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講演要旨集取扱いの注意

要旨集ファイルの内容は著作権法により保護
されておりますので、著作権法により認めら
れた範囲内でのみご利用ください。
要旨集ファイルやその印刷体などの譲渡や再
配布などはご遠慮ください。
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2015年電気化学秋季大会プログラム
2015年9月11日（金）～12日（土）� 埼玉工業大学（埼玉県深谷市普済寺1690）

第 1日・ 9月11日（金） 第 2日・ 9月12日（土）

A会場

S11「ナノスケール界面・表面の構造とダイナミクス」

1A01～1A35（9：00～17：45）

S10「マイクロ～ナノ構造の機能性材料・デバイスの最

先端技術」

2A04～2A29（9：45～16：15）

B会場
S1「分子機能電極－界面電子移動制御その応用」

1B03～1B32（9：30～17：00）

S1「分子機能電極－界面電子移動制御その応用」

2B03～2B12（9：30～12：00）

C会場
S6「電池の新しい展開」

1C02～1C35（9：15～17：45）

S6「電池の新しい展開」

2C01～2C26（9：00～15：30）

D会場
S6「電池の新しい展開」

1D02～1D35（9：15～17：45）

S6「電池の新しい展開」

2D01～2D26（9：00～15：30）

E会場
S4「生命科学と電気化学」

1E05～1E32（10：00～17：00）

S4「生命科学と電気化学」

2E02～2E32（9：15～17：00）

F会場
S2「光電気化学とエネルギーの変換」

1F05～1F32（10：00～17：00）

S2「光電気化学とエネルギーの変換」

2F03～2F12（9：30～12：00）

G会場

「電気化学基礎・応用（反応・基礎一般，測定法，環境

化学，応用一般）」

1G01～1G32（9：00～17：00）

「電気化学基礎・応用（反応・基礎一般，測定法，環境

化学，応用一般）」

2G01～2G10（9：00～11：30）

H会場
S13「電力貯蔵技術の新しい展開」

特1H17～1H29（13：00～16：15）

I会場
S7「キャパシタ技術の新しい展開」

1I03～特1I31（9：30～17：15）

S7「キャパシタ技術の新しい展開」

2I02～特2I10（9：15～12：00）

J会場
S3「有機電気化学の最前線」

1J07～特1J28（10：30～16：30）

S3「有機電気化学の最前線」

2J05～特2J11（10：00～12：00）

K会場
S5「固体化学の新しい指針を探る」

1K21～1K32（14：00～17：00）

S5「固体化学の新しい指針を探る」

2K07～2K31（10：30～16：45）

L会場
S12「明日をひらく技術・教育シンポジウム」

1L17～1L24（13：00～15：00）

S8「腐食科学と表面処理；新技術の展開」

2L05～2L26（10：00～15：30）

M会場
男女共同参画推進委員会主催昼食会

（12：00～13：00）

N会場
「第59回化学センサ研究発表会」

1～20（9：30～16：30）

「第59回化学センサ研究発表会」

21～40（9：15～16：00）

懇親会等
埼玉グランドホテル深谷

（18：30～20：30）
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2015年電気化学秋季大会実行委員

実 行 委 員 長	 内山俊一	 埼玉工業大学大学院工学研究科
大会学術企画委員・幹事	 松浦宏昭	 埼玉工業大学工学部
委 員	 秋田祐介	 埼玉工業大学工学部

〃 	 有谷博文	 埼玉工業大学工学部
〃 	 飯田泰広	 神奈川工科大学応用バイオ科学部
〃 	 池上和志	 桐蔭横浜大学大学院工学研究科
〃 	 石川正英	 埼玉工業大学工学部
〃 	 板垣昌幸	 東京理科大学理工学部
〃 	 井手本康	 東京理科大学理工学部
〃 	 今林慎一郎	 芝浦工業大学工学部
〃 	 岩崎政和	 埼玉工業大学工学部
〃 	 栄長泰明	 慶応義塾大学理工学部
〃 	 大坂武男	 東京工業大学大学院総合理工学研究科
〃 	 大野明芳	 埼玉工業大学
〃 	 尾崎純一	 群馬大学理工学研究院
〃 	 加藤　大	 産業技術総合研究所
〃 	 嘉藤　徹	 産業技術総合研究所
〃 	 神山宜也	 埼玉工業大学
〃 	 木下　基	 埼玉工業大学工学部
〃 	 巨　東英	 埼玉工業大学工学部
〃 	 久保いずみ	 創価大学工学部
〃 	 熊澤　隆	 埼玉工業大学工学部
〃 	 栗田僚二	 産業技術総合研究所
〃 	 黒岩正明	 埼玉工業大学
〃 	 小谷　明	 東京薬科大学薬学部
〃 	 小林秀彦	 埼玉大学大学院理工学研究科
〃 	 近藤剛史	 東京理科大学理工学部
〃 	 坂本政祐	 埼玉工業大学工学部
〃 	 佐藤　縁	 産業技術総合研究所
〃 	 四反田功	 東京理科大学理工学部
〃 	 渋江　恵	 埼玉工業大学
〃 	 鈴木博章	 筑波大学大学院数理物質科学研究科
〃 	 田中　潤	 埼玉工業大学工学部
〃 	 辻村清也	 筑波大学大学院数理物質科学研究科
〃 	 寺島千晶	 東京理科大学総合研究機構
〃 	 鳶島真一	 群馬大学理工学部
〃 	 外山　滋	 国立リハビリセンター研究所
〃 	 中谷清治	 筑波大学大学院数理物質科学研究科
〃 	 中林誠一郎	 埼玉大学理学部
〃 	 西方　篤	 東京工業大学大学院理工学研究科
〃 	 丹羽　修	 産業技術総合研究所
〃 	 萩原時男	 埼玉工業大学工学部
〃 	 長谷部靖	 埼玉工業大学工学部
〃 	 浜名　浩	 埼玉工業大学工学部
〃 	 松永真理子	 中央大学理工学部
〃 	 矢嶋龍彦	 埼玉工業大学工学部
〃 	 矢吹聡一	 産業技術総合研究所
〃 	 吉田泰彦	 東洋大学理工学部
〃 	 吉見靖男	 芝浦工業大学工学部

本 部 庶 務 理 事	 立間　徹	 東京大学生産技術研究所
〃 	 昆野昭則	 静岡大学工学部
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A会場

第1日・9月11日（金）
【シンポジウム：ナノスケール界面・表面の構造とダイナ
ミクス】
主催：ナノ界面・表面研究懇談会
	 	 （9：00～10：00）　座長　中村　将志
1A01　電気浸透現象と吸着の電位依存性に基づいた多孔
質材料中のイオン輸送モデル（京都大学，JST -
CREST，甲南大学）◯北隅優希，白井　理，山本雅博，
加納健司

