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Presentation Time 

ｃ＝13:20～14:00 

ｄ＝14:00～14:40 

高分子化学 
1Pc001 

 2213 

金属錯体による共重合反応の制御 [39]－望みの組

成を持つエチレンと MMA のコポリマーを創出する

高活性な遷移金属ー典型金属複核錯体触媒の開発

……東理大工 ○長澤 瑠理香･清水 真郷･五藤 秀俊･

杉本 裕 

1Pd002 

 2214 

金属錯体による共重合反応の制御 [40]－ポリプロ

ピレンカルボナートユニットを有する耐熱性の優

れた二酸化炭素由来ポリカルボナートの合成……東
理大工 ○江刺家 勇･五藤 秀俊･杉本 裕 

1Pc003 

 2215 

金属錯体による共重合反応の制御 [41]－二酸化炭

素と二重結合を持つエポキシドとの交互共重合と

続く付加反応による新規ポリカルボナートの合成

と熱物性……東理大工 ○森 達哉･五藤秀俊･杉本 裕

1Pd004 

 2216 

金属錯体による共重合反応の制御[42]－二酸化炭

素由来星型ポリプロピレンカルボナートの熱物性

に与える分子量及び分岐数の効果……東理大工 ○高

橋 幸仁･五藤 秀俊･杉本 裕 

1Pc005 

 2217 

金属錯体による共重合反応の制御[43]－錯体触媒

とエポキシドのキラリティマッチングによる二酸

化炭素とエポキシドの交互共重合の速度と主生成

物の制御……東理大工 ○櫻井 香里･江刺家 勇･五藤 

秀俊･杉本 裕 

1Pd006 

 2218 

金属錯体による共重合反応の制御 [44]－超臨界二

酸化炭素による二酸化炭素由来ポリカルボナート

と金属錯体触媒の分離……東理大工 鈴木 正宏･高

橋 智輝･大竹 勝人･五藤 秀俊･○杉本 裕 

1Pc007 

 2219 

様々な遷移金属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 

1Pd008 

 2220 

Pd-ヘテロカルベン錯体/ボラート系を用いた芳香

族ジアゾ酢酸エステルの重合挙動におけるモノマ

ーの置換基効果……愛媛大院理工 ○浅野 鉄也、愛媛

大院理工･愛媛大 VBL 伊藤 大道･井原 栄治･井上 

賢三 

1Pc009 

 2221 

遷移金属錯体を用いた第 1-3 級アルキル基を有す

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 

1Pd010 

 2222 

遷移金属-ヘテロカルベン/ボラート系を開始系と

する様々な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 

1Pc011 

 2223 

Rh 錯体触媒によるポリプロパルギルエステル類の

合成と精密構造解析……室蘭工大 ○吉田 嘉晃･馬渡 

康輝･関 千草･松山 春男･田畑 昌祥 

1Pd012 

 2224 

種々のアルキル基を有するポリプロピオール酸エ

ステルの合成と構造解析……室蘭工大 ○元茂 朝日･

吉田嘉晃･馬渡 康輝･関 千草･松山 春男･田畑昌祥

1Pc013 

 2225 

芳香族置換ポリアセチレンの構造に起因する色彩

変化……室蘭工大 ○馬渡 康輝･貞広嘉和･田畑昌祥 

1Pd014 

 2226 

Ir 触媒によるアリル化反応における対カチオンの

効果の検討……名大院生命農 春日井 博之･○野村 

信嘉 

1Pc015 

 2227 

Ir触媒とPd触媒とを組み合わせた高規則性アリル

化重縮合によるポリマー合成……名大院生命農 ○嶋

津 佐智子･野村 信嘉･春日井 博之 

1Pd016 ホモサレン－アルミニウム触媒を用いたラクチド

 2228 とカプロラクトンの制御された理想共重合……名大

院生命農 ○秋田 梓･野村信嘉･石井亮平･水野光記

1Pc017 

 2229 

ポリ(ラセミラクチド)の立体選択性と融点の直線

関係……名大院生命農 ○長谷川 潤･野村 信嘉･石井 

亮平 

1Pd018 

 2230 

ホモサレン-アルミニウム触媒の固定化とラセミラ

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 

1Pc019 

 2231 

側鎖にイミノ基を有する新規位置規則性ポリチオ

フェンの合成とその性質……近畿大分子研 ○李 廣

會･森野 一英･須藤 篤･遠藤 剛 

1Pd020 

 2232 

ポリチオフェン側鎖のイミノ基の加水分解による

ポリ(3-チオフェンカルバルデヒド)の合成……近畿

大分子研 ○李 廣會･森野 一英･須藤 篤･遠藤 剛 

1Pc021 

 2233 

New Quenching Procedure for Preservation of 

Initial Polymer/Catalyst Particle Morphology in 

Ziegler-Natta Olefin Polymerization……北陸先端

大院マテリアル ○Vu Quoc Thang･谷池 俊明･梅森 

昌樹･池谷 光博･平岡 優一･寺野 稔 

1Pd022 

 2234 

パラジウム錯体による 4-アルキルシクロペンテン

の立体規則性重合および液晶性……東工大 ○岡田 

健史･竹内 大介･小坂田 耕太郎 

1Pc023 

 2235 

光学活性 4-アルキル-2-エチニルオキサゾリン誘

導体の合成と重合……山口大院理工 鬼村 謙二郎･ 
○Poompat Rattanatraicharoen、山口大工 新宅 恵

子、山口大院理工 山吹 一大･大石 勉 

1Pd024 

 2236 

配列制御によるポリ O,O'-二置換 1,6-オキシヘキ

サ-2,4-ジイン誘導体の合成……山口大院理工 鬼村 

謙二郎･○松岡 信吾･山吹 一大･大石 勉 

1Pc025 

 2237 

フォトクロミック配位子を有する新規パラジウム

錯体による特異形状立体規則性ポリマーの合成と

側鎖のかみ合いによる自己組織化……東大院工 ○宮

村泰直、東北大多元研 金原数、東大院工 相田卓三

1Pc027 

 2238 

有機ナノチューブの PEG 修飾とその高次構造制御

……産総研ナノチューブ応用研セ･JST-SORST ○増田 

光俊、産総研ナノチューブ応用研セ 和田 百代、産

総研ナノチューブ応用研セ･JST-SORST 亀田 直弘･

南川 博之･清水 敏美 

1Pd028 

 2239 

アゾベンゼンとグリシンを有する両親媒性分子の

自己集合挙動……筑波大院数理物質 ○田中 明日香、

産総研ナノチューブ応用研セ･JST-SORST 亀田 直

弘、産総研ナノテク 秋山 陽久、産総研ナノチュー

ブ応用研セ･JST-SORST 南川 博之･増田 光俊･清水 

敏美 

1Pc029 

 2240 

Synthesis of polystyrene/metal complex via 

noncovalent metal coordination chemistry…… 
Grad. Sch. of Eng., Hokkaido Univ.･Coll. of Mat. 

Sci. & chemical Eng., Harbin Eng. Univ.  
○Chunhong Zhang、Grad. Sch. of Eng., Hokkaido 

Univ. Yougen Chen･Ryosuke Sakai･Toshifumi Satoh･

Toyoji Kakuchi、IIC, Kyoto Univ. Shigenobu Yano、

Friedrich Schiller Universität Jena, Germ. 

Michael Gottschaldt･Ulrich S. Schubert 

1Pd030 

 2241 

アニオンレセプター会合体と対カチオンからなる

積層型超分子ソフトマテリアルの創製……立命館大

院理工  ○ 羽毛田  洋平、立命館大院理工 ･

JST-PRESTO 前田 大光 

1Pc031 

 2242 

ボロンジピロメテン(BODIPY)含有有機無機ハイブ

リッド発光材料の合成－マイクロ波照射による迅

速・均一合成……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 

1Pd032 

 2243 

光応答超分子ヒドロゲルの構築……京大院工 ○吉井 

達之･上野 詩織･松本 真治･池田 将、京大院工･

JST-CREST 浜地 格 

1Pc033 

 2244 

イオン液体を用いたアミロース-ポリ THF 包接錯体

の創製……鹿児島大院理工 ○久徳 剛･下村 直之･金

子 芳郎･門川 淳一 



1Pd034 

 2245 

アミロース包接型ヒドロゲルの創製と酵素的崩壊/

再生挙動……鹿児島大院理工 ○金子 芳郎･藤崎 和

也･門川 淳一、山形大院理工 古川 英光 

1Pc035 

 2246 

カルボン酸アンモニウム塩が形成する擬キューブ

型超分子における supR, supS の決定……阪大院工 
○佐々木 俊之･藤内 謙光･久木 一朗･宮田 幹二 

1Pd036 

 2247 

相補的二重らせん構造の形成を介した人工複製シ

ステムの構築……名大院工 ○山田 英和、JST-ERATO

超構造プロ 伊藤 宏、名大院工･JST-ERATO 超構造

プロ 古荘 義雄･八島 栄次 

1Pc037 

 2248 

配位結合型ナノ構造体 metallosome の設計と構築

……東大院工 ○山本 恵･岸村 顕広、東大院医･東大

ナノバイオ Horacio Amadeo Cabral Lorenzo、東大

院工 長田 健介、東大院工･東大院医･東大ナノバイ

オ･JST-CREST 片岡 一則 

1Pd038 

 2249 

アニオンモジュールからなる超分子集合体の構築

……立命館大院理工･JST-PRESTO 前田 大光、立命館

大院理工 ○成谷 和政 

1Pc039 

 2250 

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 

1Pd040 

 2251 

トリフェニレンを有するスター及びヘッドテール

型両親媒性高分子の合成とその会合挙動……金沢大

院自然 ○生越 友樹･平光 さち･山岸 忠明･中本 

義章 

1Pc041 

 2252 

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 

1Pd042 

 2253 

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 

1Pc043 

 2254 

パラ位連結環状分子"Pillar[5]arene"の運動性と

その立体構造……金沢大院自然 ○北島 啓資･生越 

友樹･山岸 忠明･中本 義章 

高分子構造・高分子物理 
1Pd044 

 3259 

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 

1Pc045 

 3260 

シロキサン含有ポリノルボルネンからなる非対称

膜の作製とその構造……信越化学 ○萩原 守、デンソ

ー 岩瀬 勝則、信越ポリマー 石田 純也、信越化学 

手塚 裕昭 

1Pd046 

 3261 

マイクロロッド配列構造を有するソフトマテリア

ルの作製及び表面構造評価……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 

1Pc047 

 3262 

主鎖にヘテロ環を導入したポリイミドの合成と分

子配向の評価……千葉大院工 ○松崎 琢哉･郡 大祐･

桑折 道済･谷口 竜王･中平 隆幸、チッソ石油化学 

近藤 史尚 

1Pd048 

 3263 

飽和蒸気下における薄膜の流動化とその形状コン

トロール……東大工 ○小林 航 

1Pc049 

 3264 

ガラス転移温度以上における超薄膜の高分子鎖絡

み合い挙動の変化について……静岡大教育 ○竹内 

教貴、静岡大教育･静岡大院創造 板垣 秀幸 

1Pd050 

 3265 

ポリマー-グラフトラテックスの気/水及び油/水界

面での粒子膜形成挙動……九工大工 ○酒盛 早美･毛

利 恵美子･吉永 耕二 

1Pc051 

 3266 

ヘテロダイン・フォース顕微鏡によるポリマー膜内

部に存在する金属ナノ粒子の可視化……京大院工  
○木村 邦子、京大産学連携セ 小林 圭、京大院工 

山田 啓文･松重 和美 

1Pd052 

 3267 

n-アルカン超薄膜における融解過程に及ぼす膜厚

および鎖長の効果……京工繊大院工芸 ○丸山 亮祐･

藤原 進･橋本 雅人･伊藤 孝 

1Pc053 不揮発性選択溶媒ブレンドによるブロック共重合

 3268 体薄膜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 

1Pd054 

 3269 

両連続層マイクロエマルションが形成する液液固

界面の動的構造の解明……熊本大院自然 ○牧田 勇

一･國武 雅司 

1Pc055 

 3270 

熱分解 GC/MS 法を用いたカップリング剤処理無機

フィラーの表面状態の分析……阪市工研 ○平野 寛･

長谷川 喜一、三菱化学 長山 和弘、阪市工研 上利 

泰幸 

1Pd056 

 3271 

ヘレショウセル中の水溶液を上昇する泡の不安定

性……三重大 ○伊藤 一也･川口 正美 

1Pc057 

 3272 

微小角入射 X 線回折法によるラビング処理を施し

たポリエチレンテレフタラート表面の構造評価……
神戸大院工 小寺 賢、積水化学 吉谷 博司、神戸大

院工 ○鳥田 一哉･西野 孝 

1Pd058 

 3273 

両親媒性亜鉛ポルフィリンの自己組織化を利用し

た糖鎖の高次構造制御とその機能化……京工繊大院

工芸 ○竹内悠爾･森田健文･黒田裕久･森末光彦 

1Pc059 

 3274 

フレキシブル基板上での水平一軸シリンダー型ミ

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 

1Pc061 

 3275 

赤外反射吸収分光法により評価したラングミュ

ア・シェーファー膜の分子鎖秩序性……福井大院工 
○山下 智弘･久田 研次･堀 照夫 

1Pd062 

 3276 

ポリジアセチレン Langmuir 膜の圧縮および拡張過

程における構造変化……神戸大院工 ○小柴 康子･梶 

正太郎･村山 彰･三崎 雅裕･石田 謙司･上田 裕清 

1Pc063 

 3277 

ポリマーブレンド薄膜におけるナノメートルスケ

ール周期パターンの構築……東大生産研 ○蓮野 隆

太･吉江 尚子 

1Pd064 

 3278 

ポリエチレンオキシド側鎖の偏析を利用した高分

子表面の接着性……神戸大院工 西野 孝･○野田 実

希･玉村 周作 

1Pc065 

 3279 

PDMS ゴムシートにおける濡れ速度の観測……東大院

工 ○森下 真年･山口 哲生･土井 正男 

1Pd066 

 3280 

水－空気界面に展開したポリ酢酸ビニル単分子膜

の表面粘弾性……三重大院工 ○三井直子･川口正美 

1Pc067 

 3281 

高分子化イオン液体薄膜の誘電緩和ダイナミクス

……立命館大理工 ○中村 健二･深尾 浩次 

1Pd068 

 3282 

水溶液中での水溶性高分子修飾フラーレンの会合

挙動……九工大工 ○師井 沙那美･毛利 恵美子･吉永 

耕二 

1Pc069 

 3283 

フッ素修飾ポリロタキサンの表面物性と特性……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 

1Pd070 

 3284 

ピリジンと PEG からなる共重合体の界面物性とそ

の分子構造との相関性……東理大総化学 ○斎藤 美

宏、東理大総化学･JST-CREST 石塚 崇、東理大総化

学 深石 真行･上野 耕治、物材機構生材セ 立石 哲

也、東理大総化学･物材機構生材セ･JST-CREST･東理

大総研界面セ 大塚 英典 

1Pc071 

 3285 

接着剤/被着材界面の粘弾性挙動……静岡大工 ○稲

石 勝典･権田 淳二･久保野 敦史 

1Pd072 

 3286 

高分子電解質ゲルのすべり摩擦における電場効果

……東大院工 ○高田 昌和･山口 哲生･土井 正男 

1Pc073 

 3287 

ポリスチレンブラシ薄膜の分子鎖凝集状態の温度

依存特性解析……九大院工 ○有田 寛･山口 央基･寺

山 友規、九大先導研･JST-ERATO 菊地 守也･小林 

元康、九大院工･九大先導研･JST-ERATO 高原 淳 

1Pd074 

 3288 

側鎖にイミダゾリウム塩を有するポリマーブラシ

のイオン液体中におけるトライボロジー特性……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 

1Pc075 

 3289 

多孔化ブロックコポリマー薄膜の溶媒膨潤……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



1Pd076 

 3290 

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 

1Pc077 

 3291 

フルオロアルキル基含有オリゴマー/シリカナノコ

ンポジットの調製と性質……弘前大院理工 田嶋 

司･○沢田 英夫 

1Pd078 

 3292 

含フッ素オリゴマー/シリカナノコンポジットによ

るイオン液体のゲル化……弘前大院理工 ○岡田 良

隆、日本化学工業 小玉 春･杉谷 正、弘前大院理工 

沢田 英夫 

1Pc079 

 3293 

ダブルデッカー型シルセスキオキサンセグメント

をコアとした架橋性含フッ素ナノ粒子の合成と蛍

光特性……弘前大院理工 ○後藤 勇貴、チッソ石油化

学 吉田 一浩、弘前大院理工 沢田 英夫 

1Pd080 

 3294 

時空間構造制御による高分子微粒子分散液の新機

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 

1Pc081 

 3295 

アミンによる層状ポリシランの表面有機修飾と構

造制御……豊田中研 ○岡本 浩孝･熊井 葉子･杉山 

佑介･野崎 洋･山口 聡･中野 秀之 

1Pd082 

 3296 

デンドリマーを用いた遅延添加法による炭酸カル

シウム複合微粒子の合成とその性質……京工繊大院

工芸 ○田中 優香･中 建介 

1Pc083 

 3297 

スルホンアミド修飾磁性ナノ粒子の合成とその pH

応答挙動……京工繊大院工芸 ○佐藤 友昭･中 建介 

1Pd084 

 3298 

液晶性アゾポリマーにおける多層薄膜形成と可逆

的光応答性……大分大工 ○吉見 剛司･守山 雅也･氏

家 誠司 

1Pc085 

 3299 

液晶分子を有するセミテレケリックおよびテレケ

リックポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)の会

合体形成挙動……東工大資源研 ○石井 寛人･間宮 

純一･池田 富樹、モントリオール大 OBEID 

Rodolphe･QIU Xing-Ping･WINNIK M Francoise 

高分子機能 
1Pc087 

 3952 

Performance iprovement of allyl-containing 

polybenzoxazine through rubber toughening…… 
Toyohashi Univ. of Tech. ○ Dwi Ngesti 

Suwitaningsih･Takehiro Kawauchi･Tsutomu Takeichi

1Pd088 

 3953 

Preparation and properties of polyimide hybrids 

containing in-situ formed polysiloxane by sol-gel 

process……Toyohashi Univ. of Tech. ○Alam Shaikh 

Md. Mominul･Takehiro Kawauchi･Tsutomu Takeichi 

1Pc089 

 3954 

エポキシ変性ポリベンゾオキサジンの研究……横国

大院工･神奈川科学アカデミー ○賀川 美香、横国

大院工 大山 俊幸･高橋 昭雄 

1Pd090 

 3955 

各種ポリウレタン-イミドエラストマーの構造と物

性……ニッタ ○西尾 智博･笠崎 敏明、愛知工大 井

上 眞一 

1Pc091 

 3956 

トリアジン環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 

1Pd092 

 3957 

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 

1Pc093 

 3958 

低熱膨張・低吸水性ポリエステルイミド(23)－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 

1Pd094 

 3959 

低熱膨張・低吸水性ポリエステルイミド(24)－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 

1Pc095 

 3960 

低熱膨張・低吸水性ポリエステルイミド(25)－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 

1Pd096 

 3961 

低熱膨張・高弾性ポリイミドのポジ型光パターン形

成(8)－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 

1Pc097 

 3962 

新規な透明ポリイミドからなる光伝送材料(2)……
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 

1Pd098 

 3963 

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(6)－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 

1Pc099 

 3964 

熱可塑性ポリベンゾオキサゾール(5)－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 

1Pd100 

 3965 

極めて低い弾性率を有するポジ型感光性ポリイミ

ド(4)－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 

1Pc101 

 3966 

透明ポリイミドの複屈折制御(2)……東邦大理 ○長

谷川 匡俊･藤井 真理･羽賀 美沙子 

1Pd102 

 3967 

多脂環構造ポリイミド－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の

合成と性質……東工芸大ナノ研セ ○土井 翔･橋本 

貴弘･三上 大輔･松本 利彦 

1Pc103 

 3968 

構造制御クレイ系有機無機ハイブリッド材料の開

発……KRI ○品川 留美･三木 瞳･樋口 泰･小畠 邦規

1Pd104 

 3969 

ポリカーボネート/シリカナノコンポジットの構造

観察と難燃性……出光興産 ○武川 直祐･野寺 明夫、

産総研ナノテク 堀内 伸 

1Pc105 

 3970 

カフェ酸を末端に持つポリ乳酸の合成とその熱安

定性……阪大院工･Coll. of Chem.,VietNam ○チャン 

ハン ティ、阪大院工 松崎 典弥･明石 満 

1Pd106 

 3971 

バイオナノファイバーとそのナノコンポジット

……KRI ○林 蓮貞･鈴木 綾美･山口 日出樹 

1Pc107 

 3972 

ポリベンゾオキサジンの高機能化とその応用……曙
ブレーキ中研 ○青柳 佳宏･黒江 元紀 

1Pd108 

 3973 

ポリアミド系ナノファイバーおよび複合材料の調製

と機械物性……KRI ○藤本 康治･丸田 彩子･藤井 泰久

1Pc109 

 3974 

ポリ[4-(1,4-フェニレン)オキシフタルイミド]の

繊維状結晶の調製と共重合が形態に及ぼす影響……
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

1Pd110 

 3975 

重合相変化を利用したポリ(p-フェニレンピロメリ

ットイミド)のモルホロジー制御……岡山大院環境 
○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 

1Pd112 

 3976 

Synthesis, Thermal and Photo alignment behavior 

of polyethylene imines having azobenzene side 

chain groups……Grad. Sch. of Sci. & Tech., 

Kumamoto Univ. ○Mohammad Kamruzzaman･Tomonari 

Ogata、Dept. of Applied Chem., Fac. of Eng., Oita 

Univ. Seiji Ujiie、Grad. Sch. of Sci. & Tech., 

Kumamoto Univ. Seiji Kurihara 

1Pc113 

 3977 

液晶性ポリ(スチレンスルホン酸塩)類の合成と刺

激応答特性……山形大院理工 ○永井 裕希、都市大工 

金澤 昭彦 

1Pd114 

 3978 

水溶性ビニルモノマーの制御ラジカル重合による

高分子カラムナー液晶の合成……山形大院理工 ○吉

川 慧･鈴木 昭寛、都市大工 金澤 昭彦 

1Pc115 

 3979 

アントラセンカルボン酸とアルキルアミンとから

なる酸塩基錯体の液晶挙動と光誘起プロトン転位

に関する研究……山形大院理工 ○高橋 伸明、都市大

工 金澤 昭彦 

1Pd116 

 3980 

脂肪族アミン塩酸塩から誘導される遷移金属錯体

の液晶挙動とイオン伝導性……山形大院理工 ○斎藤 

広樹、都市大工 金澤 昭彦 

1Pc117 

 3981 

液晶への金属ナノ微粒子の分散と電気光学特性……
九大院総理工 ○福田 邦男、九大先導研 東口 顕

士･樋口 博紀、日産化学 安井 圭･小澤 雅昭･大土

井 啓祐、九大先導研 菊池 裕嗣 



1Pd118 

 3982 

デンドロン添加型液晶ブルー相におけるフォトニ

ックバンドの制御と温度依存性……九大院総理工  
○芝山 聖史、九大先導研 樋口 博紀･菊池 裕嗣 

1Pc119 

 3983 

イミダゾリウムイオン部位を長鎖アルキル末端に

有するドナー及びアクセプター分子の液晶挙動と

光電子物性……JST-ERATO-SORST ○山口章久･山本 

洋平、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 

1Pd120 

 3984 

異なる構造のブロックメソゲン骨格を有するアゾ

ベンゼン液晶高分子の開発とナノ相分離構造の光

制御……東理大院理工 ○三上 安行･岡野 久仁彦･山

下 俊 

1Pc121 

 3985 

高分子分散型液晶(PDLC)による交互多層膜の作製

と構造色の電場制御……熊本大院自然 ○徳永 賢哲･

緒方 智成･桑原 穣･栗原 清二 

1Pd122 

 3986 

シロキサン結合を有する液晶ポリイミドの合成と

液晶挙動……東工大院理工 ○荘司 優･石毛 亮平･東

原 知哉･渡辺 順次･上田 充 

1Pc123 

 3987 

液晶基を有するコポリマー型 EDOT 誘導体の合成と

光学特性……京大院工 ○鄭 龍洙･赤木 和夫 

1Pd124 

 3988 

光応答性部位を有するイオン伝導性液晶……東大院

工 ○内田 江美･吉尾 正史、農工大工 浜崎 淳志･

大野 弘幸、東大院工 加藤 隆史 

1Pc125 

 3989 

水素結合性高分子液晶共重合体を用いた 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 江本 顕雄･塩田 達俊･小野 浩司、兵庫県大院

工 近藤 瑞穂･川月 喜弘 

1Pd126 

 3990 

水素結合性共重合体フィルムを用いたフルオレン

誘導体の光誘起配向……兵庫県大院工 ○根子 卓也･

近藤 瑞穂･川月 喜弘 

1Pc127 

 3991 

光架橋性高分子液晶光配向膜を用いた低分子フル

オレン誘導体の配向パターニングと偏光発光……兵
庫県大院工 ○平岩 明恵･多田 和也･近藤 瑞穂･川

月 喜弘 

1Pd128 

 3992 

側鎖に桂皮酸を有する水素結合性高分子液晶によ

る耐熱性光配向膜……兵庫県大院工 ○野口 修平･近

藤 瑞穂･川月 喜弘 

生体高分子および生体関連高分子 
1Pc129 

 4815 

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 

1Pd130 

 4816 

ナノサイズの焼成アパタイトを被覆した微粒子材

料の開発……国立循環器病セ研 ○岡田 正弘･劉 向

文、阪市大 三間 洋平･福本 真也、阪工大 藤井 秀

司･中村 吉伸、国立循環器病セ研 古薗 勉 

1Pc131 

 4817 

細胞を再分散可能とする注射装置の開発……国立循

環器病セ研 ○岡田正弘、国立循環器病セ研 山原 

研一、ニプロ 春原隆司、国立循環器病セ研 古薗 勉

1Pd132 

 4818 

マイクロチップを利用した簡易細胞アッセイ技術

の開発……名大院工･名大予防早期医療セ ○岡本 行

広、名大院工 杉浦 佳奈子、名大院工･名大予防早

期医療セ 加地 範匡･渡慶次 学、名大院工･名大予

防早期医療セ･名大プラズマ研セ･産総研健康工学

研セ 馬場 嘉信 

1Pc133 

 4819 

固定化シクロデキストリンの包接複合体形成を利

用するクオーラムセンシング抑制効果……宇都宮大

院工 ○新井 麻梨奈･諸星 知広･本橋 拓志･小林 

愛雲･伊藤 智志･池田 宰･加藤 紀弘 

1Pd134 

 4820 

日和見感染菌のクオーラムセンシングを抑制する

オートインデューサートラップ法の効果……宇都宮

大院工 ○本橋 拓志･小園江 ゆう･小林 愛雲･諸星 

知広･池田 宰･加藤 紀弘 

1Pc135 

 4821 

温度及び pH 応答性を有する多分岐型ポリグリシド

ールを用いたデュアルシグナル応答性リポソーム

の調製とその機能……阪府大院工○改田知宏･原田敦

史、ダイセル化学 坂西裕一、阪府大院工 河野健司

1Pd136 プロトンビーム描画によるポリメタクリル酸微細

 4822 デバイスの作製とバイオセンシングへの応用……芝
浦工大院工 ○関野 悟･粕谷 有造、芝浦工大工 松

村 一成･西川 宏之 

1Pc137 

 4823 

キトサン含有グラフト型及びブロック型ポリマー

フィルムの表面特性と細胞接着性……東理大理 ○岩

城 陽子･内田 勝美･土屋 好司･矢島 博文 

1Pd138 

 4824 

CO2 レーザー超音速マルチ延伸法で作製した PLLA

ナノシートでの細胞培養……山梨大院医工 ○吉岡 

祐樹、山梨大医 松原 寛知･榊原 賢士･進藤 俊哉･

松本 雅彦、竜王リハビリテーション病院 窪田 健

司、山梨大院医工 鈴木 章泰 

1Pc139 

 4825 

防腐剤低減化を目的とした新規アミノ酸系抗菌活

性剤の開発……福岡工大工 ○桑原 順子、九工大院生

命体 前田 憲成、九共大工 田中 雄二･秋貞 英雄 

1Pd140 

 4826 

PEG修飾PAMAMデンドロンを利用した金ナノ粒子調

製におけるpH及びデンドロン世代数の効果……阪府

大院工 ○由澤 彰彦･原田 敦史･河野 健司 

1Pc141 

 4827 

ポリアミドアミンデンドロン修飾 PEG 化リポソー

ムの調製と細胞取り込み評価……東理大理 ○溝口 

啓太･斎藤 麻美･内田 勝美･土屋 好司･矢島 博文 

1Pd142 

 4828 

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 

1Pc143 

 4829 

温度応答性を示す会合性ポリリン酸エステルブロ

ックコポリマーの合成……関西大院理工 ○山口 恵

津子･岩﨑 泰彦 

1Pd144 

 4830 

パターン化基板を用いた 2 次元細胞構造体の構築

と細胞由来マテリアルの創製……慶應大院理工 ○山

崎 明･藤本 啓二 

1Pc145 

 4831 

マイクロ波を利用した PLLA-PGA 共重合体と HAp と

の複合化(II)－組成比の検討……上智大理工 ○山田 

淳･藤田 正博･竹岡 裕子、明大理工 相澤 守、上智

大理工 陸川 政弘 

1Pd146 

 4832 

鎖長の制御された温度応答性マクロモノマーの合

成……東理大院基礎工 ○志賀 啓教･麻生 隆彬･菊池 

明彦 

1Pc147 

 4833 

脳神経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･岩下 真依･○寺田 

沙織･西野 孝、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･大庭 喜一郎･

森田 寿一 

1Pd148 

 4834 

有機ナノチューブの構造特性と細胞増殖能

……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･阪大フォ

ト融合研究セ･早大科健機構 山口佳則、JST-SORST･

早大科健機構･早大理工 朝日 透、JST-SORST･産総

研ナノチューブ応用研セ 清水 敏美 

1Pc149 

 4835 

重合性糖残基を誘導した細胞の表面修飾……関西大

院理工 ○松野 志、関西大院理工･関西大 岩﨑泰彦

1Pd150 

 4836 

高分子積層膜を利用した高感度バイオセンシング

界面の創製……阪大院工･阪大 GCOE ○申 鶴雲、甲南

大理工 渡邉 順司、阪大院工 明石 満 

1Pc151 

 4837 

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……京大院工･京都高度技術研 ○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 

