水分散性ナノ

粒子の蛍光の光制御……京大院工 ○宮下 達明･早坂 裕

之、筑波大工 田村 和也･Bell Stephen、筑波大 TIMS 京

谷 陸征、京大院工 赤木 和夫 

 11:00 

 1367 

3H09 トラン部位を有する光駆動分子モーターの合

成と光応答性……東理大理工 ○盧 炯珉･岡野 久仁彦･

山下 俊 

 11:15 

 1368 

3H10 光学活性ポリ[2,7-ビス(4-t-ブチルフェニル)

ジベンゾフルベン]の合成と光によるコンホメーショ

ン変化……北大院工 ○坂本 猛･中野 環 

 11:30 

 1369 

3H11 高電気光学効果を有する FTC 側鎖高分子の合

成と光学特性……九大院総理工 ○村田 幸司、九大先導

研 Piao Xianqing、九大先導研･九大院総理工 井上 振

一郎･横山 士吉、情通機構 青木 功･大友 明、住友電

工 田澤 英久 

 [座長 堤 直人] 

 12:30 

 102 

3H12IL* 超分子有機結晶の階層構造形成と発光特性……
阪大院工 ○藤内 謙光･久木 一朗･宮田 幹二 

 13:00 

 1370 

3H14 ペリレン系単一ナノサイズ凝集体の光アンチ

バンチング挙動_II_……京工繊大院工芸 ○村上 巧、京

工繊大院工芸･JSTさきがけ 増尾 貞弘、東北大多元研 

増原 陽人、京工繊大院工芸 西 信弘･村主 舞、東北大

多元研 松田 佳久、京工繊大院工芸 町田 真二郎、JST

さきがけ･東北大多元研 笠井 均、東北大多元研 及川 

英俊、京工繊大院工芸 板谷 明 

 13:15 

 1371 

3H15 プラズモン増強を利用したハイブリッド高分

子ナノ集積体の光第二高調波発生－金ナノ粒子のサイ

ズ効果……東北大多元研 石藤 美紀･○三ツ石 方也･宮

下 徳治 

 13:30 

 1372 

3H16 有機無機ハイブリッド型ゲルマニウムポリマ

ーの屈折率制御……東北大多元研 ○藤井 亮介･渡辺 

明･宮下 徳治 

 [座長 板谷 明] 

 13:45 

 1373 

3H17 高分子フォトリフラクティブ材料……京工繊大

院工 ○土肥 彰人･坂井 亙･堤 直人 

 14:00 

 1374 

3H18 有機ポリマーレーザー……京工繊大院工 ○西田 

斉司･坂井 亙･堤 直人 

 14:15 

 1375 

3H19 銀イオンのフェムト秒レーザー還元とナノ細

線形成……京工繊大院工 ○永田 和也･坂井 亙･堤 直人 

 [座長 松井 淳] 

 14:30 

 1376 

3H20 オプティカルポーリングによるχ（2)構造形成

のリアルタイムモニタリング i……京工繊大院工 ○永野 

佑樹･坂井 亙･堤 直人 

 14:45 

 1377 

3H21 人工光合成を目指した酸素発生ゲルシステム

とその機能制御……東大院工 ○桶葭 興資･吉田 亮 

 15:00 

 1378 

3H22 光捕集部位-フラーレンの 2 元系システムによ

る光線力学治療薬の開発……奈良先端大院物質 ○秋山 

元英･池田 篤志･菊池 純一、芝浦工大院工 小西 利史、

奈良先端大院バイオ 小川 拓哉･竹家 達夫 

 

Ｊ 会 場 

(505) 

5 月 27 日（水） 
高分子機能 
（8.ゲル） 

 [座長 須丸 公雄] 

 10:00 

 1379 

1J05 補因子コンジュゲート分子認識部位をもつモ

レキュラーインプリントポリマー……神戸大院工 森 

拓也･○竹内 俊文 

 10:15 

 1380 

1J06 表面プラズモン共鳴センサーを用いた分子応

答性ゲル薄膜の標的分子に対するシグナル応答変化

……関西大化学生命工･関西大 HRC･JST-PRESTO ○宮田 

隆志、関西大化学生命工 磯部 裕貴、関西大化学生命

工･関西大 HRC 浦上 忠 

 10:30 

 1381 

1J07 イオン液体中で LCST 型相挙動を示す高分子ゲ

ルの光誘起相転移……横国大院工 ○山口 鮎子･小玉 康

一･上木 岳士･渡邉 正義 

 [座長 竹内 俊文] 

 10:45 

 1382 

1J08 スピロピラン修飾ポリマーゲルからなる集積

型光応答流体バルブ……産総研 ○須丸 公雄･シラギー 

アンドラス･杉浦 慎治･高木 俊之･服部浩二･金森敏幸 



 11:00 

 1383 

1J09 放射性廃棄物からのマイナーアクチニド抽出

を目指した TPEN誘導体架橋 NIPAゲルの合成……神戸大

院工 ○稲葉 優介･津曲 貴幸･福岡 佐千緒･森 敦紀、

東工大総理工 中野 義夫、東工大資源研 竹下 健二 

 11:15 

 1384 

1J10 PNIPAM ナノファイバーゲルの高速温度応答……
山梨大院医工 小林 慶子･厳 虎･○奥崎 秀典 

 11:30 

 1385 

1J11 ポリ(アクリル酸誘導体)を主鎖に用いた親油

性高分子電解質ゲルの合成と応用……九大院工 ○小野 

利和･佐田 和己 

 [座長 宮田 隆志] 

 12:30 

 105 

1J12IL* 光を利用したゲルの構造評価と機能化‐ゲル

フォトニクスの展開‐……北大院理 ○古川 英光 

 [座長 佐田 和己] 

 13:00 

 1386 

1J14 ゲルアクチュエータの高強度化と駆動特性に

関する研究……早大院理工 ○中丸 啓･前田 真吾･原 雄

介･橋本 周司 

 13:15 

 1387 

1J15 高強度 semi-IPN ゲルの接着手法に関する研究

……早大院工 ○阿部 秀和･原 雄介･前田 真吾･橋本 周

司 

 13:30 

 1388 

1J16 準剛直高分子電解質の階層的構造形成による

ハイドロゲルの機能化－異方性を導入した超延伸性ダ

ブルネットワークゲルの創製……北大院理 ○澤田 大

輔･古川 英光･楊 薇･呉 子良･黒川 孝幸･龔 剣萍 

 [座長 古川 英光] 

 13:45 

 1389 

1J17 低毒性可塑剤を用いた誘電アクチュエータ……
信州大繊維 ○藤浪 崇、信州大 SBVL 高崎 緑、信州大

繊維 平井 利博 

 14:00 

 1390 

1J18 温度及び pH 刺激に応答して湾曲する勾配ゲル

の作製……阪大院工 ○麻生 隆彬･明石 満 

 14:15 

 1391 

1J19 多分岐ポリエチレングリコール/コラーゲンモ

デルペプチドの感熱応答性ゾル－ゲル転移……阪大院

工 ○雨川 量太郎、阪大院工･21COE 和久 友則･松崎 典

弥･明石 満 

 [座長 奥崎 秀典] 

 14:30 

 1392 

1J20 薬剤溶出性ステントに向けたマトリックス材

料の開発……物材機構生材セ 高柳 真里子、東大循環器 

眞鍋 一郎･永井 良三、物材機構生材セ ○田口 哲志 

 14:45 

 1393 

1J21 刺激応答性を有する新規ナノコッポジット型

ヒドロゲルの合成と特性……川村理研 ○村田 一高･原

口 和敏 

 15:00 

 1394 

1J22 無機ナノシート液晶/ポリ(N-イソプロピアミ

ド)複合ゲルの合成と物性……福岡工大工 ○新立 盛生･

宮元 展義、原子力機構 元川 竜平 

 15:15 

 1395 

1J23 新規 S/O/W エマルション法を用いた多孔質高

分子微粒子の作製……栗本鐵工所 ○高井 千加･堀田 

禎･塩崎 修司、阪大 阿部 浩也 

 [座長 松本 章一] 

 15:30 

 108 

1J24IL* 遷移金属錯体を用いたリビングラジカル重合

による機能性高分子の創成……京大院工 ○寺島 崇矢 

 16:00 

 111 

1J26IL* 精密ラジカル重合から精密縮合重合へ……奈良

先端大院物質 ○安藤 剛 

（10.その他） 

 [座長 沼田 憲男] 

 16:30 

 1396 

1J28 常温での変形が可能な形状記憶プラスチック

……NEC ○井上 和彦･山城 緑 

 16:45 

 1397 

1J29 ポリスチレンによるπ共役高分子ナノ結晶の

カプセル化と配列制御……東北大多元研 ○小野寺 恒

信･中村 美佳･増原 陽人、東北大多元研･JSTさきがけ 

笠井 均、日大工 根本 修克、東北大多元研 及川 英俊 

 17:00 

 1398 

1J30 パターン基板上の微小球配列を鋳型としたポ

リイミド逆オパール構造の作製と評価……東北大多元

研 ○林 武･小野寺 恒信、産総研 石坂 孝之、物材機

構量子ドットセ 三井 正、物材機構半導体セ 若山 裕、

東北大多元研 及川 英俊 

 17:15 

 1399 

1J31 コレステリック液晶を反応場とした不斉重合

による光学活性ポリイソシアニドの合成……筑波大院

数理物質 ○大川 哲志･太田 怜奈･後藤 博正 

 [座長 笠井 均] 

 17:30 

 1400 

1J32 エレクトロスピニング法による導電性ポリイ

ミドナノファイバーの作製とその評価……首都大院都

市環境 ○福嶋 聡、理研 鈴木 嘉昭、首都大院都市環

境 川上 浩良 

 17:45 

 1401 

1J33 2 段階の温度応答性を有するブロック共重合

体の水溶液中における集合化挙動……鹿児島大院理工 
○小土橋 陽平･山元 和哉･青柳 隆夫 

 18:00 

 1402 

1J34 DNA/機能性分子高次組織体の構造と特性に及

ぼすカチオン性界面活性剤の効果……千葉大院融合科

学 ○孫 麗奈･松本 和樹･小林 範久 

 18:15 

 1403 

1J35 プラスチック廃棄物処理法のＬＣＡ評価－東

京都二十三区の事例に関して……プラスチック処理促

進協会 ○西原 一･尾崎 吉美、東京二十三区清掃一部

事務組合 小林 正自郎 

 
5 月 28 日（木） 

高分子機能 
（7.液晶） 

 [座長 岡野 久仁彦] 

 9:00 

 1404 

2J01 π共役液晶分子の自己組織化と機能……東大院

工 ○安田 琢麿･大井 寛崇、農工大院 赤間 祐介･箕浦 

潔、東大院工 舟橋 正浩、農工大院 下村 武史、東大

院工 加藤 隆史 

 9:15 

 1405 

2J02 液晶性超分子ブロック共重合体を鋳型とした

高分子ナノ構造構築……名大院工 ○西見 昭雄･永野 修

作･関 隆広 

 9:30 

 1406 

2J03 液晶性完全縮環ポルフィリン錯体を用いる有

機半導体の分子設計……東大院工 ○櫻井 庸明･田代 健

太郎、京大院理 大須賀 篤弘、阪大産研 佐伯 昭紀･

関 修平･田川 精一、東大院工 相田 卓三 

 9:45 

 1407 

2J04 Room-Temperature Bicontinuous Cubic 

Discotic Liquid Crystal Consisting of an 

Imidazolium Ion-Appended 

Triphenylene……JST-ERATO-SORST ○Md. Akhtarul Alam･
Jin Motoyanagi･Akihisa Yamaguchi･Yohei Yamamoto、

RIKEN･The Univ. of Tokyo Takanori Fukushima、ISIR, 

Osaka Univ. Akinori Saeki･Shu Seki･Seiichi Tagawa、

JST-ERATO-SORST･The Univ. of Tokyo Takuzo Aida 

 [座長 関 隆広] 

 10:00 

 1408 

2J05 イミダゾリウムイオン部位を有するペリレン

ビ ス イ ミ ド 誘 導 体 の 液 晶 挙 動 と 光 電 子 物 性

……JST-ERATO-SORST ○山口 章久･ALAM Md. Akhtarul･

山本 洋平、理研･東大院工 福島 孝典、阪大産研 佐伯 

昭紀･関 修平･田川 精一、JST-ERATO-SORST･東大院工 

相田 卓三 

 10:15 

 1409 

2J06 カーボンナノチューブと高い親和性を有する

イミダゾリウム塩側鎖合有ディスコティック液晶性分

子 …… 東 大 院  ○ 李  廷 湖 ･ 藤 田  典 史 、

JST-ERATO-SORST,Nanospace Project あらむ あくた

る･山本 洋平、理研 福島 孝典、東大院 相田 卓三 

 10:30 

 1410 

2J07 イミダゾリウム塩を含む液晶性化合物のキャ

リヤ移動度……産総研ナノテク ○清水 洋･米谷 慎、ス

トラスブール材料物化研 ハインリッヒ ベノア･ギヨ

ン ダニエル･ドゥース ローラン 

 10:45 

 1411 

2J08 液晶性トリフェニレンにおける周辺フェニル

基フッ素化の液晶性への効果……産総研ナノテク･チッ

ソ石油化学･神戸大院工 笹田 康幸、産総研ナノテク 

物部 浩達、神戸大院工 上田 裕清、産総研ナノテク ○

清水 洋 

 [座長 原口 和敏] 

 11:00 

 1412 

2J09 発光性イオン液晶……東大院工 ○田辺 佳奈･安

田 琢麿･加藤 隆史 

 11:15 

 1413 

2J10 主鎖型高分子液晶エラストマーの相転移と自

発変形……東工芸大工 田代 徹･近藤 友惟･○平岡 一幸 

 11:30 

 1414 

2J11 側鎖にオリゴオキシエチレン骨格を有するア

ゾトラン液晶高分子の開発とナノ相分離構造の光制御

……東理大理工 ○三上 安行･岡野 久仁彦･山下 俊 



 [座長 清水 洋] 

 12:30 

 1415 

2J12 フォトリフラクティブ強誘電性液晶用光導電

性キラルドーパント……東理大理 ○佐々木 健夫･宮崎 

大資 

 12:45 

 1416 

2J13 伸縮性を有するナノコンポジット型液晶ゲル

の光学特性……川村理研 ○村田 一高･原口 和敏 

PJ-ゼオン賞受賞講演 

 [座長 及川 英俊] 

 13:00 

 75 

2J14IL** Enhanced Photocurrent Generation by 

Electron Hopping through Regularly-Arranged 

Chromophores in a Helical Peptide Monolayer……京
大院工 ○森田 智行･柳澤 和幸･木村 俊作 

 [座長 柴山 充弘] 

 13:30 

 78 

2J16IL** Intrinsic Viscosity of Wormlike Regular 

Three-Arm Stars……京大院工 ○井田 大地 

 [座長 高原 淳] 

 14:00 

 81 

2J18IL** Conformation of Single Poly(methyl 

methacrylate) Chains in an Ultra-Thin Film Studied 

by Scanning Near-Field Optical Microscopy……京大

院工 ○青木 裕之 

高分子機能 
（4.耐熱・難燃性高分子） 

 [座長 安藤 慎治] 

 14:30 

 1417 

2J20 ヒドロシリル化反応による有機無機ハイブリ

ッドポリマーの合成と物性……東北大多元研 ○石川 貴

啓･渡辺 明･宮下 徳治 

 14:45 

 1418 

2J21 交互かご鎖構造を有する全シロキサンコポリ

マーの階層的構造制御と物性……熊本大院 ○末吉 直

人･川島 典子･則行 秀一、九大院 田中 敬二、チッソ 

松尾 孝志･大場 智之、熊本大院 國武 雅司 

 15:00 

 1419 

2J22 2,6-および 2,5-キシレノールの酸化共重合に

よる高性能ポリフェニレンエーテルの開発……岩手大

工 ○芝崎 祐二･星 健太･大石 好行 

 15:15 

 1420 

2J23 ポリ(2,5-ベンズイミダゾール)の高次構造に

及ぼすモノマー構造の影響……岡山大院環境 木村 和

也･○宮 瑾、岡山大院自然 内田 哲也、岡山大院環境 

山崎 慎一･木村 邦生 

 15:30 

 1421 

2J24 透明ポリイミドの複屈折制御……東邦大理 ○長

谷川 匡俊･藤井 真理･羽賀 美沙子 

 [座長 長谷川 匡俊] 

 15:45 

 1422 

2J25 光干渉法により測定したポリイミド薄膜にお

ける屈折率と膜厚の温度変化……東工大院理工 ○関口 

健治･安藤 慎治 

 16:00 

 1423 

2J26 フェニルエチニルアニリノメラミン骨格を有

する熱硬化性芳香族ポリイミドの合成と性質……岩手

大工 ○佐々木 佳子･芝崎 祐二･大石 好行、宇宙機構 

石田 雄一 

 16:15 

 1424 

2J27 ゾル-ゲル法によるシリカ連結ポリイミド複合

体の作製と性質……岩手大工 村梶 慶太･芝崎 祐二･○

大石 好行 

 16:30 

 1425 

2J28 In situ 析出法によるポリイミド／MgO ハイブ

リッド薄膜の調製と特性解析……東工大院理工 ○村上 

公也･依藤 大輔･安藤 慎治 

 16:45 

 1426 

2J29 単分散CNT/PI複合材料の合成と機能……東理大 
○三浦 徹･岡野 久仁彦･山下 俊 

 
 
 
Room J (505) 

5 月 29 日（金） 

Fri. May 29 
高分子機能 

Functional Polymers 
“English Session” 

 H. Ihara, presiding 

 9:00 

 115 

3J01ILA  Polymer Solar Cells－Effect of Thermal 

Annealing and Chemical Structures……Dept. of Chem. 
Eng., Kyungpook National Univ. ○Youngkyoo Kim 

 9:30 

 116 

3J03ILA  In situ characterization of bio-mimetic 

thin films using by X-ray and Neutron 

Reflectivity……Dept. of Chemistry & 

Interdisciplinary Program of Biotech., Sogang 

Univ.･Sogang-HANARO Joint Institute for Biological 

Interfaces ○Kwanwoo Shin 

 T. Oyama, presiding 
 10:00 

 1427 

3J05 Preparation of a DNA aptamer-Pt Complex and 

its Use in the Colorimetric Sensing of 

Thrombin……National Central Univ. ･ National 

Research Inst. for Child Health and Dev. ○Akon 

Higuchi、OneCell, Inc. Hisashi Fukushima 

 10:15 

 1428 

3J06 Supramolecular Liquid-Crystalline Polymers 

containing Carboxylic azobenzene moieties……Top 
runner incubation center for academia-industry 

fusion, Nagaoka Univ. of Tech.･Dept. of Materials 

Science and Tech., Nagaoka Univ. of Tech. ○Dong 

Chen、Dept. of Materials Science and Tech., Nagaoka 

Univ. of Tech. Hui Liu･Takaomi Kobayashi、Top runner 

incubation center for academia-industry fusion, 

Nagaoka Univ. of Tech.･Dept. of Materials Science 

and Tech., Nagaoka Univ. of Tech. Haifeng Yu 

 10:30 

 1429 

3J07 Towards Covalent Organic Framework via C-C 

Bond Forming Reaction: Blue-Luminescent, 

Conducting, and Photoconductive Polyphenylene 

Molecular Cubes……Dept. of Materials Molecular 

Sci., Inst. for Molecular Sci. ○Long Chen、Dept. 

of Materials Molecular Sci., Inst. for Molecular 

Sci.･JST-PRESTO Donglin Jiang 

 10:45 

 1430 

3J08 Improvement of the performance of 

dye-sensitized solar cells by using bulky 

peptides……Okayama Univ. Dept. of Med. and Bioeng. 
○Mizuki Kitamatsu、Hiroshima Univ. Dept. of Appl. 

Chem. Yousuke Ooyama･Yutaka Harima、Okayama Univ. 

Dept. of Med. and Bioeng. Masahiko Sisido 

 T. Kaneko, presiding 
 11:00 

 1431 

3J09 Morphological and Transport Studies of 

Proton-Conducting Hydrocarbon Membranes……AIST ○

M. A. Barique･Akihiro Ohira･Koh Kidena･Naohiko 

Takimoto 

 11:15 

 1432 

3J10 Fabrication of protic ionic 

liquid/sulfonated polyimide composite membranes 

for non-humidified intermediate temperature fuel 

cells……Dept. of Chem. & BioTech., Yokohama 

National Univ. ○ Seungyul Lee ･ Tomohiro Yasuda ･

Masayoshi Watanabe 

 11:30 

 1433 

3J11 Electrochemical polymerization of 

doubly-strapped porphyrin/bithiophene 

conjunction……National Inst. for Materials Sci. ○
Kazunori Sugiyasu･Masayuki Takeuchi 

 T. Takeichi, presiding 
 12:30 

 1434 

3J12 A Mechanochromic Elastomer: Mechanical 

Control of Efficiency in Fluorescence Resonance 

Energy Transfer (FRET)……Univ. of Tsukuba･NIMS ○
Soichiro Ogi、NIMS Kazunori Sugiyasu、Univ. of 

Tsukuba･NIMS Masayuki Takeuchi 

 12:45 

 1435 

3J13 Phosphorescent Mesostructured Silica 

Templated by a Columnar Assembly of a Trinuclear 

Au(I) Pyrazolate Complex……The Univ. of Tokyo, sch. 
of eng., Dept. of Chem. and BioTech. ○ Hendrik 

Oktendy Lintang 、 Tohoku Univ., Inst. of 

Multidisciplinary Research for Advanced Materials 

Kazushi Kinbara、The Univ. of Tokyo, sch. of eng., 

Dept. of Chem. and BioTech. Kenichi Tanaka･Takuzo 

Aida 



 13:00 

 1436 

3J14 Application of Holographic Gratings Formed 

with Siloxane-containing Derivatives to Dense 

Wavelength Division Multiplexing System……JAIST ○
Yeonghee Cho ･ Yusuke Kawakami 、 Chungbuk-Korea 

Changwon Shin･Nam Kim 

 13:15 

 1437 

3J15 Effects of functional group and 

functionality of polypropylene glycol with 

triethoxysilyl on performance of holographic 

gratings……JAIST ○Watthanapol Jarernbunthitchai･

Yeonghee Cho･Yusuke Kawakami、Pusan Univ.-Korea 

Eunhwa Jeong･Karam Sun･Byungkyu Kim 

 K. Kinbara, presiding 
 13:30 

 1438 

3J16 Poly-sulfone based EO materials for stable 

device application……IMCE, Kyushu Univ. ○Xianqing 
Piao･Shin-ichiro Inoue･Shiyoshi Yokoyama 

 13:45 

 1439 

3J17 Properties of polybenzoxazine-polysiloxane 

hybrids prepared by sol-gel process……Toyohashi 
Univ. of Tech. ○ Hosta Ardhyananta ･ Takehiro 

Kawauchi･Tsutomu Takeichi 

 14:00 

 1440 

3J18 The effect of terminal groups of liquid 

rubber on the thermal and mechanical properties of 

rubber-modified polybenzoxazine……Toyohashi Univ. 
of Tech. ○ Dwi Ngesti Suwitaningsih ･ Takehiro 

Kawauchi･Tsutomu Takeichi 

 S. Yokoyama, presiding 
 14:15 

 1441 

3J19 Preparation and properties of 

polyimide/polysiloxane hybrid using sol-gel 

process……Toyohashi Univ. of Tech. ○Alam Shaikh Md. 
Mominul･Takehiro Kawauchi･Tsutomu Takeichi 

 14:30 

 1442 

3J20 A Novel Hydrogel using Nano Crosslinkers: 

Swelling Ratio Controlled by Post Treatment……State 
Key Lab for Modification of Chem. Fiber and Polymer 

Materials, College of Material Sci. and eng., 

Donghua Univ.,China ･ Dept. of Applied chem. and 

Biochem., Kumamoto Univ. ○Yang Liu、State Key Lab 

for Modification of Chem. Fiber and Polymer 

Materials, College of Material Sci. and eng., 

Donghua Univ.,China Meifang Zhu･Wei Zhang、Dept. of 

Applied chem. and Biochem., Kumamoto Univ. Makoto 

Takafuji･Hirotaka Ihara 

 14:45 

 1443 

3J21 Polysaccharide nanocapsular hydrogels with 

eletroresponsive movement.……JAIST ○Quyen Thi Le 

Nguyen･Daisaku Kaneko･Tatuo Kaneko 

 
 
 

Ｋ 会 場 

Room K (504) 

5 月 27 日（水） 

Wed. May 27 
高分子化学 

Polymer Chemistry 
“English Session” 

 M. Ouchi, presiding 
 10:00 

 122 

1K05 Synthesis and Chiroptical Properties of 

Poly(phenyleneethynylene)s Containing Amino Acid 

－ Synthesis and Chiroptical Properties of 

Poly(phenyleneethynylene)s Containing Amino 

Acid……Dept. of Polymer Chem., Grad. sch. of eng., 
Kyoto Univ. ○Ruiyuan Liu･Fumio Sanda、Dept. of 

Environmental and Biotech. Frontier Eng., Faculty 

of Eng., Fukui Univ. of Tech. Toshio Masuda 

 10:15 

 123 

1K06 Block copolymerization of amino 

acid-derived norbornene monomers carrying amino 

and carboxy groups……Grad. sch. of eng., Kyoto Univ. 
○ Sutthira Sutthasupa ･ Fumio Sanda 、 Dept. of 

Environmental and Biotech. Frontier Eng., Fukui 

Univ. of Tech. Toshio Masuda 

 10:30 

 124 

1K07 Metal Complexes of An Extended Nitrogen 

Donor Ligand. Synthesis, Isolation And 

Characterization……National Inst. for Materials 

Sci. ○Anasuya Bandyopadhyay･Masayoshi Higuchi 

 10:45 

 125 

1K08 helix-sense-selective polymerization of 

phenylacetylenes having two hydroxyl groups and an 

oligosiloxanyl group and properties of membranes 

from the resulting polymers……Grad. sch. of Sci. and 
Tech., Niigata Univ. ○Lijia Liu、Grad. sch. of Sci. 

and Tech., Niigata Univ. ･ Materials Eng., and 

Nanochem., Niigata Univ. ･ Center for 

Transdisciplinary Research, Niigata Univ. Masahiro 

Teraguchi、Center for Transdisciplinary Research, 

Niigata Univ.･Venture Business Lab., Niigata Univ. 

Takeshi Namikoshi･Marawanta Edy、Materials Eng., 

and Nanochem., Niigata Univ. ･ Center for 

Transdisciplinary Research, Niigata Univ. Takashi 

Kaneko、Grad. sch. of Sci. and Tech., Niigata Univ.･

Materials Eng., and Nanochem., Niigata Univ. ･

Center for Transdisciplinary Research, Niigata 

Univ.･Venture Business Lab., Niigata Univ. Toshiki 

Aoki 

 A. Goswami, presiding 
 11:00 

 126 

1K09 Reexamination of the Reactivity of  Amino 

Acid N-Carboxyanhydrides (31)－Possibility of the 

Preparation of Polypeptides with Monodisperse and 

Higher Molecular Weight……Fact. of Symbiotic 

Systems Sci., Fukushima Univ. ○Hitoshi Kanazawa･

Aya Inada･Takayuki Arai 

 11:15 

 127 

1K10 Dehydration Polycondensation of 

Dicarboxylic Acids and Diols Using Rare Earth Metal 

Catalysts……Nagoya Inst. of Tech. ○Akinori Takasu･
Tetsuya Makino 

 11:30 

 128 

1K11 Synthesis of Main Chain-Type Polyrotaxanes 

Using New Click Chemistry and Their Derivation by 

Polymer reaction……Tokyo Inst. of Tech. ○Young-gi 
Lee･Yasuhito Koyama･Toshikazu Takata 

 M. Kamigaito, presiding 
 12:30 

 129 

1K12R Recent Advances in the Controlled Radical 

Copolymerization of Vinylidene Fluoride with 

Fluorinated Comonomers……Institut Charles Gerhardt 
UMR ,CNRS ○Bruno Ameduri 

 13:15 

 132 

1K15 Synthesis of heterotactic poly(methyl 

methacrylate) by free radical polymerization of 

catechol dimethacrylate……Tokyo Tech. ○ Yoichi 

Saito･Reiko Saito 

 13:30 

 133 

1K16 Tacticity control of poly(hexyl 

methacrylate) by using cyclodextrin on radical 

polymerization……Tokyo Tech. ○Reiko Saito･Yunshen 
Chen 

 B. Ameduri, presiding 
 13:45 

 134 

1K17 Sequence Controlled Radical Polymerization 

with Protein Template……Grad. sch. of eng. ○Makoto 
Ouchi、California Inst. of Tech. David Tirrell 

 14:00 

 135 

1K18 Highly Active Half-Metallocene Iron 

Catalysts for Living Radical 

Polymerization……Dept. of Polymer Chem., Kyoto 

Univ. ○ Muneki Ishio ･ Takaya Terashima ･ Makoto 

Ouchi･Mitsuo Sawamoto 

 14:15 

 136 

1K19 Advanced Catalysis in Metal-Catalyzed 

Living Radical Polymerization－From Highly Active 

Catalysts to Designer Functional Catalysts and 

Materials……Grad. sch. of eng., Kyoto Univ. ○Takaya 
Terashima･Makoto Ouchi･Mitsuo Sawamoto 



 14:30 

 137 

1K20 Organotellurium-mediated Photoinduced 

Living Radical Polymerization……Kyoto Univ. ○

Yasuyuki Nakamura･Yu Ukai、Osaka City Univ. Atsushi 

Matsumoto、Kyoto Univ. Shigeru Yamago 

 14:45 

 138 

1K21 synthesis of block copolymers by iterative 

living radical and living cationic polymerizations 

using organotellurium compounds as a common chain 

transfer agents……Kyoto Univ., Grad. sch. of 

Polymer Chem. ○Eri Mishima、Takeshi Yamada、Kyoto 

Univ., Grad. sch. of Polymer Chem. Hiroshi 

Watanabe･Shigeru Yamago 

 A. Nune, presiding 
 15:00 

 139 

1K22 Synthesis of Biocompatible and 

Biodegradable Block Copolymers Using Metal-Free 

Living Cationic Polymerization……Grad. Sch. of 

eng., Univ. of Fukui ○Izabela Magdalena Zaleska･

Masaru Kitagawa、Grad. Sch. of eng., Univ. of Fukui･

The Univ. of Sheffield Shinji Sugihara、Grad. Sch. 

of eng., Univ. of Fukui Isao Ikeda 

 15:15 

 140 

1K23 Group transfer polymerization of methyl 

methacrylate catalyzed by phosphazene base……Grad. 
sch. of Engeering, Hokkaido Univ. ○Ryohei Kakuchi･

Kouta Mori･Kaori Chiba･Ryosuke Sakai･Toshifumi 

Satoh･Toyoji Kakuchi 

 15:30 

 141 

1K24 Influences of donors on insertion and chain 

transfer properties of propylene polymerization 

with Ziegler-Natta catalysts……sch. of Materials 
Sci., JAIST ○Toshiaki Taniike･Minoru Terano 

 15:45 

 142 

1K25 Synthesis of a Stereoregular Polymer with a 

Unique Structure by Novel Palladium Complexes with 

Photochromic Ligands and Its Assembling Behaviors 

through Side-Chain Interdigitation……Grad. Sch. of 
Eng., Univ. Tokyo ○Yasunao Miyamura、IMRAM, Tohoku 

Univ. Kazushi Kinbara、Grad. Sch. of Eng., Univ. 

Tokyo Takuzo Aida 

 16:00 

 143 

1K26 Stereoselective polymerization of olefins 

catalyzed by Pd complexes……Tokyo Inst. of Tech., 
Chem. Resources Lab. ○ Takeshi Okada ･ Daisuke 

Takeuchi･Kohtaro Osakada 

 K. Osakada, presiding 
 16:15 

 144 

1K27 Copolymerization of Vinyl Acetate or Methyl 

Acrylate with Carbon Monoxide and Its Mechanistic 

Aspects.……The Univ. of Tokyo ○Akifumi Nakamura･
Kagehiro Munakata、Keio Univ. Takuya Kochi、Kyoto 

Univ. Fukui Inst.. Lung Wa Chung･Keiji Morokuma、

The Univ. of Tokyo Kyoko Nozaki 

 16:30 

 145 

1K28 Mechanistic study of a highly active and 

isospecific cobalt catalyst for propylene oxide 

polymerization……Osaka Univ. ･ Osaka Univ., MEI 

center ○ Hiroharu Ajiro 、 ExxonMobil Kathryn 

Peretti、Cornell Univ. Geoffrey Coates 

 16:45 

 146 

1K29 Stereoselective Alternating 

Copolymerization of Epoxides with Carbon Dioxide 

Catalyzed by Cobalt Complexes with Ammonium 

Groups……The Univ. of Tokyo, Dept. of Chem. & 

Biotech. ○ Koji Nakano･Shinichi Hashimoto･Kyoko 

Nozaki 

 17:00 

 147 

1K30 Design of pi-Electronic Sheet-Shaped 

Macromolecules and Covalent Organic Framework: (I) 

Construction of Photofunctional Belt from 

Poly(triphenylene-pyrene)……IMS ･ JST-PRESTO ○

Donglin Jiang、IMS Shun Wan･Jia Guo 

 J. Mynar, presiding 
 17:15 

 148 

1K31 Design of pi-Electronic Sheet-Shaped 

Macromolecules and Covalent Organic Framework: 

(II) Construction of Photofunctional Molecular 

Cube from Polypyrene……IMS ･ JST-PRESTO ○ Donglin 

Jiang、IMS Shun Wan･Jia Guo 

 17:30 

 149 

1K32 Dispersion behavior of carbon nanotubes 

with graft copolymers containing pyrene 

pendants……Kyoto Inst. Tech., Dept. Chem. & Mater. 
Tech. ○ Kaoru Adachi ･ Maiko Matsuoka ･ Ayumu 

Furutera･Yasuhisa Tsukahara 

 17:45 

 150 

1K33 Synthesis and Structure of Graft 

Polyrotaxane……Dept. of Organic and Polymeric 

Materials, Tokyo Inst. of Tech. ○Yasuhiro Kohsaka･

Yasuhito Koyama･Toshikazu Takata 

 18:00 

 151 

1K34 Synthesis and Self-assembly of Block 

Copolymer with Long Alkyl Tethered Cage 

Silsesquioxane in the Side Chain……Tokyo Tech ○

Yoshihito Ishida ･ Teruaki Hayakawa ･ Masa-aki 

Kakimoto 

 18:15 

 152 

1K35 Design and Functions of Conjugated 

Sheet-shaped Macromolecules and Frameworks……Dept. 
of Materials Molecular Sci., Inst. for Molecular 

Sci. ○Jia Guo･Long Chen･Tomoya Ishizuka･Donglin 

Jiang 

 
 
Room K (504) 

5 月 28 日（木） 

Thu. May 28 
高分子化学 

Polymer Chemistry 
“English Session” 

 D. Jiang, presiding 
 9:00 

 153 

2K01 Novel Photoresponsive Polymer Brushes with 

Densely Integrated Photochromic 

Functionalities……Eng., Univ. Tokyo ○ Nobuhiko 

Hosono、RIKEN Takashi Kajitani、Eng., Univ. Tokyo･

RIKEN Takanori Fukushima･Takuzo Aida 

 9:15 

 154 

2K02 Click Chemistry of Alkynes with 

Azido-organosilsesquioxanes as a Novel Route for 

Synthesizing Highly-Functionalized Si/O 

Frameworks……JAIST ○Vuthichai Ervithayasuporn･Xin 
Wang、ITU Yusuf Yagci、JAIST Yusuke Kawakami 

 9:30 

 155 

2K03 Control of Self-assembled Nano Structures 

for POSS Containing Block Copolymers.……Tokyo Inst. 
of Tech. ･ Wisconsin of Madison Univ. ○ Tomoyasu 

Hirai 、 Wisconsin of Madison Univ. Melvina 

Leolukman ･ Padma Gopalan、 Tokyo Inst. of Tech. 

Teruaki Hayakawa･Masa-aki Kakimoto 

 9:45 

 156 

2K04 Synthesis and Chiroptical Properties of 

Novel Oligopeptides from an Achiral Amino Acid 

'4-Aminopiperidine-4-carboxylic Acid'……sch. of 

eng., The Univ. of Tokyo ○ Joonil Cho ･ Masahiro 

Tanaka、IMARM, Tohoku Univ. Kazushi Kinbara、sch. 

of eng., The Univ. of Tokyo Takuzo Aida 

 10:00 

 157 

2K05 Synthesis of Organic-Metallic Hybrid 

Polymers and their DNA-binding Properties……Grad. 
sch. of Pure and Applied Sci.s, Univ. of Tsukuba ○

Jinghua Li、NIMS Taichi Ikeda･Ravindra R. Pal、Grad. 

sch. of Pure and Applied Sci.s, Univ. of Tsukuba･

NIMS･JST-PRESTO Masayoshi Higuchi 

 M. Higuchi, presiding 
 10:15 

 158 

2K06 Supramolecular Assembly of Novel 

Amphiphilic β-Alkylporphyrin 
Complexes……SOKENDAI･IMS ○Masafumi Oda、IMS Tomoya 

Ishizuka、IMS･JST-PRESTO Donglin Jiang 

 10:30 

 159 

2K07 Supramolecular Assembly and Physical 

Properties of Conjugated Multinuclear Schiff-base 

Complexes……IMS ○Tomoya Ishizuka･Yukiko Isono、IMS･
JST-PRESTO Donglin Jiang、Grad Sch. of Sci, Osaka 

Univ Yusuke Miyake･Takuji Ogawa･Hirofumi Tanaka 



 10:45 

 160 

2K08 Chiral Memory in a Nanoscale Molecular 

Assembly……The Univ. of Tokyo ○ Wei Zhang 、

JST-ERATO-SORST Nanospace Project Wusong Jin、The 

Univ. of Tokyo ･ RIKEN Advanced Science Inst. 

Takanori Fukushima、AIST Noriyuki Ishii、The Univ. 

of Tokyo･JST-ERATO-SORST Nanospace Project Takuzo 

Aida 

 11:00 

 161 

2K09 Supramolecular Nanotube Hydrogel for 

Fixation of Proteins……NTRC-AIST ･ JST-SORST ○

Naohiro Kameta、ICR Kyoto Univ. Kaname Yoshida、

NTRC-AIST ･ JST-SORST Mitsutoshi Masuda ･ Toshimi 

Shimizu 

 11:15 

 162 

2K10 Construction of Organic Nanotubes/PEG 

Complex……AIST, NTRC･JST-SORST ○Mitsutoshi Masuda、
AIST, NTRC Momoyo Wada 、 AIST, NTRC ･ JST-SORST 

Naohiro Kameta ･ Hiroyuki Minamikawa ･ Toshimi 

Shimizu 

 11:30 

 163 

2K11 Non-covalently bonded suprolecular 

material built using polyhedral oligomeric 

silsesquioxane blocks……JAIST ○ Xin Wang ･ Yusuke 

Kawakami･Ervithayasuporn Vuthichai･Yanhong Zhang 

 K. Nakano, presiding 
 12:30 

 164 

2K12 Development of a "Multi-joint Polymer" 

Containing Ferrocene Units in Its Rigid Main 

Chain……sch. of eng., The Univ. of Tokyo ○Takahiro 
Fukino･Norifumi Fujita･Takuzo Aida 

 12:45 

 165 

2K13 Click reaction of isotactic poly(propargyl 

methacrylate)……Grad. sch. of eng. Sci., osaka 

Univ. ○Takehiro Kitaura･Hiroshi Tomioka･Tatsuki 

Kitayama 

 13:00 

 166 

2K14 Photo-crosslinking Using a Photoamine 

Generator without Eliminating By-product……Osaka 
Pref. Univ., Dept. of Appl. Chem. ○Kanji Suyama･

Satoko Ozaki･Masamitsu Shirai 

高分子構造・高分子物理 

Polymer Physics 
“English Session” 

 K. Sakurai, presiding 
 13:15 

 865 

2K15 Bonding nature of crystalline mono- and 

polyDCHD visualized by the MEM application to 

high-resolution synchrotron-radiation X-ray 

data……SPring-8/JASRI ･ RIKEN SPring-8 Center, 

Harima Inst. ○ Bagautdin Bagautdinov ･ Kunihisa 

Sugimoto 、 SPring-8/JASRI Sono Sasaki 、 RIKEN 

SPring-8 Center, Harima Inst. Fumiko Yoshida、

Shimane Univ., Matsue Hiroshi Tanaka 、 Toyota 

Technological Inst. Makoto Hanesaka･Konji Tashiro、

SPring-8/JASRI ･ RIKEN SPring-8 Center, Harima 

Inst.･The Univ. of Tokyo Masaki Takata 

 13:30 

 866 

2K16 Structural analysis of stable-isotope 

labeled peptides for local model of spider silk 

using solid state NMR……Tokyo Univ. of Agriculture 
and Tech. ○Kazuo Yamauchi･Erika Yamaguchi、West 

Virginia Univ. Terry Gullion 、 Tokyo Univ. of 

Agriculture and Tech.･Tokyo Univ. of Agriculture 

and Tech. museum Tetsuo Asakura 

 13:45 

 867 

2K17 Free volume and oxygen permeation in 

ion-exchanged forms of Nafion membrane for fuel 

cells……FC-Cubic, AIST ○Hamdy F. M. Mohamed、NMIJ, 

AIST Y. Kobayashi、FC-Cubic, AIST A. Ohira 

 14:00 

 868 

2K18 Effect of Molecular Weight on Activation 

Energy for Enthalpy Relaxation of Comb 

Polymer……Univ. of Fukui ○Yutaka Tanaka 
 14:15 

 869 

2K19 Relaxation of Strain Induced by 

Photo-cross-link in Homopolymer Observed by 

Mach-Zehnder Interferometry……KIT ○ Dan-thuy   

Van-pham･Tomohisa Norisuye･Qui Tran-cong-miyata 

 H. Chen, presiding 
 14:30 

 870 

2K20 Crystallization Behavior of 

Poly(3-hexylthiophene) (P3HT) and Its Hybrids with 

Inorganic Nanofillers……Grad. Sch. of Eng., Kyushu 
Univ. ○Wengon Yah･Atsushi Irie、Inst. for Materials 

Chem. and eng., Kyushu Univ.･Grad. Sch. of Eng., 

Kyushu Univ. Hideyuki Otsuka･Atsushi Takahara 

 14:45 

 871 

2K21 Transition from microphase to macrophase 

separated structures in end-functional polymer 

blends with hydrogen bonding interactions……Nagoya 
Univ., Dept. of Applied Chem. ○ Katarzyna 

Dobrosielska･Atsushi Noro･ Atsushi Takano･ Yushu 

Matsushita 

 15:00 

 872 

2K22 Dispersion Control of Nano-Carbon Fibers 

Utilizing Selective Adsorption of Component 

Polymer Chains in Polymer Blends－Viscoelasticity, 

Electrical Conductivity and Electromagnetic-Wave 

Absorption……Grad. sch. of Sci. & Tech., Kyoto Inst. 
of Tech. ○ Masaoki Takahashi ･ Ryuji Ishikawa ･

Yukihiro Nishikawa 

 15:15 

 873 

2K23 Influence of Ionic Strength on Molecular 

Aggregation States of Poly(sulfobetaine) Brush at 

Aqueous Solution Interface……Grad. sch. of eng., 
Kyushu Univ. ○Yuki Terayama、Inst. for Materials 

chem. and Eng., Kyushu Univ. ･ JST-ERATO Moriya 

Kikuchi･Motoyasu Kobayashi、Kyoto Univ. Research 

Reactor Inst. Masahiro Hino、Grad. sch. of eng., 

Kyushu Univ.･Inst. for Materials chem. and Eng., 

Kyushu Univ.･JST-ERATO Atsushi Takahara 

 15:30 

 874 

2K24 Cross-Sectional Structure of Wormlike 

Micelle Explored with Contrast Variation Technique 

of Small-Angle X-ray Scattering……The Univ. of 

Kitakyusyu･JST-CREST ○Kazuo Sakurai、The Univ. of 

Kitakyusyu Kenzo Naruse ･ Kenichi Eguchi 、

JASRI/SPring-8 Hiroyasu Masunaga 

 S. K. Sinha, presiding 
 15:45 

 875 

2K25 Structural Transition Induced by Addition 

of Polypropylene Glycol to  Wormlike Micelles 

Explored with SAXS……The Univ. of Kitakyusyu ･

JST-CREST ○Kazuo Sakurai、The Univ. of Kitakyusyu 

Kenzo Naruse、JASRI/SPring-8 Hiroyasu Masunaga 

 16:00 

 876 

2K26 Polymorphism evolution during semi-rigid 

polyion complex formation……Div. of biological 

Sci.s, Grad. sch. of Sci., Hokkaido Univ. ○Zi Liang 

Wu･Hidemitsu Furukawa･Daisuke Sawada･Jian Ping 

Gong 

 16:15 

 877 

2K27 Comparison of the size of bound solvent in 

isotactic polypropylene gel between SANS 

measurement and thermal analysis……Ryukoku Univ. 
Dept. of Materials Chem. ○Narumi Fujiwara･Takahiko 

Nakaoki、JAEA Satoshi Koizumi･Daisuke Yamaguchi、

Waseda Univ. Kazuko Inoue 

 16:30 

 117 

2K28ILA Tetragonally-packed Cylinder Structure 

of Block Copolymer Bearing Comb-Coil 

Architecture……Dept. of Chem. Eng., National Tsing 
Hua Univ. ○ Hsin-lung Chen ･ Jiang-shing Lu ･

Chi-heisn Yu･Chao-lin Yeh、National Synchrotron 

Radiation Research Center, Taiwan U-ser Jeng、Dept. 

of Chem. Eng. and Inst. of Polymer Sci. and 

Eng.,National Taiwan Univ. Wen-chang Chen 

 
 
 
 
 
 



Room K (504) 

5 月 29 日（金） 

Fri. May 29 
高分子構造・高分子物理 

Polymer Physics 
“English Session” 

 K. Kojio, presiding 
 9:00 

 118 

3K01ILA  Epitaxy and Phase Transition of 

Fluoropolymer Crystals in Thin Films on Inorganic 

Substrates……Dept. of Textile Material & Chem., 
Hanoi Univ. of Tech. ○Thuy-trang Hua、Grad. Sch. 

of Sci. and Tech., Kyoto Inst. of Tech. Takashi 

Itoh･Susumu Fujiwara･Masato Hashimoto 

 9:30 

 878 

3K03 NMR Studies on Gelation Mechanism of Agar 

Solution……TUMST ○Bona Dai･Shingo Matsukawa 
 9:45 

 879 

3K04 Analysis of Crosslinking Junctions of 

Vulcanizated Natural Rubber  by Solid-state NMR 

Spectroscopy……Dept. of Materials Sci. and Tech., 
Nagaoka Univ. of Tech. Seiichi Kawahara･○Oraphin 

Chaikumpollert、JEOL Ltd. Satoshi Sakurai、Dept. of 

Materials Sci. and Tech., Nagaoka Univ. of Tech. 

Yoshimasa Yamamoto･Keiichi Akabori 

 10:00 

 880 

3K05 Synthesis and characterization of 

non-surface active cationic diblock copolymers and 

their micellization behavior in aqueous 

solution.……Dept. of Polymer Chem., Kyoto Univ. ○
Rati Ranjan Nayak･Tasuku Yamada･Hideki Matsuoka 

 T. Hua, presiding 
 10:15 

 119 

3K06ILA  Polymer thin Films for Micro-machine 

lubrication……Dept. of Mechanical Eng., National 
Univ. of Singapore ○Sujeet K. Sinha 

 10:45 

 881 

3K08 Studies on deformation of 2D colloidal 

crystal……Dept. of Applied Chem., Osaka Inst. of 
Tech. ○Syuji Fujii･Eiji Haramatsu、Dept. of Applied 

Chem., Osaka Inst. of Tech. ･ Nanomaterials 

Microdevices Research Center, Osaka Inst. of Tech. 

Yoshinobu Nakamura 

 11:00 

 882 

3K09 Surface Composition of Thin Film Conjugated 

PPV Blends: The Scanning Near Field Optical 

Microscopy Study……Dept. of Polymer Chem., Grad. 
sch. of eng., Kyoto Univ. ○Li-ting Lee･Hiroyuki 

Aoki･Toru Ube･Shinzaburo Ito 

 11:15 

 883 

3K10 Biomimetic Formation of Nano-structured 

Titania Thin-Film on Solid Surface……Kawamura Inst. 
of Chem.Research ○Jian-jun Yuan、Kawamura Inst. of 

Chem.Research･JST-CREST Ren-hua Jin 

 11:30 

 884 

3K11 Synthesis of Hollow Metal Oxide Nanospheres 

by Templating Polymeric Micelles with 

Core-Shell-Corona Architecture……Dept. of Chem., 
Faculty of Sci. & eng., Saga Univ. ○ Dian Liu･

Kenichi Nakashima 

 H. Nonaka, presiding 
 12:30 

 885 

3K12 Local Conformation of Poly(methyl 

methacrylate) at Nonsolvent Interfaces by 

Sum-frequency Generation Spectroscopy……Dept. of 
Applied Chem., Kyushu Univ. Yohei Tateishi･○Keiji 

Tanaka･Toshihiko Nagamura 

環境と高分子 

Polymers and Environment 
“English Session” 

 12:45 

 2062 

3K13 Microbial Production of Lactate-based 

Polyesters……Hokudai Eng. ○Ken'ichiro Matsumoto･

Miwa Yamada ･ Takanori Nakai ･ Koutaro Shimizu ･

Seiichi Taguchi 

 13:00 

 2063 

3K14 Analysis of Interaction Force Between 

Chitin-Binding Domains and Chitin 

Surface……PRI-AIST ○ Yoshihiro Kikkawa ･ Hideo 

Tokuhisa、 IIS-UTokyo Hajime Shingai、 BEL-RIKEN 

Tomohiro Hiraishi、IIS-UTokyo Hirohiko Houjou、

PRI-AIST Masatoshi Kanesato、DBB-RITSUMEI Tadayuki 

Imanaka、NRI-AIST Takeshi Tanaka 

 13:15 

 2064 

3K15 COMPARATIVE STUDY OF THE PROPERTIES BETWEEN  

STEREOCOMPLEXED PLA AND PLLA   NANOFIBERS……The 
Univ. of Tokyo･Univ. of the Philippines Mindanao ○

Noreen Grace Villafuerte Fundador、The Univ. of 

Tokyo Yuka Kato･Akio Takemura･Tadahisa Iwata 

 13:30 

 2065 

3K16 Synthesis of Green Condensation Polymers by 

polymerization of wholly-aromatic amino 

acid……sch. of Material Sci., JAIST ○Kai Kan･Tatsuo 
Kaneko 

 T. Iwata, presiding 
 13:45 

 2066 

3K17 Cellulosic Nanocomposite using Bacterial 

Cellulose acetylated in Supercritical Carbon 

Dioxide……Grad. sch. of eng., Kobe Univ. Takashi 
Nishino･Masaru Kotera･○Mari Suetsugu 

 14:00 

 2067 

3K18 In vivo tissue response and degradation of 

poly(lactide) nanofibrous scaffolds:－Effect of 

stereocomplexation……Ryukoku Univ. ○Daisuke Ishii、
RIKEN Inst. Tang Hui Ying、National Cardiovascular 

Center Atsushi Mahara･Tetsuji Yamaoka、The Univ. of 

Tokyo Tadahisa Iwata 

 14:15 

 2068 

3K19 Biosynthesis and characterization of 

P(3HB-co-3H4MV) copolyester……Tokyo Tech. ･ RIKEN 
Inst. ○Tanadchangsaeng Nuttapol、Tokyo Tech. Asahi 

Kitagawa･Tetsuya Yamamoto、Tokyo Tech.･RIKEN Inst. 