1A02　極微細電極の電気二重層キャパシタンスへの温度
の影響（計測エンジニアリングシステム（株））◯橋口真宜

1A03　Enhanced	direct	electron	transfer-type	bioelectro-
catalysis	of	bilirubin	oxidase	by	use	of	 a	negatively	
charged	aromatic	compound-modified	electrode	as	a	
novel	platform（京都大学）◯夏　洪斉，北隅優希，白井　
理，加納健司
1A04　銀コバルトデラフォサイト酸化物薄膜の触媒活性
の面方位依存性（パナソニック（株））◯豊田健治，足立
秀明，宮田伸弘，小澤宜裕，日野上麗子
	 	 （10：00～11：00）　座長　近藤　敏啓
1A05　TiO2単結晶を用いた色素増感太陽電池の光電変換
効率に対する面依存性：N-3色素とポルフィリン系色素
（千葉大学，京都大学）◯井出　瞭，藤森大和，辻　幸
大，東野智洋，今堀　博，中村将志，星　永宏
1A06　電気化学XAFS法によるリン酸ニッケル酸素生成
触媒のオペランド観測（慶應義塾大学）◯吉田真明，大
西　翔，光富耀介，河村美葉，近藤　寛
1A07　軟X線吸収分光法を用いたホウ酸コバルト酸素生
成触媒のin	situ観測（慶應義塾大学，分子科学研究所）
◯光富耀介，吉田真明，長坂将成，湯沢勇人，小杉信
博，近藤　寛
1A08　表面X線回折によるORR高活性なPt3Co（331）電
極の実構造決定（千葉大学）◯木原洋平，中村将志，星　
永宏
	 	 （11：00～12：00）　座長　保田　諭
1A09　イオン液体中でのフラーレンアニオンのレドック
スに及ぼすイオン性ポリマーの効果（熊本大学，くまも
と有機薄膜技術高度化支援センター）◯上田博幸，西山
勝彦，吉本惣一郎
1A10　多環系芳香族炭化水素単分子膜上への金属ブロモ
錯体の吸着および電析（熊本大学）◯吉本惣一郎，緒方
裕斗，西山勝彦
1A11　ポルフィリン誘導体の自己組織化に銅アドアトム
が及ぼす影響（熊本大学，くまもと有機薄膜技術高度化
支援センター）◯川本鉄平，久留巣祐介，吉本惣一郎
1A12　新規ナノ構造分子膜の表面構造解析および機能評
価（産業技術総合研究所）◯澤口隆博，田中睦生
	 	 （13：00～14：00）　座長　星　永宏
特1A17　グラフェンの反応性と電極触媒への応用（筑波
大学）中村潤児
1A20　グラフェン被覆Au電極の電気化学特性評価（北海
道大学）◯保田　諭，熊谷諒太，中島浩司，村越　敬

	 	 （14：00～15：00）　座長　林　灯
1A21　Pt修飾したNi単結晶電極上の酸素還元反応活性お
よび耐久性評価（千葉大学）◯久米田友明，中村将志，
星　永宏
1A22　Pt単結晶電極のキンク原子密度制御による酸素還
元反応の高活性化（千葉大学）◯杉村文也，中村将志，
星　永宏

1A23　非水溶媒中における酸素還元反応のその場AFM
観察（北海道大学）叶　深，◯劉　燦
1A24　スズ酸化物薄膜を用いた白金―担体モデル電極触
媒の構築（京都大学）◯長瀬誉英，宮崎晃平，福塚友和，
安部武志
	 	 （15：00～16：00）　座長　澤口　隆博
1A25　SEM/STEMその場観察手法を用いたカーボン担持
上のPt劣化メカニズムの検討（九州大学）◯林　灯，北

村晶彦，野田志云，佐々木一成
1A26　ニッケルコア-白金シェル微粒子の電気化学的調製
とその酸素還元触媒活性（お茶の水女子大学）◯近藤敏
啓，上田摩耶，弘田美紗子

1A27　中空構造をもつ二元金属ナノ粒子の作製と電極触
媒活性（名古屋大学）◯大島拓也，杉岡大輔，亀山達矢，
鳥本　司

1A28　イオン照射グラッシーカーボンを担体としたPtナ
ノ微粒子の酸素還元活性（東京大学，原子力機構，理化
学研究所）◯木全哲也，加藤　翔，八巻徹也，山本春也，
箱田照幸，小林知洋，寺井隆幸

	 	 （16：00～17：00）　座長　野口　秀典
1A29　イオン液体/Pt電極界面構造のLi+添加効果に関す
る研究（東京工業大学，関西大学，上海大学）◯三輪祐
次郎，岩橋　崇，酒井康成，山縣雅紀，石川正司，周　
尉，大内幸雄

1A30　電気化学 in-situ表面増強ラマン散乱による電極表
面での水素発生過程の観測（北海道大学）◯南本大穂，
保田　諭，村越　敬

1A31　プラズモン活性な金属ナノ二量体間隙における分
子配向の溶液内光制御（北海道大学）◯脇坂優美，南本
大穂，村越　敬

1A32　表面増強ラマン測定による電極界面水素イオン濃
度解析の試み（早稲田大学）◯佐々木萌，花井智也，國
本雅宏，柳沢雅広，本間敬之
（17：00～17：45）　座長　吉本　惣一郎

1A33　電位依存可視-赤外二重共鳴和周波発生分光法によ
る界面電子状態の観測（（独）物質・材料研究機構，北
海道大学）◯野口秀典，Shuo	Ynag，魚崎浩平
1A34　Dimethyl	sulfoxideベースの電解液中に拡散した溶
存O2-が係る反応の解析（物質・材料研究機構，北海道
大学）◯冨田健太郎，野口秀典，魚崎浩平
1A35　Au（111）電極表面における酸化物種の赤外分光（千
葉大学）◯加藤　賢，中村将志，星　永宏

第2日・9月12日（土）
【シンポジウム：マイクロ～ナノ構造の機能性材料・デバ
イスの最先端技術】
共催：ナノ・マイクロファブリケーション研究会，電子材
料委員会
	 	 （9：45～11：00）　座長　北本　仁孝
2A04　ナノチューリングパターンを有するZnO/ローダ
ミンBハイブリッド薄膜の電気化学析出（山形大学，
バーモント大学）◯宇野　周，孫　麗娜，小川優太，
White	Matthew，吉田　司
2A05　間接電解による酸化チタン膜の作製（大阪市立工
業研究所）◯千金正也，品川　勉，谷　淳一
2A06　光アシスト陽極酸化電析法による酸化タングステ
ン薄膜形成（豊橋技術科学大学）◯境　拓哉，笹野順司，
横山誠二，伊崎昌伸