1Pd152 

 4838 

金ナノ皮膜を有するリポソームの近赤外光応答機

能……阪府大院工 ○西本 豊･原田 敦史･河野 健司 

1Pc153 

 4839 

自己組織化ハニカムパターンフィルムによるヒト

歯根膜由来細胞の増殖制御……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 根本

英二･小松正志･島内英俊、東北大多元研 下村政嗣

1Pd154 

 4840 

ラビング処理含フッ素ポリイミド膜上で作製した

肝スフェロイド移植……首都大院都市環境 ○小副川 

真実･朝山 章一郎、東医大 松野 直徒、首都大院都

市環境 川上 浩良 



1Pc155 

 4841 

脳移行性Mnポルフィリン含有リポソームの調製……
首都大院都市環境 ○米田 祥浩･金久 真由子･早川 

なつみ･朝山 章一郎･川上 浩良 

1Pd156 

 4842 

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……首
都大院都市環境 ○袴谷 友恵･朝山 章一郎･川上 浩良

1Pc157 

 4843 

オリゴ乳酸結合プルランを用いた生分解性ナノゲ

ルのタンパク質徐放型キャリアとしての検討……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 

1Pd158 

 4844 

温度応答性を示す生分解性ブロック共重合体のゾ

ル-ゲル転移に及ぼす高分子添加物効果……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 

1Pc159 

 4845 

PEG-PLLA・AB 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･JST-CREST 由井 伸彦 

1Pd160 

 4846 

ポリ-L-乳酸またはポリ-D-乳酸をグラフト化した

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を利用した生分解性組織体の

構築……関西大化学生命工 ○秋山翔太･高御堂 成

剛･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･JST-CREST 由井伸彦

1Pc161 

 4847 

多糖類を用いた口腔内用速報性フィルム製剤の開

発……北陸大 ○宋 鴿･礒部 隆史･小藤 恭子、森下仁

丹 釜 良誠･西田 典永、北陸大 村田 慶史 
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高分子化学 
1Pe001 

 2255 

パラジウム錯体によるトリエンのダブル環化重合

……東工大資源研 ○元国 献也･岡田 健史･竹内 大

介･小坂田 耕太郎 

1Pf002 

 2256 

ニッケル(II)α -ジイミン/Et2AlCl 触媒による

trans-2-ブテンおよび cis-2-ブテンの重合……阪市

大院工 ○戸根 嘉孝･圓藤 紀代司 

1Pe003 

 2257 

3 座の Schiff Base 配位子を用いたアルミニウム錯

体による含酸素環状モノマーの開環重合……福岡大

院理 ○江田 聖香･古賀 裕二･松原 公紀 

1Pf004 

 2258 

架橋型アルキル置換フルオレニルアミドジメチル

チタン錯体触媒によるスチレンとプロピレンの共

重合……広島大院工 ○三浦 佳奈子･蔡 正国･中山 

祐正･塩野 毅 

1Pe005 

 2259 

3,9-位で結合したカルバゾールを主鎖に含むケイ

素含有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 

1Pf006 

 2260 

酢酸ビニルとエチレンの配位共重合……東大院工  
○宗像 景洋･中村 晃史･伊藤 慎庫･野崎 京子 

1Pe007 

 2261 

シクロデキストリンを配位子として用いた Ru 錯

体の合成および ROMP 触媒効果……阪大院理 ○城森 

大輔･浦松 邦弘･高島 義徳･山口 浩靖、阪大院理･

JST-CREST 原田 明 

1Pf008 

 2262 

塩化コバルト-MAO-ホスフィン触媒系によるレジオ

ブロックポリブタジエンの精密合成……広島大院工 
○新澤 将人･蔡 正国･中山 祐正･塩野 毅 

1Pe009 

 2263 

側鎖に環状カーボナートおよび環状ジチオカーボ

ナート基を有するポリノルボルネンの合成とその

反応性……近畿大分子研 ○須藤篤･森下秀直･遠藤剛

1Pf010 

 2264 

新規架橋型フルオレニルアミドジメチルチタン錯

体を用いたエチレンとジシクロペンタジエンの高

活性共重合……小山高専 ○西井 圭、日本ゼオン 早

野 重孝･角替 靖男、広島大院工 蔡 正国･中山 祐

正･塩野 毅 

1Pe011 

 2265 

架橋型フルオレニルアミドチタン錯体－表面修飾

シリカ担持メチルアルミノキサン触媒によるプロ

ピレンの重合……広島大院工 ○川本 護･蔡 正国･中

山 祐正･塩野 毅 

1Pf012 

 2266 

主鎖に動的軸性キラリティーを有する光学活性な

π共役高分子の合成とそのキロプティカル特性……
金沢大院自然 ○北村 広美･前田 勝浩･井改 知幸･

加納 重義、名大院工 田村 和巳･八島 栄次 

1Pe013 

 2267 

二酸化炭素とプロピレンオキシドにおける共重合

反応における新規触媒系の開発 2……東洋大バイオ

ナノセ ○相川 俊一、東洋大バイオナノセ･東洋大

院工 吉田 泰彦･石井 茂 

1Pf014 

 2268 

架橋型フルオレニルアミドジメチルチタン錯体に

よるプロピレンとアルケニルオキシシランの共重

合……広島大工 ○村木 久雄、広島大院工 蔡 正国･

中山 祐正･塩野 毅 

1Pe015 

 2269 

Ziegler-Natta 触媒の連鎖移動特性に対する Si 系

外部ドナー添加効果の速度論的検討……北陸先端大

院 ○池谷 光博･平岡 優一･谷池 俊明･寺野 稔 

1Pf016 

 2270 

架橋型フルオレニルアミドジメチルチタン錯体に

よる非共役ジエンの重合……広島大院工 ○竹中 拓

磨･蔡 正国･中山 祐正･塩野 毅 

1Pe017 

 2271 

ベンズヒドロール類を開始剤に用いた 1,3-アンヒ

ドロ糖誘導体の開環重合による(1→3)-β-D-グル

コピラナンの合成と免疫活性……中部大応用生物  
○大野 友晃･石原 嘉博･堤内 要･岡田 鉦彦 

1Pf018 

 2272 

希土類金属触媒を用いたω-penthadecalactone の

開環重合と生成ポリマーの特性……広島大院工 ○渡

辺 尚樹･佐々木 研太･蔡 正国･中山 祐正･塩野 毅

1Pe019 

 2273 

バナジウム錯体を用いた塩化ビニルと他のビニル

モノマーとの共重合……阪市大院工 ○土屋 嘉克･圓

藤 紀代司 

1Pf020 

 2274 

2,-4-ジアミノ-s-トリアジニル基を有するポリノ

ルボルネンの合成……農工大院工 ○藤田 弘幸･大石 

哲也･薛 伯勇･豊田 昭徳、農工大分析セ 野口 恵

一、農工大院工 秋山 三郎･渡辺 敏行 

1Pe021 

 2275 

極性官能基をもつアレン類のリビング配位分散重

合による高分子微粒子の精密合成……東工大総理工 
○冨田 育義･岩本 匡志 

1Pf022 

 2276 

Zielger-Natta 触媒における粒子モルフォロジー

の重合挙動への影響……北陸先端大院マテリアル･

有機合成薬品 ○平岡 優一、北陸先端大院マテリア

ル VU Quoc Thang･谷池 俊明･寺野 稔 

1Pe023 

 2277 

Ni及びPd錯体触媒を用いたケイ素含有ノルボルネ

ン誘導体の付加重合……東理大理工 ○平山 大輔･梶

原 隆史、東京聖栄大 阿部 芳首、信越化学 手塚 裕

昭、東理大理工 郡司 天博 

1Pf024 

 2278 

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、日本電

子 中井 利仁･内海 博明、金沢大 大橋 竜太郎 

1Pe025 

 2279 

新規Ｎｉ錯体を用いたシクロオレフィンとスチレ

ンとの共重合－アシルヒドラゾン配位子とその共

重合性能……農工大院工 ○齋藤 亨太･高野 一史･豊

田 昭徳 

1Pf026 

 2280 

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

1Pe027 

 2281 

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 

1Pf028 

 2282 

動的共有結合化学を基盤としたビスフェノール

(A4)とアルデヒド(B2)との縮合反応による構造が

制御されたポリマーの合成……神奈川大工 工藤 宏

人･○石原 秀篤･西久保 忠臣 

1Pe029 

 2283 

イオン液体中でのクリック反応によるポリトリア

ゾールの合成……群馬大院工 ○高橋 和徳･米山 賢 



1Pe031 

 2284 

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 

1Pf032 

 2285 

動的超高圧処理を利用したフラーレン-γ-シクロ

デキストリン包接錯体-単層カーボンナノチューブ

ハイブリッドの合成……金沢大院自然 ○生越 友樹･

山岸 忠明･中本 義章、スギノマシン 原島 謙一･

尾塩 岳治 

1Pe033 

 2286 

芳香環導入Pillar[5]areneの合成とその特性……金
沢大院自然 ○生越 友樹･梅田 謙治･山岸 忠明･中

本 義章 

1Pf034 

 2287 

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･手島 裕貴･雨森 翔悟 

1Pe035 

 2288 

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 

1Pf036 

 2289 

ビピリジンユニットからなるホウ素ヘリケートの

合成とその光学分割……名大院工 ○浅井 良･三輪 

和弘･古荘 義雄･八島 栄次 

1Pe037 

 2290 

種々の三級アミンによるファイバー状 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 

1Pf038 

 2291 

チオフェン[3]ロタキサンの合成……物材機構ナノ

有機セ ○池田 太一･樋口 昌芳 

1Pe039 

 2292 

アクセプター修飾シクロデキストリンとポルフィ

リン-PEG 誘導体との超分子錯体形成に基づく光誘

起電子移動……阪大院理 ○竹田 由実･山口 浩靖、阪

大院理･JST-CREST 原田 明 

1Pf040 

 2293 

シクロデキストリンと交互共重合体とのネットワ

ーク形成……阪大院理 ○田浦 大輔･橋爪 章仁、阪大

院理･JST-CREST 原田 明 

1Pe041 

 2294 

ジスルホン酸アミン塩からなる超分子クラスター

を用いた様々な多次元ネットワークの構築……阪大

院 ○蛭川 智史、上原 伸司、阪大院 藤内 謙光･久

木 一朗･宮田 幹二 

1Pf042 

 2295 

フレキシブルな配位空間内での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-PRESTO 植村 卓史、京大院工･

京大 iCeMS 北川 進 

1Pe043 

 2296 

三次元ナノチャネル空間を利用したネットワーク

ポリマーの合成……京大院工 ○門脇 優･楊井 伸浩、

京大院工･JST-PRESTO 植村 卓史、京大院工･京大

iCeMS 北川 進 

1Pf044 

 2297 

コール酸誘導体包接結晶における二級アルコール

の 4 点キラル認識……阪大院工 ○劉 文姿･久木 一

朗･藤内 謙光･宮田 幹二 

1Pe045 

 2298 

水素結合性ロフィンによるオルガノゲル形成とク

ロミズム……中部大工･山口東理大工 ○籔内 一博、

山口東理大工 小田 直毅･阿部 桂一･井口 眞 

1Pf046 

 2299 

Photoconductive Tapes Assembled from Benzene- 

Bridged Metallosalphen Dimer……Inst. for Mol. 
Sci. ○Long Chen、Dept. of Applied Chem., Grad. 

Sch. of Eng., Osaka Univ.･JST-PRESTO Shu Seki、

Inst. for Mol. Sci.･JST-PRESTO Donglin Jiang 

1Pe047 

 2300 

Fabrication of Metal-Cation-Doped Organic 

Nanotube by Using Unsymmetrical Bolaamphiphiles 

……NTRC,AIST ･ JSPS ○ Soo Jin Lee、 NTRC,AIST ･

JST-SORST Naohiro Kameta･Hiroyuki Minamikawa･

Mitsutoshi Masuda･Toshimi Shimizu 

高分子構造・高分子物理 
1Pf048 

 3300 

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 

1Pe049 

 3301 

フラーレン球状微粒子の調製と表面修飾……岡山大

院環境 ○松川 純平･田嶋 智之･高口 豊 

1Pf050 

 3302 

サブミクロンシリカ粒子によって安定化された金

平糖状シリカ/PMMA コンポジット粒子の作製……熊

本大院自然 ○瀬井 亜純･川野 真太郎･坂田 眞砂

代、熊本大院自然･JST-CREST 國武 雅司 

1Pe051 

 3303 

ポリマーによるフェライト微粒子のコーティング

と粒子表面へのアミノ基の導入……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 

1Pf052 

 3304 

ユウロピウム錯体を導入したタンパク質担持ラテ

ックス粒子の合成とイムノクロマトグラフィック

アッセイへの応用……千葉大院工 ○相川 達男･水野 

晃宏･桑折 道済･谷口 竜王･中平 隆幸 

1Pe053 

 3305 

コア-シェル型ヘテロ凝集体上における糖モノマー

のATRPによるラズベリー型中空粒子の調製……千葉

大院工 ○国貞 悠介･篠原 満利恵･小川 達矢･春谷 

昌克･桑折 道済･谷口 竜王･中平 隆幸 

1Pf054 

 3306 

有機溶媒中での遷移金属錯体/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 ○増田陽

子･馬治国･毛利恵美子･吉永耕二、九女大 中井明美

1Pe055 

 3307 

フラーレン/シリカ複合体の調製と有機媒体中への

分散……九工大工 ○佐藤嵩拓･毛利恵美子･吉永耕二

1Pf056 

 3308 

特異な界面ラフネス構造を有するコア-シェル粒子

の簡便な作製法……熊本大 ○久保田 幸代･内村 淳

美･脇屋 武司･高藤 誠･伊原 博隆 

1Pe057 

 3309 

有機溶媒中でのフェロセニル基含有コポリマー修

飾シリカ粒子のコロイド結晶化と有効屈折率……九
工大工 ○椿 ありさ･馬 治国･毛利 恵美子･吉永 

耕二、九女大 中井 明美 

1Pf058 

 3310 

表面に金ナノ粒子が析出した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 

1Pe059 

 3311 

カルボン酸モノマーの親疎水性がスチレンのソー

プフリー乳化共重合に及ぼす影響……神奈川工大バ

イオ ○長岡 洋樹･和田 理征･清水 秀信･岡部 勝 

1Pf060 

 3312 

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 

1Pe061 

 3313 

核酸塩基対を利用したβ-シートペプチド自己組織

化膜上への金ナノ粒子固定化と配列制御……名工大

院工 ○野々山貴行･樋口真弘･田中正剛･木下隆利 

1Pf062 

 3314 

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

1Pe063 

 3315 

ペプチド-PEG ブロック共重合体の 2 次元ナノパタ

ーニングに与える熱処理効果……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

1Pf064 

 3316 

イオン導電性高分子ゲルデバイスの動作機構の解

明……東大院工 ○米本 隆･高橋 克典･土井 正男 

1Pe065 

 3317 

ポリスチレンコア-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 

1Pf066 

 3318 

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 東勳･徳野 陽子･打

田 聖･石津 浩二、日産化学 小澤 雅昭 

1Pe067 

 3319 

カチオン性両親媒性高分子の界面不活性性の検討

……京大院工 ○松岡 秀樹･Rati Ranjan Na･山田 佑

1Pf068 

 3320 

カップリング剤による BN ナノ粒子表面処理方法の

検討と、そのエポキシ樹脂複合材への効果……阪市

工研 ○上利 泰幸･平野 寛･長谷川 喜一、三菱化学 

石川 広典･山崎 正典 

1Pe069 

 3321 

ポリエチレンイミンの吸着ナノ構造の観察……熊本

大院自然 ○平野 恵･川野 真太郎、熊本大院自然･

JST-CREST 國武 雅司、川村理研 松木囿 裕之、

JST-CREST･川村理研 金 仁華 

1Pf070 

 3322 

Nano-complex formation between poly (ethylene 

oxide)-b-poly (-2-vinyl-1-methyl pyridinium 

iodide) and poly (methacrylic acid)……Dept. of 
Chem., Fac. of Sci. & Eng., Saga Univ. ○Sudhina 

Guragain ･ Bishnu Prasad Bastakoti ･ Keiko 

Fukamachi･Kenichi Nakashima 



1Pe071 

 3323 

遷移金属配位型脂質ナノチューブの構造安定性及

び分光分析……東理大院 ○有水 昇也･由井 宏治、産

総研ナノチューブ応用研セ･JST-SORST 小木曽 真

樹･清水 敏美 

1Pf072 

 3324 

遷移金属配位型脂質自己集合体における集合形状

と d 電子数の相関……東理大院 ○河野 大輔･有水 

昇也･由井 宏治、産総研ナノチューブ応用研セ･

JST-SORST 小木曽 真樹･清水 敏美 

1Pe073 

 3325 

ペプチド修飾コロイダルシリカの pH 応答粒径変化

とペプチド構造の解析……滋賀県大工 ○川村 英俊･

松本 憲明･廣川 能嗣･谷本 智史 

1Pf074 

 3326 

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･山岡 仁史･廣川 能嗣･谷本 智史 

1Pe075 

 3327 

末端 PEG 化ペプチドの二次元自己組織化を利用し

たナノパターニング……名工大院工 ○田中 正剛･安

孫子 宗平･木下 隆利、JAXA 越川 尚清 

1Pf076 

 3328 

スチレンの分散重合におけるポリ(L-リシン)を含

むブロック共重合体の安定剤としての効果……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 

1Pe077 

 3329 

金ナノロッドの粒子凝集挙動と光特性……熊本大工 
○八木 良平、熊本大院自然 桑原 穣、熊本大工 片

山 謙吾、熊本大院自然 緒方 智成･栗原 清二 

1Pf078 

 3330 

液‐液界面を利用した金ナノ粒子薄膜の作製と評

価……熊本大工 ○村田 ゆみ、熊本大院自然 桑原 

穣･岩永 友樹･緒方 智成･栗原 清二 

1Pe079 

 3331 

超臨界二酸化炭素中での PDMS のカチオン重合によ

る PE の表面疎水化……日大院理工 ○朱 睿･臼井 亮

太、日大理工 星 徹･室賀 嘉夫･萩原 俊紀･矢野 彰

一郎･澤口 孝志 

1Pf080 

 3332 

液中ケルビン顕微鏡による分子吸着の観測……農工

大院 BASE ○笹谷 健太･増田 泰之･下村 武史 

1Pe081 

 3333 

ポリマー分散剤を用いたフラーレンの有機媒体中へ

の分散……九工大工 ○山永哲也･毛利恵美子･吉永耕二

1Pf082 

 3334 

光および温度応答をもつアゾベンゼン含有水溶性

ポリマーの合成……兵庫県大院工 ○土肥 美里･遊佐 

真一、福井工大工 森島 洋太郎 

1Pe083 

 3335 

2 種類の異なるコロナ鎖を持つナノ微粒子の合成

……兵庫県大院工 ○今村 貴浩･遊佐 真一、福井工大

工 森島 洋太郎、阪工大工 藤井 秀司･中村 吉伸 

1Pf084 

 3336 

フルオロアルキル界面を利用した半導体量子ドッ

トの機能化検討……北大院理 ○西尾 崇、北大電子研 

新倉 謙一･松尾 保孝･居城 邦治 

1Pe085 

 3337 

ZnO ナノコーラル構造の低温合成とその表面への色

素吸着特性……九大院工 ○井上 みづほ･副島 哲朗、

九大院工･ JST-CREST 森川 全章、川村理研･

JST-CREST 金 仁華、九大院工･JST-CREST 君塚 信夫

1Pf086 

 3338 

不斉ナノ繊維会合体中での重合と有機ナノ構造形

成への応用……熊本大院自然 ○岡崎 豊･吉良 佳子･

澤田 剛･高藤 誠･伊原 博隆 

1Pe087 

 3339 

高分子/金属微粒子複合体の屈折率制御……熊本大

院自然 ○平川哲央･緒方智成･桑原 穣･栗原清二 

1Pf088 

 3340 

フラーレン誘導体による炭素・ポリマー界面の改質

……東レ ○大背戸 浩樹･川村 博昭、理研 松浦 孝

伯･沼田 陽平･田島 右副 

1Pe089 

 3341 

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 

1Pf090 

 3342 

ポリグルタミン酸/ポリスチレンブロック共重合体

を用いたスチレンの分散重合における粒径の制御

……愛媛大院理工 ○駒田 誠治、愛媛大院理工･愛媛

大 VBL 井上 賢三･井原 栄治･伊藤 大道 

1Pe091 

 3343 

ポリ NIPA マイクロゲルの相挙動……長岡技科大  
○竹下宏樹･中野将太･宮 正光･竹中克彦･塩見友雄

1Pf092 

 3344 

ミニエマルション重合による機能性ナノ粒子の作

製と集積化……慶應大院理工 ○阿部友里･藤本啓二 

1Pe093 精密設計されたシェル層を持つコアシェル微粒子

 3345 による高機能ナノ表面層の構築……慶應大院理工  
○春日 梓･藤本 啓二 

1Pf094 

 3346 

HOPG 上に吸着したオリゴロイシン誘導体の AFM 観

察……千葉大教育･産総研光技術 ○濱島 淳真、産総

研光技術 小山 恵美子･吉川 佳広･金里 雅敏、千葉

大教育 山田 哲弘 

高分子機能 
1Pf096 

 3993 

PEO/PDMS 鎖をグラフト化したポリアミドイミドの

合成と機能……東海大院工 ○石倉 宏樹、東海大院総

理工 尹 哲民、東海大工 安部田 昭、東海大院総理

工･東海大院工･東海大工 長瀬 裕 

1Pe097 

 3994 

PDMS グラフト化ポリイミドの合成と熱イミド化に

よる膜物性への影響……東海大総理工 ○尹 哲民、東

海大院工 石倉 宏樹、東海大工 安部田 昭、東海大

院工･相模中研 野口 圭太、相模中研 秋山 映一、

東海大総理工･東海大院工･東海大工 長瀬 裕 

1Pf098 

 3995 

高温処理多分岐ポリイミド－シリカハイブリッド

膜の気体輸送特性……京工繊大･イビデン ○鈴木 智

幸､京工繊大 山田保治､京工繊大･イビデン 酒井純

1Pe099 

 3996 

ポリイミド－シリカハイブリッド膜の CO2 耐性に

関する研究……京工繊大院工芸 ○三木 真湖･山田 

保治、イビデン 稲垣 正･谷江 俊輔 

1Pf100 

 3997 

アルキルイミダゾリウムイオン液体構造を持つポ

リフェニルアセチレンの合成と性質……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･新潟大自然 青木 俊樹 