Hideki Abe、Tokyo Tech. Takeharu Tsuge 

 14:30 

 2069 

3K20 Recycling of the monomer for a functional 

lignin-based polymer: lignophenol……Grad. sch. of 
Bioresources, Mie Univ. ○Hiroshi Nonaka･Masamitsu 

Funaoka 

 

 

L 会 場 

 Room L (503) 

5 月 27 日（水） 

Wed. May 27 
生体高分子 

Biopolymers 
“English Session” 

 T. Ueno, presiding 
 10:00 

 1737 

1L05 Synthesis and characterization of a helical 

peptide-oligo(phenyleneethynylene) cyclic 

conjugate……Grad. sch. of eng., Kyoto Univ. ○

Hidenori Nakayama･Tomoyuki Morita･Shunsaku Kimura 

 10:15 

 1738 

1L06 Design of new functional proteins by in vivo 

incorporation of non-natural amino acids using T7 

expression system……Nagoya Inst. of Tech. ○Akinori 
Takasu･Shiori Kondo･Akihiro Ito･Masahiro Higuchi、

California Inst. of Tech. David. A Tirrell 

 10:30 

 1739 

1L07 Suppression of protein aggregation by 

amyloidogenic chaperone peptides……Kyoto Inst. of 
Tech. ○ Naoki Tanaka ･ Kazuhito Teramura ･ Keisuke 

Miyata･Mutsumi Tokuhara･Shigeru Kunugi、Kobe Univ. 

Daizo Hamada 

 10:45 

 1740 

1L08 The structural control of ovalbumin gel by 

the amyloidogenic peptides.……Kyoto Inst. of Tech. 
○Yurika Noguchi、Agriculture, Kyoto Uni. Nobuyuki 

Takahashi、Gradient Sch. of Energy Sci., Kyoto Uni. 

Takashi Morii、Kyoto Inst. of Tech. Syota Tominaga･

Shigeru Kunugi･Naoki Tanaka 



 N. Tanaka, presiding 
 11:00 

 1741 

1L09 Chemical Modification of Porous Protein 

Crystals……iCeMS, Kyoto Univ. Tomomi Koshiyama ･
Satoshi Abe、iCeMS, Kyoto Univ.･Dept. of Eng. Kyoto 

Univ. Susumu Kitagawa 、 iCeMS, Kyoto Univ. ･

JST-PRESTO ○Takafumi Ueno 

 11:15 

 1742 

1L10 Design and Applications of Organic 

Templates for Solid Phase Synthesis of Metal Ion 

Arrays……NIMS ○ Vairaprakash Pothiappan ･ Kentaro 

Tashiro･Omar Yaghi 

 11:30 

 1743 

1L11 Structure of silk model peptides in 

fluorinated alcohols, interaction between the 

peptides and alcohols studied by solution 

NMR……Tokyo Univ. of Agric. & Tech. Dept. of 

Biotech. ○ Yu Suzuki、Univ. of California Santa 

Barbara Dept. of Chem. & Biochem. John. T. Gerig、

Tokyo Univ. of Agric. & Tech. Dept. of Biotech.･

Tokyo Univ. of Agric. & Tech. Nature and Science 

Museum Tetsuo Asakura 

 Y. Miura, presiding 
 12:30 

 120 

1L12ILA  Nanofibrous matrices for biomedical 

applications……Dept. of Polymer Sci. and Eng., 

Kumoh National Inst. of Tech. ○Oh Hyeong Kwon 

 13:00 

 1744 

1L14 Affinity-driven peptides selection that 

recognize structure of cellulose polymorphs……KOL, 
The Univ. of Tokyo ○Hisao Matsuno、RCAST, The Univ. 

of Tokyo･Grad. Sch. of Sci. and Tech., Nihon Univ. 

Kentaro Kanai、RCAST, The Univ. of Tokyo･Sch. of 

Sci., Kitasato Univ. Jun Ishikawa、Grad. Sch. of 

Agricultural and Life Sci. The Univ. of Tokyo 

Masahisa Wada、Sch. of Sci., Kitasato Univ. Makio 

Iwahashi、Grad. Sch. of Sci. and Tech., Nihon Univ. 

Kimio Kurita、RCAST, The Univ. of Tokyo･JST-PRESTO 

Takeshi Serizawa 

 13:15 

 1745 

1L15 The role of freeezing bound water in 

formation of molecular assembly of cellulose and 

its derivatives……Lignocel Res. ○ Tatsuko 

Hatakeyama、Fukui Univ. Technol. Yusuke Inui･Hyoe 

Hatakeyama 

 13:30 

 1746 

1L16 Preparation of fungal chitosan scaffolds 

using different organic acids and characterization 

of scaffolds for tissue engineering……Fact. of 

Chem., Materials and Bioeng., and HRC･JSPS ○Nitar 

Nwe、Fact. of Chem., Materials and Bioeng., and HRC 

Tetsuya Furuike･Hiroshi Tamura 

 13:45 

 1747 

1L17 Synthesis of 1,6-anhydro starch……Grad. 
sch. of eng., Tohoku Univ. ○Wei Chun Huang･Tomonari 

Tanaka ･ Atsushi Kobayashi ･ Masato Noguchi ･

Shin-ichiro Shoda 

 J. Kikuchi, presiding 
 14:00 

 1748 

1L18 Synthesis and Function of Vitamin 

B6-bearing Polysaccharide……Inst. of Biomaterials 
and Bioeng., Tokyo Medical and Dental Univ. ○Yuji 

Tsuchido･Yoshihiro Sasaki･Kazunari Akiyoshi 

 14:15 

 1749 

1L19 Development of pH-Responsive Circularly 

Polarized Luminescence Switching Material……NAIST 
○ Masanobu Naito ･ Ken-ichiro Yasui ･ Masashi 

Nakamura･Michiya Fujiki 

 14:30 

 1750 

1L20 Interaction of Alzheimer Amyloid beta with 

glycosaminoglycan model polymer……JAIST ○Yoshiko 

Miura･Hikaru Mizuno 

 14:45 

 1751 

1L21 The effects of carotenoids on the structural 

forming of antenna polypeptides/pigments complexes 

from photosynthetic membrane……Nagoya Inst. Tech.･
JST-CREST ○Katsunori Nakagawa、Nagoya Inst. Tech. 

Shunnsuke Sakai･Ayano Nakashima･Tsubasa Nakano･

Naomi Fukui･Takehisa Dewa、JST-CREST･Osaka City 

Univ. Hideki Hashimoto 、 Nagoya Inst. Tech. ･

JST-CREST Mamoru Nango 

 A. Maruyama, presiding 
 15:00 

 1752 

1L22 Reconstitution of photosynthetic membrane 

proteins into liposomal membrane and tethered 

planer lipid bilayers……Nagoya Inst. Tech. ○Ayumi 
Sumino･Nobuaki Sasaki･Takehisa Dewa、Nagoya Inst. 

Tech.･JST-CREST Mamoru Nango 

 15:15 

 1753 

1L23 Preparation of proteoliposome using 

baculovirus-liposome fusion method－Function of 

connexin liposomes……Inst. of Biomaterials and 

Bioeng., Tokyo Medical and Dental Univ. ○ Koki 

Kamiya、Grad. Sch. of Eng., Mie Univ. Kanta Tsumoto･

Tetsuro Yoshimura 、 Inst. of Biomaterials and 

Bioeng., Tokyo Medical and Dental Univ. Kazunari 

Akiyosi 

 15:30 

 1754 

1L24 Function analysis of tubular-linked 

liposome network with membrane proteins……Kyoto 
Univ. iCeMS ○Shin-ichiro Nomura M. 

 15:45 

 1755 

1L25 Fluorescent imaging of lipid raft based on 

the microviscosity……Nara Inst. of Sci. and 

Technol. ○Kazuma Yasuhara･Jun-ichi Kikuchi 

 M. Nango, presiding 
 16:00 

 1756 

1L26 Conversion of molecular information coupled 

with membrane fusion……Nara Inst. of Sci. and 

Technol ○ Masaru Mukai･Kazuma Yasuhara･Jun-ichi 

Kikuchi 

 16:15 

 1757 

1L27 The Supramolecular structures of cationic 

lipid-DNA complexes……The Univ. of Kitakyushu ･

JST-CREST ○Mina Sakuragi、The Univ. of Kitakyushu 

Shouta Kusuki･Emi Hamada、The Univ. of Kitakyushu･

JST-CREST Tomoki Nishimura、The Univ. of Kitakyushu 

Satoshi Hashida ･ Yumi Kamikawa 、 JASRI Hiroyasu 

Masunaga･Sono Sasaki、The Univ. of Kitakyushu･

JST-CREST Kazuo Sakurai 

 16:30 

 1758 

1L28 Effect of cationic graft copolymers on B-Z 

transition of DNA……Kyushu Univ. ○Naohiko Shimada･
Arihiro Kano 、 Kyushu Univ. ･ JST-CREST Atsushi 

Maruyama 

 16:45 

 1759 

1L29 Chaperone activity of cationic comb-type 

copolymers for intermolecular DNA 

quadruplex……Inst. for Materials Chem. and Eng., 
Kyushu Univ. ○ Rui Moriyama ･ Naohiko Shimada ･

Arihiro Kano、Inst. for Materials Chem. and Eng., 

Kyushu Univ.･JST-CREST Atsushi Maruyama 

 A. Kuzuya, presiding 
 17:00 

 1760 

1L30 Improvement of the activity of DNAzyme10-23 

on cleaving Pyrimidine-Pyrimidine RNA site by 

chemical modification……Dept. of Molecular Design 
and eng., Grad. sch. of eng.,Nagoya Univ. ○

Mengguang Zhou･Hiroyuki Hayashi･Xingguo Liang、

Dept. of Molecular Design and eng., Grad. sch. of 

eng.,Nagoya Univ.･JST-CREST Hiroyuki Asanuma 

 17:15 

 1761 

1L31 Direct observation of efficient 

photoregulation of DNA hybridization with 

photoresponsive DNA involving multiple 

modified-azobenzenes……Grad. sch. of eng.,Nagoya 
Univ. ○Hidenori Nishioka･Xingguo Liang、Grad. sch. 

of eng.,Nagoya Univ.･JST-CREST Hiroyuki Asanuma 

 17:30 

 1762 

1L32 Novel DNA nanomachines driven by 

polyelectrolytes as fuels……Inst. for Materials 
Chem. and eng., Kyushu Univ. ○ Jie Du ･ Naohiko 

Shimada･Arihiro Kano、Inst. for Materials Chem. and 

eng., Kyushu Univ.･JST-CREST Atsushi Maruyama 

 X. Liang, presiding 
 17:45 

 1763 

1L33 Formation of G-quadruplex for 

sequence-specific cleaving human telomere DNA and 

click chemistry……The Univ. of Tokyo, RCAST ○Yan Xu･
Yuta Suzuki･Kuniyuki Kaminaga･Makoto Komiyama 



 18:00 

 1764 

1L34 Disulfide cross-linked polyplex micelles 

gene vector  for long blood circulation －

Dependences of cross-linking degree and PLys chain 

length in PEG-PLys block copolymer on blood 

circulation……Grad. sch. of eng., The Univ. of Tokyo 
○ Sorato Ikeda ･ Kanjiro Miyata 、 Grad. Sch. of 

Medicine, The Univ. of Tokyo Makoto Oba、Grad. sch. 

of eng., The Univ. of Tokyo Kensuke Osada･Yuichi 

Yamasaki、Grad. sch. of eng., The Univ. of Tokyo･

Grad. Sch. of Medicine, The Univ. of Tokyo Kazunori 

Kataoka 

 18:15 

 1765 

1L35 Mechanism of pDNA condensation induced by 

PEG-PLys block copolymers……Faculty of eng., the 
Univ. of tokyo･JST-CREST ○Kensuke Osada、Faculty 

of eng., the Univ. of tokyo Hiroki Oshima･Daigo 

Kobayashi･Sorato Ikeda･Manabu Enoki、Faculty of 

eng., the Univ. of tokyo･JST-CREST Yuichi Yamasaki、

Faculty of eng., the Univ. of tokyo･JST-CREST･

Faculty of medicine, the Univ. of tokyo Kazunori 

Kataoka 

 
 
Room L (503) 

5 月 28 日（木） 

Thu. May 28 
生体高分子 

Biopolymers 
“English Session” 

 T. Oya, presiding 
 9:00 

 1766 

2L01 Functional Evaluation of Stabilized 

Nano-PICsome under Physiological Condition……Dept. 
of Materials eng., Grad. sch. of eng., The Univ. of 

Tokyo ○Yasutaka Anraku･Akihiro Kishimura･Yuichi 

Yamasaki、Dept. of Materials eng., Grad. sch. of 

eng., The Univ. of Tokyo･Center for Disease Biology 

and Integrative Med. Grad. Sch. of Medicine, The 

Univ. of Tokyo･Center for NanoBio Integration, The 

Univ. of Tokyo･JST-CREST Kazunori Kataoka 

 9:15 

 1767 

2L02 Charge-conversional PIC micelles for the 

efficient protein delivery into cytoplasm……Center 
for Disease Biology and Integrative Medicine,  

Grad. sch. of Medicine, the Univ. of Tokyo ○Yan Lee、

Dept. of BioEng., the Univ. of Tokyo Takehiko Ishii、

Center for Disease Biology and Integrative 

Medicine,  Grad. sch. of Medicine, the Univ. of 

Tokyo Horacio Cabral、Dept. of Materials Eng., the 

Univ. of Tokyo Hyun Jin Kim･Ji-hun Seo、Center for 

Disease Biology and Integrative Medicine,  Grad. 

sch. of Medicine, the Univ. of Tokyo･Center for 

Nanobio Integration, the Univ. of Tokyo Nobuhiro 

Nishiyama、Dept. of Materials Eng., the Univ. of 

Tokyo Hiroki Oshima、Center for Disease Biology and 

Integrative Medicine,  Grad. sch. of Medicine, the 

Univ. of Tokyo･Dept. of BioEng., the Univ. of Tokyo･

Dept. of Materials Eng., the Univ. of Tokyo･Center 

for Nanobio Integration, the Univ. of Tokyo 

Kazunori Kataoka 

 9:30 

 1768 

2L03 Polymeric vesicles assembled by metal 

complexation as versatile theranostic 

nanodevices……Center for Disease Biology and 

Integrative Medicine, Grad. sch. of Medicine, The 

Univ. of Tokyo, ○Horacio Cabral、Dept. of Materials 

Eng., Grad. Sch. of Eng., The Univ. of Tokyo Megumi 

Yamamoto ･ Yasutaka Anraku ･ Akihiro Kishimura ･

Kensuke Osada 、 Center for Disease Biology and 

Integrative Medicine, Grad. sch. of Medicine, The 

Univ. of Tokyo, Nobuhiro Nishiyama、Center for 

Disease Biology and Integrative Medicine, Grad. 

sch. of Medicine, The Univ. of Tokyo,･Dept. of 

Materials Eng., Grad. Sch. of Eng., The Univ. of 

Tokyo Kazunori Kataoka 

 9:45 

 1769 

2L04 Preparation of Gd-complex-encapsulating 

apoferritin as a novel high contrast agent for 

magnetic resonance imaging……Grad. sch. of eng., 
Kyoto Univ. ○Akira Makino･Shunsaku Kimura 

 K. Sakurai, presiding 
 10:00 

 1770 

2L05 Separation of peptides using 

thermoresponsive polymer brush grafted porous 

polystyrene beads.……Dept. Pharm., Keio Univ. ･

Inst. Adv. Biomed. Eng. & Sci., Tokyo Women's 

Medical Univ. ○Aya Mizutani、Inst. Adv. Biomed. 

Eng. & Sci., Tokyo Women's Medical Univ. Kenichi 

Nagase、Dept. Mater. Sci. & Tech., Tokyo Univ. of 

Sci. Akihiko Kikuchi、Dept. Pharm., Keio Univ. 

Hideko Kanazawa、Inst. Adv. Biomed. Eng. & Sci., 

Tokyo Women's Medical Univ. Yoshikatsu Akiyama･Jun 

Kobayashi 、 Dept. Chem., Kyushu Univ. Masahiko 

Annaka、 Inst. Adv. Biomed. Eng. & Sci., Tokyo 

Women's Medical Univ. Teruo Okano 

 10:15 

 1771 

2L06 Enhanced Cytoplasmic Delivery of siRNA 

Using a Polyion Complex Based on the PEGylated 

Nanogels with Cross-Linked Polyamine 

Structure……Grad. sch. of Pure and Applied Sci.s, 
Univ. of Tsukuba ○Atsushi Tamura、Grad. sch. of Pure 

and Applied Sci.s, Univ. of Tsukuba･TIMS, Univ. of 

Tsukuba･TARA, Univ. of Tsukuba Motoi Oishi、Grad. 

sch. of Pure and Applied Sci.s, Univ. of Tsukuba･

TIMS, Univ. of Tsukuba･TARA, Univ. of Tsukuba･

Master's Sch. of Med. Sci., Grad. Sch. of 

Comprehensive Human Sci., Univ. of Tsukuba ･

MANA,NIMS, and Univ. of Tsukuba Yukio Nagasaki 

 10:30 

 1772 

2L07 Analysis of protein adsorption on 

polyglycerol dendrimer-immobilized surface by 

reflectometric interference spectroscopy……Kobe 
Univ. ○Tooru Ooya･Toshifumi Takeuchi 

 10:45 

 1773 

2L08 pH-Sensitive fusogenic polymer-modified 

liposomes as an efficient antigen delivery 

system……Grad. sch. of eng., Osaka Prefecture Univ. 
○Eiji Yuba、Grad. Sch. of Life & Environmental 

Sciences, Osaka Prefecture Univ. Ta Na ･Shinobu 

Watarai、Grad. sch. of eng., Osaka Prefecture Univ. 

Chie Kojima･Atsushi Harada･Kenji Kono 

 K. Osada, presiding 
 11:00 

 1774 

2L09 Functional Cycloamylose for Intracellular 

Delivery……Tokyo Medical and Dental Univ. Inst. of 
Biomaterials and Bioeng. ○Sayaka Toita･Yuki Soma･

Nobuyuki Morimoto･Kazunari Akiyoshi 

 11:15 

 1775 

2L10 Development of nucleic acid delivery system 

for targeting the antigen presenting cells……The 
Univ. of Kitakyushu ○ Shinichi Mochizuki･ Jusaku 

Minari、The Univ. of Kitakyushu･JST-CERST Kazuo 

Sakurai 

 11:30 

 1776 

2L11 Stimuli-responsive Tubular Biocontainers 

by Controlled Assembly of Chemically Modified 

Molecular Chaperonins……Grad. Sch. of Eng., Univ. 
Tokyo ○Shuvendu Biswas、IMRAM, Univ. Tohoku Kazushi 

Kinbara、AIST Noriyuki Ishii、Grad. Sch. of Front. 

Sc., Univ. Tokyo Hideki Taguchi、Grad. Sch. of Eng., 

Univ. Tokyo Takuzo Aida 

 K. Akiyoshi, presiding 
 12:30 

 121 

2L12ILA  Development of Polylactic Acid Film for 

New Wave Plastic Industry……Dept. of Materials 

Eng., Fact. of Eng., Kasetsart Univ. ○ Amornrat 

Lertworasirikul 



 O. Karthaus, presiding 
 13:00 

 1777 

2L14 Temperature-Dependent Functions of 

Collagen Model Peptides-Modified 

Dendrimers……Osaka Prefecture Univ. ○Chie Kojima･
Sayako Tsumura･Atsushi Harada･Kenji Kono 

 13:15 

 1778 

2L15 Design of polymer nanoparticles that 

capture hemolytic peptides by optimizing 

functional monomers － Preparation of plastic 

antisera for melittin……Dept. of Chem., UCI ○ Yu 

Hoshino、Dept. of Med. Biochem., Univ. of Shizuoka 

Takeo Urakami、Grad. Sch. of Biosci. and Biotech., 

Tokyo Tech Takashi Kodama、Dept. of Med. Biochem., 

Univ. of Shizuoka Hiroyuki Koide･Naoto Oku、Grad. 

Sch. of Biosci. and Biotech., Tokyo Tech Yoshio 

Okahata、Dept. of Chem., UCI Kenneth Shea 

 13:30 

 1779 

2L16 Preparation of high affinity plastic 

antibodies by molecular imprinting and affinity 

purification－Preparation of plastic polyclonal 

antibodies for melittin……Dept. of Chem., UCI ○Yu 
Hoshino、Dept. of Med. Biochem., Univ. of Shizuoka 

Takeo Urakami、Grad. Sch. of Biosci. and Biotech., 

Tokyo Tech Takashi Kodama、Dept. of Med. Biochem., 

Univ. of Shizuoka Hiroyuki Koide･Naoto Oku、Grad. 

Sch. of Biosci. and Biotech., Tokyo Tech Yoshio 

Okahata、Dept. of Chem., UCI Kenneth Shea 

 13:45 

 1780 

2L17 Preparation of Temperature-Responsive 

Anionic Surfaces for Adsorption 

Chromatography……Tokyo Women's Med. Univ. ○Kenichi 
Nagase･Simuck Yuk･Jun Kobayashi、Tokyo Univ. of 

Sci. Akihiko Kikuchi、Tokyo Women's Med. Univ. 

Yoshikatsu Akiyama、Keio Univ. Hideko Kanazawa、

Kyusyu Univ. Masahiko Annaka、Tokyo Women's Med. 

Univ. Teruo Okano 

 K. Kono, presiding 
 14:00 

 1781 

2L18 Development of Molecular Glue and 

Biomedical Application……Sc. Eng., Univ. Tokyo ○

Kou Okuro、IMRAM, Tohoku Univ. Kazushi Kinbara、

Grad. Sc. Front. Sci., Univ. Tokyo Kouhei Tsumoto、

AIST Noriyuki Ishii、Sc. Eng., Univ. Tokyo Takuzo 

Aida 

 14:15 

 1782 

2L19 Polyelectrolyte multilayers with 

heterofunctional substrate by alternate drop 

coating for selective protein adsorption……Grad. 
sch. of eng., Osaka Univ.･21st COE, Osaka Univ. ○

Heyun Shen･Junji Watanabe･Mitsuru Akashi 

 14:30 

 1783 

2L20 Preparation of inorganic microcrystals 

using polymer honeycomb templates……Chitose Inst. 
Sci. Tech. Ayumi Miyajima ･ Kenichi Kon ･ ○ Olaf 

Karthaus 

 14:45 

 1784 

2L21 Development of lipo-nanocapsules 

possessing an organic-inorganic hybrid wall by the 

layer-by-layer deposition on a liposome……Grad. 
sch. of Sci. and Tech., Keio Univ. ○Yuuka Fukui･

Keiji Fujimoto 

 G. Chen, presiding 
 15:00 

 1785 

2L22 Development of Artificial Blood Vessel 

Architecture by Layer-by-Layer Assembly……Grad. 
sch. of eng., Osaka Univ.･JST-PRESTO･21st COE ○

Michiya Matsusaki、Grad. sch. of eng., Osaka Univ. 

Koji Kadowaki、Grad. sch. of eng., Osaka Univ.･21st 

COE Mitsuru Akashi 

 15:15 

 1786 

2L23 Spheroid formation from heterogeneous cells  

by amphiphilic polymers……Grad. sch. of eng., Kyoto 
Univ ○Syota Namura、RI Center Yuji Teramura、Inst. 

for Frontier Med. Sci., Kyoto Univ Hiroo Iwata 

 15:30 

 1787 

2L24 Islet-surface modification with 

PEG-conjugated lipid and graft 

survival……Radioisotope Research Center, Kyoto 

Univ ○Yuji Teramura、Inst. for Frontier Medical 

Sciences, Kyoto Univ Hiroo Iwata 

 15:45 

 1788 

2L25 Differentiation ability of isolated stem 

cell subpopulation with different surface marker 

densities on ligand-immobilized surface……National 
Cardiovascular Center Research Inst. ○ Atsushi 

Mahara ･ Azizi Miskon 、 National Cardiovascular 

Center Research Inst. ･ Suzuka Univ. of Medical 

Science Kana Okada、Suzuka Univ. of Medical Science 

Toshiyuki Moritan、National Cardiovascular Center 

Research Inst. Tetsuji Yamaoka 

 Y. Teramura, presiding 
 16:00 

 1789 

2L26 Adipogenic differentiation of mesenchymal 

stem cells on polymer-micropatterned 

surfaces……NIMS, BMC･NIMS, MANA ○Naoki Kawazoe、
NIMS, BMC Likun Guo･Tetsuya Tateishi、NIMS, BMC･

NIMS, MANA Gouping Chen 

 16:15 

 1790 

2L27 Development of osteogenesis-mimicking 

matrices for mesenchymal stem cell 

differentiation……BMC, NIMS ○Takashi Hoshiba･Naoki 
Kawazoe･Tetsuya Tateishi･Guoping Chen 

 16:30 

 1791 

2L28 Preparation of Biodegradable Polymer Porous 

Scaffolds for Tissue Engineering……BMC, NIMS･MANA, 
NIMS ○Guoping Chen、BMC, NIMS Xiaoming Ho、BMC, 

NIMS･MANA, NIMS Naoki Kawazoe、BMC, NIMS Tetsuya 

Tateishi 

 16:45 

 1792 

2L29 Construction of 3D-Engineered Tissues with 

Endothelial Cell Capillary Networks by Hydrogel 

Template Approach……Grad. sch. of eng., Osaka Univ. 
○Hiroaki Yoshida、Grad. sch. of eng., Osaka Univ.･

21st COE Michiya Matsusaki･Mitsuru Akashi 

 
 
Room L (503) 

5 月 29 日（金） 

Fri. May 29 
生体高分子 

Biopolymers 
“English Session” 

 A. Higuchi, presiding 
 9:00 

 1793 

3L01 2D cultivation of chondrocytes on hydrogels 

and its biological properties: Effect of charge 

density……Dept. of Biological Sci.s, Grad. sch. of 
Sci., Hokkaido Univ. ○Jing Jing Yang･Yong Mei Chen･

Takayuki Kurokawa ･Hidemitsu Furukawa ･ Jian Ping 

Gong 

 9:15 

 1794 

3L02 Comb-type Grafted 

Poly(N-isopropylacrylamide)-modified Surfaces for 

Rapid Detachment of Cell Sheet……Inst. of Advanced 
Biomed. eng. and Sci., Tokyo Women's Medical Univ. 
○Zhonglan Tang･Yoshikatsu Akiyama･Teruo Okano 

 9:30 

 1795 

3L03 Mouse embryonic stem cell culture on 

hydrogels and maintenance of their 

undifferentiated state……Sch. of Sci., Hokkaido 
Univ. Yuko Niizato、Grad. Sch. of Science, Hokkaido 

Univ.･Sch. of Science, Xi'an Jiaotong Univ. Yong 

Mei Chen、Grad. Sch. of Medicine, Univ. of Tokyo 

Kimiko Yamamoto、Grad. Sch. of Science, Hokkaido 

Univ. ○Jianfang Liu･Jian Ping 

 9:45 

 1796 

3L04 Cryopreservation of cells adhered on the 

substrate……Grad. sch. of eng., Kyoto Univ ○Tatsuya 
Nishigaki 、 Radioisotope Research Center Yuji 

Teramura、 Inst. for Frontier Medical Sciences, 

Kyoto Univ Hiroo Iwata 

 

 



 H. Iwata, presiding 
 10:00 

 1797 

3L05 Preparation and evaluation of extracellular 

matrices derived from serially passaged 

chondrocytes……Grad. sch. of Pure and Applied 

Sci.s, Univ. of Tsukuba･NIMS BMC ○Tomoe Yamada、

NIMS BMC Takashi Hoshiba･Hongxu Lu･Naoki Kawazoe･

Tetsuya Tateishi、Grad. sch. of Pure and Applied 

Sci.s, Univ. of Tsukuba･NIMS BMC Guoping Chen 

 10:15 

 1798 

3L06 Utilization of genetically engineered 

epidermal growth factor to construct 

collagen-based hydrogel carrier for promoting 

neural stem cell proliferation……Inst Frontier Med 
Sci, Kyoto Univ ○Edgar Yuji Egawa･Koichi Kato･

Makiko Hiraoka･Tadashi Nakaji･Hiroo Iwata 

 10:30 

 1799 

3L07 Nanoparticles as Extracellular Signals in 

Vascular Endothelial Cells……National 
Cardiovascular Center ○Takehiro Nishikawa、Grad. 

Sch. of Science and Eng. Norio Iwakiri ･Yoshiro 

Kaneko･Jun-ichi Kadokawa 

 J. Gong, presiding 
 10:45 

 1800 

3L08 Visible light regulates neurite outgrowth 

of nerve cells……National Central Univ. ○Ling-yi 

Ho、Cathay General Hospital Qing-dong Ling、National 

Central Univ. Wen-yih Chen･Akon Higuchi 

 11:00 

 1801 

3L09 Ex Vivo expansion of hematopoietic stem 

cells purified from umbilical cord blood by 

membrane filtration (MF) method and magnetic 

associated sorting (MACS) method……National 
Central Univ. ○Siou-ting Yang、National Central 

Univ.･National Research Inst. for Child Health and 

Dev. Akon Higuchi 

 11:15 

 1802 

3L10 Stabilization of Epidermal Growth Factor 

(RGF) and Its Bioassay……National Central Univ. ○
Jen-hao Lee 、 Pars Co. Toshiko Abe ･ Motohisa 

Matsuzaki 、 National Central Univ. ･ National 

Research Inst. for Child Health and Dev. Akon 

Higuchi 

 11:30 

 1803 

3L11 Structural Investigation of Adsorbed 

Protein Layer by Using Surface X-ray Diffuse 

Scattering……Kyoto Univ ○Shuichiro Kuwajima、Inst. 

Front. Med. Sci., Kyoto Univ. Yuji Teramura、Kyoto 

Univ Keisuke Gohda、ASTEM Keiko Kawano、Inst. Front. 

Med. Sci., Kyoto Univ. Hiroo Iwata、Kyoto Univ 

Hidetoshi Kotera 

 T. Yamauchi, presiding 
 12:30 

 1804 

3L12 Surface micropatterning by visible light 

irradiation with the modified liquid crystal 

display projector……Inst. Adv. Biomed. Eng. & Sci., 
Tokyo Women's Med. Univ. ○Jun Kobayashi･Kazuyoshi 

Itoga･Masayuki Yamato･Teruo Okano 

 12:45 

 1805 

3L13 Preparation of antithrombogenic surface by 

physical adsorption of human 

thrombomodulin……Grad. sch. of eng., Osaka Univ.･
21st COE ○Masaaki Omichi、Grad. sch. of eng., Osaka 

Univ.･21st COE･JST-PRESTO Michiya Matsusaki、BMT 

hybrid Takafumi Funaki･Sinya Katou、Dept. of Lab. 

and Vascular med., Grad. Sch. of Med. and Dental 

Sci., Kagoshima Univ. Ikurou Maruyama、Grad. sch. 

of eng., Osaka Univ.･21st COE･BMT hybrid Mitsuru 

Akashi 

 13:00 

 1806 

3L14 Development of polymeric micelles for 

photodynamic diagnosis and treatment of small 

cancers……Grad. sch. of Medicine, The Univ. of Tokyo 
○Nobuhiro Nishiyama･Michiaki Kumagai･Souta Horie･

Shigeto Fukushima、Grad. sch. of Medicine, The Univ. 

of Tokyo ･National Defense Medical College Kozo 

Miyazaki･ Kyoko Urano、National Defense Medical 

College Yuji Morimoto、Yonsei Univ. Woo-dong Jang、

Grad. sch. of Medicine, The Univ. of Tokyo･Grad. 

Sch. of Eng., The Univ. of Tokyo Kazunori Kataoka 

 13:15 

 1807 

3L15 Design of pH-sensitive and 

reduced-radical-containing nanoparticles (RNP-H) 

for EPR detection of oxidative stress……Grad. sch. 
of Pure and Applied Sci.s, Univ. of Tsukuba ○Toru 

Yoshitomi、Master's Sch. of Medical Sci., Grad. Sch. 

of Comprehensive Human Sci., Univ. of Tsukuba 

Takashi Mamiya ･ Hirofumi Matsui 、 Center for 

Integrative Med., Tsukuba Univ. of Tech. Aki 

Hirayama、Grad. sch. of Pure and Applied Sci.s, 

Univ. of Tsukuba･TIMS, Univ. of Tsukuba･TARA, Univ. 

of Tsukuba･Master's Sch. of Medical Sci., Grad. 

Sch. of Comprehensive Human Sci., Univ. of Tsukuba･

Satellite Lab., MANA,NIMS Yukio Nagasaki 

 Y. Nagasaki, presiding 
 13:30 

 1808 

3L16 Release characteristics of hydroxyapatite / 

calcium alginate composite gel……Grad. sch. of Sci. 
and Tech., Niigata Univ. ○Sachiko Obara･Takashi 

Nishiyama･Shigenori Sato、Grad. sch. of Sci. and 

Tech., Niigata Univ.･Center for Transdisciplinary 

Research, Niigata Univ. Takeshi Yamauchi ･ Norio 

Tsubokawa 

 13:45 

 1809 

3L17 New Design and Evaluation of 

Polylysine-based Gene Carrier Integrated with 

Multi-Responsiveness to Intracellular 

Environment……Grad. sch. of eng. ,The Univ. of Tokyo 
○Mai Sanjoh、Grad. sch. of eng. ,The Univ. of Tokyo･

JST-CREST Shigehiro Hiki、Grad. sch. of eng. ,The 

Univ. of Tokyo Kanjirou Miyata･Takehiko Ishii、

Grad. Sch. of Medicine,The Univ. of Tokyo Makoto 

Ooba、Grad. sch. of eng. ,The Univ. of Tokyo･Grad. 

Sch. of Medicine,The Univ. of Tokyo ･ JST-CREST 

Kazunori Kataoka、Grad. sch. of eng. ,The Univ. of 

Tokyo Lee Yan 

 14:00 

 1810 

3L18 Sialic Acid Detection Using Phenylboronic 

Acid Self-assembled Monolayer and Its Application 

to Cytology……The Univ. of Tokyo･JST-CREST ○Akira 
Matsumoto、The Univ. of Tokyo Naoko Sato･Cabral 

Horacio･Kazunori Kataoka･Ryo Yoshida、The Univ. of 

Tokyo･NIMS･JST-CREST Yuji Miyahara 

 14:15 

 1811 

3L19 Photochemical and enzymatic synthesis of 

methanol from carbon dioxide……Dept. of Applied 
Chem., Oita Univ. ○Yutaka Amao･Rie Miyatani･Tomoe 

Watanabe 

 



Ｐ 会 場 
国際展示場 3 号館 

 