2A07　Al-Si合金上への超厚膜ナノポーラスアルミナア
ノード酸化皮膜の形成および微細構造解析（岩手大学，
（株）いすゞ中央研究所）◯呉　松竹，大坂杏輔，八木聖
弥，川原卓人，八代　仁，飯塚建興，鈴木浩高，島崎直
基

2A08　車載端子・LED反射材に向けたナノ積層型Sn/
Ag3Sn（/Ag）多層めっきの特性に対するめっき層構造
の影響（岩手大学）◯小笠原徹，呉　松竹，中川莉絵，
八代　仁，佐々木邦明

	 	 （11：00～12：00）　座長　柳下　崇
2A09　水溶液電気化学反応によるCu2S系膜の形成（豊橋
技術科学大学，大阪市立工業研究所）◯江嵜太治，品川　
勉，伊崎昌伸

2A10　エレクトロクロミックデバイスのイオン貯蔵層へ
の適用を目的とした酸化スズ薄膜の電気化学的形成（豊
橋技術科学大学）◯松尾　遼，笹野順司，横山誠二，伊
崎昌伸

2A11　有機溶媒中での電析Si薄膜の作製と組成評価（早
稲田大学，JST-CREST）◯続木　南，露木康博，Pham	
Huynh	Tram	Anh，福中康博，本間敬之
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2A12　金ナノ粒子を触媒として無電解めっき膜を形成し
た単結晶シリコンの界面構造（兵庫県立大学，日本オイ
コス）◯山田直輝，阪本　進，福室直樹，八重真治
	 	 （13：00～14：00）　座長　伊崎　昌伸
2A17　コア-シェル構造Cu2ZnSnS4-ZnSナノ粒子の合成と
光電変換特性（名古屋大学）◯角銅嶺輔，亀山達矢，鳥
本　司
2A18　窒素酸化物ガス還元用の多層構造光触媒ナノカプ
セルの作製（東京工業大学）◯宇津木貴太，和田裕之，
北本仁孝
2A19　膜乳化プロセスによる単分散微粒子の形成とサイ
ズ制御（首都大学東京）◯斎藤裕樹，柳下　崇，益田秀
樹
2A20　有機分子修飾酸化鉄ナノ粒子とゼラチンからなる複
合薬剤キャリア粒子の作製（東京工業大学）◯大石晟子，
北本仁孝
	 	 （14：00～15：15）　座長　國本　雅宏
2A21　ポーラスアルミナを口金とした紡糸プロセスによ
る無機系ナノファイバーの連続形成（首都大学東京）　
◯高井秀彰，柳下　崇，益田秀樹
2A22　陽極酸化ポーラスアルミナにもとづいたZnOナノ
ロッドアレーの幾何学形状制御（首都大学東京）◯中薗
貴志，近藤敏彰，柳下　崇，益田秀樹
2A23　コバルトマイクロ/ナノワイヤーの作製とそのレ
ドックスキャパシタ電極への応用（千葉大学）◯齋藤慶
太，星野勝義
2A24　アノードエッチングで作製したGaAsナノワイヤ
の表面構造と物性評価（工学院大学）◯山田航平，相川
慎也，阿相英孝，橋本英樹，小野幸子
2A25　Auナノフレーム構造体の作製とプラズモン増感電
極への応用（名古屋大学）◯宇佐美智浩，杉岡大輔，亀
山達矢，鳥本　司

	 	 （15：15～16：15）　座長　鳥本　司
2A26　ポーラスアルミナを用いたナノインプリントプロ
セスによる無機系マイクロ構造体の形成（首都大学東京）
◯早川友浩，柳下　崇，益田秀樹
2A27　磁気薬剤キャリアの薬剤搭載率向上に関する検討
（東京工業大学）◯劉　佳，北本仁孝
2A28　電解析出法によるFePtナノドットアレイの超高密
度化に向けた形成プロセスの検討（早稲田大学，ヴァー
ジニア大学）◯齋藤　学，西家大貴，ヴォダルツ	ジギー，
Giovanni	Zangari，本間敬之
2A29　環境アレルゲンモニタリング用光ファイバ式免疫
計測システムのための磁性マイクロカプセルの作製（東
京工業大学，日本学術振興会，神奈川科学技術アカデ
ミー）宮島久美子，三輪勇樹，渕上輝顕，◯北本仁孝

B会場

第1日・9月11日（金）
【シンポジウム：分子機能電極－界面電子移動制御とその
応用】
主催：分子機能電極研究会
	 	 （9：30～10：00）　座長　小森　喜久夫
1B03　Electrochemistry	of	Dopamine	and	Its	Derivative	
in	Aqueous	Media（東京工業大学）◯Iryane	Binti	 Is-
mail，川内　進，岡島武義，大坂武男
1B04　イブプロフェンと金属錯体を逐次吸着した活性炭
電極の電気化学特性（日本大学）江頭　港
	 	 （10：00～11：00）　座長　今林　慎一郎
1B05　シリコン電極上にSi-アリール結合で修飾したフェ
ロセン誘導体の電子移動挙動（東京大学）和田慶祐
1B06　カップ積層型カーボンナノファイバーにおけるフ
ルクトース脱水素酵素の直接電子移動（東京大学，東京
理科大学）◯小森喜久夫，黄　佳杰，水島奈美，立間　
徹，大竹勝人，迫田章義，酒井康行

1B07　金属析出型マルチカラーエレクトロクロミック素
子の電気化学および光学特性（千葉大学）◯小野寺涼，
坪井彩子，中村一希，小林範久

1B08　ハロゲン化銀錯体の電解還元における析出銀ナノ
形状が銀析出型EC素子の鏡面化特性に与える影響（千
葉大学）木村遼太郎

	 	 （11：00～12：00）　座長　八木　政行
特1B09　燃料電池への応用を指向した錯体系アノード触
媒の研究開発（産業技術総合研究所）山崎眞一

1B12　First	Principles	Study	on	Durability	and	Activity	
of	Binary（Pt	M,	M=Cr,	Fe,	Ni,	Cu）	and	Ternary（Pt	Cu	
Ni）	Alloy	Nanocatalysts	 for	ORR（東京工業大学）◯盧　
承孝，Han	Byungchan，岡島武義，大坂武男

	 	 （13：00～14：00）　座長　中山　雅晴
1B17　Estimation	of	Advanced	Oxidation	Process	of	Aro-
matic	Compounds	with	Hydroxyl	Groups	Based	on	
COD	 and	TOC	Measurements（東京工業大学）◯葉　
嘯，岡島武義，大坂武男

1B18　Hydrogen	Evolution	Reaction	at	IrOx-TaOx	Com-
posite	Electrocatalysts	in	Acidic	Media（東京工業大学）
◯Mohd	Safuan，岡島武義，大坂武男