1Pe101 

 3998 

メゾフェイズ結晶を有するシンジオタクチックポ

リスチレン膜の気体輸送特性とその温度依存性……
名工大院工 ○鶴永 実希･吉水 広明 

1Pf102 

 3999 

ポリ 4-メチル-1-ペンテン結晶部における微細構

造と気体輸送特性の温度依存性……名工大院工 ○奥

村 祐生･吉水 広明 

1Pe103 

 4000 

フッ素含有ポリイミド膜の CO2 透過性の時間依存

における製膜方法の影響……明大理工 ○兼橋 真二･

佐藤 修一･永井 一清 

1Pf104 

 4001 

ポリヘドラルオリゴメリックシルセスキオキサン 

(POSS) 含有高分子膜の合成とその CO2 収着特性……
明大理工 ○冨田 裕子･大輪 州永･武尾 一興･川北 

啓史･佐藤 修一･兼橋 真二･永井 一清 

1Pe105 

 4002 

テレケリック型フッ素含有ポリイミド膜の合成と

気体分離性……明大理工 ○横内 陽･代蔵 隼･吉田 

和仁･佐藤 修一･兼橋 真二･宮田 壮･永井 一清 

1Pf106 

 4003 

ポリ乳酸膜の気体透過性、拡散性及び溶解性に与え

る結晶化度の影響……明大理工 ○澤田 英之･高橋 

洋一･兼橋 真二･佐藤 修一･永井 一清 

1Pe107 

 4004 

含フッ素・含ケイ素高分子膜による大気中からの

VOC 成分の分離除去……明大理工 ○佐藤 修一･兼橋 

真二･永井 一清 

1Pf108 

 4005 

ポリブチルメタクリレート膜のエタノール選択透

過性に及ぼすイオン液体の影響……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 

1Pe109 

 4006 

パーベーパレーション法によるイオン液体含有共

重合体膜のベンゼン/水透過分離特性の検討……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 

1Pf110 

 4007 

水選択透過膜による脱水技術を用いた新規なエー

テル合成システムの開発……関西大化学生命工 ○油

利 哲史、関西大化学生命工･関西大 HRC 宮田 隆志･

浦上 忠 

1Pe111 

 4008 

種々の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 



1Pf112 

 4009 

ポルフィリンナノアッセンブリ薄膜の分光特性と

ガスセンシング……北九市大 ○安河内 航･セルギー 

コルポシュ･李 丞祐 

1Pe113 

 4010 

メチルオレンジと Lys 系カチオン性ペプチド脂質

を用いる ATP の検出……崇城大院工 ○宮園 美臣･龍 

直哉･鉢迫 博 

1Pf114 

 4011 

カチオン性両親媒性化合物に結合したメチルオレ

ンジのpKaの低下を利用したATPとADPの肉眼によ

る識別……崇城大院工 ○龍 直哉･鉢迫 博･村上良一

1Pe115 

 4012 

環骨格変換シクロデキストリンとポリメタクリル

酸との包接錯体形成の評価……阪大院工 ○三浦 崇

資･木田 敏之･明石 満 

1Pf116 

 4013 

高分子スピロピランによる二酸化炭素のセンシン

グ……東電機大院工 ○小山 将輝･鈴木 隆之 

1Pe117 

 4014 

相間移動によるサルコミン(II)錯体の供給と劣化

した高分子サルコミン錯体の酸素結合再生……東電

機大院工 ○松下 安克･鈴木 隆之 

1Pf118 

 4015 

スピロピランを担持した高分子イオンの塩水中に

おける光可逆的かつ選択的 Cu(II)吸着……東電機大

院工 ○文屋 かおり･鈴木 隆之 

1Pe119 

 4016 

アザクラウンエーテルと蛍光部位を側鎖に持つメ

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 

1Pf120 

 4017 

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 

1Pe121 

 4018 

電子線前照射液相グラフト重合法によるイミノ二

酢酸・スルホン酸型二官能性キレート繊維の合成と

その金属イオン吸脱着特性……熊本大院自然 ○松浦 

博孝･藤井 祐樹･城 昭典、原子力機構 玉田 正男･

片貝 秋雄 

1Pf122 

 4019 

活性エステルが固定された樹脂または繊維を充填

したカラムを用いるアミド合成……熊本大院自然  
○城 昭典･加藤 翔太･松浦 博孝･永田 和美、原子

力機構 玉田 正男･片貝 秋雄 

1Pe123 

 4020 

Effect of high density poly (Vinyl octadecanoate) 

grafted silica stationary phase on physiochemical 

properties and shape selectivity enhancement of 

PAHs in RP-HPLC…… Dept. of Applied Chem. & 

Biochem., Kumamoto Univ. ○ Ashequl Alam Rana ･

Makoto Takafuji･Hirotaka Ihara 

1Pf124 

 4021 

meso-meso 結合ポルフィリンオリゴマーによる単

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

1Pe125 

 4022 

DNA とタンパク質のクロマト分離のための架橋

DMAPAA球状粒子の設計……熊本大院工 ○白土 和寿･

坂田 眞砂代･國武 雅司 

1Pf126 

 4023 

DNA クロマト分離のための表面開始原子移動ラジ

カル重合によるアミノ化セルロース粒子の合成－

DNA 選択吸着能に及ぼす表面ラジカル開始点導入

量の影響……熊本大院工 ○立中 佑希･坂田 眞砂代･

國武 雅司 

1Pe127 

 4024 

超高圧印加によるシクロデキストリン包接化合物

の包接様式変化……福井大院工 ○雁林 啓･加藤 千

依･久田 研次･堀 照夫、シクロケム 寺尾 啓二 

1Pf128 

 4025 

マグネタイト/シリカ複合微粒子を充填剤とした磁

場誘導型カラムクロマトグラフィの設計……JST 宮

崎･物材機構生材セ ○室屋崇也、物材機構生材セ 

荏原充宏、鹿児島大院理工 山元和哉、物材機構生

材セ･鹿児島大院理工･筑波大院数理物質 青柳隆夫

1Pe129 

 4026 

表面開始 ATRP を利用したイオン交換クロマトグラ

フィー担体の合成とタンパク質結合能評価……相模

中研 ○伊藤 博之･秋山 映一 

1Pf130 

 4027 

Pd/Pt 二元金属ナノ粒子電極触媒の調製とキャラ

クタリゼーション……山口東理大院基礎工 ○岡本 

泰明･吉本 貴博、トヨタ自動車 猶原 秀夫、山口東

理大院基礎工 戸嶋 直樹 

1Pe131 

 4028 

Pd ナノ粒子を内包した多孔性ポリマー：構造解析

と触媒能……川村理研 ○小笠原 伸･加藤 愼治 

生体高分子および生体関連高分子 
1Pe133 

 4848 

弾性板再生型人工血管作製を目的としたエラスチ

ンゲルの力学特性……三重大院工 ○大原健太郎･稲

熊章誠･石田尚志･羽多野由季子･宮本啓一･堀内 孝

1Pf134 

 4849 

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 

1Pe135 

 4850 

ガドリニウムキレートを有するデンドロン脂質の

合成とその導入による MR 造影機能を有する温度応

答性リポソームの調製……阪府大院工 ○中嶋 誠司、

放射線総研分子研セ 國領 大介･青木 伊知男、阪大

院理 青島 貞人、国立国際医療セ研 石坂 幸人、阪

府大院工 原田 敦史･河野 健司 

1Pf136 

 4851 

家蚕絹およびトランスジェニック絹による再生医

療材料の開発と小口径人工血管への応用……農工大

科博 ○中澤 靖元、農工大院工 佐藤 道子･八木 剛

仁、農業生物資源研 田村 俊樹･高林 千幸、順大医 

梶本 完･岩村 泰･宮内 克己･代田 浩之、東大医 榎

本 操一郎、徳島大医 佐田 政隆、農工大科博･農工

大院工 朝倉 哲郎 

1Pe137 

 4852 

色素含有両親媒性ブロックコポリマーの合成と腫

瘍能動的ターゲティングへの応用……京大院工 ○折

出 一明･三木 康嗣、京大院医･京大ナノメディシン 

原田 浩･平岡 眞寛、京大院工 大西 智之･松岡 秀

樹･大江 浩一 

1Pf138 

 4853 

トランスジェニック蚕による再生医療材料として

の高機能化絹の生産と応用……農工大院工 ○磯崎 

誠、農業生物資源研 立松 謙一郎･田村 俊樹、農工

大院工･農工大科博 朝倉 哲郎 

1Pe139 

 4854 

歯科再生材料としての家蚕絹フィブロイン足場材

料の検討……農工大院工 ○小柳 亮･宮本 早矢香･高

橋 良、日大松戸歯 安孫子 宜光･西山 典宏、農工

大院工･農工大科博 朝倉 哲郎 

1Pf140 

 4855 

絹フィブロインの医療用金属材料への固定化と構

造解析……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 朝倉 哲郎 

1Pe141 

 4856 

チオール基を有するポリエチレンオキシド誘導体

を用いた水溶性 CdSe ナノ粒子の調製とその特性評

価……山口大院医 ○秋田 泰宏･堤 宏守 

1Pf142 

 4857 

ビオチン修飾高分子材料の調製とその再充填可能

な薬物送達システムへの応用……山口大院医 ○吉丸 

孝一･堤 宏守 

1Pe143 

 4858 

温度応答性を示す両親媒性ポリマーを用いた水溶

性CdSeナノ粒子の調製とその特性評価……山口大院

医 ○池永 沙織･堤 宏守 

1Pf144 

 4859 

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 

1Pe145 

 4860 

野蚕絹の構造を基盤とした高細胞接着性絹の大腸

菌ならびにトランスジェニック蚕による生産……防
衛大 ○田中 千香子、農工大 磯崎 誠、農業生物資

源研 立松 謙一郎･田村 俊樹、防衛大 黒津 卓三･

浅野 敦志、農工大 朝倉 哲郎 

1Pf146 

 4861 

インジェクタブル硫酸化ジェランゲルの開発……三
重大院工 ○田辺 潤哉･清水 康治･園田 雄久･伊藤 

寛之･宮本 啓一･堀内 孝 

1Pe147 

 4862 

PLLA/HAp 複合ファイバーの作製と SBF による表面

修飾……上智大理工 ○菊池 健太･藤田 正博･竹岡 

裕子･陸川 政弘 

1Pf148 

 4863 

官能基含有 DLC 被覆コーティング表面への Ar プラ

ズマ照射－ポスト重合または COOH あるいは NH2 末

端ポリマーの縮合による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 ○山崎 啓太･濱脇 亮次、トーヨーエイテッ

ク 中谷 達行･岡本 圭司･新田 祐樹、近畿大院シス

テム工･近畿大工 白石 浩平･杉山 一男 



1Pe149 

 4864 

個細胞の固定化と温度刺激剥離性能を示す細胞マ

イクロアレイの調製……近畿大院システム工 ○小林 

良太･米 保紀、トーヨーエイテック 中谷 達行･岡

本 圭司、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 

1Pf150 

 4865 

カルボキシル基を有するヘテロテレケリックポリ

エチレングリコールの新規合成反応……小山高専  
○プア ミンリー･楠 麻衣子･飯島 道弘 

1Pe151 

 4866 

高圧印加処理を用いて作成した脱細胞化角膜の臨

床応用に向けた試み－高次構造の組織反応に及ぼ

す影響を中心に……ヒューマンサイエンス財団･物

材機構生材セ ○服部 晋也、東医歯大生材研 舩本 

誠一･橋本 良秀･木村 剛、東医歯大眼科 佐々木 秀

次･望月 學、ヒューマンサイエンス財団･物材機構

生材セ 本田 貴子、阪工大院工 藤里 俊哉、東医歯

大生材研 岸田 晶夫、物材機構生材セ 小林 尚俊 

1Pf152 

 4867 

pH 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、東北大院工 森本 展行、日

大院理工 清水 繁、Purdue 大化学 David H T、東

医歯大生材研 秋吉 一成 

1Pe153 

 4868 

HEMA-MMA ブロック共重合体における水の構造と血

液適合性のHEMAセグメント長依存性……東海大院開

発工 ○並木 崇大･望月 明 

1Pf154 

 4869 

Acrylamide及び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 

1Pe155 

 4870 

ドライスピニング法を用いたポリペプチドファイ

バーからなる三次元構造体の作製と応用……阪大院

工 ○北川 偉之･松原 千恵･宇山 浩、京大再生研 

田畑 泰彦 

1Pf156 

 4871 

フルオレセインを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 

1Pe157 

 4872 

生分解性リンカーにより表面修飾したシリカナノ

微粒子の分子プローブへの応用……京大院工 ○北村 

成史･田中 一生･中條 善樹 

1Pf158 

 4873 

コラーゲンモデルペプチド結合デンドリマーにお

けるペプチド鎖の伸長効果……阪府大院工 ○末廣 

智幸･津村 清子、阪府大ナノ研セ 児島 千恵 

1Pe159 

 4874 

種々の超高圧脱細胞化組織上での細胞培養と細胞

機能解析……東医歯大生材研･物材機構生材セ ○木

村 剛･橋本良秀･舩本誠一、東医歯大生材研 南 広

祐、阪工大生体医工 藤里俊哉、物材機構生材セ 小

林尚俊、東医歯大生材研･物材機構生材セ 岸田晶夫

1Pf160 

 4875 

pH 応答を示す生体適合性単一高分子ミセルの合成

……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 

1Pe161 

 4876 

イオンコンプレックスナノゲルの設計と機能評価

……日大院理工 ○林 純吾、東医歯大生材研 澤田晋

一、日大院理工 清水繁、東医歯大生材研 秋吉一成

1Pf162 

 4877 

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 
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高分子化学 
2Pa001 

 2301 

リビングラジカル重合触媒による選択的ラジカル

一分子付加と連鎖配列制御……京大院工 ○田中 俊

之･寺島 崇矢･大内 誠･澤本 光男 

2Pb002 

 2302 

ナフタレン骨格をテンプレートとする配列制御ラ

ジカル重合……京大院工 ○日比 裕理･大内 誠･澤本 

光男 

2Pa003 

 2303 

鋳型開始剤を用いた高選択的ラジカル付加反応と

連鎖配列制御……京大院工 ○伊田 翔平･寺島 崇矢･

大内 誠･澤本 光男 

2Pb004 

 2304 

シークエンス制御重合基盤モノマーの分子設計－

認識、切断、機能性基の導入……京大院工 ○早田 大

祐･寺島 崇矢･大内 誠･澤本 光男 

2Pa005 

 2305 

高活性・高汎用性を有するリビングラジカル重合鉄 

[Fe(II)] 触媒の設計……京大院工 ○偉士大 宗紀･

寺島 崇矢･大内 誠･澤本 光男 

2Pb006 

 2306 

アルコール中での高活性金属錯体リビングラジカ

ル重合－機能性モノマーへのユニバーサル触媒の

開発……京大院工 ○余田 宏章･寺島 崇矢･大内 誠･

澤本 光男 

2Pa007 

 2307 

完全水系での遷移金属錯体によるリビングラジカ

ル重合……京大院工 ○余田 宏章･寺島 崇矢･大内 

誠･澤本 光男 

2Pb008 

 2308 

キレート配位子設計による高活性リビングラジカ

ル重合触媒……京大院工○福﨑雄介･大内誠･澤本光男

2Pa009 

 2309 

In-Situ モノマー変換によるタンデムリビングラ

ジカル重合－新規グラジエントポリマー……京大院

工 ○中谷 和裕･寺島 崇矢･澤本 光男 

2Pb010 

 2310 

金属ミクロゲル星型ポリマー触媒によるリビング

ラジカル重合:反応場設計による高活性化・高機能

化……京大院工 ○野村 晃久･寺島 崇矢･大内 誠･澤

本 光男 

2Pa011 

 2311 

リビングラジカル重合による星型ポリマー触媒： 

核内配位子と架橋空間の設計……京大院工 ○森 朋

行･寺島 崇矢･澤本 光男 

2Pb012 

 2312 

リビングラジカル重合と自己組織化架橋剤による

刺激応答性ミクロゲル星型ポリマー……京大院工  
○深江 薫･寺島 崇矢･澤本 光男 

2Pa013 

 2313 

1-ブチル-1-メチルピロリジニウムトリフルオロメ

チルスルホネ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 

2Pb014 

 2314 

過酸化ベンゾイル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 

2Pa015 

 2315 

9-ボラビシクロ[3.3.1]ノナンを開始剤とするメチ

ルビニルケトンの重合機構……東北生活文化短大  
○菅野 修一 

2Pb016 

 2316 

ボラン-アンモニア錯体を開始剤とするスチレンの

重合機構……東北生活文化短大 ○菅野 修一 

2Pa017 

 2317 

シクロデキストリン誘導体によるポリメタクリレ

ートの立体規則性制御……東工大院理工 ○斎藤 礼

子･陳 云深 

2Pb018 

 2318 

カテコールジメタクリレートのフリーラジカル重

合によるヘテロタクチックPMMAの合成……東工大院

理工 ○斎藤 鷹一･斎藤 礼子 

2Pa019 

 2319 

カテコールジメタクリレート由来ヘテロタクチッ

ク PMMA の特性……東工大院理工 ○斎藤 鷹一･斎藤 

礼子 

2Pb020 

 2320 

フェノールノボラック誘導体によるポリメタクリ

ル酸の立体規則性制御……東工大院理工 ○横塚 学･

斎藤 礼子 

2Pa021 

 2321 

高酸化鉄触媒によるリビングラジカル重合系の開

発……名大院工 ○青嶋 紘･永井 寛嗣･佐藤 浩太郎･

上垣外 正己 

2Pb022 

 2322 

立体特異性リビングラジカル重合によるステレオ

ブロックおよびグラジエントポリ(N-イソプロピル

アクリルアミド)の合成……名大院工 ○阪本 慎吾･

永井 寛嗣･佐藤 浩太郎･上垣外 正己 

2Pa023 

 2323 

嵩高いモノマーの設計に基づく立体特異性リビン

グラジカル重合……名大院工 ○石竹 賢次･永井 寛

嗣･佐藤 浩太郎･上垣外 正己、名大院工･哈爾浜工

程大 岡本 佳男 

2Pb024 

 2324 

嵩高い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･永井 寛嗣･佐藤 浩太郎･上垣外 正己 

2Pa025 

 2325 

植物由来β-メチルスチレン誘導体の精密制御ラジ

カル共重合……名大院工 ○野々山 桂生･永井 寛嗣･

佐藤 浩太郎･上垣外 正己 



2Pb026 

 2326 

遷移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･永井 寛嗣･佐藤 浩太郎･上垣外 正己 

2Pa027 

 2327 

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･山子 茂 

2Pb028 

 2328 

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 

2Pa029 

 2329 

ESR によるメンチルアクリレートの成長ラジカル

に関する研究……徳島大院 ○安東 健太･田中 均 

2Pb030 

 2330 

MALDI-TOF-MS によるアリル重合の追究－アリルモ

ノマーのラジカル重合反応機構の再検討……関西大

化学生命工 ○松本 昭、関西大化学生命工･ダイソ

ー 井上 聡、関西大化学生命工 熊谷 武雄･青田 浩

幸･川崎 英也･荒川 隆一、ダイソー 柴野 美知朗･

的場 康夫･横山 勝敏 

2Pa031 

 2331 

MMA と HEMA のラジカル共重合におけるモノマー連

鎖のランダム化とキャラクタリゼーション……徳島

大院 ○古賀 徳仁･池宮 健朗･平野 朋広･右手 浩一

2Pb032 

 2332 

フルオロフェニル基を導入したキノジメタン類の

固相重合反応性……三重大院工 ○嶋村 紗矢香･宇野 

貴浩･久保 雅敬･伊藤 敬人、阪大院工 藤内 謙光･

宮田 幹二 

2Pa033 

 2333 

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 

2Pb034 

 2334 

シリカ粒子表面に固定化されたアゾ系開始剤によ

るビニルモノマーのラジカル重合……阪市大院工  
○岡本 裕子･圓藤 紀代司 

2Pa035 

 2335 

ブロック共重合体を利用したシード重合による高

分子微粒子の表面構造制御……農工大院 BASE ○外輪 

俊介･土屋 康佑･荻野 賢司 

2Pb036 

 2336 

(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へ及ぼす

側鎖の嵩高さの影響……奈良教育大 ○仲島 浩紀･荒

田 聡恵･梶原 篤 

2Pa037 

 2337 

クリック反応による疎水性および親水性ポリ(1-置

換-4-ビニル-1,2,3-トリアゾール)の合成……九工大

院工 ○河崎 真也･滝沢 健一･吉永 耕二･毛利恵美子

高分子構造・高分子物理 
2Pb038 

 3347 

感熱応答性高分子の側鎖構造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 

2Pa039 

 3348 

広帯域誘電分光法によるリゾチーム水溶液のガラ

ス転移……東海大理 ○疋田 由貴、東海大院理 吉成 

豪夫、東海大理 山本 航･新屋敷 直木･喜多 理王･

八木原 晋 

2Pb040 

 3349 

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とシクロデキストリ

ンの効果……福井大 ○中尾 亜矢子･前田 寧 

2Pa041 

 3350 

立体規則性がアクリルアミド系高分子水溶液の相

図に与える影響……広島大院理 ○勝本 之晶･久保崎 

範行･衛藤 由希 

2Pb042 

 3351 

ポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)水溶液の相

挙動[V]－熱分析……京大院工 ○伊勢 知世･小松原 

拓也･永岡 洪太･河口 知晃･長 昌史･吉崎 武尚 

2Pa043 

 3352 

コラーゲンモデルポリペプチド(Pro-Pro-Gly)5 水

溶液の誘電緩和挙動……阪大院理 ○吉田 奈央･皆川 

綾子･四方 俊幸･奥山 健二 

2Pb044 

 3353 

疎水性側鎖を有する水溶性ポリペプチドの粘弾性

挙動……名工大院工 ○金田 聖央･猪股 克弘･杉本 

英樹･中西 英二 

2Pa045 

 3354 

アミノ酸残基を有するテトラキス(フェニルエチニ

ル)ベンゼン誘導体の超分子らせん構造……岐阜大

工 ○安田 圭一･坂尻 浩一･沓水 祥一 

2Pb046 

 3355 

ポリ-L-アスパラギン酸の局所コンフォメーション

……日大理工 ○室賀 嘉夫･須田 紗代子･栗田 公夫･

伊掛 浩輝･清水 繁 

2Pa047 

 3356 

両親媒性ランダム共重合体の界面活性剤水溶液中

でのミセル化挙動……阪大院理 佐藤尚弘･○徐 于晶

2Pb048 

 3357 

部分的に親水化したポリ(N‐イソプロピルアクリ

ルアミド)の水和挙動……阪大院理 ○前田 朋子･四

方 俊幸 

2Pa049 

 3358 

リグノフェノール溶液の光化学特性……三重大院生

資 ○青栁 充･舩岡 正光 

2Pb050 

 3359 

高分子溶液のソレー係数測定と溶液物性……東海大

院総理工 ○岸川 友貴、東海大理 前田 晃作、東海

大院総理工 喜多 理王･新屋敷 直木･八木原 晋 

2Pa051 

 3360 

剛直高分子ポリパラフェニレンベンゾビスチアゾ

ールの希薄溶液の固有粘度測定における分子量分

布の影響……岡山大院自然 ○沖原 巧･池田 徹 

2Pb052 

 3361 

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 

2Pa053 

 3362 

芳香族ポリイミドの構造と熱拡散率……東工大院理

工 ○森川 淳子、茨城大工 森川 敦司、東工大院理

工 橋本 壽正 

2Pb054 

 3363 

未架橋ポリロタキサン材料の構造と物性……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 

2Pa055 

 3364 

光散乱法による水素添加ニトリルゴムの延伸・回復

過程の追跡……農工大工 長谷川 真澄･○斎藤 拓、東

理大理 伊藤 眞義 

2Pb056 

 3365 

ポリプロピレンの配向緩和後の結晶化挙動と構造

形成……農工大工 宮野 誉也･河野 富美弥･大坂 

昇･○斎藤 拓 

2Pa057 

 3366 

ポリ 2-クロロスチレン薄膜の電気容量測定……立命館

大総理工機構 ○田原 大輔、立命館大理工 深尾 浩次

2Pb058 

 3367 

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……京工繊大院高分子 田中 

康裕･○荒木 剛彦･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、京工繊大院高分

子 猿山 靖夫 

2Pa059 

 3368 

動的光散乱法を用いた非晶性高分子のα緩和と非

常に遅い緩和の測定……京大院人間環境 ○横山 幸

久･小西 隆士･宮本 嘉久 

2Pb060 

 3369 

発泡過程におけるポリメタクリル酸メチルの分子

構造の変化……明大院理工 ○吉田 恒二･喜多 大輔･

長島 和茂･相澤 守･深澤 倫子 

2Pa061 

 3370 

シクロデキストリン－シクロアルカン骨格を有す

るポリマー包接化合物の合成とその核剤効果……農
工大院工 ○一色 直恵･李 春･高野 一史･斎藤 拓･

豊田 昭徳 

2Pb062 

 3371 

磁場配向されたアルキル側鎖を有する液晶性全芳

香族ポリエステルが形成する層状構造とその気体

拡散特性の NMR 法による評価……名工大院工 ○傘 

俊人･吉水 広明 

2Pa063 

 3372 

固体高分解能 1H MAS NMR を用いたポリアニリンの

研究……横浜市大院国際総合科学 川原晃･○本多尚 

2Pb064 

 3373 

クモ牽引糸モデルペプチドに関する固体 NMR 構造

解析……農工大工 ○池永 万希子･山口 恵理香･堀口 

紅実子･亀谷 俊輔･山内 一夫、農工大工･農工大科

博 朝倉 哲郎 

2Pa065 

 3374 

赤外分光法と広角 X 線回折法による共結晶構造を

有する生分解性ポリエステルブレンドの結晶構造

と熱的挙動……関西学院大院理工･関西学院大環境

研セ ○岡田 真理子･佐藤 春美･尾崎 幸洋 

2Pb066 

 3375 

顕微ラマンおよび赤外 ATR 法を用いたポリイミド

フィルムの配向分析……東レリサーチセ ○馬殿 直

樹･青木 靖仁･村木 直樹 



2Pa067 

 3376 

PVA の時間分解赤外分光法によるその場観察……日
東分析セ ○河辺 雅義、日東電工 二村 和典、名大

エコトピア 森田 成昭、関西学院大理工 尾崎 幸洋

2Pb068 

 3377 

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 III－電界強度および結晶化温度依存

性の調査……静岡大工 ○杉田 篤史･山原 麻里･松田 

靖弘･田坂 茂 

2Pa069 

 3378 

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、東工大名誉 

安部 明廣 

2Pb070 

 3379 

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、岡山大

工 津川 直矢、岡山大院自然 黒川 正章･島村 薫 

2Pa071 

 3380 

アイソタクチック・ポリブテン 1のメルト結晶成長

におけるレジーム転移……立命館大 ○山下 基 

2Pb072 

 3381 

ポリ乳酸の結晶化に及ぼす可塑剤添加効果……群馬

大院工 ○小井土 俊介･河井 貴彦、京大化研 麻川 

明俊･松葉 豪･西田 幸次･金谷 利治、豊田中研 加

藤 誠･岡本 浩孝、トヨタ自動車 松田 雅敏･中島 

毅彦･本間 信孝･黒瀬 隆 

2Pa073 

 3382 

ポリ乳酸の特異な結晶化と融解の挙動 I……福岡大

理 ○塚本 智史･渡壁 克己･大道 正幸･安庭 宗久 

2Pb074 

 3383 

ポリブチレンナフタレートの結晶化挙動の結晶化

温度依存性……福岡大理 ○岩本 順一･高橋 和久･安

庭 宗久 

2Pa075 

 3384 

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

子量分別と単結晶の作成……岡山大院自然 ○内田 

哲也･河村 智宏･井上 雄介、岡山大工 池田 喬是、

岡山大院自然 島村 薫 

2Pb076 

 3385 

The Role of Crystallization Behavior in Polymer 

Blends of Poly (3-hydroxybutyrate) and Cellulose 

Acetate Butyrate……Sch. of Sci. & Tech., Kwansei 
-Gakuin Univ. ○ Nattaporn Suttiwijitpukdee ･

Harumi Sato･Yukihiro Ozaki 

2Pa077 

 3386 

Structure and Crystallinity of Poly(3- 

hydroxybutyrate)/Poly(vinyl phenol) Blends 

Studied by DSC, FT-IR and XRD……Kwansei-Gakuin 
Univ. ○ Longhai Guo ･ Harumi Sato ･ Takeji 