5 月 27 日（水） 

Presentation Time 

ａ＝10:00～10:40 

ｂ＝10:40～11:20 
高分子化学 

（7.特殊構造ポリマー） 

1Pa001 

 167 

[2.2]パラシクロファン骨格を利用した新規ドナー

－アクセプター型の空間を介した共役系高分子の合

成とその物性……京大院工 ○林 琳･森崎 泰弘･中條

善樹 

1Pb002 

 168 

主鎖に[2.2]パラシクロファンを有するポリ(p-フェ

ニレンエチニレン)誘導体の合成とその物性……京大

院工 ○林 琳･森崎 泰弘･中條 善樹 

1Pa003 

 169 

ボロンジピロメテン(BODIPY)色素を基盤としたキラ

ルな共役系ポリマーの合成とそのモルホロジーの制

御……京大院工 ○永井 篤志･中條 善樹 

1Pb004 

 170 

不斉リン原子を主鎖に有する光学活性高分子の合成

および遷移金属との錯形成による高次構造変化……京
大院工 ○鈴木 健太郎･井本 裕顕･森崎 泰弘･中條

善樹 

1Pa005 

 171 

アミノキノリン-ホウ素錯体を主鎖に有する新規配

位高分子の合成とその発光特性……京大院工 ○所 雄

一郎･永井 篤志･中條 善樹 

1Pb006 

 172 

トリエチレングリコールのβ-位にイソプロピル基

を導入したキラル側鎖を有するポリ(p-ベンズアミ

ド) の合成とらせん構造……神奈川大工 ○中野 優･齊

木 智秋･横山 明弘･横澤 勉 

1Pa007 

 173 

ポリ(p-ベンズアミド) のらせん構造に及ぼす側鎖の

酸素原子の影響……神奈川大工 ○巳上 幸一郎･多田

幸海･横山 明弘･横澤 勉 

1Pb008 

 174 

側鎖にβ-アミノ酸構造を有するポリ(p -ベンズアミ

ド) の合成とらせん構造……神奈川大工 ○石井 貴仁･

横山 明弘･横澤 勉 

1Pa009 

 175 

水溶性シルセスキオキサン・チタニアハイブリッド

微粒子の合成……山形大 ○高橋 幸平･森 秀晴、日産化

学 大森 健太郎･日高 基彦 

1Pb010 

 176 

Prins 環化反応を用いたテトラヒドロピラン含有ポ

リマーの合成……東工大院総理工 ○稲木 信介･土井

雄太･淵上 寿雄 

1Pa011 

 177 

アゾイミダゾールを含む共役ポリマーの合成と光異

性化挙動……名工大院工 ○磯村 孝人･高木 幸治 

1Pb012 

 178 

フルオロアルキル基を有するシルセスキオキサン微

粒子の合成と特性解析……山形大院理工 ○佐田 千佳･

森 秀晴･米竹 孝一郎 

1Pa013 

 179 

Squaraine 色素を導入したピロール-メチン型ポリマ

ーの合成と物性……筑波大 TIMS ○竹歳 絢子･神原 貴

樹 

1Pb014 

 180 

ベンゾ-o-カルボランを主鎖骨格に含む新規共役ポ

リマーの合成……京大院工 ○冨永 理人･小門 憲太･中

條 善樹 

1Pa015 

 181 

アントラセン環積層ポリマーおよびオリゴマーの合

成と物性……京大院工 ○澤村 敏行･村上 拓也･森崎

泰弘･中條 善樹 

1Pb016 

 182 

凝集誘起型発光(AIE)特性を有する o -カルボラン含

有π共役系分子の色素取り込みによる蛍光共鳴エネ

ルギー移動……京大院工 ○小門 憲太･永井 篤志･中條

善樹 

1Pa017 

 183 

1,3-O-ジベンゾイルカリックス[4]アレーンのハロ

ゲン置換重合によるチューブ状ポリマーの合成……名
工大院工 林 千里･松岡 真一･高木 幸治･○鈴木 将

人 

1Pb018 

 184 

精密重合を用いた新規フラーレンポリマーコンジュ

ゲートの創製……京工繊大院工芸 ○宮原 亮･本柳 仁･

箕田 雅彦 

1Pa019 

 185

イミダゾリウム基を主鎖に持つ種々のπ共役高分子

の合成とそのπ共役長の評価……奈良先端大院物質 ○

鳥羽 正也･中嶋 琢也･河合 壯 

1Pb020 

 186

カルバゾール骨格を含む種々の発光ポリマーの合成

……名工大院工 高尾 英伸･○高木 幸治 

1Pa021 

 187

共有結合を形成するリンカーを用いた解放系ネット

ワークの構築……筑波大院数理物質 ○石田 拓也･木島

正志 

1Pb022 

 188

ルテニウム錯体含有水溶性 POSS ネットワークポリ

マーの合成とその光化学的応用……京大院工 ○稲福

健一･田中 一生･中條 善樹 

1Pa023 

 189

分子内水素結合を形成するイミダゾール系共役ポリ

マーの合成……名工大院工 太田 淳也･○高木 幸治 

1Pb024 

 190

メタクリル酸メチルと 1,4-ブタンジオールジメタク

リレートのイソタクチック特異性アニオン共重合－

立体規則性ネットワークポリマーの合成……阪大院基

礎工 北山 辰樹･○坂本 卓真･北浦 健大 

1Pa025 

 191

ポリグルタミン酸誘導体と親水性高分子を用いた相

互侵入網目高分子（IPNｓ）の合成とその機能……愛媛

大院理工･愛媛大 VBL ○北本 加津美･伊藤 大道･井原

栄治･井上 賢三 

1Pb026 

 192

テトラフェニルボレート誘導体を用いたアニオンネ

ットワークの合成……九大院工 ○古川 雄基･佐田 和

己 

（8.非共有結合型高分子） 

1Pa027 

 193

重付加による主鎖にベンジリデンアニリン構造を有

するポリマーの合成……関東学院大工 ○豊留 徳祥･香

西 博明 

1Pb028 

 194

ヌクレオチドをもつ双頭型脂質の自己集合挙動と構

造解析……食総研 ○飯澤 智彦、食総研･JST さきがけ

岩浦 里愛、食総研 亀山 眞由美、産総研ナノチュー

ブ研セ･JST-SORST 南川 博之･清水 敏美 

1Pa029 

 195

DNA を鋳型としたヌクレオチド－アントラセン複合

体の J 会合体形成……食総研･JST さきがけ ○岩浦 里

愛、食総研 亀山 眞由美･飯澤 智彦 

1Pb030 

 196

三次元配位性ナノチャンネルをテンプレートに用い

た多孔性ポリピロールの合成……京大院工 ○門脇 優･

楊井 伸浩、京大院工･JST さきがけ 植村 卓史、京大

院工･京大物質細胞拠点 北川 進 

1Pa031 

 197

フレキシブルナノ空間内でのπ共役オリゴマーの発

光スイッチング……京大院工 ○北山 幸司･楊井 伸浩、

京大院工･JST さきがけ 植村 卓史、京大院工 北川

進 

1Pb032 

 198

アミロース包接型ヒドロゲルの解析と酵素的崩壊/

再生挙動……鹿児島大院理工 ○金子 芳郎･藤崎 和也･

門川 淳一、北大院理 古川 英光･龔 剣萍 

1Pa033 

 199

つる巻き重合によるアミロース-ポリ乳酸包接錯体

の創製……鹿児島大院理工 ○植野 弘嗣･金子 芳郎･門

川 淳一 

1Pb034 

 200

自己集合性ベンゾチアジアゾール蛍光色素……久留米

高専 ○江崎 直幸･石井 努 

1Pa035 

 201

ヘキサアザトリフェニレンを基盤とした自己集合性

n 型有機半導体……久留米高専 ○石井 努･堤 尚孝･雨

森 翔悟 

1Pb036 

 202

シルセスキオキサン微粒子とアミノ酸系ポリマーの

コンプレックス形成を利用した刺激応答性ハイブリ

ッド材料の合成……山形大工 ○齋藤 頌子･加藤 育巳･

森 秀晴 

1Pa037 

 203

トリフェニレンを有するスター及びヘッドテール型

両親媒性ポリマーの合成とその会合挙動……金沢大院

自然 平光 さち･○生越 友樹･山岸 忠明･中本 義章

1Pb038 

 204

ハイパーブランチ型フェノール樹脂－カーボンナノ

チューブハイブリッド……金沢大院自然 ○生越 友樹･

斉藤 貴之･山岸 忠明･中本 義章 

1Pa039 

 205

パラ位連結環状分子"Pillar[5]arene"のホスト－ゲ

スト特性……金沢大院自然 ○青木 崇倫･生越 友樹･山

岸 忠明･中本 義章 



1Pb040 

 206 

電子受容性及び電子供与性Pillar[5]arene誘導体の

合成……金沢大院自然 ○青木 崇倫･梅田 謙治･生越

友樹･山岸 忠明･中本 義章 

1Pa041 

 207 

ピレンシクロデキストリンダイマーの合成とその特

性……金沢大院自然 ○橋詰 正義･生越 友樹･山岸 忠

明･中本 義章 

1Pb042 

 208 

２つのステーションを導入した新規感温性高分子の

合成とその特性……金沢大院自然 ○増田 和幸･生越

友樹･山岸 忠明･中本 義章 

1Pa043 

 209 

ルイス酸触媒によるアルコキシベンゼン類を構成単

位とした新規環状分子の合成……金沢大院自然 ○北島

啓資･生越 友樹･山岸 忠明･中本 義章 

1Pb044 

 210 

イオン液体－フェノール樹脂ハイブリッドの合成……
金沢大院自然 ○小野寺 健･生越 友樹･山岸 忠明･中

本 義章、名大院生命農 加賀田 昭人･松見 紀佳･青

井 啓悟 

1Pa045 

 211 

エレクトロクロミック機能を発現する有機/金属ハ

イブリッドポリマーの合成および固体デバイス作製

……物材機構 ○赤坂 夢･池田 太一、物材機構･JST さ

きがけ 樋口 昌芳 

1Pb046 

 212 

有機溶媒中での脂質ナノチューブの分散性と自発的

ネマチック配向……産総研ナノチューブ応用研セ･

JST-SORST ○南川 博之、産総研光技術 安部 浩司、

産総研ナノチューブ応用研セ･JST-SORST 増田 光俊･

清水 敏美 

1Pa047 

 213 

有機ナノチューブの生成に伴う色素分子の一次元配

列化……産総研ナノチューブ応用研セ･JST-SORST ○亀

田 直弘、阪市大院理 築部 浩、産総研ナノチューブ

応用研セ･JST-SORST 増田 光俊･清水 敏美 

1Pb048 

 214 

１－グルコサミドとカルボキシ末端型オリゴグリシ

ン残基を頭部に持つ非対称双頭型脂質の自己集合挙

動……産総研ナノチューブ応用研セ･学振 ○李 銖眞、

産総研ナノチューブ応用研セ･JST-SORST 亀田 直弘･

南川 博之･増田 光俊･清水 敏美 

1Pa049 

 215 

ペプチド脂質の金属錯体が形成する有機ナノチュー

ブの大量製造と応用……産総研ナノチューブ応用研

セ･JST-SORST ○小木曽 真樹･青柳 将･浅川 真澄･清

水 敏美 

1Pb050 

 216 

デオキシコール酸アミドの水素結合型高分子による

π共役分子の包接とその発光特性……阪大院工 ○村井

威俊･久木 一朗･藤内 謙光･宮田 幹二 

1Pa051 

 217 

オクタデヒドロジベンゾ[12]アヌレン誘導体の新奇

超分子ゲル：構造とその物性……阪大院工 ○久木 一

朗･重光 孟･坂本 悠･藤内 謙光･宮田 幹二 

高分子構造・高分子物理 
（6.表面・界面・薄膜） 

1Pa053 

 886 

含フッ素ポリイミドラビング膜上での肝細胞スフェ

ロイドと血管内皮細胞からなる肝組織の構築……首都

大院都市環境 ○小副川 真実･軽部 勇希･朝山 章一

郎、東医大 松野 直徒、首都大院都市環境 川上 浩

良 

1Pb054 

 887 

金属錯体サブナノ空間内に閉じ込められた高分子ブ

レンドが示す特異な相分離挙動……京大院工 ○楊井

伸浩、京大院工･JST さきがけ 植村 卓史、京大院工･

京大物質細胞拠点 北川 進 

1Pa055 

 888 

微小角入射 X 線回折によるラビング及び加熱がポリ

イミド表面の結晶化に与える影響……JASRI/Spring-8 
○小金澤 智之･広沢 一郎、日産化学 石井 秀則 

1Pb056 

 889 

界面不活性両親媒性高分子を乳化剤とする電解質ブ

ラシグラフトコロイド粒子の合成とその特性……京大

院工 尾崎 文亮･○松岡 秀樹 

1Pa057 

 890 

水面単分子膜におけるカチオン性ポリマーブラシの

形成挙動およびそのナノ構造の解析……京大院工 山

田 佑･ナヤック ラティ ランジャン･○松岡 秀樹 

1Pb058 

 891 

有機化処理クレイLB膜の形成とポリ(L-乳酸)との混

合単分子膜挙動……山形大院理工 ○野村 倫太郎･藤森

厚裕 

1Pa059 

 892

s-トリアジン環を含む三元櫛型共重合体の固体構造

と分子膜形成……山形大院理工 ○根本 祐介･藤森 厚

裕 

1Pb060 

 893

微粒子安定化泡をプラットホームとする多孔質炭素

材料の創出……阪工大工 ○藤井 秀司･岡本 昌之、阪工

大工･阪工大ナノ材研 中村 吉伸 

1Pa061 

 894

散逸粒子動力学法を用いた乳化挙動への適用……関西

ペイント ○村本 龍介 

1Pb062 

 895

視斜角入射Ｘ線回折法を用いたアイソタクチックポ

リブテン－１表面の構造評価……神戸大院工 西野

孝･小寺 賢･○鳥田 一哉 

1Pa063 

 896

ペプチド修飾コロイダルシリカのpH応答による粒径

変化とペプチド構造転移の相関……滋賀県大工 松本

憲明･○川村 英俊･谷本 智史 

1Pb064 

 897

ペプチド修飾により安定化されたポリ乳酸ラテック

スの表面構造……滋賀県大工 ○米 尚子･岩田 俊哉･谷

本 智史･山岡 仁史 

1Pa065 

 898

銀ナノ粒子の合成と高分子の影響……信州大繊維 ○窪

大貴･石渡 勉 

1Pb066 

 899

硫化銅ナ物質の作成と添加物の影響……信州大繊維 ○

河野 博和･石渡 勉 

1Pa067 

 900

金属ナノワイヤーの接着と有機無機複合体……信州大

繊維 ○武井 一馬･鳥山 誉亮･石渡 勉 

1Pb068 

 901

金属ナノ粒子の表面反応……信州大繊維 ○渡辺 理恵･

石渡 勉 

1Pa069 

 902

金属酸化物ナノ物質の形態に及ぼす添加物の影響……
信州大繊維 ○江崎 嵩･松嵜 理･石渡 勉 

1Pb070 

 903

フェリチン内包ナノ粒子と高分子の影響……信州大繊

維 ○白方 愛美･田尻 雅也･石渡 勉 

1Pa071 

 904

有機ナノ粒子の無電解メッキ……信州大繊維 ○渡邉

昌樹･桑田 陽太、産総研 浅川 真澄･清水 敏美、信

州大繊維 石渡 勉 

1Pb072 

 905

シリカを担持したコア-シェル型高分子微粒子の調

製……千葉大院工 柏倉 拓也･稲田 巧･桑折 道済･○谷

口 竜王･中平 隆幸 

1Pa073 

 906

トリオキシエチレン鎖を有する両親媒性ビオロゲン

誘導体のミセルを反応場とした光誘起電子移動……神
奈川大工 ○佐藤 啓介･亀山 敦 

1Pb074 

 907

有機化層状ポリシランの作製と構造評価……豊田中研
○岡本 浩孝･熊井 葉子･光岡 拓哉･中野 秀之 

1Pa075 

 908

側鎖にアルキルビオロゲン部分を有するコポリマー

の合成と水溶液中での光誘起自己集合……神奈川大工
○増子 悠･亀山 敦 

1Pb076 

 909

コンフォーカルラマン顕微鏡によるジアセチレン重

合膜のケミカルマッピング……山形大院理工 ○根本

侑･佐野 正人 

1Pa077 

 910

高分子配向薄膜を用いた流路による金ナノ粒子チェ

ーンの形成……京大化研 登阪 雅聡、龍谷大理工 ○市

田 順寛･中沖 隆彦 

1Pb078 

 911

アミノ基を持つ高分子異形微粒子の合成とその性質

……北見工大 ○鬼塚 郁男･村田 美樹･渡辺 眞次･増田

弦 

1Pa079 

 912

コア-シェル型ポリマー微粒子の設計とコロイド結

晶作製……東工大院理工 ○李 東勲･徳野 陽子･打田

聖･石津 浩二、日産化学 小澤 雅昭 

1Pb080 

 913

有機-無機ハイブリッド微粒子の設計とコロイド結

晶作製……東工大院理工 ○徳野 陽子･李 東勲･打田

聖･石津 浩二、日産化学 小澤 雅昭 

1Pa081 

 914

スチレンコア-ブラシ状シェル高分子微粒子の設計

とコロイド結晶作製……東工大院理工 ○アミール 偉･

李 東勲･打田 聖･石津 浩二、日産化学 小澤 雅昭、

台湾中央大 Chen Hui 

1Pb082 

 915

分岐点に易分解性ポリペルオキシドを有する分岐コ

ポリマーを用いる相分離構造の制御……阪市大院工 ○

佐藤 絵理子･北村 倫明･安井 研一郎･松本 章一 

1Pa083 

 916

ステレオコンプレックス形成を利用した it-PMMA を

鋳型に有する st-PMAA 架橋体の調製と機能……阪大院

工･阪大臨床医工研セ ○網代 広治･明石 満 



高分子機能 
（1.光） 

1Pa085 

 1444 

飛石型共役系ポリマーの合成と光エネルギー変換シ

ステムの応用(15)－エネルギー・電子移動機構に関

する考察……関西大化学生命工・関西大 HRC 青田 浩

幸･○近藤 裕也･出口 直幹･松本 昭 

1Pb086 

 1445 

飛石型共役系ポリマーの合成と光エネルギー変換シ

ステムへの応用（16）－分岐型分子ワイヤーの合成

と光学的挙動……関西大化学生命工・関西大 HRC ○鈴

木 晋哉･青田 浩幸･松本 昭 

1Pa087 

 1446 

飛石型共役系ポリマーの合成と光エネルギー変換シ

ステムの応用(17)－構造制御されたポリマーを分子

ワイヤーとして用いた光誘起電子移動……関西大化学

生命工・関西大 HRC 青田 浩幸･○濱村 悠矢･穐山 祐

作･松本 昭 

1Pb088 

 1447 

ピロール-アルデヒド付加縮合体を用いた光エネル

ギー変換素子の開発(7)－太陽電池作成のための化

学修飾……関西大化学生命工・関西大 HRC 青田 浩幸･
○石川 武志･矢野 博史･松本 昭 

1Pa089 

 1448 

ピロール-アルデヒド付加縮合体を用いた光エネル

ギー変換素子の開発(8)－可視光を吸収するための

ポルフィリンの導入……関西大化学生命工・関西大HRC 
○松下 雅俊･青田 浩幸･松本 昭 

1Pb090 

 1449 

有機半導体を利用した可視光照射再生型陽イオン交

換樹脂……阪大レーザー研セ ○保田 ゆづり･長井 圭

治･乗松 孝好、弘前大院理工 阿部 敏之 

1Pa091 

 1450 

ポリフェニレンビニレンを主鎖とするグラフト共重

合体の合成と発光特性の評価……農工大院 BASE ○舩津

加央里･土屋 康佑･荻野 賢司 

1Pa092 

 1451 

Cucurbituril を用いた被覆高分子の作製と発光特性

……農工大 BASE ○三星 祐起･渡辺 悠太･下村 武史 

1Pb093 

 1452 

Deep Ultraviolet Light-Emitting Organosoluble 

Polyimides Derived from Siloxane- Containing 

Aliphatic Dianhydride and Various Aromatic 

Diamines……MANA, NIMS ○ Shouming Wu ･ Tohru 

Tsuruoka･Tsuyoshi Hasegawa、Dept. of Organic and 

Polymeric Materials, Tokyo Inst. of Tech. Ziyi Ge･

Teruaki Hayakawa･Masa-aki Kakimoto 

1Pa094 

 1453 

ピレニル基を有するエチレン系共重合体の合成と光

学的特性……芝浦工大工 ○多納 信郎･永 直文 

1Pb095 

 1454 

末端にピリジン環を有するフルオレン誘導体の種々

の酸との複合化による発光波長制御……兵庫県大院工
○石田 遼介･南 雄太･川月 喜弘 

1Pb096 

 1455 

アルキニルピレン含有耐熱性ポリマレイミドの蛍光

特性……阪市大院工 ○湯川 正太郎･大眉 有紀年･松本

章一 

1Pa097 

 1456 

ピンサー型パラジウム錯体/PVP ハイブリッドフィル

ムの調製とその発光特性……筑波大 TIMS ○小川 泰幸･

竹歳 絢子･神原 貴樹 

1Pb098 

 1457 

拡張π共役系を有するピリジニウムベタイン誘導体

の合成と電子状態……青学大理工 ○大川 和裕･木本

篤志･阿部 二朗 

1Pa099 

 1458 

機能性フルオレンポリマーの合成とその光物理的性

質……東工大院理工 古高 英浩･○隅 健太郎･小西玄一

1Pb100 

 1459 

フルオレニル基を持つオキサゾリンポリマーの合成

と光物性の評価……九大院工 ○橋本 考平･井上 達明･

曽田 泰宏･伊藤 冬樹･長村 利彦 

1Pa101 

 1460 

フォトクロミズムによる自励振動ゲルの光制御……東
大院工 ○山本 達也、東大院工･JST-PRESTO 吉田 亮

1Pb102 

 1461 

超分子液晶鎖と光応答性液晶鎖からなるジブロック

共重合体の調製と構造……名大院工 ○高橋 奈緒美･村

瀬 智也･永野 修作･関 隆広 

1Pa103 

 1462 

側鎖に2,6-アントラキノンを有する共役ポリ2,6-ナ

フタレンの合成と性質……筑波大院数理物質 ○森 岳

志･木島 正志 

1Pb104 

 1463 

光照射により運動する交互積層多層膜の作製……熊本

大院自然 ○梶 真由子、近畿大分子研 森次 正樹、熊

本大院自然 緒方 智成･栗原 清二 

1Pb105 

 1464

RAFT 重合によるアゾベンゼン多分岐高分子の合成と

その SRG 形成能……熊本大院自然 ○緒方 智成･芝原

秋久･栗原 清二 

1Pb106 

 1465

アゾベンゼン高分子からなる一次元フォトニック結

晶の光学特性の光制御……熊本大院自然 石川 猛、近

畿大分子研 森次 正樹、熊本大院自然 ○緒方 智成･

栗原 清二 

1Pa107 

 1466

水素結合性高分子液晶ブレンドフィルムの光配向と

それを用いた低分子液晶の配向制御……兵庫県大院工
○宇仁菅 翔平･内田 江美･川月 喜弘 

1Pb108 

 1467

アントラセンを用いた高分子ファイバーの光屈曲……
兵庫県大院工 ○松田 雄大、兵庫県大院環境 深江 亮

平、兵庫県大院工 川月 喜弘 

1Pa109 

 1468

主鎖型ポリ桂皮酸を用いた光メカニカルフィルムの

開発……北陸先端大院材料 ○矢崎 克明･金子 大作･金

子 達雄 

1Pb110 

 1469

スピロピラン構造を有する光応答性ポリマーの合成

……防衛大応化 ○相澤 雄助･山本 進一･守谷 治 

1Pa111 

 1470

光ラジカル重合型フォトポリマー材料のホログラム

記録特性……千葉大院 ○河辺 健太朗･小関 健一 

1Pb112 

 1471

スクアリリウム色素を分光増感剤とする高感度フォ

トポリマー －増感機構とホログラム記録……千葉大

院融合科学 ○高橋 直大･小関 健一、協和発酵ケミカ

ル 山崎 健志 

1Pa113 

 1472

カチオン重合性フォトポリマー材料を用いたホログ

ラム記録材料の開発……千葉大院融合科学 ○深谷 恭

平･小関 健一、ダイセル化学 水田 智也･三宅 弘人

1Pb114 

 1473

高屈折率変調型アゾトランコポリマーの合成と光応

答性……東工大資源研 ○坂井 洋介･宍戸 厚･池田富樹

1Pb115 

 1474

ヘテロラジカル対を生成するラジカル解離型高速フ

ォトクロミック分子……青学大理工 ○原田 裕可･波多

野 さや佳･阿部 二朗 

1Pb116 

 1475

テトララジカルを生成するラジカル解離型高速フォ

トクロミック分子……青学大理工 ○鈴木 真央･波多野

さや佳･木本 篤志･阿部 二朗 

生体高分子 
（6.生物工学） 

1Pa119 

 1812

高秩序ハニカム構造を持つ温度応答性マイクロパタ

ーン化ゲルの作製と細胞足場材料への応用……東大院

工 ○前田 康弘･吉田 亮 

1Pb120 

 1813

架橋 DNA 膜を用いた軟骨細胞培養……緒方材料研 ○鈴

木 由香利、大日本印刷 黒田 正敏･高橋 洋一、緒方

材料研 緒方 直哉 

1Pa121 

 1814

Stearoyl polycation siRNA delivery shows 

efficient endogenous gene knockdown in vitro……
Dept. of Material eng., Grad. sch. of eng., UT ○

Hyun Jin Kim、Center for Disease Biology and 

Integrative Medicine, Grad. Sch. of Medicine, UT 

Shourong Wu･Yan Lee、Dept. of BioEng., Grad. Sch. 

of Eng., UT･Center for NanoBio Integration, UT 

Kanjiro Miyata、Center for Disease Biology and 

Integrative Medicine, Grad. Sch. of Medicine, UT･

Center for NanoBio Integration, UT Nobuhiro 

Nishiyama、Dept. of Material eng., Grad. sch. of 

eng., UT ･ Center for Disease Biology and 

Integrative Medicine, Grad. Sch. of Medicine, UT･

Center for NanoBio Integration, UT Kazunori 

Kataoka 

1Pb122 

 1815

超はっ水膜/ＰＥＧマイクロパターン上での微生物

の挙動……名大院工 ○樋口 晶生･宮原 康弘、名大エコ

トピア 遠藤 洋史、名大院工 齋藤 永宏、名大エコ

トピア 高井 治 

1Pa123 

 1816

野蚕絹の構造に基づく絹様タンパク質の生産と NMR

構造解析……農工大院工･防衛大応化 ○田中 千香子、

防衛大応化 浅野 敦志･黒津 卓三、農工大院工 朝倉

哲郎 



1Pb124 

 1817 

合成高分子ゲルの化学構造によるマウス胚性幹細胞

の運命への影響……北大院理･西安交通大理 ○陳 咏

梅、北大院理 龔 剣萍、東大院医 山本 希美子･安藤

譲二 

1Pa125 

 1818 

各種官能基を表面に有するアルカンチオール自己組

織化膜上への霊長類 ES 細胞の接着挙動……京大再生

研 ○上田 祐介、京大再生研･IML 藤田 聡、京大再生

研 有馬 祐介･岩田 博夫 

1Pb126 

 1819 

タンパク質で可溶化されたカーボンナノチューブの

細胞挙動に及ぼす影響……熊本大院自然 ○西 高寬･吉

坂 菜希紗、熊本大医 原田 信志･熊谷 エツ子、熊本

大院自然 谷口 功･冨永 昌人 

1Pa127 

 1820 

三次元微細足場材料の弾性率が細胞挙動に与える影

響……農工大院工 ○加藤 佳苗･渡辺 敏行、東工大院生

命理工 原田 伊知郎･赤池 敏宏 

1Pb128 

 1821 

有機ナノチューブの軸比と細胞適合性……JST-SORST 
○住友 慶子、JST-SORST･産総研ナノチューブ応用研

セ 増田 光俊、JST-SORST･早大科健機構 山口 佳則、

JST-SORST･産総研ナノチューブ応用研セ 清水 敏美

1Pa129 

 1822 

特定の細胞周期に対して取り込まれる脂質様化合物

の探索……北大院理 ○南原 克行、北大電子研 新倉 謙

一、北大院理 神谷 亮介、北大電子研 居城 邦治 

（7.ライフサイエンス） 

1Pa131 

 1823 

HEMA－MMA ブロック共重合体における水の構造と血

液適合性……東海大院開発工 ○並木 崇大･望月 明 

1Pb132 

 1824 

各種N-置換acrylamide系共重合体の水の構造と血液

適合性……東海大開発工 ○望月 明･伴野 友郁、東北大

多元研 田中 賢 

1Pa133 

 1825 

へパリン模倣体の構築および抗凝血機構の解明……東
理大理工 ○五十嵐 政嗣･村田 英則･湯浅 真 

1Pb134 

 1826 

Ar プラズマ処理/ポストグラフト重合またはカルボ

キシル基末端ポリマーとの縮合による窒素含有 DLC

被覆アルミニウムへの生体親和性ポリマーの表面修

飾とキャラクタリゼーション……近畿大院システム工

濱脇 亮次･○山崎 啓太、近畿大院システム工･近畿大

工 白石 浩平･杉山 一男、トーヨーエイテック 中谷

達行･岡本 圭司･新田 祐樹 

1Pa135 

 1827 

温度応答性 poly(HPMA-co-MMA)ドメインおよび細胞

非接着相としてのPMPCドメインをもつ細胞マイクロ

アレイの調製と細胞接着および温度刺激剥離挙動……
近畿大院システム工 米 保紀･○小林 良太、近畿大院

システム工･近畿大工 山田 康枝･白石 浩平･杉山

一男、トーヨーエイテック 中谷 達行･岡本 圭司 

1Pb136 

 1828 

濃厚ポリ（２－ヒドロキシエチルメタクリレート）

ブラシの血管内皮細胞および血小板の接着特性……物
材機構国際ナノアーキテクトニクス研 吉川 千晶、

東医歯大生材研･物材機構生材セ ○橋本 良秀、ヒュ

ーマンサイエンス財団 服部 晋也･本田 貴子、東医

歯大生材研 岸田 晶夫、物材機構生材セ 小林 尚俊

1Pa137 

 1829 

濃厚ポリマーブラシの化学組成がタンパク質吸着お

よび細胞接着特性に与える影響……東医歯大生材研･

物材機構生材セ ○橋本 良秀、物材機構国際ナノアー

キテクトニクス研 吉川 千晶、ヒューマンサイエン

ス財団 服部 晋也･本田 貴子、東医歯大生材研 岸田

晶夫、物材機構生材セ 小林 尚俊 

1Pb138 

 1830 

双性イオン基を有する高分子の生体適合性に関する

研究……富山大院理工 ○石原 和幸･源明 誠･北野 博

巳、大阪有機化学 向山 高広･猿渡 欣幸 

1Pa139 

 1831 

PVA－ヘパリン水性二相形成に関する基礎研究……日
大理工 ○桒原 千恵･栗田 公夫、東医歯大生材研 根

岸 淳･宮廻 寛･南 広祐･木村 剛･岸田 晶夫 

1Pb140 

 1832 

リン脂質ポリマー積層ゲルによる生理活性物質の放

出および細胞増殖制御……東大院工 ○崔 志連、東大院

工･東大ナノバイオ 金野 智浩･高井 まどか、東大院

工･東大ナノバイオ･JST-CREST 石原 一彦 

1Pa141 

 1833 

天然高分子からなるハイドロゲルの止血剤としての

評価……阪市大院工 ○長崎 健･村山 さゆり･林 達郎、

阪市大院医 石橋 謙一、ダイソー 鈴木 利雄、阪市

大院工 高坂 達郎･東 秀紀 

1Pb142 

 1834

トランスジェニック蚕による高機能化絹の生産と創

傷被覆材料への応用……農工大 ○磯崎 誠･竹花 泉、農

業生物資源研 立松 謙一郎･田村 俊樹、農工大･農工

大科博 朝倉 哲郎 

1Pa143 

 1835

家蚕絹フィブロインを基盤とした小口径絹人工血管

の開発と再生医療への応用……農工大科博･農工大院

工 ○中澤 靖元、農工大院工 高橋 塁･八木 啓輔･山

崎 静夫･荒木 啓光、東大医 榎本 操一郎、順大医 梶

本 完･宮内 克己･代田 浩之、徳島大医 佐田 政隆、

農工大科博･農工大院工 朝倉 哲郎 

1Pb144 

 1836

家蚕絹フィブロイン足場材料上での骨分化に関する

遺伝子情報解析……農工大工･農工大科博 ○宮本 早矢

香･小柳 亮、日大松戸歯 安孫子 宜光･西山 典宏、

農工大工･農工大科博 朝倉 哲郎 

1Pa145 

 1837

絹フィブロインの金属上への固定化と表面状態解析

……農工大院工･日本メディカルマテリアル ○長野 あ

や、農工大院工･農工大科博 朝倉 哲郎 

1Pb146 

 1838

タンパク質徐放制御を目指した自己組織化体を組み

込んだ組織接着性ハイドロゲルの開発……農工大工 ○

内田 裕介･村上 義彦 

1Pa147 

 1839

反応性高分子ミセル-ポリアミンが形成する組織接

着性ハイドロゲルの外科手術用止血材としての応用

……農工大工 ○吉田 主税、東女医大心臓血管外科 西

田 博･冨澤 康子、農工大工 村上 義彦 

1Pb148 

 1840

生理活性配列を有する構造タンパク質様ペプチドを

用いたポリ乳酸系スキャホールドの機能化……国立循

環器病セ研･JST-CREST ○柿木 佐知朗･山岡 哲二 

1Pa149 

 1841

細胞接着剤による膵・肝細胞凝集塊の形成と機能評

価……物材機構生材セ 伊藤倫子･森田美枝･○田口哲志

1Pb150 

 1842

自己組織化ハニカム構造高分子薄膜によるヒト癌細

胞の増殖の抑制……北大院理 ○栃木 隆、東北大多元研

田中 賢、北大遺伝子病制御研 濱田 淳一、北大創成

前田 悠･山本 貞明、北大電子研 居城 邦治、東北大

多元研 下村 政嗣 

1Pa151 

 1843

高圧印加処理による脱細胞化角膜の角膜再生足場材

料としての有用性……物材機構生材セ･ヒューマンサ

イエンス財団 ○服部 晋也、東医歯大生材研 木村

剛･舩本 誠一･橋本 良秀、東医歯大医 佐々木 秀次･

望月 学、阪工大院工 藤里 俊哉、物材機構生材セ･

ヒューマンサイエンス財団 本田 貴子、東医歯大生

材研 岸田 晶夫、物材機構生材セ 小林 尚俊 

1Pb152 

 1844

細胞接着性表面を有する自己支持性コラーゲン/ヒ

アルロン酸ナノシートの構築－細胞移植治療への応

用に向けて……早大院先進理工 ○古舘 祥･藤枝 俊宣･

丹羽 大輔･武岡 真司 

1Pa153 

 1845

筋芽細胞とコラーゲンを用いた人工骨格筋組織……阪
工大 ○藤里 俊哉･林 宏行･山﨑 健一･近藤 英雄･寺

田 堂彦･橋本 成広 

1Pa155 

 1846

コラーゲンペプチド修飾デンドリマーを包埋したゲ

ルの調整とその転移性腫瘍細胞への細胞毒性……阪府

大院工 ○末廣 智幸･西阪 瑛子･児島 千恵･原田 敦

史･河野 健司 

1Pb156 

 1847

感温性ポリペプチドを用いた ABA 型トリブロック共

重合体の調製および会合挙動……名工大院工 ○大澤

孝仁･杉本 英樹･猪股 克弘･中西 英二 

1Pa157 

 1848

クレイ含有ポリペプチドハイドロゲルの調製と物性

評価……名工大院工 ○廣瀬 恵実･杉本 英樹･猪股 克

弘･中西 英二 

1Pb158 

 1849

Gemini 構造を有するトリプトファン含有ペプチド脂

質の pH 応答性と会合挙動……名工大院工 重松 輝幸･
○坂野 亮宏･杉本 英樹･猪股 克弘･中西 英二 

1Pa159 

 1850

ヒスチジン含有 Gemini 型ペプチド脂質の会合挙動

……名工大院工 ○田中 貴章･杉本 英樹･猪股 克弘･中

西 英二 

1Pb160 

 1851

アスパラギン含有 PEO-ポリペプチド共重合体の調製

と感温特性……名工大院工 ○遠藤 未菜･杉本 英樹･猪

股 克弘･中西 英二 
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1Pc001 

 218 

高分子間クリックケミストリーを用いた二環および

三環パドル型高分子トポロジーの構築……東工大院理

工 ○菅井 直人･山本 拓矢･手塚 育志 

1Pd002 

 219 

クリックケミストリーを用いたスピロ型多環状高分

子の合成……東工大院理工 太田 賢吾･○山本 拓矢･手

塚 育志 

1Pc003 

 220 

新規高分子停止剤を用いる H 型末端反応性高分子の

合成……東工大院理工 長原 悠･○山本 拓矢･手塚 育

志 

1Pd004 

 221 

ペリレン単位を導入した環状および直鎖状ポリテト

ラヒドロフランの合成と単分子分光特性……東工大院

理工 佐藤 記央･○山本 拓矢･手塚 育志 

1Pc005 

 222 

両親媒性環状ブロック共重合体の合成とそのミセル

形成……東工大院理工 ○本多 智･山本 拓矢･手塚 育

志 

1Pd006 

 223 

水素結合性ユニットを含む環状高分子を利用する非

対称 2-カテナンの合成……東工大院理工 ○石川 和

孝･山本 拓矢･手塚 育志 

1Pc007 

 224 

α,ω-ジインを用いた 1,3-双極子環化付加反応によ

るポリ[2]カテナンの合成……日大院理工 ○冨田 雅

俊･山崎 学、日大理工 萩原 俊紀･星 徹･澤口 孝志

1Pd008 

 225 

薗頭反応によるポリ[2]カテナンの合成……日大院理

工 ○村野 泰洋･山崎 学、日大理工 萩原 俊紀･星

徹･澤口 孝志 

1Pc009 

 226 

レゾルシノールと 2,4-ジヒドロキシベンズアルデヒ

ドによる新規環状オリゴマーの合成……神奈川大工 ○

首藤 拓也･工藤 宏人･西久保 忠臣 

1Pd010 

 227 

環状oligo(4-n -butyltriphenylamine)の合成と電子

受容体との包接錯体の物性評価……農工大院 BASE ○宮

石 裕子･土屋 康佑･荻野 賢司 

1Pc011 

 228 

Graft-onto 法 お よ び Graft-from 法 を 用 い た

Sun-Shaped 高分子の設計……京工繊大院工芸 ○足立

馨･濱口 裕介･植村 亮太･塚原 安久 

1Pd012 

 229 

多官能ビニル架橋重合における分子内架橋反応を活

用したα―およびβ―ループ型ネットポリマーの合

成……関西大化学生命工 ○松本 貴夫･青田 浩幸･松本

昭、共栄社化学 池田 順一 

1Pc013 

 230 

モノエポキシド/ジエポキシドカチオン架橋共重合

における分子内連鎖移動とループ構造形成……関西大

化学生命工 ○岩崎 友里･青田 浩幸･松本 昭、共栄社

化学 片平 知里･森下 暢也･池田 順一、豊橋技科大

Lim Pang-Boey･井上 光輝 

1Pd014 

 231 

反応性環状ポリプロピレンの合成とその利用……阪市

大院工 ○平山 益太郎･圓藤 紀代司 

1Pc015 

 232 

不斉ビスホスフィン化合物を用いた光学活性オリゴ

マーおよび環状リン化合物の合成……京大院工 ○井本

裕顕･森崎 泰弘･中條 善樹 

1Pd016 

 233 

メタ位にヘテロ環を有する環状－ｍ－芳香族アミド

オリゴマーの合成とその光学特性……名工大院工 ○山

門 陵平･杉本 新理･高木 幸治 

1Pc017 

 234 

分子内高分子環化反応による環状および８の字型ポ

リスチレンの合成……農工大院工 ○土方 弘憲･野本

周司･尾池 秀章 

1Pd018 

 235 

アルコキシアミン型環状開始剤の合成とスチレンの

重合……農工大院工 ○玉田 春仙･尾池 秀章 

1Pc019 

 236 

ポリチオフェンポリロタキサンの合成に向けて……物
材機構ナノ有機セ ○池田 太一･樋口 昌芳･クルツ

ディルク 

1Pd020 

 237 

クラウンエーテル-アンモニウム塩型主鎖型ポリロ

タキサンの合成と性質……東工大院理工 ○石野 智則･

中薗 和子･小山 靖人･高田 十志和 

1Pc021 アミノ酸側鎖を有するポリロタキサン誘導体の修飾

 238 率制御……信州大繊維 ○加賀谷 圭佑、信州大繊維 大

川 浩作、信州大ファイバーナノテク若手拠点 荒木

潤 

1Pd022 

 239

副反応抑制および生成物の分解低減を目的とした

PEG/CDポリロタキサン調製条件の最適化……信州大フ

ァイバーナノテク若手拠点 ○荒木 潤 

1Pc023 

 240

ロタキサン構造を側鎖に有するポリアセチレンの合

成と構造……東工大院理工 ○石割 文崇･深澤 啓一郎･

小山 靖人･高田 十志和 

1Pd024 

 241

有機溶媒中におけるシクロデキストリン含有ポリロ

タ キサンの one-pot 合成法－東工大院理工……東工

大院理工 高島 智行･小山 靖人、東工大院理工 GCOE 
○中薗 和子、東工大院理工 高田 十志和 

1Pc025 

 242

新規キラルケージ型化合物の合成と特性……物材機構
○正村 亮、物材機構･JST さきがけ 樋口 昌芳、分子

研 東林 修平、JST さきがけ･分子研 櫻井 英博 

1Pd026 

 243

ポリ（p-メタクリロキシメチルスチレン）の混合溶

媒中での鋳型重合……東工大院理工 ○水野 明梨･斎藤

礼子 

1Pc027 

 244

メタ位にオリゴチオフェンを有する m-アミノ安息香

酸誘導体の縮合反応……名工大院工 杉本 新理･○高木

幸治 

（8.非共有結合型高分子） 

1Pd028 

 245

光応答性を付与した二糖ラクトン誘導体低分子ヒド

ロゲル化剤の創成と物性……九大院農 ○小川 由紀子･

北岡 卓也 

1Pc029 

 246

側鎖を有するフェニレンイミン型大環状分子の選択

的合成と特性解析……東工芸大ナノ研セ ○大石 清太

朗･石田 貢三･加藤 伴明･松本 利彦 

1Pd030 

 247

水素結合性オリゴチオフェンによるナノロッドの形

成……千葉大院工･JST-PRESTO ○矢貝 史樹、千葉大院

工 木下 哲郎･唐津 孝･北村 彰英、阪大院工 本庄

義人、阪大院工･JST-PRESTO 関 修平 

1Pc031 

 248

水素結合によって形成されるペリレンビスイミド超

分子ナノファイバー……千葉大院工 ○関 朋宏、千葉大

院工･JST-PRESTO 矢貝 史樹、千葉大院工 唐津 孝･

北村 彰英、阪大院工 本庄 義人、阪大院工･

JST-PRESTO 関 修平 

1Pd032 

 249

窒素分子を構成部位とする高分子の合成方法の開発

……京大院工 ○鈴木 健一郎･塩月 雅士･三田 文雄、福

井工大工 増田 俊夫 

1Pc033 

 250

アミノ酸を含有する光応答性光学活性超分子の合成

と特性……京大院工 ○曽川 洋光･寺田 佳世、福井工大

工 増田 俊夫、京大院工 三田 文雄 

1Pd034 

 251

三級アミンによるTCNQ混合原子価状態積層体の作製

……京工繊大院工芸 ○早川 和範･中 建介 

1Pc035 

 252

フラーレンをペンダントにもつポリフェニルアセチ

レンのホスト―ゲスト相互作用による超分子架橋……
広島大院理 ○灰野 岳晴･平井 恵梨 

1Pd036 

 253

γ-CDとポリエチレングリコールからなる1分子鎖ポ

リロタキサンの合成……北陸先端大院マテリアル ○髙

橋 明裕･上遠野 亮･由井 伸彦 

1Pc037 

 254

デオキシチミジン部位を主鎖に含む配位高分子の合

成と性質……筑波大 TIMS ○桑原 純平･神原 貴樹 

1Pd038 

 255

有機ホウ素色素(BODIPY)含有有機無機ハイブリッド

発光材料の合成およびそのモルホロジー挙動……京大

院工･松本油脂製薬 ○梶原 裕一、京大院工 永井 篤

志･中條 善樹 

1Pc039 

 256

スチルベンエステル修飾シクロデキストリンの転位

挙動とその超分子構造……阪大院理 ○金谷 晃･高島

義徳･山口 浩靖･原田 明 

1Pd040 

 257

シクロデキストリン二量体による環状エステルの開

環重合: シクロデキストリンのクランプ効果……阪大

院理 ○大崎 基史･高島 義徳･山口 浩靖･原田 明 

1Pc041 

 258

a-シクロデキストリンとポリエチレングリコールに

よる高分子量[n]カテナンの合成の試み……阪大院理
○山本 貴耶･奥村 泰志･高島 義徳･山口 浩靖･原田

明 



1Pd042 

 259 

表面にホスト分子を有する球状分子の合成とその機

能……阪大院理 ○吉田 章吾･田浦 大輔･高島 義徳･橋

爪 章仁･山口 浩靖･原田 明 

1Pc043 

 260 

水素結合を利用した多層ミセル状会合体の合成……兵
庫県大院工 ○登里 真光･遊佐 真一、福井工大工 森

島 洋太郎 

1Pd044 

 261 

ビピリジンユニットを持つオリゴフェノール鎖から

なるホウ素ヘリケートの合成と構造……名大院工 ○浅

井 良･三輪 和弘･古荘 義雄･八島 栄次 

1Pc045 

 262 

アミジニウムーカルボキシレート塩橋形成を利用し

た多成分自己集合によるシリンダー型錯体の合成……
名大院工 ○佐藤 佳弘、JST-ERATO 超構造プロ 片桐

洋史･多中 良栄、名大院工･JST-ERATO 超構造プロ 古

荘 義雄･八島 栄次 

1Pd046 

 263 

アミジニウム-カルボキシレート塩橋を利用した新

規超分子構造体の構築と会合挙動……名大院工 ○下山

宗徳･飯田 拡基･古荘 義雄･八島 栄次 

1Pc047 

 264 

キラルな両親媒性ドナー・アクセプターダイアッド

の自己組織化による光導電性材料の創成……東大院工
○樋爪 友美、物材機構 CHARVET Richard･田代 健太

郎、JST-ERATO-SORST 山本 洋平、阪大院工 佐伯 昭

紀･関 修平、東大院工 相田 卓三 

1Pd048 

 265 

水素結合を用いた一次元π共役分子集合体の構築……
東大院工 ○藤代 理恵子･庄司 良子･安田 琢麿･加藤

隆史 

1Pc049 

 266 

新規アントラノールーアクリジンダイアド：強力な

水素結合に基づく超分子集合体の構築と性質……理研
○安藤 伸治･橋爪 大輔･福島 孝典、理研･東大院工

相田 卓三 

1Pd050 

 267 

ポリジメチルシロキサン骨格を有するポリロタキサ

ンの合成と環動ゲルの物性……東大院新領域 ○加藤

和明、ASM 井上 勝成、東大院新領域 木戸脇 匡俊･

伊藤 耕三 

高分子構造・高分子物理 
（6.表面・界面・薄膜） 

1Pd052 

 917 

相分離法を利用したカチオン性ナノ多孔体の作製と

応用……阪大院工 ○北川 知･辻本 敬･宇山 浩 

1Pc053 

 918 

キレート剤固定化高分子ナノ多孔体の開発……阪大院

工 ○岡 達也･辻本 敬･宇山 浩 

1Pd054 

 919 

相分離によるポリ乳酸ナノ多孔体の作製……阪大院工
○岡 達也･辻本 敬･宇山 浩 

1Pc055 

 920 

溶媒浸漬によるポリマー表面処理技術の開発……阪大

院工 ○北川 偉之･岡 達也･北川 知･辻本 敬･宇山

浩、京大再生研 田畑 泰彦 

1Pd056 

 921 

相分離を利用した生分解性ポリエステル多孔体の作

製……阪大院工 ○藤本 隆･岡 達也･辻本 敬･宇山 浩

1Pc057 

 922 

細胞足場材料を志向したシルクフィブロインの微細

構造加工……阪大院工 ○松田 貴之･岡 達也･美濃 貴

之･宇山 浩 

1Pd058 

 923 

有機溶媒中でのフェロセニル基を有するコポリマー

グラフトシリカ粒子のコロイド結晶化。……九工大工
○椿 ありさ･毛利 恵美子･吉永 耕二、九女大 中井

明美 

1Pc059 

 924 

水溶性高分子グラフトフラーレンの水溶液中での会

合挙動……九工大工 ○師井 沙那美･毛利 恵美子･吉永

耕二 

1Pd060 

 925 

両親媒性コポリマーを用いたチタニアナノシートの

有機溶媒中への分散と PMMA との複合化……九工大工
○須田 崇仁･毛利 恵美子･吉永 耕二 

1Pc061 

 926 

ポリマー分散剤を用いたフラーレン分散PMMA薄膜の

調製……九工大 ○山永 哲也･毛利 恵美子･吉永 耕二

1Pd062 

 927 

遷移金属錯体基を有するコポリマー修飾シリカ粒子

の調製と有機溶媒中でのコロイド結晶化……九工大工
○増田 陽子･毛利 恵美子･吉永 耕二、九女大 中井

明美 

1Pc063 

 928 

フェライト微粒子のポリマーコーティングとアミノ

基の導入……九工大工 ○永田 真弓･毛利 恵美子･吉永

耕二、日立マクセル 神崎 寿夫 

1Pd064 

 929

金ナノ粒子固定化ポリマーグラフトシリカ微粒子の

調製……九工大工 ○久保 裕洋･毛利 恵美子･吉永 耕

二 

1Pc065 

 930

油/水界面での高分子‐グラフトポリスチレンラテ

ックスの粒子膜形成挙動……九工大工 ○酒盛 早美･毛

利 恵美子･吉永 耕二 

1Pd066 

 931

新規末端アルキル化デンドリマーと金属ナノ粒子の

合成……慶應大理工 ○櫻井 こずえ･越智 庸介･山元

公寿 

1Pc067 

 932

デンドリマーを利用した白金サブナノ粒子の特異酸

素還元触媒能……慶應大理工 ○園井 厚憲･竹永 正裕･

今岡 享稔、東北大 葛目 陽義、慶應大理工 伊藤 正

時、ICU 教養 田 旺帝、慶應大理工 山元 公寿 

1Pd068 

 933

剛直樹状型高分子フェニルアゾメチンデンドリマー

からなる組織化挙動……慶應大理工 ○武家尾 典子･今

岡 享稔･山元 公寿 

1Pc069 

 934

高分子電解質ブラシ上へのタンパク質吸着とそのイ

オン強度依存性……名大院工 ○立松 裕規、武蔵工大工

藤間 卓也、名大エコトピア 遠藤 洋史、名大院工 齋

藤 永宏、名大院工･名大エコトピア 高井 治 

1Pd070 

 935

低分子液晶混合による垂直シリンダー型ミクロ相分

離膜の構造欠陥排除……東工大資源研 ○継枝 愛･彌田

智一･小村 元憲 

1Pc071 

 936

フレキシブル基板上での水平一軸配向シリンダー型

ミクロ相分離膜の作製……東工大資源研 ○菅谷 卓生･

彌田 智一･小村 元憲 

1Pd072 

 937

側鎖液晶型ブロック共重合体薄膜の構造評価と構造

固定化特性－異なるメソゲン基による比較……東工大

資源研 ○小村 元憲･大庭 索也･彌田 智一 

1Pc073 

 938

コア－シェル型高分子ミセル内に導入したスピロベ

ンゾピランの光異性化が及ぼす高分子ミセルの光応

答挙動への影響……東理大理 ○有坂 慶紀･田村 篤志･

内田 勝美･矢島 博文 

1Pd074 

 939

糖を含むアルカンチオール自己組織化単分子膜と酵

素との相互作用……工学院大工 大川 春樹･八重嶋 香

里･○諸橋 駿輔･橋本 和彦 

1Pc075 

 940

デンドリマーを用いた遅延添加法による炭酸カルシ

ウム複合微粒子合成法の開発……京工繊大院工芸 ○田

中 優香･中 建介 

1Pd076 

 941

ポリスチレン超薄膜中における高分子鎖絡み合いの

温度依存性について……静岡大教育 ○竹内 教貴･板垣

秀幸 

1Pc077 

 942

置換ポリアセチレン薄膜の延伸によるクロミズム……
産総研ナノテク ○木村 浩美･土原 健治･福嶋 俊行･

海藤 彰 

1Pd078 

 943

ポリ（フェニルアセチレン）薄膜の可逆的サーモク

ロミズム－光照射による制御……産総研ナノテク ○土

原 健治･木村 浩美･福嶋 俊行 

1Pc079 

 944

ナフチル基を有するポリマーをグラフトしたシリカ

微粒子を用いた有機媒体中へのフラーレンの分散……
九工大 ○佐藤 嵩拓･毛利 恵美子･吉永 耕二 

1Pd080 

 945

水晶振動子による接着層の粘弾性解析……静岡大工 ○

権田 淳二･稲石 勝典･森本 勝大･久保野 敦史 

高分子機能 
（10.その他） 

1Pd082 

 1476

シクロデキストリン－ポリオレフィン包接化合物の

ポリ(1-ブテン)に対する造核作用……農工大院工 ○李

春･一色 直恵･斎藤 拓･豊田 昭徳･高野 一史 

1Pc083 

 1477

無電解めっき触媒を含む極細繊維を鋳型とするニッ

ケルチューブの作製……山口大院医 ○町田 悟史･堤

宏守 

1Pd084 

 1478

電界紡糸法により調製したファイバーを鋳型とする

微細銅チューブの作製……山口大院医 ○小野 秀仁･堤

宏守 

 

 



1Pc085 

 1479 

主鎖骨格にスチリルベンゼン構造を有する新規エポ

キシ樹脂の合成……関東学院大工･関東学院大表面工

学研･関東学院大 HRC ○西村 直記、関東学院大表面工

学研 杉本 将治、関東学院大工･関東学院大表面工学

研･関東学院大 HRC 本間 英夫･香西 博明 

1Pd086 

 1480 

高度分散した金属酸化物微粒子／高分子コンポジッ

トの作製……熊本大院自然 ○緒方 智成･中島 祐樹･平

川 哲央･栗原 清二 

1Pc087 

 1481 

ポリロタキサンフィルムの作製とその評価……信州大

繊維 ○佐藤 俊也･清水 晃志･勝山 直也、信州大ファ

イバーナノテク若手拠点 荒木 潤、信州大繊維 寺本

彰･阿部 康次、東大新領域 伊藤 耕三 

1Pd088 

 1482 

ウイルスを基盤とした金ナノ粒子の三次元配列化と

その光学応答……北大院理 ○永川 桂大、北大電子研

新倉 謙一、北大院理 大竹 範子、北大人獣感染症セ

鈴木 忠樹、北大電子研 松尾 保孝、北大人獣感染症

セ 澤 洋文、北大電子研 居城 邦治 

（1.光） 

1Pc089 

 1483 

光学ポリマーの屈折率予測システム……千歳科技大光

科学 ○谷尾 宣久･中島 みさき･西野 紗央里 

1Pd090 

 1484 

非晶構造制御による光学ポリマーの高透明化……千歳

科技大院光科学 ○小幡 はるな･中村 千種･谷尾 宣

久 

1Pc091 

 1485 

光学ポリマーのエイジングによる光学特性変化……千
歳科技大院光科学 ○川岸 知浩･谷尾 宣久 

1Pd092 

 1486 

Synthesis and Properties of Highly Refractive 

Polyimides Derived from 

3,6-Bis(4-aminophenylenesulfanyl)pyridazine and 

4,6-Bis(4-aminophenylenesulfanyl)pyrimidine……T
okyo Inst. of Tech. ○ Nam-ho You ･ Yasuhiro 

Nakamura･Yasuo Suzuki･Tomoya Higashihara･Shinji 

Ando･Mitsuru Ueda 

1Pc093 

 1487 

TTF 類縁体添加によるポリマーの高屈折率化……京大

院工 ○石黒 文康･田中 一生･中條 善樹 

1Pd094 

 1488 

含フッ素共重合体による高耐熱・低損失 GI 型プラス

チ ッ ク 光 フ ァ イ バ の 作 製 …… 慶 應 大 院 理 工 ･

JST-ERATO-SORST ○加戸 貴洋･小池 康太郎･佐藤 全･

小池 康博 

1Pc095 

 1489 

含フッ素共重合体による低吸水・低複屈折アクリル

ポリマーの作製……慶應大院理工･JST-ERATO-SORST ○

佐藤 全･小池 康太郎･加戸 貴洋･多加谷 明広･小池

康博 

1Pd096 

 1490 

ゲルマニウム含有ハイブリッドポリマーの屈折率制

御……東北大多元研 ○蓼沼 祥平･渡辺 明･宮下 徳治

1Pc097 

 1491 

化学増幅ネガ型反応現像画像形成を利用した感光性

ポリイミドの開発……横国大院工 程 旭･高橋 昭雄･○

大山 俊幸 

1Pd098 

 1492 

ラジカル解離型フォトクロミック系のアモルファス

薄膜における光誘起表面レリーフ形成……横国大院工
○菊地 あづさ･原田 ゆかり･八木 幹雄･生方 俊･横

山 泰、青学大理工 阿部 二朗 

1Pc099 

 1493 

9-キサンテニルメチル基を有する光塩基発生剤の合

成と光反応性材料への応用……東理大理工 ○水落 龍

太･有光 晃二 

1Pd100 

 1494 

光塩基反応性顔料前駆体を用いた高分子膜中での顔

料再生とその応用……東理大理工 ○荒井 碧･有光 晃

二 

1Pc101 

 1495 

リワーク型光硬化樹脂のUVナノインプリントへの応

用……阪府大院工 ○松川 大作･岡村 晴之･白井 正充

1Pd102 

 1496 

UV ナノインプリント用光アミン発生型樹脂の設計・

合成と特性評価……阪府大院工 ○北本 顕大･陶山 寛

志･白井 正充 

1Pc103 

 1497 

テトラアリールエタン骨格を有するフェノール樹脂

を側鎖に持つ高屈折率アクリル樹脂の合成と性質……
東工大院理工 ○東城 裕介･小西 玄一 

1Pd104 

 1498 

ポリカーボネートと相溶性を示すフェノール樹脂の

開発……東工大院理工 ○東城 裕介･小西 玄一 

1Pc105 Synthesis and Characterization of Hyperbranched 

 1499 Polyimide Films Hybridized with ZnO 

Nanoparticles……Tokyo Tech. ○Gao Hong･Ando Shinji
1Pd106 

 1500

チオフェン含有高屈折率ポリイミドの合成……東工大

院理工 ○福崎 菜美子･鈴木 康夫･中村 康広･安藤

慎治･東原 知哉･上田 充 

1Pc107 

 1501

高屈折率を有する感光性ポリイミドの開発……東工大

院理工 ○齋藤 悠太･溝口 勝久･東原 知哉･上田 充

1Pd108 

 1502

高屈折率材料の開発を目的としたポリジスルフィド

の合成……神奈川大 工藤 宏人･○工藤 裕･西久保 忠

臣 

1Pc109 

 1503

レジスト用表面改質剤を志向したフッ素系ブロック

共重合体の合成と評価……農工大院 BASE ○金尾 美樹･

大竹 敦･土屋 康佑･荻野 賢司 

1Pd110 

 1504

ソープフリー乳化重合法による高分子微粒子の調製

と光応答性……東工大資源研 ○高宮 由季･登内 草太･

宍戸 厚･池田 富樹 

1Pc111 

 1505

真空紫外光酸化を用いた高分子材料表面への光機能

基の導入と液晶配向……名大院工 ○佐々木 章･青島

ほずみ･永野 修作･関 隆広 

1Pd112 

 1506

フェムト秒過渡吸収法によるポリ（３－ヘキシルチ

オフェン）における一重項励起子の非局在化過程の

解明……京大院工 ○欧陽 テンカ･郭 嘉謨･大北 英生･

伊藤 紳三郎 

1Pc113 

 1507

不斉を有するアゾベンゼンのクレー層間における集

合系：その光物理と光化学……千葉大院工 ○菅野 修

平･高山 未来･平井 基就･桑折 道済･谷口 竜王･中

平 隆幸 

1Pd114 

 1508

水／有機溶媒混合溶媒中におけるクレイへのインタ

ーカレーション：カチオン性ポルフィリンならびに

そのモデル化合物集合系生成の検討……千葉大院工 ○

高橋 洋朗･若林 史朗･桑折 道済･谷口 竜王･中平

隆幸 

1Pc115 

 1509

汎用高分子フィルムへのクレーズ層の微細加工と機

能性－ポリメタクリル酸メチルとポリプロピレン－

……岐阜大工 ○後藤 悟･横井 輝之･武野 明義･三輪

實 

1Pd116 

 1510

ポリメタクリル酸メチルフィルムのクレーズ層の周

期性と低周波振動の効果……岐阜大工 ○内田 人志･横

井 輝之･武野 明義･三輪 實 

1Pc117 

 1511

高耐熱性ポリマーへのネガ型反応現像画像形成の適

用……横国大院工 ○安田 宗平･高橋 昭雄･大山 俊幸、

出光興産 山尾 忍 

1Pd118 

 1512

２つの水酸基と光応答性基を持つフェニルアセチレ

ンのらせん選択重合と生成ポリマー膜の光応答性……
新潟大院自然 ○鈴木 一平、新潟大院自然･新潟大環

材ナノ研セ･新潟大超域研 寺口 昌宏、新潟大超域

研･新潟大 VBL 浪越 毅･マルワンタ エディ、新潟大

環材ナノ研セ･新潟大超域研 金子 隆司、新潟大院自

然･新潟大環材ナノ研セ･新潟大超域研･新潟大VBL 青

木 俊樹 

1Pc119 

 1513

イオン性光応答高分子の開発と高性能薄膜太陽電池

応用……九大院工 ○ホ ヒョジョン･長村 利彦 

1Pd120 

 1514

フォトクロミックポリマーを被覆した金ナノ粒子の

特異な光学特性……阪市大院工 ○西 弘泰、阪大院工

朝日 剛、阪市大院工･JST-PRESTO 小畠 誠也 

生体高分子 
（8.その他） 

1Pd122 

 1852

外科手術トレーニングを支援する脳モデルの創製……
神戸大院工 小寺 賢･西野 孝･岩下 真依･○寺田 沙

織、西神戸医療セ 林 成人、神戸大院医 甲村 英二、

ユウビ造形 大熊 良美･森田 寿一 

1Pc123 

 1853

アネキシン V を用いた炎症部位イメージングプロー

ブの作製……阪工大･京大再生研 ○折口 智哉、京大再

生研 城 潤一郎、関大 平野 義明、京大再生研 田畑

泰彦 

 

 



1Pd124 

 1854 

塩基性線維芽細胞増殖因子グラジエント化アルギン

酸-コラーゲン複合スポンジ内での間葉系幹細胞の

培養……京大再生研 ○大野 由尊･山本 雅哉･田畑泰彦

1Pc125 

 1855 

原子間力顕微鏡による毛髪の微細構造と物性の研究

5……ホーユー ○北野 宏樹･山本 愛子･丹羽 正直、東

北大原子分子材料研 藤波 想･中嶋 健･西 敏夫 

1Pd126 

 1856 

水/メタノール混合溶媒系を用いたポリNイソプロピ

ルアクリルアミドナノ粒子の調製と特性評価……東女

医大 ○熊代 善一、東女医大･慶應大院薬 水谷 文、

東女医大 長瀬 健一、慶應大院薬 金澤 秀子、東女

医大 大和 雅之･岡野 光夫 

1Pc127 [中止] 