1B19　酸化イリジウム薄膜のナノ構造制御と高効率水の
酸化アノード特性（新潟大学）◯正木雄士，Debraj	
Chandra，齊藤健二，由井樹人，八木政行

1B20　電析酸化イリジウム修飾電極の水の酸化反応に及
ぼすリン酸イオンの影響（金沢大学）稲葉洋介

	 	 （14：00～15：00）　座長　大坂　武男
特1B21　マルチ電解により表面改質した新規カーボン材
料の開発（埼玉工業大学）松浦宏昭

1B24　液中プラズマによるホウ素ドープダイヤモンド電
極の高速合成（東京理科大学，旭ダイヤモンド工業（株））
◯菱沼良太，原田洋平，寺島千晶，上塚　洋，中田一
弥，近藤剛史，湯浅　真，藤嶋　昭

	 	 （15：00～16：00）　座長　山崎　眞一
1B25　垂直配向した層状マンガン酸化物のイオン認識能
（山口大学）◯中山雅晴，井口創平，山本和登
1B26　メディエーター型亜セレン酸還元反応に対するメ
ディエーター構造の影響（芝浦工業大学）◯今林慎一郎，
村上大昌，越雲文也

1B27　電解担持条件の異なるEC	tag（Cu）修飾電極による
CO2還元特性（九州工業大学，JST	ACT-C）

◯川野明日
香，高辻義行，森本将行，春山哲也

1B28　EC	tag（Ag）を電解担持したカーボン電極のCO2電
解還元特性（九州工業大学，JST	ACT-C）◯森本将行，
原田みづき，高辻義行，春山哲也

	 	 （16：00～17：00）　座長　近藤　剛史
1B29　酸素還元触媒としての銅イオン担持共有結合性有
機構造体の反応メカニズムに関する研究（東京大学，
JST-さきがけ）◯岩瀬和至，神谷和秀，中西周次，橋本
和仁

1B30　銅イオン担持共有結合性トリアジン構造体による
硝酸選択還元反応（東京大学，JST	さきがけ）◯吉岡達
郎，岩瀬和至，神谷和秀，中西周次，橋本和仁

1B31　Electrolytic	 Intercalation	of	Lithium	 into	Glassy	
Carbon	Electrode（東京工業大学）◯武　雲，岡島武義，
大坂武男

1B32　多孔性金属錯体を正極活物質とする二次電池の充
放電特性と機能解明（関西学院大学，名古屋大学）◯吉
川浩史，張　中岳，阿波賀邦夫

第2日・9月12日（土）
	 	 （9：30～10：00）　座長　松本　太
2B03　Ultra-long	pi-Conjugated	Bis（terpyridine）metal	
Polymer	Wires	Covalently	Bound	 to	a	Carbon	Elec-
trode（東京大学）◯ウー	グオ	フェイ，坂本良太，西原　
寛

2B04　多核銅錯体をカーボンに組み込んだ非白金系電極
触媒（北海道大学）◯加藤　優，武藤毬佳，八木一三

	 	 （10：00～11：00）　座長　北村　房男
特2B05　表面科学的アプローチによるバイオインター
フェースの構造評価と機能性発現との関係研究（北海道
大学）叶　深

2B08　白金表面に吸着したシンコニジンの構造（北海道
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大学）富岡亮太，本林健太，内田太郎，◯大澤雅俊
	 	 （11：00～12：00）　座長　八木　一三
2B09　PtPb/TiO2/カップスタック型カーボンナノチュー
ブの合成と電極触媒反応への適用（神奈川大学，三恵技
研工業㈱）◯松本　太，郡司貴雄，安藤風馬，竹田剛士，
藤間　光，田邉豊和，金子信悟
2B10　種々のグラフェン材料に担持した高フッ素化フタ
ロシアニン鉄のORR触媒能の比較（東京工業大学）◯大
塚美彩子，北村房男
2B11　表面増強赤外分光法による酸化グラフェン修飾電
極の反応解析（熊本大学，JST-CREST，くまもと有機
薄膜技術高度化支援センター）◯西山勝彦，吉村安弘，
畠山一翔，鯉沼陸央，吉本惣一郎，松本泰道

2B12　酸化グラフェンの水素終端化シリコン基板への固
定化とその光電極特性（京都大学）◯國府　翔，屠　宇
迪，一井　崇，宇都宮徹，杉村博之

C会場

第1日・9月11日（金）
【シンポジウム：電池の新しい展開】
主催：電池技術委員会
	 	 （9：15～10：15）　座長　堀場　達雄
1C02　応力ひずみ調節によるマグネシウム合金負極の放電反
応制御（埼玉工業大学）石　鋼

1C03　鉛蓄電池の浸透短絡メカニズムに関する解析（日
立化成（株））平野博紀

1C04　制御弁式鉛蓄電池の定電圧充電における交流成分
重畳の影響（日立化成（株））鈴木啓太

1C05　アイドリングストップ車用鉛蓄電池の高性能化
（（株）日立製作所，日立化成（株））◯原田素子，荒城真
吾，柴原敏夫，岩崎富生，高橋　心，大越哲郎
	 	 （10：15～11：15）　座長　奈良　洋希
1C06　車載環境における動的電流・電圧応答からの鉛
バッテリ等価回路モデル推定とそれを活用した劣化度推
定（古河電気工業（株））岩根典靖
1C07　水-有機共溶媒アルカリ電解液における酸化亜鉛電
極のサイクル特性改善効果（京都大学）◯掛谷忠司，中
田明良，荒井　創，小久見善八
1C08　臭素のレッドクス反応を利用した二次電池におけ
る電解液系の検討（関西大学）◯三宅智也，山縣雅紀，
石川正司

1C09　LiFSIを用いたPC含有新規電解液のLIBへの適用
（関西大学）◯吉田昂平，中田圭亮，内田悟史，山縣雅
紀，石川正司

	 	 （11：15～12：00）　座長　石川　正司
1C10　リチウムイオン含有炭酸プロピレンによる膨潤ス
ライドリングゲルのイオン伝導率と力学特性（東京農工
大学，東京大学）◯杉原直樹，眞弓皓一，富永洋一，下
村武史，伊藤耕三
1C11　三官能性グリセロールエステルを用いたネット
ワークポリマーの合成とLiイオン電池用電解質への適
用（山口大学）◯丹治誠也，山吹一大，藤井健太，森田
昌行，吉本信子
1C12　リチウム塩を溶解したフッ素化アルキルリン酸エ
ステル溶液のイオン構造と物性Ion	structure	and	physi-
cal	properties	of	fluorinated	alkyl-phosphate	solutions	
dissolving	lithium	salts（山口大学，東ソー・エフテック
（株））◯トドロフ	ヤンコ	マリノフ，藤井健太，青木雅
裕，三村英之，吉本信子，森田昌行