Hashimoto･Yukihiro Ozaki 

2Pb078 

 3387 

融点の近い結晶性‐結晶性 2 元ブロック共重合体

の協同的結晶化……東工大院理工 ○深川 欣将･池田 

裕･野島 修一 

2Pa079 

 3388 

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……山口大院理工 ○三根 雅

生･浦上 直人･野崎 浩二･山本 隆 

2Pb080 

 3389 

n-アルカン結晶の回転相における複素熱容量……京
工繊大院高分子 嶋田 洋平･八尾 晴彦･○猿山 靖夫

2Pa081 

 3390 

温度勾配結晶化ポリプロピレンのラメラのねじれ

構造の観測……静岡大分析セ ○浅野 勉、静岡大教育 

澤渡 千枝･森山 風美里 

2Pb082 

 3391 

種々のαオレフィンポリマーの構造と熱膨張挙動

から観た分子鎖特性との関係……東工大院理工 ○田

中 正和、三井化学 狩野 武志･伊崎 健晴、東工大

院理工 扇澤 敏明 

2Pa083 

 3392 

アイソタクチックポリプロピレンの結晶化－格子

パラメータと多形の結晶化温度依存性……山口大院

理工 ○野崎 浩二、山口大理 佐藤 香野、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 山本 隆 

2Pb084 

 3393 

ナイロン 6－結晶性微粒子の表面装飾：金属とのコ

ンプレックス形成……山口大院理工 ○久戸瀬 由衣･

山本 隆 

2Pa085 

 3394 

微生物産生ポリアミノ酸およびその高分子ブレン

ドの分子構造解析……福井大院工 前田 史郎･○黄前 

真吾･清水 裕太 

2Pb086 

 3395 

Polybutadiene-Poly( ε -caprolactone)/Polybutadiene

ホモポリマーブレンドの相挙動……名工大院工 ○高

木 秀彰･山本 勝宏･岡本 茂、京工繊大 櫻井 伸一

2Pa087 

 3396 

超臨界 CO2雰囲気下における PVDF の結晶緩和挙動

……農工大院工 山村 由子･川手 己有･吉田 和央･ 
○大坂 昇･斎藤 拓 

2Pb088 

 3397 

PVDF/PMMA ブレンドにおける結晶成長中の PMMA の

排除と高次構造形成……農工大院工･オートネット

ワーク 岡部 佳史、農工大院工 ○大坂 昇･斎藤 拓

2Pa089 

 3398 

一方の成分に広い分子量分布を有するジブロック

共重合体のミクロ相分離構造……名工大院工 ○梅垣 

直哉･山本 勝宏 

2Pb090 

 3399 

高分子鎖の閉じ込めによる油中水滴型ドロップレ

ットの形状変化……山口大院理工 ○黒川 敬久･浦上 

直人、お茶大理 今井 正幸、山口大院理工 山本 隆

2Pa091 

 3400 

炭酸ガスレーザー超音速マルチ延伸法で作製した

PET ナノシート II……山梨大院医工 ○有野 恭平･鈴

木 章泰 

2Pb092 

 3401 

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 II……山梨大院医工 ○三浦 ちさ

き･鈴木 章泰 

高分子工業・工学 
2Pb094 

 5501 

潜在性化合物を用いる易剥離性粘着剤の作製……阪
府産総研 ○舘 秀樹･山元 和彦 

2Pa095 

 5502 

真空紫外光照射によるシクロオレフィンポリマー

表面改質：照射雰囲気の影響……京大院工 ○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 

2Pb096 

 5503 

シクロオレフィン系ポリマー基材の光活性化接合

における接合強度と封止性の評価……アルプス電気 
○谷口 義尚･田口 好弘、京大 金 永鍾･杉村 博之

2Pa097 

 5504 

高溶解性熱付加型イミドオリゴマーを用いたポリ

イミド/炭素繊維複合材料の開発－一方向材プリプ

レグからの複合材料の作製……宇宙機構 ○石田 雄

一･小笠原 俊夫、宇宙機構宇宙研 横田 力男 

2Pb098 

 5505 

熱可塑性を有する新規エポキシ樹脂の開発と高強

度 FRP への応用……ナガセケムテックス ○辻村 豊･

西田 裕文、日東紡績 平山 紀夫 

2Pa099 

 5506 

ポリウレタン粒子を添加した耐衝撃性 PMMA の調製

……名工大院工 ○本多 義昭･杉本 英樹･猪俣 克弘･

中西 英二 

2Pb100 

 5507 

撥水性を付与した透明 PMMA ハイブリッド材料の調

製……名工大院工 伊藤 友樹･○荻野 敬広･大松 一

喜･杉本 英樹･猪股 克弘･中西 英二 

2Pa101 

 5508 

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、愛媛

大院理工･愛媛大 VBL 井上賢三･井原栄治･伊藤大道

2Pb102 

 5509 

フェルラ酸を利用した新規紫外線吸収剤の物性評

価……和歌山県工技セ ○森 一･細田朝夫･三宅靖仁･

多中良栄･大﨑秀介･小畑俊嗣、わかやま産業振興財

団 谷口久次、新中村化学 保田真吾･山田浩平･太田 

康二･伊豫昌己･栢木實、築野食品 築野卓夫 

2Pa103 

 5510 

ポリスチレンの熱的物性に及ぼす長鎖アルキル修

飾シリカゲルフィラーの添加効果……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 

2Pb104 

 5511 

IPN 構造を有する透明エポキシ/アクリル樹脂の調

製……名工大院工 ○森 穂高･荻野 敬宏･杉本 英樹･

猪股 克弘･中西 英二 

2Pa105 

 5512 

親水性スメクタイトを用いた低線膨張フィルムの

調製……名工大院工 横井 一輝･○池野 翔一･大松 

一喜･杉本 英樹･猪股 克弘･中西 英二 

2Pb106 

 5513 

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･○竹内 拓･大松 一喜･杉本 英樹･猪股 克弘･中

西 英二 

2Pa107 

 5514 

シリコーンを導入した透明ハイドロゲルの調製と

酸素透過性評価……名工大院工 ○都築 直紀･小山 

治規･大松 一喜･杉本 英樹･猪股 克弘･中西 英二 



2Pb108 

 5515 

酵素反応によって改質したキトサン溶液によるポ

リエチレン板の接着における光グラフト重合の効

果……日大生産工 ○山上 翔･山田 和典、月桂冠総研 

中村 幸宏･東田 克也･秦 洋二 

2Pa109 

 5516 

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 

2Pb110 

 5517 

クエン酸架橋シクロデキストリンポリマーの調製

とその性状……青森産技セ ○菊地徹･山口信哉、環境

工学 鈴木純一･澤田忠志、青森産技セ 奈良岡哲志

2Pa111 

 5518 

ガラス長繊維強化ポリアミドの開発動向……旭化成

ケミカルズ ○猿川 浩史･山内 圭･小西 栄信 

2Pb112 

 5519 

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･渡邉順司･佐々

木宗夫･池田能幸、横浜ゴム 加々美 茂･川口航一 

高分子機能 
2Pa113 

 4029 

ハニカム構造を用いて無機マイクロ結晶の作成……
千歳科技大 宮島 歩･○今 健一･日高 公介･カート

ハウス オラフ 

2Pb114 

 4030 

光分解性 6-ブロモクマリン誘導体を有するシラン

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 

2Pa115 

 4031 

高分子ミセル中でのチタニアナノ粒子の合成と

PMMA との複合化……九工大 山田 修平･山永 哲也･

毛利 恵美子･○吉永 耕二 

2Pb116 

 4032 

光分解性スクシンイミジルエステルを有する単分

子膜基板－その調製条件検討とキャラクタリゼー

ション……神奈川大理 ○吉野 雄太郎、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･

物材機構 中山 秀一、物材機構 中西 淳 

2Pa117 

 4033 

ポリシラン薄膜の光学特性に対する加熱効果……産
総研 ○橘 浩昭･杉山 泰･水野 冬矢･堀井 美徳･阿

澄 玲子 

2Pb118 

 4034 

蒸着重合高分子薄膜の高次構造と電気物性……静岡

大工 ○山本 希･熊谷 泰輔･久保野 敦史 

2Pa119 

 4035 

機能性ガラス基板上での直接還元による金ナノ粒

子の作製……阪大院工 ○宮崎真衣･辻本 敬･宇山 浩

2Pb120 

 4036 

有機高分子を用いた遷移金属水酸化物の結晶化制

御……東大院工 ○坂井 宏成･梶山 智司･緒明 佑哉･

西村 達也･加藤 隆史 

2Pa121 

 4037 

アミノ基含量の異なるナノハイドロゲル膜の調製と

機能評価……鹿児島大院理工 ○有川 聡大･宇都 甲一

郎･山元 和哉、鹿児島大院理工･物材機構 青柳 隆夫

2Pb122 

 4038 

温度応答性ブロックポリマーを異方的修飾したフ

ェリチンタンパク質の調製とその特性評価……鹿児

島大院理工 ○山本 美佳･宇都 甲一郎･山元 和哉、

鹿児島大院理工･物材機構 青柳 隆夫、JST-PRESTO 

岩堀 健治、奈良先端大院物質 山下 一郎 

2Pa123 

 4039 

分子認識部位を有する自己組織化単分子膜の応答

性と膜の性質に与えるチオール化トリエチレング

リコール導入効果……名工大院工 ○山崎 修平･大薮 

直孝･出羽 毅久･南後 守･山下 啓司 

2Pb124 

 4040 

コレステロール誘導体を開始点としたポリカーボ

ネートの合成と超薄膜の創製……甲南大理工 ○寺尾 

和久･渡邉 順司･池田 能幸 

2Pa125 

 4041 

バイオベースポリマーの分子鎖凝集構造とナノイ

ンプリント特性……九大院工 ○篠原 貴道、九大先導

研 白波瀬 朋子、九大院工･九大先導研 高原 淳 

2Pb126 

 4042 

三次元周期構造を有する大面積シリカ系有機－無

機ハイブリッド膜の構築……川村理研 深澤 憲正、

DIC ○木村 裕子、川村理研･JST-CREST 金 仁華 

2Pa127 

 4043 

化学吸着法を用いたピロール系導電性超薄膜の作

製……香川大工 ○石川 修平･高井 惇･大久保 雄司･

高田 晃彦･大竹 忠･小川 一文 

2Pb128 

 4044 

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 中島 大志･彌田 智一、京工繊大

院工芸 浅岡 定幸 

2Pa129 

 4045 

光反応を利用した水素終端シリコン基板上への単分

子膜の形成……北陸先端大院 ○船戸 幸司･三浦 佳子

2Pb130 

 4046 

ポリアニリンの界面誘起重合膜……産総研光技術  
○谷垣 宣孝 

2Pa131 

 4047 

セルロース/アルカリ水溶液から疎水的表面を持つ

セルロースメンブランの調製……徳島文理大院工  
○中丸 大志･吾郷 万里子･岡島 邦彦 

2Pb132 

 4048 

金属との直接接着のためのフッ素樹脂表面の改質

……岩手県工技セ ○鈴木 一孝･藤原 真希･三浦 由

美子･佐々木 英幸 

2Pa133 

 4049 

表面修飾FePtナノ粒子の合成と特性……東北大多元

研･東工大院総理工･慈恵医大臨床研 ○河村 亮、東

北大多元研 中川 勝、東工大院総理工 北本 仁孝、

慈恵医大臨床研 並木 禎尚 

2Pb134 

 4050 

ポリスチレン微粒子とシリカ微粒子表面への表面

修飾 FePt ナノ粒子の吸着挙動……東北大多元研･東

工大院総理工･慈恵医大臨床研 ○河村 亮、慈恵医

大臨床研 工藤有希子、東北大多元研 中川 勝、東

工大院総理工 北本仁孝、慈恵医大臨床研 並木禎尚

2Pa135 

 4051 

濃厚ポリマーブラシを用いた電界紡糸ファイバー

の表面修飾に関する研究……物材機構国際ナノアー

キテクトニクス研 ○張 坤･吉川 千晶、物材機構生

材セ 寺田 堂彦、ヒューマンサイエンス財団 服部 

晋也、物材機構生材セ 小林 尚俊 

2Pb136 

 4052 

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･渋谷 友加里･福嶋 俊行 

2Pa137 

 4053 

置換ポリアセチレン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･渋谷 友

加里･福嶋 俊行 

2Pb138 

 4054 

置換ポリアセチレン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･

渋谷 友加里･福嶋 俊行 

2Pa139 

 4055 

固体 NMR 法によるポリフルオレン薄膜の分子配向

解析……京大化研 ○島原 由利江･福島 達也･木内 

洋平･梶 弘典 

2Pb140 

 4056 

置換基の異なる光分解性 2-ニトロベンジルエステ

ル型シランカップリング剤から得られる自己組織

化単分子膜の評価……神奈川大理 ○内山 嘉竜･橋本 

徹平･齋藤 香織、神奈川大理･神奈川大光材料研 山

口 和夫 

2Pa141 

 4057 

電界紡糸法を用いたポリメタクリル酸メチル誘導

体ナノファイバーの調製とその表面化学修飾……九
大工 ○矢野 貴大、九大院工 葉 永安･山口 央基･

寺山 友規、九大先導研 小林 元康、九大院工･九大

先導研 高原 淳 

2Pb142 

 4058 

水素結合を利用した温度応答性中空粒子の合成……
兵庫県大院工 ○登里 真光･遊佐 真一、福井工大工 

森島 洋太郎 

生体高分子および生体関連高分子 
2Pb144 

 4878 

DNA セルフアセンブリによるリポソームアレイの

構築……東医歯大生材研 ○阿部 慶太･佐々木 善浩･

秋吉 一成 

2Pa145 

 4879 

余剰面積の変化によるベシクルの変形シミュレー

ション……山口大院理工 ○野口 威照･浦上 直人、お

茶大理 今井 正幸、山口大院理工 山本 隆 

2Pb146 

 4880 

脂質混合単分子膜へのコレラ菌溶血毒の作用機序

……佐賀大理工 瀬戸 洋繁･田上 安宣、鈴鹿高専生

物応用化学 生貝 初、佐賀大理工 成田 貴行･○大

石 祐司 

2Pa147 

 4881 

リビングラジカル重合によるビスフェノール A イ

ンプリンティングの検討……神戸大院工 ○佐々木 

翔悟･高野 恵理･大谷 亨･竹内 俊文 

2Pb148 

 4882 

ナノ粒子表面での有機/無機ハイブリッドタンパク

質インプリンティング……神戸大院工 ○井上 純志･

大谷 亨･竹内 俊文 



2Pa149 

 4883 

金基板に固定化したレクチンの糖タンパク質認識

評価……神戸大院工 ○三原 恵利香･李 恵柱･崔 亨

佑･大谷 亨･竹内 俊文 

2Pb150 

 4884 

ビスフェノール A インプリントナノ粒子を用いた

光導波路型 SPR センシング……神戸大院工 田口 由

紀･○高野 恵里･大谷 亨･竹内 俊文 

2Pa151 

 4885 

複合グルタミド誘導分子ゲルによるポルフィリン

集積構造の制御……熊本大院自然 ○下田 俊二･神徳 

啓邦･高藤 誠･澤田 剛、京大エネ研 佐川 尚、熊本

大院自然 伊原 博隆 

2Pb152 

 4886 

酵素および細胞応答超分子ヒドロゲルの開発……京
大院工 ○越智 里香･和田 淳彦･池田 将、京大院

工･JST-CREST 浜地 格 

2Pa153 

 4887 

様々なエピトープを末端に持つポリスチレン・ブロ

ックポリマーの合成と細胞認識……同志社大理工  
○手原 大介･古賀 智之･東 信行 

2Pb154 

 4888 

クルクミン―ホウ素錯体を利用したイオンセンシ

ング……名大院生命農 ○宮本 真里･松見 紀佳･青井 

啓悟 

2Pa155 

 4889 

光 学 活 性 な poly[(N-1-hydroxymethyl)propyl 

methacrylamide]s (PHMPMAs) の合成と感温特性……
京工繊大院工芸 ○津田 幸子･青木 隆史 

2Pb156 

 4890 

新規フェニルボロン酸基含有モノマーの調製と重

合……東理大院基礎工 ○稲見 祐希･麻生 隆彬･菊池 

明彦 

2Pa157 

 4891 

薬物定量を目的としたシトクロム P450 電極の作製

とその機能評価……山口大院医 ○板岡加成恵･堤宏守

2Pb158 

 4892 

自己集合性錯体へのユビキチンの内包……東大院工 
○藤田 大士･鈴木 康介･佐藤 宗太、理研 山口 芳

樹、名市大院薬 栗本 英治、岡崎バイオ 山口 拓実、

岡崎バイオ･JST-CREST 加藤 晃一、東大院工･

JST-CREST 藤田 誠 

2Pa159 

 4893 

カチオン型水溶性ポリメチンによるＤＮＡ蛍光セ

ンサー……東洋大工 ○加藤 暁憲･福島 康正 

2Pb160 

 4894 

温度応答性エラスチンモデル高分子の合成および

ミセル化……東洋大院工 ○北田 学･福島 康正 

2Pa161 

 4895 

保護アミノ酸蛍光センサーの合成と機能評価……東
洋大院工 ○本田 晴彦･福島 康正 
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高分子化学 
2Pc001 

 2338 

ATRPとROMPによる嵩高いラクトン構造をもつポリ

(メタ)アクリル酸エステルを側鎖に有するくし型

ポリマーの合成……農工大院技術経営 ○宮崎 巧真、

農工大院工 薛 伯勇･高野 一史･豊田 昭徳 

2Pd002 

 2339 

ポリエーテルをペンダントした新規含フッ素マク

ロモノマーの合成と重合……埼玉工大院 ○近田 心

一･萩原 時男 

2Pc003 

 2340 

無保護の糖鎖モノマーを用いる精密重合による糖

鎖高分子調製……千葉大院工 ○桑折 道済･阿保 芙

美奈･佐藤 円香･笹岡 将人･国貞 悠介･春谷 昌克･

谷口 竜王･中平 隆幸 

2Pd004 

 2341 

炭素化合物を触媒として用いたリビングラジカル

重合－可逆移動触媒重合……京大化研 ○新城 綾香･

長澤 浩司･後藤 淳･辻井 敬亘･福田 猛 

2Pc005 

 2342 

ビニルスルホン酸誘導体の RAFT 重合における置換

基効果……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 

2Pd006 

 2343 

異なる側鎖を持つアクリル酸エステル類のラジカ

ル重合中のラジカル移動反応の鎖長依存性の ESR

による研究……奈良女大理 ○荒田 聡恵･岩井 薫、奈

良教育大 梶原 篤 

2Pc007 

 2344 

リビングラジカル重合法を利用するポリペルオキ

シドセグメント含有ブロックコポリマーの合成……

阪市大院工 ○佐藤 絵理子･松本 章一 

2Pd008 

 2345 

新規フルオロアルキル 2-トリフルオロメチルアク

リレ－トの合成と重合……埼玉工大院工 ○細谷 明

弘･成田 正、埼玉工大工 浜名 浩 

2Pc009 

 2346 

フッ素化アルコール存在下での N-ブトキシカルボ

ニルアクリルアミドのラジカル重合‐錯体構造と

立体特異性との関係……徳島大院ソシオテクノ ○山

岡 竜介･宮崎 誉将･平野 朋広･右手 浩一 

2Pd010 

 2347 

超高圧処理法によるポリ N-イソプロピルアクリル

アミドの分子量制御……鹿児島大院理工 ○山口 亮

平･山元和哉、鹿児島大院理工･物材機構 青柳隆夫

2Pc011 

 2348 

シンジオタクチック N-アルキルアクリルアミド共

重合体の合成-相転移挙動に及ぼす共重合組成と立

体規則性の影響……徳島大院ソシオテクノ ○山本 

博明･平野 朋広･右手 浩一 

2Pd012 

 2349 

側鎖に隣接トリカルボニル構造を有するポリスチ

レン誘導体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･須藤 篤･遠藤 剛 

2Pc013 

 2350 

ポルフィリンの隠れた二重結合性とそのラジカル

重合性……山梨大院医工 ○小幡 誠 

2Pd014 

 2351 

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

2Pc015 

 2352 

多官能エーテル系チオールを用いた硬化物の物性

……昭和電工 ○上野明子･山上功･石井伸晃･室伏克己

2Pd016 

 2353 

アクリルアミド誘導体のラジカル重合-モノマーコ

ンホメーションのスイッチングによる立体特異性

の制御……徳島大院ソシオテクノ ○森上 晃弘･平野 

朋広･右手 浩一 

2Pc017 

 2354 

高純度クロロメチルスチレンのRAFT重合……山形大

工 ○神原 リイナ･森 秀晴、近畿大分子研 遠藤 

剛、AGC セイミケミカル 米森 重明 

2Pd018 

 2355 

新規ビス(2-トリフルオロメチルアクリレート)の

合成と重合……埼玉工大院工 ○成田 正･倉上 元樹、

埼玉工大工 浜名 浩 

2Pc019 

 2356 

2-置換ノルボルネン類のラジカル共重合挙動と主

鎖中のノルボルナン骨格がガラス転移温度に与え

る影響……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 野殿光史、三菱レイヨン 百瀬 陽

2Pd020 

 2357 

ラジカル開環重合によるポリヒドロキシスチレン

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･須藤 篤･遠藤 剛 

2Pc021 

 2358 

シロキサン含有新規アクリルゴムの作製とその物

性評価……甲南大理工 ○竹村 優一･渡邉 順司･佐々

木 宗夫･池田 能幸、中西金属 小島 康彦･松本 恭

一･内田 光泰 

2Pd022 

 2359 

感温性セグメントを有するトリブロックコポリマ

ーの精密合成と熱応答性への構造効果……北大院工 
○陳 友根･張 春紅･渕瀬 啓太･堺井 亮介･佐藤 敏

文･覚知 豊次 

2Pc023 

 2360 

ラジカル共重合性を抑制した[p-(3, 4-ジメチル)

マレイミドスチレン]の合成と重合反応性……埼玉

工大院 ○田中 雅也･前田 良彦･萩原 時男 

2Pd024 

 2361 

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と特性解析……山形大院

理工 ○田中 広美･丹藤 泉･森 秀晴 

2Pc025 

 2362 

金属触媒を用いた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･永井 寛嗣･佐藤 浩太郎･

上垣外 正己 

2Pd026 

 2363 

2-メチレン-1,3-ジオキサ-5,6-ジヒドロエピンの

合成とラジカル開環重合……産総研 ○平栗 洋一･相

羽 誠一 

2Pc027 

 2364 

ポリマーゲル線量計における反応機構の研究……広
国大 ○林 慎一郎、広国大･阪大院医 吉岡 宗徳、

広国大 笛吹 修治、広国大院 近藤 貴裕、広国大 羽

根田 清文･富永 孝宏 



2Pd028 

 2365 

RAFT 重合法に基づく両末端に水酸基を有する高分

子の精密合成とその重付加・重縮合反応……近畿大

分子研 ○濱口 隆彰、山形県産技機構 青柳 直人、

近畿大分子研 須藤 篤･遠藤 剛 

2Pc029 

 2366 

量子力学計算によるラジカル重合反応性の予測……
東工大院理工 ○齋藤 圭吾･高橋 伸之介･川内 進 

2Pc031 

 2367 

Rh 触媒による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 

2Pd032 

 2368 

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･

齋藤 彰範、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 

2Pc033 

 2369 

連鎖縮合重合を利用した芳香環にアルコキシ基を有

するポリ(m-ベンズアミド)の合成……神奈川大工 ○大

石 智之･西川 優吾･鈴木 俊也･横山 明弘･横澤 勉 

2Pd034 

 2370 

シランおよびシラノール基を有するポリシルセス

キオキサン(POSS)誘導体のトリス(ペンタフルオロ

フェニル)ボラン触媒を用いた縮合反応……北陸先

端大院 ○垣花 百合子･Trinh Thang Thuy・Hoque Md 

Asadul･飯田 啓雄･川上 雄資 

2Pc035 

 2371 

p-トリメチルシリルフェニル POSS の合成と選択的

親電子置換反応……北陸先端大院 ○宮里 朗夫･川上 

雄資 

2Pd036 

 2372 

ダブルデッカーPOSS を用いたポーラスシリカの合

成と特性評価……北陸先端大院 ○金崎 浩己･張 艶

紅･川上 雄資 

2Pc037 

 2373 

4-アミノ-1,2,4-トリアゾールを主鎖に有するπ共

役高分子の合成と物性……東工大資源研 ○鯉江 周

作･田中 玄太郎･福元 博基･小泉 武昭･山本 隆一 

2Pd038 

 2374 

光伝導性シート状高分子及び多孔性有機構造の構

築……分子研 ○江 東林･万 順･郭 佳 

2Pc039 

 2375 

ポリ(3-ヘキシルチオフェン)鎖を有する新規イオ

ン結合性ブロック共重合体の合成……東工大院理工 
○高橋 歩･東原 知哉･上田 充 

2Pd040 

 2376 

ジオールとジカルボン酸の低温脱水重縮合の高速

化……名工大院工 ○山田 真司･牧野 哲也･高須 昭則

2Pc041 

 2377 

新規光学活性有機ホウ素高分子の合成……京大院工 
○三宅 純平･永井 篤志･小門 憲太･中條 善樹 

2Pd042 

 2378 

トリフルオロメチル基を有する新規ポリベンゾオ

キサジンの合成……東工大院理工 ○小澤 昭一･早川 

晃鏡･柿本 雅明 

2Pc043 

 2379 

α-ジイミンを有するπ-共役系高分子の合成とそ

の特性……名大院生命農 ○広田 陽介･松見 紀佳･青

井 啓悟 

2Pd044 

 2380 

クルクミンを用いたバイオベースポリカーボネー

トの合成とその特性……名大院生命農 ○眞野 晃一･

松見 紀佳･青井 啓悟 

2Pc045 

 2381 

パラジウム触媒を用いた炭酸プロパルギルエステ

ルとベンゼンスルホンアミド類との重縮合……防衛

大応化 ○西岡 憲幸･小泉 俊雄 

2Pd046 

 2382 

フラーレンを主鎖に有する高分子の合成と性質……
東理大理工 ○谷 遼太郎･梶原 隆史、東理大理工･東

京聖栄大健康栄養 阿部芳首、東理大理工 郡司天博

2Pc047 

 2383 

乳酸のマイクロ波直接脱水重縮合－反応経過に伴

う複素誘電率変化の測定および実生産に向けた大

型化実験……産総研 ○中村 考志･長畑 律子･末光 

茂紀･原中 正行、四国計測工業 國井 勝之･曽我 博

文･杉本 章司、産総研 竹内 和彦 

2Pd048 

 2384 

新規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 

2Pc049 

 2385 

発光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 

2Pd050 

 2386 

主鎖にフルオレセイン構造を有するポリアミドの

合成とカルシウムイオン架橋による蛍光ナノ粒子

への変換……鹿児島大院理工 ○田中 佑季、国立循環

器病セ研 西川 雄大、鹿児島大院理工 加藤 毅･

佐々木 洋介･金子 芳郎･門川 淳一 

2Pc051 

 2387 

パラジウム触媒を用いたポリフェニレンエーテル

の合成……農工大院 BASE ○土屋 康佑･荻野 賢司 

2Pd052 

 2388 

ポリ(3-ヘキシルチオフェン)鎖及びポリ(4-ビニル

トリフェニルアミン)鎖を有するブロック共重合体

の合成……東工大院理工 ○東原 知哉･上田 充 

2Pc053 

 2389 

触媒移動型連鎖重合によるフェニレン系ブロック

共重合体の合成……上智大理工 ○小松原 香莉･藤田 

正博･竹岡 裕子･陸川 政弘 

2Pd054 

 2390 

イオン液体を反応場とする様々なジアミンとテト

ラカルボン酸とからのポリイミドの合成……群馬大

院工 米山 賢･○植木 千栄 

2Pc055 

 2391 

イオン液体中でのPd触媒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･○有

田 裕基 

2Pd056 

 2392 

イオン液体中での各種ナイロン塩型モノマーから

のポリイミドの合成……群馬大院工 ○井上 香奈･米

山 賢 

2Pc057 

 2393 

イオン液体中での様々な 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 

2Pd058 

 2394 

環状フェニルテトラシロキサンテトラオールの反

応……北陸先端大院 ○立山 誠治･川上 雄資 

高分子構造・高分子物理 
2Pc059 

 3402 

変性 SBR/シリカ系配合物の物性に及ぼす混練条件

の影響……旭化成ケミカルズ ○松田 孝昭･石村 徳

房･吉田 淳一･加藤 清雄 

2Pd060 

 3403 

ポリアミド/アパタイトナノコンポジットの特性と

展開……旭化成ケミカルズ ○荒巻 政昭 

2Pc061 

 3404 

高分子と合金のコンポジットの構造と融解挙動……
静岡大工 ○松田靖弘･松蔭真由子･伊藤芳･田坂茂 

2Pd062 

 3405 

ポリプロピレングリコール/チタニア/ジルコニア

ハイブリッドの光学的性質と微細構造……日大院理

工 ○清水 文子、日大理工 伊掛 浩輝･清水 繁･室

賀 嘉夫･栗田 公夫 

2Pc063 

 3406 

分子量及び化学構造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……
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 