1Pd128 

 1857 

マウスに静脈投与した金ナノロッドの分光分析……九
大院工 ○下田 康平･東元 恵佑、九大院工･九大未来

セ 新留 琢郎、九大院工 新留 康郎、九大院工･

JST-CREST 中嶋 直敏 

1Pc129 

 1858 

フォトンフォースを用いた蛋白質・アミノ酸の分子

捕捉……北大院理 ○坪井 泰之･東海林 竜也･喜田村

昇 

1Pd130 

 1859 

立体規則性ポリ-γ-グルタミン酸のバイオプラスチ

ック化……高知大院農 ○芦内 誠･福島 賢三 

（7.ライフサイエンス） 

1Pc131 

 1860 

ポリエチレングリコール誘導体を表面修飾した水溶

性 CdSe ナノ粒子を用いた細胞標識材料の開発……山
口大院医 伊藤 有加利･○秋田 泰宏･堤 宏守 

1Pd132 

 1861 

ユウロピウムをドープした無機蛍光ナノ粒子の調製

とその特性評価……山口大院医 西川 大輔･○堤 宏守

1Pc133 

 1862 

生体適合性を有するブロックポリマーで被覆したシ

リコンナノ粒子の調製……関西大院工 ○柴田 靖久、関

西大院工･関西大化学生命工 岩﨑 泰彦 

1Pd134 

 1863 

PEG修飾PAMAMデンドロンを用いた金ナノ微粒子調製

におけるデンドロン世代数の効果……阪府大院工 ○由

澤 彰彦･児島 千恵･原田 敦史･河野 健司 

1Pc135 

 1864 

電磁波ナノ治療を目指した金コロイド含有 PEG 化ナ

ノゲルの調製……筑波大院数理物質 ○中村 隆仁･田村

篤志、筑波大院数理物質･筑波大 TIMS･筑波大 TARA･

物材機構国際ナノアーキテクトニクス研 大石 基、

筑波大院数理物質 神事 裕太･松石 清人、北大院獣

医 武内 亮･安井 博宣･稲波 修、筑波大院数理物質･

筑波大院人間総合･筑波大 TIMS･筑波大 T 

1Pd136 

 1865 

有機塩修飾酸化鉄ナノ粒子の生体分子存在下におけ

る応答性……京都高度技術研･京大院工 ○成田 麻子、

京工繊大院工芸 中 建介、京大院医 近藤 科江･平岡

眞寛、京大院工 中條 善樹 

1Pc137 

 1866 

アミノ化ナノ酸化チタンの超音波励起作用とその抗

感染性カテーテルへの応用……国立循環器病セ研 ○古

薗 勉･益田 美和･岡田 正弘、産総研 新田 尚隆･賀

谷 彰夫･山根 隆志、物材機構 田口 哲志 

1Pd138 

 1867 

細胞移植に適した細胞分散・注射装置の開発……国立

循環器病セ研 ○岡田 正弘、国立循環器病セ研 山原

研一･中村 篤宏、ニプロ 春原 隆司、国立循環器病

セ研 古薗 勉 

1Pc139 

 1868 

ナノアパタイト安定化エマルション形成に与えるポ

リマー官能基の影響……阪工大工･国立循環器病セ研
○前田 駿太、国立循環器病セ研 岡田 正弘、阪工大

工 藤井 秀司･中村吉伸、国立循環器病セ研 古薗 勉

1Pd140 

 1869 

多糖を介したポリテトラフルオロエチレン表面への

ヒドロキシアパタイトの固定化－川久保 秀春……東
理大工 ○川久保 秀春･橋詰 峰雄 

1Pc141 

 1870 

擬似体液を用いた多孔質（高分子／ヒドロキシアパ

タイト）複合体の作製……東理大工 ○西川 達弥･橋詰

峰雄 

1Pd142 

 1871 

マイクロ波を利用した PLLA-PGA共重合体と HApとの

複合化(I)……上智大理工 ○山田 淳･藤田 正博･竹岡

裕子･陸川 政弘 

1Pc143 

 1872 

二相性リン酸カルシウムセラミックスとポリ乳酸複

合材料の作製と評価……上智大理工 ○杉山 奈未･藤田

正博･竹岡 裕子、明大理工 相澤 守、上智大理工 陸

川 政弘 

1Pd144 

 1873

Ｌ-ラクチド・ε-カプロラクトン共重合体フィルム

へのイオンビーム照射による生体反応制御……明大院

理工 ○眞野 大輔･小椋 厚志、理研 田中 俊行･戸井

田 浩･氏家 玲奈、東女医大 氏家 弘･堀 智勝、明大

院理工 志賀 雄一朗、理研 鈴木 嘉昭 

1Pc145 

 1874

イオンビーム照射した ePTFE の血管吻合補助材料へ

の応用……理研 ○鈴木 嘉昭･氏家 玲奈･田中 俊行、東

女医大 氏家 弘･堀 智勝 

1Pd146 

 1875

イオンビーム照射による細胞、タンパク質のパター

ン化……理研 ○田中 俊行･氏家 玲奈･鈴木 嘉昭 

1Pc147 

 1876

マイクロパターン化表面における間葉系幹細胞の培

養……筑波大院数理物質･物材機構生材セ ○柚木 倫

幸、物材機構生材セ 川添 直輝･立石 哲也、筑波大

院数理物質･物材機構生材セ 陳 国平 

1Pd148 

 1877

ハニカムフィルムによるラット骨髄間葉系幹細胞の

増殖促進……北大創成･JST-CREST ○山本 貞明、北大創

成 森田 有香、東北大多元研･JST-CREST 藪 浩、北

大創成 伊藤 絵美子、東北大多元研･JST-CREST 田中

賢、札幌医大 本望 修、北大電子研･JST-CREST 居城

邦治、東北大多元研･東北大原子分子材料研･

JST-CREST 下村 政嗣 

1Pc149 

 1878

光切断できる反応性官能基を有する PEG によるアミ

ノ化表面の修飾とその評価……物材機構 ○金子 信悟、

物材機構･JST さきがけ 中西 淳･中山 秀一、物材機

構 菊地 由希子、神奈川大理 吉野 雄太郎･山口 和

夫、物材機構 堀池 靖浩 

1Pd150 

 1879

含フッ素ポリイミド膜上で作製した肝細胞スフェロ

イドを用いた細胞移植……首都大院都市環境 ○小副川

真実･軽部 勇希･朝山 章一郎、東医大 松野 直徒、

首都大院都市環境 川上 浩良 

1Pc151 

 1880

細胞の形態と増殖に及ぼす培地中のカーボンナノチ

ューブの影響……熊本大院自然 ○吉坂 菜希紗･西 高

寬、熊本大院医薬 原田 信志、熊本大医 熊谷 エツ

子、熊本大院自然 谷口 功･冨永 昌人 

1Pd152 

 1881

上皮細胞増殖因子を固定した培養器の設計およびそ

の神経幹細胞大量調製への応用……京大再生研 ○小長

谷 周平･加藤 功一･中路 正･岩田 博夫 

1Pc153 

 1882

ポリビニルアルコールによる補体活性化……京大再生

研 ○川越 雅子･有馬 祐介、京大再生研･京都高度技

術研 戸田 満秋、京大再生研 岩田 博夫 

1Pd154 

 1883

細管内流動する人工赤血球の配位子反応と拡散様式

の相関……早大院先進理工 ○奥田 直人、早大理工研

酒井 宏水、早大院先進理工 武岡 真司、早大理工研

土田 英俊 

1Pc155 

 1884

ポリ乳酸ナノシートの構築とマウス胃切開モデルを

用いた創傷被覆効果……早大院先進理工 ○下野 浩貴･

岡村 陽介･藤枝 俊宣、防衛医大 木下 学、早大院先

進理工 武岡 真司 

1Pd156 

 1885

グラフト密度・鎖長を精密に制御した温度応答性ポ

リマーブラシによる細胞接着・脱着制御……東理大院

基礎工･東女医大先端生命研 ○渡辺 みなみ、東女医

大先端生命研 長瀬 健一、東理大院基礎工 菊池 明

彦、東女医大先端生命研 岡野 光夫 

1Pc157 

 1886

様々な多孔構造を有するハイドロゲルをテンプレー

トとした三次元組織の構築……阪大院工 ○吉田 裕安

材、阪大院工･21COE 松崎 典弥･明石 満 

1Pd158 

 1887

ヒトトロンボモジュリンの物理吸着によるダイアラ

イザーへの抗血栓性付与……阪大院工･21COE ○大道

正明、阪大院工･21COE･JST さきがけ 松崎 典弥、BMT

ハイブリッド 舩木 隆文･加藤 真哉、鹿児島大院医

歯 丸山 征郎、阪大院工･21COE･BMT ハイブリッド 明

石 満 

1Pc159 

 1888

光反応性ポリマーナノツールを用いた細胞表層改質

と活性制御……慶應大院理工 ○住元 彩香･藤本 啓二

1Pd160 

 1889

細胞表層修飾のための人工リガンド提示ポリマーの

分子設計……北大電子研 ○新倉 謙一、北大院理 神谷

亮介、北大院情 岡嶋 孝治、北大電子研 居城 邦治



 
Presentation Time 

ｅ＝15:00～15:40 

ｆ＝15:40～16:20 
高分子化学 

（7.特殊構造ポリマー） 

1Pe001 

 268 

α-フェニルアクリロイル基とアニオンリビングポ

リマーを用いた新規繰り返し法による星型ポリ(メ

チルメタクリレート)の合成……東工大院理工 ○井上

享一･江原 清登･杉山 賢次･平尾 明 

1Pf002 

 269 

リビングアニオン重合を用いた新規水溶性非対称ス

ターポリマーの精密合成……東工大院理工 ○中山 貴

文･犬島 玲子･杉山 賢次･平尾 明、ボルドー第一大

Deffieux Alain 

1Pe003 

 270 

リビングアニオン重合における p-メチルスチレンオ

リゴマーのリチオ化によるマクロイニシエーター化

と多分岐ポリマー……京工繊大 ○植村 亮太･濱口 裕

介･森 一平･足立 馨･塚原 安久 

1Pf004 

 271 

ポリエチレンオキシド鎖を有する多分岐ポリマーに

よる金属酸化物の分散挙動……京工繊大院 ○古寺 歩･

宮原 大知･足立 馨･塚原 安久 

1Pe005 

 272 

モノリチオフェロセンを開始剤としたリビングアニ

オン重合と多分岐ポリマーの合成……京工繊大院工芸
○竹中 俊貴･山本 稔･大場 健司･足立 馨･塚原 安久

1Pf006 

 273 

マクロモノマー法を用いた塩化ビニル含有グラフト

共重合体の合成……阪市大院工 ○土肥 一博、阪市大工

三木 章平、阪市大院工 圓藤 紀代司 

1Pe007 

 274 

光学活性ポリイソシアナートマクロモノマーの合成

と重合……山形大院 ○大野 哲･レティンゴ レェン･鳴

海 敦･川口 正剛 

1Pf008 

 275 

クリック反応およびマクロモノマー法によるキラル

なポリ（m-フェニレンエチニレン）グラフト鎖を有

するポリフェニルアセチレンの合成……新潟大院自然
○三井 知明、新潟大院自然･新潟大環材ナノ研セ･新

潟大超域研 寺口 昌宏、新潟大超域研･新潟大 VBL 浪

越 毅･マルワンタ エディ、新潟大環材ナノ研セ･新

潟大超域研 金子 隆司、新潟大院自然･新潟大環材ナ

ノ研セ･新潟大超域研･新潟大 VBL 青木 俊樹 

1Pe009 

 276 

クリック反応によるコア架橋型立体規則性ミクトア

ーム星型ポリマーの合成……阪大院基礎工 ○冨岡 寛･

北浦 健大･北山 辰樹 

1Pf010 

 277 

Synthesis of Dendrimer-Like Star-Branched Block 

Copolymers Composed of PS and PMMA Segments Based 

on Living Anionic Polymerization……Tokyo Inst. of 
Tech. ○Hee-soo Yoo･Akira Hirao 

1Pe011 

 278 

ATRP 法によるポリ(N-ヒドロキシエチルアクリルア

ミド)星型ポリマーの合成と特性化……山形大院理工
○大橋 陽子･常橋 洋介、北大院工 覚知 豊次、山形

大院理工 鳴海 敦･川口 正剛 

1Pf012 

 279 

ステアリルメタクリレートを含む多分岐ナノ構造体

設計……東工大院理工 ○村上 拓哉･打田 聖･石津 浩

二 

1Pe013 

 280 

両性イオニックスターポリマーの合成と構造特性……
東工大院理工 ○宮田 絵美･打田 聖･石津 浩二 

1Pf014 

 281 

プロトタイプ高分子ブラシの設計と溶液中分子内相

分離……東工大院理工 ○古田 雄也･打田 聖･野島 修

一･石津 浩二 

1Pe015 

 282 

プロトタイプ及びランダム高分子ブラシの設計とヤ

ヌス構造解析……東工大院理工 ○岡本 信之･村上 拓

哉･打田 聖･野島 修一･石津 浩二 

1Pf016 

 283 

二元同時重合法による高分子ブラシの合成……東工大

院理工 ○谷川 早希･打田 聖･石津 浩二 

1Pe017 

 284 

イミダゾール末端かご型シルセスキオキサン核デン

ドリマーの合成とそのｐH 応答挙動……京工繊大院工

芸 ○増岡 志寿香･中 建介 

1Pf018 

 285 

水溶性タッドポール型デンドリマーの合成……東工大

院理工 ○伊藤 由明子･東原 知哉･上田 充 

1Pe019 

 286

側鎖分岐型デンドリティック高分子/ポリアニオン

複合系による遺伝子導入……名大院生命農 ○池野 恵

里奈･松原 唯･柴田 貴広･内田 浩二･青井 啓悟 

1Pf020 

 287

デンドリマー型イオン液体の設計……名市工研 ○石垣

友三･山中 基資、日立マクセル 趙 金保、名大院生

命農 松見 紀佳･青井 啓悟 

1Pe021 

 288

イオン液体モノマーのリビングラジカル重合による

ハイパーブランチ構造イオン液体ポリマーの合成……
鶴岡高専 ○石塚 竹生･森永 隆志･佐藤 貴哉、京大化

研 大野 工司･辻井 敬亘･福田 猛 

1Pf022 

 289

硫黄含有ジビニルモノマーのRAFT重合による多分岐

ポリマーの合成……山形大院理工 ○塚本 雅大･森 秀

晴 

1Pe023 

 290

リビングラジカル重合によるハイパーブランチポリ

マーの分子量および分岐度の同時制御……ライオン ○

椛島 真一郎･金子 行裕･山本 信之 

1Pf024 

 291

末端に種々のイミダゾリウム塩を有する芳香族ハイ

パーブランチポリエーテルスルホンの合成と性質……
東工大院理工 ○大杉 崇･早川 晃鏡･柿本 雅明 

1Pe025 

 292

タンパク質との多価相互作用を可能にするデンドリ

ティックハイブリッドポリマーの合成：ハイドロゲ

ルの生成……東大院工 ○竹内 工･ジャスティン マイ

ナー･相田 卓三 

1Pf026 

 293

シクロデキストリン包接複合体を利用した超分子ハ

イパーブランチポリマーの合成……東大生産研 ○大矢

延弘･吉江 尚子 

1Pe027 

 294

モノマーないし重合溶液の連続添加を用いたカチオ

ン重合による制御されたシークエンス分布を有する

共重合体の合成……阪大院理 ○上羽 悠介･瀬野 賢一･

矢木 直人･西田 真吾･金岡 鍾局･青島 貞人 

1Pf028 

 295

アセタール基からの開始反応を用いたカチオン重合

による特殊構造ポリマーの設計……阪大院理 ○吉田

裕俊･金岡 鍾局･青島 貞人 

1Pe029 

 296

リビングカチオン重合による温度応答性星型ポリマ

ーの高速合成及び金属ナノ微粒子触媒の創製……阪大

院理 ○徳山 尊大･矢木 直人･西田 真吾･金岡 鍾局･

青島 貞人 

1Pf030 

 297

リビングカチオン重合によるフラワーポリマーの合

成……阪大院理 ○柳澤 文･矢木 直人･金岡 鍾局･青島

貞人 

1Pe031 

 298

種々の形態を有する刺激応答性ポリマーの精密合成

－末端構造の設計による刺激応答挙動の制御……阪大

院理 ○下元 浩晃･金岡 鍾局･青島 貞人 

1Pf032 

 299

刺激応答性表面の創製－リビングカチオン重合を用

いたポリマーの一次構造設計……阪大院理 辻本 浩

行･矢木 直人･○金岡 鍾局･青島 貞人 

1Pe033 

 300

種々の官能基を有する刺激応答性ポリマーの合成お

よびその自己組織化挙動－官能基間の特異的な相互

作用を用いた集合体形成……阪大院理 ○織田 ゆか里･

金岡 鍾局･青島 貞人 

（9.高分子反応） 

1Pf034 

 301

クリックケミストリーを用いた高密度ポリマーブラ

シの合成……防衛大応化 ○山本 進一･松浦 伸孝･相澤

雄助･守谷 治 

1Pe035 

 302

ポリオキサゾリンをグラフト化したリグノフェノー

ルの合成及び汎用高分子との複合化……東工大院理工
○根本 忠将･小西 玄一、三重大生物資源 舩岡 正光

1Pf036 

 303

官能基を有する反応性ノボラックの合成及び高分子

反応……東工大院理工 ○根本 忠将･アミール 偉･小西

玄一 

1Pe037 

 304

高分子電解反応：電解脱硫フッ素化による新規高分

子の合成……東工大院総理工 ○林 正太郎･稲木 信介･

淵上 寿雄 

1Pf038 

 305

共役系高分子の電解ハロゲン化……東工大院総理工 ○

稲木 信介･保坂 健太･林 正太郎･淵上 寿雄 

1Pe039 

 306

二酸化炭素固定化を伴う分散ラジカル重合によるカ

ーボナート構造を持つポリマー微粒子の合成……山形

大工 ○中山 貴博･落合 文吾 



1Pf040 

 307 

二酸化炭素を原料とするポリウレタン系架橋ポリマ

ーの合成……山形大工 ○宇津野 智久･落合 文吾、近畿

大分子研 遠藤 剛 

1Pe041 

 308 

五員環ジチオカーボナート構造をもつメタクリル系

コポリマーと末端アミノ化ポリマーの反応による両

親媒性グラフトコポリマーの合成とその応用……山形

県工技セ･山形大院理工 ○平田 充弘、山形大院理工

落合 文吾、近畿大分子研 遠藤 剛 

1Pf042 

 309 

アセタール構造をもつハロゲン化アルキルによる高

分子側鎖アミンの４級化と得られた高分子のアセタ

ール基の加水分解に基づくアルコールの徐放挙動……
近畿大分子研 ○森長 久豊･森川 浩･須藤 篤･遠藤

剛 

1Pe043 

 310 

過酸化水素/臭化水素酸を用いたポリビニルアルコ

ールの酸化によるポリ (1-オキソジメチレン) の合

成……山形大院理工 ○杵鞭 春樹･落合 文吾 

1Pf044 

 311 

ケトン基を有するポリマーの合成とその反応性高分

子としての利用……山形大工 ○嶋田 洋平･落合 文吾

1Pe045 

 312 

嵩高い脂環状オレフィン含有スチレン共重合体のポ

リマー改質効果……農工大院工 ○吉川 悠以子･高野

一史･斎藤 拓･豊田 昭徳 

1Pf046 

 313 

エポキシ化天然ゴムの水素化……長岡技科大工･長岡

技科大アジアグリーンテック開発セ ○山本 祥正、長

岡技科大工 ファン チュン ニア･尾上 博章、長岡技

科大工･長岡技科大アジアグリーンテック開発セ 赤

堀 敬一･河原 成元 

1Pe047 

 314 

ベンジル官能基を用いたリグノフェノール誘導体の

逐次精密制御……三重大院生物資源･JST-SORST ○青栁

充･米倉 聡子･宮坂 知佳･舩岡 正光 

1Pf048 

 315 

PVA-graft-PNIPAM-TEMPO の合成と応用（３）－ゲル

化と電子移動触媒としての応用……山形大院理工 ○佐

藤 力哉･池田 安弘、山形大工 常盤 陽介･山田 良美

1Pe049 

 316 

障壁画表面で白化したポリビニルアルコールの表面

分析……信州大院工 ○岡田 祐輔、東京文化財研 川野

辺 渉･早川 典子･坪倉 早智子、帝京科学大 中條 利

一郎、信州大院工 藤松 仁 

高分子構造・高分子物理 
（6.表面・界面・薄膜） 

1Pe051 

 946 

高分子フィルム表面の結晶構造とその異方性_IV_……
ユービーイー科学分析セ ○國重 敦弘･川崎 勝･陣田

一也 

1Pf052 

 947 

ポリアニリンの界面誘起重合膜……産総研光技術 ○谷

垣 宣孝 

1Pe053 

 948 

スルホンアミド修飾磁性ナノ粒子の合成……京工繊大

院工芸 ○佐藤 友昭･中 建介 

1Pf054 

 949 

高分子ブラシ表面への分子吸着の熱力学－クロマト

グラフィーにおける溶出挙動の理解に向けて……東女

医大先端生命研 ○服部 祐介･長瀬 健一･小林 純、東

理大院基礎工 菊池 明彦、東女医大先端生命研 秋山

義勝、慶應大院薬 金澤 秀子、東女医大先端生命研

岡野 光夫 

1Pe055 

 950 

ピリジンおよび水添加系における芳香族ポリアミド

微粒子の調製……阪府産総研 ○吉岡 弥生･浅尾 勝哉

1Pf056 

 951 

シクロオレフィンポリマー表面の親水化処理（１）

－コロナ放電処理とオゾン水処理の比較……日立 ○谷

口 伸一･井上 隆史、元日立 中原 美和子 

1Pe057 

 952 

ポリエチレンイミン薄膜に誘導される ZnO ナノグラ

スの低温構築と表面特性……九大院工・JST-CREST ○

井上 みづほ･副島 哲朗･森川 全章、川村理研･

JST-CREST 金 仁華、九大院工･JST-CREST 君塚 信夫

1Pf058 

 953 

ブロック共重合体ナノ相分離構造をテンプレートと

した金ナノ粒子の精密配列と転写……高知大理 ○渡辺

茂･松永 奈美穂、東工大資源研 彌田 智一 

1Pe059 

 954 

コレステリル基を含むpH応答性トリブロック共重合

体による水中での会合挙動……兵庫県大院工 ○小松

泰彦･遊佐 真一･菊池 丈幸、福井工大工 森島 洋太

郎、佐賀大理工 中島 謙一･劉 真 

1Pf060 

 955

側鎖にイミダゾリウム塩を有するポリマーブラシの

調製と表面摩擦特性……九大院工 ○石川 達也、九大先

導研･JST-ERATO 小林 元康、九大院工･九大先導研･

JST-ERATO 高原 淳 

1Pe061 

 956

ポリイオンコンプレックスを利用したポリ(グルタ

ミン酸)/キトサン微粒子の作製と応用……龍谷大院理

工 ○土橋 沙代、阪大院工 辻本 敬、龍谷大院理工 林

久夫、阪大院工 宇山 浩、バイオリーダース 成 文

喜 

1Pf062 

 957

クリックケミストリーによる金ナノ粒子ネットワー

クの新規構築法……青学大理工 ○木本 篤志･岩崎 航

治･阿部 二朗 

1Pe063 

 958

相補的水素結合を利用したβ-シートペプチド自己

組織化膜上への金ナノ粒子の固定化……名工大院工 ○

野々山 貴行･田中 正剛･木下 隆利 

1Pf064 

 959

ポリ２-クロロスチレン薄膜のガラス転移とダイナ

ミクス……立命館大理工 ○織田 勇斗･関口 龍太郎･田

原 大輔･深尾 浩次 

1Pe065 

 960

新規な非対称トリブロック共重合体ミセルの合成と

特性解析……佐賀大理工 ○劉 晶晶･劉 真･中島 謙一、

兵庫県大院工 横山 雄一･遊佐 真一 

1Pf066 

 961

ポリスチレン-シリカナノコンポジットのガラス転

移……立命館大理工 ○水野 誠･津田 旭彦･中村 健二、

京大院人間環境 小西 隆士、立命館大理工 深尾 浩

次 

1Pe067 

 962

シリカコロイドの一方向結晶成長に伴う不純物粒子

の排除……名市大院薬 ○吉澤 幸樹･恩田 佐智子･谷地

知大･山中 淳平･米勢 政勝 

1Pf068 

 963

ポリロタキサン固定化による動的界面の調製とその

表面解析……北陸先端大院･JST-CREST ○梁 旲赫･上遠

野 亮･山口 順･三浦 佳子･由井 伸彦 

1Pe069 

 964

フッ素修飾ポリロタキサンの表面組成と特性……東大

新領域 ○中尾 宏一郎･木戸脇 匡俊･酒井 康博･横山

英明･伊藤 耕三、ASM 工藤 成史･Christian Ruslim

1Pf070 

 965

表面開始重合法によるフッ化ビニリデン／トリフル

オロエチレン共重合体フィルムの直接表面改質……九
大院工 ○木村 太一･本田 幸司、ダイキン 森田 正

道、九大先導研 小林 元康、九大院工･九大先導研 高

原 淳 

1Pe071 

 966

ヘレショウセル中の水溶液を上昇する気泡の不安定

性……三重大院工 ○伊藤 一也、小塚 裕人、三重大院

工 川口 正美 

1Pf072 

 967

棒状マクロモノマーを分散剤に用いた高分子微粒子

の合成……山形大院 ○晋 京･レ ティンゴ レェン･鳴

海 敦･川口 正剛 

1Pe073 

 968

ポリ(L-リシン)を含むブロック共重合体を安定剤と

して用いたスチレンの分散重合……愛媛大院理工･愛

媛大 VBL ○阿部 いずみ･伊藤 大道･井原 栄治･井上

賢三 

1Pf074 

 969

SaPSeP 法を利用したイオン液体内包カプセル粒子の

合成……神戸大院工 南 秀人･○深海 洋樹･大久保 政

芳 

1Pe075 

 970

イオン液体中でのシード分散重合によるポリアクリ

ル酸／ポリスチレン複合高分子微粒子の合成……神戸

大院工 南 秀人･○木村 彰･大久保 政芳 

1Pf076 

 971

高圧 LRP 法による厚膜濃厚ポリマーブラシの合成……
京大化研 ○許 書堯･佳山 祐造･有田 稔彦･大野 工

司･福田 猛･辻井 敬亘 

1Pe077 

 972

水-シクロヘキサン２成分液体中におけるシリカ表

面の水マクロクラスター形成……東北大多元研 ○小林

篤史、東北大多元研･JST-CREST 水上 雅史･栗原 和

枝 

1Pf078 

 973

金属基板上のポリドーパミン薄膜を開始点とする表

面開始重合……九大院工 宮地 宏直、九大先導研･

JST-ERATO ○小林 元康･高原 淳 

1Pe079 

 974

固体基板上の n-アルカン薄膜の構造形成：分子動力

学シミュレーション……山口大理 ○三根 雅生･浦上

直人･野崎 浩二･山本 隆 



1Pf080 

 975 

分子認識を利用した水溶性量子ドットの表面修飾法

の開発……北大院理 ○西尾 崇、北大電子研 新倉 謙

一･松尾 保孝･居城 邦治 

（1.分子特性解析） 

1Pf082 

 976 

固体13CNMRによるポリ(L-アスパラギン酸)－二価金

属イオン錯体の研究……北大院工 ○平沖 敏文･藤江

正樹 

1Pe083 

 977 

ポリ(メチルプロピオレート)のスピン拡散と重水素

化……北大院工 ○平沖 敏文･鈴木 晃生･荒樋 周、室蘭

工大 馬渡 康輝･田畑 昌祥 

1Pf084 

 978 

ポリ（アルキルプロピオレート）の熱異性化と溶媒

依存性……北大院工 ○澤田 泰広･鈴木 晃生、室蘭工大

馬渡 康輝･田畑 昌祥、北大院工 平沖 敏文 

1Pe085 

 979 

固体13C,31P-NMRによるポリ(L-リジン)-リン酸水素

イオン錯体の研究……北大院工 ○永井 圭祐･平沖 敏

文 

1Pf086 

 980 

MMA-HEMA共重合体の13C NMRスペクトルの多変量解析

[III]……徳島大院ソシオテクノ ○前田 智也･服部 康

佑、徳島大院ソシオテクノ･三菱レイヨン 百瀬 陽、

徳島大院ソシオテクノ 平野 朋広･右手 浩一 

1Pe087 

 981 

様々な酸触媒を用いたフェノール‐ベンズアルデヒ

ド樹脂の合成と性質……山口大院理工 ○大八木 周生･

西城 浩昭･山吹 一大･鬼村 謙二郎･大石 勉、明和化

成 三谷 紀幸･石口 康治 

高分子機能 
（5.高強度・高弾性率高分子） 

1Pf090 

 1515 

重合相変化を利用した芳香族ポリエーテルイミドの

高次構造制御……岡山大院環境 ○澤居 隆史･若林 完

爾、岡山大院自然 内田 哲也、岡山大院環境 山崎 慎

一･木村 邦生 

1Pe091 

 1516 

可溶性ポリベンゾオキサゾール前駆体の合成と評価

……九大院工 ○福丸 貴弘･藤ヶ谷 剛彦、九大院工･

JST-CREST 中嶋 直敏 

1Pf092 

 1517 

電界紡糸法による高配列・高配向ポリビニルアルコ

ールナノファイバーの創製……神戸大院工 ○今村 彩

佳･小寺 賢･西野 孝 

（2.電気・電子・磁性） 

1Pf094 

 1518 

フェナザシリンの重合度とトランジスタ特性との関

係……名市工研 村瀬 真･○林 英樹、ブラザー 宮林

毅、名市工研 小島 雅彦 

1Pe095 

 1519 

アリールアミンポリマーを用いた有機電界効果トラ

ンジスタ特性……物材機構･JST さきがけ ○安田 剛、

東ソー 鈴木 孝生･高橋 満、九大 筒井 哲夫 

1Pf096 

 1520 

ポリチオフェンナノファイバー１本レベルでの FET

特性……農工大院技術経営 ○高橋 智之、農工大院

BASE 市村 泰孝･下村 武史、日立 橋詰 富博･平家 誠

嗣 

1Pe097 

 1521 

長鎖アルキル鎖を持つペリレンビスイミド材料を用

いた縦型メタルベース有機トランジスタ……山形大院

理工 ○八嶋 友康、山形大院理工･JST さきがけ 中山

健一、山形大院理工 夫 勇進･城戸 淳二、大日精化

平田 直毅･小熊 尚実･河野 寿夫 

1Pf098 

 1522 

高導電性・透明性 PEDOT/PSS ナノ薄膜……山梨大院医

工 厳 虎･○城 俊彦･奥崎 秀典 

1Pe099 

 1523 

PEDOT/塩ハイフ゛リット系の導電性向上……航空電子
○大西 賢･中島 伸一郎 

1Pf100 

 1524 

チオフェン-フルオレン共重合体の合成と電気化学

特性および規則多孔性炭素との複合化……横国大院工
○高嶋 絵里子･中村 恵･小久保 尚･獨古 薫･渡邉 正

義 

1Pe101 

 1525 

超臨界二酸化炭素を溶媒に用いたポリ(3,4-エチレ

ンジオキシチオフェン)ナノ粒子の合成と評価……東
理大理工 ○荒木 太郎･村田 英則、東理大工 庄野

厚･大竹 勝人、東理大理工 湯浅 真 

1Pf102 

 1526 

ディップペンナノリソグラフィーを用いたカーボン

ナノチューブ配線の作製法の開拓……九大院工 ○家弓

尚子･藤ヶ谷 剛彦、九大院工･JST-CREST 中嶋 直敏

1Pe103 

 1527

meso-meso 結合ポルフィリンポリマーによる単層カ

ーボンナノチューブの可溶化……九大院工 ○内海 剛

志･藤ヶ谷 剛彦、九大院工･JST-CREST 中嶋 直敏 

1Pf104 

 1528

トリフェニルアミン骨格を有するポリイミドの合成

と高分子メモリへの応用……東工大 ○黒澤 忠法･劉

南浩･東原 知哉･上田 充、National Taiwan Univ. 

Chueh Chu-Chen･Liu Cheng-Liang･Chen Wen-Chang

1Pe105 

 1529

π共役系高分子を正孔注入層として導入した有機 EL

素子……名工大院工 ○井ノ口 智章･青木 純 

1Pf106 

 1530

液晶性配位子をもつイリジウム錯体ブレンド系にお

ける発光特性……山形大院理工 ○佐藤 武志･影山 達

也･粟野 宏･高橋 辰宏･羽場 修･城戸 淳二･米竹 孝

一郎 

1Pe107 

 1531

ターチオフェンを側鎖に有する液晶性ポリシロキサ

ンの合成と電荷輸送特性……東大院工 ○松井 絢･舟橋

正浩･加藤 隆史 

1Pf108 

 1532

ポリジフェニルアミノスチレンの構造と物性に関す

る研究……農工大院 BASE ○関川 博之、農工大院 BASE･

旭化成 名取 至、農工大院 BASE 土屋 康佑･荻野 賢

司 

1Pe109 

 1533

有機 EL正孔輸送材料 TPDにおける電荷輸送経路の解

析……京大化研 山田 知典･○川口 久文･鈴木 不律･梶

弘典 

1Pf110 

 1534

二次元二量子固体 NMR法による有機 EL正孔輸送材料

TPD のコンホメーション解析……京大化研 ○島原 由

利江･五十嵐 祐葵･高見 浩介･山田 知典･梶 弘典 

1Pe111 

 1535

炭素フィラー充填高分子複合材料の電場下における

ダイナミックパーコレーションの解析……東工大院理

工 ○浅井 茂雄･加納 翼･赤坂 修一･住田 雅夫 

1Pf112 

 1536

高圧二酸化炭素処理した炭素繊維充填高分子複合材

料の微細発泡構造と電気的性質……東工大院理工 ○浅

井 茂雄･倉賀野 彰･赤坂 修一･住田 雅夫 

1Pe113 

 1537

ブロック共重合体の垂直配向シリンダー構造を 利

用した光電変換素子に関する研究……農工大 BASE ○関

東 達也･土屋 康佑･荻野 賢司 

1Pf114 

 1538

光酸発生剤、架橋剤、ポリ（３－ヘキシルチオフェ

ン）からなる感光性導電性ポリマー……東工大院理工
○遠藤 啓太･東原 知哉･上田 充 

1Pe115 

 1539

電界紡糸法によるカーボンナノファイバーの作製と

応用……東工大院理工 ○今泉 伸治･坪井 一真･松本

英俊･皆川 美江･谷岡 明彦 

1Pf116 

 1540

イオン照射法を用いた極細導電性ポリイミドナノフ

ァイバーの作製……首都大院都市環境 ○福嶋 聡、理研

鈴木 嘉昭、首都大院都市環境 川上 浩良 

1Pe117 

 1541

全芳香族繊維を用いた電子材料の研究……滋賀県大工
○田中 大樹･山下 義裕 

1Pf118 

 1542

ガルビノキシル置換オリゴ(9,10-アントリレンエチ

ニレン)の合成及び電子構造と磁気的性質……新潟大

院自然 ○高村 政克、新潟大超域研･新潟大 VBL 浪越

毅･マルワンタ エディ、新潟大院自然･新潟大環材ナ

ノ研セ･新潟大超域研 寺口 昌宏、新潟大院自然･新

潟大環材ナノ研セ･新潟大超域研･新潟大VBL 青木 俊

樹、新潟大環材ナノ研セ･新潟大超域研 金子 隆司

1Pe119 

 1543

ポリビオロゲン負極から成る水電解質型有機ラジカ

ル電池の作製とその評価……早大理工 ○佐野 直樹･小

鹿 健一郎･小柳津 研一･西出 宏之 

1Pf120 

 1544

不飽和PROXYLラジカル置換ポリエーテルの合成と高

速充放電能を有する電極活物質への応用……早大理工
○川本 健･小柳津 研一･西出 宏之 

1Pe121 

 1545

ポリ(ビチオフェニルトリフェニレン)の合成とその

磁気・電気特性……早大理工 ○梅田 浩明･伊部 武史･

西出 宏之 

1Pf122 

 1546

Magnetic Nanotubes via Self-Assembly of Nitroxide 

Radical-Appended Hexabenzocoronenes……The Univ. 
of Tokyo ○Praveen K. Vakayil、JST-ERATO-SORST 

Yohei Yamamoto、The Univ. of Tokyo･RIKEN Takanori 

Fukushima、The Univ. of Tokyo･JST-ERATO-SORST 

Takuzo Aida 



1Pe123 

 1547 

Synthesis of Liquid Crystalline Di-Substituted 

Chiral Polyacetylene Derivatives with Blue-Light 

Emission……Dept. of Polymer Chem., Kyoto Univ. ○

Benedict San Jose･Satoshi Matsushita、Inst. of 

Materials Science, Univ. of Tsukuba Yasuyuki 

Moroishi、Dept. of Polymer Chem., Kyoto Univ. 

Kazuo Akagi 

1Pf124 

 1548 

複数の酸化鉄ナノ粒子をもつシリカコーティングコ

アシェル型ナノ粒子の作製と機能……京都高度技術

研･京大院工 ○成田 麻子、京大院工 内山 亘･田中

一生･中條 善樹 

1Pe125 

 1549 

電解重合法によるポリピロールファイバーアクチュ

エータの作製……新潟大院自然 ○佐藤 丈夫、新潟大工

込山 英秋、新潟大院自然･新潟大超域研 山内 健･坪

川 紀夫 

1Pf126 

 1550 

両親媒性フラーレン誘導体の自己組織化……信州大繊

維 ○大辻 聡史･帯刀 陽子･木村 睦･白井 汪芳 

1Pe127 

 1551 

超高分子量ポリエチレン繊維/エポキシ樹脂複合系

の誘電緩和挙動……阪大院理 ○四方 俊幸、東洋紡 山

中 淳彦･前田 徳一 

生体高分子 
（7.ライフサイエンス） 

1Pf130 

 1890 

ポリ-L-乳酸およびポリ-D-乳酸を結合したヒドロキ

シプロピル化ポリロタキサンのステレオコンプレッ

クス形成による超分子組織体の構築と物性評価……関
西大化学生命工 ○秋山 翔太･高御堂 成剛･長濱 宏

治･大内 辰郎、関西大化学生命工･関西大HRC 大矢 裕

一、北陸先端大院 由井 伸彦 

1Pe131 

 1891 

生分解性ゾル-ゲル転移ポリマーの転移温度・力学的

性質における添加物効果……関西大化学生命工 ○城戸

博隆･長濱 宏治･藤浦 佳奈恵、オリンパス 林 真生、

関西大化学生命工･関西大 HRC 大矢 裕一 

1Pf132 

 1892 

刺激応答性を持つポリリン酸エステルブロックコポ

リマーの合成と会合性評価……関西大院工 ○山口 恵

津子、関西大院工･関西大化学生命工 岩﨑 泰彦 

1Pe133 

 1893 

酵素感受性ポリリン酸エステルの合成と特性……関西

大化学生命工 ○岩崎 泰彦･河北 崇、兵庫県大院工

遊佐 真一 

1Pf134 

 1894 

刺激応答性ナノゲルの設計……日大院理工･東医歯大

生材研 ○平野 さやか、東医歯大生材研 森本 展行、

日大院理工 栗田 公夫、東医歯大生材研 秋吉 一成

1Pe135 

 1895 

オリゴエチレングリコール修飾多分岐型サクシニル

化ポリグリシドールの合成とその温度応答性……阪府

大院工 ○義村 耕平･児島 千恵･原田 敦史、ダイセル

化学 坂西 裕一、阪府大院工 河野 健司 

1Pf136 

 1896 

温度及びpHに応答する多分岐型ポリグリシドールを

用いたスマートリポソームの作製……阪府大院工 ○改

田 知宏･児島 千恵･原田 敦史･河野 健司 

1Pe137 

 1897 

ハイパーブランチ型ポリグリシドール誘導体を用い

た pH 応答性リポソームの調製……阪府大院工 ○弓場

英司･児島 千恵･原田 敦史、ダイセル化学 坂西 裕

一、阪府大院工 河野 健司 

1Pf138 

 1898 

金ナノ被膜を有するリポソームの近赤外光応答性……
阪府大院工 ○西本 豊･児島 千恵･原田 敦史･河野

健司 

1Pe139 

 1899 

葉酸修飾 PAPAM デンドリマーを吸着したアニオン性

PEG 含有リポソームの細胞取り込み効果……東理大理
○斎藤 麻美･大堀 良･内田 勝美･矢島 博文 

1Pf140 

 1900 

多機能型バイオプローブの創製を目指したナノ蛍光

体封入リポソームの機能化……慶應大院理工 ○飯久保

理奈･藤本 啓二 

1Pe141 

 1901 

カチオン性アミノ酸型脂質から成るpH応答性リポソ

ームの構築と評価……早大院先進理工 ○中川 識･小幡

洋輔･武岡 真司 

1Pf142 

 1902 

脳内移行性 Mn ポルフィリン含有リポソームの合成

……首都大院都市環境 ○田端 久志･金久 真由子･朝山

章一郎･川上 浩良 

1Pe143 

 1903

新規ミトコンドリア指向性Mnポルフィリンの合成と

その神経細胞保護効果……首都大院都市環境 ○田端

久志･春山 貴幸･朝山 章一郎･川上 浩良 

1Pf144 

 1904

両親媒性マンガンポルフィリン錯体の合成および油

滴キャリアによる抗酸化剤への応用……東理大院理工
○柳沢 慶子･村田 英則･湯浅 真 

1Pe145 

 1905

デンドリマーフタロシアニンとPEG-PLysのポリイオ

ンコンプ レックス形成における混合比の影響……東
大院医 ○熊谷 康顕･堀江 壮太･福島 重人、東大院工

程 或･ヘルランバン ステファニ、延世大 張 祐銅、

東大院工 西山 伸宏、東大院医･東大院工 片岡 一則

1Pf146 

 1906

デンドリマーフタロシアニン内包架橋高分子ミセル

の一重項酸素産生効率評価……東大院工 ○ヘルランバ

ン ステファニ、東大院医 熊谷 康顕･堀江 壮太･福

島 重人、東大院工 程 或、防衛医大 浦野 京子･宮

崎 幸造･守本 祐司、延世大 張 祐銅、東大院医 西

山 伸宏、東大院工･東大院医 片岡 一則 

1Pe147 

 1907

両親媒性ブロック共重合体とα-CD から成る生分解

性ポリロタキサンのナノ会合体の調製……関西大化学

生命工 ○坂上 浩美･大村 純平･長濱 宏治、関西大化

学生命工･関西大 HRC 大内 辰郎･大矢 裕一、北陸先

端大院 由井 伸彦 

1Pf148 

 1908

オリゴ乳酸結合多糖を用いた生分解性ナノゲルの調

製およびタンパク質徐放型キャリアとしての応用……
関西大化学生命工 ○村上 達俊･長濱 宏治･大内 辰

郎、関西大化学生命工･関西大 HRC 大矢 裕一 

1Pe149 

 1909

ビオチン構造を側鎖に有する高分子化合物の合成と

その新規薬物送達システムへの応用……山口大院医

照山 智恵･○吉丸 孝一･堤 宏守 

1Pf150 

 1910

粒径制御された疎水化ポリ(g－グルタミン酸)ナノ

粒子の蛋白質キャリアとしての機能評価……阪大院工
○金 亨振、阪大院工･JST-CREST 赤木 隆美、阪大院

工 松崎 典弥、鹿児島大院医歯･JST-CREST 宇都 倫

史･馬場 昌範、阪大院工･JST-CREST 明石 満 

1Pe151 

 1911

疎水化ポリ（γ-グルタミン酸）とポリ（ε-リシン）

からなるポリイオンコンプレックスナノ粒子の調製

……阪大院工 ○渡辺 一輝、阪大院工･JST-CREST 金 亨

振･赤木 隆美･明石 満 

1Pf152 

 1912

ポリエチレングリコール-ポリ乳酸ブロックポリマ

ーを共存させた膜乳化法による表面修飾ナノ粒子の

開発……農工大工 ○金久保 ゆり恵、首都大都市環境

伊藤 文典、農工大工 村上 義彦 

1Pf154 

 1913

腫瘍能動的ターゲティング能を有する両親媒性ブロ

ックコポリマーの合成と評価……京大院工 ○折出 一

明･三木 康嗣･倉持 義明･井上 慧、京大院医･京大ナ

ノメディシン 原田 浩･平岡 眞寛、京大院工 ラティ

ランジャン ナヤック･松岡 秀樹･大江 浩一 

1Pe155 

 1914

温度応答性ブロックコポリマーを用いた細胞内移行

型ナノミセル……東女医大先端生命研･早大院先進理

工 ○秋元 淳、東女医大先端生命研 中山 正道、早大

院先進理工 酒井 清孝、東女医大先端生命研 岡野

光夫 

1Pf156 

 1915

Design of Doxorubicin loaded pH-sensitive 

polymeric micelles using RGD peptide on their 

surface for cancer treatment……Dept. of Bioeng., 
Grad. sch. of eng., The Tokyo Univ. ○Juliana Emiko 

Itako、Dept. of Bioeng., Grad. sch. of eng., The 

Tokyo Univ.･Dept. of Materials Eng., Grad. Sch. 