	 	 （13：00～13：30）　座長　稲葉　稔
特1C17　硫化物型全固体リチウム二次電池の高容量化に
むけて（大阪府立大学）◯辰巳砂昌弘，林　晃敏
	 	 （13：30～14：30）　座長　井手本　康
1C19　エアロゾルデポジション法によるLi0.35La0.55TiO3ペ
レット上へのLiCoO2正極層の成膜と厚膜化に向けた検
討（首都大学東京）◯新田慶子，庄司真雄，棟方裕一，
金村聖志

1C20　LiCoO2の充放電特性に及ぼすバインダー添加量の

単粒子測定評価（首都大学東京）◯大村智洋，山田悠登，
棟方裕一，金村聖志
1C21　2.5-4.7V充放電サイクルにおけるLiCoO2活物質の
劣化挙動および表面被覆による容量可逆性の向上（産業
技術総合研究所，日立マクセル，京都大学）◯矢野　亮，
上田篤司，菊園康雄，吹谷直美，鹿野昌弘，栄部比夏
里，小久見善八

1C22　二次元X線吸収分光その場測定によるLiCoO2合材
電極内の反応分布の評価（東北大学，京都大学）◯木村
勇太，千葉一暉，渡邊俊樹，中村崇司，雨澤浩史，谷田　
肇，内本喜晴，小久見善八

	 	 （14：30～15：30）　座長　平山　雅章
1C23　リチウムを脱離したLixNiO2（0.06≦x≦0.12）の緩
和構造解析（京都大学，香川高等専門学校）◯田村明寛，
高井茂臣，薮塚武史，八尾　健

1C24　放射光X線・中性子全散乱測定によるLiイオン電
池正極材料LiNi0.8Co0.2O2の充放電過程における局所構造
解析（東京理科大学）◯三ヶ尻翔平，石田直哉，北村尚
斗，井手本康

1C26　金属イオンのレドックス反応を用いたLiMn2O4薄
膜電極の表面状態の解析（2）（京都大学）◯稲本純一，福
塚友和，宮崎晃平，安部武志

	 	 （15：30～16：15）　座長　山際　清史
1C27　Li1+xMn2-xO4スピネル正極における5Vプラトーの
Li組成に対する挙動変化（九州大学）◯葛西昌弘，西村　
伸，土肥英幸

1C28　Li（Ni0.5Mn1.5）O4エピタキシャル薄膜を正極とした
全固体リチウム電池の電気化学特性（東北大学）◯河底
秀幸，鈴木　竜，清水亮太，白木　将，一杉太郎

1C29　LiNi0.5Mn1.5O4結晶の晶癖発達面制御育成と電池特
性（信州大学，JST-CREST）◯是津信行，椎葉寛将，喜
田　聡，齋藤恭貴，山田哲也，手嶋勝弥

	 	 （16：15～17：00）　座長　大久保　將史
1C30　Li2MnO3エピタキシャル薄膜の充放電特性と結晶
構造変化（東京工業大学，日本原子力研究開発機構）
◯田港　聡，水野善文，鈴木耕太，田村和久，平山雅
章，菅野了次

1C31　高圧法によるリチウム過剰層状岩塩型正極の合
成，構造，及び電気化学特性（東京工業大学）◯水野善
文，田港　聡，鈴木耕太，平山雅章，菅野了次

1C32　Liイオン電池正極材料0.4Li2MnO3-0.6Li（Mn1/3Ni1/3Co1/3）
O2の高温充放電過程における平均・局所構造変化（東京
理科大学）◯平沼拓弥，井手本康，石田直哉，北村尚斗

	 	 （17：00～17：45）　座長　山田　淳夫
1C33　新規リチウムイオン電池用正極材料LiMnVOxの合
成および充放電特性とその結晶構造（東京理科大学）　
◯池田駿介，石田直哉，北村尚斗，井手本康
1C34　水プラズマ合成法を用いた五酸化バナジウム複合
正極材料の開発（埼玉県産業技術総合センター，埼玉工
業大学）◯稲本将史，栗原英紀，矢嶋龍彦
1C35　ナノ結晶V2O5の作製とLi二次電池の正極特性（東
北大学）◯谷木良輔，本間　格

第2日・9月12日（土）
	 	 （9：00～10：00）　座長　門間　聰之
2C01　3極Reference付きリチウムイオン電池による正極
および負極非対抗部のインピーダンス測定結果（三菱電
機（株））◯光田憲朗，原　聡
2C02　高温充放電サイクル劣化試験後の18650型リチウム
イオン二次電池熱量計測（長岡技術科学大学，茨城県工
業技術センター，宇宙航空研究開発機構）◯粉川航太郎，
谷口修一，Omar	Samuel,	Mendoza	Hernandez，石川
洋明，曽根理嗣，梅田　実

2C03　ダブルパルス電流を入力信号に用いたウェーブレッ
ト変換による充放電中のリチウムイオン二次電池のイン
ピーダンスの決定（東京理科大学）◯上野将器，星　芳
直，四反田功，板垣昌幸

2C04　高容量･高出力なグラフェンライクグラファイトの
合成と負極特性（兵庫県立大学，日本電気）◯松尾吉晃，
橋口克樹，程　騫，岡本穏治，田村宜之，村上朝夫
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	 	 （10：00～11：00）　座長　齋藤　守弘
2C05　イオン液体-水溶液複合電解質中におけるLi4Ti5O12
の電気化学的挙動（京都大学）◯三輪　大，宮崎晃平，
福塚友和，安部武志

2C06　ナノシート化合物MXene	Ti3C2Txの有機電解液中
におけるLi脱挿入反応機構の解析（東京大学，岡山大
学，京都大学）◯梶山智司，飯沼広基，森田凌平，後藤
和馬，大久保將史，山田淳夫
2C07　酸化チタンナノシートから合成したTiO2（B）電極
の電気化学特性（信州大学）◯吉田知弘，是津信行，手
嶋勝弥，田中　諒，綾戸勇輔，望月　大，牧野　翔，杉
本　渉
2C08　リチウムイオン電池用Sn薄膜負極の充放電特性向
上に関する研究（東北大学）◯松浦　稜，李　渊，坂　
真澄
	 	 （11：00～12：00）　座長　宇井　幸一
2C09　二種類の遷移金属シリサイドとケイ素からなるコ
ンポジット電極のリチウム二次電池負極特性（鳥取大学）
◯坂野直輝，薄井洋行，竹本裕哉，道見康弘，坂口裕樹
2C10　リチウム電池用電解液添加剤のリチウムの充放電
特性に与える影響（群馬大学）◯宮崎舜也，加藤諒一，
遠藤央之，海野雅史，森本英行，鳶島真一