2Pd064 

 3407 

ポリイミド/シリカハイブリッドの物性……日大院

理工 ○山城 良太、日大理工 栗原 翔･伊掛 浩輝･

清水 繁･室賀 嘉夫･栗田 公夫 

2Pc065 

 3408 

ポリ DL 乳酸/シリカハイブリッドの光学的性質……
日大院理工 ○小出 優一郎、日大理工 奈良 英明･

伊掛 浩輝･清水 繁･室賀 嘉夫･栗田 公夫 

2Pd066 

 3409 

熱可塑性 PMMA-シリカハイブリッド材料の開発……
京工繊大院工芸 ○有賀 草平･山田 保治 

2Pc067 

 3410 

ポリ乳酸－シリカハイブリッドの創製……京工繊大

院工芸 ○永田 みずほ･山田 保治 

2Pd068 

 3411 

ポリ乳酸-シリカハイブリッドの合成と特性……京
工繊大院工芸 ○宮島 寛実･山田 保治 

2Pc069 

 3412 

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-凝集転移の分子量依存性：時間分割

測定……日大院理工 ○大室 泰典･松下 清文･嶋本 

響･丸野 晋平･畠井 秀、日大理工 澤口 孝志･星 

徹･萩原 俊紀･矢野 彰一郎 

2Pd070 

 3413 

PMMA/SiO2 ナノ粒子ハイブリッドの分散-凝集転移

に与える水の影響……日大院理工 ○嶋本 響･畠井 

秀、日大理工 蒲 亮太郎･澤口 孝志･星 徹･萩原 俊

紀･矢野 彰一郎 

2Pc071 

 3414 

末端にカルボン酸を有するポリスチレンとポリメ

タクリル酸 2-(ジメチルアミノ)エチルの相溶性……
近畿大分子研 ○田中 斎文、九工大エコタウン研セ 

西田 治男、近畿大分子研 遠藤 剛 

2Pd072 

 3415 

HIPS 添加によるスチレン系ブロックポリマーの耐

衝撃性発現機構……旭化成ケミカルズ ○佐藤 尚彦･

石原 收･松田 孝昭･加藤 清雄 



2Pc073 

 3416 

ナノ相構造を有する熱可塑性エラストマーの変形

挙動……農工大工 ○高津 衣世･大坂 昇･斎藤 拓 

2Pd074 

 3417 

新規ポリアセタールブロックコポリマーとエラス

トマーとの相溶性……旭化成ケミカルズ ○岩元 隆

志･中村 秀樹･土岐 真･小松 純夫･二井野 雅彦 

2Pc075 

 3418 

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 

2Pd076 

 3419 

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 

2Pc077 

 3420 

Morphology and properties of SEBS/MWCNTs 

nanocomposites by high-shear processing……産総

研 ○李 勇進･清水 博 

2Pd078 

 3421 

光誘起相分離を用いた三成分系におけるカーボン

ナノチューブの分散制御に関する研究……京工繊大 
○福岡 正高･竹田 悠太･中西 英行･則末 智久･宮

田 貴章 

2Pc079 

 3422 

空間変調光を用いたポリマーブレンドにおける異

方性相構造の発現とその応用……京工繊大 ○村田 

匡･智山 大煥･谷 亜由美･則末 智久･宮田 貴章 

2Pd080 

 3423 

ポリフェニレンエーテルの分子量設計によるポリ

マーアロイの特性発現……旭化成ケミカルズ ○三井 

昭･加茂 弘･三好 貴章･荒木 祥文 

2Pc081 

 3424 

IR イメージング法による一軸延伸繊維強化複合材

料の局所的変形の可視化……東工大 ○引間 悠太･森

川 淳子･橋本 壽正 

2Pd082 

 3425 

結晶性-結晶性 2 元ブロック共重合体中の低融点ブ

ロックの配向結晶化……東工大院理工 ○比嘉 友紀･

野島 修一 

2Pc083 

 3426 

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

低融点ブロックの結晶化と融解……東工大院理工  
○桜井 拓也･野島 修一 

2Pd084 

 3427 

非晶-液晶系ジブロック共重合体が形成するミクロ

相分離構造の磁場配向……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 

2Pd086 

 3428 

置換メチレンを主鎖に持つ高置換基密度のポリカ

ルボン酸型高分子液晶……農工大院工 ○藤井 望･宮

川 大地･敷中 一洋、東工大院理工 戸木田 雅利･

渡辺 順次、農工大院工 重原 淳孝 

2Pc087 

 3429 

異なるスペーサー長の置換メチレン高分子液晶が形

成する特異的なスメクチック相構造……農工大工 ○三

上 純、農工大院工 藤井 望･敷中 一洋、東工大院理

工 戸木田雅利･渡辺 順次、農工大院工 重原 淳孝 

2Pd088 

 3430 

ホヤセルロースナノファイバー懸濁液の液晶形成

と磁場配向……京大化研 ○平井 諒子･野村 晃敬･辻

井 敬亘･辻 正樹･登阪 雅聡･梶 弘典 

2Pc089 

 3431 

BABH-n 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

2Pd090 

 3432 

熱硬化反応を利用した液晶架橋体の合成……大分大

工 ○吾妻 祐一郎･那谷 雅則･氏家 誠司 

2Pc091 

 3433 

メソゲン基を有するポリアミンの液晶挙動と配向

構造……大分大工 ○冨高 詩織･氏家 誠司 

2Pd092 

 3434 

キラル液晶高分子の合成と配向特性……大分大工  
○森下 裕介･那谷 雅則･吉見 剛司･氏家 誠司 

2Pc093 

 3435 

液晶場における微粒子の自己組織化挙動の観察……
九大院総理工 ○前村 紘太、九大先導研 樋口 博

紀･菊池 裕嗣 

2Pd094 

 3436 

ノルロイシン残基を導入したトリス(フェニルエチ

ニル)ベンゼン誘導体の超分子らせん構造と液晶性

……岐阜大工 ○伊藤 広樹･坂尻 浩一･沓水 祥一 

2Pc095 

 3437 

アゾベンゼンメソゲンの液晶挙動に及ぼす分子末

端構造の効果……大分大工 ○馬場 久法･東 佑樹･根

岸 謙次･酒井 健太･守山 雅也･氏家 誠司 

2Pd096 

 3438 

極性末端基を有する側鎖型高分子液晶の配向挙動

……大分大工 ○古城 建典･那谷 雅則･守山 雅也･氏

家 誠司 

2Pc097 

 3439 

電荷高分子で保護された金ナノロッドの凝集構造

評価……九大院総理工 ○野崎 祐一郎、九大先導研 

樋口 博紀、九大院工 上地 一郎･山田 淳、九大先

導研 菊池 裕嗣 

高分子機能 
2Pd098 

 4059 

カルバゾール骨格を主鎖に含む共役高分子の合成

と物性……東工大グローバルエッジ研 ○道信 剛志、

農工大院 尾嶝 春香･重原 淳孝 

2Pc099 

 4060 

主鎖に複素五員環を有するπ共役高分子の合成と

物性……島根大総理工 ○三野 豪士･山口 勲･佐藤 

守之 

2Pd100 

 4061 

アルキル置換(チオフェン/フェニレン)コオリゴマ

ーの物性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 山雄 健史･堀田 収 

2Pc101 

 4062 

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、阪大産研 佐伯 昭紀･田川 

精一、阪大院工 関 修平、東大院工 相田 卓三 

2Pd102 

 4063 

ポリチオフェンナノファイバーの移動度に関し電

極材料が与える効果……農工大院技術経営 ○高橋 

智之、農工大 三木 健生･渡辺 千穂、農工大院 BASE 

下村 武史 

2Pc103 

 4064 

Covalent Two-Dimensional Polymers by a 

Topological Approach……Inst. for Mol. Sci. ○Long 
Chen、Dept. of Applied Chem., Grad. Sch. of Eng., 

Osaka Univ.･JST-PRESTO Shu Seki、Inst. for Mol. 

Sci.･JST-PRESTO Donglin Jiang 

2Pd104 

 4065 

真空蒸着可能な安定π共役ラジカル分子の合成と

有機電子デバイスへの応用……山形大院理工 ○山下 

裕介･夫 勇進･中山 健一･城戸 淳二 

2Pc105 

 4066 

SrTiO3 を絶縁膜に用いた低駆動電圧有機トランジ

スタ……山梨大院医工 ○城 俊彦･厳 虎･奥崎 秀典 

2Pd106 

 4067 

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 PL 及び EL 特性……徳島大

院 ○澁谷 厚志･原田 直弥･手塚 美彦･田中 均 

2Pc107 

 4068 

二次元二量子固体 NMR によるポリフルオレンの主

鎖コンホメーション精密解析……京大化研 ○福島 

達也･島原 由利江･木内 洋平･梶 弘典 

2Pd108 

 4069 

バイポーラ性有機EL材料CBPの電荷輸送特性……京
大化研 ○鈴木 不律･山田 知典、京大院工･京大福

井記念研セ 佐藤 徹、京大院工 田中 一義、京大化

研 梶 弘典 

2Pc109 

 4070 

ポリグルタメートを正孔輸送材料に用いた単層型

有機EL素子の発光効率に与える溶媒の効果……東工

芸大院 ○高見沢 陽介･田中 良実･内田 孝幸･比江

島 俊浩 

2Pd110 

 4071 

リンオキシド含有ホスト材料を用いた青色リン光

有機 EL 素子……山形大院理工 ○石坂 翼･笹部 久

宏･夫 勇進･中山 健一･城戸 淳二 

2Pc111 

 4072 

青色発光を示すトリス(ピラゾリルジベンゾフラ

ン)イリジウム錯体の合成と有機 EL 素子への応用

……山形大院理工 ○宮尾 聡･夫 勇進･笹部 久宏･中

山 健一･城戸 淳二 

2Pd112 

 4073 

ラジカルポリマー薄膜における電荷伝播の温度特

性……早大理工 ○原口健太郎･小柳津研一･西出宏之

2Pc113 

 4074 

ビピリジニウム基を有する電子ドープ型高分子半

導体の合成と物性評価……九大院工 ○小野 智則･長

村 利彦 

2Pd114 

 4075 

フルオレンによるカーボンナノチューブ/ポリマー

混合物の配向膜作製……神戸大院工 ○山下 聖義、産

総研 斎藤 毅、神戸大院工 小柴 康子･堀江 聡･三

崎 雅裕･石田 謙司･上田 裕清 

2Pc115 

 4076 

ディップペンナノリソグラフィーによるカーボン

ナノチューブ配線の作製法の開拓……九大院工 ○家

弓 尚子、九大院工･JST-CREST 中嶋 直敏、九大院

工 藤ヶ谷 剛彦 



2Pd116 

 4077 

分岐制御された導電性高分子ナノファイバーの導

電特性……農工大院 BASE ○関 佑樹･下村 武史 

2Pc117 

 4078 

St/PEGMA 共重合体を用いたカーボンブラックの分

散凝集挙動……ライオン ○海上 瑠奈･久保 善靖･足

立 とう子･伊藤 篤司 

2Pd118 

 4079 

プロトン伝導性有機プラスチッククリスタルの合

成と評価(I)……上智大理工 ○中澤 祐仁･藤田 正

博･竹岡 裕子･陸川 政弘 

2Pc119 

 4080 

新規プロトン伝導膜の合成と特性評価……KRI 小畠 

邦規･西部 詩織･○松原 水穂･品川 留美･福井 俊巳 

2Pd120 

 4081 

有機 EL 正孔輸送材料 TPD の電荷輸送シミュレーシ

ョン……京大化研 ○川口 久文･山田 知典･梶 弘典 

2Pc121 

 4082 

有機 EL 正孔輸送材料 TPD におけるトランスファー

積分と電荷輸送経路……京大化研 ○山田 知典、京大

院工･京大福井記念研セ 佐藤 徹、京大院工 田中 

一義、京大化研 梶 弘典 

2Pd122 

 4083 

コア・シェル構造を有する新規スター・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……
首都大院都市環境 ○鈴木一裕･須田 徹･川上浩良 

2Pc123 

 4084 

膜安定性向上を目指したグラフトコポリイミドの

電解質膜特性評価……首都大院都市環境 ○山崎 浩

太･川上 浩良 

2Pd124 

 4085 

プロトン伝導性を有するナノファイバーブレンド

膜の燃料電池特性……首都大院都市環境 ○竹森 諒

平･川上 浩良 

2Pc125 

 4086 

二酸化炭素の有効利用による固体高分子電解質の

高性能化……農工大院工 北島 峻輔･大江 祥元･中

村 美月･○富永 洋一 

2Pd126 

 4087 

メソポーラス型有機シリカを充填したプロトン伝

導性高分子電解質複合体……農工大院工 遠藤 正

律、ローマ大理 洪 仁哲、農工大院工 ○富永 洋一

生体高分子および生体関連高分子 
2Pc127 

 4896 

光クロスリンク反応を用いた microRNA の選別法の

開発……北陸先端大院マテリアル ○吉村 嘉永･岡田 

孟･大竹 智子･藤本 健造 

2Pd128 

 4897 

ミスマッチペアを導入した DNA 二重鎖担持金ナノ

粒子を用いる水銀(II)イオンの簡便・迅速検出……
理研 ○金山 直樹･宝田 徹･前田 瑞夫 

2Pc129 

 4898 

DNA ビスインターカレーターの合成：ソラレンと

DNA から成る DNA マトリックスの創製……岡山理大

理 ○中谷 仁美･山田 真路 

2Pd130 

 4899 

DNA-無機ハイブリッドカラムによる有害物質の集

積……岡山理大理 濵井 亜加吏･○山田 真路 

2Pc131 

 4900 

複数のメチル化アゾベンゼンを導入した DNA による

ハイブリダイゼーションの高効率光制御……名大院工 
○西岡 英則･梁 興国、名大院工･JST-CREST 浅沼 浩之

2Pd132 

 4901 

ペプチド固相合成を利用した PEG-PLL ブロック共重

合体の合成……東大院工 ○大木みのり、東大院工･

JST-CREST 山崎裕一、東大院工 石井武彦、筑波大院

数理物質 辰巳泰我、東大院薬･東大ナノバイオ 加藤 

大、東大院工･JST-CREST･東大院医疾患セ 片岡一則

2Pc133 

 4902 

誘電緩和分光法による DNA オリゴマーの水和状態

解析……東北大院工･JST-CREST ○土子 哲、東北大院

薬 田中 好幸、東北大院工･JST-CREST 和沢 鉄一･

森本 展行･鈴木 誠 

2Pd134 

 4903 

シチジル酸をもつ双頭型脂質の自発的ベシクル形

成……JST･食総研 ○飯澤 智彦、食総研･JST-PRESTO 

岩浦 里愛、産総研ナノチューブ研セ･JST-SORST 南

川 博之、食総研 亀山 眞由美、産総研ナノチュー

ブ研セ･JST-SORST 清水 敏美 

2Pc135 

 4904 

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 高橋 洋一･黒田 正敏、

緒方材料研 緒方 直哉 

2Pc137 

 4905 

光学不活性らせんペプチドにおける外部刺激によ

る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 

2Pd138 

 4906 

キラル刺激を介したペプチドらせんの構造制御と

部位異的な不斉情報……名工大院工 北川 靖子･○稲

井 嘉人 

2Pc139 

 4907 

らせん性ペプチド鎖間における不斉情報伝播……名
工大院工 ○丹羽悠介･藤田沙紀･今井喜輝･稲井嘉人

2Pd140 

 4908 

蛋白質らせんの末端シーケンスとその立体構造に

関する理論的考察……名工大院工 ○稲井 嘉人 

2Pc141 

 4909 

デヒドロアミノ酸残基を含むらせんペプチドの赤

外吸収スペクトルのシミュレーション……名工大院

工 ○稲井 嘉人 

2Pd142 

 4910 

光電変換能を有するペプチド‐レドックス蛋白質

複合ナノアレーの構築とその活性制御……名工大院

工 ○王 心心･樋口 真弘 

2Pc143 

 4911 

4-アミノ-2-ブテン酸残基からなるペプチドのコン

ホメーション特性の理論的解析……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 

2Pd144 

 4912 

分子内架橋を有する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 

2Pc145 

 4913 

マイクロビーム光による種々シルク単繊維内の局

所構造解析……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 

2Pd146 

 4914 

3Ｄ構造が制御されたヘッド－テイル型ブロック共

重合体の自己組織化におけるヘッドサイズ効果……
阪府大院工 ○市村 真一･原田 敦史･河野 健司 

2Pc147 

 4915 

両親媒性ポリマーを用いた変性 Lysozyme のリフォ

ールディング……日大生産工 ○古沢 保明･高橋 大

輔･和泉 剛 

2Pd148 

 4916 

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 

2Pc149 

 4917 

De novo 設計ポリペプチドを利用した特異構造ポリ

ペプチドの合成……日大院生産工 ○高村 直秀･柏田 

歩･松田 清美 

2Pd150 

 4918 

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 

2Pc151 

 4919 

水晶体蛋白質のフィレンシンとファキニンが形成

するフィラメントの形態……佐賀大理工 田代 功･

相信 裕之、佐賀大医 中牟田 亮一･安藤 祥司･高崎 

洋三、佐賀大理工 成田 貴行･○大石 祐司 

2Pd152 

 4920 

抗体-カーボンナノチューブ複合材料を用いた検出

シグナルの増幅……阪大院理 ○大井 航･湯川 幸次

郎･山口 浩靖、阪大院理･JST-CREST 原田 明 

2Pc153 

 4921 

ペニシリン認識酵素に相同性を示す Bacillus 属細

菌由来エステラーゼによる芳香族カルボン酸エス

テルの加水分解……滋賀県大工 ○牧村 美幸･木下 

香･岸 裕亮･竹原 宗範、MEA 研究所 広原 日出男 

2Pd154 

 4922 

アモキサピ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･Inas H. Hafez、

九大院工 森 健 

2Pc155 

 4923 

PTD配列を導入したHSP親和性がん抗原ペプチドの

デザイン……京工繊大院工 ○渡邉 ゆかり･拝田 博

俊･和久 友則･功刀 滋･田中 直毅 

2Pd156 

 4924 

PTD配列導入HSP親和性がん抗原ペプチドの樹状細

胞への取り込み挙動観察……京工繊大院工 ○和久 

友則･渡邊 ゆかり･功刀 滋･田中 直毅 

2Pc157 

 4925 

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 

2Pd158 

 4926 

脂質二重膜界面による膜結合性蛋白質ドメイン(PH

ドメイン)の構造と機能の制御： 固体 NMR による解

析……兵庫県大院生命 ○徳田 尚美･八木澤 仁、星薬

科大創薬研 福井 泰久、兵庫県大院生命 辻 暁 

2Pc159 

 4927 

ビナフチル光学異性体に特異的に結合するモノク

ローナル抗体の作製……阪大院理 ○尾高 友紀･山口 

浩靖、阪大院理･JST-CREST 原田 明 

2Pd160 

 4928 

フェナントレン誘導体に対するモノクロナール抗

体の結合特性及び光化学的挙動……阪大院理 ○夛田 

まや子･山口 浩靖、阪大院理･JST-CREST 原田 明 



2Pc161 

 4929 

固体 13C NMR によるポリアミノ酸-金属イオン錯体

の研究……北大院工 ○平沖 敏文･藤江 正樹 

2Pd162 

 4930 

分岐構造を有するβ-シートペプチドの自己組織化

……関西大化学生命工･関西大 HRC ○平野 義明、関

西大 HRC･阪工大工 田宮 伸剛、阪府総合 岡 勝仁

 

 

Presentation Time 

ｅ＝15:20～16:00 

ｆ＝16:00～16:40 

高分子化学 
2Pe001 

 2395 

高分子電解反応：選択的電解フッ素化による新規ポ

リフルオレンの合成……東工大院総理工 林 正太

郎･○稲木 信介･淵上 寿雄 

2Pf002 

 2396 

チオフェン－フルオレン交互共重合体の電気化学

的ハロゲン化……東工大院総理工 ○稲木 信介･保坂 

健太･林 正太郎･淵上 寿雄 

2Pe003 

 2397 

アジドメチルスチレンのラジカル重合制御と高分

子反応……名工大院工 ○中山 貴博･高須 昭則 

2Pf004 

 2398 

側鎖にアジド基を有するポリエステルの合成と光

架橋……名工大院工 ○田中弘輝･柴田陽介･高須昭則

2Pe005 

 2399 

立体規則性ポリメタクリル酸プロパルギルのクリッ

ク反応－1.添加アミンによる官能基配列制御……阪大

院基礎工 ○北浦 健大･冨岡 寛･立堀 良祐･北山 辰樹

2Pf006 

 2400 

立体規則性ポリメタクリル酸プロパルギルのクリ

ック反応－2. 分岐ポリマー合成への応用……阪大院

基礎工 ○北浦 健大･冨岡 寛･北山 辰樹 

2Pe007 

 2401 

立体規則性ポリメタクリル酸プロパルギルのクリ

ック反応－3.シリル保護基による官能基配列制御

……阪大院基礎工 北浦 健大･冨岡 寛･松岡 史哲･

深谷 倫行･○北山 辰樹 

2Pf008 

 2402 

障壁画に塗布されたポリビニルアルコール薄膜の

白化現象とその原因……信州大院総工 ○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、信州大繊維 藤松 仁･滝

沢 辰洋･平井 利博 

2Pe009 

 2403 

高分子反応法による嵩高いアルキル基含有スチレン

共重合体の合成及びそ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 

2Pf010 

 2404 

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･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 

2Pe011 

 2405 

アルコキシアミン骨格を有する反応性ポリマーブ

ラシの合成と反応……九大工 ○佐藤 知哉、九大院工 

天本 義史･山口 央基、九大院工･九大先導研 大塚 

英幸･高原 淳 

2Pf012 

 2406 

シクロデキストリングラフトオレフィン系ポリマ

ーの合成とその包接能……農工大院工 ○山田 和親･

高野 一史･豊田 昭徳 

2Pe013 

 2407 

側鎖にプロパルギル基を有するポリシルセスキオ

キサンを用いたクリックケミストリーによる高密

度ポリマーブラシの合成……防衛大応化 ○山本 進

一･山本 洋平･相澤 雄助･守谷 治、リンテック 樫

尾 幹広･杉崎 俊夫 

2Pf014 

 2408 

超臨界流体を用いた水フリーの PVA の修飾反応……
農工大工 ○小澤 浩幸･加藤 真洋･斎藤 拓、積水化

学 西村 洋平 

2Pe015 

 2409 

鎖状高分子との可逆的相互変換に基づいた m-フェニ

レンイミン大環状分子の選択的合成と自己複製……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

2Pf016 

 2410 

動的共有結合を有する親水性ポリマーの合成と主

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 

2Pe017 

 2411 

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 

2Pf018 

 2412 

太陽電池モジュールの EVA 樹脂の光劣化評価……東
レリサーチセ ○石田 宏之･泉 由貴子 

2Pe019 

 2413 

超臨界二酸化炭素雰囲気下におけるポリアクリロ

ニトリルの脱水素化反応……農工大工 ○早乙女 俊

樹･斎藤 拓、三菱レイヨン 小亀 朗由 

2Pf020 

 2414 

側鎖にアルキルビオロゲン部分を有するコポリマ

ーの合成とその水溶液の光誘起粘度変化……神奈川

大工 ○増子 悠･宮坂 誠･亀山 敦 

2Pe021 

 2415 

アミノ酸側鎖を持つポリノルボルネンの合成と主

鎖組み換え反応の検討……横国大院工 ○日置 潤･高

橋 昭雄･大山 俊幸 

2Pf022 

 2416 

ノルボルネン-エチレンランダムコポリマーの光劣

化の波長依存性……神奈川大院理 ○中出 賢志郎･永

井 靖隆･大石 不二夫 

2Pe023 

 2417 

光照射によるジスルフィド交換反応を利用したポ

リマーの構造変換……九大院工 ○長野 槙佑、九大院

工･九大先導研 大塚 英幸･高原 淳 

2Pf024 

 2418 

担持ヘテロポリ酸を用いた高分子反応法による耐

熱性ポリマーの合成における担体の影響……農工大

院工 ○長澤 慎之介･高野 一史、農工大院 BASE 中

戸 晃之、農工大院工 豊田 昭徳 

2Pe025 

 2419 

モノマー型光塩基発生剤の合成と架橋への応用……
阪府大院工 ○陶山 寛志･小崎 聡子･白井 正充 

2Pf026 

 2420 

テトラアリールエタン誘導体を有するポリマーの

合成と反応……九大院工 ○入江 惇史･今任 景一、九

大先導研 西原 正通、九大院工･九大先導研 大塚 

英幸･高原 淳 

2Pe027 

 2421 

イミン結合を導入したポリ(L-リシン)の合成と側

鎖組み換え反応……横国大院工 ○尾崎 佑衣･高橋 

昭雄･大山 俊幸 

2Pf028 

 2422 

脂環式ポリイミドの放射線グラフト重合機構と燃

料電池用電解質膜への応用……東理大理工･原子力

機構 ○朴 俊、原子力機構 榎本 一之、東理大理工 

山下 俊、原子力機構 前川 康成 

2Pf030 

 2423 

植物由来β－ピネンの新規カチオン重合系の設計

と解析……名大院工 ○椋木 一詞･永井 寛嗣･佐藤 

浩太郎･上垣外 正己 

2Pe031 

 2424 

キラルオニウム塩存在下でのビニルエーテルのリ

ビングカチオン重合……名大院工 ○中脇光優･永井

寛嗣･佐藤浩太郎･上垣外正己･浦口大輔･大井貴史 

2Pf032 

 2425 

フォスファゼン塩基を触媒としたメタクリル酸メ

チルのグループトランスファー重合……北大院工  
○覚知 亮平･森 宏太･千葉 香織･堺井 亮介･佐藤 

敏文･覚知 豊次 

2Pe033 

 2426 

スーパーブレンステッド酸を触媒とした MMA の立

体特異的グループ移動重合……北大院工 ○千葉 香

織･覚知 亮平･堺井 亮介･佐藤 敏文･覚知 豊次 

2Pf034 

 2427 

スーパーブレンステッド酸を触媒として用いた δ

-バレロラクトンの開環重合……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 

2Pe035 

 2428 

有機超強塩基を触媒に用いたエポキシ化合物のア

ニオン開環重合……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 

2Pf036 

 2429 

α-メチレン-N-メチルピロリドンおよび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 

2Pe037 

 2430 

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

2Pf038 

 2431 

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 

2Pe039 

 2432 

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 ○石曽根 隆･荘司 秀夫･片岡 浩･小

林 慎吾 



2Pf040 

 2433 

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･石

曽根 隆 

2Pe041 

 2434 

生体適合および生分解性ブロックコポリマーのメ

タルフリーリビングカチオン重合……福井大院工  
○MAGDALENA ZALESKA IZABELA･北川昌、福井大院工･

シェフィールド大 杉原伸治、福井大院工 池田功夫

2Pf042 

 2435 

リビングカチオン重合系による選択的カチオン一

分子付加反応と連鎖配列制御……京大院工 ○伊田 

翔平･寺島 崇矢･大内 誠･澤本 光男 

2Pe043 

 2436 

スチレン類のマイクロフロー精密アニオン重合反

応による精密構造制御ポリマー合成……京大院工  
○永木 愛一郎･富田 裕･吉田 潤一 

2Pf044 

 2437 

マイクロフロー精密アニオン重合反応によるスチレ

ン－アルキルメタクリレート類のブロックポリマー

合成……京大院工 ○永木愛一郎･宮崎豊生･吉田潤一 

2Pe045 

 2438 

アクリレートセグメントを含むステレオブロック

コポリマーの合成と特性……阪大院基礎工 北浦 健

大･○樫岡 雅大･北山 辰樹 

2Pf046 

 2439 

アルキルメタクリレート類のマイクロフロー精密

アニオン重合反応……京大院工 永木 愛一郎･○宮崎 

豊生･富田 裕･吉田 潤一 

2Pe047 

 2440 

ダイアマンタンおよ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 

2Pf048 

 2441 

リビングカチオン重合から RAFT 重合へのワンポッ

ト極性変換による種々の刺激応答性ブロックコポ

リマーの合成……福井大院工 ○山下 健太･松塚 啓

司、福井大院工･シェフィールド大 杉原 伸治、福

井大院工 池田 功夫 

2Pe049 

 2442 

3,4-ジヒドロクマリンと 2、3 のエポキシモノマー

のアニオン交互共重合……近畿大分子研 ○上西 和

也･須藤 篤･遠藤 剛 

2Pf050 

 2443 

アニオン移動による p-メチルスチレンオリゴマーの

マクロイニシエータ化とその反応特性……京工繊大院

工芸 ○植村亮太･濱口裕介･森一平･足立馨･塚原安久 

2Pe051 

 2444 

Cationic ring-opening polymerization behavior 

of 6-methyl-epsilon-caprolactone……Mol. Eng. 