of Eng., The Univ. of Tokyo･Center for Disease 

Biology and Integrative Med., Grad. Sch. of Med., 

The Univ. of Tokyo Horacio Cabral ･ Shigueto 

Fukushima･Nobuhiro Nishiyama、Dept. of Bioeng., 

Grad. sch. of eng., The Tokyo Univ. ･ Dept. of 

Materials Eng., Grad. Sch. of Eng., The Univ. of 

Tokyo･Center for Disease Biology and Integrative 

Med., Grad. Sch. of Med., The Univ. of Tokyo･

Center for NanoBio Integration, The Univ. of Tokyo 

Kazunori Kataoka 



1Pe157 

 1916 

経口投与型胆汁酸吸着剤の設計－高い HDL/LDL 比を

示す 4 級化ナノゲルの設計と評価－……筑波大院数理

物質 ○山崎 毅、筑波大院数理物質･筑波大 TIMS･筑波

大先端学際領域セ･物材機構国際ナノアーキテクト

ニクス研 大石 基、筑波大院人間総合 田村 磨聖、

国立循環器病セ 斯波 真理子、東理大基礎工 菊池

明彦、筑波大院数理物質･筑波大 TIMS･筑波大先端学

際領域セ･筑波大院人間総合･物材機構国際ナノアー

キテクトニクス研 長崎 幸夫 

1Pf158 

 1917 

ナノエマルジョン法によるFRET型近赤外発光高分子

ナノ微粒子の作製とその発光特性……京大院工 ○黒瀬

翔平･仁田原 智･青木 裕之･伊藤 紳三郎、キヤノン

吉村 公博･南 昌人･富田 佳紀･矢野 哲哉 

1Pe159 

 1918 

機能性ポリサッカライドナノボールの設計と DDS 応

用……東医歯大生材研 ○高橋 治子･澤田 晋一･秋吉

一成 

1Pf160 

 1919 

イオンコンプレックスナノゲルの設計……日大院理工
○林 純吾、東医歯大生材研 澤田 晋一、日大院理工

栗田 公夫、東医歯大生材研 秋吉 一成 
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1Pg001 

 317 

光分解性ヘテロ二価性架橋剤に対するダブルクリッ

クケミストリーによる両親媒性ジブロックコポリマ

ーの合成……神奈川大理 ○細田 舞･岩崎 雄太、神奈川

大理･神奈川大光機能性材料研 山口 和夫、神奈川大

光機能性材料研 中浜 精一 

1Ph002 

 318 

RAFT 重合とクリックケミストリーを組み合わせた光

分解性リンカーを持つ両親媒性ブロックコポリマー

の合成……神奈川大理 ○岡野 博･市原 直紀、神奈川大

理･神奈川大光材料研 山口 和夫、神奈川大光材料研

中浜 精一 

1Pg003 

 319 

立体規則性PMMAとポリ乳酸からなるブロック共重合

体の合成……阪大院基礎工 北浦 健大･○小森 千穂･北

山 辰樹 

1Ph004 

 320 

AB 二元ブロック共重合体を用いた多段(AB)n ブロッ

ク共重合体の精密合成……東工大院理工 ○尾家 俊行･

Abou El-Magd Ahmed･杉山 賢次･平尾 明 

1Pg005 

 321 

RAFT重合法によるメタクリレート系モノマーとPDMS

マクロモノマーとのブロック・グラフト共重合体の

合成と会合特性……山形大院理工 ○日下 聖士･レディ

ンゴ レェン･鳴海 敦･川口 正剛 

1Ph006 

 322 

両親媒性ポリスチレン-block-ポリ（4-ビニルベンジ

ルグルコシド）の合成と会合特性……山形大院理工 ○

柏﨑 亜樹･鳴海 敦･川口 正剛 

1Pg007 

 323 

かご型シルセスキオキサン(POSS)含有ブロック共重

合体の合成及びマイクロポーラス薄膜の創製……東工

大院理工 ○平井 智康、ウィスコンシンマディソン大

Leolukman Melvina･Gopalan Padma、東工大院理工 早

川 晃鏡･柿本 雅明 

1Ph008 

 324 

液晶基とかご型シルセスキオキサン(POSS)を側鎖に

有するブロック共重合体の合成と自己組織化……東工

大院理工 ○平井 智康、ウィスコンシンマディソン大

Leolukman Melvina･Gopalan Padma、東工大院理工 早

川 晃鏡･柿本 雅明、Universal Technological 

Corporation Koerner Hilmar 

1Pg009 

 325 

ポリ（スルホン化フェニレン）－ブロックーポリ（ナ

フタルイミド）共重合体の合成と物性……山口大院理

工･南京理工大 ○張 軒･陳 守文、山口大院理工 陳

康成･胡 朝霞･岡本 健一、南京理工大 王 連軍 

1Ph010 

 326 

親水性ブロックポリマーの精密合成とポリマー／マ

グネタイト複合体創製への応用……京工繊大院工芸 ○

藏 勇人･小谷 誠之･村田 匡輝･本柳 仁･箕田 雅彦

1Pg011 

 327

連鎖縮合重合と RAFT 重合による分子量分布の狭い

N-H 芳香族ポリアミドとポリスチレンのジブロック

共重合体の合成……神奈川大工 ○益川 友宏･滝澤 立

磨･横山 明弘･横澤 勉 

1Ph012 

 328

エステル交換反応によるポリプロピレン系ブロック

共重合体の合成……三栄興業 ○佐々木 大輔･鈴木 義

弘、日大理工 星 徹･萩原 俊紀･澤口 孝志 

1Pg013 

 329

透明ポリカーボネート-ポリメタクリル酸メチルト

リブロック共重合体の合成……日大理工 ○佐々木 達

暢、三栄興業 佐々木 大輔、日大理工 星 徹･萩原 俊

紀･澤口 孝志 

1Ph014 

 330

ポリプロピレン-ポリアクリル酸エステルブロック

共重合体の合成とキャラクタリゼーション……日大院

理工 ○長谷川 真也、三栄興業 佐々木 大輔、日大理

工 星 徹･萩原 俊紀･澤口 孝志 

1Pg015 

 331

LCST 型相挙動を示すポリエーテルグラフト型ポリフ

ルオレンの合成と物性評価……横国大院工 ○青木 大

祐･古屋 光教･小久保 尚･渡邉 正義 

1Ph016 

 332

ポリ（N-アシルエチレンイミン）とポリテトラヒド

ロフランからなる ABA トリブロック共重合体の凝集

構造と力学物性……長崎大工 ○本九町 卓、長崎大院

川島 正寛、長崎大工 小椎尾 謙、長崎大院 古川 睦

久 

1Pg017 

 333

芳香族ポリエーテルとポリスチレンとの(AB)3型スタ

ーブロック共重合体の合成……神奈川大工 ○山﨑 由

香･横山 明弘･横澤 勉 

1Ph018 

 334

芳香族ポリエーテルとポリ(tert-ブチルメタクリレ

ート) とのジブロックおよびミクトアームスター共

重合体の合成……神奈川大工 ○安藤 潤･安堂 智之･山

﨑 由香･横山 明弘･横澤 勉 

1Pg019 

 335

クリック反応による両親媒性液晶ブロック共重合体

の合成とナノ構造評価……京工繊大院工芸 ○泉谷 佑、

東工大資源研 山本 崇史･彌田 智一、京工繊大院工

芸 吉川 正和･浅岡 定幸 

1Ph020 

 336

ブロック共重合体のミクロ相分離界面へのポルフィ

リンの位置選択的集積化……京工繊大院工芸 ○青谷

正嗣、東工大資源研 彌田 智一、京工繊大院工芸 吉

川 正和･浅岡 定幸 

1Pg021 

 337

シリカナノ粒子表面への天然物由来抗菌性物質の固

定化……新潟大院自然 ○河原 崇史、新潟大院自然･新

潟大超域研 山内 健･坪川 紀夫 

1Ph022 

 338

溶媒を用いない乾式系におけるシリカナノ粒子表面

へのリビングラジカルグラフト重合……新潟大工 今

野 湧幸、新潟大院自然 ○河原 崇史、新潟大院自然･

新潟大超域研 山内 健･坪川 紀夫 

1Pg023 

 339

無機ナノ粒子へのカプサイシンの固定化とその特性

……新潟大院自然 ○村岡 良勇･河原 崇史、新潟大工

白井 久美、新潟大院自然･新潟大超域研 山内 健･坪

川 紀夫 

1Ph024 

 340

グラフト化によるナノダイヤモンド表面の機能化……
新潟大院自然 ○CHA IN OH、新潟大院自然･新潟大超

域研 山内 健･坪川 紀夫 

1Pg025 

 341

縮合剤存在下におけるカーボンブラック表面へのグ

ラフト反応とその電気特性……新潟大院自然 ○高村

正晃･物江 智子、新潟工大 藤木 一浩、新潟大院自

然･新潟大超域研 山内 健･坪川 紀夫 

1Ph026 

 342

リビングアニオン重合を基にした構造が制御された

グラフトポリマーの精密合成……東工大院理工 ○黒川

良介･杉山 賢次･平尾 明 

1Pg027 

 343

分子量及び分岐点間距離が厳密に制御されたグラフ

ト共重合体の合成……東工大院理工 ○村野 耕太･黒川

良介･杉山 賢次･平尾 明 

1Ph028 

 344

末端重縮合型マクロモノマーの合成およびグラフト

コポリマー化……京工繊大院工芸 ○山本 稔･足立 馨･

塚原 安久 

1Pg029 

 345

多分岐高分子とカーボンナノチューブの複合体の性

質に及ぼす分岐構造の影響……京工繊大院工芸 ○棟

泰人･北川 智也･足立 馨･塚原 安久 



1Ph030 

 346 

熱応答性を付与したカーボンナノチューブの分散性

評価……新潟大院自然 ○安藤 正人･八乙女 慶、新潟大

工 佐藤 博昭、新潟大院自然･新潟大超域研 山内

健･坪川 紀夫 

1Pg031 

 347 

アニオントランスファーを伴う開始反応によるイソ

プレンのリビングアニオン重合……京工繊大院工芸 ○

森 一平･植村 亮太･足立 馨･塚原 安久 

1Ph032 

 348 

末端マレイミド型ポリスチレン高分子モノマーの合

成と重合……埼玉工大院工 ○黒田 茂男･萩原 時男 

1Pg033 

 349 

オリゴチオフェン積層高分子の合成……京大院工 ○フ

ェルナンデス ジョナス アウベス･森崎 泰弘･中條

善樹 

（9.高分子反応） 

1Pg035 

 350 

光反応性動的共有結合ポリマーの交換反応における

濃度効果……九大院工 ○長野 槙佑、九大院工･九大先

導研 前田 壮志･大塚 英幸･高原 淳 

1Ph036 

 351 

相補的ラジカル交換反応を利用したヘテロアーム星

型ナノゲルの合成と構造評価……九大院工 ○天本 義

史、九大先導研 菊地 守也、JASRI/Spring-8 増永 啓

康、JASRI/Spring-8･理研播磨研/SPring-8 佐々木

園、九大院工･九大先導研 大塚 英幸、九大院工･九

大先導研･理研播磨研/SPring-8 高原 淳 

1Pg037 

 352 

架橋部位にアルコキシアミン骨格を有する高分子ゲ

ルの合成と反応……九大院工 ○天本 義史、九大院工･

九大先導研 大塚 英幸･高原 淳 

1Ph038 

 353 

高分子メタセシスを利用した主鎖交換を経由して得

られる直鎖状ポリエチレン/ポリエステル複合化ポ

リマー……九大先導研 ○前田 壮志、九大先導研･九大

院工 大塚 英幸･高原 淳 

1Pg039 

 354 

ポリエチレングリコール骨格を有する高分子の主鎖

交換反応……九大院工 ○上村 茂久･天本 義史、九大先

導研 前田 壮志、九大院工･九大先導研 大塚 英幸･

高原 淳 

1Ph040 

 355 

移動架橋を有するポリジメチルシロキサンの合成……
三重大院工 ○井上 就可･三木 一也･宇野 貴浩･伊藤

敬人、三重大院地域イノベーション 久保 雅敬 

1Pg041 

 356 

主鎖にケイ素原子を有するポリマーの架橋……名工大

院工 ○間下 育也、名工大工 長谷川 祐太、名工大院

工 奥 淳一 

1Ph042 

 357 

PMMA/TiO2 コンポジットフィルムの光増感分解反応

……京工繊大 ○宗野 雅代･坂井 亙･堤 直人 

1Pg043 

 358 

主鎖にチタナシクロペンタジエン骨格を有する有機

金属ポリマーの高分子反応によるセレノフェン骨格

を有するπ共役ポリマーの合成とこれに基づく機能

性高分子の設計……東工大総理工 ○西山 寛樹･冨田

育義 

1Ph044 

 359 

らせん選択重合体膜の光照射高選択的芳香環生成反

応による超分子自己支持膜の調製－(１)二つの水酸

基と脂肪族置換基を持つフェニルアセチレンをモノ

マーとして用いた場合……新潟大超域研･新潟大 VBL ○

浪越 毅･マルワンタ エディ、新潟大院自然･新潟大

環材ナノ研セ 寺口 昌宏、新潟大環材ナノ研セ･新潟

大超域研 金子 隆司、新潟大院自然･新潟大環材ナノ

研セ･新潟大超域研･新潟大 VBL 青木 俊樹 

1Pg045 

 360 

らせん選択重合体膜の光照射高選択的芳香環生成反

応による超分子自己支持膜の調製－（２）二つの水

酸基と芳香族置換基を持つフェニルアセチレンをモ

ノマーとして用いた場合……新潟大院自然 ○鬼山 祥

幸、新潟大院自然･新潟大環材ナノ研セ･新潟大超域

研 寺口 昌宏、新潟大超域研･新潟大 VBL 浪越 毅･

マルワンタ エディ、新潟大環材ナノ研セ･新潟大超

域研 金子 隆司、新潟大院自然･新潟大環材ナノ研

セ･新潟大超域研･新潟大 VBL 青木 俊樹 

1Ph046 

 361 

二つの水酸基と L-メントール残基を持つフェニルア

セチレンの不斉誘起重合で得られた片巻きらせんポ

リマーの高分子膜脱キラル置換基反応による主鎖の

みに不斉構造を有するポリマーの合成……新潟大院自

然 ○安部 佑之介･賈 宏葛、新潟大院自然･新潟大環

材ナノ研セ 寺口 昌宏、新潟大超域研･新潟大 VBL 浪

越 毅･マルワンタ エディ、新潟大環材ナノ研セ･新

潟大超域研 金子 隆司、新潟大院自然･新潟大環材ナ

ノ研セ･新潟大超域研･新潟大 VBL 青木 俊樹 

1Pg047 

 362

膜中での脱キラル置換基反応による末端アセチレン

部位を持つ片巻きらせんポリジフェニルアセチレン

膜の合成……新潟大院自然 ○吉田 直樹、新潟大院自

然･新潟大環材ナノ研セ･新潟大超域研 寺口 昌宏、

新潟大超域研･新潟大 VBL 浪越 毅･マルワンタ エデ

ィ、新潟大環材ナノ研セ･新潟大超域研 金子 隆司、

新潟大院自然･新潟大環材ナノ研セ･新潟大超域研･

新潟大 VBL 青木 俊樹 

1Ph048 

 363

膜中での脱キラル置換基反応による TEMPO 含有片巻

きらせんポリフェニルアセチレン膜の合成……新潟大

院自然 ○谷本 紗代、新潟大院自然･新潟大環材ナノ

研セ･新潟大超域研 寺口 昌宏、新潟大超域研･新潟

大 VBL 浪越 毅･マルワンタ エディ、新潟大環材ナノ

研セ･新潟大超域研 金子 隆司、新潟大院自然･新潟

大環材ナノ研セ･新潟大超域研･新潟大VBL 青木 俊樹

1Pg049 

 364

膜中でのキラル－アキラルイオン交換反応による主

鎖のみに不斉構造を持つキラルポリフェニルアセチ

レン膜の合成……新潟大院自然 ○西本 秀之、新潟大院

自然･新潟大環材ナノ研セ･新潟大超域研 寺口 昌

宏、新潟大超域研･新潟大VBL 浪越 毅･マルワンタ エ

ディ、新潟大環材ナノ研セ･新潟大超域研 金子 隆

司、新潟大院自然･新潟大環材ナノ研セ･新潟大超域

研･新潟大 VBL 青木 俊樹 

高分子構造・高分子物理 
（6.表面・界面・薄膜） 

1Pg051 

 982

高分子微粒子表面に担持された金属ナノ粒子の特性

……阪市工研 ○玉井 聡行･渡辺 充･松川 公洋、阪電通

大工 寺村 知弘･西岡 昇 

1Ph052 

 983

界面自己組織化共重合により界面ラフネスが制御さ

れたコアシェル粒子の調製……熊本大院自然 ○内村

淳美･久保田 幸代･脇屋 武司、熊本大院自然･熊本県

産技セ 永岡 昭二、熊本大院自然 高藤 誠･伊原博隆

1Pg053 

 984

空気-水界面に展開したポリヘキシルイソシアナー

ト単分子膜の面積弾性率……三重大院工 ○森岡 多佳

子･川口 正美 

1Ph054 

 985

一方向巻きのポリフェニルイソシアニドを開始剤に

用いたエナンチオマー及びらせん選択リビングブロ

ック共重合と生成高分子の AFM 観察……名大院工 ○坂

野 元紀、名大院工･JST-ERATO 超構造プロ 呉 宗全･

永井 寛嗣、JST-ERATO 超構造プロ 大越 研人、阪大

産研 鬼塚 清孝、名大院工･JST-ERATO 超構造プロ 八

島 栄次 

1Pg055 

 986

ペプチド-PEG ブロック共重合体を用いた二次元ナノ

パターニングの乾燥過程における温度依存性……名工

大院工 ○川井 皓一朗･田中 正剛･木下 隆利、宇宙機

構 越川 尚清 

1Ph056 

 987

固/液界面における二次構造転移を伴ったペプチド

ナノファイバーの形成……名工大院工 ○姫岩 隆弘･田

中 正剛･木下 隆利、宇宙機構 越川 尚清 

1Pg057 

 988

両親媒性ジブロック共重合体/水溶性オリゴマーブ

レンドの相分離構造配向挙動……名工大院工 ○松谷

泰斗･梅垣 直哉･山本 勝宏、京工繊大院工 櫻井 伸

一、北九市大 秋葉 勇 

1Ph058 

 989

複合高分子微粒子の異相構造に及ぼす極性ポリマー

の影響……神戸大院工 ○田中 琢也･天藤 理･大久保

政芳 

1Pg059 

 990

赤外反射吸収分光法により評価した有機超薄膜の分

子鎖運動性に及ぼす分子鎖密度の影響……福井大院工
○山下 智弘･久田 研次･堀 照夫 

1Ph060 

 991

近赤外光を Bragg 反射する薄膜型ポリスチレンコロ

イド結晶の作製……富山大院工 ○当田 由美子･赤谷

俊宏･伊藤 研策、名市大院薬 山中 淳平、物材機構

澤田 勉 



1Pg061 

 992 

中性子反射率法によるブロック共重合体薄膜の溶媒

接触界面の構造評価……高エネ機構 ○鳥飼 直也･山田

悟史、名大院工 川口 大輔･高野 敦志･松下 裕秀、

LANSCE WATKINS Erik･MAJEWSKI Jaroslaw 

1Ph062 

 993 

PNIPAAm-DNA 共重合体のナノ粒子形成と凝集過程の

解析……理研前田バイオ ○藤田 雅弘･タン フィイン、

理研 伊藤 和輝、理研前田バイオ 金山 直樹･宝田

徹･前田 瑞夫 

1Pg063 

 994 

DNA 修飾した金ナノ粒子の非架橋型凝集過程の動的

構造解析……東理大院基礎工 ○片渕 佳純、理研前田バ

イオ 藤田 雅弘、理研 伊藤 和輝、理研前田バイオ

金山 直樹･宝田 徹、東理大院基礎工･理研前田バイ

オ 前田 瑞夫 

1Ph064 

 995 

ATRP を用いた温度応答性ポリマー修飾基板の構築

……富山大工 ○近藤 卓也、富山大院理工 鈴木 久智、

京大化研 大野 工司、富山大院理工 北野 博巳 

1Pg065 

 996 

粒子沈降熟成過程における薄膜型シリカコロイド結

晶の構造変化……富山大院工 ○伊藤 研策･赤谷 俊宏･

谷口 綾佳、名市大院薬 山中 淳平、物材機構 澤田

勉 

1Ph066 

 997 

準安定（過冷却）状態から成長したセンチメートル

サイズのコロイド結晶……富山大院工 ○伊藤 研策･赤

谷 俊宏･谷口 綾佳･当田 由美子、名市大院薬 山中

淳平、物材機構 澤田 勉 

1Pg067 

 998 

ATRP による双性イオン型高分子ブラシの構築とその

特性解析……富山大院理工 ○鈴木 久智･北野 博巳、京

大化研 大野 工司、大阪有機化学 猿渡 欣幸、福井

大院工 久田 研次･加藤 拓也、福井大工 三原 恵利

香 

1Ph068 

 999 

直交顕微鏡観察法によるコロイド微粒子の 3 次元座

標測定……富山大院工 ○酒井 大輔･中平 寧･伊藤 研

策 

1Pg069 

 1000 

開口部を有するポリスチレン／ポリエチレングリコ

ールジメタクリレート中空橋架け高分子微粒子の作

製……神戸大院工 ○伊藤 みづき･南 秀人･大久保 政

芳 

1Ph070 

 1001 

微粒子を反応場とするナノファイバー・ナノチュー

ブの創製……慶應大院理工 ○渡辺 真司･藤本 啓二 

1Pg071 

 1002 

メタクリル酸の乳化共重合により作製された高分子

微粒子中のカルボキシル基分布に与える撹拌の影響

……神戸大院工 ○柳澤 みゆき･鈴木 登代子･大久保

政芳 

1Ph072 

 1003 

ピリジン添加シリカコロイド分散系の温度誘起結晶

化……名市大院薬 ○山中 淳平･豊玉 彰子･米勢 政勝

1Pg073 

 1004 

多孔化ブロックコポリマー薄膜の溶媒膨潤挙動……東
大新領域 ○平田 貴大･伊藤 真陽･酒井 康博･横山

英明･伊藤 耕三、名大工 佐藤 浩太郎･上垣外 正己

1Ph074 

 1005 

マイクロサスペンション重合によるヘキサデカンを

含有したポリエチレングリコールジメタクリレート

カプセル粒子の作製……神戸大院工 ○溝脇 嗣果･鈴木

登代子･チャイヤサット プリヤポーン･大久保 政芳

1Pg075 

 1006 

PMMA超薄膜の局所熱分析による物性解析……京工繊大
○新村 晃平･坂井 亙･堤 直人 

1Ph076 

 1007 

非極性媒体中での単分散カラー微粒子の合成……山形

大院理工 ○武田 力･小長谷 龍･鳴海 敦･川口 正剛

1Pg077 

 1008 

ナノZrO2微粒子の疎水化処理方法の検討と光学材料

への応用……山形大院 ○一条 祐輔･鳴海 敦･川口 正

剛 

（3a.溶液・融液） 

1Pg079 

 1009 

水系における荷電多糖類の構造転移に及ぼす対イオ

ン混合効果の検証……東工大院理工 ○蓮池 真保･佐藤

満 

1Ph080 

 1010 

両末端疎水化水溶性ポリペプチドのヘリックス‐コ

イル転移と会合挙動……名工大院工 服部 ゆう･○金田

聖央･猪股 克弘･杉本 英樹･中西 英二 

1Pg081 

 1011 

水/エチレングリコール混合溶媒中における片末端

疎水化ポリペプチドの会合挙動……名工大院工 ○木下

奏恵･土井 玲奈･猪股 克弘･杉本 英樹･中西 英二 

1Ph082 

 1012

両親媒性高分子ミセルによる疎水性鎖の可溶化とシ

ェル架橋ミセルの調製……名工大院工 ○古賀 一成･松

久 英樹･猪股 克弘･杉本 英樹･中西 英二 

1Pg083 

 1013

部分的に親水化した poly(N-isopropylacrylamide)

の水和挙動……阪大院理 ○前田 朋子･四方 俊幸 

1Ph084 

 1014

モンテカルロシミュレーションによるバルクにおけ

る環状高分子の拡がりの観測……高エネ機構 ○鈴木

次郎、名大院工 高野 敦志･松下 裕秀 

1Pg085 

 1015

ポリエチレングリコール-ポリプロピレングリコー

ルブロック共重合体の相転移に対するシクロデキス

トリンの効果……福井大院工 ○中尾 亜矢子･前田 寧

1Ph086 

 1016

剛直高分子ポリパラフェニレンベンゾビスチアゾー

ルの希薄溶液の粘性挙動に対する分子量分布の影響

……岡山大院自然 ○池田 徹･沖原 巧 

1Pg087 

 1017

蛍光エネルギー移動によるポリイオンコンプレック

スミセル形成の評価……兵庫県大院工 ○高松 知愛･横

山 雄一･遊佐 真一、福井工大工 森島 洋太郎 

1Ph088 

 1018

アクリルアミド系高分子の側鎖の違いが相分離挙動

に与える影響について－蛍光プローブ法による検討

……広島大院理 ○山本 光恵･勝本 之晶 

1Pg089 

 1019

Poly(N-isopropylacrylamide-co-N,N-diethylacryl
amide)水溶液の相分離挙動に対する高分子の分子内

水素結合の影響……広島大院理 ○久保崎 範行･勝本

之晶 

1Ph090 

 1020

Molecular weight dependence of cloud points for 

aqueous poly(N-ethyl-2-propionamidoacrylamide) 

solutions……Inst. Tech. Sci., Univ. of Tokushima 
○BERBER Mohamed R.･HAFEZ Inas H.･MINAGAWA Keiji、

Tokushima Bunri Univ. TANAKA Masami、Kyushu Univ. 

MORI Takeshi 

1Pg091 

 1021

カチオン性高分子電解質と温度応答性高分子からな

るジブロック共重合体とアニオン性化合物との複合

体形成挙動……九大院理 ○光嶋 泰規･安中 雅彦 

1Ph092 

 1022

リグノフェノールの溶液中の光化学挙動……三重大院

生物資源･JST-SORST ○青栁 充･舩岡 正光 

1Pg093 

 1023

メタクリレート末端PHICマクロモノマーからなる櫛

形高分子の希薄溶液物性……山形大院理工 ○レ ティ

ンゴ レェン、九大先導研 菊地 守也、山形大院理工

鳴海 敦･長井 勝利･川口 正剛 

1Ph094 

 1024

ポリ乳酸（PLA）のキャラクタリゼーション……山形大

院 ○伊豆田 大樹･川口 正剛･鳴海 敦 

高分子機能 
（2.電気・電子・磁性） 

1Pg095 

 1552

ポリフェニレン-ポリエーテルケトン系ブロック共

重合体の合成と評価 (I) －疎水部の置換基と導入量

の効果……上智大理工 ○吉田 実留･藤田 正博･竹岡

裕子･陸川 政弘 

1Ph096 

 1553

光学活性ポリチオフェンのシーケンス制御 (II)－-

重合法による側鎖の規則性及び光学特性の検討-……
上智大理工 ○高木 圭吾･藤田 正博･竹岡 裕子･陸川

政弘 

1Pg097 

 1554

PBI 誘導体の合成と評価(II) -PBI-co-2,6-PyPBI の

合成-……上智大理工 ○大森 宏輝･藤田 正博･竹岡 裕

子･陸川 政弘 

1Ph098 

 1555

膜安定性向上を目指したグラフトコポリイミド電解

質膜の合成……首都大院都市環境 ○王 剛･山崎 浩太･

川上 浩良 

1Pg099 

 1556

プロトン伝導パスの形成を目指したスルホン化ポリ

イミド共重合体の電解質膜特性……首都大院都市環境
○山﨑 浩太･川上 浩良 

1Ph100 

 1557

スルホン化スター・ハイパーブランチポリイミドを

ブレンドした新規ポリイミド電解質膜の作製とその

プロトン伝導性……首都大院都市環境 ○山﨑 浩太･須

田 徹･川上 浩良 

1Pg101 

 1558

スルホン化ポリイミド/ポリベンズイミダゾールブ

レンド膜の作製とそのプロトン伝導性評価……首都大

院都市環境 ○鈴木 一裕･川上 浩良 



1Ph102 

 1559 

スルホン化ポリイミドナノファイバー含有複合膜の

ファイバー特性がプロトン伝導性に与える影響……首
都大院都市環境 ○田村 卓也･川上 浩良 

1Pg103 

 1560 

スルホン化ポリイミドナノファイバーとブロックコ

ポリイミドからなる複合膜のプロトン伝導性評価……
首都大院都市環境 ○竹森 諒平･川上 浩良 

1Ph104 

 1561 

高密度にスルホン化されたユニットを有するポリエ

ーテルスルホンの合成とプロトン交換膜への応用……
東工大院理工 ○松本 和也･東原 知哉･上田 充 

1Pg105 

 1562 

ビナフチル基を有するスルホン化ポリエーテルスル

ホンの合成とプロトン交換膜への応用……東工大院理

工 ○中川 泰次郎･松本 和也･東原 知哉･上田 充 

1Ph106 

 1563 

イミダゾール基を有するポリマーの合成と

Langmuir-Blodgett 膜形成能の検討……東北大多元研
○工藤 倫子、東北大多元研･JST さきがけ 松井 淳、

東北大多元研 宮下 徳治 

1Pg107 

 1564 

イミダゾール基を有するスルホン化ポリイミド膜の

PEFC 発電特性……山口大院理工 ○矢口 和明･陳 康

成･遠藤 宣隆･比嘉 充･岡本 健一 

1Ph108 

 1565 

フェノール型ポリマーを用いた無加湿型固体高分子

形燃料電池用電解質膜……横国大院工 ○奥元 雄祐･高

橋 昭雄･大山 俊幸、日産自動車 竹川 寿弘 

1Pg109 

 1566 

ポリスチレン－ポリエーテル系ブロック共重合体の

合成と固体高分子電解質としての特性……横国大院工
○中澤 英司･小久保 尚･獨古 薫･渡邉 正義 

1Ph110 

 1567 

固体高分子電解質のイオン伝導度の経時変化に及ぼ

す超臨界二酸化炭素処理の効果……農工大院工 ○大江

祥元･富永 洋一 

1Pg111 

 1568 

二酸化炭素/エポキシド共重合を利用した新しい固

体高分子電解質の合成とイオン伝導材料としての評

価……農工大院工 ○中村 美月･富永 洋一 

1Ph112 

 1569 

超臨界二酸化炭素処理によるクレイ/固体高分子電

解質ナノコンポジットの作製とイオン伝導性の評価

……農工大院工 ○北島 峻輔･富永 洋一 

1Pg113 

 1570 

アクリロニトリル/ブタジエンゴムを用いたイオン

伝導性エラストマーブレンドの作製と物性評価……農
工大院工 ○加藤 雄一･富永 洋一 

1Ph114 

 1571 

有機ハイブリッド型メソポーラスシリカを充填した

固体高分子電解質のイオン伝導特性……農工大院工 ○

遠藤 正律･富永 洋一 

1Pg115 

 1572 

ポリエーテルエーテルケトン電解質膜の合成とその

DMFC 発電特性……原子力機構 ○陳 進華･李 登栄･浅

野 雅春･前川 康成･吉田 勝 

1Ph116 

 1573 

架橋スルホエチルセルロースの電解質膜特性……青森

県工業総研セ ○葛西 裕･赤平 亮･阿布 里提 

1Pg117 

 1574 

複数の有機ホウ素ユニットを有するイオン液体の自

己集合による固体電解質の合成……名大院生命農 ○加

賀田 昭人･松見 紀佳･青井 啓悟 

1Ph118 

 1575 

カルボニル基およびスルホン基架橋スルホン化ポリ

イミド膜の合成と物性……山口大院理工 ○陳 康成･遠

藤 宣隆･比嘉 充･岡本 健一 

1Pg119 

 1576 

チオアミド基を有する低障壁イオン伝導高分子電解

質の合成と電気化学特性の検討……阪大院理 ○岩口

矩章･石橋 卓也･岡村 高明･山本 仁 

1Ph120 

 1577 

主鎖にアミド結合を持つ側鎖回転型リチウムイオン

伝導性高分子電解質の合成と性質……阪大安全衛生 ○

松平 崇･山本 仁、阪大院理 岡村 高明 

1Pg121 

 1578 

ポリベンズイミダゾール・カーボンナノチューブ複

合体からなる新規燃料電池触媒の開発……九大院工 ○

藤ヶ谷 剛彦･岡本 稔、九大院工･JST-CREST 中嶋 直

敏 

1Ph122 

 1579 

TEMPO 置換ポリノルボルネンの合成とハイブリッド

電極の特性……早大理工 ○安藤 裕子･崔 源成･小柳津

研一･西出 宏之 

1Pg123 

 1580 

可逆的な還元特性を有する芳香族ポリイミドの合成

と負極活物質への応用……早大理工 ○八手又 彰彦･崔

源成･小柳津 研一･西出 宏之 

 

1Ph124 

 1581

ニトロキシドラジカル誘導体を電荷輸送媒体とする

色素増感太陽電池……早大理工 ○林 直毅･加藤 文昭･

小柳津 研一･西出 宏之 

1Pg125 

 1582

水-メタノール混合溶媒系におけるアニオン脂質集

合体を用いるカチオン色素の酸化チタンナノクリス

タル上への固定化……崇城大工 ○鉢迫 博･龍 直哉･村

上 良一 

1Ph126 [中止] 

1Pg127 

 1583

交互吸着法を用いた酸化チタン超薄膜の作製と導電

特性……京大院工 ○増田 幸治･森田 純子･大北 英生･

伊藤 紳三郎 

1Ph128 

 1584

非対称性共役オリゴマーの合成とエネルギー変換デ

バイスへ の応用……信州大繊維 ○唐澤 真義･鈴木 恵

理香･布川 正史･木村 睦･白井 汪芳 

生体高分子 
（7.ライフサイエンス） 

1Pg131 

 1920

アルキル化ポリビニルイミダゾールによるpH応答的

疎水場形成に基づく遺伝子デリバリーシステムの構

築……首都大院都市環境 ○袴谷 友恵･朝山 章一郎･川

上 浩良 

1Ph132 

 1921

新規遺伝子キャリアとしての亜鉛配位ポリビニルイ

ミダゾールの調製と機能評価……首都大院都市環境 ○

西之原 聡･朝山 章一郎･川上 浩良 

1Pg133 

 1922

カルボキシメチル化ポリヒスチジンによるポリプレ

ックス遺伝子発現促進メカニズム解析……首都大院都

市環境 ○西之原 聡･須藤 美由紀･朝山 章一郎･川上

浩良 

1Ph134 

 1923

高圧凝縮 plasmid DNA の細胞内発現解析……東医歯大

生材研 ○今野 北斗･木村 剛、大工大 生体医工 藤

里 俊哉、東医歯大生材研 岸田 晶夫 

1Pg135 

 1924

PEG 修飾をした細胞内シグナル応答型ポリマーの合

成と評価……九大院工 ○成富 友紀･土谷 享･姜 貞勲、

九大院工･九大未来セ 森 健･新留 琢郎･片山 佳樹

1Ph136 

 1925

ソノポレーション法が高分子キャリアー/pDNA 複合

体の遺伝子発現制御に及ぼす影響……九大院工 ○土谷

享･姜 貞勲、九大院工･九大未来セ 森 健･新留 琢

郎･片山 佳樹 

1Pg137 

 1926

細胞内シグナル酵素応答型ポリマーによる遺伝子発

現制御……九大院システム生命 ○富山 哲朗･戸井田

力･古賀 春香、九大院工 姜 貞勲、九大院工･九大未

来セ 新留 琢郎･森 健･片山 佳樹 

1Ph138 

 1927

調製法による高分子ミセル型遺伝子ベクターの形態

制御－混合法(滴定、単純混合)による pDNA パッケイ

ジングの相違……東大院工 ○小林 大悟･大島 弘樹･長

田 健介･山崎 裕一、東大院工･東大院医 片岡 一則

1Pg139 

 1928

疎水性ドメインにより構造安定化された PEG 化ポリ

イオンコンプレックスの遺伝子キャリアとしての機

能評価……東大院工 ○早川 佳之、東大院工･東大ナノ

バイオ 石井 武彦、JST-CREST 比木 茂寛、東大院工･

東大ナノバイオ 宮田 完二郎、東大院医 大庭 誠、

東大院工･東大ナノバイオ･JST-CREST･東大院医 片

岡 一則 

1Ph140 

 1929

三元系ポリイオンコンプレックスミセルを用いた光

応答性非ウイルス遺伝子ベクターの創製……東大院工
○野本 貴大、東大院医 福島 重人･熊谷 康顕、東大

院工 宮田 完二郎･アンワー アルニダ、東大院医 堀

江 壮太、延世大 張 祐銅、東大院医 西山 伸宏、東

大院工･東大院医 片岡 一則 

1Pg141 

 1930

簡便かつ高効率なリガンド分子の導入を可能にする

高分子ミセル：新規ブロックコポリマー合成と遺伝

子キャリアへの応用……東大院工･JST-CREST ○比木

茂寛、東大院工 三條 舞、東大院工･JST-CREST 片岡

一則 

1Ph142 

 1931

PEG-PLys ブロック共重合体を用いた DNA 凝縮のトポ

ロジー依存性……東大院工 ○大島 弘樹･小林 大悟･長

田 健介･山崎 裕一、東大院工･東大院医 片岡 一則

 



1Pg143 

 1932 

遺伝子導入能をもつ新規ポリアミン脂質の開発－

DNA 複合体の形態観察とその機能評価……名工大院工
○加藤 清志･内田 みさ･角野 歩･馬場 大輔･出羽 毅

久、名市工研 飯田 浩史、名工大院工 山下 啓司、

静岡県大院薬 浅井 知浩･奥 直人、名工大院工 南後

守 

1Ph144 

 1933 

配位結合を利用した治療用核酸のポリエチレングリ

コール修飾……京大再生研 ○高藤 義正･城 潤一郎･田

畑 泰彦 

1Pg145 

 1934 

遺伝子導入キャリアとしてのゼラチン微粒子の作製

……京大再生研 ○土井 規央･城 潤一郎･田畑 泰彦 

1Ph146 

 1935 

ポリアミドアミンデンドロン脂質の遺伝子導入活性

に及ぼすアルキル鎖構造の影響……阪府大院 ○中島

洋介･池田 隆司･原田 敦史･河野 健司 

1Pg147 

 1936 

核内pDNA放出制御によるトランスフェクション活性

の向上……北大院薬 山田 勇磨･野村 卓･原島 秀吉、

北陸先端大院 ○山下 敦･上遠野 亮･由井 伸彦 

1Ph148 

 1937 

カチオン性ナノゲルによる核酸の細胞内デリバリー

……東医歯大生材研 ○安岡 潤一･戸井田 さやか･澤田

晋一･秋吉 一成 

1Pg149 

 1938 

高い塩基変異識別能を持つ新規二重鎖核酸プローブ

の設計……九大先導研 ○梶山 力･狩野 有宏･嶋田 直

彦、九大先導研･JST-CREST 丸山 厚 

1Ph150 

 1939 

新規Gd系高分子造影剤による移植幹細胞の高効率標

識法……国立循環器病セ研･阪工大院 東 晃至、国立循

環器病セ研 橘 洋一、関西大化学生命工 平野 義明、

国立循環器病セ研 ○山岡 哲二 

1Pg151 

 1940 

フルオレセインを主鎖に有する生分解性ポリマーの

合成……京大院工 ○北村 成史･田中 一生･中條 善樹

1Ph152 

 1941 

プロテインキナーゼ活性検出のための蛍光プローブ

の作成と基礎評価……九大院システム生命 ○古賀 春

香･戸井田 力･富山 哲朗、九大院工 姜 貞勲、九大

院工･九大未来セ 新留 琢郎･森 健･片山 佳樹 

1Pg153 

 1942 

クリックケミストリーによるポリマーへの修飾……九
大院システム生命 ○戸井田 力、九大院工 姜 貞勲、

九大院システム生命 古賀 春香･富山 哲朗、九大院

システム生命･九大院工･九大未来セ 新留 琢郎･森

健･片山 佳樹 

1Ph154 

 1943 

ハイパーブランチ型両親媒性高分子の化学酵素合成

と分解性……慶應大理工 ○貝原 祥子、Univ. of 

Maryland, Dept. of Bioengineering John Fisher、

慶應大理工 松村 秀一 

1Pg155 

 1944 

ナノゲルボトムアップ法によるバイオ材料の設計－

(1) ナノゲル集積ナノ微粒子……東医歯大生材研 ○下

田 麻子･秋吉 一成 

1Ph156 

 1945 

ナノゲルボトムアップ法によるバイオ材料の設計－

（２）ナノゲルシート……東医歯大生材研 ○澤田 晋

一･多田 陽子･秋吉 一成 

1Pg157 

 1946 

水可溶化した難水溶性低分子薬物の生体吸収性ハイ

ドロゲルからの徐放……京大再生研 ○谷郷 智美･高岡

良平･田畑 泰彦 

1Ph158 

 1947 

高分子修飾カルシウムアルギン酸ゲルビーズからの

モデル薬物の放出挙動の解析……東理大基礎工 ○鈴木

志穂･菊池 明彦 

1Pg159 

 1948 

タンパク質徐放制御を可能とする高分子ミセルが形

成するシート状マテリアルの開発……農工大工 ○諸石

眸･村上 義彦 

1Ph160 

 1949 

D-マンナル酸型誘導体のβ-グルクロニダーゼ活性

阻害機構……工学院大工 川口 亜星ウイリアム･○江頭

辰典･大川 春樹･橋本 和彦 
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2Pa001 

 365

3,9-位で結合したカルバゾールおよびケイ素を主鎖

に含む共役ポリマーの合成と特性……京大院工 ○笹野

竜也･田村 耕作･塩月 雅士･三田 文雄、福井工大工

増田 俊夫 

2Pb002 

 366

ノルボルネン部位を有する 2,4-ジアミノ-s-トリア

ジン誘導体の合成と 開環メタセシス重合性……農工

大院工 ○藤田 弘幸･大石 哲也･薛 伯勇･前山 勝也･

豊田 昭徳、農工大分析セ 野口 恵一、農工大院工 渡

辺 敏行 

2Pa003 

 367

新規Ｎｉ錯体を用いたシクロオレフィンの重合 －

アシルヒドラゾン配位子と重合性能……農工大院工 ○

齋藤 亨太･湯ノ口 智恵･高野 一史･豊田 昭徳 

2Pb004 

 368

Pd-ヘテロカルベン錯体/ボラート系を開始剤とする

ジアゾ酢酸エチルの重合……愛媛大院理工 ○石黒 靖

章、愛媛大院理工･愛媛大 VBL 伊藤 大道･井原 栄治･

井上 賢三 

2Pa005 

 369

様々な芳香族ジアゾ酢酸エステルの Pd-ヘテロカル

ベン錯体/ボラート系による重合……愛媛大院理工 ○

浅野 鉄也、愛媛大院理工･愛媛大 VBL 井原 栄治･井

上 賢三･伊藤 大道 

2Pb006 

 370

遷移金属錯体を用いた各種のアルキル基を有するジ

アゾ酢酸エステルの重合……愛媛大院理工 ○高橋 寛

城、愛媛大院理工･愛媛大 VBL 伊藤 大道･井原 栄治･

井上 賢三 

2Pa007 

 371

遷移金属-ヘテロカルベン/ボラート系を開始剤とす

るジアゾケトンの重合……愛媛大院理工 ○藤井 基隆、

愛媛大院理工･愛媛大VBL 伊藤 大道･井原 栄治･井上

賢三 

2Pb008 

 372

二官能性ジアゾカルボニル化合物とジオールの縮合

重合……愛媛大院理工 五嶋 優子、愛媛大院理工･愛媛

大 VBL 伊藤 大道･○井原 栄治･井上 賢三 

2Pa009 

 373

ポリジフェニルアセチレン薄膜のキラリティ制御……
産総研 福嶋 俊行･木村 浩美･○土原 健治 

2Pb010 

 374

ポリ（１－メチルプロパルギルーN－アルキルカルバ

メート）類の合成と二次構造……京大院工 ○白川 裕

亮･塩月 雅士･三田 文雄、福井工大工 増田 俊夫 

2Pa011 

 375

置換アセチレンの重合に高活性を示す新規 Pd-アリ

ール触媒の開発……京大院工 ○中川 敦史･ロドリゲス

ヘスス･塩月 雅士･三田 文雄、福井工大工 増田俊夫

2Pb012 

 376

ヒドロキシプロリンを用いる不斉誘起高分子触媒の

開発……京大院工 ○池田 篤史･寺田 佳世･塩月 雅士･

三田 文雄 

2Pa013 

 377

らせん構造を有するポリアセチレンを触媒に用いた

ケチミンの不斉還元反応……京大院工 ○寺田 佳世、福

井工大工 増田 俊夫、京大院工 三田 文雄 

2Pb014 

 378

強π酸性配位子を有する新規 zwitterion 型 Rh 錯体

の置換アセチレン重合に対する触媒活性……京大院工
○尾西 尚弥･塩月 雅士･三田 文雄、福井工大工 増田

俊夫 

2Pa015 

 379

キラル環境下におけるメチルベンジル基を有するノ

ルボルネン誘導体の開環メタセシス重合……山口大院

理工 ○水田 健一･山吹 一大･鬼村 謙二郎･大石 勉

2Pb016 

 380

光学活性アミノ酸エステルを有するヘキサ-2,4-ジ

イン誘導体の合成と重合性……山口大院理工 鬼村 謙

二郎･○松岡 信吾･山吹 一大･大石 勉 

2Pa017 

 381

キラルアミンとRh錯体触媒を用いたN-シクロヘキシ

ルマレイミドの不斉重合……山口大院理工 ○畦地 基

央･山吹 一大･鬼村 謙二郎･大石 勉 

2Pb018 

 382

キラルアミンとRh錯体触媒を用いたN-フェニルマレ

イミドの不斉重合……山口大院理工 ○豊田 奈美･畦地

基央･山吹 一大･鬼村 謙二郎･大石 勉 

2Pa019 

 383

シクロヘキシル基を有するノルボルネン誘導体の開

環メタセシス重合とキラル添加剤効果……山口大院理

工 ○福冨 聡子･水田 健一･山吹 一大･鬼村 謙二郎･

大石 勉 

2Pb020 

 384

カップリング重合法による N-置換マレイミド型共役

高分子の合成と蛍光特性……山口大院理工 ○鬼村 謙

二郎･松島 美恵子･山吹 一大･大石 勉 



2Pa021 

 385 

二つの水酸基と種々のアミノ酸残基を持つフェニル

アセチレンの二つの様式での不斉重合－らせん選択

重合と不斉誘起重合の両方に適するモノマー……新潟

大院自然 ○賈 宏葛、新潟大院自然･新潟大環材ナノ

研セ･新潟大超域研 寺口 昌宏、新潟大超域研･新潟

大 VBL 浪越 毅･マルワンタ エデイ、新潟大環材ナノ

研セ･新潟大超域研 金子 隆司、新潟大院自然･新潟

大環材ナノ研セ･新潟大超域研･新潟大VBL 青木 俊樹

2Pb022 

 386 

二つのかさ高いイミノ置換基を持つフェニルアセチ

レンのリビング的らせん選択重合……新潟大院自然 ○

四柳 宏基、新潟大超域研･新潟大 VBL 浪越 毅、新潟

大院自然･新潟大工･新潟大環材ナノ研セ･新潟大超

域研 寺口 昌宏、新潟大超域研･新潟大 VBL マルワン

タ エディ、新潟大工･新潟大環材ナノ研セ･新潟大超

域研 金子 隆司、新潟大院自然･新潟大工･新潟大環

材ナノ研セ･新潟大超域研･新潟大 VBL 青木 俊樹 

2Pa023 

 387 

Rh 錯体触媒により合成したポリプロパルギルエステ

ル類の ESR による構造解析……室蘭工大 ○吉田 嘉晃･

馬渡 康輝･関 千草･松山 春男･田畑 昌祥 

2Pb024 

 388 

立体規則性ポリフェニルアセチレンのメタ位に導入

した置換基が構造へ及ぼす影響……室蘭工大 ○馬渡

康輝･田畑 昌祥 

2Pa025 

 389 

エーテル側鎖を有する新規ポリ(フェニレンエチニ

レン)膜の合成とその気体透過特性……福井大院工 ○

眞田 耕大･阪口 壽一･橋本 保 

（4.重縮合） 

2Pb026 

 390 

GRIM 重合を用いたポリ(4,4'-トリフェニルアミン)

類の合成……東工大院 ○瀬川 縁･大清水 薫･東原 知

哉･上田 充 

2Pa027 

 391 

Synthesis of a Hyperbranched Polymer with Perfect 

Branching Based on Piperidine-4-one……東工大院 ○

シンアナンワーニ ワラポン･東原 知哉･上田 充 

2Pb028 

 392 

ポリ（3-ヘキシルチオフェン）鎖を有する新規

Coil-Rod-Coil 共重合体の合成……東工大院理工 ○東

原 知哉･大清水 薫･瀬川 縁･上田 充 

2Pa029 

 393 

鎖末端にアニリンを有するポリ(3-ヘキシルチオフ

ェン)を利用したイオン結合性ブロック共重合体の

合成……東工大院理工 ○田島 脩平･東原 知哉･上田

充 

2Pb030 

 394 

パラジウム触媒による三重結合末端に電子求引性ア

リール基をもつ炭酸プロパルギルエステルとフェノ

ール性酸素求核剤との重縮合……防衛大応化 ○西岡

憲幸･小泉 俊雄 

2Pa031 

 395 

トリアジン系縮合剤を用いるシロキサン含有半芳香

族ポリアミドの合成……岩手大工 ○菅原 堅太･芝崎

祐二･大石 好行 

2Pb032 

 396 

溶解性ポリ（フェニレンエチレン）の合成とその性

質……東工大院理工 ○小林 中･内村 真･小西 玄一 

2Pa033 

 397 

アセトンとレゾルシノールの重合およびその構造解

析……東工大院理工 ○小林 中･内村 真･小西 玄一 

2Pb034 

 398 

イオン液体中での A-B 型芳香族ポリアミドの合成と

その形態観察……群馬大院工 米山 賢･○宇賀地 宏太

2Pa035 

 399 

イオン液体中でのHeck型重縮合によるポリシンナム

アミドの合成……群馬大院工 米山 賢･真柳 智行･○有

田 裕基 

2Pb036 

 400 

イオン液体中でのナイロン塩型モノマーからの各種

ポリイミドの合成……群馬大院工 米山 賢･○井上香奈

2Pa037 

 401 

スピロビフルオレン構造を主鎖にもつポリエステル

及びポリカーボネートの合成と光学特性……東工大院

理工 ○瀬戸 良太･佐藤 敬、キヤノン 小嶋 貴博、東

工大院理工 小山 靖人･高田 十志和 

2Pb038 

 402 

C2 キラルなスピロビフルオレン構造を主鎖にもつ光

学活性らせん高分子の構造……東工大院理工 ○瀬戸

良太･小山 靖人･高田 十志和 

2Pa039 

 403 

スピロビフルオレン構造を主鎖に持つポリチオエー

テルの合成とその特性評価……東工大院理工 ○奥田

一志･瀬戸 良太･石割 文崇･小山 靖人･高田 十志和

2Pb040 光学活性大環状部位を有する芳香族ポリエーテルケ

 404 トンの合成(III)……農工大院工 山下 賢治･前田 修

吾･○前山 勝也 

2Pa041 

 405

パラジウムナノクラスター触媒を用いる芳香族ポリ

ケトンの合成……農工大院工 鈴木 正憲･○前山 勝也、

分子研 櫻井 英博 

2Pb042 

 406

ヒドロシリル化重合によるケイ素置換オリゴチオフ

ェンを主鎖に有する高分子の合成と光学特性……東工

大院理工 ○浅井 健吾･内村 真･小西 玄一 

2Pa043 

 407

キラルなシッフ塩基を有するポリフルオレンの合成

と光物性……東工大院理工 ○浅井 健吾･内村 真･小西

玄一 

高分子工業・工学 
（1.構造材料、2.製品、3.改質、4.成形加工、 

5.マルチメディア関連、6.その他） 

2Pa045 

 2152

固体 NMR を用いた高圧水素ガスシール用ゴム材料中

の水素量評価……産総研水素研セ･HYDROGENIUS ○藤原

広匡、HYDROGENIUS･九大工 山辺 純一郎･西村 伸 

2Pb046 

 2153

異なる温度で作製した PVA キャストゲルの膨潤及び

力学特性……横国大院環境情報 ○大塚 絵美子･高根

匡介、横国大教育 亀丸 圭一郎･小宮 信･平島 由美

子、横国大院環境情報 鈴木 淳史 

2Pa047 

 2154

シロキサン－ウレタン複合架橋型ハイブリッド樹脂

……アトミクス ○佐熊 範和 

2Pb048 

 2155

セルロース及び糖鎖でコーティングしたカーボンマ

イクロコイル（ＣＭＣ)の物性とその応用について－

セルロース及び糖鎖の導入によるカーボンマイクロ

コイル（ＣＭＣ）の生体材料及び日用品への応用に

ついて……岐阜大工 ○岡本 久江、東大物性研 市原 正

樹、岐阜大工 元島 栖二 

2Pa049 

 2156

溶解性に優れた潜在性化合物の開発と粘着剤への応

用……阪府産総研 ○舘 秀樹･山元 和彦 

2Pb050 

 2157

末端カテコール基を有する生分解性・耐熱性接着剤

高分子の創製……北陸先端大院 ○金子 大作･堤 規彦･

金子 達雄 

2Pa051 

 2158

硫黄原子を含むアリルエステルで変性したジアリル

フタレート樹脂の接着性……阪市工研 ○大塚 恵子･松

本 明博･木村 肇･長谷川 喜一･平野 寛 

2Pb052 

 2159

光グラフト重合法によるポリエチレン板の表面改質

と酵素反応によって改質したキトサン溶液による接

着……日大生産工 ○山上 翔･高橋 淳･山田 和典、月桂

冠総研 中村 幸宏･東田 克也･秦 洋二 

2Pa053 

 2160

アクリル系ブロックコポリマーの粘着特性……阪工大

中村 吉伸･○仲野 慎治･茄子 由香利･大田 和栄･藤

井 秀司、日東分析セ 佐々木 眞利子、日粘工 浦濱

圭彬 

2Pb054 

 2161

ソリューションプラズマ処理ナノフィラーを用いた

ナノコンポジット材料の作製と評価……名大院工 ○野

口 陽平、名大エコトピア 遠藤 洋史、名大院工･

JST-CREST 齋藤 永宏、名大エコトピア･JST-CREST 高

井 治 

2Pa055 

 2162

真空紫外光照射によるシクロオレフィンポリマー表

面の化学活性化：照射雰囲気の影響……京大 ○金 永

鍾･杉村 博之･邑瀬 邦明、アルプス電気 谷口 義尚･

田口 好弘 

2Pb056 

 2163

シリコーンを導入した透明PMMAハイブリッド材料の

調製とモルフォロジー……名工大院工 小山 治規･○都

築 直紀･大松 一喜･杉本 英樹･猪股 克弘･中西英二

2Pa057 

 2164

IPN 構造を有する透明ウレタンアクリレート/エポキ

シ樹脂の調製とモルフォロジー……名工大院工 ○荻野

敬広･高津 了也･渡邊 義信･杉本 英樹･猪股 克弘･

中西 英二 

2Pb058 

 2165

水酸化アルミニウムを導入した透明エポキシ樹脂の

調製と物性……名工大院工 ○森 穂高･杉本 英樹･猪俣

克弘･中西 英二、住友化学 水本 智裕･安井 未央 

2Pa059 

 2166

ポリスチレンの熱的物性に及ぼす長鎖アルキル修飾

シリカゲルの添加効果……旭有機材 ○千田 芳也、宮崎

大工 日高 貴弘･松本 仁･白上 努･保田 昌秀 



2Pb060 

 2167 

様々な無機・有機基を導入した新規ホスファゼン誘

導体の難燃挙動……愛媛大院理工 ○岩井 謙虎･井上

賢三･井原 栄治･伊藤 大道 

2Pa061 

 2168 

固相せん断連続混練によるフェノール樹脂/有機ベ

ントナイトナノコンポジットの作製……阪市工研 ○松

本 明博･大塚 恵子･木村 肇、ケイシーケイ応用技術

研 山岡 岸泰 

2Pb062 

 2169 

カーボンブラック配合 SBR のキャピラリー中での流

動挙動……甲南大理工 ○谷 晋輔･佐々木 宗夫･池田

能幸、横浜ゴム 加々美 茂･川口 航一 

2Pa063 

 2170 

マイクロ射出圧縮成形による微細転写性と高次構造

形成……山形大院理工 ○鈴木 肇･伊藤 浩志 

2Pb064 

 2171 

シンクロトロン放射光を用いた微細加工技術の開発

（その２）……スターライト ○黒川 正也･藤橋 政人

2Pa065 

 2172 

結晶性樹脂の残留応力測定方法の検討……ポリプラス

チックス ○加田 雅博･大井 和樹 

2Pb066 

 2173 

多孔質家蚕絹フィブロインフィルムの作製と角膜上

皮再生材料への応用……農工大工･農工大科博 ○小柳

亮･竹嶋 奈緒美、東工科大応用生物 箕浦 憲彦･岡田

朋子、慶應大医･東歯大角膜セ 榛村 重人･比嘉 一

成･坪田 一男、農工大工･農工大科博 朝倉 哲郎 

2Pa067 

 2174 

ポリ尿素圧電材料の新規プロセス開発……綜研化学 ○

金子 亮介･柘植 久尚 

2Pb068 

 2175 

マイクロ鋳型を利用したポリイミドの新キャスティ

ング法……神奈川大院理 ○佐藤 裕光･大石 不二夫 

2Pa069 

 2176 

オレフィン系ハイブリッドコポリマーの光劣化機構

の究明……神奈川大院理 ○田辺 尚幸･大石 不二夫･永

井 靖隆、三井化学 金子 英之･松木 智昭 

高分子構造・高分子物理 
（5.ゲル・ネットワークポリマー） 

2Pb072 

 1025 

Preparation and the salt-resistivity of polymers 

having acidic proton(s)  and a pai-electron 

system [III]……Dept. of Chem. and Materials Sci., 
Tokyo Inst. of Tech. ○Jianquan Wang･Mitsuru Satoh