2C11　アミド	系イオン液体中におけるLi（I）の溶存状態と
電気化学特性（慶應義塾大学）◯立川直樹，石井みか，
吉井一記，片山　靖

2C12　第一原理計算によるリチウムイオン二次電池負極/
電解液界面における被膜形成反応解析（富士フイルム
（株），物質・材料研究機構，京都大学）◯後瀉敬介，袖
山慶太郎，奥野幸洋，館山佳尚
	 	 （13：00～13：45）　座長　荒井　創
2C17　中性子反射率法を用いた電極/電解液界面における
被膜形成過程の解析（（株）豊田中央研究所，高エネル
ギー加速器研究機構）◯川浦宏之，原田雅史，近藤康仁，
近藤広規，菅沼義勇，高橋直子，杉山　純，妹尾与志
木，山田悟史
2C18　空孔欠陥を持つCo-Mn系酸化物ナノシート積層体
のリチウム電池電極特性（東京大学）◯鈴木真也，宮山　
勝
2C19　Li2MnSiO4ナノ結晶・カーボンナノ複合体への異種
元素ドーピング効果（長崎大学）◯森口　勇，尾郷　航，
柴田一平，瓜田幸幾
	 	 （13：45～14：30）　座長　喜多條　鮎子
2C20　さまざまな孔径のメソポーラスカーボンとLi2Co-
SiO4との複合体電極の合成と電気化学特性（横浜国立大
学）◯大日方陽一，吉武英昭

2C21　キノン系分子電極のレドックス反応に与えるイオ
ン間相互作用の影響（東北大学）◯川村祥太郎，谷木良
輔，岡　伸人，笘居高明，本間　格
	 	 （14：30～15：30）　座長　薄井　洋行
2C24　炭素材料を活用した活物質表面電荷の静電遮蔽が
リチウムイオン二次電池の合材とアルミニウム集電体間
接触抵抗に及ぼす影響（山形大学）◯伊藤智博，石川智
士，佐々木貴史，加藤直貴，小野寺伸也，立花和宏，仁
科辰夫
2C25　リチウムイオン二次電池における高導電性集電箔
SDX®と導電助剤量の電子抵抗低減への寄与及びSDX®

活用レシピの開発（昭和電工（株））武田彬史
2C26　集電体/活物質層界面の抵抗が電極反応に及ぼす影
響（（株）UACJ）◯八重樫起郭，斉藤聡平，本川幸翁，
兒島洋一

D会場

第1日・9月11日（金）
【シンポジウム：電池の新しい展開】
主催：電池技術委員会
	 	 （9：15～10：00）　座長　宮崎　晃平
1D02　Tubular	SOFC	Using	LaGaO3	electrolyte	coated	
on	Ni-base	Anode	Substrate（九州大学）譚　喆

1D03　In situ	ATR-FTIRSによるPt電極上でのアンモニ
ア酸化挙動解析（京都大学）◯片山　祐，岡西岳太，室
山広樹，松井敏明，江口浩一

1D04　Mg-Al系層状複水酸化物を固体電解質に用いた水
素-酸素燃料電池の構築（北海道大学）五十嵐滉平

	 	 （10：00～11：00）　座長　白仁田　沙代子
1D05　PEFC用脱白金カソード触媒としてのTiO2をベー
スとした複合酸化物の評価（横浜国立大学）◯田村柚子，
石原顕光，永井崇昭，河野雄次，松澤幸一，光島重徳，
太田健一郎

1D06　2つの同軸型真空アーク蒸着源を用いて形成した複
合元素燃料電池触媒の特性（アドバンス理工（株））◯阿
川義昭，田中浩之，鳥巣重光，笈川直美，島田賢次，辻
本昭廣，五戸成史

1D07　ペロブスカイト型酸化物単結晶電極を用いた酸素
電極反応活性評価（2）（京都大学）◯宮原雄人，宮崎晃平，
福塚友和，安部武志

1D08　固体高分子型燃料電池GDL面上における酸素濃度
の可視化計測（東京大学，産業技術総合研究所）◯服部
秀平，伊藤　博，染矢　聡，宗像鉄雄

	 	 （11：00～12：00）　座長　松澤　幸一
1D09　固体高分子形燃料電池を用いたCO2還元における
Pt-Ru/C触媒のDEMS評価（長岡技術科学大学，JST	
ACT-C）◯田村茂久，賈　思遠，佐藤和生，白仁田沙代
子，梅田　実

1D10　PEFCセパレータ用のNiフリーステンレス鋼中の
耐食性へ及ぼすCr量の検討（長岡技術科学大学，中津
山熱処理）◯白仁田沙代子，于　洋，中津山國雄，相馬
憲一，梅田　実

1D11　封孔処理を施したPEFC用表面修飾Alセパレータ
の発電評価（日本大学）◯真部勇希，外畑雄貴，小林以
弦

1D12　多価アルコール燃料の酸化挙動（神戸市立工業高
等専門学校，大阪大学）◯久貝潤一郎，清野智史，中川　
貴，山本孝夫

	 	 （13：00～14：00）　座長　福塚　友和
1D17　TFSIアニオンのインターカレーションを利用した
デュアルカーボン電池（九州大学）◯栗原拓哉，福田太
郎，伊田進太郎，石原達己

1D18　アニオンレセプターによるデュアルイオン電池の
性能向上（（株）リコー，九州大学）◯広渡杏奈，中島　
聡，鈴木栄子，木村興利，小名木伸晃，石原達己

1D19　Nbをドープしたルチル型TiO2からなる電極のナ
トリウム二次電池負極特性（鳥取大学）◯吉岡　翔，薄
井洋行，道見康弘，坂口裕樹

1D20　Na2MnP2O7ピロリン酸正極の水系ナトリウム電池
特性（九州大学）◯中本康介，加納佑輔，猪石　篤，岡
田重人

	 	 （14：00～15：00）　座長　吉本　信子
1D21　ナトリウム塩-硫酸鉄混合正極の電気化学特性（九
州大学，インド理科大学）◯山下貴央，喜多條鮎子，
Barpanda	Prabeer，岡田重人

1D22　ナトリウムイオン含有有機電解液中での黒鉛系材
料の電気化学的挙動（2）（京都大学）◯近藤靖幸，宮崎晃
平，福塚友和，安部武志

1D23　マグネシウムアミド塩を用いたエーテル系電解液
中の金属マグネシウムの析出溶解挙動（京都大学）◯稲
生朱音，宮崎晃平，福塚友和，安部武志

1D24　マグネシウム塩を溶解した有機溶媒中でのEQCM
応答（産業技術総合研究所）◯松本　一，大藪理恵，窪
田啓吾

	 	 （15：00～16：00）　座長　棟方　裕一
1D25　MgCl2/THFをベースとする電解液でのMg析出溶
解（京都大学）◯松井　徹，中田明良，平井敏郎，山木
準一，小久見善八