Inst., Kinki Univ. ○ Lei Xue ･ Atsushi Sudo ･

Takeshi Endo 

2Pf052 

 2445 

ダブルマイケル付加によるフェニレンビス(2－ト

リフルオロメチルアクリレート)とシアノ酢酸エチ

ルとのアニオン重付加反応……埼玉工大院工 ○成田 

正･海野 洋平、埼玉工大工 野崎 広志･浜名 浩 

2Pe053 

 2446 

均一系の重合反応モデルに関する考察……福井工大 
○正本 順三 

2Pf054 

 2447 

アセタール/TiCl4 系開始剤による種々のモノマー

のリビングカチオン重合……阪大院理 ○吉田 裕俊･

金岡 鍾局･青島 貞人 

2Pe055 

 2448 

ビニルシクロヘキサンの異性化カチオン重合……阪
大院理 ○木村 円･金岡 鍾局･青島 貞人 

2Pf056 

 2449 

ベンズアルデヒド類とビニルエーテルの精密カチ

オン共重合－シーケンスの制御された新規コポリ

マーの合成……阪大院理 ○石堂 泰志･油木 亮祐･金

岡 鐘局･青島 貞人 

2Pe057 

 2450 

種々の置換基を有するスチレン類のリビングカチ

オン重合－p, α,β-置換基とリビング重合性の関

係……阪大院理 ○安岡 幸作･芦田 淳･金岡 鍾局･青

島 貞人 

2Pf058 

 2451 

様々なルイス酸触媒を用いた開始剤系によるビニ

ルエーテルのリビングカチオン重合－ルイス酸性

のタイプと重合挙動の関連性……阪大院理 ○金澤 

有紘･金岡 鍾局･青島 貞人 

2Pe059 [中止] 

2Pf060 

 2452 

ホスフィン類を開始剤とする双環状ビス(γ-ブチ

ロラクトン)とエポキシドのアニオン交互共重合

……近畿大分子研 ○大澤 壮祐･森野 一英･須藤 篤･

遠藤 剛 

2Pe061 

 2453 

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 

2Pf062 

 2454 

アルコキシエチルメタクリレートのアニオン重合

……東京高専 ○齋藤 仁志･篠宮 希絵･渡辺 世利子･

中川 修 

2Pe063 

 2455 

2,2'-(オキシジメチレン)ジアクリル酸ジエステル

のアニオン重合による構造制御……阪大院基礎工  
○田中 伸弥･北浦 健大･北山 辰樹 

2Pf064 

 2456 

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 

2Pe065 

 2457 

N‐ヘテロ環状カルベン触媒によるメタクリル酸メ

チルの二量化反応……名工大院工 ○鷲尾 淳司･片田 

明穂･市岡 賢二･松岡 真一･高木 幸治･鈴木 将人 

高分子構造・高分子物理 
2Pf066 

 3440 

無溶媒系ポリロタキサン架橋体の力学特性……東大

新領域 ○瀬戸井 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 

2Pe067 

 3441 

超臨界二酸化炭素雰囲気下におけるポリエチレン

の変形と応力―歪み挙動……農工大工 菊池 真士･

大坂 昇･○斎藤 拓 

2Pf068 

 3442 

電界に誘起されたポリトリメチレンテレフタレー

トの結晶構造の変化……静岡大工 中野 学･松田 靖

弘･○田坂 茂 

2Pe069 

 3443 

イオン運動から観測した低密度ポリエチレンの結

晶成長……北海道情報大経営 ○穴田 有一 

2Pf070 

 3444 

局所熱分析法によるポリ-L-乳酸球晶内の熱物性の

解析……東工大 ○矢野 友三郎･引間 悠太･森川 

淳子･橋本 壽正、日本サーマルコンサルティング 

浦山 憲雄、Anasys Instruments  Kevin Kjoller 

2Pe071 

 3445 

イオン液体を用いたエレクトロスピニング法によ

る高配列・高配向アイソタクチックポリプロピレン

繊維の作製……神戸大院工 西野 孝･小寺 賢･○定金 

祐司 

2Pf072 

 3446 

Preparation and properties of cellulose/ 

graphite composite films……Kyungpook Nat. Univ. 
○Chan Jun Kim･Soo Young Park･Dong Hun Kim･Omer 

Muhammad 

2Pe073 

 3447 

耐熱透明芳香族ポリエステルの構造と熱的挙動……
室蘭工大 ○竹中 康･波川 啓土･馬渡 康輝･折登 

一彦･田畑 昌祥、ニッタ 山崎 隆喜･大塚 一彦 

2Pe075 

 3448 

リグノフェノールの熱的応答……三重大院生資 ○青

栁 充･舩岡 正光 

2Pf076 

 3449 

誘電分光法によるポリ(N-イソプロピルアクリルア

ミド)溶液の緩和現象……東海大院理 ○中村 佳征･

中野慎也･佐藤康弘･喜多理王･新屋敷直木･八木原 

晋、都市大知識工 須藤誠一、群馬大院工 米山 賢

2Pe077 

 3450 

誘電分光法による立体規則性を与えたポリ(N-イソ

プロピルアクリルアミド)水溶液のゾル‐ゲル転移

における分子ダイナミクス……東海大院理 ○中野 

慎也･喜多 理王･新屋敷 直木･八木原 晋、広島大院

理 勝本 之晶、群馬大院工 米山 賢 

2Pf078 

 3451 

3-アリロキシ-2-ヒドロキシル-プロパンスルホン酸

塩を用いた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

2Pe079 

 3452 

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 その2……宇都宮大院工 ○

太田 篤･杉田 光、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 

2Pf080 

 3453 

メタクリル酸 2-(ジアルキルアミノ)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

性に及ぼす置換基効果……宇都宮大工 ○吉野 努･刈

込 道徳･木村 隆夫 

2Pe081 

 3454 

両親媒性ポリマーの合成とその水溶液中における

カーボンブラック分散性……宇都宮大院工 ○小滝 

康陽･刈込 道徳･木村 隆夫 



2Pf082 

 3455 

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……三重大院工 ○丸中理紗子･川口

正美 

2Pe083 

 3456 

固定された障害物中の環状高分子の動的性質……防
衛大応物 ○萩田 克美、慶應大理工 高野 宏 

2Pf084 

 3457 

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

2Pf086 

 3458 

MMA-HEMA共重合体の 13C NMRスペクトルの多変量解

析ならびにDOSYによるキャラクタリゼーション……
徳島大院 ○前田 智也･服部 康佑、徳島大院･三菱

レイヨン 百瀬 陽、徳島大院 平野 朋広･右手 浩一

2Pe087 

 3459 

ポリ乳酸の NMR 構造解析：溶媒効果を利用した連鎖

分布解析……農工大院工･帝人 ○菅沼 こと、帝人 松

田 裕生、農工大院工 朝倉 哲郎 

2Pf088 

 3460 

ポリ(アルキルプロピオレート)の熱異性化……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 

2Pe089 

 3461 

固体多核NMRによるポリ(L-リジン)2価陰イオン錯

体の研究……北大院工 ○永井 圭祐･平沖 敏文 

2Pf090 

 3462 

真空中熱重量/示差熱分析による TTF-TCNQ 錯体の

真空熱挙動の考察……神奈川大院工 ○都野 雅大･小

柴 康子･堀江 聡･三崎 雅裕･石田 謙司･上田 裕清

2Pe091 

 3463 

立体規則性を与えたポリ(N-イソプロピルアクリル

アミド)水溶液のゲル化点・曇り点曲線および光散

乱法による分子特性解析……東海大院理 ○中野 慎

也、東海大理 小木曽 貴生、東海大院理 中村 佳征･

福澤 慎吾･喜多 理王･新屋敷 直木･八木原 晋、広

島大院理 勝本 之晶、群馬大院工 米山 賢 

2Pf092 

 3464 

異なる触媒条件化でのフェノール-ベンズアルデヒ

ド樹脂の合成……山口大院 ○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 

2Pf094 

 3465 

AFFFF 法を用いたナノ粒子粒径分布計測の展開：動

的光散乱法との比較……産総研 ○加藤 晴久･高橋 

かより･衣笠 晋一 

2Pe095 

 3466 

NMR 法を用いたポリフェニレンオキサイドの気体

拡散挙動評価とガラス状態の構造評価……名工大院

工 ○岡澤 誠裕･吉水 広明 

2Pf096 

 3467 

熱起電力型微小センサアレイを用いた温度波熱分

析(TWA)法による微小領域の熱拡散率測定……東工

大 ○織江 章裕･森川 淳子･橋本 壽正 

2Pe097 

 3468 

多変量解析によるパイロライザ-GC/MS のデータ解析

－多変量解析による紙試料の劣化指標の探索……アジ

レント・テクノロジー ○芹野 武･中村貞夫･前田斉嘉

2Pf098 

 3469 

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 

高分子機能 
2Pe099 

 4088 

種々のプロトン伝導分子を導入した高分子ナノシ

ートの作製とプロトン伝導度の検討……東北大多元

研･JST-PRESTO ○松井 淳、東北大多元研 工藤 倫

子･花岡 裕･宮田 拡･宮下 徳治 

2Pf100 

 4089 

チアゾロチアゾールを有する共役系ポリマーにお

ける薄膜構造と FET 特性の関係……広島大院工 ○尾

坂 格、カーネギーメロン大 張 鋭･Genevieve 

Sauve･Tomasz Kowalewski･Richard McCullough 

2Pe101 

 4090 

ポリアリールエーテルベンズイミダゾールの合成

と評価……上智大理工 ○福永 聡洋･藤田 正博･竹岡 

裕子･陸川 政弘 

2Pf102 

 4091 

PBI誘導体の合成と評価(III) -PBI共重合体の合成

……上智大理工 ○大森 宏輝･藤田 正博･竹岡 裕子･

陸川 政弘 

2Pe103 

 4092 

ホウ素系イオン液体の自己集合によるイオン伝導

性マトリックスの設計……名大院生命農 ○加賀田 

昭人･松見 紀佳･青井 啓悟 

2Pf104 Development of Nano-Switch based on Polymer 

 4093 Electrolytes……MANA, NIMS ○Shouming Wu･Tohru 

Tsuruoka ･ Kazuya Terabe ･ Tsuyoshi Hasegawa ･

Jonathan P. Hill･Katsuhiko Ariga･Masakazu Aono

2Pe105 

 4094 

ピリジン構造を組み込んだ有機/金属ハイブリッド

ポリマーの合成……物材機構 ○森井 奈保子･池田 

太一･樋口 昌芳 

2Pf106 

 4095 

薄膜PEEKフィルムを用いた電解質膜のDMFC応用……
原子力機構 ○浅野雅春･陳 進華･李 登栄･前川 康成

2Pe107 

 4096 

導電性高分子ソフトアクチュエータ[XI] -電気収

縮におけるナノクレイと PSS の相乗効果……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 

2Pf108 

 4097 

ハイパーブランチポリアニオンの作製と直接アル

コール型アルカリ燃料電池への応用……信州大院工 
○成冨 拓也･小山 俊樹･市川 結･谷口 彬雄 

2Pe109 

 4098 

Synthesis, properties and fuel cell performance 

of -CO- and -SO2- crosslinked membranes of 

sulfonated polyimides……Grad. Sch. of Sci. & 
Eng., Yamaguchi Univ. ○Kangcheng Chen･Kazuaki 

Yaguchi ･ Nobutaka Endo ･ Mitsuru Higa ･ Kenichi 

Okamoto 

2Pf110 

 4099 

ポリエーテル型高分岐ポリマーを用いた高分子固

体電解質の特性……三重大院工 ○北村 充･佐野 弘

毅･松本 雅史･宇野 貴浩･久保 雅敬･伊藤 敬人 

2Pe111 

 4100 

側鎖に二トリル基を含む架橋オキセタンポリマー

をマトリックスとした高分子固体電解質の調製と

その特性評価……山口大院医 ○澁谷 玲･堤 宏守 

2Pf112 

 4101 

固体高分子電解質材料の微視構造と関連する膜中

水の拡散挙動……産総研 ○貴傳名 甲･大窪 貴洋･滝

本 直彦･大平 昭博 

2Pe113 

 4102 

イオン伝導性ポリマーブレンドの相構造と電気的

性質……東工大院理工 ○岡本 義生･小西 雄馬･赤坂 

修一･浅井 茂雄･住田 雅夫 

2Pf114 

 4103 

イオン液体ポリマー/シリカ複合微粒子の合成と高

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 

2Pe115 

 4104 

メルカプトアルコキシド存在下で合成した有機-無

機ハイブリッド電解質膜のミクロ構造とプロトン

伝導性評価……京工繊大院工 ○安本 和弘･則末 智

久･宮田 貴章 

2Pf116 

 4105 

イオン液体を含有したルテニウム錯体電気化学発

光素子……名工大院工 ○青木 純･高木 貴史 

2Pe117 

 4106 

新規低障壁固体高分子電解質の合成と評価……阪大 
○福地 巌･松平 崇･岩口 矩章･山本 仁 

2Pf118 

 4107 

チオアミド基を有する低障壁イオン伝導性高分子

電解質の合成と電気化学特性……阪大院理 ○岩口 

矩章･石橋 卓也･岡村 高明、阪大安全衛生 山本 仁

2Pe119 

 4108 

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 

2Pf120 

 4109 

含硫黄有機無機ハイブリッド材料の調製と低誘電

材料への応用……KRI ○鈴木 一子･小畠 邦規 

2Pe121 

 4110 

高誘電性ポリロタキサンの合成と物性……東大院新

領域 ○犬束 学･猪野又 葵･酒井 康博･横山 英明･

伊藤 耕三 

2Pf122 

 4111 

VDF/TrFE 共重合体薄膜の超高電場における高速強

誘電スイッチング特性……東理大理 ○石井 肇･中嶋 

宇史･高橋 芳行･古川 猛夫 

2Pe123 

 4112 

ポリフッ化ビニリデン/四フッ化エチレン共重合体

薄膜の強誘電特性……東理大理 ○平原 裕基･高橋 

芳行･古川 猛夫 

2Pf124 

 4113 

low-k 材料を志向したナノ孔をもつ脂環式ポリイ

ミド膜の作製……東大生産研 崔 芝榮･高山 俊雄、

延世大 劉 煥哲･鄭 燦文、東大生産研 ○工藤 一秋

2Pe125 

 4114 

マイクロラフネス有機強誘電体膜の電子物性評価

……神戸大院工 ○黒田 雄介･小柴 康子･三崎 雅裕･

堀江 聡･石田 謙司･上田 裕清 



2Pf126 

 4115 

オリゴ(9,10-アントリレンエチニレン)構造を介し

たフェノキシラジカル類の磁気的相互作用……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

2Pe127 

 4116 

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 ○水谷 藤雄･比江

島 俊浩、青山大理工 阿部 二朗 

2Pf128 

 4117 

有機/金属ハイブリッドポリマーにおけるエレクト

ロクロミック機能の発現と固体デバイス作製……物
材機構 ○ 赤坂  夢 ･池田  太一、物材機構･

JST-PRESTO 樋口 昌芳 

生体高分子および生体関連高分子 
2Pf130 

 4931 

3 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 

2Pe131 

 4932 

マイクロウェルチップを利用したマウス ES 胚様体

の分化特性……北九市大国際環境 ○吉浦 由貴子･堺 

裕輔･中澤 浩二 

2Pf132 

 4933 

タンパク質で可溶化されたカーボンナノチューブ

の細胞増殖に及ぼす影響……熊本大院自然 ○西 高

寬･吉坂 菜希紗、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

2Pe133 

 4934 

細胞の形態と増殖に及ぼす培地中に分散したカー

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

2Pf134 

 4935 

内皮細胞の遺伝子表現と表面物性に及ぼすゲル弾

性率の効果……北大院理 ○楊 晶晶、北大院理･西安

交通大理 陳 咏梅、北大院理･北大創成 黒川 孝幸、

北大院理 龔 剣萍、北大院医 小野寺 伸･安田 和則

2Pe135 

 4936 

Mouse embryonic stem cells culture on hydrogels 

and maintenance of their undifferentiated 

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

Xi'an Jiaotong Univ. Yong Mei Chen、Grad. Sch. of 

Sci., Hokkaido Univ. ○Jian Fang Liu･Jian Ping 

Gong、Grad. Sch. of Med., Univ. of Tokyo, Kimiko 

Yamamoto･Joji Ando 

2Pf136 

 4937 

Study on the differentiation of mouse Embryonic 

Stem Cells (mESCs) on hydrogel scaffolds……Grad. 
Sch. of Sci., Hokkaido Univ. ○Jian Fang Liu、Grad. 

Sch. of Sci., Hokkaido Univ.･Sch. of Sci., Xi'an 

Jiaotong Univ. Yong Mei Chen、Grad. Sch. of Sci., 

Hokkaido Univ. Jing Jing Yang･Jian Ping Gong 

2Pe137 

 4938 

Preparation of porous poly(3-hydroxybutyrate 

-co-3-hydroxyvalerate)/hydroxyapatite 

nanocomposite for tissue engineering.…… 
Kyungpook Nat. univ. ○Jin-Young Baek･ZhiCai Xing･

Won-Pyo Chae･Inn-Kyu Kang 

2Pf138 

 4939 

Surface modification of magnetite nanoparticles 

using homing peptide and their intracellular 

uptake……Dept. of Polym. Sci., Kyungpook Nat. 

Univ. ○Min-Jeong Park、Dept. of Med. & Bio. Eng., 

Kyungpook Nat. Univ. Moon-Jeong Choi、Dept. of 

Polym. Sci., Kyungpook Nat. Univ. Sang-Min Lee、

Dept. of Diagnostic Radiology, Kyungpook Nat. 

Univ. Yong-Min Chang、Dept. of Biochem., Sch. of 

Med., Kyungpook Nat. Univ. Byung-Heon Lee、Dept. 

of Polym. Sci., Kyungpook Nat. Univ. Inn-Kyu Kang

2Pe139 

 4940 

Preparation of insulin-immobilized cadmium 

sulfide nanoparticles and their interaction with 

human fibroblasts……Dept. of Polym. Sci., 

Kyungpook Nat. Univ.  Selim K.M. Kamruzzaman、

Dept. of Med. & Bio. Eng., Kyungpook Nat. Univ.  
○Moon-Jeong Choi、Dept. of Polym. Sci., Kyungpook 

Nat. Univ. Min-Jeong Park、Dept. of Polym. Sci., 

Kyungpook Nat. Univ. ･Dept. of Med. & Bio. Eng., 

Kyungpook Nat. Univ.  Inn-Kyu Kang 

2Pf140 

 4941 

In vitro assessment of antibacterial PHBV/rutin 

nanofibrous scaffolds for tissue engineering…… 
Dept. of Polym. Sci., Kyungpook Nat. Univ.  
○ Won-Pyo Chae ･ Jin-Young Baek ･ Zhi-Cai Xing ･

Inn-Kyu Kang 

2Pe141 

 4942 

The role of silver nanoparticles in electrospun 

biodegradable nanofibrous scaffolds for tissue 

engineering……Dept. of Polym. Sci. & Eng., 

Kyungpook Nat. Univ. ○ Zhi-Cai Xing ･ Jin-Young 

Baek･Won-Pyo Chae･Inn-Kyu Kang 

2Pf142 

 4943 

Mass spectrometric analysis of 13C-glucosamine 

from the cell wall of Absidia coerulea……Fac. of 
Chem., Mat. & Bioeng. & HRC, Kansai Univ. ○Nitar 

Nwe･Tetsuya Furuike、AIST Issey Osaka、Fac. of 

Chem., Mat. & Bioeng. & HRC, Kansai Univ. Hiroki 

Fujimori･Hideya Kawasaki･Ryuichi Arakawa･Seiichi 

Tokura、Cent. of Excellence in shrimp biotech., 

Fac. of Sci., Mahidol Univ. Willem F. Stevens、

Fac. of Chem., Mat. & Bioeng. & HRC, Kansai Univ. 

Hiroshi Tamura 

2Pe143 

 4944 

グラフト重合による糖鎖高分子固定化テフロン膜

の形成とそのレクチン認識特性……北陸先端大院マ

テリアル ○伊藤 彰浩･三浦 佳子 

2Pf144 

 4945 

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、鳥取大生命セ 森本 稔、鳥取大院工 斎本 

博之、京大生存圏研 矢野 浩之 

2Pe145 

 4946 

グアーガムとイオン液体からのゲルおよびフィル

ムの創製……鹿児島大院理工 ○井澤 浩則･Prasad 

Kamalesh･金子 芳郎･門川 淳一 

2Pf146 

 4947 

抗真菌性・抗細菌性を有するホウ酸-キトサン架橋

サブミクロン微粒子の開発……熊本県産技セ･熊本

大院自然 ○齋田 佳菜子･永岡 昭二、熊本大院自然 

小林 清太郎、熊本県産技セ 松田 茂樹、熊本大院

自然 高藤 誠･伊原 博隆 

2Pe147 

 4948 

硫酸化ネイティブジェランの調製……三重大院工  
○園田 雄久･清水 康治･田辺 潤哉･伊藤 寛之･宮

本 啓一･堀内 孝 

2Pf148 

 4949 

非水系酵素触媒反応によるバイオミメティック配

糖体の one-pot 合成……九大院生物資源 ○奥谷 友

理･江草 静香、九大院農 小川 由紀子･北岡 卓也･

割石 博之、九大院工 後藤 雅宏 

2Pe149 

 4950 

多糖とイオン液体からの多孔質コンポジットの創

製 …… 鹿児島大院理工  ○ 岳川  明彦 ･ Prasad 

Kamalesh･峰 祥三郎･金子 芳郎･門川 淳一 

2Pf150 

 4951 

ヒアルロン酸固定膜の表面ナノ構造とバイオイン

ターフェース機能……九大院生物資源 ○吉山 千春、

京大化研 横田 慎吾、九大院農 北岡 卓也 

2Pe151 

 4952 

キチン系糖鎖配向膜の表面ナノ構造とバイオイン

ターフェース機能……九大院生物資源 ○吉池由佳、

京大化研 横田慎吾、九大院農 北岡卓也･割石博之

2Pf152 

 4953 

非水系酵素触媒反応による糖鎖合成……九大院生物

資源 ○江草 静香、九大院農 小川 由紀子･北岡 卓

也･割石 博之、九大院工 後藤 雅宏、東大院農生命 

五十嵐 圭日子･鮫島 正浩 

2Pe153 

 4954 

溶媒キャスト法を用いた DNA/長鎖 4 級アミンイオ

ンコンプレックスの構造解析と芳香族化合物の吸

着特性……徳島文理大院 ○高柳 一生･吾郷 万里子･

岡島 邦彦 

2Pf154 

 4955 

フコシルキトビオースを含む糖鎖高分子の合成研

究……埼玉大院理工 ○山口 大希･小山 哲夫･幡野 

健･照沼 大陽･松岡 浩司 

2Pe155 

 4956 

2位に1つだけ導入した置換基の効果によるシクロ

デキストリン誘導体の位置選択的固相開環反応……
名工大院工 ○出原 千智･松岡 真一･高木 幸治･鈴

木 将人 



2Pf156 

 4957 

糖鎖を高密度に集積したナノ微粒子の合成……埼玉

大院理工 ○小山哲夫･幡野 健･照沼大陽･松岡浩司

2Pe157 

 4958 

アセチル化キトサン/ポリγグルタミン酸複合体の

調製と溶解性……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 

2Pf158 

 4959 

β-D-グルコピラノシドおよびα-D-マンノピラノ

シドを側鎖に有する糖質高分子の合成とその性質

……奈良女大理 ○清水 真弓･太田 智子･松重 亜弥、

奈良先端大物質 廣原 志保･谷原 正夫、山梨大院医

工 小幡 誠、奈良女大理 岩井 薫 

2Pe159 

 4960 

ATRPとクリック反応によるPNIPAMグラフトセルロー

スの合成……苫小牧高専 ○大島 和浩、北大院工 渕瀬 

啓太･三坂 英樹･堺井 亮介･佐藤 敏文、CERMAV-CNRS 

大塚 一世･Redouane Borsali、北大院工 覚知 豊次 

2Pf160 

 4961 

分子提示を目的としたバクテリアの表層工学の開

発……お茶大アカプロ ○貞許 礼子･関亦 克彦 

2Pe161 

 4962 

糖デンドリチック界面を用いたアミロイドβの相

互作用解析……北陸先端大院 ○福田 知博･松本 絵

里乃･小野木 俊介･三浦 佳子 

2Pf162 

 4963 

糖鎖高分子を用いたアミロイド抑制材料の開発……
北陸先端大院 ○和田 将也･宮澤 雄太･三浦 佳子 
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高分子化学 
3Pa001 

 2458 

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 

3Pb002 

 2459 

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 

3Pa003 

 2460 

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 

3Pb004 

 2461 

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 

3Pa005 

 2462 

リビングアニオン重合を基にした構造が厳密に制

御されたグラフト共重合体の合成……東工大院理工 
○黒川 良介･平尾 明 

3Pb006 

 2463 

鎖中に官能基を有するポリマーアニオンを用いた

グラフト共重合体の精密合成……東工大院理工 ○村

野 耕太･黒川 良介･杉山 賢次･平尾 明 

3Pa007 

 2464 

水中において UCST 型相分離及び有機溶媒中におい

て LCST 型相分離挙動を示すビニルエーテルポリマ

ーの合成……阪大院理 ○吉満 隼人･織田 ゆか里･瀬

野 賢一･金岡 鍾局･青島 貞人 

3Pb008 

 2465 

リビングカチオン重合による種々の pH 応答性ポリ

マーの合成……阪大院理 ○新家 雄･織田 ゆか里･金

岡 鍾局･青島 貞人 

3Pa009 

 2466 

種々の形態を有する末端官能性ポリマーの精密合

成－星型ポリマーの構造設計による温度応答挙動

の制御……阪大院理 ○下元浩晃･金岡鍾局･青島貞人

3Pb010 

 2467 

連続添加型リビング重合法を用いたシークエンス

分布の制御されたブロック、グラジエント、星型コ

ポリマーの合成……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 

3Pa011 

 2468 

リビングカチオン重合による星型ポリマーの合

成：開始剤系の影響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 

3Pb012 

 2469 

リビングカチオン重合によるフラワーポリマーの

合成－選択的合成と星型ポリマーとの比較……阪大

院理 ○柳澤 文･矢木 直人･金岡 鍾局･青島 貞人 

3Pa013 層状複水酸化物へのカプサイシンのインターカレ

 2470 ーションとその特性(2)……新潟大院自然 ○村岡 良

勇、新潟大工 谷口 直佑･白井 久美、新潟大院自然･

新潟大超域研 山内 健･坪川 紀夫 

3Pb014 

 2471 

カーボンナノチューブとポリピロールとの複合膜

の作製と特性……新潟大院自然 ○上村 努、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 

3Pa015 

 2472 

表面グラフト化によるナノダイヤモンド表面機能

化と分散性制御……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 

3Pb016 

 2473 

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(2)……新潟大院自然 ○河原 

崇史、新潟大工 松田 裕史、新潟大院自然･新潟大

超域研 山内 健･坪川 紀夫 

3Pa017 

 2474 

ポリプロピレンアイオノマーの創製……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 

3Pb018 

 2475 

分子鎖長を精密に制御した[2]カテナン-ポリスチ

レンマルチブロック共重合体の合成……日大院理工 
○鈴木智裕、日大理工 萩原俊紀･星 徹･澤口孝志 

3Pa019 

 2476 

末端連結法による環状ポリスチレン類の合成……農
工大院工 ○土方 弘憲･野本 周司･尾池 秀章 

3Pb020 

 2477 

環状開始剤によるスチレンの環拡大重合……農工大

院工 ○玉田 春仙･矢吹 俊輔･尾池 秀章 

3Pa021 

 2478 

クリックケミストリーを利用した多環状トポロジ

ーPTHF の合成……東工大院理工 ○菅井 直人･山本 

拓矢･手塚 育志 

3Pb022 

 2479 

クリックケミストリーを用いた直列多環状高分子

の合成……東工大 ○平郡 寛之･太田 賢吾･山本 拓

矢･手塚 育志 

3Pa023 

 2480 

水素結合性ユニットの自己組織化に基づくヘテロ

型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 

3Pb024 

 2481 

ビフェニル-2,2'-ジイミン骨格の組み込まれた大

環状化合物の合成と物性……東工大資源研 ○井手 

智仁･竹内 大介･小坂田 耕太郎 

3Pa025 

 2482 

不斉リン原子を主鎖に有する多座配位型光学活性

高分子の合成……京大院工 ○井本 裕顕･森崎 泰弘･

中條 善樹 

3Pb026 

 2483 

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 

3Pa027 

 2484 

フッ化水素塩イオン液体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･山田 賢一朗･淵上 寿雄 

3Pb028 

 2485 

末端にビニル基を有するポリエーテル型高分岐ポ

リマーの合成……三重大院工 ○佐野 弘毅･宇野 貴

浩･久保 雅敬･伊藤 敬人 

3Pa029 

 2486 

ジ(イソ)インドメテンホウ素色素を基盤とした近

赤外発光高分子の合成と発光特性……京大院工 ○永

井 篤志･中條 善樹 

3Pb030 

 2487 

β-アミノ酸側鎖を有するポリ(p-ベンズアミド) 

のらせん構造に及ぼす溶媒と温度の効果……神奈川

大工 ○石井 貴仁･横山 明弘･横澤 勉 

3Pa031 

 2488 

分子量および分子量分布の制御されたハイパーブ

ランチポリアミドの合成と熱的性質……神奈川大工 
○太田 佳宏･横山 明弘･横澤 勉 

3Pb032 

 2489 

剛直鎖からなるトリアリルイソシアヌレート架橋

樹脂前駆体(3)柔軟鎖からなる前駆体とのハイブリ

ッド化による新規な架橋システム材料の構築……関
西大化学生命工&HRC ○岡田 武司･青田 浩幸･松本 

昭、日本化成 藤井 俊文･取溜 博之 

3Pa033 

 2490 

リビングラジカル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･清水 隆弘、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 

3Pb034 

 2491 

アミノ酸側鎖の脱保護によるカチオン性ポリロタ

キサンの調製……信州大繊維 加賀谷 圭佑、信州大

学繊維 大川 浩作、信州大ファイバーナノテク若手

拠点 ○荒木 潤 



3Pa035 

 2492 

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 

3Pb036 

 2493 

モノエポキシド/ジエポキシドカチオン架橋共重合

における特異的ネットワーク構造形成の追究……関
西大 ○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 