2Pa073 

 1026 

柔軟鎖を導入したメソゲン骨格エポキシ樹脂の熱

的・力学的性質……関西大化学生命工 ○原田 美由紀･

岡本 直樹･山木 基弘･越智 光一 

2Pb074 

 1027 

ターフェニル型液晶性エポキシ樹脂の合成と磁場配

向挙動……関西大化学生命工 原田 美由紀･○安藤 純

一朗･松本 真実･越智 光一 

2Pa075 

 1028 

ターフェニル型新規ツインメソゲンエポキシ樹脂の

合成とキャラクタリゼーション……関西大化学生命工

原田 美由紀･○倉田 透･山木 基弘･越智 光一 

2Pb076 

 1029 

アイソタクチックポリスチレンゲルの架橋点構造と

溶媒の凝集構造……龍谷大理工 ○西村 拓也･中沖 隆

彦 

2Pa077 

 1030 

凍結解凍サイクル時間を制御したポリビニルアルコ

ールハイドロゲルの作成と束縛水の凝集サイズ……龍
谷大理工 中沖 隆彦･○中野 辰朗 

2Pb078 

 1031 

シクロデキストリンオリゴマーを利用したポリロタ

キサンネットワークの合成と物性……リンテック･東

工大院理工 ○荒井 隆行、東工大院理工 高田 十志和

2Pa079 

 1032 

両連続相マイクロエマルションをベースとした連続

多孔性ゲル・コンポジットゲルの創出……熊本大院 ○

田口 舜･川野 真太郎･坂田 眞砂代･國武 雅司 

2Pb080 

 1033 

界面活性剤を添加したポリNIPAゲルの構造と高速収

縮挙動……長岡技科大 ○竹下 宏樹･佐野 緑･和田 孔

太郎･田村 桂太･宮 正光･竹中 克彦･塩見 友雄 

2Pa081 

 1034 

オレイン酸添加系における両親媒性キトサン誘導体

のゲル化挙動……阪大院工 ○樫本 真衣･福島 啓介･辻

本 敬･宇山 浩、ピアス中央研 荒井 由佳利･情野 治

良･藤原 茂久･濱田 和彦 

2Pb082 

 1035 

ばねモデルを用いた高分子ゲルの弾性シミュレーシ

ョン……東大物性研 ○杉村 亜寿美･野口 博司･柴山

充弘 

2Pa083 

 1036 

PVA 系ブレンドの凍結解凍ゲル……信州大繊維 ○小松

隆央･谷上 哲也 

2Pb084 

 1037

ゲルを媒体とした反応拡散系における自己複製パタ

ーンの制御……東大院工 ○上野 智永･吉田 亮 

2Pa085 

 1038

四官能性マクロモノマーからなる Tetra-PEG Gel の

力学物性に及ぼす架橋点間分子量の効果……東大院工
○赤木 友紀･倉員 麻奈実、東大院新領域 松永 拓郎、

東大院工 石井 武彦、東大院新領域 柴山 充弘･酒井

崇匡、東大院工･東大院医 鄭 雄一 

2Pb086 

 1039

均一網目構造を有する Tetra-PEG ゲルからの薬物放

出挙動の制御……東大院工 ○塚田 篤、東大工 筒井 裕

亮、東大院工･東大ナノバイオ 酒井 崇匡、東大院工･

東大院医･東大ナノバイオ 鄭 雄一 

2Pa087 

 1040

異なる分子量を有する四分岐マクロマーからなる

Tetra-PEG ゲルの構造と物性……東大院工 ○吉村 智

尋･酒井 崇匡、東大院工･東大院医 鄭 雄一 

高分子機能 
（3.分離・認識・触媒） 

2Pa089 

 1585

イオン液体含有共重合体膜のベンゼン除去性能に及

ぼすイオン液体の影響……関西大化学生命工 ○福山

英司、関西大化学生命工･関西大 HRC 宮田 隆志･浦上

忠 

2Pb090 

 1586

イオン液体含有ポリブチルメタクリレート膜の調製

およびエタノール水溶液の透過分離特性……関西大化

学生命工 ○南 佐一、関西大化学生命工･関西大 HRC 

宮田 隆志･浦上 忠 

2Pa091 

 1587

水選択透過膜を用いたイオン液体中での新規なエス

テル合成システムの開発……関西大化学生命工 ○岸本

順二、関西大化学生命工･関西大 HRC 宮田 隆志･浦上

忠 

2Pb092 

 1588

CO2親和性基を有するグラフトポリマーを用いたCO2

分離膜の特性評価……山口大院理工 ○宅野 敬太･桑田

修一･矢口 和明･比嘉 充 

2Pa093 

 1589

新規ポリイミド-アミン修飾シリカナノ粒子複合膜

の作製……首都大院都市環境 ○坪川 ありさ･青山 聡

史･川上 浩良 

2Pb094 

 1590

PEG 修飾表面スキン層からなる含フッ素ポリイミド

非対称膜の気体透過特性……首都大院都市環境 ○張

磊･青山 聡史･川上 浩良 

2Pa095 

 1591

ディップコーティング法によるポリマーコート中空

糸膜の作製とその気体透過特性評価……首都大院都市

環境 ○岸 由子･川上 浩良 

2Pb096 

 1592

ポリマーブラシ型ポリイミド膜の気体透過性と反応

させるアミノ化合物との関係……明大理工 山中 直

人･若松 俊宏･○永井 一清 

2Pa097 

 1593

ポリマーブラシ型ポリイミド膜の Molecular

Dynamics による気体溶解部位の推察……明大理工 岸

田 智行･山中 直人･児島 健太郎･○永井 一清 

2Pb098 

 1594

ポリイミド膜への一級アミノ化合物の反応性とその

気体透過性への影響……明大理工 今井 健一郎、RITE 

風間 伸吾、明大理工 ○永井 一清 

2Pa099 

 1595

アダマンチル基が分散された高分子膜の高圧二酸化

炭素の収着特性……明大理工 大輪 州永･武尾 一興･

中川 雅央･○永井 一清 

2Pb100 

 1596

紫外線架橋型フッ素含有テレケリックポリイミド膜

の気体分離特性……明大理工 代蔵 隼･吉田 和仁･宮

田 壮･○永井 一清 

2Pa101 

 1597

イオン液体構造を有する置換ポリアセチレンの合成

と気体透過性……新潟大 VBL･新潟大超域研 ○マルワ

ンタ エディ･浪越 毅、新潟大超域研･新潟大環材ナ

ノ研セ･新潟大院自然 寺口 昌宏、新潟大超域研･新

潟大環材ナノ研セ 金子 隆司、新潟大 VBL･新潟大超

域研･新潟大環材ナノ研セ･新潟大院自然 青木 俊樹

2Pb102 

 1598

ピリジン残基を有するブロックコポリマーのポルフ

ィリン錯体: その膜の相分離構造と酸素促進輸送能

……早大理工 ○江口 昌生･庄司 雅己･西出 宏之 

2Pa103 

 1599

分子動力学シミュレーション法を用いたセルロース

誘導体による光学異性体分離機構の解析……横国大院

工 ○上田 一義･大滝 竜太･村山 侑也 



2Pb104 

 1600 

ポリ(フェニレンビニレン)を包接したアミロース誘

導体の合成とその光学分割能……名大院工 ○田村 和

巳･八島 栄次、名大エコトピア 井改 知幸･岡本佳男

2Pa105 

 1601 

位置特異的に置換した新規アミロース誘導体の合成

と光学分割能……名大エコトピア･ハルビン工大 沈

軍、名大エコトピア ○井改 知幸、名大エコトピア･

ハルビン工大 岡本 佳男 

2Pb106 

 1602 

キラルなビナフチルオキシエチレン側鎖をリピーテ

ィングユニットに含むポリチオフェンの合成ならび

にキロプティカル特性……阪大院工 ○福原 学･井上

佳久 

2Pa107 

 1603 

DNA クロマト分離能に及ぼす架橋 DMAPAA 球状粒子の

架橋剤特性の影響……熊本大院工 ○白土 和寿･立中

佑希･坂田 眞砂代･國武 雅司 

（4.耐熱・離燃性高分子） 

2Pa109 

 1604 

高分子の熱特性に対するかご型シルセスキオキサン

フィラーの添加効果……奈良県工技セ ○足立 茂寛･安

田 則彦、京大院工 田中 一生･中條 善樹 

2Pb110 

 1605 

難燃樹脂材料の開発 I……富士ゼロックス ○山井 和

也･三上 正人･大越 雅之 

2Pa111 

 1606 

難燃樹脂材料の開発 II……富士ゼロックス ○三上 正

人･大越 雅之･山井 和也 

2Pb112 

 1607 

難燃樹脂材料の開発 III……富士ゼロックス ○大越

雅之･三上 正人･山井 和也 

2Pa113 

 1608 

低熱膨張・低吸水性ポリエステルイミド（２０）－

銅箔密着性改善モノマーの使用……東邦大理 ○岡 美

幸･竹内 雄太･長谷川 匡俊 

2Pb114 

 1609 

低熱膨張・低吸水性ポリエステルイミド（２１）－

リン含有モノマーを用いた難燃性改善の検討……東邦

大理 ○齋藤 隆之･長谷川 匡俊 

2Pa115 

 1610 

低熱膨張・低吸水性ポリエステルイミド（２２）－

ナフタレン環導入の効果……東邦大理 ○齋藤 隆之･下

倉 剛･日紫喜 智昭･長谷川 匡俊 

2Pb116 

 1611 

低熱膨張・高弾性ポリイミドのポジ型光パターン形

成（７）－新規な含フッ素テトラカルボン酸二無水

物の使用……東邦大理 ○杉浦 健太郎･中野 淳･長谷川

匡俊 

2Pa117 

 1612 

新規な透明ポリイミドからなる光伝送材料……東邦大

理 ○新田 宏大･平野 大輝･長谷川 匡俊、東洋紡 吉

野 賢二･湯川 洋介･木南 万紀 

2Pb118 

 1613 

ヒドロキシアミド基を含有するポジ型感光性ポリイ

ミド（５）－ｉ-線透明性および熱安定性改善の方策

……東邦大理 ○時田 康利･中野 淳･長谷川 匡俊 

2Pa119 

 1614 

熱可塑性ポリベンゾオキサゾール（４）－サーモト

ロピック液晶性ポリベンゾオキサゾールの磁場配向

による熱伝導性改善の検討……東邦大理 ○須山 典明･

長谷川 匡俊、ポリマテック 下山 直之･青木 恒･布

川 雄彦･木村 亨 

2Pb120 

 1615 

極めて低い弾性率を有するポジ型感光性ポリイミド

（３）－銅箔接着性改善の検討……東邦大理 ○森田 恵

介･長谷川 匡俊、ソニーケミカル&インフォ 石井 淳

一 

2Pa121 

 1616 

高溶解性を有する新規非対称付加型イミドオリゴマ

ーの合成と性質(II)－ピロメリット酸二無水物を用

いた高溶解性イミドオリゴマー……日大院理工 ○風間

健一、宇宙機構宇宙研 宮内 雅彦、宇宙機構 石田 雄

一･小笠原 俊夫、日大院理工 澤口 孝志、宇宙機構

宇宙研 横田 力男 

生体高分子 
（1.ポリペプチド、タンパク質、酵素） 

2Pa123 

 1950 

新規抗原ペプチドによる MHC のリフォールディング

法……京工繊大院 ○拝田 博俊･浅田 奈央子･渡邉 ゆ

かり･功刀 滋･田中 直毅 

2Pb124 

 1951 

デヒドロゲナーゼ産生菌を配合したフィルムによる

気相中のアルデヒドの分解……京工繊大院 ○加納 明

日香･亘 智博･多田 朋子･功刀 滋、日油 山田 智･首

藤 健志郎、秋田高専 榊 秀次郎、京工繊大院 田中

直毅 

2Pa125 

 1952

遺伝子組換え熱ショック蛋白質を用いた細胞増殖制

御……京工繊大院 ○吉野 祐太、東大 KOL 松野 寿生、

東大先端研 芹澤 武、東洋紡 曽我部 敦･黒板 敏弘、

京工繊大院 功刀 滋･田中 直毅 

2Pb126 

 1953

ポリーLープロリンの構造転移の解析……日大理工 ○

室賀 嘉夫･君島 海紗･清水 繁･伊掛 浩輝･栗田 公

夫 

2Pa127 

 1954

ポリ-DL-グルタミン酸の電位差滴定挙動……日大理工
○室賀 嘉夫･船津 海帆･清水 繁･伊掛 浩輝･栗田 公

夫 

2Pb128 

 1955

ポリアリルアミンによる酵素機能スイッチ……筑波大

院数理物質 冨田 峻介･平野 篤、東工大院理工 ○小

西 玄一、筑波大院数理物質 長崎 幸夫･白木 健太郎

2Pa129 

 1956

SPring-8 を利用した遺伝子組換えシルク単繊維の構

造解析……農業生物資源研 ○玉田 靖･小島 桂･桑名

芳彦、東大院農 岩田 忠久 

2Pb130 

 1957

セルロース IIII特異結合ペプチドの探索とキャラク

タリゼーション……東大先端研･日大院理工 ○金井 健

太朗、東大先端研･北里大理 石川 純、東大 KOL 松野

寿生、東大院農 和田 昌久、北里大理 岩橋 槇夫、

日大院理工 栗田 公夫、東大先端研･JST さきがけ 芹

澤 武 

2Pa131 

 1958

β-Annulus ペプチドモチーフの自己集合によるナノ

構造体の構築……九大院工 ○渡部 健太、九大院工･JST

さきがけ 松浦 和則、九大院工 君塚 信夫 

2Pb132 

 1959

トラゾドンとヒト血清アルブミンとの相互作用……徳
島文理大薬 ○田中 正己、徳島大院ソシオテクノ 南

川 慶二･Mohamed R Berber、九大院工 森 健 

2Pa133 

 1960

X 線結晶構造解析に基づくコラーゲンらせん中の

Hyp-Thr-Gly 配列による安定化……阪大院理 ○三山

啓太･森本 達也･正清 孝一･川口 辰也･奥山 健二、

SHC 水野 一乗･Hans Peter Bächinger 
2Pb134 

 1961

4-アミノ-2-ブテン酸残基の構造特性の解析……阪府

大総教育 川口 拓也、関西大化学生命工 平野 義明、

阪府大総教育 ○岡 勝仁 

2Pa135 

 1962

二つのヘリックス間にジスルフィド結合を有するα

-ヘアピン構造の動的挙動……阪府大総教育 川口 拓

也、関西大化学生命工 平野 義明、阪府大総教育 ○

岡 勝仁 

2Pb136 

 1963

脂質二重膜表面におけるセプチン蛋白質の重合とそ

の結果生じるリポソーム膜の突起形成……名大院理

滝口 陽子、京大院医 木下 専、名大院理 ○滝口 金

吾 

2Pa137 

 1964

光学活性ビナフチル誘導体に対するモノクローナル

抗体の作製と評価……阪大院理 ○尾高 友紀･山口 浩

靖･原田 明 

2Pb138 

 1965

光電変換能を有する金属配位ペプチド‐レドックス

蛋白質複合ナノアレーの構築と光によるその活性制

御……名工大院工 ○王 心心･樋口 真弘 

2Pa139 

 1966

蛋白質らせん構造の末端シーケンスとそのコンホメ

ーションに関する理論的研究……名工大院工 ○稲井

嘉人 

2Pb140 

 1967

デヒドロアミノ酸を含むらせん形成性ペプチドの赤

外吸収スペクトルの理論的研究……名工大院工 ○稲井

嘉人 

（3.多糖・糖質高分子） 

2Pa141 

 1968

酵素チロシナーゼとキトサンビーズによるビスフェ

ノールＡの除去……日大生産工 ○鈴木 瑞穂･柏田 歩･

松田 清美･山田 和典 

2Pb142 

 1969

精密糖鎖高分子を用いたハイブリッド材料の創製と

生体認識能……北陸先端大院 ○豊島 雅幸･大浦 智之･

三浦 佳子 

2Pa143 

 1970

グアーガム‐イオン液体コンポジットゲルおよびフ

ィルムの創製……鹿児島大院理工 PRASAD Kamalesh･○

門川 淳一 

2Pb144 

 1971

多糖‐高分子イオン液体コンポジット多孔質材料の

創製……鹿児島大院理工 PRASAD Kamalesh･○門川淳一



2Pa145 

 1972 

キサンタンガムを用いるイオン液体ゲルおよびヒド

ロゲルの創製……鹿児島大院理工 ○井澤 浩則･金子

芳郎･門川 淳一 

2Pb146 

 1973 

ホスホリラーゼによる酵素的新規糖鎖伸長反応の開

発……鹿児島大院理工 ○井澤 浩則･河添 智史･縄司

睦･金子 芳郎･門川 淳一 

2Pa147 

 1974 

ホスホリラーゼ酵素反応を利用したグリコーゲンか

らの新規多糖材料の創製……鹿児島大院理工 ○井澤

浩則･縄司 睦･金子 芳郎･門川 淳一 

2Pb148 

 1975 

イオン液体中でのキチンのアセチル化……鹿児島大院

理工 ○峰 祥三郎･井澤 浩則･金子 芳郎･門川 淳一

2Pa149 

 1976 

キチン‐高分子イオン液体コンポジットの創製……鹿
児島大院理工 ○岳川 明彦･金子 芳郎･門川 淳一 

2Pb150 

 1977 

イオン液体を利用するキチン‐セルロースコンポジ

ットゲルおよびフィルムの創製と評価……鹿児島大院

理工 ○岳川 明彦･金子 芳郎･門川 淳一 

2Pa151 

 1978 

化学-酵素法によるアミロースグラフト化アルギン

酸の合成……鹿児島大院理工 ○尾曲 雄司･金子 芳郎･

門川 淳一 

2Pb152 

 1979 

Construction of scaffolds using fungal cell wall 

materials for inactivated vaccine production from 

influenza virus H5N1 by tissue culture……Fact. of 
Chem., Materials and Bioeng., and HRC, Kansai 

Univ.･JSPS ○Nitar Nwe、Fact. of Chem., Materials 

and Bioeng., and HRC, Kansai Univ. Tetsuya 

Furuike･Hiroshi Tamura 

2Pa153 

 1980 

合成リン酸化ポリペプチドを含む複合微細繊維上で

のヒドロキシアパタイト結晶成長……信州大繊維 ○滝

口 貴史･林 新矢･城下 晃次･大川 浩作･山本 浩之、

神奈川歯大歯 山口 三菜･倉田 茂昭･進士 久明 

2Pb154 

 1981 

エレクトロスピニングによるセルロース-キトサン

複合微細繊維の作製……信州大繊維 ○花岡 博克、信州

大ファイバーナノテク若手拠点 荒木 潤、信州大繊

維 西田 綾子、信州大繊維 大川 浩作 

2Pa155 

 1982 

酵素架橋部位としてオリゴペプチドを導入したセル

ロース誘導体の合成……信州大繊維 ○西林 未希子、信

州大ファイバーナノテク若手拠点 荒木 潤、信州大

繊維 小泉 和大･大川 浩作 

2Pb156 

 1983 

エレクトロスピニングによるヒドロキシプロピルセ

ルロース微細繊維不織布の作製……Periyar Univ., 
Dept. Chem., India. ○PERIASAMY Viswanathamurthi、

信州大繊維 西田 綾子、信州大ファイバーナノテク

若手拠点 荒木 潤、信州大繊維 大川 浩作 

2Pa157 

 1984 

pH 応答性円偏光発光スイッチング材料の創製 II……
奈良先端大物質 ○安井 研一郎･中村 匡志･内藤 昌

信･藤木 道也 

2Pb158 

 1985 

ジメチルセルロースをキラル足場とする 2-アントラ

センカルボン酸のジアステレオ区別光環化二量化反

応……阪大院工 中村 知広･○福原 学･楊 成･森 直･井

上 佳久 

2Pa159 

 1986 

温度応答性セルロースのLCSTに対するエステル基の

影響……日大院理工 ○山水 祐史、日大理工 星 徹･萩

原 俊紀･澤口 孝志 

2Pb160 

 1987 

バクテリアセルロース/シリカハイブリッドエアロ

ゲルの調製とその力学的性質……日大院理工 ○佐藤

亜悠･鉄川 明日香、日大理工 星 徹･萩原 俊紀･澤口

孝志･矢野 彰一郎 
 

Presentation Time 

ｃ＝13:00～13:40 

ｄ＝13:40～14:20 
高分子化学 

（3.金属触媒重合） 

2Pc001 

 408 

二級アルコール開始剤の分子構造と 1,3-アンヒドロ

グルコース誘導体の重合挙動との相関……中部大応用

生物 石原 嘉博･○大野 友晃･堤内 要･岡田 鉦彦 

2Pd002 

 409 

マイクロ波照射による全芳香族性高分子の合成……産
総研 宮本 慎平･田中 進･○杉山 順一、日本ケミコン

町田 健治･末松 俊造･玉光 賢次 

2Pc003 

 410

触媒移動型連鎖縮合重合による分子量分布の狭いポ

リピリジンの合成……神奈川大工 ○七島 祐･宮越 亮･

横山 明弘･横澤 勉 

2Pd004 

 411

Ir 触媒によるアリル化反応における対カチオンの効

果……名大院生命農 ○春日井 博之･野村 信嘉 

2Pc005 

 412

Ir触媒とPd触媒とを組み合わせたアリル化重縮合に

よる規則性ポリマーの合成……名大院生命農 ○嶋津

佐智子･野村 信嘉･春日井 博之 

2Pd006 

 413

Precise investigation on the relationship between 

electron donors with other components in the 

traditional Ziegler-Natta catalysts……Samsung 
Total Petrochemicals･JAIST ○Sang Yull Kim、JAIST 

Yuichi Hiraoka･Toshiaki Taniike･Minoru Terano

2Pc007 

 414

MgCl2担持型Ziegler-Nattaモデル触媒におけるＴｉ

種の分散状態とエチレン/プロピレン共重合特性の

相関……北陸先端大院マテリアル ○高橋 彰吾･和田

透、日本ポリプロ 香西 育、北陸先端大院マテリア

ル 谷池 俊明･寺野 稔 

2Pd008 

 415

不均一系 Ziegler-Natta 触媒の初期連鎖移動反応特

性に及ぼすドナーの影響……北陸先端大院マテリアル
○池谷 光博･平岡 優一･谷池 俊明･寺野 稔 

2Pc009 

 416

Phillips 触媒の広分子量分布ポリエチレン生成能に

関する計算科学的検討……北陸先端大院マテリアル ○

外崎 究･谷池 俊明･寺野 稔 

2Pd010 

 417

バナジウム錯体を用いた塩化ビニルの重合および共

重合……阪市大院工 ○土屋 嘉克･圓藤 紀代司 

2Pc011 

 418

ニッケル(II)α-ジイミン/ Et2AlCl 触媒によるブテ

ン異性体の重合……阪市大院工 ○戸根 嘉孝･圓藤 紀

代司 

2Pd012 

 419

強磁場固体 NMR による高活性型チーグラー・ナッタ

固体触媒の構造解析……東邦チタニウム ○齋藤 雅由･

藤田 孝、物材機構 清水 禎･出口 健三･大橋 竜太

郎、日本電子 中井 利仁･内海 博明 

2Pc013 

 420

ホモサレン－アルミニウム触媒によるラクチドとカ

プロラクトンとの効率的な高ランダム性共重合体の

合成……名大院生命農 ○秋田 梓･野村 信嘉･石井 亮

平･水野 光記 

2Pd014 

 421

ポリ（ラセミラクチド）のイソタクチック選択性と

融点との相関……名大院生命農 ○長谷川 潤･野村 信

嘉･石井 亮平 

2Pc015 

 422

固定化ホモサレン-アルミニウム触媒を用いたラセ

ミラクチドの立体選択的重合反応……名大院生命農 ○

長谷川 潤、日立造船 岸田 央範、名大院生命農 野

村 信嘉 

2Pd016 

 423

塩化コバルト-MAO-ホスフィン触媒系により得られ

たポリブタジエンの1,2-構造連鎖分布の解析……広島

大院工 ○新澤 将人･蔡 正国･中山 祐正･塩野 毅 

2Pc017 

 424

架橋型フルオレニルアミドジメチルチタン錯体触媒

における非共役ジエン重合活性種の不均一性……広島

大院工 ○竹中 拓磨･蔡 正国･中山 祐正･塩野 毅 

2Pd018 

 425

アレン類のリビング配位分散重合による特異な形状

を有する高分子微粒子の合成……東工大総理工 ○岩本

匡志･冨田 育義 

2Pc019 

 426

希土類金属テトラヒドロボレート錯体を用いた大環

状ラクトンの開環重合……広島大院工 ○渡辺 尚樹 

2Pd020 

 427

金属錯体による共重合反応の制御［35］－様々な遷

移金属－典型金属複核錯体によるエチレンと極性ビ

ニルモノマーの共重合……東理大工 ○長澤 瑠理香･清

水 真郷･森田 昌博･杉本 裕･五藤 秀俊 

2Pc021 

 428

金属錯体による共重合反応の制御 [36]－二酸化炭

素とかさ高い側鎖を持つエポキシドの共重合による

様々な分子量のポリカルボナートの合成と物性比較

……東理大工 ○江刺家 勇･五藤 秀俊･杉本 裕 

2Pd022 

 429

金属錯体による共重合反応の制御 [37]－主鎖に脂

肪族環状構造を持つ新規二酸化炭素由来ポリカルボ

ナートの合成と物性……東理大工 ○森 達哉･五藤 秀

俊･杉本 裕 



2Pc023 

 430 

金属錯体による共重合反応の制御[38]－様々な分岐

数の二酸化炭素由来星形ポリプロピレンカルボナー

トの合成と熱物性……東理大工 ○高橋 幸仁･五藤 秀

俊･杉本 裕 

2Pd024 

 431 

環状ジチオカーボナート基を有する新規ノルボルネ

ンモノマーの合成と開環メタセシス重合……近畿大分

子研 ○森下 秀直･須藤 篤･遠藤 剛 

2Pc025 

 432 

パラジウム触媒によるビニル基を持つノルボルネン

モノマーの付加重合とネットワークポリマーへの展

開……近畿大分子研 ○森下 秀直･須藤 篤･遠藤 剛 

（4.重縮合） 

2Pc027 

 433 

クルクミンと炭酸ジフェニルとの重縮合によるポリ

カーボネートの合成……名大院生命農 ○眞野 晃一･松

見 紀佳･青井 啓悟 

2Pd028 

 434 

α-ジイミン構造を有する新規π共役系高分子の合

成……名大院生命農 ○広田 陽介･松見 紀佳･青井 啓

悟 

2Pc029 

 435 

パラジウム触媒によるチオフェン誘導体と芳香族ジ

ハライドとの C-H 結合を重合性官能基の一成分とし

た新規カップリング重合とこれに基づく機能性高分

子の設計……東工大総理工 吉田 茂広･○冨田 育義 

2Pd030 

 436 

主鎖にフルオレセイン構造を有するポリアミドの合

成……鹿児島大院理工 ○門川 淳一･佐々木 洋介･金子

芳郎 

2Pc031 

 437 

トリアリールアミン構造を有するポリイミドの合成

と性質……神奈川工大工 ○三枝 康男･高澤 秀生 

2Pd032 

 438 

フッ素含有ポリエーテルオキサジアゾールの固相合

成……岡山大院環境 丸山 友加･山崎 慎一･○木村 邦

生 

2Pc033 

 439 

側鎖に光学活アミン性部位を持つ新規ポリアミンの

合成とその性質……東工大院理工 ○小林 中･内村 真･

小西 玄一 

2Pd034 

 440 

双性イオン性基を有するポリシロキサン誘導体の合

成……日大院工 ○佐々木 貴弘、日大工 根本 修克 

2Pc035 

 441 

ジベンゾシロール骨格を有するポリ(テトラメチル

シルアリーレンシロキサン)誘導体の合成……日大院

工 ○今井 和俊、日大工 木原 慶彦･玉井 康文･根本

修克、青学大理工 木本 篤志･阿部 二朗 

2Pd036 

 442 

カチオン性基を有するポリ(テトラメチルシルフル

オレニレンシロキサン)の合成……日大院工 ○森 崇

博、日大工 根本 修克 

2Pc037 

 443 

ポリ(テトラメチル-2,7-シルピレニレンシロキサ

ン)誘導体の合成……日大院工 今井 和俊、日大工 ○

佐々木 匠･玉井 康文･根本 修克、青学大理工 木本

篤志･阿部 二朗 

2Pd038 

 444 

N-カルボキシアミノ酸無水物の反応性の再考(30)－

Ｌ-アラニン NCA の真の反応性……福島大理工 ○金澤

等･伊藤 健太郎･稲田 文 

2Pc039 

 445 

オルトゴナルな保護基を利用した均一 D-マンデル酸

オリゴマーおよびポリD-マンデル酸の合成……徳島大

院ソシオテクノ ○逸見 祐介、徳島大院ソシオテク

ノ･三菱レイヨン 百瀬 陽、徳島大院ソシオテクノ

右手 浩一 

2Pd040 

 446 

アザ-ウィッティヒ重合-アジド末端ポリアゾメチン

マクロモノマーの合成……京大院工 ○三宅 純平･中條

善樹 

2Pc041 

 447 

アザ-ウィッティヒ重合－光学活性ポリアゾメチン

の合成……京大院工 ○辻 祐一･三宅 純平･永井 篤志･

中條 善樹 

2Pd042 

 448 

半芳香族ポリイミド微粒子の合成と構造制御……北見

工大 ○渡辺 眞次･脇野 章･村田 美樹･増田 弦 

2Pc043 

 449 

アミノ酸の縮合重合における分子量制御……奈良先端

大院物質 ○生駒 和明･安藤 剛･廣原 志保･谷原正夫

2Pd044 

 450 

パラジウム触媒を用いたチオフェン類の酸化重合……
農工大院 BASE ○土屋 康佑･荻野 賢司 

2Pc045 

 451 

マイクロ波による乳酸の直接脱水重縮合－数10kgレ

ベルへのスケールアップ……産総研 ○中村 考志･長畑

律子、四国計測 國井 勝之･曽我 博文･杉本 章司、

産総研 竹内 和彦 

高分子構造・高分子物理 
（8.その他） 

2Pc047 

 1041

インバースガスクロマトグラフィーによるポリマー

ブレンドの相構造解析……信州大教育機構 ○村上 好

成 

2Pd048 

 1042

炭酸ガスレーザー超音速マルチ延伸法で作製したＰ

ＥＴナノシートについて……山梨大院医工 ○有野 恭

平、日産アーク 長谷川 利則、山梨大院医工 鈴木 章

泰 

2Pc049 

 1043

炭酸ガスレーザー超音速マルチ延伸法で作製した

PLLA ナノシートについて……山梨大院医工 ○吉岡 祐

樹、日産アーク 長谷川 利則、山梨大院医工 鈴木 章

泰 

2Pd050 

 1044

炭酸ガスレーザー超音速延伸法によるＥＴＦＥ繊維

のナノファイバー化……山梨大院医工 ○三浦 ちさき･

鈴木 章泰 

2Pc051 

 1045

環状分子による鎖長認識メカニズムの解析……山口大

院理工 ○浦上 直人･今田 絢子･山本 隆 

（4.液晶） 

2Pd052 

 1046

極柔軟鎖をスペーサーに用いた置換メチレン高分子

液晶の液晶温度域の低温シフト化……農工大院工 ○仲

田 翔吾･藤井 望･敷中 一洋･重原 淳孝 

2Pc053 

 1047

置換メチレンを主鎖に持つ高置換基密度のイオン性

高分子液晶……農工大院工 ○宮川 大地･藤井 望･敷中

一洋･重原 淳孝 

2Pd054 

 1048

1,4-bis(biphenyl-4-yl)buta-1,3-diyne 骨格を有す

る液晶分子の合成と液晶挙動……東工大院理工 ○内村

真･小西 玄一･渡辺 順次 

2Pc055 

 1049

電界紡糸法により作製した液晶高分子ナノファイバ

ーの内部構造……東工大院理工 ○中島 慶大･石毛 亮

平･坪井 一真･松本 英俊･戸木田 雅利･渡邊 順次･

谷岡 明彦 

2Pd056 

 1050

サーモトロピック液晶における 2 つの Cubic-Cubic

相転移の時分割小角 X 線散乱……岐阜大工 ○森 博幸･

沓水 祥一、筑波大院数理物質 齋藤 一弥、名工大院

工 山本 勝宏 

2Pc057 

 1051

長鎖アルキル鎖を有する BABH-ｎキュービック液晶

の圧力下の相転移現象……東工芸大工 ○飯田 優･安藤

公哉･植田 洋平･小林 伸行･前田 洋治、岐阜大工 森

博幸･沓水 祥一 

2Pd058 

 1052

熱硬化性液晶高分子の構築と配向挙動……大分大工 ○

吾妻 祐一郎･那谷 雅則･氏家 誠司 

2Pc059 

 1053

ポリエチレンイミンより得られる液晶高分子の熱的

性質と配向挙動……大分大工 ○冨高 詩織･升田 優亮･

氏家 誠司 

2Pd060 

 1054

両親媒性分子から構築されるイオン液晶の配向挙動

……大分大工 ○釜堀 綾子･升田 優亮･氏家 誠司 

2Pc061 

 1055

蛍光性キラル液晶コポリマーの合成と性質……島根大

総理工 佐藤 守之･山口 勲･○三村 勇介･林 恭平 

（7.分析法） 

2Pc063 

 1056

熱重量分析法により生体関連試料の透湿度測定……阪
大院理 ○金子 文俊･川下 和晃･奥山 健二、北大低温

研 片桐 千仭 

2Pd064 

 1057

フラーレン会合体の粒径分布計測とその光学特性の

粒径依存性……産総研 ○加藤 晴久･中村 文子･衣笠

晋一 

2Pc065 

 1058

温度プログラム気化加熱導入装置を用いたＧＣ／Ｍ

Ｓによる高分子材料中有機化合物の放散速度測定法

の検討……ジーエルサイエンス ○武井 義之･古野 正

浩、ジーエルサイエンス･ATAS GL 倉野 光弘 

（5.ゲル・ネットワークポリマー） 

2Pd066 

 1059

立体規則性を変えたポリ（N-イソプロピルアクリル

アミド）水溶液のゲル化点・曇り点測定および誘電

分光法による分子ダイナミクス……東海大院理 ○中野

慎也、東海大理 小木曽 貴生、東海大院理 喜多 理

王･新屋敷 直木･八木原 晋、広島大院理 勝本 之晶



2Pc067 

 1060 

シンジオタクチックポリスチレンおよびその誘導体

の物理ゲルの内部構造の解明……静岡大教育 ○冨上

知克･板垣 秀幸、出光興産 石原 伸英 

2Pd068 

 1061 

架橋剤の違いによるポリ(N-イソプロピルアクリル

アミド)サブミクロンゲルの体積相転移挙動……静岡

大教育 ○小山田 祐紀･渡辺 梓･板垣 秀幸 

2Pc069 

 1062 

ポリエチレングリコール架橋キトサンハイドロゲル

フィルムの物性と酵素分解……東工大院生命理工 ○田

沼 裕章･井上 義夫 

2Pd070 

 1063 

少量のポリプロピレンとセラミックス繊維を用いた

オイルゲル作製……静岡大工 町田 繁･○松田 靖弘･田

坂 茂 

2Pc071 

 1064 

Real-time observation of water-exchange process 

in bacterial cellulose-water system……ASRC,JAEA ○

ザオ ユエ･小泉 智･橋本 竹治、Bio-architechture 

Center, Kyusyu Univ. 富田 陽子･近藤 哲男 

2Pd072 

 1065 

PDMAA ハイドロゲルの網目構造の架橋剤濃度依存性

……明大院理工 ○田畑 麻友･関根 由莉奈･服部 正孝･

相澤 守･深澤 倫子 

2Pc073 

 1066 

ラポナイト-PEO 水溶液中の水の構造とダイナミクス

……明大院理工 ○森久保 諭･関根 由莉奈･深澤 倫子

2Pd074 

 1067 

膨潤に伴う poly-N,N-dimethylacrylamide ハイドロ

ゲルの構造変化……明大院理工 ○池田 尚弘･関根 由

莉奈･深澤 倫子 

2Pc075 

 1068 

Preparation and characterization of 

(aluminosilicate nanofibers / DNA) 