1D26　新規マグネシウム電池正極材料岩塩型（Mg,Ni,Co）
O2の合成及び電池特性と結晶構造（東京理科大学）

◯髙
橋月子，石田直哉，北村尚斗，井手本康

1D27　（Mg,Ni）Oの合成と結晶構造解析及び電気化学特性
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の評価（東京理科大学）◯安藤昇一郎，石田直哉，北村
尚斗，井手本康
1D28　マグネシウム電池正極材料の第一原理計算を用い
た探索およびスピネル型正極材料の電池特性と結晶・電
子構造（東京理科大学）井手本康，◯水谷友亮，北村尚
斗，石田直哉
	 	 （16：00～17：00）　座長　安部　武志
1D29　各種マグネシウム電解液中における硫黄-ジアルケ
ニル複合体正極の充放電特性（山口大学）◯板岡加成恵，
金　仁泰，山吹一大，吉本信子，堤　宏守
1D30　クラウンエーテル錯体からなるポリマーゲル電解
質を用いたMgS二次電池への展開（山口大学）◯山吹一
大，板岡加成恵，金　仁泰，吉本信子，堤　宏守
1D31　Electrochemical	potassium	insertion	into	graphite	
in	non-aqueous	electrolytes（東京理科大学，京都大学，
高輝度光科学研究センター）◯ムアッド	ダビ，長谷川辰
弥，福西美香，久保田圭，安野　聡，駒場慎一
1D32　広い電位窓を持つアルミニウムイオン二次電池用
電解液の開発（大阪府立大学）◯松村祥太，樋口栄次，
知久昌信，井上博史

	 	 （17：00～17：45）　座長　片山　靖
1D33　Li二次電池正極を目的としたS/KB複合体への電
解重合ポリピロール被覆における成膜条件の影響（早稲
田大学）◯中村夏希，横島時彦，奈良洋希，門間聰之，
逢坂哲彌
1D34　硫黄-ジアルケン複合体の電気化学的特性評価（山
口大学）◯長田浩平，板岡加成恵，山吹一大，上野和英，
堤　宏守
1D35　水酸基を有するアルケニル化合物と硫黄からなる
複合体の調製とその電気化学的特性評価（山口大学）
◯新地崇大，板岡加成恵，山吹一大，上野和英，堤　宏
守

第2日・9月12日（土）
	 	 （9：00～10：00）　座長　是津　信行
2D01　Liイオン電池構造を利用した電圧記憶型不揮発メ
モリーデバイスの開発（東北大学）◯杉山一生，鈴木　
竜，清水亮太，白木　将，一杉太郎
2D02　複合固体電解質/Pt集電体界面で起こるLi析出溶
解反応の in-situ SEM観察（名古屋大学，JST-ALCA）
◯木村俊雄，本山宗主，入山恭寿
2D03　熱間等方圧加圧を用いたLi7La3Zr2O12固体電解質の
作製と特性評価（物質・材料研究機構，（株）デンソー）
◯姿　祥一，齋藤紀子，渡邉　賢，大西　剛，鈴木洋
介，本間　格

2D04　柔粘性結晶を用いたリチウム全固体二次電池の開
発（（株）日立製作所）山内恵理奈

	 	 （10：00～11：00）　座長　本山　宗主
2D05　ガラスフラックス法による電池材料単結晶育成と
全固体電池特性評価（信州大学，JST-CREST）◯是津信
行，小野寺仁志，宮越達也，金子咲南，山田哲也，手嶋
勝弥
2D06　透過型電子顕微鏡によるLi2S-P2S5系ガラス電解質
の構造評価（大阪府立大学）◯塚崎裕文，森　茂生，杉
中優介，石井悠衣，松山拓矢，林　晃敏，辰巳砂昌弘
2D07　錯体水素化物固体電解質LiBH4を用いるバルク型
全固体TiS2/Li電池正極層での安定界面形成メカニズム
（東北大学，Sandia	National	Laboratory,NIST）◯宇根本
篤，池庄司民夫，矢作　駿，松尾元彰，V i t a l i e	
Stavila,Terrence	Udovic，折茂慎一
2D08　全固体リチウム電池における負極/硫化物固体電
解質界面の反応解析（東京工業大学）◯鈴木耕太，佐久
間将実，平山雅章，菅野了次
	 	 （11：00～12：00）　座長　宇根本　篤
2D09　アルジロダイト型構造を有するLi-Ge-P-S系新規リ
チウムイオン導電体の開発（東京工業大学）◯井上裕樹，
鈴木耕太，平山雅章，菅野了次
2D10　Argyrodite型Li6PS5Cl固体電解質の液相合成を用
いた全固体リチウム二次電池正極複合材料の作製（北海
道大学）木下泰希

2D11　陽極酸化処理した鉄負極を用いた鉄/空気電池の
作製と評価（豊橋技術科学大学，神戸製鋼所）◯鈴木　翼，
Tan	Wai	Kian，河村　剛，武藤浩行，松田厚範，坂本
尚敏，林　和志

2D12　FeへのCe0.6Mn0.3Fe0.1O2（CMF）添加による全固体
鉄―空気電池における繰り返し特性向上（九州大学）
◯金　学鎬，猪石　篤，伊田進太郎，石原達己
	 	 （13：00～13：45）　座長　今西　誠之
2D17　リチウム空気2次電池のための導電性高分子で被
覆したMnO2空気極（九州大学）◯江口雅人，萩原英久，
伊田進太郎，石原達己

2D18　ポリマー被覆カーボン電極を用いたリチウム空気
電池の充放電特性向上（九州大学）◯藤ヶ谷剛彦，金森
亮太，Jang	Il-Chan，石原達己，中嶋直敏

2D19　リチウム-空気二次電池用炭素電極における放電生
成物が電気化学特性に及ぼす影響（岩手大学）竹口竜弥，
◯松橋　望，門磨義浩，松友愛香莉，小島三由紀，宇井
幸一

	 	 （13：45～14：30）　座長　竹口　竜弥
2D20　電解質の溶媒和効果も考慮したLi2O2析出挙動のモ
デリング（工学院大学，東京農工大学）◯山本　航，齋
藤守弘，高羽洋充

2D21　LaNiO3系ペロブスカイト型酸化物を用いた金属-
空気電池用二元機能空気極担体の検討（九州大学，近畿
大学）◯伊舎堂雄二，湯浅雅賀，西堀麻衣子，島ノ江憲
剛