3Pa037 

 2494 

近赤外発光を示すアザジピロメテンホウ素錯体

(Aza-BODIPY)含有共役系高分子の合成……京大院工 
○吉井 良介･永井 篤志･中條 善樹 

3Pb038 

 2495 

固体縮合剤を用いる環状高分子の合成……三重大院

工 ○渡邊 嘉成･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 

3Pa039 

 2496 

グラフト型ペプチド‐ポリマー・ハイブリッドによ

るスパイダーシルクのモデル化……同志社大理工  
○久保 比呂志･古賀 智之･東 信行 

3Pb040 

 2497 

ポリエチレンオキシド側鎖を有するグラフトポリ

マーとテトラエトキシシランを用いたゾル-ゲル法

による有機・無機ハイブリッドの合成……京工繊大

院工芸 ○宮原 大知･古寺 歩･足立 馨･塚原 安久 

3Pa041 

 2498 

環状 oligo(4-butyltriphenylamine)と様々な電子

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 

3Pb042 

 2499 

ポリエチレンオキシド側鎖を有するグラフトポリ

マーによる酸化亜鉛の分散挙動……京工繊大院工芸 
○古寺 歩･宮原 大知･足立 馨･塚原 安久 

3Pa043 

 2500 

テトラフェニルボレートを主骨格とした架橋性剛

直ポリマーの構築……九大院工 ○古川 雄基･太田 

匡彦･佐田 和己 

3Pb044 

 2501 

π電子系シート状高分子及び多孔性有機構造の設

計と機能……分子研 ○江 東林･万 順･郭 佳 

3Pa045 

 2502 

機能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……山形大院理工 ○高橋 幸平･森 秀

晴、日産化学 大森 健太郎･日高 基彦 

3Pb046 

 2503 

新規デンドリマージセレニドの合成……岡山大院環

境 ○山口 幸恵･田嶋 智之･高口 豊 

3Pa047 

 2504 

カルバゾール環を含む部分共役ポリマーの合成と

光学特性……名工大院工 ○高木 幸治･中川 剛志･高

尾 英伸 

3Pa049 

 2505 

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－線状および平面網目状ポリマーの合成……
名工大院工 ○永田 昌之･松岡 真一･高木 幸治･鈴

木 将人 

3Pb050 

 2506 

スピロビフルオレン骨格を主鎖に持つポリチオエ

ーテルの合成と光学特性評価……東工大院理工 ○奥

田 一志･小山 靖人･高田 十志和 

3Pa051 

 2507 

ホスホン酸およびアミドリン酸エステルを結合官能

基とする核酸類似ポリマーの合成……名工大院工 ○関

戸 豊和･細野 浩平･松岡 真一･高木 幸治･鈴木 将人

3Pb052 

 2508 

ベンジルカチオンを反応種とした蛍光材料の合成

……慶應大院理工 ○菊池 翔平･二瓶 栄輔 

3Pa053 

 2509 

α-アミノ酸 N-カルボキシ無水物(NCA)のホスゲン

フリー合成：－α-アミノ酸オニウム塩とジフェニ

ルカーボナートの反応によるウレタン誘導体の合

成とその環化反応……近畿大分子研 ○古賀 孝一･須

藤 篤･遠藤 剛 

3Pb054 

 2510 

1,3-ベンゾオキサジンから誘導される芳香族 8 員

環ラクトンのアニオン開環重合およびエポキシド

との共重合挙動……近畿大分子研 ○工藤 亮一･須藤 

篤･遠藤 剛 

3Pa055 

 2511 

チオウレタンを用いたチイランの精密重合と構造

制御……神奈川大工 ○佐藤 憲一郎･工藤 宏人･西久

保 忠臣 

3Pb056 

 2512 

L-ヒスチジンおよびその誘導体を触媒とするラク

トンの開環重合……名工大院工 ○山下 達郎･松岡 

真一･高木 幸治･鈴木 将人 

3Pa057 オリゴシロキサンを側鎖に有するポリノルボルネ

 2513 ン誘導体の合成とその物性……信越化学 ○手塚 裕

昭･萩原 守、理研 会田 昭二郎 

3Pb058 

 2514 

Development of a new methacrylic monomer having 

cyclic carbonate moiety – Its Highly Efficient 

Synthesis Based on the Reaction of Epoxide and 

Carbon Dioxide and Radical Polymerization…… 
Mol. Eng. Inst., Kinki Univ. ○Balaka Barkakaty･

Kazuhide Morino･Atsushi Sudo･Takeshi Endo 

3Pa059 

 2515 

1,4-ジヒドロ-1,4-ジアルシニン酸無水物を用いた

ヒ素含有ポリイミドの合成……京工繊大院工芸 ○嶋

本 達男･中 建介、京大院工 有田 学･森崎 泰弘･

中條 善樹 

3Pb060 

 2516 

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高分子電解

質の構築……東工大総理工 ○冨田 育義･吉田 茂広 

3Pa061 

 2517 

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･李 泳基･高田 十志和 

3Pb062 

 2518 

新規有機触媒による精密制御ラクチド開環重合……
阪市工研･ENSCPB、ボルドー第一大 ○門多 丈治、

ENSCPB 、 ボ ルド ー 第 一 大  PERUCH FrÉdÉric ･

DEFFIEUX Alain 

3Pa063 

 2519 

プロリン類を触媒とする環状エノンの単独マイケ

ル重付加反応……名工大院工 ○奥村 尚登･佐藤 久

記･高本 達也･松岡 真一･高木 幸治･鈴木 将人 

3Pb064 

 2520 

Design, synthesis and characterization of 

highly sensitive and selective metal ion sensors 

from novel polyfluorenes……MANA, NIMS ○Ravindra 
Pal･Masayoshi Higuchi 

3Pa065 

 2521 

フルフリルカルバメート基を有するポリシルセス

キオキサンの合成と反応……防衛大応化 ○南 福太

郎･山本 進一･守谷 治 

高分子構造・高分子物理 
3Pa067 

 3470 

Novel PVA-based polymers with anti-Hofmeister 

Series property……Dept. of Chem. & Mat. Sci., Tokyo 
Inst. of Tech.･Sch. of Mat. Sci. & Eng., Beijing 

Inst. of Tech. ○Jianquan Wang、Dept. of Chem. & Mat. 

Sci., Tokyo Inst. of Tech. Mitsuru Satoh 

3Pb068 

 3471 

Characterization of structure and properties of 

the (aluminosilicate nanofiber/DNA) gel……IMCE, 
Kyushu Univ. ○ Nattha Jiravanichanun ･ Kazuya 

Yamamoto･Hideyuki Otsuka･Atsushi Takahara 

3Pa069 

 3472 

パップ剤および貼付剤の粘着特性評価……ニプロパ

ッチ ○後藤 元彰･杉崎 良樹･山内 仁史、横国大院

環境情報 逆瀬川 大佐･鈴木 淳史 

3Pb070 

 3473 

ハイパーモバイル水を形成する高分子(PAMPS)水溶

液におけるプロトン拡散係数……東北大院工･

JST-CREST ○小川翼、和歌山県工技セ 宮崎崇、東

北大院工 森本展行、東北大院工･JST-CREST 鈴木誠

3Pa071 

 3474 

ポリ(ジメチルアクリルアミド)ゲルの膨潤とハイ

パーモバイル水の相関関係 …… 東北大院工･

JST-CREST ○土肥 亜由美、和歌山県工技セ 宮崎 

崇、東北大院工･JST-CREST 森本 展行･鈴木 誠 

3Pb072 

 3475 

ポリビニルスルホン酸およびそのアルカリ金属塩

水溶液の水和特性……東北大院工･JST-CREST ○丹野 

則彦、和歌山県工技セ 宮崎 崇、東北大院工･

JST-CREST 和沢 鉄一･鈴木 誠 

3Pa073 

 3476 

両連続相マイクロエマルションを用いたオルガノ/

ハイドロコンポジットゲルの創製……熊本大院 ○田

口 舜･川野 真太郎･國武 雅司 

3Pb074 

 3477 

重合性界面活性剤を利用した両連続相マイクロエ

マルションの固定化……熊本大院工 ○楳座 隆介･川

野 真太郎･大島 賢治･國武 雅司 

3Pa075 

 3478 

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･筒井 裕亮･酒

井崇匡、東大院工･東大院医･東大ナノバイオ 鄭雄一



3Pb076 

 3479 

刺激応答ゲルへの移動架橋の導入……三重大院工  
○石田 一洋･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 

3Pa077 

 3480 

非水素結合性アキラルアゾベンゼンによる超分子

ゲルの形成……大分大工 ○根岸 謙次･古城 建典･守

山 雅也･氏家 誠司 

3Pb078 

 3481 

疎水性側鎖を有するポリペプチドゲルの調製と形

状記憶能の発現……名工大院工 ○寺濱 田美子･世古

口 怜奈･猪股 克弘･杉本 英樹･中西 英二 

3Pa079 

 3482 

テレケリック会合高分子の線形・非線形粘弾性-ル

ープ鎖形成の効果……山形大院理工 ○印出井 努 

3Pb080 

 3483 

四官能性マクロマーからなる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･酒井 崇匡、東大院新領域 

柴山 充弘、東大院工･東大院医 鄭 雄一 

3Pa081 

 3484 

交互かご鎖構造を有する熱硬化性ポリマーの構造

制御と物性……熊本大院工 ○末吉 直人･川島 典子、

九大院工 田中 敬二、チッソ 松尾 孝志･大場 智

之、熊本大院工･JST-CREST 國武 雅司 

3Pb082 

 3485 

poly-N,N-dimethylacrylamide ハイドロゲルの構

造の含水率依存性……明大院理工 ○池田 尚弘･関根 

由莉奈･服部 正孝･深澤 倫子 

3Pa083 

 3486 

SANS と熱測定によるアイソタクチックポリプロピ

レンゲル中溶媒の凝集サイズの精密定量……龍谷大

理工 ○藤原 愛美･中沖 隆彦、原子力機構 小泉 

智･山口 大輔、早大理工 井上 和子 

3Pb084 

 3487 

凍結解凍サイクル条件の異なるポリビニルアルコ

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 ○中野 辰朗･中沖 隆彦 

3Pa085 

 3488 

アイソタクチックポリスチレンゲルの架橋点にお

ける分子構造……龍谷大理工 中沖 隆彦･西村 拓

也･○市田 順寛 

3Pb086 

 3489 

ポアサイズの異なるβe型シンジオタクチックポリ

スチレンへのアルコールの含有……龍谷大理工 ○古

川 健一･中沖 隆彦 

3Pa087 

 3490 

カーボンナノチューブ添加による Na 型ジェランガ

ムのゾル-ゲル転移への影響……東理大理 ○池川 

愛･内田 勝美･土屋 好司･矢島 博文 

3Pb088 

 3491 

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 

3Pa089 

 3492 

高分子溶液中におけるポリアクリルアミドヒドロ

ゲルの膨潤挙動……長岡技科大 ○竹下 宏樹･佐々木 

博志･宮 正光･竹中 克彦･塩見 友雄 

3Pb090 

 3493 

メチルセルロース水溶液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 

3Pa091 

 3494 

PDMAA ハイドロゲルの網目サイズと密度の架橋剤

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 

3Pb092 

 3495 

新規ヒンジ型架橋高分子ゲルの力学物性……農工大

院工 ○吉原 直希･細野 暢彦･渡辺 敏行 

3Pa093 

 3496 

嵩高い側鎖を有する syndiotactic poly (4-tert- 
butylstyrene) の固体および物理ゲルの構造解析……
静岡大教育 ○冨上 知克･大川 創史、静岡大院創造 

佐合 智弘、静岡大教育･静岡大院創造 板垣 秀幸、

静岡大分析セ 浅野 勉、出光興産 石原 伸英 

高分子機能 
3Pa095 

 4118 

室温にて液状性を有するポルフィリン誘導体の開

発……大日本印刷 ○丸山 純夫･齋藤 律 

3Pb096 

 4119 

ポリロタキサン繊維の作製とその評価(II)－ポリ

ロタキサン分子量の及ぼす効果……信州大繊維 ○黒

岩 純･佐藤 俊也･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 

3Pa097 

 4120 

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･黒岩 純･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 

3Pb098 

 4121 

液ー液相分離型温度応答性高分子のコアセルベー

ト形成に及ぼす分子量効果……鹿児島大院理工 ○長

峯 隆介･前田 智広･山元 和哉、鹿児島大院理工･

物材機構 青柳 隆夫 

3Pa099 

 4122 

シンジオタクチックポリスチレンおよびその誘導

体の蛍光特性……静岡大院創造 ○佐合 智弘、静岡大

教育 大川 創史･冨上 知克、静岡大院創造･静岡大

教育 板垣 秀幸、出光興産 石原 伸英 

3Pb100 

 4123 

光応答性線維状組織体……産総研 ○松澤 洋子･高橋 

かより 

3Pa101 

 4124 

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とその構造……山口大院医 
○小野 秀仁･堤 宏守 

3Pb102 

 4125 

エレクトロスピニングナノファイバーを鋳型とす

る微細な酸化ニッケルチューブの作製……山口大院

医 ○町田 悟史･堤 宏守 

3Pa103 

 4126 

電界紡糸法により調製したイオン液体含有ナノフ

ァイバーの構造とその特性評価……山口大院医 ○出

羽 真生･堤 宏守 

3Pb104 

 4127 

新規高流動性アクリル樹脂の特性……旭化成ケミカ

ルズ ○東 直樹 

3Pa105 

 4128 

化学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 ○亀山 慎矢･谷尾 宣久 

3Pb106 

 4129 

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 

3Pa107 

 4130 

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･小幡愛里 

3Pb108 

 4131 

光学ポリマーの透明性予測システム……千歳科技大

院光科学 村井 文彬･○田村 圭･谷尾 宣久 

3Pa109 

 4132 

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･樋岡 

拓弥･谷尾 宣久 

3Pb110 

 4133 

耐熱透明芳香族ポリエステルのＰＯＦへの応用……
ニッタ ○山崎隆喜、室蘭工大 中嶋宏紀･波川啓土･

竹中 康･馬渡 康輝･田畑昌祥、ニッタ 大塚一彦 

3Pa111 

 4134 

芳香族ポリエステルの分子設計による高耐熱透明

樹脂の作製……室蘭工大 竹中 康･中嶋 宏紀･波川 

啓土･馬渡 康輝･田畑 昌祥、ニッタ ○山崎 隆喜･

大塚 一彦 

3Pb112 

 4135 

ポリスチレン薄膜の光誘起物質移動による微細加

工の高感度化……横国大院工 ○山本 慎太郎･藤井 

祥平･守屋 雄介･生方 俊･横山 泰 

3Pa113 

 4136 

ネガ型反応現像画像形成法によるアダマンタン骨

格含有ポリカーボネートへの微細パターン形成……
横国大院工 ○安田 宗平･高橋 昭雄･大山 俊幸、出

光興産 山尾 忍 

3Pb114 

 4137 

化学増幅ネガ型反応現像画像形成による感光性ポ

リイミドにおける酸増幅剤の検討……横国大院工  
○大山 俊幸･程 旭･高橋 昭雄 

3Pa115 

 4138 

ネガ型反応現像画像形成によるアルカリ水溶液現像

型感光性ポリイミド……横国大院工 ○中村 裕美子･

高橋 昭雄･大山 俊幸、三菱化学 池本 慎･水谷 文一

3Pb116 

 4139 

シンジオタクチックポリスチレン共結晶形成にお

けるゲスト分子サイズとの相関……静岡大教育 ○冨

上 知克、静岡大院創造 佐合 智弘、静岡大教育･

静岡大院創造 板垣 秀幸、静岡大分析セ 浅野 勉 

3Pa117 

 4140 

インドロカルバゾール部位を側鎖に有するポリマ

ーの合成と性質……東海大院工 ○川野 達也、東海大

院総理工 秋本 雅史、東海大工 岩澤 雄太、理研 川

本 益揮･和田 達夫、東海大院総理工･東海大院工･

東海大工 長瀬 裕 

3Pb118 

 4141 

インドロカルバゾールとジハロアルカンとの重縮

合によるポリマーの合成と性質……東海大院工 ○高

橋 祐介、東海大院総理工 秋本 雅史、東海大院工 

川野 達也、理研 川本 益揮･和田 達夫、東海大院

総理工･東海大院工 長瀬 裕 



3Pa119 

 4142 

宅内 LAN 用低損失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 

3Pb120 

 4143 

含フッ素モノマーとの共重合によるメタクリル酸

ポリマーの低吸水・低複屈折化……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、JST-ERATO-SORST･Polytechnic 

Instit. of NYU 岡本  善之、慶應大院理工･

JST-ERATO-SORST 小池 康博 

3Pa121 

 4144 

高リタデーションポリマーフィルムの設計とその

応用……慶應大院理工･JST-ERATO-SORST ○小林 大

輔･多加谷 明広･小池 康博 

3Pb122 

 4145 

有機無機マイクロコンポジット材料を用いた屈折

率分布型光ファイバの作製……慶應大院理工 ○大家 

誠･二瓶 栄輔 

3Pa123 

 4146 

trans-o-クマル酸誘導体を用いたフォトポリマー

の感光特性……東理大理工 ○大栗 彩香･有光 晃二 

3Pb124 

 4147 

9-キサンテニルメチル基を有する光塩基発生剤を

用いた光反応性材料の感光特性……東理大理工 ○水

落 龍太･有光 晃二 

3Pa125 

 4148 

光脱炭酸型光塩基発生剤のアニオン/ラジカル UV 硬

化系への応用……東理大理工 ○遠藤 亮介･有光 晃二 

3Pb126 

 4149 

光塩基反応性色素を用いた高分子膜中での塩基拡

散挙動の観察……東理大理工 ○荒井 碧･有光 晃二 

3Pa127 

 4150 

ベンゾイン型光反応性塩基増殖剤を含むフォトポリ

マーの感光特性……東理大理工 ○永井秀樹･有光晃二

3Pb128 

 4151 

増殖的にイミダゾールを発生する新規光塩基発生

剤の合成とフォトポリマーへの応用……東理大理工 
○樫野 智將･有光 晃二 

3Pa129 

 4152 

光反応性塩基増殖基を有する環状オリゴシロキサ

ンの合成と UV 硬化性材料への応用……東理大理工 
○樫野 智將･有光 晃二 

3Pb130 

 4153 

トラン骨格をメソゲンとする光駆動分子モーター

液晶の合成と光応答性……東理大理工 ○盧 炯珉･岡

野 久仁彦･山下 俊 

3Pa131 

 4154 

m-ニトロベンジリデンアニリン基を側鎖に有する

高分子のフォトリフラクティブ効果……東理大院総

化学 ○五十子 淳･佐々木 健夫 

3Pb132 

 4155 

ポリオレフィンスルホンの光解重合反応を利用し

た光剥離性接着剤の開発……東理大院総化学 ○杉山 

雄一･佐々木 健夫、東北大 松田 實 

3Pa133 

 4156 

Synthesis to using the PMMA with RGB color EL 

materials……Polym. Sci., Kyungpook Nat. Univ. 

Deok-Hun Park ･ ○ In-Sung Park ･ Jun-Cheol Song ･

Won-Pyo Chae･Keun-Byoung Yoon 

3Pb134 

 4157 

Synthesis and luminescence properties of 

metallo-polymer based on terpyridine derivaties 

……Polym. Sci., Kyungpook Nat. Univ. ○Jun-Cheol 

Song･In-Sung Park･Deok-Hun Park･Jin-young Baek･

Keun-Byoung Yoon 

3Pa135 

 4158 

Design and Functions of Conjugated Microporous 

Polymers: Spatial Confinement and Inner Surface- 

Interfered Energy Transduction……Inst. for Mol. 
Sci. ○Long Chen、Dept. of Applied Chem., Grad. Sch. 

of Eng., Osaka Univ.･JST-PRESTO Shu Seki、Inst. for 

Mol. Sci.･JST-PRESTO Donglin Jiang 

3Pb136 

 4159 

Synthesis of hyperbranched azopolymers by A2+B3 

polymerization approach……Grad. Sch. of Sci. & 
Tech., Kumamoto Univ. ○Md. Zahangir Alam･Tomonari 

Ogata･Yutaka Kuwahara･Seiji Kurihara 

3Pa137 

 4160 

Synthesis and Characterization of TCF Acceptor- 

based Nonlinear Chromophores……Inst. for Mat. 

Chem. & Eng., Kyushu Univ. ○ Xianqing Piao ･

shin-ichiro inoue･Shiyoshi yokoyama、Natl. Inst. 

of Infor Com.&Tech. Miki Hideki･Aoki Isao･Otomo 

Akira、Sumitomo Elect. Indust. Tazawa Hidehisa 

3Pb138 

 4161 

イオン性光応答高分子の開発と薄膜太陽電池応用

……九大院工 ○ホ ヒョジョン･長村 利彦 

3Pa139 

 4162 

Effects of Organic-inorganic Hybrid Recording 

Materials with Double Decker Silsesquioxane 

Derivatives on Holographic Systems……JAIST  
○Yeonghee Cho ･Watthanapol Jarernbunthitchai、

Pusan Nat. Univ Byungkyu Kim、JAIST Yusuke Kawakami

環境と高分子 
3Pa141 

 5308 

タイトル PCL/PLA 三分岐共重合体型生分解性相溶

化剤の合成と PCL/PLA ブレンド系への応用……滋賀

県大工 ○谷本 智史･藤居 大輔･奥西 徹･廣川 能

嗣、大阪ガスケミカル 小堀 香奈･山田 昌宏 

3Pb142 

 5309 

バイオミネラリゼーションにならった炭酸カルシ

ウム/キトサン複合コアシェル型微粒子の作製……
滋賀県大工 ○伊藤 遼佑･廣川 能嗣･谷本 智史 

3Pa143 

 5310 

放線菌由来の単分散性のε-ポリリジン－水溶液中

での多機能性コンジュゲート作成のためのバイオ-

スカフォールド……滋賀県大工 ○山取 一志･竹原 

宗範･熊谷 勉、MEA 研究所 広原 日出男 

3Pb144 

 5311 

リグノフェノール誘導体の分画とその特性……三重

大生資 ○鄭 珉昊･舩岡 正光 

3Pa145 

 5312 

リグノフェノールの特性制御……三重大院生資 ○三

亀 啓吾･舩岡 正光 

3Pb146 

 5313 

ヘテロポリ酸と多糖からなる触媒の創製……岡山理

大理 ○前田 明子･山田 真路 

3Pa147 

 5314 

熱交換器用防汚コーティング技術……三菱電機 ○吉

田 育弘･山本 義則･熊田 輝彦･広瀬 悦子、三菱電

機 森岡 怜司 

3Pb148 

 5315 

超臨界二酸化炭素による L-ラクチド/ε-カプロラ

クトンランダム共重合体への有用化合物の含浸に

関する研究……新居浜高専 ○堤 主計･酒藤 潤･岡田 

舞、かがわ産業支援財団 尾路 一幸･畑 和明 

3Pa149 

 5316 

ポリ乳酸交互積層膜からなるナノ構造体の創製……
阪大院工 ○近藤 健太･小川 雄史･有川 雄也･木田 

敏之･明石 満 

3Pb150 

 5317 

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 

3Pa151 

 5318 

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(2)……長
崎大院生産 ○小野 修、長崎大環境 平岡 教子、長

崎玉成短大 横山 哲夫 

3Pb152 

 5319 

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 

3Pa153 

 5320 

ポリ(ヘキサメチレン アジピン酸塩-co-ヘキサメ

チレン セバシン酸塩)共重合ポリエステルの共結

晶化……東工大院生命理工 ○梁 志超、理研 藩 鵬

挙、東工大院生命理工 井上 義夫 

3Pb154 

 5321 

熱分解クロトン酸からのポリヒドロキシブタン酸

酵素再合成の検討……東工大院総理工 ○吉岡 真佐

子･佐藤 俊、東工大院総理工･理研 阿部 英喜、東

工大院総理工 柘植 丈治 

3Pa155 

 5322 

Fabrication of Poly(ε-caprolactone)/ Cyclodextrin 

Composite Materials……東工大院生命理工 ○DONG 

TUNGALAG･YU FANG･LIANG ZHICHAO･PAN PENGJU･井上 

義夫 

3Pb156 

 5323 

架橋キトサンハイドロゲルフィルムの物性と分解

……東工大院生命理工 ○田沼 裕章･井上 義夫 

3Pa157 

 5324 

ビニルリンモノマーを用いる高分子の難燃化……産
総研 ○韓 立彪･劉 潤濤･篠原 由寛 

3Pb158 

 5325 

層間重合法によるポリ乳酸ナノクレイコンポジッ

トの製造と高次構造解析……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

3Pa159 

 5326 

2,5-フランジカルボン酸エステルを含有するポリ

エステルエーテルの合成……産総研 ○田口 洋一･大

石 晃広･飯田 洋 

3Pb160 

 5327 

含リンバイオマス、フィチン酸を硬化剤とするエポ

キシ樹脂……産総研環境化学 ○田口 和宏･広瀬 重

雄、東電機大理工 村松 和明･原 辰徳 



3Pa161 

 5328 

気相重合によるポリマー/セルロース複合材料の設

計……九工大院生命体 ○金 同希･安藤 義人･白井 

義人、九工大エコタウン研セ 西田 治男 

3Pb162 

 5329 

酵素反応とキノン吸着を利用したビスフェノール

A とその誘導体の除去……日大生産工 ○鈴木 瑞穂･

柏田 歩･松田 清美･山田 和典 
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高分子化学 
3Pc001 