hybrids……Kyushu Univ. ○Nattha Jiravanichanun、

Kitakyushu National College of Tech. Kazuya 

Yamamoto、Kyushu Univ. Hideyuki Otsuka･Atsushi 

Takahara 

2Pd076 

 1069 

超音波スペクトロスコピーによる高分子溶液および

ゲルの反応過程におけるリアルタイム密度測定……京
工繊大院工 ○武田 康助･香山 真理子･則末 智久･宮

田 貴章 

2Pc077 

 1070 

未架橋ポリロタキサン繊維の構造と物性……東大院新

領域 ○植田 健太郎･酒井 康博、信州大ファイバーナ

ノテク若手拠点 荒木 潤、信州大繊維 清水 晃志･勝

山 直也･寺本 彰･阿部 康次、東大院新領域 横山 英

明･伊藤 耕三 

2Pd078 

 1071 

テレケリック会合高分子の線形粘弾性－ループ鎖形

成の効果……山形大院理工 ○印出井 努 

2Pc079 

 1072 

セルロース/シクロデキストリンブレンドのゲル化

……九大院生物資源 小野 奈美、九大院農 ○巽 大輔･

森田 光博 

2Pd080 

 1073 

ゾル-ゲル誘発型プロトン伝導膜の伝導性発現メカ

ニズムに関する構造学的考察……京工繊大院工 ○安本

和弘･池澤 由雄･則末 智久･宮田 貴章、積水化学 野

村 茂樹 

2Pc081 

 1074 

環動ゲルにおける膨潤・収縮挙動……東大院新領域 ○

板東 晃徳･酒井 康博･木戸脇 匡俊･横山 英明･伊藤

耕三 

2Pd082 

 1075 

シリカナノハイブリッドを用いたハードコーティン

グ剤の合成と特性……ニデック ○小出 茂弘･中根 朝

樹･磯貝 尚秀、京工繊大院工芸 山田 保治 

2Pc083 

 1076 

帯電基板上での高分子電解質ゲルの摩擦特性……東大

院工 ○高田 昌和･山口 哲生･土井 正男 

2Pd084 

 1077 

エポキシ変性ダブルデッカー型シルセスキオキサン

の合成と光学特性……チッソ石油化学 田島 晶夫･○吉

田 一浩 

高分子機能 
（3.分離・認識・触媒） 

2Pc087 

 1617 

様々な光学活性添加剤によるシンジオタクチック

PMMA へのらせん誘起……名大院工 ○北浦 敦志･下山

宗徳･飯田 拡基、豊橋技科大工 河内 岳大、山形大

院理工 熊木 治郎、名大院工 八島 栄次 

2Pd088 

 1618 

シンジオタクチックPMMAのらせん構造によるフラー

レンの分離精製……豊橋技科大工 ○河内 麻理子･河内

岳大･竹市 力、名大院工 北浦 敦志･八島 栄次 

2Pc089 

 1619

リボフラビンを主鎖骨格に有する光学活性機能性高

分子の合成……名大院工 ○溝口 智久･飯田 拡基･八島

栄次 

2Pd090 

 1620

キノリンビニルモノマー／N-イソプロピルアクリル

アミド共重合体を用いるリチウムイオン回収の検討

……和歌山大システム工 ○矢嶋 摂子･黒田 大輔･坂本

英文･中原 佳夫･木村 恵一 

2Pc091 

 1621

Pd-Pt 二元金属ナノ粒子電極触媒の調製……山口東理

大基礎工 ○岡本 泰明･吉本 貴博、トヨタ自動車 猶

原 秀夫、山口東理大基礎工 戸嶋 直樹 

2Pd092 

 1622

ポリ(γ-シクロデキストリン)で安定化した金/白金

二元ナノ粒子触媒による可視光誘起水素発生……山口

東理大 ○白石 幸英･光武 徳彦･戸嶋 直樹 

2Pc093 

 1623

多孔性配位高分子に担持した金クラスターによるア

ミンの酸化及びイミンの水素化……首都大院都市環境
○河北 典子、首都大院都市環境･JST-CREST 石田 玉

青、JST-CREST･産総研 秋田 知樹、首都大院都市環

境･JST-CREST 春田 正毅 

2Pd094 

 1624

ポリ(β-シクロデキストリン)保護Cu/Pd二元金属ナ

ノ粒子を用いた安息香酸の選択的カルボキシル化……
山口東理大 白石 幸英･○澤井 寛哉･安永 太･戸嶋

直樹 

2Pc095 

 1625

ゾルゲル法によって作製した多孔性アルミナを用い

たホルモース反応……阪大院理 ○藤本 拓･橋爪 章仁･

佐藤 尚弘 

2Pd096 

 1626

メソポーラス有機シリカハイブリッドへの金ナノ粒

子の担持とアルコール酸化触媒活性……首都大院都市

環境 ○玉懸 未久歩、首都大院都市環境･JST-CREST 石

田 玉青、JST-CREST･豊田中研 後藤 康友･谷 孝夫･

稲垣 伸二、首都大院都市環境･JST-CREST 春田 正毅

2Pc097 

 1627

酸化チタンナノネットワークの作製と光触媒活性……
信州大院工 菊池 正寛、信州大院総工 ○鈴木 正浩･

英 謙二 

2Pd098 

 1628

低分子ゲル化剤を用いた酸化チタンナノチューブの

調製と光触媒活性……信州大院工 ○田中 啓太、信州大

院総工 鈴木 正浩･英 謙二 

2Pc099 

 1629

ピレン含有カチオン性ポリマー膜を用いた光学的な

二酸化炭素センシング……早大理工 ○前田 逸美･須賀

健雄･西出 宏之 

2Pd100 

 1630

カプセル型分子 / PDMS の複合化による分子認識膜

……信州大繊維 ○横川 芽以･布川 正史･木村 睦･白井

汪芳、オリンパス 三原 孝士 

2Pc101 

 1631

糖認識色素を導入した水溶性高分子による糖の検出

……富山大院理工 ○岡坂 優･北野 博巳 

2Pd102 

 1632

メチルオレンジとカチオン性ペプチド脂質を用いる

ATP の比色検出……崇城大院 ○龍 直哉･鉢迫 博･村上

良一 

2Pc103 

 1633

蛋白質ナノチューブの構造と分子捕捉能……早大理工
○屈 雪･土田 英俊、早大理工･JST さきがけ 小松晃之

2Pd104 

 1634

6FDA-TeMPD ポリイミドマクロ開始剤から合成される

ABA 型トリブロック共重合体を用いた多孔構造の作

製……明大理工 ○宮田 壮･代蔵 隼･永井 一清 

2Pc105 

 1635

リチウムイオン存在下でカチオン色素を放出するア

ニオン性ペプチド脂質集合体……崇城大院 ○龍 直哉･

鉢迫 博･村上 良一 

（4.耐熱・離燃性高分子） 

2Pc107 

 1636

ノルボルナンおよびジメタノナフタレン構造を有す

る脂環式ポリイミド……東工芸大ナノ研セ ○土井 翔･

橋本 貴弘･三上 大輔･松本 利彦 

2Pd108 

 1637

ビニル基を導入したポリベンゾオキサジン前駆体の

合成とその熱硬化物の特性……豊橋技科大工 平井 祥

子･○滝口 禎美･河内 岳大･竹市 力 

2Pc109 

 1638

ピリジン骨格を有するポリベンゾオキサジンの合成

とその物性……豊橋技科大工 ○高崎 孝平･村井 勇太･

河内 岳大･竹市 力 

2Pd110 

 1639

単分散全芳香族ポリイミド微粒子の調製……阪府産総

研 ○浅尾 勝哉･吉岡 弥生 



2Pc111 

 1640 

側鎖に長鎖アルキル基をフェニルエステル結合で導

入した可溶性ポリイミドの合成と物性……久留米高専
○中村 龍一･筬島 正子･松田 貴暁･津田 祐輔 

2Pd112 

 1641 

エチニル基を有する熱硬化性含フッ素芳香族ポリイ

ミドの合成と性質……岩手大工 ○舞草 暢哉･芝崎 祐

二･大石 好行 

2Pc113 

 1642 

新規非対称熱可塑性ポリイミドの構造と性質

(_VII_)－熱的・光学的特性および耐宇宙環境性に及

ぼすジアミン鎖長の影響……日大理工 ○安藤 あゆみ･

鈴木 基妥、九工大 岩田 稔、宇宙機構宇宙研 宮内

雅彦、宇宙機構 石田 雄一、日大理工 澤口 孝志、

宇宙機構宇宙研 横田 力男 

2Pd114 

 1643 

シリコン並の低線熱膨張係数を有する可溶性ポリイ

ミド……東洋紡 ○湯川 洋介･佐藤 万紀･矢吹 寛子･松

岡 豪 

2Pc115 

 1644 

N-フェニルメラミン骨格を有する芳香族ポリイミド

の合成と性質……岩手大工 三浦 香奈子･○佐々木 佳

子･芝崎 祐二･大石 好行 

2Pd116 

 1645 

3,3’-ジヒドロキシベンジジンから合成したポリイ

ミド，ポリベンゾオキサゾールの熱拡散率……茨城大

工 ○森川 敦司、東工大院理工 森川 淳子･橋本 寿正

2Pc117 

 1646 

ターフェニル骨格を有する新規フェノール樹脂の合

成と評価……山口大院理工 ○今野 純伸･山吹 一大･鬼

村 謙二郎･大石 勉、明和化成 三谷 紀幸･石口 康治

2Pd118 

 1647 

ベンゾオキサジン樹脂とシアネートエステル樹脂か

らなる新規高性能材料……阪市工研 ○木村 肇･松本

明博･大塚 恵子 

2Pc119 

 1648 

エポキシ変性ベンゾオキサジン樹脂の研究……横国大

院工 ○賀川 美香･大山 俊幸･高橋 昭雄 

生体高分子 
（1.ポリペプチド、タンパク質、酵素） 

2Pc121 

 1988 

ヌクレオペプチドの高次構造形成とその制御……名工

大院工 ○松崎 航大･樋口 真弘 

2Pd122 

 1989 

抗体‐カーボンナノチューブ複合材料の評価……阪大

院理 ○大井 航･湯川 幸次郎･高島 義徳･山口 浩靖･

原田 明 

2Pc123 

 1990 

格子結合型表面プラズモン共鳴を利用した蛍光バイ

オチップ……産総研 ○田和 圭子、産総研･龍谷大 西澤

祐次、産総研 堀 博伸･西井 準治、龍谷大 中沖隆彦

2Pd124 

 1991 

ルテニウムトリスビピリジン錯体に対するモノクロ

ーナル抗体の作製とその光学異性体単離材料として

の機能……阪大院理 ○祇園 珠木･山口 浩靖･原田 明

2Pc125 

 1992 

阻害剤分子と両性イオン分子からなる混合自己組織

化単分子膜による酵素検出素子の構築……富山大院理

工 ○斉藤 大輔･近藤 靖宏･北野 博巳、筑波大院数理

物質 金山 直樹 

2Pd126 

 1993 

フィコビリプロテイン色素複合体の作成と光機能バ

イオマスとしての検討……北陸先端大院 ○濱口 麿耶･

明石 健宏･岡島 麻衣子･金子 達雄 

2Pc127 

 1994 

モノリスを担体とする高性能固定化リパーゼの開発

……阪大院工 ○宋 暁鋒･辻本 敬･宇山 浩、ジーエルサ

イエンス 太田 茂徳、京大院理 中西 和樹 

2Pd128 

 1995 

分岐構造を有するβ-シートペプチドの自己組織化

……阪工大工 田宮 伸剛、阪府総合 岡 勝仁、関西大

化学生命工 ○平野 義明 

2Pc129 

 1996 

sHsp 添加による無毒性アミロイド様線維の生成

……JST さきがけ･理研 ○迫野 昌文、理研 座古 保、

理研･農工大 内海 現太、農工大 養王田 正文、理研

前田 瑞夫 

2Pd130 

 1997 

リボソームディスプレイ法を利用した低分子化合物

結合ペプチドの新規選択と機能評価……理研･日大 ○

原 秀太、理研 和田 章、日大 栗田 公夫、理研 伊

藤 嘉浩 

2Pc131 

 1998 

水中カウンターコリジョン法によるコラーゲンナノ

ファイバーの創製……九大院生物資源 ○三重野 晶子･

小瀬 亮太、九大院生物資源･九大バイオアーク 近藤

哲男 

2Pd132 

 1999

糖ペプチドのクラスター形成による多様性を有する

センシングデバイスの構築……名工大院工 ○荒井 麻

央･樋口 真弘 

2Pc133 

 2000

カチオン性くし型共重合体と酸性ペプチドの相互作

用解析……九大先導研 ○徳永 修一･嶋田 直彦･狩野

有宏、九大先導研･JST-CREST 丸山 厚 

2Pd134 

 2001

7/2 らせん対称とアミノ酸配列に基づくコラーゲン

繊維形成機構の提案……阪大院理 ○正清 孝一･川口

辰也･奥山 健二 

2Pc135 

 2002

外部刺激による光学不活性デヒドロペプチドらせん

の巻き方向の発現と不斉情報伝播……名工大院工 ○稲

井 嘉人･今井 喜輝･逢坂 直樹 

2Pd136 

 2003

キラル刺激によるデヒドロペプチドらせんの構造制

御と位置特異的な不斉情報……名工大院工 ○稲井 嘉

人･北川 靖子 

2Pc137 

 2004

ペプチドらせん鎖間の不斉情報伝播……名工大院工 ○

丹羽 悠介･藤田 沙紀･今井 喜輝･逢坂 直樹･稲井

嘉人 

2Pd138 

 2005

側鎖官能基を有するアキラルペプチドの不斉誘導……
名工大院工 ○丸山 裕樹･藤田 沙紀･稲井 嘉人 

2Pc139 

 2006

水溶液中における光学不活性デヒドロペプチドの不

斉相互作用……名工大院工 ○髙森 義久･尾高 善樹･稲

井 嘉人 

（3.多糖・糖質高分子） 

2Pc141 

 2007

糖デンドリチック界面を用いた生体間相互作用解析

……北陸先端大院マテリアル ○福田 知博･小野木 俊

介･松本 絵里乃･三浦 佳子 

2Pd142 

 2008

PLA コーティングフィルムの細胞接着性……関西大化

学生命工・関西大 HRC ○牧 真司･長濱 英昭、関西大

化学生命工・関西大 HRC･学振特別研究員 DC Nitar 

Nwe、関西大化学生命工・関西大 HRC 古池 哲也･田村

裕 

2Pc143 

 2009

多糖・核酸複合体の溶液中の形態……北九市大国際環

境 ○松崎 翼･望月 慎一･櫻井 和朗 

2Pd144 

 2010

キチンナノファイバーの調製とその透明複合フィル

ム……鳥取大院工 ○吉岡 勝史･伊福 伸介、京大生存圏

研 能木 雅也･阿部 賢太郎、鳥取大生命研セ 森本

稔、鳥取大院工 斎本 博之、京大生存圏研 矢野浩之

2Pc145 

 2011

バクテリアセルロースナノファイバーを鋳型とした

銀ナノ粒子の担持……鳥取大院工 ○伊福 伸介･辻 真

奈美、鳥取大生命研セ 森本 稔、鳥取大院工 斎本 博

之、京大生存圏研 矢野 浩之 

2Pd146 

 2012

S-グリコオキサゾリンの合成と開環重合および共重

合……名工大院工 ○小嶋 寛･高須 昭則 

2Pc147 

 2013

多糖を用いた不斉触媒の創製……北九市大院 ○西村

智貴･櫻井 和朗、The Univ. of Bath Bull Steve、

Univ. of Birmingham Fossey John 

2Pd148 

 2014

酵素重合における糖鎖プライマーの機能とテレケリ

ック糖鎖の合成……京大院工 ○村上 博亮･大前 仁、京

工繊大 小林 四郎、京大院工 木村 俊作 

2Pc149 

 2015

色素分子添加によるキシログルカン鎖の集合構造に

関する研究……阪電通大工 ○西川 幸宏･梶原 佑馬･湯

口 宜明 

2Pd150 

 2016

キトサンの溶解剤および可塑剤として機能する塩……
兵庫県工技セ ○平瀬 龍二･東山 幸央･森 勝、赤穂化

成 高原 由行、神戸女大家政 山根 千弘 

2Pc151 

 2017

アセチル化キトサン/ポリγ-グルタミン酸複合体の

調製と性質……鳥取大生命研セ ○森本 稔、鳥取大院工

坂口 智彦･中谷 枝里香･伊福 伸介･斎本 博之、出光

テクノファイン 大山 茂 

2Pd152 

 2018

半人工多糖の分子認識を利用した一次元ナノ構造体

の テンプレート合成……九大院工 ○杉川 幸太、理研

土屋 陽一、九州先端科学技研 白木 智丈、九大院工

金子 賢治･佐田 和己、九州先端科学技研･崇城大工

新海 征治 

2Pc153 

 2019

超巨大多糖類サクランを用いたカーボンナノチュー

ブ複合体材料の開発……北陸先端大院材料 ○東 利光･

岡島 麻衣子･金子 達雄 



2Pd154 

 2020 

AFM フォースカーブ測定を用いた糖結合タンパク質

の相互作用力の解析……東工大院生命理工 ○秋山 裕

也･浅倉 恵、東工大院生命理工･JST さきがけ 森 俊

明、東工大院生命理工 岡畑 恵雄 

2Pc155 

 2021 

QCM-D によるセルロース系バイオマスの分解の評価

……製品評価機構 ○紙野 圭、京大生存圏研 堀川 祥

生･今井 友也、神戸大工 小寺 賢･西野 孝、京大生

存圏研 杉山 淳司 

2Pd156 

 2022 

水中カウンターコリジョンによる微生物由来セルロ

ースシングルナノファバーの創製……九大バイオアー

ク ○笠井 稚子、九大院生物資源 小瀬 亮太、九大バ

イオアーク･九大院生物資源 近藤 哲男 

2Pc157 

 2023 

ポリグルコシルウレアブラシのタンパク質吸着抑制

効果……富山大院理工 ○北野 博巳、富山大工 林 厚

史、大阪有機 猿渡 欣幸、筑波大院数理物質 金山 直

樹 

2Pd158 

 2024 

肝類洞内皮細胞の酸性多糖に対する認識特性の解析

……九大先導研 ○浜野 僚太･望月 慎一･嶋田 直彦･狩

野 有宏、信州大繊維 寺本 彰･阿部 康次、九大先導

研･JST-CREST 丸山 厚 

2Pc159 

 2025 

アルキル鎖導入硫酸化多糖類の合成と生理活性……北
見工大 ○特 格希･吉田 孝 

2Pd160 

 2026 

還元末端に長鎖アルキル基を有する(1→3)-β-D-グ

ルコピラナンの合成……中部大応用生物 ○石原 嘉博･

大野 友晃･堤内 要･岡田 鉦彦 
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高分子化学 

（2.イオン重合） 

2Pe001 

 452 

種々の開始種を用いたビニルエーテルのリビングカ

チオン重合－リビング重合に有効な開始反応とハロ

ゲン化金属のルイス酸性の関連……阪大院理 ○金澤

有紘･中山 信也･金岡 鍾局･青島 貞人 

2Pf002 

 453 

種々の固体酸触媒を用いたビニルエーテルのリビン

グカチオン重合……阪大院理 ○金澤 有紘･松尾 陽祐･

金岡 鍾局･青島 貞人 

2Pe003 

 454 

スチレン類のリビングカチオン重合－種々の p-置換

基、αないしβ-メチル基の影響……阪大院理 ○安岡

幸作･芦田 淳･金岡 鍾局･青島 貞人 

2Pf004 

 455 

芳香族アルデヒドとビニルモノマーのカチオン共重

合－ー長寿命生長種の生成ー……阪大院理 ○石堂 泰

志･早川 知宏･油木 亮祐･金岡 鐘局･青島 貞人 

2Pe005 

 456 

有機触媒を活性化剤とするリビングカチオン重合……
京大院工 ○中谷 和裕･寺島 崇矢･大内 誠･澤本光男

2Pf006 

 457 

リビングカチオン重合を用いた配列制御ポリマーの

精密合成－温度制御によるモノマー配列制御……京大

院工 ○山本 哲朗･寺島 崇矢･大内 誠･澤本 光男 

2Pe007 

 458 

キラルオニウム塩存在下でのリビングカチオン重合

……名大院工 ○中脇 光優･佐藤 浩太郎･上垣外 正己･

浦口 大輔･大井 貴史 

2Pf008 

 459 

植物由来β－ピネンの新規カチオン重合系の開発……
名大院工 ○椋木 一詞･佐藤 浩太郎･上垣外 正己 

2Pe009 

 460 

クミルクロライド単位を有する開始剤によるビニル

エーテルのリビングカチオン重合と末端官能性ポリ

マーの合成……福井大院工 ○徳永 理子･漆﨑 美智遠･

阪口 壽一･橋本 保 

2Pf010 

 461 

α位にアルキル基を有する 7 員環ラクトンのカチオ

ン開環重合挙動……近畿大分子研 ○薛 蕾･須藤 篤･遠

藤 剛 

2Pe011 

 462 

グルコピラノシド構造を有する 5 員環環状カーボネ

ートのカチオン開環重合……山形大院理工 ○穂積 守･

冨塚 春香･羽場 修 

2Pf012 

 463 

スーパーブレンステッド酸触媒を用いた δ－バレ

ロラクトンのカチオン開環重合……北大院工 ○辻 洋

輔･千葉 香織･森 宏太･覚知 亮平･堺井 亮介･佐藤

敏文･覚知 豊次 

2Pe013 

 464

リビングカチオン重合からRAFT重合への極性変換に

よる種々のブロックコポリマーの合成……福井大院工
○山下 健太、福井大院工･The Univ. of Sheffield 杉

原 伸治、福井大院工 池田 功夫 

2Pf014 

 465

鎖末端にアダマンチル基を有するポリスチレンの合

成と特性解析……東工大院理工 ○片岡 浩･荘司 秀夫･

小林 慎吾･石曽根 隆 

2Pe015 

 466

ポリマー鎖末端基によるガラス転移温度の制御……東
工大院理工 ○片岡 浩･荘司 秀夫･小林 慎吾･石曽根

隆 

2Pf016 

 467

鎖末端にビアダマンチル基を有するポリマーの合成

とその特性解析……東工大院理工 ○荘司 秀夫･片岡

浩･小林 慎吾･石曽根 隆 

2Pe017 

 468

ダイアマンタン及びトリアマンタン骨格を側鎖に有

するメタクリル酸エステル類のアニオン重合……東工

大院理工 ○三浦 仁･荻原 直人･石曽根 隆 

2Pf018 

 469

Lewis 酸存在下における 1,3-デヒドロアダマンタン

類の重合挙動……東工大院理工 ○猪股 壮太郎･上原

陽介･石曽根 隆 

2Pe019 

 470

N, N-ジメチルクロトンアミドのアニオン重合……東
工大院理工 ○日下部 純一･鈴木 孝･石曽根 隆 

2Pf020 

 471

N-メタクリロイルピロールのアニオン重合……東工大

院理工 ○中川 剛志･日下部 純一･鈴木 孝･石曽根

隆 

2Pe021 

 472

α-メチレン-N-メチルピロリドン及びα-メチレン-

γ-ブチロラクトンのアニオン重合……東工大院理工
○北沢 啓太･鈴木 孝･石曽根 隆 

2Pf022 

 473

マイクロ波照射を利用した N-イソプロピルアクリル

アミドのアニオン重合……静岡県大環境研 芦沢 一

史･○岩村 武･坂口 眞人 

2Pe023 

 474

有機超強塩基触媒を用いた脂肪族エポキシドの開環

重合……北大院工 ○田村 英祐･三坂 英樹･覚知 亮平･

堺井 亮介･佐藤 敏文･覚知 豊次 

2Pf024 

 475

双環状ビスラクトンとエポキシドのアニオン交互共

重合に対する溶媒および添加剤の効果……近畿大分子

研 ○大澤 壮祐･森野 一英･須藤 篤･遠藤 剛 

2Pe025 

 476

フェロセニルメチルメタクリレートのリビングアニ

オン重合……東工大院理工 ○平野 智之･杉山 賢次･平

尾 明 

2Pf026 

 477

環状シラン化合物を開始剤に利用したビニルモノマ

ーのアニオン重合……京大院工 ○大高 広道･永井 篤

志･森崎 泰弘、京工繊大院工芸 中 建介、京大院工

中條 善樹 

2Pe027 

 478

種々のアミド基を有するキノンメチド類の不斉アニ

オン重合における立体制御……三重大院工 ○細川 哲･

宇野 貴浩･久保 雅敬･伊藤 敬人 

2Pf028 

 479

グルコサミンから誘導した 5 員環環状ウレタンのア

ニオン開環重合……山形大院理工 ○赤鹿 洋介･羽場

修 

2Pe029 

 480

デンドラレン類の重合 [I]－2-フェニル[3]デンド

ラレンのアニオン重合……長岡技科大 ○天本 修平･竹

下 宏樹･宮 正光･竹中 克彦･塩見 友雄 

2Pf030 

 481

2,2'-(オキシジメチレン)ジアクリル酸ジエチルの

アニオン重合－環化重合と非環化重合の制御……阪大

院基礎工 ○田中 伸弥･北浦 健大･北山 辰樹 

2Pe031 

 482

メタクリル酸エステルのステレオブロック共重合体

の合成とステレオコンプレックス形成挙動……阪大院

基礎工 北浦 健大･○山崎 真輝･樫岡 雅大･北山 辰

樹 

2Pf032 

 483

アクリル酸 2,7-ビス(4-t-ブチルフェニル)フルオレ

ン-9-イルの不斉重合と生成ポリマーの光によるコ

ンホメーション変化……北大院工 ○坂本 猛、奈良先端

大院 福田 泰之、北大院工 中野 環 

2Pe033 

 484

新規イミダゾール系熱潜在性硬化剤の開発とエポキ

シ硬化系への応用……近畿大分子研 ○上西 和也、近畿

大産業理工 松尾 憲太、近畿大分子研･近畿大産業理

工 藤井 政幸、近畿大分子研 遠藤 剛 



2Pf034 

 485 

側鎖に液晶基を有する脂肪族ポリカーボネートの合

成とその性質……山形大院理工 ○後藤 佳裕･羽場 修･

米竹 孝一郎 

2Pe035 

 486 

(S)- N-マレオイル-L-フェニルアラニンアルキルア

ミドの不斉重合……山口大院理工 ○和田 靖子･山吹

一大･鬼村 謙二郎･大石 勉 

（11.その他） 

2Pe037 

 487 

ペンダントグループにアダマンタン構造を持つ新し

いポリマーの合成……山形大院理工 ○佐藤 力哉、山形

大工 宮岡 和正･益子 剛明、山形大院理工 吉野 哲

平 

2Pf038 

 488 

アダマンタノンアジンを用いた新しいポリマーの合

成……山形大院理工 ○佐藤 力哉･阿部 卓也、山形大工

大谷 智教 

2Pe039 

 489 

CNT-PVA-PNIPAM複合体の合成とその評価……山形大院

理工 ○佐藤 力哉･黒澤 翔 

2Pf040 

 490 

アルコキシエチルアミト゛基を有する温度応答性メ

タクリレートポリマー……防衛大 ○守谷 治･宅島 宏

幸･山本 進一、リンテック 樫尾 幹広･杉崎 俊夫 

2Pe041 

 491 

疎水部末端にカルボキシル基を有する界面活性剤の

合成と特性評価……神奈川工大工 ○森川 浩･手嶋 洋

介･小池 進太郎 

2Pf042 

 492 

マレイミド基をもつシルセスキオキサンの合成と特

性……阪府技研 ○井上 陽太郎･櫻井 芳昭 

高分子構造・高分子物理 
（3b.レオロジー・ダイナミックス） 

2Pe045 

 1078 

両親媒性高分子の合成とその顔料分散性……宇都宮大

院工 ○小滝 康陽･刈込 道徳･木村 隆夫 

2Pf046 

 1079 

ソープフリー乳化重合によるアクリル系ラテックス

の調製とその粘着評価……宇都宮大院工 ○杉田 光･太

田 篤、リンレイテープ 荒井 一禎、宇都宮大院工 刈

込 道徳･木村 隆夫 

2Pe047 

 1080 

メタクリル酸 2-(ジメチルアミノ)エチルのカーボン

ブラック表面へのグラフト化とその分散安定性……宇
都宮大院工 中田 美穂･刈込 道徳･○木村 隆夫 

2Pf048 

 1081 

複雑系化学物理 XXI －ツリガネムシの収縮過程にお

ける画像解析……新居浜高専 ○橋本 千尋、農工大院連

農 日出間 るり･谷田部 然治･土屋 紀子･橘 昌利、

PPSM, ENS-Cachan ぱんす ろべる、農工大院 BASE 牛

木 秀治 

2Pe049 

 1082 

枯渇作用によるシリカサスペンションのレオロジー

挙動への影響……三重大工 ○丸中 理紗子･安東 正貴･

川口 正美 

2Pf050 

 1083 

界面活性剤による高分子液滴乾燥・成膜ダイナミク

スの制御……東大院工 ○梶谷 忠志･小林 航･土井 正

男 

2Pe051 

 1084 

複雑系化学物理 XXII : 油／水／界面活性剤系にお

ける流動誘起玉葱構造の形成過程について……農工大

院連農 ○谷田部 然治･日出間 るり、新居浜高専 橋

本 千尋、PPSM, ENS-Cachan Pansu Robert、農工大

院 BASE 牛木 秀治 

2Pf052 

 1085 

複雑系化学物理 XXIII : 石鹸膜乱流における PEO 添

加効果の画像解析-流線の曲率を中心として-……農工

大院連農 ○日出間 るり･谷田部 然治、新居浜高専

橋本 千尋、PPSM, ENS-Cachan PANSU Robert、農工

大院 BASE 牛木 秀治 

2Pe053 

 1086 

複雑系化学物理 XXIV : アメーバ運動における温度効

果の動画像解析……農工大院連農 ○吉村 正俊、新居浜

高専 橋本 千尋、農工大院 BASE 牛木 秀治 

2Pf054 

 1087 

ポリスチレン / マロン酸ジエチル溶液に重力方向の

温度勾配を付与する時に形成されるミクロ対流に関

する研究……京工繊大繊維 ○劉 輝、京工繊大院工芸

山根 宗昭･山西 弘樹･櫻井 伸一 

2Pe055 

 1088 

ナノ粒子分散系 ER 流体の微細構造と流動挙動……京
工繊大繊維 ○中川 のぞみ･藤村 岳史、京工繊大院工

田中 克史･秋山 隆一 

2Pf056 動的超音波散乱法により評価した粒子速度のパルス

 1089 繰り返し周波数効果……京工繊大院工 ○大上 真寅･長

尾 あゆ美･香山 真理子･則末 智久･宮田 貴章 

2Pe057 

 1090

狭い分子量分布を示す PBLG 溶液の誘電挙動……京工

繊大繊維 ○川村 朋香、京工繊維大院工 米田 雅･田

中 克史･秋山 隆一、福島大共生理工 金澤 等 

2Pf058 

 1091

動的超音波散乱法によるミクロン微粒子の沈降速度

ゆらぎに関する研究……京工繊大院工 ○香山 真理子･

則末 智久･宮田 貴章 

2Pe059 

 1092

分子動力学シミュレーションによる外場下での高分

子一本鎖の緩和過程……山形大院理工 ○長沼 智彦･岡

田 剛弘･村澤 剛･宮田 剣･西岡 昭博･香田 智則 

2Pf060 

 1093

コロイド水溶液の電気分解により発現する非線形パ

ターンの回転挙動……山形大院理工 ○佐々木 和也･佐

野 正人 

2Pe061 

 1094

内部自由度を持つ流体のマルチスケールシミュレー

ション……京大院工･JST-CREST ○村島 隆浩･谷口 貴

志 

2Pf062 

 1095

ウレタン化ポリエチレングリコール系ER流体におけ

る ER 効果の分子量依存性……徳島大院ソシオテクノ
○池内 良典･南川 慶二、徳島文理大薬 田中 正己 

（2b.固体（固体基礎物性）） 

2Pf064 

 1096

反応性を制御したジルコニウムアルコキシドとの

In-situ 重合により合成されたエポキシ/ジルコニア

ハイブリット材料の光学特性……関西大化学生命工

越智 光一･○新居 大輔･鈴木 康文･原田 美由紀 

2Pe065 

 1097

Self-Healing of an Oligomeric Electrolyte 

Hydrogel Studied by Rheology……Inst. for Solid 
State Physics, The Univ. of Tokyo ○Shyamal Kumar 

Kundu 、 NanoTech. Research Inst., AIST Masaru 

Yoshida、Inst. for Solid State Physics, The Univ. 

of Tokyo Mitsuhiro Shibayama 

2Pf066 

 1098

ポリオレフィンフィルムの突き刺し特性に及ぼすフ

ィルム厚の影響……金沢大院自然 ○田畑 文音･河村

幸伸･新田 晃平 

2Pe067 

 1099

ポリオキシメチレンのモルホロジーと一軸引張特性

……金沢大院自然 ○アブドル ラーマン ヌルハフィ

ザ･河村 幸伸、三菱ガス化学 須長 大輔、金沢大院

自然 新田 晃平 

2Pf068 

 1100

メタロセン系ポリプロピレンの一軸延伸特性に及ぼ

す分子量の影響……金沢大院自然 ○吉田 雄一朗･河村

幸伸、日本ポリケム 北出 愼一、金沢大院自然 新田

晃平 

2Pe069 

 1101

エチレン・テトラフルオロエチレン共重合体の極限

ヤング率およびバルクな力学特性に及ぼす結晶相転

移の影響……旭硝子 ○船木 篤、豊田工大 田代 孝二

2Pf070 

 1102

リグノフェノールの熱に対する応答挙動……三重大院

生物資源･JST-SORST ○青栁 充･舩岡 正光 

2Pe071 

 1103

フラッシュ法と周期加熱法による高分子材料の熱伝

導性評価……アルバック理工 ○遠藤 聡･島田 賢次･笈

川 直美･相良 宏･谷田部 哲郎･辻本 昭廣･石井 芳

一 

2Pf072 

 1104

Ｘ線ＣＴを用いた射出成形品の物性評価……ポリプラ

スチックス ○尾関 康宏･岸野 直史 

2Pe073 

 1105

β晶を含むポリエチレンナフタレート繊維の力学物

性……信州大繊維 ○Uddin Ahmed Jalal･會田 亮･金 慶

考･後藤 康夫･大越 豊･奈倉 正宣 

2Pf074 

 1106

加熱延伸セルロース誘導体における複屈折の波長依

存性……北陸先端大院 ○城山 安彦･岡田 今日子･岩崎

拓也･岡本 健三･山口 政之 

2Pe075 

 1107

グラフト鎖がついたポリロタキサン架橋体のゴム弾

性特性……東大新領域 ○瀨戸井 睦･酒井 康博･横山

英明･伊藤 耕三、京大院工 浦山 健治･瀧川 敏算 

2Pf076 

 1108

耐環境性を有する有機・無機ハイブリッド材料の開

発……昭和電工 ○浦川 慶史･山木 繁･宮田 英雄･御手

洗 信幸･石井 伸晃 

2Pe077 

 1109

有機蛍光色素を分散したポリマーフィルムの作製と

その退色挙動……阪市工研 ○笹尾 茂広･渡瀬 星児･松

川 公洋･喜多 泰夫 



2Pf078 

 1110 

ポリマーフィルム中に分散した発光性金属錯体の発

光に及ぼすマトリックスの影響……阪市工研 ○渡瀬

星児･笹尾 茂広、阪市工研･阪電通大院 伊藤 和也･

北川 翔太、阪電通大院 西岡 昇、阪市工研 喜多 泰

夫･松川 公洋 

高分子機能 
（7.液晶） 

2Pe081 

 1649 

電子線照射により作製した架橋アゾベンゼン液晶高

分子フィルムの光応答性……東工大資源研 ○中 裕美

子･間宮 純一･宍戸 厚、早大理工 鷲尾 方一、東工

大資源研 池田 富樹 

2Pf082 

 1650 

化学結合により接合した積層型光運動材料の作製……
東工大資源研 ○宮里 遼、東工大資源研･ユニチカ 山

田 宗紀、東工大資源研 近藤 瑞穂･間宮 純一･木下

基･池田 富樹 

2Pe083 

 1651 

架橋アゾベンゼン液晶高分子フィルムの光屈伸にお

ける光-力変換の評価と光運動材料への応用……東工

大資源研 ○近藤 瑞穂･間宮 純一･木下 基、復旦大

兪 燕蕾、東工大資源研 池田 富樹 

2Pf084 

 1652 

光配向性水素結合型高分子液晶を用いた 2 次元偏光

回折格子……兵庫県大院工 ○真鍋 清香、長岡技科大工

塩田 達俊･江本 顕雄･小野 浩司、兵庫県大院工 川

月 喜弘 

2Pe085 

 1653 

水素結合性光配向膜上でのフルオレン誘導体の配向

と発光制御……兵庫県大院工 ○安藤 亮一･南 雄太･川

月 喜弘 

2Pf086 

 1654 

光配向膜を利用した液晶性蛍光材料の偏光発光……兵
庫県大院工 ○平岩 明恵･李 政桓･多田 和也･川月

喜弘 

2Pe087 

 1655 

高分子安定化液晶ブルー相における重合動力学……日
油 岩田 崇･鈴木 憲、九大先導研 樋口 博紀、JASRI 

増永 啓康･佐々木 園、九大先導研 ○菊池 裕嗣 

2Pf088 

 1656 

非共有結合性部位を有する液晶性π共役分子集合体

……東大院工 ○庄司 良子･吉尾 正史･安田 琢麿･舟橋

正浩･加藤 隆史 

2Pe089 

 1657 

液晶性イミダゾリウム塩の自己組織化によるナノイ

オンチャンネルの構築……東大院工 ○清水 星哉･一川

尚広･吉尾 正史、農工大工 大野 弘幸、東大院工 加

藤 隆史 

2Pf090 

 1658 

温度によりキラル制御した不斉液晶反応場における

共役系高分子のらせん構造制御……京大院工 ○山本

雅晴･高 文柱、筑波大 TIMS 京谷 陸征、京大院工 赤

木 和夫 

2Pe091 

 1659 

シロキサン結合を有する液晶ポリイミドの合成……東
工大院工 ○荘司 優･東原 知哉･上田 充 

2Pf092 

 1660 

セルロースハイブリッド材料の合成と機能……金沢大

院自然 ○本椙 憲仁･生越 友樹･山岸 忠明･中本 義

章、九大院総理工 高田 晃彦 

2Pe093 

 1661 

液晶性完全縮環ポルフィリン錯体を用いる有機半導

体の分子設計……東大院工 ○小林 祥之･櫻井 庸明、京

大院理 大須賀 篤弘、東大院工 相田 卓三 

2Pf094 

 1662 

光化学反応を利用した架橋アゾベンゼン液晶高分子

フィルムの調製……東工大資源研 ○渡辺 ユカリ･中

裕美子･間宮 純一･宍戸 厚･池田 富樹 

2Pe095 

 1663 

アゾベンゼン液晶を結合した金ナノ微粒子集合体の

ナノ構造……立命館大生命 ○山本 景太朗･堤 治･橋新

剛･与儀 千尋･小島 一男 

（9.表面・薄膜） 

2Pf096 

 1664 

表面開始グラフト重合によるポリ（N-イソプロピル

アクリルアミド）ハイブリッドシリカ微粒子の調製

およびその特性評価……名大院工 ○後藤 佳恵･鈴木

宏昌･熊野 尚美･竹岡 敬和･関 隆広 

2Pe097 

 1665 

マイクロ流路を用いた交互吸着膜の作製およびその

電気化学検出   ……
名工大院工 ○青木 純･高野 一宏 

2Pf098 

 1666 

溶媒蒸発により形成される DNA ナノファイバー

(II)……物材機構 ○中尾 秀信･田口 知弥、名市工研

林 英樹、物材機構 三木 一司 

2Pe099 

 1667

温度応答性固定化金属イオンアフィニティークロマ

トグラフィーキャピラリー表面の調製……東理大院基

礎工 ○河原 諭史･菊池 明彦 

2Pf100 

 1668

温度応答性ポリマーブラシ表面の調製とマイクロ流

路担体の応用……東理大院基礎工 ○森山 洋匡･菊池

明彦 

2Pe101 

 1669

高分子ナノシートをテンプレートに用いたシリカナ

ノ粒子集積体の構築……東北大多元研 ○鈴木 健朗･石

藤 美紀･三ツ石 方也･宮下 徳治 

2Pf102 

 1670

エンプラ結合性ペプチドを用いた機能表面の創製……
東大院工 ○伊達 隆明、東大先端研 関根 淳、東大 KOL 

松野 寿生、東大先端研 萩原 賢一、東大先端研･JST

さきがけ 芹澤 武 

2Pe103 

 1671

有機分子／水酸化コバルト複合体の作製……東大院工
○梶山 智司･緒明 佑哉･西村 達也･加藤 隆史 

2Pf104 

 1672

ピリジンと PEG からなるグラフト共重合体の界面物

性とその分子構造との相関性……東理大理 ○斉藤 美

宏･石塚 崇･深石 真行･上野 耕治、物材機構生材セ

立石 哲也、東理大理･物材機構生材セ･JST-CREST･東

理大総研界面セ 大塚 英典 

2Pe105 

 1673

交互吸着膜を用いる超薄接着層の構築と接着強度評

価……東大先端研 ○松隈 大輔、東大先端研･JST さき

がけ 芹澤 武 

2Pf106 

 1674

金ナノ粒子含有ポリシルセスキオキサンの合成と物

性……阪市工研 ○松川 公洋、阪電通大工 森 正継、JST 

濱田 崇、阪市工研 渡瀬 星児･玉井 聡行、阪電通大

工 西岡 昇 

2Pe107 

 1675

温度応答性表面を有する自己支持性高分子ナノシー

トの作製……早大院先進理工 ○藤枝 俊宣、Univ. of 

Houston., Dept. of Chem. PARK Jin Young･ADVINCULA 

Rigoberto C.、早大院先進理工 武岡 真司 

2Pf108 

 1676

三官能モノマーを用いた蒸着重合ポリ尿素薄膜……静
岡大工 ○小栁 和紀･熊谷 泰輔･菅 敬裕･久保野 敦

史 

2Pe109 

 1677

6-ブロモクマリン誘導体を有する光分解性シランカ

ップリング剤を用いた表面修飾……神奈川大 HRC ○伊

藤 倫子、神奈川大理 石渡 隆朗･山口 和夫 

2Pf110 

 1678

自己集合制御を指向したフェリチンタンパク質の非

対称 PEG 修飾……鹿児島大院理工 ○宇都 甲一郎･山本

美佳･山元 和哉･青柳 隆夫、奈良先端大院 岩堀 健

治･山下 一郎 

2Pe111 

 1679

温度応答性ブロックポリマーのフェリチンタンパク

質への異方的修飾と特性評価……鹿児島大院理工 ○山

本 美佳･宇都 甲一郎･山元 和哉･青柳 隆夫、奈良先

端大院物質 岩堀 健治･山下 一郎 

2Pf112 

 1680

ポリシラン薄膜の加熱効果……産総研 ○橘 浩昭･堀井

美徳･阿澄 玲子 

2Pf114 

 1681

フルオロアルキル基含有ビニルトリメトキシシラン

オリゴマーナノ粒子によるガラスの表面改質……弘前

大院理工 ○鈴木 章玄、弘前大院理工･石原薬品 高島

大樹、石原薬品 滝下 勝久、弘前大院理工 沢田英夫

2Pe115 

 1682

イオンビーム照射によるフッ素系高分子多孔膜の作

製－「イオン穿孔」のサイズ制御……原子力機構量子

ビーム ○八巻 徹也･越川 博･長谷川 伸･浅野 雅春･

前川 康成、ドイツ重イオン研 フォス カイ･トラウ

トマン クリスティーナ･ノイマン ラインハート 

2Pf116 

 1683

微粒子ナノインプリントによるナノ表面層の創製と

ゼプトリアクターとしての応用……慶應大院理工 ○渡

辺 英明･藤本 啓二 

2Pe117 

 1684

超臨界二酸化炭素を利用したポリマーへの金属微粒

子の固定化……熊本大院自然 ○桑原 穣･田中 顕雄･森

田 稔･佐々木 満･後藤 元信 

2Pf118 

 1685

表面開始ATRP法によるアイソタクチック高分子修飾

表面の調製……九大院理･九大 GCOE ○井戸田 直和、東

女医大先端生命研 長瀬 健一、九大院工･九大GCOE 田

中 敬二、東女医大先端生命研 岡野 光夫、九大院理･

九大 GCOE 安中 雅彦 



2Pe119 

 1686 

ナノインプリント法による生分解性ポリマーブレン

ドフィルムへの微細構造形成と細胞培養挙動……九大

院工 ○篠原 貴道･本田 幸司、九大先導研 白波瀬 朋

子･小林 元康･狩野 有宏、九大院工･九大先導研 丸

山 厚･高原 淳 

2Pf120 

 1687 

高分子ミセルを用いたチタニアナノ粒子の合成と

PMMA ハイブリッドフィルムの作製……九工大 ○山田

修平･毛利 恵美子･吉永 耕二 

2Pe121 

 1688 

三次元周期構造を有するシリカ系有機－無機ハイブ

リッドコーティング……川村理研 深澤 憲正、DIC ○

木村 裕子、川村理研･JST-CREST 金 仁華 

生体高分子 
（4.生体膜・人工膜） 

2Pe123 

 2027 

ポリマーブラシによりマイクロパターン化されたリ

ン脂質二分子膜アレイの作成……関西大院工・関西大

化学生命工 ○中井 康介･岩崎 泰彦、産総研 森垣 憲

一 

2Pf124 

 2028 

多成分巨大リポソームの電場変形による相構造ダイ

ナミクス……農工大院 BASE ○杉原 総一郎･下村 武史

2Pe125 

 2029 

生体膜上における脂質ドメイン形成メカニズム……山
口大院理工 ○浦上 直人･緒方 祐介、お茶大理 佐久

間 由香･今井 正幸、山口大院理工 山本 隆 

2Pf126 

 2030 

多孔質ハニカムフィルムの歯周組織再生療法への応

用に関する研究……東北大院歯･東北大多元研 ○岩間

張良、東北大多元研 田中 賢、東北大院歯 石幡 浩

志、東北大多元研 荒 雅浩、東北大歯 下西 充、長

峰製作所 長峰 勝、東北大院歯 村上 宜央･金谷 聡

介･根本 英二･島内 英俊、東北大多元研 下村 政嗣

（2.核酸と関連化合物） 

2Pf128 

 2031 

DNA を含んだ有機無機ハイブリッド材料による有害

物質の除去……岡山理大理 濵井 亜加吏･青野 弘郁･○

山田 真路 

2Pe129 

 2032 

オリゴ DNA/カーボンナノチューブハイブリッドの基

本特性……九大院工 ○山本 悠喜･藤ヶ谷 剛彦、九大院

工･JST-CREST 中嶋 直敏 

2Pf130 

 2033 

ソラレン分子を有した DNA インターカレーターの合

成とその機能……岡山理大理 ○中谷 仁美･山田 真路

2Pe131 

 2034 

モレキュラーグルー（分子糊）を利用した核酸複合

体の構築とその性質……東大院工 ○根本 葉玲･大黒

耕、東北大多元研 金原 数、東大院工 相田 卓三 

2Pf132 

 2035 

反応性四員環脂質を用いた共有結合型脂質修飾 DNA

の合成……東工大院生命理工・JST-SENTAN ○与那嶺 雄

介･川崎 剛美･岡畑 恵雄 

2Pe133 

 2036 

DNA 修飾を目指した新規アジリジニウム誘導体によ

るリン酸のエステル化……東工大院生命理工・

JST-SENTAN ○藤原 由子･与那嶺 雄介･川崎 剛美･岡

畑 恵雄 

2Pf134 

 2037 

ヒトテロメア配列を持つＤＮＡとＲＮＡによる混合

G-quadruplex の形成……東大院工 ○木村 貴･徐 岩･

小宮山 真 

2Pe135 

 2038 

修飾 DNA の酵素合成と塩基配列選択的な金属ナノワ

イヤーの作製……北大理 ○渡辺 雪江、北大電子研 田

中 あや･松尾 保孝･新倉 謙一･居城 邦治 

2Pf136 

 2039 

DNA 担持金ナノ粒子の非架橋凝集を用いる簡便・迅速

な水銀(II)イオン検出法……理研 ○金山 直樹･宝田

徹･前田 瑞夫 

2Pe137 

 2040 

ハイブリダイゼーション指示薬としてのフェロセン

化ナフタレンジイミドを用いた異常メチル化大腸癌

遺伝子の電気化学検出……九工大 RCBT ○佐藤 しのぶ、

九工大工 大塚 圭一･杖田 昌人･兼﨑 祐介、九工大

RCBT･九工大工 竹中 繁織 

2Pf138 

 2041 

ヌルデ属とウルシ属の DNA 解析……北見工大 吉田

孝･○田路 真美･中村 理 

2Pe139 

 2042 

有機溶媒可溶化核酸の構造と機能の解析……東大院

薬･理研 ○伊藤 圭司、理研 阿部 洋･阿部 奈保子、

東大院薬 長野 哲雄、理研 伊藤 嘉浩 

 

（5.バイオメティックス） 

2Pe141 

 2043

医療診断用バイオセンサーへの応用を目的とした

P450 酵素修飾電極の作製と評価……山口大院医 ○板

岡 加成恵･堤 宏守 

2Pf142 

 2044

鎖長制御された末端官能性ポリ（N-イソプロピルア

クリルアミド）の合成……東理大基礎工 ○志賀 啓教･

大嶋 陽介･菊池 明彦 

2Pe143 

 2045

配向微小管によるアクティブトランスポーターの創

製……北大院理 吉田 桃子･○田村 圭輝･敷中 一洋･川

村 隆三、北大院理･JST さきがけ 角五 彰、北大院理

古川 英光･龔 剣萍 

2Pf144 

 2046

酸化処理がヒト毛髪ケラチン-フィルムに与える影

響……信州大繊維 ○藤井 敏弘、資生堂 渡辺 智子、資

生堂 川副 智行 

2Pe145 

 2047

温度応答性高分子ミセルと表面プラズモン共鳴を組

み合わせた高感度バイオセンシングシステムの検討

……東理大理 ○井内 麻衣子･福島 直幸･有坂 慶紀･内

田 勝美･矢島 博文 

2Pf146 

 2048

グルコースオキシダーゼおよびベンゾキノン誘導体

を導入した酵素電極を利用したバイオ燃料電池……長
岡技科大工 ○桑原 敬司･小林 美穂･近藤 みずき･下

村 雅人 

2Pe147 

 2049

アルコール脱水素酵素を利用して作製した酵素電極

による電流検知型アルコール検出……長岡技科大工 ○

木下 稔基･飯塚 楓･近藤 みずき･桑原 敬司･下村

雅人 

2Pf148 

 2050

光合成アンテナ・コア複合体の配向を制御した電極

上への組織化……名工大 ○原田 香織、名工大･

JST-CREST 畑佐 幹男、名工大 後藤 修･櫻井 智彦、

名工大･JST-CREST 出羽 毅久、名市工研 飯田 浩史、

JST-CREST･阪市大理 橋本 秀樹、名工大･JST-CREST 

南後 守 

2Pe149 

 2051

光合成細菌由来のアンテナ系モデルタンパク質/色

素複合体の再構成とその評価……名工大院工 ○中島

彩乃･中野 翼･福井 直美･酒井 俊亮、名工大院工･

JST-CREST 中川 勝統･出羽 毅久･南後 守 

2Pf150 

 2052

末端反応性リン脂質ポリマーを利用した精密バイオ

コンジュゲーションによるタンパク質の熱変性回復

特性……東大院工･ナノバイオ拠点 ○徐 知勲･松野 亮

介･金野 智浩･高井 まどか･石原 一彦 

2Pe151 

 2053

規格化した細胞を供給できる細胞親和性ソフトバイ

オデバイス（セルコンテナー）……東大院工･東大ナノ

バイオ ○金野 智浩、東大院工 福栄 晟、東大院工･

東大ナノバイオ 石原 一彦 

2Pf152 

 2054

液－液相分離挙動を示すキラル高分子とマンデル酸

との相互作用……京工繊大院工芸 ○井上 祥孝･青木

隆史 

2Pe153 

 2055

微小管重合・脱重合過程の中性子小角散乱によるそ

の場観察……原子力機構 ○増井 友美･小泉 智、北大院

理 角五 彰･吉田 桃子･Gong JianPing 

2Pf154 

 2056

有機ナノチューブチャネルに包接された生体高分子

の動的挙動及び安定性評価……産総研ナノチューブ応

用研セ ･ JST-SORST ○ 亀田  直弘 ･南川  博之、

JST-SORST･東理大院理 由井 宏治、産総研ナノチュ

ーブ応用研セ･JST-SORST 青柳 将･浅川 真澄･増田

光俊･清水 敏美 

2Pe155 

 2057

マンガン錯体を吸着したケイ酸化物層状高分子化合

物を用いた光化学系 II のモデル化……新潟大教育 ○

山田 怜志･山崎 啓智、新潟大教育･新潟大超域研 八

木 政行 

2Pf156 

 2058

AFM を用いたリン脂質ポリマーブラシ表面の解析……
東大院工･JST-CREST ○井上 祐貴、東大院工 北野 和

彦･松野 亮介、東大院工･JST-CREST 金野 智浩、東

大院工 高井 まどか、東大院工･JST-CREST 石原 一

彦 

2Pe157 

 2059

フジツボ水中接着蛋白質を利用した異素材水中接着

材料の QCM-D による評価……製品評価機構 ○紙野 圭、

阪大工 中野 雅博、神戸大工 小寺 賢･西野 孝 



2Pf158 

 2060 

温度応答性高分子ミセルを用いたバイオセンシング

システムの構築－ターゲット分子の多価性がミセル

の相転移挙動および分子認識能に及ぼす影響－……東
理大院理 ○福島 直幸･藤縄 義明･内田 勝美･矢島

博文 

2Pe159 

 2061 

自己集積化能を有する dendron 型糖鎖の合成と分子

認識特性……東理大理 ○伯川 秀樹･山崎 直幸、物材機

構生材セ 立石 哲也、東理大理･物材機構生材セ･

JST-CREST･東理大総研界面セ 大塚 英典 

 

5 月 29 日（金） 

Presentation Time 

ａ＝10:00～10:40 

ｂ＝10:40～11:20 
高分子化学 

（1.ラジカル重合） 

3Pa001 

 493 

ポリマーゲル 3 次元線量計における重合反応機構の

研究……広島国際大 ○林 慎一郎、広島国際大･阪大院

医 吉岡 宗徳、広島国際大 笛吹 修治･羽根田 清文･

富永 孝宏 

3Pb002 

 494 

カリックスアレンを鋳型とするメタクリル酸のラジ

カル重合……東工大院理工 ○横塚 学･斎藤 礼子 

3Pa003 

 495 

マルチビニルモノマーと MMA との共重合によるマル

チステレオブロック PMMA のワンポット重合……東工

大院理工 ○斎藤 鷹一･斎藤 礼子 

3Pb004 

 496 

金属錯体ナノ空間内でのラジカル重合による立体規

則性制御……京大院工･JST さきがけ ○植村 卓史、京

大院工 小野 ゆかり･北川 進 

3Pa005 

 497 

2-置換ノルボルネン類とアクリレートおよびスチレ

ンとのラジカル共重合……愛媛大院理工 ○石井 悟･小

林 航、愛媛大院理工･愛媛大 VBL 井上 賢三･井原 栄

治･伊藤 大道、三菱レイヨン 百瀬 陽、三菱レイヨ

ン 野殿 光史 

3Pb006 

 498 

剛直な一次ポリマー鎖からなる樹木状トリアリルイ

ソシアヌレート架橋樹脂前駆体（2）各種ビニルエス

テルとの架橋共重合……関西大化学生命工 ○岡田 武

司･上田 晃裕･青田 浩幸･松本 昭、日本化成 藤井

俊文･取溜 博之 

3Pa007 

 499 

MALDI-TOF-MS によるアリル重合の追究－過酸化ジク

ミルによる安息香酸アリルの高温重合におけるクミ

ロキシラジカルの開始反応への間接的寄与……関西大

化学生命工 ○松本 昭･熊谷 武雄･青田 浩幸･川崎

英也･荒川 隆一、ダイソー 井上 聡･横山 勝敏･的場

康夫･柴野 美知朗 

3Pb008 

 500 

高純度クロロメチルスチレンを用いた RAFT 重合：モ

ノマーに含まれる不純物の影響……山形大 ○神原 リ

イナ･森 秀晴、近畿大 遠藤 剛、AGC セイミケミカル

米森 重明 

3Pa009 

 501 

アクリルアミド誘導体と N-ビニルフタルイミドとの

RAFT 共重合による交互共重合体の合成……山形大院

工 ○庄司 嵩･真木 勇弥、山形大工 森 秀晴 

3Pb010 

 502 

ラジカル開環重合によるアントラセン含有両親媒性

ブロック共重合体の合成……山形大工 ○田中 広美･丹

藤 泉･森 秀晴 

3Pa011 

 503 

異なる置換基を有するビニルスルホン酸誘導体の

RAFT 重合……山形大院理工 ○工藤 英介、山形大工 森

秀晴、日立 大沼 篤彦･森島 慎 

3Pb012 

 504 

各重合温度におけるシード乳化 AGET ATRP 法による

ブロックコポリマー微粒子の作製とその異相構造……
神戸大院工 ○北山 雄己哉･香川 靖之･南 秀人･大久

保 政芳 

3Pa013 

 505 

シリカ表面に固定されたラジカル開始剤によるビニ

ルモノマーの重合……阪市大院工 ○岡本 裕子、木田

真理子、阪市大院工 圓藤 紀代司 

3Pb014 

 506 

ATRP による嵩高い（メタ）アクリル酸エステルを用

いたブロックコポリマーの合成……農工大院工 ○宮崎

巧真･薛 伯勇･豊田 昭徳、NEC 長谷川悦雄･岩佐繁之

3Pa015 

 507

酸素を原料として用いる新規分解性ブロックコポリ

マーの合成……阪市大院工 ○佐藤 絵理子･萩原 貴志･

松本 章一 

3Pb016 

 508

放射線グラフト重合法によるポリエチレン基材への

スチレンスルホン酸ナトリウムとアクリル酸の共重

合挙動……荏原総研 ○青木 昭二･菅野 淳一、荏原製作

所 遠藤 直利、イー･シー･イー 鈴木 利康･田渕憲一

3Pa017 

 509

側鎖に隣接トリカルボニル構造を有するポリマーの

合成と水との反応挙動……近畿大分子研 ○出井 岳人･

森野 一英･遠藤 剛 

3Pb018 

 510

側鎖にイミダゾリウム塩構造を有するメタクリラー

トネットワークポリマーによるイオン液体の封じ込

め……近畿大分子研 ○タルクダール バンダナ･松本

幸三･遠藤 剛 

3Pa019 

 511

ラジカル開環重合によるポリスチレン誘導体へのケ

トン基の導入……近畿大分子研 ○石川 武志･森野 一

英･遠藤 剛 

3Pb020 

 512

ビニルポリマーにおける選択的解重合反応の可能性

……日大院理工 ○志村 貴文･大室 泰典、三栄興業

佐々木 大輔、日大理工 星 徹･萩原 俊紀･澤口 孝志

3Pa021 

 513

（メタ）アクリル酸アダマンチルの成長ラジカルの

ESR による直接観測とその構造や反応性の研究……奈
良教育大 ○仲島 浩紀･荒田 聡恵･梶原 篤 

3Pb022 

 514

MMA と HEMA のラジカル共重合における共重合連鎖の

規制とキャラクタリゼーション[III]……徳島大院ソ

シオテクノ 池宮 健朗･○古賀 徳仁･平野 朋広･右手

浩一 

3Pa023 

 515

N-n-プロピルアクリルアミドを１成分とするシンジ

オタクチック共重合体の合成ー相転移に及ぼす共重

合組成の効果……徳島大院ソシオテクノ ○山本 博明･

平野 朋広･右手 浩一 

3Pb024 

 516

ヘテロタクチックポリ(N-イソプロピルアクリルア

ミド）の合成と相転移挙動……徳島大院ソシオテクノ
○平野 朋広･板東 洋一･山岡 竜介、九大院工 森 健、

徳島大院ソシオテクノ 右手 浩一 

3Pa025 

 517

金属触媒によるリビングラジカル重合とラジカル重

付加を同時に用いた新規共重合体の合成……名大院工
○水谷 将人･佐藤 浩太郎･上垣外 正己 

3Pb026 

 518

脂環式テルペンとマレイミド誘導体の配列制御ラジ

カル共重合……名大院工 ○松田 将･佐藤 浩太郎･上垣

外 正己 

3Pa027 

 519

鉄(III)触媒を用いたリビングラジカル重合系の開

発……名大院工 ○青嶋 紘･佐藤 浩太郎･上垣外 正己

3Pb028 

 520

ルイス酸存在下でのビニルエーテルとアクリル酸エ

ステルの RAFT 共重合……名大院工 ○熊谷 伸哉･橋本

英幸･佐藤 浩太郎･上垣外 正己 

3Pa029 

 521

N-イソプロピルアクリルアミドの立体特異性リビン

グラジカル重合による新規立体構造制御ポリマーの

合成……名大院工 ○阪本 慎吾･佐藤 浩太郎･上垣外

正己 

3Pb030 

 522

アネトールの精密制御ラジカル共重合……名大院工 ○

野々山 桂生･佐藤 浩太郎･上垣外 正己 

（6.新しい重合反応・新モノマー） 

3Pa031 

 523

α-アミノ酸 N -カルボキシ無水物（NCA）前駆体とし

てのウレタン誘導体の合成（１）:－ 種々のα-アミ

ノ酸オニウム塩のジフェニルカーボナートによる N-
カルバモイル化反応……近畿大分子研 ○古賀 孝一･須

藤 篤･遠藤 剛 

3Pb032 

 524

α-アミノ酸 N-カルボキシ無水物（NCA）前駆体とし

てのウレタン誘導体の合成（２）:－系中で生成した

α-アミノ酸アンモニウム塩とジフェニルカーボナ

ートの反応によるワンポット合成……近畿大分子研 ○

古賀 孝一･須藤 篤･遠藤 剛 

3Pa033 

 525

エポキシと二酸化炭素の反応のアミジンによる促進

とそれにもとづく環状カーボナート基を有する新規

メタクリラート型モノマーの合成……近畿大分子研 ○

バラカカティー バラカ･森野 一英･須藤 篤･遠藤

剛 



3Pb034 

 526 

1,3-ベンゾオキサジンの新規環拡大反応による 8 員

環ラクトンの合成とそのアニオン開環重合挙動……近
畿大分子研 ○工藤 亮一･須藤 篤･遠藤 剛 

3Pa035 

 527 

二官能性安定ニトリルオキシドの合成とクリック重

合への応用……東工大院理工 ○米川 盛生･小山 靖人･

高田 十志和 

3Pb036 

 528 

Synthesis, characterization and studies of novel 

fluorene monomers and their polymers……National 
Inst. for Material Sci. Ravindra R. Pa L ･ ○

Masayoshi Higuchi 

3Pa037 

 529 

沈殿形成に駆動される m-フェニレンイミン型大環状

分子の定量合成と生成－崩壊機構……東工芸大ナノ研

セ ○松本 利彦･石田 貢三･大石 清太朗、兵庫教育大

福田 光完、華東理工大 Lin Jiaping 

3Pb038 

 530 

クリック反応を経由したポリ(1-置換-4-ビニル

-1,2,3-トリアゾール)の合成……九工大工 ○河崎 真

也･村岡 学･滝沢 健一･吉永 耕二 

3Pa039 

 531 

同一分子内にオキセタニル基と活性エステル残基を

有するモノマーの自己重付加反応……神奈川大工 ○佐

藤 正明･工藤 宏人･西久保 忠臣 

3Pb040 

 532 

マイクロ波励起表面波プラズマ・グラフト重合によ

るポリマー表面の親水化処理及びその細胞接着性……
名大院工 ○鈴木 和也･藤田 翔兵、名大エコトピア

遠藤 洋史、名大院工 齋藤 永宏、名大エコトピア 高

井 治 

3Pa041 

 533 

イオン性分子結晶を形成するモノマーの固相重縮合

反応……名工大院工 ○永田 昌之･松岡 真一･高木 幸

治･鈴木 将人 

3Pb042 

 534 

プロリン類を触媒として用いた環状エノンのマイケ

ル重付加反応……名工大院工 ○高本 達也･松岡 真一･

高木 幸治･鈴木 将人 

3Pa043 

 535 

主鎖にチミジンを含む新規脂肪族ポリカーボネート

の合成……名工大院工 ○関戸 豊和･松岡 真一･高木

幸治･鈴木 将人 

3Pb044 

 536 

2’-デオキシアデノシンをホスホン酸およびアミド

リン酸エステル でつないだ核酸類似ポリマーの合

成……名工大院工 細野 浩平･○関戸 豊和･松岡 真一･

高木 幸治･鈴木 将人 

3Pa045 

 537 

ジアルシニン酸無水物の合成とその反応性……京工繊

大 ○嶋本 達男･中 建介、京大 有田 学･森崎 泰弘･

中條 善樹 

3Pb046 

 538 

重合性置換基を有する新規コバルトポルフィリンの

合成とその酸素還元触媒活性……東理大理工 ○青木

亜佐美･村田 英則･湯浅 真 

3Pa047 

 539 

ポリ芳香族ケトン表面での自己開始光グラフト重合

によるリン脂質ポリマーブラシの創製……東大院工･

日本メディカルマテリアル ○京本 政之、東大院工

石原 一彦 

3Pb048 [中止] 