 2522 

環状オリゴ芳香族アミドによるオリゴチオフェン

の規則配列と光学特性……名工大院工 ○高木 幸治･

杉本 新理･山門 陵平･清水 香名･信家 克哉 

3Pd002 

 2523 

主鎖がポリスクシンイミド環で構成された高密度

ポリスチレングラフトポリマーの合成……埼玉工大

院工 ○黒田 茂男･萩原 時男 

3Pc003 

 2524 

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･神奈川大光材料研 山口 和夫、神奈川大光材料

研 中濱 精一、神奈川大 HRC 伊藤 倫子 

3Pd004 

 2525 

立体規則性 PMMA ネットワークの合成とステレオコ

ンプレックスの形成……阪大院基礎工 北山 辰樹･ 
○坂本 卓真･北浦 健大 

3Pc005 

 2526 

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 

3Pd006 

 2527 

リビングラジカル重合を用いた片末端重縮合性マ

クロモノマーの合成および界面重縮合によるグラ

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 

3Pc007 

 2528 

メタ位にπ電子系を有する環状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 

3Pd008 

 2529 

動的共有結合を基盤とした新規二重環状化合物の合

成……神奈川大工 ○首藤拓也･工藤宏人･西久保忠臣 

3Pc009 

 2530 

ホウ素ベンゾ[h]キノレートを主鎖に有するポリマ

ー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 

3Pd010 

 2531 

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･○小森 千穂･北山 辰樹 

3Pc011 

 2532 

o-カルボラン含有発光分子をコアとした配位高分

子の合成……京大院工 ○小門 憲太･中條 善樹 

3Pd012 

 2533 

空間を介してエネルギー・電荷を輸送するπ-スタ

ック型分子ワイヤーの構築……京大院工 ○上野 静

恵･林 琳･森崎 泰弘･中條 善樹 

3Pc013 

 2534 

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 

3Pd014 

 2535 

光学活性を有する新規ケージ型化合物 －構造及び

物性……筑波大院数理物質･物材機構 ○正村 亮、筑

波大院数理物質･物材機構･JST-PRESTO 樋口 昌芳、

分子研 東林 修平、分子研･JST-PRESTO 櫻井 英博

3Pc015 

 2536 

側鎖分岐型デンドリティック高分子とポリアニオ

ンを用いた効率的遺伝子導入……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 

3Pd016 

 2537 

多段階交互付加 (AMA) 法を利用したデンドリマー

の簡易合成と末端修飾……東邦大理･東邦大複合物

性研セ ○青木 健一･市村 國宏 

3Pc017 

 2538 

動的共有結合化学に基づく m-フェニレンイミン型

大環状分子群の合成と特性解析……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 

3Pd018 

 2539 

包接現象を利用した超分子ハイパーブランチポリ

マーのワンポット合成……東大生産研 ○大矢 延弘･

吉江 尚子 

3Pd020 

 2540 

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応答機能……京工繊大院工

芸 増岡 志寿香･新家 隆介･○中 建介 

3Pc021 

 2541 

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……東工大院理工 高島 

智行･小山 靖人･○中薗 和子･髙田 十志和 

3Pd022 

 2542 

モノリチオフェロセンによるビニルモノマーのリ

ビングアニオン重合とフェロセンユニットを有す

る多分岐ポリマーの合成……京工繊大院工芸 ○竹中 

俊貴･山本 稔･足立 馨･塚原 安久 

3Pc023 

 2543 

リビングアニオン重合によるフェロセンを繰り返

し単位に持つ高分子の合成とブロック共重合化……
京工繊大院工芸 ○大場 健司･竹中 俊貴･山本 稔･

足立 馨･塚原 安久 

3Pd024 

 2544 

Sun-shaped polymer の設計を目指した環状高分子

の合成……京工繊大院工芸 ○濱口 裕介･足立 馨･塚

原 安久 

3Pc025 

 2545 

ジビニルモノマーの RAFT 重合による硫黄含有多分岐

ポリマーの合成……山形大院理工 ○塚本雅大･森 秀晴

3Pd026 

 2546 

ポリ塩化ビニルマクロモノマーの合成とそれを用

いたグラフト共重合……阪市大院工 ○土肥 一博･圓

藤 紀代司 

3Pc027 

 2547 

ダブルデッカーポルフィリン錯体からなる剛直オリ

ゴマーの合成……九大院工 ○刀祢 裕介･池田 朋宏･

若林里衣、物材機構 竹内正之、九大院工 佐田和己

3Pd028 

 2548 

グラフトポリマー添加ポリスチレン/カーボンナノ

チューブ複合体の特性に及ぼす分岐構造の影響……
京工繊大院工芸 ○棟 泰人･西村 英起･足立 馨･塚

原 安久 

3Pc029 

 2549 

A2+Bn 法によるポリカルボシランの合成と性質……
神奈川大院工 ○藤原 祐輔･宮坂 誠･工藤 宏人･西

久保 忠臣 

3Pd030 

 2550 

シクロデキストリン含有芳香族ポリエステルの物

性……室蘭工大 ○竹中 康･波川 啓土･馬渡 康輝･折

登 一彦･田畑 昌祥、ニッタ 山崎 隆喜･大塚 一彦

3Pc031 

 2551 

鎖末端に官能基を有するブロック共重合体を用い

た(AB)n マルチブロック共重合体の合成……東工大

院理工 ○尾家 俊行･Abou El-Magd Ahmed･杉山 賢

次･平尾 明 

3Pd032 

 2552 

主鎖型ベンゾ-o-カルボラン含有共役ポリマーの合

成……京大院工 ○冨永 理人･小門 憲太･中條 善樹 

3Pc033 

 2553 

かご型シルセスキオキサン(POSS)含有ブロック共

重合体を用いた階層的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 

3Pd034 

 2554 

液晶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自己組織化による長距

離秩序構造の形成……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

3Pc035 

 2555 

反応性環状イソタクチックポリプロピレンの合成

と特性化……阪市大院工 ○平山益太郎･圓藤紀代司 

3Pd036 

 2556 

コアとシェルが異なる組成からなる多分岐高分子

による疎水性ゲスト分子の包摂挙動……長崎大工 ○

本九町 卓、長崎大院生産 稲葉 健、長崎大名誉 古

川 睦久、長崎大工 小椎尾 謙 

3Pc037 

 2557 

分岐点にシクロテトラシロキサン構造を有する多

分岐型ポリカルボシランの合成と物性……相模中

研･東海大院工 ○野口 圭太、相模中研 秋山 映一、

東海大院工 長瀬 裕 

3Pd038 

 2558 

イオン液体を含むポリマーの合成と水中での会合

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 

3Pc039 

 2559 

ビスフェナザシリンをベースとする新規高分子の

合成と性質……名市工研 ○林 英樹･村瀬 真、ブラザ

ー 宮林 毅、名市工研 小島 雅彦 



3Pd040 

 2560 

[2.2]パラシクロファンとチエノ[3,4-b]ピラジン

を主鎖に有するポリ(p-フェニレンエチニレン)誘

導体の合成と物性……京大院工 ○林 琳･森崎 泰弘･

中條 善樹 

3Pc041 

 2561 

[2.2]パラシクロファンをベースにした新規ドナー

－アクセプター型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 

3Pd042 

 2562 

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キレート配位による高次構

造変化の検討……京大院工 ○鈴木 健太郎･井本 裕

顕･森崎 泰弘･中條 善樹 

3Pc043 

 2563 

キサンテン骨格を用いた芳香環積層オリゴマーお

よびポリマーの合成……京大院工 ○澤村 敏行･森崎 

泰弘･中條 善樹 

3Pd044 

 2564 

Synthesis of Well-Defined Dendrimer-Like 

Star-Branched Poly(tert-butyl methacrylate)s 

by New Iterative Methodology Based on Living 

Anionic Polymerization……Tokyo Inst. of Tech. 
○Hee-Soo Yoo･Akira Hirao 

3Pc045 

 2565 

Design and Functions of Conjugated Sheet-shaped 

Macromolecules and Frameworks……Inst. for Mol. 
Sci. ○Jia GUO･Long CHEN･Donglin JIANG 

3Pd046 

 2566 

Synthesis and Properties of N-Alkyl-2,7- 
carbazole Layered-Polymer on Xanthene……Kyoto 
Univ. ○ Jonas Alves Fernandes ･ Yasuhiro 

Morisaki･Yoshiki Chujo 

3Pc047 

 2567 

Synthesis and Properties of Oligothiophene 

Layered-Polymers……Kyoto Univ. ○ Jonas Alves 

Fernandes･Yasuhiro Morisaki･Yoshiki Chujo 

3Pd048 

 2568 

Structures and optical properties of the new 

novel liquid crystalline block copolymer……KNU 
DONG YUL LEE･WALIULLAH KHAN･○JUNG MIN SEO･

Soo-Young Park 

高分子機能 
3Pd050 

 4163 

Noncovalently Netted, Photoconductive Sheets 

with Extremely High Carrier Mobility from 

Triphenylene-Fused Metal Trigon Conjugates…… 
Inst. for Mol. Sci. ○Long Chen、Dept. of Applied 

Chem., Grad. Sch. of Eng., Osaka Univ. ･

JST-PRESTO Shu Seki 、 Inst. for Mol. Sci. ･

JST-PRESTO Donglin Jiang 

3Pc051 

 4164 

イオン液体/シリコーンゲルの合成と電場応答特性

……山梨大院医工 ○井上 幸彦･厳 虎･奥崎 秀典 

3Pd052 

 4165 

L-イソロイシン型高分子ゲル化剤のゲル化に及ば

す高分子鎖の効果……信州大院工 ○岸 幸代、信州大

院総工 鈴木 正浩･英 謙二 

3Pc053 

 4166 

ポリシロキサンを有する環状ジペプチド誘導体型

ゲル化剤……信州大院工 ○吉川 勝教、信州大院総工 

鈴木 正浩･英 謙二 

3Pd054 

 4167 

高機能薬物放出デバイスを目指した新規デンドリ

マーゲルの機能制御……早大院理工 ○原 雄介･前田 

真吾･橋本 周司 

3Pc055 

 4168 

Hierarchical Structure Formation of PBDT in 

Hydrogel: (I) micrometer and milimeter-scale 

Structure……北大院理 ○呉 子良、北大院理･山形大

院理工 古川 英光、北大院理･北大創成 黒川 孝幸、

北大院理 龔 剣萍 

3Pd056 

 4169 

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

製と評価……名大院工 ○後藤 佳恵･鈴木 宏昌･熊野 

尚美･竹岡 敬和･関 隆広 

3Pc057 

 4170 

シロキサンネットワーク形成によるキラル配向性

分子ゲルの安定化……熊本大院自然 ○東 奈央子･宮

本 皓史･前田 哲･高藤 誠･伊原 博隆 

3Pd058 

 4171 

機能性ゲルを指向したスチルベノファン類の合成

……熊本大院自然 ○古西 政和･澤田 剛･高藤 誠･伊

原 博隆 

3Pc059 

 4172 

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、北大院理･北大創

成 ○黒川 孝幸、北大院理･山形大院理工 古川 英

光、北大院理 龔 剣萍、北大院環境 山田 幸司 

3Pd060 

 4173 

シリカ複合化バクテリアセルロースエアロゲルの

調製と物性評価……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 

3Pc061 

 4174 

温度応答性セルロースエステルゲルの合成……日大

院理工 ○山水 祐史、日大理工 中村 陽香･星 徹･

萩原 俊紀･澤口 孝志 

3Pd062 

 4175 

W/O/W エマルションを基材とした単分散アルギン

酸カルシウムゲルビーズの作製……筑波大院生環･

産総研器官発生･学振 ○佐伯 大輔、産総研器官発

生 杉浦 慎治･金森 敏幸、筑波大院生環 佐藤 誠

吾･市川 創作 

3Pc063 

 4176 

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 

3Pd064 

 4177 

アクリルアミドゲルに対する卵白タンパク質の吸

着能の評価……日大生産工 ○佐藤 佑樹･高橋 大輔･

和泉 剛 

3Pc065 

 4178 

チオール基導入アクリルアミドゲルのパパイン認

識能の評価……日大生産工 ○小田部 伸大･高橋 大

輔･和泉 剛 

3Pd066 

 4179 

カルボキシメチルセルロース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 ○山田 

雅之･山吹 一大･鬼村 謙二郎･大石 勉 

3Pc067 

 4180 

カーボンナノチューブ・イオン液体ゲルアクチュエ

ータの応答メカニズムと応答特性に及ぼすイオン

液体の効果……産総研セルエンジニアリング ○寺澤 

直弘･竹内 一郎 

3Pd068 

 4181 

散乱光挙動から追跡するポリ(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温度依存性

……静岡大教育 ○小山田 祐紀、静岡大教育･静岡大

院創造 板垣 秀幸 

3Pc069 

 4182 

二糖ラクトン誘導体ヒドロゲル化剤の合成と細胞

足場材料への応用……九大院農 ○小川 由紀子、九大

院生物資源 吉山 千春、九大院農 北岡 卓也 

3Pd070 

 4183 

両親媒性ゲル微粒子の作製と物質吸収性の向上を

目指した試み……慶應大院理工 ○小池 郁･藤本啓二

3Pc071 

 4184 

電場による自己組織性ファイバーの配向制御……東
大院工 ○庄司 良子･吉尾 正史･安田 琢麿･舟橋 

正浩･加藤 隆史 

3Pd072 

 4185 

イオン液体膨潤スライドリングゲルのイオン伝導

度測定……農工大院 BASE ○森安 孝生･下村 武史、

東大院新領域 伊東 耕三 

3Pc073 

 4186 

標的分子に応答して粒径変化する刺激応答性ゲル

微粒子の合成……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 ○秦 佑

太、関西大化学生命工･関西大 HRC 浦上 忠 

3Pd074 

 4187 

酵素を内包したグルコース応答性マイクロカプセ

ルの調製と評価……佐賀大 ○尾形 尚子･岸川 毅･田

上 安宣･成田 貴行･大石 祐司 

3Pc075 

 4188 

蛍光ラベルした 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

感熱応答挙動の検討と微環境の評価……奈良女大理 
○西本 美由紀･岩井 薫 

3Pd076 

 4189 

磁場配向させた磁性ゲルのマグネトレオロジー……
山形大院理工 ○大内 俊輔･三俣 哲 

3Pc077 

 4190 

磁性ゲルのマグネトレオロジーに及ぼすゲルの冷

却速度の影響……山形大院理工 ○栗林哲朗･三俣 哲

3Pd078 

 4191 

温度応答性と生体分子応答性を示す新規なバイオ

コンジュゲートゲルの合成……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 

 



3Pc079 

 4192 

1,1-ジフェニルエチレンと無水マレイン酸の

Diels-Alder 反応によって誘導できる酸二無水物

を架橋剤に用いた PVB オルガノゲルの調製と評価

……宇都宮大工 ○大渕 啓矢、宇都宮大院工 佐藤 葉

子･刈込 道徳･木村 隆夫、新日本石油 井上 敏夫 

3Pd080 

 4193 

ナノカーボン/イオンゲルアクチュエータのインピ

ーダンス解析と高機能化……産総研 ○竹内 一郎･安

積 欣志･向 健･寺澤 直弘･杉野 卓司･清原 健司 

3Pc081 

 4194 

機能性サイクロアミロースによる細胞内タンパク

質デリバリー……東医歯大生材研 ○中島 彩･相馬 

祐輝･戸井田 さやか、東北大院工 森本 展行、東医

歯大生材研 秋吉 一成 

3Pd082 

 4195 

PVA ゲルをテンプレートとした自由成型可能な高強

度DNゲルの開発……北大院理 ○中島 祐･武富 直之、

北大院理･北大創成 黒川 孝幸、北大院理 龔 剣萍 

3Pc083 

 4196 

ポリメタクリル酸グラフト化 PE-及び延伸 PTFE ヒ

ドロゲルの水中及び空気中における電気刺激応答

性……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 

3Pd084 

 4197 

RAFT 重合を用いる両親媒性 N-イソプロピルアクリ

ルアミドオリゴマーの合成とその感温特性……崇城

大院工 ○廣田 研介･鉢迫 博 

3Pc085 

 4198 

カルボン酸を末端基に有する N-イソプロピルアク

リルアミドテロマーを用いる感温性キトサン-アル

ギン酸マイクロカプセルの調製とその性質……崇城

大院工 ○楊 宗諭･鉢迫 博･村上 良一 

3Pd086 

 4199 

末端に配位子を有する刺激応答性三叉型高分子の作

製……東理大院基礎工 ○麻生隆彬･高野陽太･菊池明彦

3Pc087 

 4200 

ブロック共重合体のラメラ構造を用いた一軸方向へ

運動する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 

Piyapakorn Phassamon､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 

3Pd088 

 4201 

PH 応答性 CMC ヒドロゲルの調製とその薬物放出挙

動 その2……宇都宮大院工 ○野澤 友伸･刈込 道徳･

木村 隆夫 

3Pc089 

 4202 

ピロメリット酸二無水物を架橋剤に用いた PVB オ

ルガノゲルの調製と評価……宇都宮大院工 ○佐藤 

葉子、宇都宮大工 大渕 啓矢、新日本石油 井上 敏

夫、宇都宮大院工 刈込 道徳･木村 隆夫 

3Pd090 

 4203 

L-リシン系有機塩型低分子有機ゲル化剤……信州大

院総工 ○鈴木 正浩･齊藤 宏明･英 謙二 

3Pc091 

 4204 

酸化チタンナノネットワークの光触媒活性評価……
信州大院総工 ○鈴木 正浩･菊池 正寛･英 謙二 

3Pd092 

 4205 

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－ホログラム記録への応用……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 

3Pc093 

 4206 

ポルフィリン誘導体のクレイ層間へのインターカ

レーション：誘導体構造の影響……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 

3Pd094 

 4207 

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……千葉大院融合科学 ○河辺健太朗･小関健一 

3Pc095 

 4208 

光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……千葉大院融合化学 ○深谷 

恭平･小関 健一、ダイセル化学 水田智也･三宅弘人

3Pd096 

 4209 

クレイ層間における不斉アゾベンゼンの配向：光異

性化の影響……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 

3Pc097 

 4210 

ポリ[1-(1,3,4-オキサジアゾリル)ナフタレン]誘

導体の合成と性質……筑波大院数理物質 ○森 岳志･

木島 正志 

3Pd098 

 4211 

ビピリジニウムハイパーブランチポリマーと中性

ドナー分子との電荷移動錯体形成……九大院 ○金 

善南･坂野 豪･伊藤 冬樹･長村 利彦、日産化学 田

中 章博･小澤 雅昭 

3Pc099 

 4212 

FTC 側鎖型電気光学高分子の合成と光学特性の解

析 ……九大総理工 ○村田 幸司、九大先導研 

Xianqing Piao･井上 振一郎･横山 士吉、情通機構 

青木 勲･大友 明、住友電工 田澤 英久 

3Pd100 

 4213 

ハイパーブランチポリマーを用いた電気光学材料

の合成……九大院総理工･九大先導研･学振特別研究

員 DC ○森 裕一、九大院総理工･九大先導研 朴 賢

卿･井上 振一郎･横山 士吉、NICT 青木 勲･大友 明

3Pc101 

 4214 

反射型多層膜共振器を用いた電気光学ポリマーの

非線形光学効果の増大……九大 ○井上 梓･井上 振

一郎･横山 士吉、日産化学 安井 圭･小澤 雅昭 

3Pd102 

 4215 

(高分子/液晶)複合膜の近赤外域における光シャッ

ター特性……九大院総理工 ○野口 信次、九大先導研 

樋口 博紀、NTT 福島 誠治･岡田 顕、九大先導研 菊

池 裕嗣 

3Pc103 

 4216 

デンドリマーへの内包化による色素の発光色調整

……京大院工 ○稲福 健一･田中 一生･中條 善樹 

3Pd104 

 4217 

金ナノ構造が分散したイオン液体ハイブリッドフ

ィルムにおけるプラズモン特性……京大院工･京都

高度技術研 ○成田 麻子、京大院工 三好 英輔、京

工繊大院工芸 中 建介、京大院工 中條 善樹 

3Pc105 

 4218 

ポリ塩化ビニルフィルム中での TTF の酸化と混合

原子価状態の形成……京大院工 ○石黒 文康･田中 

一生･中條 善樹 

3Pd106 

 4219 

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(18)－ネットワーク構造を有す

る分子ワイヤーの合成と光学的挙動……関西大化学

生命工 ○鈴木 晋哉･青田 浩幸･松本 昭 

3Pc107 

 4220 

光子相関測定法による単一共役ポリマー鎖の光ア

ンチバンチング挙動解析……京工繊大院工芸 ○保杉 

昌昭、京工繊大院工芸･JST-PRESTO 増尾 貞弘、京

工繊大院工芸 町田 真二郎･板谷 明 

3Pd108 

 4221 

可視光パルスレーザーを用いた高分子超薄膜の微

細ナノホール形成……京工繊大院工芸 ○木元 隆平、

京工繊大伝統みらい研究セ 山田 和志、京工繊大院

工芸･JST-PRESTO 増尾 貞弘、京工繊大院工芸 町田 

真二郎･板谷 明 

3Pc109 

 4222 

溶融混練法による熱可塑性樹脂/金属酸化物ナノ粒

子複合体の調製……KRI ○藤本康治･三木瞳･福井俊巳

3Pd110 

 4223 

有機半導体を利用した可視光照射再生型陽イオン交

換樹脂の水処理への応用……阪大レーザー研セ･東工

大資源研 ○保田ゆづり､東工大資源研 長井圭治、阪

大レーザー研セ 乗松孝好、弘前大院理工 阿部敏之

3Pc111 

 4224 

一次元バイハーモニック構造による表面プラズモ

ン効果を利用した導電性高分子の蛍光増強……阪大

院工 ○村田 浩二･尾島 正禎･小川 康宏･久保 等･

吉田 浩之･藤井 彰彦･尾崎 雅則 

3Pd112 

 4225 

アントラセンの光二量化に伴うアモルファス－結

晶相転移を利用した可逆的なパターン形成……産総

研ナノテク ○木原 秀元･吉田 勝 

3Pc113 

 4226 

白色発光性π共役高分子の設計と構築……奈良先端

大院 ○河越 義史･中野 陽子･藤木 道也 

3Pd114 

 4227 

Poly(4－phthalimide)の超分子分極率……東工大院

理工 ○金子 将之･高橋 武雄･川内 進 

3Pc115 

 4228 

液晶分子のアシストによる疎水性π共役系高分子

の水面場における主鎖配向誘起と階層構造構築……
名大院工 ○戸田 章雄･永野 修作･関 隆広 

3Pd116 

 4229 

フルオレン化合物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･

近藤 瑞穂･川月 喜弘 

3Pc117 

 4230 

光・熱応答キラル化合物を用いた液晶らせん構造変

調……理研 ○川本 益揮、理研･東理大院理工 志賀 

名月･和田 達夫 

3Pd118 

 4231 

スピロピラン構造を有するメタクリレートポリマ

ーの合成とその光応答性……防衛大応化 ○相澤 雄

助･山本 進一･守谷 治 

3Pc119 

 4232 

アゾベンゼン液晶/金ナノ微粒子複合体の凝集構造

と光応答挙動……立命館大生命 ○山本 景太朗、立命

館大 R-GIRO 藤澤 香織、立命館大生命 堤 治･橋新 

剛･与儀 千尋･小島 一男 



3Pd120 

 4233 

高分子で保護した銀ナノ粒子の pH 変化による光学

特性の制御……東大生産研 ○唐澤 秀幸･松原 一喜、

東大生産研･JST 立間 徹 

3Pc121 

 4234 

フォトクロミックモノマーによる高分子二次構造

の制御 ～光配向性架橋剤の合成と光特性の検討～

……熊本大院自然 ○伊藤 浩平･居村 加奈代･緒方 

智成･桑原 穣･栗原 清二 

3Pd122 

 4235 

トラン基を側鎖に有する高分子の光配向に関する

研究……熊本大院自然 ○岡田 順子、熊本大工 李 媛

媛、熊本大院自然 城田 友美･緒方 智成･桑原 穣･

栗原 清二 

3Pc123 

 4236 

主鎖型アゾベンゼンポリマーの作製……熊本大院自

然 ○中村 朋陽･緒方 智成･桑原 穣･栗原 清二 

3Pd124 

 4237 

ナノダイヤモンド/高分子ハイブリッド多層膜を用

いた光応答性材料の開発……熊本大工 ○中村 望、熊

本大院自然 緒方 智成･桑原 穣･栗原 清二 

3Pc125 [中止] 

3Pd126 

 4238 

アゾベンゼン多分岐型高分子の RAFT 重合による合

成とその光応答挙動……熊本大院自然 ○辻本 和俊･

芝原 秋久･緒方 智成･桑原 穣･栗原 清二 

3Pc127 

 4239 

蛍光性を有する高分子多層膜を用いた一次元フォ

トニック結晶の作製とその蛍光挙動……熊本大院自

然 ○藤岡 淳也･緒方 智成･桑原 穣･栗原 清二 

環境と高分子 
3Pc129 

 5330 

ポリ-L-乳酸のアルコール分解におけるマイクロウ

ェーブ照射の影響……京工繊大 ○中土 雄太･平尾 

浩一･小原 仁実 

3Pd130 

 5331 

水蒸気分解によって得られた乳酸オリゴマーの連

鎖延長反応……九工大院生命体 ○安方 偉大･安藤 

義人･白井 義人、九工大エコタウン研セ 西田 治男

3Pc131 

 5332 

ポリ乳酸の高度資源循環のためのミニマムパスの

検討……九工大院生命体 ○谷 正大、九工大エコタウ

ン研セ 附木 貴行、九工大院生命体 白井 義人、九

工大エコタウン研セ 西田 治男 

3Pd132 

 5333 

難燃化ポリ乳酸組成物の資源循環における触媒機

能評価と実証試験……九工大エコタウン研セ･九工

大院生命体 ○附木 貴行、九工大院生命体 安田 信

彦、九工大エコタウン研セ 橋本 憲明、九工大院生

命体 柳田 大輝、九工大エコタウン研セ･九工大院

生命体 白井 義人･西田 治男 

3Pc133 

 5334 

紫外線照射によるポリ乳酸の光劣化挙動……九工大

院生命体 ○安田 信彦、九工大エコタウン研セ 附

木 貴行、九工大院生命体 白井 義人、九工大エコ

タウン研セ 西田 治男 

3Pd134 

 5335 

高分子材料の多段階熱分解の精密動力学解析……九
工大院生命体 ○吉田 雅之､九工大院生命体･九工大エ

コタウン研セ 西田 治男､九工大院生命体 白井 義人

3Pc135 

 5336 

難燃化ポリ乳酸組成物からの高選択的な資源循環

……九工大院生命体 ○柳田 大輝、九工大エコタウン

研セ 附木 貴行、九工大院生命体 白井 義人、九工

大エコタウン研セ 西田 治男 

3Pd136 

 5337 

シングルモードおよびマルチモードのマイクロ波

照射を用いた PET の塩基性触媒加水分解反応……崇
城大 ○池永 和敏 

3Pc137 

 5338 

リサイクルパレットの物性評価……中部大院 水野 

貴裕･○村澤佑樹･行本正雄、富山環境整備 松浦英樹

3Pd138 

 5339 

ガラス繊維強化複合材料用エポキシ樹脂の常圧分

解とリサイクル……富山高専 ○新明 航･高廣 政彦･

畔田 博文、日立化成 柴田 勝司 

3Pd140 

 5340 

ポリ乳酸とセロールスシングルナノファイバーの

積層フィルム……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 

3Pc141 

 5341 

Stereocomplexed PLA and PLLA Nanofibers: 

Structure and Enzyme Degradation Study……The 
Univ. of Tokyo･Univ. of the Philippines Mindanao 
○Noreen Grace Fundador、The Univ. of Tokyo Yuka 

Kato･Akio Takemura･Tadahisa Iwata 

3Pd142 

 5342 

有機ポリマーをフィラーとして用いた植物油脂複合

材料の開発……阪大院工 ○太田恵美･辻本敬･宇山浩 

3Pc143 

 5343 

相分離によるポリヒドロキシアルカノエートナノ

多孔体の作製……阪大院工 ○藤本 隆･岡 達也･辻本 

敬･宇山 浩 

3Pd144 

 5344 

相分離によるポリ乳酸ナノ構造体の精密合成……阪
大院工 ○岡 達也･辻本 敬･宇山 浩 

3Pc145 

 5345 

ステレオコンプレックスを利用した全ポリ乳酸複合

材料の構造と物性……神戸大院工 小寺 賢･西野 孝･
○辻 孝介、豊橋技科大工 辻 秀人、帝人 豊原清綱 

3Pd146 

 5346 

微細構造を異にするセルロースのアセチル化に伴

う結晶構造の変化……神戸大院工 西野 孝･小寺 

賢･○末次 真梨 

3Pc147 

 5347 

耐熱性ポリ乳酸の湿熱劣化の究明 Part2……神奈川

大院 ○宮澤 一成･大石 不二夫･永井 靖隆、帝人 

豊原 清綱･菅沼 こと 

3Pd148 

 5348 

ポリアミド 4 をベースとしたブレンド材料の調製

と物性……産総研 ○川崎 典起･大嶋 真紀･山野 尚

子･中山 敦好 

3Pc149 

 5349 

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 

3Pd150 

 5350 

漆液抽出成分と金属アルコキシドを用いた熱硬化

型ハイブリッド塗料の開発……明大理工 ○石村 敬

久･白男川 芳克･宮腰 哲雄 

3Pc151 

 5351 

P. putida でのグリセリンと脂肪酸を炭素源に用い

たポリヒドロキシアルカノエートの生合成……龍谷

大理工 ○三浦 孝博･石井 大輔･中沖 隆彦 

3Pd152 

 5352 

セロビオース及びマルトース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･石井 大輔･中沖 隆彦 

3Pc153 

 5353 

W. eutropha による奇数鎖脂肪酸からのポリヒドロ

キシアルカノエート共重合体の生合成メカニズム

……龍谷大理工 ○谷上 耕一郎･北村 貞嗣･石井 大

輔･中沖 隆彦 

3Pd154 

 5354 

資源循環型材料：ポリテトラメチルグリコリドの合

成と熱物性の評価……九工大院生命体 ○藤田 光･安

藤義人･白井義人、九工大エコタウン研セ 西田治男

3Pc155 

 5355 

バイオマス原料からのラセミ化フリーモノマー：α

-ヒドロキシイソ酪酸の合成……九工大院生命体  
○渡辺 晃太郎、福岡県工技セ 井手 誠二、九工大

院生命体 安藤 義人･白井 義人、九工大エコタウン

研セ 西田 治男 

3Pd156 

 5356 

ウルシオール/エポキシ樹脂を用いたフェライトコ

ンポジット材料の調製と電磁波遮蔽性評価……明大

院理工 ○濱嶌 知樹、明大理工 岩丸 虎喜、明大院

理工 石村 敬久、明大理工 植草 新一郎、明大院理

工 宮腰 哲雄 

3Pc157 

 5357 

PMMA/TiO2コンポジットフィルムの光増感分解反応

……京工繊大院工芸 ○宗野 雅代･坂井 亙･堤 直人 

3Pd158 

 5358 

ポリ乳酸/TiO2 コンポジットの光増感分解反応……
京工繊大院工芸 ○坂井 亙･森川 洋･堤 直人 

3Pc159 

 5359 

易酵素分解性 PLA(ポリ乳酸)の樹脂組成に関する研

究……東洋製罐綜研 ○吉川成志･片山傳喜･小暮正人 

3Pd160 

 5360 

エポキシ化天然ゴムを含むミクロ分散天然ゴムで

強化したポリ(L-乳酸)複合材料の調製と耐衝撃性

の改善……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、近畿大院システ

ム工･近畿大工 白石 浩平･杉山 一男 

3Pc161 

 5361 

生分解性フッ素テロマー化合物を用いた表面処理

剤……ユニマテック 達 春美･園井 竹比呂･○佐藤 

勝之･金海 吉山･村田 清一郎、農工大 松永 是･新

垣 篤史･石井 裕子 

3Pd162 

 5362 

バイオプロピレンの生成機構の量子化学的解明……
東工大院理工 ○林 慶浩、東工大院総理工 馬場 俊

秀、東工大院理工 川内 進 

 