高分子構造・高分子物理 
（2a.固体（結晶、非晶、高次組織）） 

3Pa051 

 1111 

ポリプロピレン射出成形品の表面結晶構造の形成……
プライムポリマー ○小林 豊･大槻 安彦、三井化学分

析セ 菅野 宏明･花本 康弘 

3Pb052 

 1112 

ポリエチレン結晶相中のガラスと結晶末端の熱力学

……群馬大教育セ ○田中 信行 

3Pa053 

 1113 

液晶性ポリエステル共重合体の固相転移が固体物性

に及ぼす効果……山形大院理工 ○角田 俊之、クラレ

和志武 洋祐･遠藤 了慶、山形大院理工 粟野 宏･高

橋 辰宏･米竹 孝一郎 

3Pb054 

 1114 

Hydrogen-Bonding in Biodegradable Polymer Blends 

of Poly(3-hydroxybutyrate) and Poly(vinyl 

phenol)……Kwansei Gakuin Univ. ○ Longhai Guo ･

Harumi Sato･Yukihiro Ozaki 

3Pa055 

 1115 

WAXS/SAXS によるポリフェニレンサルファイドの溶

媒膨潤挙動解析……豊田中研 ○原田 雅史･古賀 智之･

光岡 拓哉･福森 健三、デンソー 高倉 朗 

3Pb056 

 1116

赤外分光法による生分解性ポリエステルブレンドの

構造および熱的挙動の研究……関西学院大理工･関西

学院大環境研セ ○岡田 真理子･佐藤 春美･尾崎幸洋

3Pa057 

 1117

平行および逆平行βシート構造を有するアラニンオ

リゴペプチドの分子間構造に関する固体 NMR 解析……
農工大工 ○亀谷 俊輔･堀口 紅実子、奈良女大 黒子

弘道、農工大工 青木 昭宏･山内 一夫、農工大工･農

工大科博 朝倉 哲郎 

3Pb058 

 1118

固体 19F-MAS NMR による多フッ素化分子/β-シクロデ

キストリン包接体の構造・運動性解析……東工大院理

工 ○小糸 祐介･滝上 義康･安藤 慎治 

3Pa059 

 1119

超臨界二酸化炭素を用いて調製したiPP/PMMA複合体

の熱安定性……日大院理工 ○臼井 亮太、日大理工 星

徹、日大院理工 是佐 尚哉、日大理工 室賀 嘉夫･萩

原 俊紀･澤口 孝志 

3Pb060 

 1120

低密度ポリエチレンの結晶成長モルフォロジーとイ

オン運動……北海道情報大経営 ○穴田 有一 

3Pa061 

 1121

螺旋高分子 iPP 折畳み結晶化の分子動力学……山口大

理 ○山本 隆 

3Pb062 

 1122

側鎖の嵩高いシンジオタクチックポリスチレン誘導

体の結晶化挙動……静岡大教育 ○大川 創史･冨上 知

克･佐合 智弘･板垣 秀幸、静岡大分析セ 浅野 勉、

出光興産 石原 伸英 

3Pa063 

 1123

結晶性-結晶性2元ブロック共重合体における高融点

ブロックのラメラくり返し構造中に拘束された低融

点ブロックの融解挙動……東工大院理工 ○桜井 拓也･

野島 修一 

3Pb064 

 1124

n-アルカン結晶の回転相における複素熱容量……京工

繊大高分子 嶋田 洋平･瀬戸本 雅子･八尾 晴彦･○猿

山 靖夫 

3Pa065 

 1125

アイソタクチックポリブテン１のII-I固相転移－ガ

ラス転移点付近における相転移挙動……山口大院理工
○丸山 真範･野崎 浩二･山本 隆、サンアロマー 山田

浩司、広島大院総科学 梶岡 寛･戸田 昭彦 

3Pb066 

 1126

ポリスチレン球晶の構造形成……広島大院総科学 吉

本 茂･梶岡 寛･田口 健･○戸田 昭彦 

3Pa067 

 1127

DSC 同時測定による長鎖両親媒性分子の相転移……首
都大院都市環境 ○岸本 絵里･吉田 博久 

3Pb068 

 1128

電界紡糸法により作製したポリペプチドナノファイ

バーの配向構造解析……東工大院理工 ○川﨑 宏之･古

屋秀峰･松本英俊･谷岡明彦、東工芸大院工 安部明廣

3Pa069 

 1129

マイクロ波照射を用いた金属－π共役高分子ハイブ

リッドナノ結晶の作製と評価……東北大多元研 ○増原

陽人･横山 喬大･松田 佳久、東北大多元研･JST さき

がけ 笠井 均、東北大多元研 中西 八郎･及川 英俊

（2c.固体（アロイ・ブレンド・コンポジット）） 

3Pb070 

 1130

ポリプロピレングリコール/チタニア/ジルコニアハ

イブリッドフィルムの光学的性質……日大院理工 ○清

水 文子･玉繁 千里、日大理工 伊掛 浩輝･清水 繁･

室賀 嘉夫･栗田 公夫 

3Pa071 

 1131

分子量の違いによるポリカーボネートジオール/チ

タニアハイブリッドの微細構造変化……日大院理工 ○

玉繁 千里、日大理工 伊掛 浩輝･清水 繁･室賀 嘉

夫･栗田 公夫 

3Pb072 

 1132

ポリイミド/シリカハイブリッドの透明性……日大院

理工 ○山城 良太、日大理工 星 哲史･伊掛 浩輝･清

水 繁･室賀 嘉夫･栗田 公夫 

3Pa073 

 1133

ポリ乳酸/シリカハイブリッドフィルムの光学的性

質……日大院理工 ○小出 優一郎、日大理工 斉藤 摩沙

美･上野 綾子･伊掛 浩輝･清水 繁･室賀 嘉夫･栗田

公夫 

3Pb074 

 1134

熱可塑性を有する導電性ポリアニリンの作製と評価

……山形大院理工 ○横山 康晴･相澤 悟･後藤 晃哉･祖

父江 省吾･粟野 宏･高橋 辰宏･米竹 孝一郎 

3Pa075 

 1135

熱可塑性を有する導電性ポリアニリン/ポリエチレ

ン複合体の作製と評価……山形大院理工 ○相澤 悟･横

山 康晴･後藤 晃哉･祖父江 省吾･粟野 宏･高橋 辰

宏･米竹 孝一郎 



3Pb076 

 1136 

窒化ホウ素の高分子中での磁場配向制御……山形大院

理工 ○熊谷 信志･庄司 拓未･粟野 宏･高橋 辰宏･米

竹 孝一郎 

3Pa077 

 1137 

強磁性体被覆チタン酸バリウムの作製と磁場プロセ

ッシングへの応用……山形大院理工 ○田中 真唯･熊谷

信志･粟野 宏･高橋 辰宏･米竹 孝一郎 

3Pb078 

 1138 

金属イオン共存下で合成した銀ナノロッドを用いた

エポキシ系コンポジットの導電性……関西大化学生命

工 越智 光一･○中野 和之･小倉 智子 

3Pb080 

 1139 

ペルヒドロポリシラザンとトリフルオロ基及びフェ

ノール基を有する高分子を用いた有機-シリカ複合

体の合成……東工大院理工 ○熊谷 徹･斎藤 礼子 

3Pa081 

 1140 

極細繊維を含む高分子複合材料の作製とその光透過

性および力学特性評価……山口大院医 ○堤 宏守･原

央江 

3Pb082 

 1141 

光誘起相分離による高分子の導電化に関する研究……
京工繊大 ○村田 匡･智山 大煥･則末 智久･宮田 貴

章 

3Pa083 

 1142 

結晶性-結晶性２元ブロック共重合体中の低融点ブ

ロックの結晶化……東工大院理工 ○比嘉 友紀･野島

修一 

3Pb084 

 1143 

PVA 系ブレンドの相分離形成……信州大繊維 清水 裕

人･○谷上 哲也 

3Pa085 

 1144 

光によりブロック間が着脱可能なコポリマーの合成

と解析……神奈川大工 ○青栁 頼明･工藤 宏人･片岡

利介･西久保 忠臣･池原 飛之 

3Pb086 

 1145 

光誘起相分離を利用した高分子の傾斜構造の設計お

よびその力学的性質……京工繊大院工 ○藤木 大輔･村

田 匡･則末 智久･宮田 貴章 

3Pa087 

 1146 

透明 PMMA/SiO2 ハイブリッドフィルムの溶融状態に

おける分散-凝集転移の時間分割測定……日大院理工
○大室 泰典･櫻井 敦史･嶋本 響、日大理工 丸野 晋

平･畠井 秀･澤口 孝志･星 徹･萩原 俊紀･矢野 彰一

郎 

3Pb088 

 1147 

透明 PS/SiO2 ナノ粒子ハイブリッドの創製:分散-凝

集に与える調製条件の影響……日大理工 ○丸野 晋平、

日大院理工 櫻井 敦史･嶋本 響･大室 泰典、日大理

工 畠井 秀･澤口 孝志･星 徹･萩原俊紀･矢野彰一郎

3Pa089 

 1148 

透明PMMA/SiO2ナノ粒子ハイブリッドにおける分散-

凝集転移：水の影響……日大院理工 ○嶋本 響･櫻井 敦

史･大室 泰典･畠井 秀･丸野 晋平、日大理工 澤口

孝志･星 徹･萩原 俊紀･矢野 彰一郎 

3Pb090 

 1149 

ポリマー／SiO2 ナノ粒子ハイブリッドにおける分散

－凝集転移:ポリマーフィルムと SiO2 粒子の相互作

用……日大理工 ○畠井 秀、日大院理工 嶋本 響･大室

泰典、日大理工 澤口 孝志･星 徹･萩原 俊記･矢野

彰一郎 

3Pa091 

 1150 

低融点合金と高分子の界面における熱的挙動……静岡

大工 ○松田 靖弘･松蔭 真由子･伊藤 芳･田坂 茂 

高分子機能 
（8.ゲル） 

3Pa093 

 1689 

pH 応答性 CMC ヒドロゲルの調製とその薬物放出挙動

……宇都宮大院工 ○野澤 友伸･刈込 道徳･木村 隆夫

3Pb094 

 1690 

高膨潤 PVB オルガノゲルの調製と評価……宇都宮大院

工 ○佐藤 葉子･大崎 佳幸、新日本石油 井上 敏夫、

宇都宮大院工 刈込 道徳･木村 隆夫 

3Pa095 

 1691 

2,4,6-トリヒドロキシ安息香酸／ホルムアルデヒド

エアロゲルのナノ構造と収縮の制御……阪大レーザー

研セ ○ヤン ハン･長井 圭治･中井 光男･乗松 孝好

3Pb096 

 1692 

温度応答性ポリエーテルグラフト型ポリチオフェン

の蛍光強度制御……横国大院工 ○小久保 尚･古屋 光

教･渡邉 正義 

3Pa097 

 1693 

イオン液体中における高分子の相転移現象とその利

用……横国大院工 ○上木 岳士･渡邉 正義 

3Pb098 

 1694 

構造色イオンゲルの可視光選択反射とイオン伝導性

を利用した機能化……横国大 ○永塚 智三･上野 和英･

石井 孝和･稲葉 彩･渡邉 正義 

3Pa099 

 1695

分子インプリント法によって合成した刺激応答性ゲ

ルのビスフェノール類の認識応答挙動……関西大化学

生命工 ○大高 翔･奥谷 学、関西大化学生命工･関西

大 HRC･JST-PRESTO 宮田 隆志、関西大化学生命工･

関西大 HRC 浦上 忠 

3Pb100 

 1696

蛍光ドナーとアクセプターを導入した DNA 応答性ゲ

ルによる DNA 配列認識……関西大化学生命工 ○上羽

未紗･南辻 睦、関西大化学生命工･関西大 HRC･

JST-PRESTO 宮田 隆志、関西大化学生命工･関西大HRC 

浦上 忠 

3Pa101 

 1697

温度応答性高分子を用いた抗原応答性ゲルの合成と

その応答挙動……関西大化学生命工 ○大喜多 佑里恵･

古谷 英莉子、関西大化学生命工･関西大 HRC･

JST-PRESTO 宮田 隆志、関西大化学生命工･関西大HRC 

浦上 忠 

3Pb102 

 1698

カーボンナノチューブ／高分子ゲル複合体の近赤外

光誘起相転移－ドラッグデリバリーシステムへの展

開……九大院･JST-CREST ○森本 達郎･藤ヶ谷 剛彦･中

嶋 直敏 

3Pa103 

 1699

親油性電解質を導入した親油性ポリスチレンゲルの

合成と膨潤挙動……九大院工 ○伊勢田 一也･小野 利

和･佐田 和己 

3Pb104 

 1700

ポリマーの交互吸着によるゲルカプセルの創製と機

能化……慶應大院理工 ○渡部 紘子･藤本 啓二 

3Pa105 

 1701

感 pH 性・感温性非対称二層ゲルの合成とその屈曲特

性……広島大院工 ○飯澤 孝司･高橋 智洋 

3Pb106 

 1702

酵素を内包した糖応答性マイクロカプセルの調製と

評価……佐賀大理工 ○成田 貴行･岸川 毅･田上 安宣･

大石 祐司 

3Pa107 

 1703

ポリ(N-ビニルアミド)とポリ(アクリル酸)による

PIC 膜を表面に有するゲルの作製……阪大院工 ○竹本

友紀恵、阪大院工･阪大臨床医工研セ 網代 広治、阪

大院工 麻生 隆彬、阪大院工･阪大臨床医工研セ 明

石 満 

3Pb108 

 1704

ブロック共重合体のラメラ構造を基盤とした異方的

アクチュエータの作製……阪大院工 ○麻生 隆彬、阪大

院工･阪大未来医療セ 荏原 充宏、阪大院工 ピヤパ

コーン パッサモン、村田製作所 大寺 昭三･河野 芳

明、阪大未来医療セ 澤 芳樹、阪大院工 明石 満 

3Pa109 

 1705

環動ホストゲルにおけるゲスト分子の認識および環

動ホストポリロタキサンを用いた超分子ゲルの構築

……阪大院理 豊田 悠司･○奥村 泰志･高島 義徳･山口

浩靖･原田 明 

3Pb110 

 1706

スルホン酸モノマーとアクリル酸の共重合からなる

耐塩性・高吸水性樹脂の合成……山口大院理工 ○原田

祥太郎･山吹 一大･鬼村 謙二郎･大石 勉 

3Pa111 

 1707

プルランを用いたポリアクリル酸高吸水性樹脂の合

成……山口大院理工 ○西城 浩昭･山吹 一大･鬼村 謙

二郎･大石 勉 

3Pb112 

 1708

ケイ素ビニレン構造を有するσ-π共役ネットワー

クゲルの合成と特性解析……芝浦工大工 ○梛野 ひと

み･永 直文、北大院理 古川 英光 

3Pa113 

 1709

π共役系高分子／有機‐無機ハイブリッド semi‐

IPN ゲルの合成と光学的特性解析……芝浦工大院工 ○

宮永 朋治･永 直文、北大院理 古川 英光 

3Pb114 

 1710

DNA-色素複合体を包括した刺激応答性マイクロゲル

の作製と pH センサへの応用……新潟大院自然 ○西山

聖、新潟大院自然･新潟大超域研 山内 健･坪川 紀

夫、千歳科技大 鏡 好晴 

3Pa115 

 1711

イオン液体ゲルを用いたフレキシブル水素センサの

開発……新潟大院自然 ○斎藤 美紀、新潟県工技研 明

歩谷 英樹、新潟大工 須田 剛、新潟大院自然･新潟

大超域研 山内 健･坪川 紀夫、新潟大工 原田 修治

3Pb116 

 1712

マイクロロッド配列構造を有するソフトマテリアル

の作製とその特性評価……新潟大院自然 ○高橋 諭史･

小原 佐智子、新潟大院自然･新潟大超域研 山内 健･

坪川 紀夫、京大･京大エネ理工研 深見 一弘･作花

哲夫･尾形 幸生 



環境と高分子 
（1.環境調和高分子材料） 

3Pa119 [中止] 

3Pb120 

 2070 

各種マイクロプローブを用いたポリ乳酸ラミネート

の界面構造および物性評価……神戸大院工 小寺 賢･○

辻 孝介･西野 孝、ひょうご科技協 漆原 良昌、豊橋

技科大工 辻 秀人、東セロ 若木 裕之･成田 淳一 

3Pa121 

 2071 

バクテリアセルロースナノ空間で重合したポリ-L-

乳酸複合材料の特性……神戸大院工 西野 孝･小寺

賢･○神野 勝也･永谷 早祐美 

3Pb122 

 2072 

ポリ(L-乳酸)のα'晶残存結晶領域の加水分解挙動

……豊橋技科大工 ○林 恭平･辻 秀人 

3Pa123 

 2073 

分岐構造がポリ(DL-ラクチド)の加水分解に与える

影響……豊橋技科大工 ○林 俊希･辻 秀人 

3Pb124 

 2074 

耐熱性ポリ乳酸の湿熱劣化の究明……神奈川大院 ○宮

澤 一成･大石 不二夫、帝人 豊原 清綱･菅沼 こと

3Pa125 

 2075 

生体適合性中空マイクロカプセルの創製……立教大理
○今西 勇太･大山 秀子、立教大理･産総研 竹村 文男

3Pb126 

 2076 

ポリ(L-乳酸)/ポリ(アスパラギン酸-co-L-乳酸)ブ

レンドの一軸延伸による構造への影響……立教大理 ○

平井 紗希子･三上 雅人･田中 孝和･大山 秀子、三井

化学 門坂 綾子 

3Pa127 

 2077 

ポリ乳酸中空糸膜の作製と膜表面親水化に向けた検

討……神戸大院工 ○守谷 彰人･大向 吉景･丸山 達生･

曽谷 知弘･松山 秀人 

3Pb128 

 2078 

3 元ステレオブロック型ポリ乳酸の合成と特性……京
工繊大 ○増谷 一成･木村 良晴 

3Pa129 

 2079 

ポリラクチド／ポリカーボネートブロック共重合体

の熱的・機械的特性……東洋紡 ○小林 幸治、京工繊大

院工芸 林 悠一郎･木村 良晴 

3Pb130 

 2080 

グラフト共重合体型生分解性相溶化剤における側鎖

間距離の精密制御……滋賀県大工 奥西 徹･○谷本 智

史、大阪ガス 小堀 香奈･山田 昌宏 

3Pa131 

 2081 

植物油脂をコアとした星型ポリ乳酸の開発とバイオ

マスプラスチック用可塑剤としての応用……阪大院工
○羽座 良美･寺内 隆二･辻本 敬･宇山 浩 

3Pb132 

 2082 

エポキシ化天然ゴムで強化した天然ゴム/ポリ(L-乳

酸)複合材料によるポリ(L-乳酸)の耐熱・耐衝撃性の

改善……近畿大工・近畿大院システム工 ○相良 宗作･

原田 大、西川ゴム 矢野 徹･阪口 敬子、近畿大工・

近畿大院システム工･近畿大工 白石 浩平･杉山 一

男 

3Pa133 

 2083 

反応押出装置によるポリ乳酸ナノクレイコンポジッ

トの製造と計測評価……産総研中部 ○西田 雅一、愛産

研三河 田中 利幸、愛知県産技研 山口 知宏 

3Pb134 

 2084 

生分解性ナノポーラスファイバーの作製と物性評価

……東大院農 ○加藤 優佳･浅野 真文･竹村 彰夫･岩田

忠久 

3Pa135 

 2085 

ポリヒドロキシアルカノエートの微結晶核延伸法に

よる繊維化と構造解析……東大院農･理研播磨研

/SPring-8 ○岩田 忠久、東大院農 呉 玉松、Telles 

LLC Schwier Christopher･Hansgate James、信州大

繊維 田中 稔久、JASRI/Spring-8 上杉 健太朗･竹内

晃久･鈴木 芳夫、理研播磨研/SPring-8 伊藤 和輝

3Pb136 

 2086 

ポリヒドロキシアルカノエートの一軸冷延伸フィル

ムの構造と物性……東大院農 ○張 佳奇、Telles LLC 

Schwier Christopher･Hansgate James、東大院農 岩

田 忠久 

3Pa137 

 2087 

ポリ乳酸フィルムのプラズマ処理による表面改性……
東大院農 ○開 衛華･岩本 伸一朗、東大院工 赤松 憲

樹･中尾 真一、東大院農 磯貝 明･岩田 忠久 

3Pb138 

 2088 

2,5-フランジカルボン酸とアルカンジオールからの

ポリエステルの合成……産総研 ○田口 洋一･大石 晃

広･飯田 洋 

3Pa139 

 2089 

ブチレンサクシネート/ラクチドユニットを有する

ランダムマルチブロックコポリマーの合成および機

械的特性の評価……産総研 ○飯田 洋･大石 晃広･田口

洋一 

3Pb140 

 2090

不飽和ジカルボン酸からの生分解性ネットワ－クポ

リエステルの合成と性質……京府大院生命環境 永田

実、京工繊大院工芸 ○車 良昭･坂井 亙･堤 直人 

3Pa141 

 2091

ひまし油変性ポリカプロラクトンとヒドロキシステ

アリン酸からなる超分子ナノファイバー補強プラス

チックの作製と物性……千葉工大工 ○金子 勝幸･寺本

直純･柴田 充弘 

3Pb142 

 2092

Crystallization Behavior and Mechanical 

Properties of Poly(epsi-caprolactone)

/Cyclodextrin Composites…… 東 工 大 院  ○ DONG 

TUNGALAG･森 貴史･PAN PENGJU･井上 義夫 

3Pa143 

 2093

Temperature-Dependent Polymorphic Crystalline 

Structure and Melting Behavior of Poly(butylene 

adipate) Investigated by FTIR……東工大 ○楊 進軍･

LI ZHENGUO･PAN PENGJU･ZHU BO･DONG TUNGALAG･井上

義夫 

3Pb144 

 2094

Mechanical and Thermal Properties of 

Poly(butylene succinate)/Plant Fiber……東工大 ○

梁 志超･潘 鵬挙･井上 義夫 

3Pa145 

 2095

二糖類の酵素加水分解糖を炭素源としたW. eutropha

によるポリ（３-ヒドロキシブチレート）の生合成……
龍谷大理工 ○高岡 奈奈美･中沖 隆彦･石井 大輔 

3Pb146 

 2096

P. putidaのグリセリンおよび脂肪酸の代謝によるポ

リヒドロキシアルカノエートの生合成……龍谷大理工

中沖 隆彦･○三浦 孝博･石井 大輔 

3Pa147 

 2097

PHB 分解酵素変異体による PHB 酵素分解……理研前田

バイオ ○平石 知裕、理研前田バイオ･東大院新領域

小宮 直也･前田 瑞夫 

3Pb148 

 2098

グルコース添加によるβ酸化抑制効果を利用した中

鎖 PHA の組成制御……東工大院総理工 ○佐藤 俊･濱田

善博、東工大院総理工･理研 阿部 英喜、東工大院総

理工 柘植 丈治 

3Pa149 

 2099

新規バイオベースエラストマーの酵素触媒重合によ

る合成……慶應大理工 ○安田 真弓、三井化学 江端 洋

樹、慶應大理工 戸嶋 一敦･松村 秀一 

3Pb150 

 2100

酵素触媒を用いた環状チオエステルオリゴマーの合

成とその重合挙動……慶應大理工 ○下川 敬輔･加藤

誠･戸嶋 一敦･松村 秀一 

3Pa151 

 2101

乳酸重合酵素によるP(LA-co-3HB)の化学酵素合成……
北大院工 ○田島 健次･佐藤 康治･佐藤 敏文･伊藤

瑠美･Han Xuerong･田口 精一･覚知 豊次･棟方 正信

3Pb152 

 2102

ポリマー分解酵素を用いたポリマーフィルムの微細

加工……阪市工研 ○酒井 清文･山中 勇人･駒 大輔･森

芳 邦彦･大本 貴士 

（3.リサイクル） 

3Pb154 

 2103

マイクロウェーブ照射によるポリ-L-乳酸の加溶媒

分解……京工繊大 ○中土 雄太･平尾 浩一･小原 仁実

3Pa155 

 2104

ポリ乳酸組成物のケミカルリサイクル －ポジティ

ブ／ネガティブリストの作成に向けて_II_……九工大

ETC･九工大院生命体 ○附木 貴行、九工大 ETC 安田

信彦･橋本 憲明、九工大 ETC･九工大院生命体 白井

義人･西田 治男 

3Pb156 

 2105

ポリ乳酸組成物のケミカルリサイクルにおける水酸

化アルミニウムの効果……九工大ETC･九工大院生命体
○附木 貴行、九工大 ETC 安田 信彦、九工大院生命体

柳田 大輝、九工大 ETC 橋本 憲明、九工大 ETC･九工

大院生命体 白井 義人･西田 治男 

3Pa157 

 2106

紫外線照射によるポリ乳酸の分解挙動の解析……九工

大 ETC ○安田 信彦･附木 貴行、九工大院生命体 白井

義人、九工大 ETC 西田 治男 

3Pb158 

 2107

ポリ乳酸のケミカルリサイクル性評価のためのＭ

-H-S パラメータの確認……九工大院生命体 ○王 岩、

九工大ETC 西田 治男、九工大院生命体･九工大ETC 白

井 義人 

3Pa159 

 2108

ポリ乳酸廃材を利用した複合材料の調製と評価……宇
都宮大院工 ○加藤 佳史、星プラスチック 星 忠一、

宇都宮大院工 刈込 道徳･木村 隆夫 



Presentation Time 

ｃ＝13:00～13:40 

ｄ＝13:40～14:20 
高分子化学 

（1.ラジカル重合） 

3Pc001 

 540 

1-ブチル-1-メチルピロリジニウムトリス(ペンタフ

ルオロエチル)トリフルオロフォスフェートを開始

剤とするビニルモノマーの重合……東北生活文化短大
○菅野 修一 

3Pd002 

 541 

AIBNを開始剤とするメタクリル酸ビニルの重合……東
北生活文化短大 ○菅野 修一 

3Pc003 

 542 

ジアルキルボランを開始剤とするメチルビニルケト

ンのラジカル重合における動力学的検討……東北生活

文化短大 ○菅野 修一 

3Pd004 

 543 

特殊なラジカル重合開始剤としてのボラン-アンモ

ニア錯体の特性……東北生活文化短大 ○菅野 修一 

3Pc005 

 544 

メンチルアクリレートの成長ラジカルの立体化学……
徳島大院 ○安東 健太･田中 均 

3Pd006 

 545 

高粘度溶媒中でのcd置換アクリレートのラジカル重

合の立体化学……徳島大院 ○山本 裕輔･田中 均 

3Pc007 

 546 

有機テルル、アンチモン、ビスマス化合物を用いた

リビングラジカル重合によるω-ビニル末端変換ポ

リメタクリル酸類の制御合成……京大化研 ○茅原 栄

一･山田 裕人･奥村 佑介･山子 茂 

3Pd008 

 547 

シリカ表面に固定化された有機テルル重合開始剤の

合成とそれを用いた表面開始重合……京大化研 ○小西

翔太･茅原 栄一･山子 茂･野村 晃敬･後藤 淳･辻井

敬亘 

3Pc009 

 548 

アジドメチルスチレンのラジカル重合制御……名工大

院工 ○中山 貴博･高須 昭則 

3Pd010 

 549 

棒状ポリイソシアナートを鋳型としたメタクリレー

ト基のラジカル重合挙動……山形大院理工 ○馬場 ひ

とみ･レティンゴ レェン･鳴海 敦･川口 正剛 

3Pc011 

 550 

ポリ（2，6-ジビニルナフタレン）架橋微粒子の合成

……山形大院理工 花輪 大紀･○川口 正剛･鳴海 敦 

3Pd012 

 551 

連鎖配列制御に向けた高選択的ラジカル付加反応と

鋳型開始剤の開発……京大院工 ○伊田 翔平･寺島 崇

矢･大内 誠･澤本 光男 

3Pc013 

 552 

タンデムリビングラジカル重合－in-situ モノマー

変換によるグラジエントポリマーの合成……京大院工
○中谷 和裕･寺島 崇矢･澤本 光男 

3Pd014 

 553 

リビングラジカル重合による核機能化星型ポリマー

－ミクロゲル核の設計による分子認識と触媒機能……
京大院工 ○小島 宏紀･寺島 崇矢･澤本 光男 

3Pc015 

 554 

超高活性 RuCp*触媒－触媒量低減可能な高汎用性リ

ビングラジカル重合系の構築……京大院工 ○富田 裕

介･寺島 崇矢･大内 誠･澤本 光男 

3Pd016 

 555 

金属錯体担持ミクロゲル星型ポリマー触媒を用いた

リビングラジカル重合:－高活性・高機能ミクロゲル

反応場の構築……京大院工 ○野村 晃久･寺島 崇矢･澤

本 光男 

3Pc017 

 556 

アルコール/水溶媒を用いた遷移金属錯体によるリ

ビングラジカル重合－機能性モノマーの精密重合及

びリサイクル可能な触媒系の開発……京大院工 ○余田

宏章･寺島 崇矢･大内 誠･澤本 光男 

3Pd018 

 557 

リビングラジカル重合による自己組織化架橋剤を用

いた刺激応答性星型ポリマーの合成……京大院工 ○深

江 薫･山本 哲朗･寺島 崇矢･澤本 光男 

3Pc019 

 558 

ハロゲンドナーと金属触媒の組み合わせによるリビ

ングラジカル重合……京大院工 ○徳岡 伸介･寺島 崇

矢･大内 誠･澤本 光男 

3Pd020 

 559 

リビングラジカル重合における非対称キレート配位

子型高活性触媒の開発……京大院工 ○福﨑 雄介･富田

裕介･寺島 崇矢･大内 誠･澤本 光男 

3Pc021 

 560 

金属触媒を用いたラジカル重付加による新規ハイパ

ーブランチポリマーの合成……名大院工 ○伊藤 大祐･

上垣外 正己･佐藤 浩太郎 

3Pd022 

 561

金属触媒によるラジカル重付加とリビングカチオン

重合に基づくマルチブロック共重合体の合成……名大

院工 ○浜田 剛志･佐藤 浩太郎･上垣外 正己 

3Pc023 

 562

嵩高いメタクリル酸エステルのリビングラジカル重

合による立体特異性ポリマーの合成……名大院工 ○石

竹 賢次･佐藤 浩太郎･上垣外 正己、名大エコトピア

岡本 佳男 

3Pd024 

 563

親水基と疎水基を有するイタコン酸エステルの重合

反応性……三重大院工 ○大西 正人･後藤 純平･田口

奈穂子･宇野 貴浩･久保 雅敬･伊藤 敬人 

3Pc025 

 564

アクリル酸オクタデシルのラジカル重合中に起こる

多段階のラジカル移動反応の ESR による研究……奈良

教育大 ○荒田 聡恵･梶原 篤 

3Pd026 

 565

ポリエチレングリコール溶媒中でのラジカル重合－

重合加速効果の速度論的考察……名工大院工 ○松岡

真一･菊野 高司･岩崎 洋平･高木 幸治･鈴木 将人 

3Pc027 

 566

アミノ酸を側鎖にもつスチレン誘導体の立体選択的

ラジカル重合……福岡大理 ○松原 公紀･栗丸 敦美･古

賀 裕二 

3Pd028 

 567

リジンジソシアネートより誘導されたポリウレタン

開始剤の合成と反応……九大院工 ○入江 惇史･長野

槙佑･天本 義史、九大先導研 白波瀬 朋子、九大院

工･九大先導研 大塚 英幸･高原 淳 

3Pc029 

 568

熱応答性と希金属捕集性を持つグラフトコポリマー

の合成……山形大工 ○津田 和幸･落合 文吾 

3Pd030 

 569

ラジカル開始剤を用いたポリ[p-(3, 4-ジメチル)マ

レイミドスチレン]の合成とメルカプト基との反応

……埼玉工大工 ○田中 雅也･前田 良彦･萩原 時男 

3Pc031 

 570

シロキサン含有新規アクリルゴムの合成と物性評価

……甲南大理工 ○竹村 優一･佐々木 宗夫･池田 能幸、

中西金属 小島 康彦･松本 恭一 

（5.重付加・付加縮合） 

3Pc033 

 571

コウジ酸構造の金属配位能を利用した有機-無機ハ

イブリッドポリウレタンの合成……山形大 ○千葉 善

幹･落合 文吾 

3Pd034 

 572

動的共有結合化学を基盤としたビスフェノール類と

アルデヒド類の縮合反応……神奈川大 工藤 宏人･○石

原 秀篤･西久保 忠臣 

3Pc035 

 573

ひまし油由来原料を用いた化学修飾による分解・リ

サイクル可能なポリウレタンの合成……福井大院工 ○

蓑輪 岳郎･漆﨑 美智遠･阪口 壽一･橋本 保 

3Pd036 

 574

四級アンモニウム塩構造を有するエポキシネットワ

ークポリマーの合成とイオン伝導性……近畿大分子研
○松本 幸三･遠藤 剛 

3Pc037 

 575

ヨウ化サマリウム(SmI2)を用いた芳香族ジイソシア

ナートの還元的カップリング重合によるポリオキサ

ミド誘導体の合成と性質……近畿大分子研 ○森野 一

英･遠藤 剛 

3Pd038 

 576

多官能二級チオールを用いるエポキシ塗料の特性……
昭和電工 ○山上 功･竹中 寛輝･石井 伸晃･室伏克己

3Pc039 

 577

In situ アジド化を経由する安全な“クリックポリ

エテル”の合成と化学修飾……名工大院工 ○長尾 優･

高須 昭則 

3Pd040 

 578

水/有機溶媒二相系でのジアミン、二硫化炭素、及び

ジアクリレートの三成分重付加反応……群馬大院工 ○

永井 大介･今関 勤、高知高専 森長 久豊 

3Pc041 

 579

高密度に芳香環を導入したフェノール樹脂の合成……
金沢大院自然 ○伊井 明日香･生越 友樹･山岸 忠明･

中本 義章 

3Pd042 

 580

環状フェノール化合物のポリマー化……金沢大院自然
○平尾 未希･生越 友樹･山岸 忠明･中本 義章 

3Pc043 

 581

様々なアルキルアルダジンと芳香族ジイソシアナー

トの クリスクロス付加重合……阪大院理 ○今井 瑠里

子･橋爪 章仁･佐藤 尚弘 

3Pd044 

 582

Pd 触媒を用いたヒドロシリル化重合によるネットワ

ーク型有機ケイ素ポリマーの合成と物性……産総研 ○

山下 浩･鈴木 美忠･TUMULA Venkateshwar Rao･内丸

祐子 



（10.新しい重合プロセス） 

3Pd046 

 583 

均一系の重合反応……福井工大 ○正本 順三 

3Pc047 

 584 

固－気界面を利用したメチルメタクリラートの気相

重合……近畿大分子研 ○安藤 義人･稗田 基起、九工大

ETC 西田 治男、近畿大分子研 遠藤 剛 

3Pd048 

 585 

超臨界二酸化炭素含浸リビングラジカル重合法の開

発……東北大多元研 ○有田 稔彦･芳村 知可、東北大原

子分子材料研 阿尻 雅文 

高分子構造・高分子物理 
（2a.固体（結晶、非晶、高次組織）） 

3Pc051 

 1151 

ポリ乳酸の分子鎖構造と分子量分布が与える溶液結

晶化への影響……岡山大院自然 ○沖原 巧、岡山大工

盆子原 央･村上 華奈 

3Pd052 

 1152 

ポリ(メタ)アクリレート-水系における水の結晶化

挙動に関する研究……富山大工 ○大矢 厚志、富山大院

理工 源明 誠･北野 博巳 

3Pc053 

 1153 

ナイロン 6－結晶性微粒子の表面修飾：金属とのコン

プレックス形成……山口大理 ○久戸瀬 由衣･山本 隆

3Pd054 

 1154 

ハイパーブランチブロックコポリマーの相構造……北
九市大 ○亀本 康平、JASRI/Spring-8 増永 啓康、北

九市大 秋葉 勇 

3Pc055 

 1155 

Study of Crystallization Behaviors of poly 

(3-hydroxybutyrate)/ Cellulose Acetate Butyrate 

blends……Kwansei Gakuin Univ. ○ Nattaporn 

Suttiwijitpukdee･Harumi Sato･Yukihiro Ozaki 

3Pd056 

 1156 

赤外分光法および広角・小角 X 線同時散乱測定によ

るポリヒドロキシアルカン酸系の結晶構造および熱

挙動に関する研究……関西学院大院理工 ○舟津 良亮･

佐藤 春実、JASRI 増永 啓康･佐々木 園、P&G USA 野

田 勇夫、関西学院大院理工 尾崎 幸洋 

3Pc057 

 1157 

架橋剤により三次元ネットワーク化したシンジオタ

クチックポリスチレンの物性評価……龍谷大理工 ○後

藤 直子･中沖 隆彦 

3Pd058 

 1158 

δe型シンジオタクチックポリスチレンの空孔サイズ

の制御とアルコールの取り込み速度……龍谷大理工

中沖 隆彦･○古川 健一･後藤 直子 

3Pc059 

 1159 

多官能ブロック共重合体を用いたポリマーブレンド

の相構造……北九市大国際環境 ○秋野 雄亮･亀本 康

平、JASRI/Spring-8 増永 啓康、北九市大国際環境 秋

葉 勇 

3Pd060 

 1160 

銅フタロシアニン蒸着膜上における高分子のエピタ

キシャル成長……京工繊大院工芸 ○清水 宏律･原田

大司･橋本 雅人･藤原 進･伊藤 孝 

3Pc061 

 1161 

シンコナアルカロイドボラン錯体結晶における集合

様式の多様性……阪大院工 ○志築 宣江･久木 一朗･藤

内 謙光･宮田 幹二 

3Pd062 

 1162 

微生物産生ポリアミノ酸およびその高分子ブレンド

の固体ＮＭＲ……福井大院工 ○前田 史郎･清水 裕太

3Pc063 

 1163 

両末端基のかさ高さに着目した高分子の絡み合い生

成・解消と核生成・成長の関係……岡山大院環境 白柳

真紀･○山崎 慎一･木村 邦生 

3Pd064 

 1164 

環状ポリエチレンの流動誘起結晶化で見られる

shish-kebab 構造の成長に及ぼす絡み合いの役割……
岡山大院環境 ○斉藤 裕也･山崎 慎一･木村 邦生 

3Pc065 

 1165 

ポリ乳酸の流動誘起結晶化における row nucleation

現象のキネティクス……岡山大院環境 ○太田 晃仁･山

崎 慎一･木村 邦生 

3Pd066 

 1166 

高分子量ブロック共重合体のミクロ相分離構造の配

向性と反射特性……名工大院工 ○嵯峨﨑 千明･山本

勝宏･岡本 茂 

3Pc067 

 1167 

片末端のみにかさ高い置換基を有するポリエチレン

の結び目絡み合いと核生成……岡山大院環境 ○林 大

佑･山崎 慎一･木村 邦生 

3Pd068 

 1168 

アイソタクチックポリプロピレンのメゾ相からの等

速昇温過程での構造形成……京大化研 ○麻川 明俊･西

田 幸次･岡田 一馬･山本 純平･松葉 豪･金谷 利治

3Pc069 

 1169

ポリアルキレンサクシネートにおける多重融解挙動

の高圧 DTA 解析……東工大院理工 ロヒンドラ デイビ

ッド･○久保山 敬一･扇澤 敏明 

（2c.固体（アロイ・ブレンド・コンポジット）） 

3Pd070 

 1170

ストライプ状の変調光で誘起した高分子混合系の相

分離にみられる制限効果……京工繊大院工 智山 大

煥･野間 圭･○谷 亜由美･則末 智久･宮田 貴章 

3Pc071 

 1171

ラジカル共重合により誘起されるナノ相分離構造形

成過程……名工大院工 ○深谷 周平･山本 勝宏、メニコ

ン 伊藤 恵利 

3Pd072 

 1172

ABC星型共重合体により形成される3次元ネットワー

クナノ相分離構造……名大院工 ○薗田 直彬、名大院

工･JST さきがけ 高野 敦志、名大院工 松下 裕秀、

豊田中研 林田 研一 

3Pc073 

 1173

IR イメージング法による一軸延伸繊維強化複合材料

の配向分布……東工大院理工 ○引間 悠太･森川 淳子･

橋本 壽正 

3Pd074 

 1174

ポリイミドによるカーボンナノチューブ可溶化……九
大院工 ○平兮 康彦･田中 泰彦･藤ヶ谷 剛彦、九大院

工･JST-CREST 中嶋 直敏 

3Pc075 

 1175

PS / PMMA ブレンドの共連続構造を利用したナノカー

ボン・ファイバーの分散制御とコンポジットの粘弾

性・導電性・電磁波吸収特性……京工繊大院工 ○向井

夏彦･堂本 高士･西川 幸宏･高橋 雅興 

3Pd076 

 1176

シリカ-エポキシ複合材料の熱物性とミクロ構造に

関する研究……京工繊大院工 ○福澤 真史･則末 智久･

宮田 貴章 

3Pc077 

 1177

IR/BR ブレンドミクロ相分離構造の架橋による影響

……首都大院都市環境 ○山田 航･井上 芳久･白石 貴

志･吉田 博久 

3Pd078 

 1178

PS/PP 系アロイにおけるスチレン系ブロック共重合

体(SBC)の改質効果……旭化成ケミカルズ ○清水 大

助･荒木 祥文･藤原 正裕･加藤 清雄 

3Pc079 [中止] 

3Pd080 

 1179

PBT/PBT エラストマー添加ブレンド材料の物性評価

研究……滋賀県大 ○西阪 健一･徳満 勝久 

3Pc081 

 1180

カーボンブラック充填 SBR の構造、粘弾性、伸長挙

動及び導電性……京工繊大院工 ○栗原 卓也･永田 真

悟･西川 幸宏･高橋 雅興 

3Pd082 

 1181

ABC トリブロック共重合体ブレンドにより形成され

る新規階層的ナノ相分離構造……名大院工 ○平田 浩

一郎･高野 敦志･松下 裕秀 

3Pc083 

 1182

無機ナノ粒子／アクリルポリマーハイブリッドの作

製……住友大阪セメント･京大院工 ○大塚 剛史、京大

院工 中條 善樹 

3Pd084 

 1183

ポリ乳酸／ポリアミド系材料の構造と力学的特性に

関する研究……滋賀県大院 ○井上 貴博･徳満 勝久、滋

賀東北部工技セ 神澤 岳史 

3Pc085 

 1184

高せん断成形加工による透明樹脂ブレンド

(PC/PMMA)の創製……産総研ナノテク ○清水博･李勇進

3Pd086 

 1185

二酸化炭素由来脂肪族ポリカーボネートの高性能化

……産総研ナノテク ○清水 博･李 勇進 

3Pc087 

 1186

高せん断成形加工によるSEBS/MWCNTナノコンポジッ

トとその物性……産総研ナノテク ○李 勇進･清水 博

3Pd088 

 1187

ポリシランを用いたポリオレフィン系材料の融着特

性……滋賀県大院工 ○今里 ふくみ･徳満 勝久、大阪ガ

スケミカル 村瀬 裕明･藤木 剛･小堀 香奈 

3Pc089 

 1188

側鎖配向性ポリマーによる多孔質ハイブリッドモノ

リスの作製……熊本大院自然 ○熊本 光児･堺 勇樹･澤

田 剛･高藤 誠･伊原 博隆 

高分子機能 
（8.ゲル） 

3Pc093 

 1713

L-イソロイシン誘導体を有する高分子ゲル化剤のゲ

ル化特性に及ぼす高分子セグメントの効果……信州大

院工 ○岸 幸代、信州大院総工 鈴木 正浩･英 謙二

 

 



3Pd094 

 1714 

酸-塩基相互作用を利用した2成分系低分子有機ゲル

化剤の開発……信州大院工 齊藤 宏明、信州大院総工
○鈴木 正浩･英 謙二 

3Pc095 

 1715 

L-グルタミン酸誘導体のシロキサン型ゲル化剤の開

発とゲル化能の評価……信州大院工 ○田宮 千裕、信州

大院総工 鈴木 正浩、信州大繊維 白井 汪芳、信州

大院総工 英 謙二 

3Pd096 

 1716 

L-リシン誘導体による 2 成分系低分子両親媒性ゲル

化剤の開発……信州大院工 ○野坂 悠一、信州大院総工

鈴木 正浩･英 謙二 

3Pc097 

 1717 

環状ジペプチド型ゲル化剤の開発とゲル化安定部位

……信州大院総工 ○星沢 裕子･鈴木 正浩･英 謙二 

3Pd098 

 1718 

ダミーテンプレートを用いたモレキュラーインプリ

ントポリマーによるサイトカラシンＥの認識……神戸

大院工 ○木野本 雅也、日鉄環境エンジニアリング

李 雨商、神戸大院工 杉谷 良太･大谷 亨･竹内 俊文

3Pc099 

 1719 

マイクロ流路を用いたサイトカラシン E インプリン

トポリマーの合成……神戸大院工 ○高野 恵里･岡村

賢･大谷 亨、日鉄環境エンジニアリング 李 雨商、

神戸大院工 竹内 俊文 

3Pd100 

 1720 

ビスフェノール A インプリントナノ粒子を用いた表

面プラズモン共鳴センシング……神戸大院工 田口 由

紀･○竹内 俊文 

3Pc101 

 1721 

シッフ塩基を利用したビスフェノール A インプリン

トポリマーの調製……神戸大院工 ○大久保 幸朗･大谷

亨･竹内 俊文 

3Pd102 

 1722 

デンドリマーゲルの創製とその機能制御……早大科健

機構 ○原 雄介、早大理工 前田 真吾･橋本 周司 

3Pc103 

 1723 

ビニルリン酸-メチレンビスアクリルアミドスフェ

アゲルの作製とその特性……長岡技科大工 ○大城 優･

楠木 貴行･于 海峰･小林 高臣 

3Pd104 

 1724 

生細胞の温度測定を可能にする蛍光性温度センサー

の開発……東大 郷田 千恵･岡部 弘基･船津 高志、京

大 原田 慶恵、東大 ○内山 聖一 

3Pc105 

 1725 

水－DMF 混合溶媒を用いた感温性多孔質ゲルの作製

……農工大 ○徳山 英昭、名大院工 石原 範昭 

3Pd106 

 1726 

N-n-プロピルアクリルアミドを一成分とするアクリ

ルアミド系グラフト共重合体類の感熱応答挙動と蛍

光プローブ法による微環境評価……奈良女大理 ○角田

早･岩井 薫 

3Pc107 

 1727 

N‐n‐プロピルアクリルアミド―N‐イソプロピル

アクリルアミドブロック共重合体の感熱応答挙動と

蛍光プローブ法による微環境評価……奈良女大理 ○西

本 美由紀･岩井 薫 

3Pd108 

 1728 

ポリメタクリル酸グラフト化 PE 及び延伸 PTFE ヒド

ロゲルの電気刺激応答性と力学的強度……日大生産工
○柏熊 絵里子･服部 未来･藤井 孝宜･山田 和典･平

田 光男 

3Pc109 

 1729 

ピリドキサール-5-リン酸およびシステイン導入に

よるアクリルアミドゲルのパパイン認識能評価……日
大生産工 ○小田部 伸大･高橋 大輔･和泉 剛 

3Pd110 

 1730 

ゲルのハイスループットスクリーニング法の構築……
北大院理 大井 彰･古橋 由梨･○黒川 孝幸･古川 英

光･龔 剣萍、北大院環境 山田 幸司 

3Pc111 

 1731 

ゾル-ゲル転移点近傍のゲルが示す自己治癒特性……
北陸先端大院マテリアル ○前田 梨花･岡本 健三･山

口 政之 

3Pd112 

 1732 

架橋構造の操作によるポリウレタンのエネルギー吸

収性能の制御……北陸先端大院マテリアル ○高島 悠･

岡本 健三･山口 政之 

3Pc113 

 1733 

加水分解性ポリロタキサンからなるヒドロゲルの合

成と力学特性及び分解挙動 …… 北陸先端大院･

JST-CREST ○辛 昊俊･上遠野 亮･由井 伸彦 

3Pd114 

 1734 

分子認識能を有するインテリジェントハイドロゲル

によるレアメタルの選択的吸着……名工大院工 ○安井

薫･八塚 潤･山下 啓司 

3Pc115 

 1735 

温感性ゲル微粒子からなるコロイドアモルファスの

調製と角度依存性のない構造発色能の評価……名大院

工 ○大久保 洵志･竹岡 敬和･関 隆広、豊田中研 石

井 昌彦･中村 浩 

3Pd116 

 1736

自己組織化を利用した角度依存性のない構造発色性

ゲルの調製とその物性解析……名大院工 ○熊野 尚美･

竹岡 敬和･関 隆広、豊田中研 石井 昌彦･中村 浩

環境と高分子 
（1.環境調和高分子材料） 

3Pc119 

 2109

触媒活性を有したキトサンとヘテロポリ酸からなる

複合体の創製……岡山理大理 ○前田 明子･山田 真路

3Pd120 

 2110

セルロースアルキルエステル-graft-ポリ(ε-カプ

ロラクトン)の酵素加水分解挙動－共重合組成およ

び幹鎖/枝鎖の相溶・非相溶効果……京大院農 ○久住

亮介･寺本 好邦･西尾 嘉之 

3Pc121 

 2111

セルロースアセテート-graft-ポリ(L-ラクチド)の

等温結晶化過程における高次構造形成－X 線回折お

よび誘電分散測定……京大院農 ○佐藤 恵･久住 亮介･

寺本 好邦･西尾 嘉之 

3Pd122 

 2112

酸化・還元系におけるリグニンの機能制御……三重大

院生物資源･JST-SORST ○堀井 慎平･舩岡 正光 

3Pc123 

 2113

樹木の環境応答特性－～あて材リグニンの高次構造

とその機能～……三重大院生物資源･JST-SORST 室田

将哉･○舩岡 正光 

3Pd124 

 2114

天然系フェノール-リグニンハイブリッドの誘導と

その機能……三重大院生物資源･JST-SORST 往蔵 麻衣

子･○舩岡 正光 

3Pc125 

 2115

リグノフェノールのルイス酸処理による芳香族原料

化……三重大院生物資源･JST-SORST ○三亀 啓吾･舩岡

正光 

3Pd126 

 2116

低分子量リグノフェノール誘導体の分画とその特性

……三重大院生物資源･JST-SORST ○鄭 珉昊･舩岡 正

光 

3Pc127 

 2117

工業原料としての草本系リグノセルロース資源のポ

テンシャル……三重大院生物資源 任 浩･○舩岡 正光

3Pd128 

 2118

グリセロール系エポキシ樹脂とタンニン酸を用いた

再生木材の作製と物性……千葉工大工 ○高田 善郎･中

井 皓一･寺本 直純･柴田 充弘 

3Pc129 

 2119

植物由来有機超分子ナノファイバーで補強した光硬

化アクリレート樹脂の作製と物性……千葉工大工 ○安

藤 慎吾･寺本 直純･柴田 充弘 

3Pd130 

 2120

フラン末端ブチレンサクシネートオリゴマーとマレ

イ ミ ド 基 含 有 ポ リ シ ル セ ス キ オ キ サ ン の

Diels-Alder 反応による有機‐無機ハイブリッド材

料の合成と物性……千葉工大工 ○荻原 めぐみ･秋葉

貴之･寺本 直純･柴田 充弘 

3Pc131 

 2121

植物油脂を利用したアモルファス複合材料の開発……
阪大院工 ○太田 恵美･辻本 敬･宇山 浩 

3Pd132 

 2122

ケナフ繊維複合材料の力学特性……岐阜大工 ○清水

雄二･横井 輝之･武野 明義･三輪 實 

3Pc133 

 2123

中空構造を有する P(3HB-co-3HV)繊維を用いた複合

材料の開発……信州大繊維 ○田中 稔久･池田 秀麿･芳

田 淳平、東大院農生命 岩田 忠久 

3Pd134 

 2124

パーライトと二酸化チタンを複合化した材料の特性

……信州大院総工 ○笹谷 俊明、SIS 伊藤 一郎、信州

大繊維 藤井 敏弘 

3Pc135 

 2125

スルホン酸ナトリウムをもつ水系ポリウレタンの性

質におよぼす有機溶媒と架橋剤の影響……長崎大生産
○小野 修、長崎大環境 平岡 教子、長崎玉成短大 横

山 哲夫 

3Pd136 

 2126

ポリエチレンオキシドマイクロカプセルを用いた時

限分解性ポリプロピレンの開発……北見工大院 ○宮崎

健輔、北見工大 中谷 久之 

3Pc137 

 2127

環境緩衝システム構築を目指したより高機能な PVA

－Siハイブリッドハイドロゲルの合成……名工大院工
○目黒 未希･水谷 朋幸･山下 啓司 

3Pd138 

 2128

超巨大ポリアニオン・サクランを用いた高効率希土

類吸着……北陸先端大院材料 ○浅川 隆也･岡島 麻衣

子･金子 達雄 



3Pc139 

 2129 

スギ由来リグニン硬化エポキシ樹脂の研究……横国大
○中川 佳織･大山 俊幸･高橋 昭雄、徳島大 中村 嘉

利 

3Pd140 

 2130 

フェルラ酸の脱炭酸反応により得られるスチレンモ

ノマーのラジカル重合反応……和歌山県工技セ 細田

朝夫･○森 一･三宅 靖仁･多中 良栄･大崎 秀介･小畑

俊嗣、わかやま産業振興財団 谷口 久次 

3Pc141 

 2131 

1,3-及び 2,3-糖ジオールとジイソシアナートとの重

付加によるポリウレタンの合成とその加水分解性……
工学院大工 橋本 和彦･有賀 英貴･○塚田 優介･大川

春樹 

3Pd142 

 2132 

ペクチン酸とコリンからなるバイオベース高分子固

体電解質の合成とその特性……名大院生命農 ○松見

紀佳･中村 祐介･青井 啓悟 

3Pc143 

 2133 

種々のクルクミン由来ポリエステルの熱物性及び生

分解性の検討……名大院生命農 ○松見 紀佳･中村 菜

美子･青井 啓悟 

3Pd144 

 2134 

生分解性高分子としての家蚕絹フィブロインの生物

学的評価……農工大工･農工大科博 ○小柳 亮･真茅 久

美子･朝倉 哲郎 

3Pc145 

 2135 

廃グリセリンからの D-グリセリン酸の微生物生産及

びこれを用いる新規バイオベースポリマーの開発……
産総研環境化学 ○福岡 徳馬･羽部 浩･北本 大･榊

啓二 

3Pd146 

 2136 

3-ヒドロキシブタン酸をベースとする新規周期共重

合体の合成とその性質……理研･東工大総理工 ○阿部

英喜、東工大総理工 永井 彩香 

3Pc147 

 2137 

ナイロン 4 の末端基変換とその性質……工学院大工 ○

橘 弘一郎･橋本 和彦･丹生 徳行･大川 春樹 

3Pd148 

 2138 

Investigation of Hyperbranching Process of 

Cinnamate Biopolymers……JAIST ○ Siqian Wang ･

Tatsuo Kaneko 

 

3Pc149 

 2139

主鎖にマロン酸アミド骨格を含む生分解性ポリアミ

ドの合成と性質……宇都宮大院工 ○柏原 和徳･刈込

道徳･木村 隆夫 

3Pd150 

 2140

アミノ酸を基盤とした生分解性ポリマーの合成……神
奈川大工 ○工藤 宏人･神尾 絢子･西久保 忠臣、神奈

川県産技セ 村上 小枝子 

3Pc151 

 2141

ポリアミド４の熱安定性……産総研 ○中山 敦好･川崎

典起･山野 尚子･竹田 さほり･大嶋 真紀 

3Pd152 

 2142

ポリアミド４の物性評価……産総研 ○川崎 典起･中山

敦好･大嶋 真紀、阪市工研 泊 清隆、和歌山県工技

セ 前田 拓也 

（2.環境調和高分子プロセス） 

3Pd154 

 2143

マイクロ波照射を利用したポリ(β-アラニン)の加

水分解……静岡県大環境研 芦沢 一史･○岩村 武･坂口

眞人 

3Pc155 

 2144

好熱性細菌 Brevibacillus sp. 93 株の産生するオリ

ゴ乳酸分解酵素……東北大院農 阿部 直樹、関東学院

大工 ○冨田 耕右、東北大院農 中川 甲斐･伊藤 義文

（4.その他） 

3Pc157 

 2145

ポリ乳酸末端へのカフェ酸の修飾による熱安定性の

改善……阪大院工･ベトナム化学高専 ○チャン ハン

ティ、阪大院工 松崎 典弥･明石 満 

3Pd158 

 2146

両親媒性高分子電解質による土壌汚染物質の吸着……
兵庫県大院工 ○土肥 美里･遊佐 真一、福井工大工

森島 洋太郎 

 

 

 

特許出願に伴う研究発表の証明について 

特許申請される方は、事前に出願を依頼する弁理士に申請方法をお問い合わせ下さい。 

 １． 

 
 
 
 
 
 ２． 

 
 
 
 ３． 
 
 
 

特許出願は研究発表の前に行うことが原則ですが、

特許庁の指定を受けた学術団体（高分子学会は昭和

３５年に指定）が主催する学術研究集会で発表され

た研究内容については、日本では例外規定が適用さ

れ、発表６ヵ月以内であれば特許を出願することが

できます。 
この場合、学会長の研究発表の証明が必要な場合が

あります。学会長は、予稿集に掲載された研究発表

がプログラムに記載されたとおりに行われた場合、

その証明書を発行いたします。 
したがって予稿原稿には特許出願を考慮し、ポイン

トとなる研究結果とそのデータを記載しておくこ

とが大切です。学会発表は文書によるものでなけれ

ば、例外規定の適用を受けられません。 

 

 

 ４．

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ５． 

当日発表に利用したプレゼン/展示ポスターによる

図表は、文書に含まれると解釈されています。 

口頭の場合は、証明願いの書類を発表当日までに作

成し、その後ろにプレゼン資料のコピーを付けたも

のを発表当日に持参して下さい。事前に座長と連絡

をとり、当日は座長にプレゼン資料の確認を依頼し

て確認の印を証明願いの書類に受けてください。 

ポスターの場合も同様に、証明願いの書類を発表当

日までに作成し、その後ろに掲示資料のコピーを付

けたものを発表当日に持参して下さい。当日は会場

責任者にお願いして、確認の印を証明願いの書類に

受けてください。事後、確認印を押すことは一切い

たしませんのでご留意ください。 

予稿集の発行日は 5月 12 日(火)です。 
 

 

写真・ビデオの撮影および録音について 

 
 年次大会会場内において、無断で写真・ビデオなどによ

る撮影および録音は、運営の妨げになる場合があるのみ

ならず著作権法に触れることもありますので、原則とし

てご遠慮願います。 

これらの撮影および録音を希望される場合は、予め本会

 および講演者の許可を得ることを原則とします。 

Ａ４判用紙に、①講演番号 ②演者 ③撮影・録音の目

的 ④方法（写真・ビデオ・テープレコーダー） ⑤申

請者氏名、連絡先を明記し、講演者に了解を得てから、

運営委員長に提出し、許可を得てください。 

 