2D22　LaCaMnNi系ペロブスカイト型酸化物の酸素還
元・酸素発生電極触媒活性（北海道大学，神奈川大学，
京都大学）◯井上佳士，辻　悦司，本橋輝樹，青木芳尚，
谷田　肇，内本喜晴，荒井　創，幅崎浩樹

	 	 （14：30～15：30）　座長　湯浅　雅賀
2D23　Bi2Ir2O7-z粒子の合成条件の検討とこれを用いた空
気極の分極特性（同志社大学）◯馬場千佳，盛満正嗣
2D24　モデル電極を用いた金属―空気二次電池空気極三
相界面の局所反応解析（京都大学）◯池澤篤憲，宮崎晃
平，福塚友和，安部武志

2D25　水系Li‐空気二次電池の空気極構造の最適化：V	
二機能性空気極の充放電サイクル特性向上（（株）イム
ラ材料開発研究所，三重大学）◯近藤真行，岡本　光，
山本　治，今西誠之

2D26　DMSO電解質溶液中における酸素還元反応のその
場研究（北海道大学）叶　深，◯喬　羽

E会場

第1日・9月11日（金）
【シンポジウム：生命科学と電気化学】
主催：生物工学研究会
	 	 （10：00～11：00）　座長　舟橋　久景
1E05　走査型電気化学顕微鏡を用いた細胞老化評価法の
開発（東北大学）周　縁殊

1E06　ガラスピペット内における細胞塊の培養とエクソ
ソームの検出（東北大学）宮下紘介，井田大貴，梨本裕
司，周　縁殊，高橋康史，伊野浩介，◯珠玖　仁，末永
智一

1E07　SPRイメージャーを用いて観察できる細胞内反応
の検討（富山大学）◯白石有希，篠原寛明，須加　実
1E08　電界配向時の透過率変化を用いた分裂酵母の細胞
生存率測定システムの開発（富山大学）◯須加　実，大
上健太，稲葉龍太郎，篠原寛明

	 	 （11：00～12：00）　座長　篠原　寛明
1E09　ニードル型マイクロ電極を用いた走査型誘電泳動
による多孔質膜への自由度の高い細胞パターンの作製
（兵庫県立大学）◯後藤卓真，安川智之，水谷文雄
1E10　コネキシン機能のリアルタイム解析（東京農工大
学）◯斉藤美佳子，台蔵魁一，浅井佑真，白石祐太朗，
小川佳英

1E11　DLDマイクロ流路デバイスを用いた生死細胞分離
（東京工業大学）◯鳥取直友，栁田保子，朴　鍾淏，初澤　
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毅
1E12　DNAナノ構造体蛍光バイオセンサを用いたグル
コーストランスポーター遺伝子発現のライブセルイメー
ジング（広島大学）◯舟橋久景，重藤　元，中司圭亮，
黒田章夫

	 	 （13：00～14：00）　座長　斉藤　美佳子
1E17　細菌内からの疎水的移動によるイソプレノイドキ
ノンの酸化還元挙動（大阪府立大学）◯長岡　勉，椎木　
弘，森下　綾，Quynh	Le	Dung
1E18　蛍光色素を利用したバクテリアの電気化学的検出
法の開発（大阪府立大学）◯高井将博，初岡　優，陶国
智史，椎木　弘，長岡　勉

1E19　バイオテンプレートを用いた微生物の代謝の追跡
（大阪府立大学）◯陶国智史，高井将博，椎木　弘，長岡　
勉

1E20　光合成光化学系II複合体における第二キノン電子
受容体QBの酸化還元電位測定（名古屋大学）

◯加藤祐樹，
長尾　遼，野口　巧
	 	 （14：00～15：00）　座長　西澤　松彦
1E21　絆創膏型バイオ電池の開発と創傷治療への応用（東
北大学）◯小川雄大，坪田彩花，加藤悠人，山内丈史，
山崎研志，西澤松彦
1E22　紙を基板とした円盤状バイオ燃料電池の作製と尿
糖電池への応用（東京理科大学，筑波大学）◯野原早貴，
星　芳直，四反田功，辻村清也，板垣昌幸
1E23　カーボンクロスとMgO鋳型炭素を用いたバイオカ
ソードの電気化学インピーダンス測定による特性評価
（東京理科大学，筑波大学）◯岩下梨沙，星　芳直，四反
田　功，村田一樹，辻村清也，板垣昌幸

1E24　多孔質炭素-カーボンクロス複合電極を用いた酵素
燃料電池の開発（筑波大学）◯新山　歩，村田一樹，辻
村清也
	 	 （15：00～16：00）　座長　岩崎　弦
1E25　ナノロッドの凝集を利用したバブル型ナノモー
ターの作製と駆動評価（東京理科大学）◯加藤木瞭，星　
芳直，四反田功，板垣昌幸
1E26　フォトリソグラフィと電気めっきを用いた積層型
マイクロモーターの作製と駆動評価（東京理科大学）　
◯座間賢太郎，鈴木拓真，星　芳直，四反田功，板垣昌
幸，早瀬仁則

1E27　酵素を修飾した自己電気泳動型マイクロモーター
の作製と駆動評価（東京理科大学）◯淺野裕介，星　芳
直，四反田功，板垣昌幸
1E28　柔軟構造を有する自己伸張マイクロモータの構築
（筑波大学）◯吉積義隆，横川雅俊，鈴木博章
	 	 （16：00～17：00）　座長　水谷　文雄
1E29　イオン放出電気化学デバイスとしてのイオン対型
可塑化PVC被覆PEDOT電極（豊橋技術科学大学）◯影
山　樹，加藤　亮，澤田和明，服部敏明
1E30　ハイドロクロマトグラフィーによるタンパク質の
分子量測定（NTT先端集積デバイス研究所，NTTデバ
イスイノベーションセンタ）◯岩崎　弦，松浦伸昭，林　
勝義，井上鈴代，瀬山倫子，小泉　弘
1E31　ネライストキシンの電気化学的高感度検出（熊本
大学，熊本有機薄膜技術高度化支援センター，長崎県警
科捜研）◯西山勝彦，鶴田敬祐，嶋田裕史，北村裕介，
吉本惣一郎，井原敏博
1E32　皮膚表皮電位計測システムの開発（東北大学）◯長
峯邦明，阿部結奈，中林真悠，甲斐洋行，梶　弘和，山
﨑研志，西澤松彦
第2日・9月12日（土）
	 	 （9：15～10：00）　座長　早出　広司
2E02　蛍光性非天然アミノ酸導入D-アミノ酸オキシダー
ゼの合成と酵素活性（富山大学）◯山崎雅史，篠原寛明，
須加　実
2E03　ギ酸/二酸化炭素対の生物電気化学的相互変換系の
構築（京都大学，立命館大学，CREST）◯阪井研人，高
木一好，北隅優希，白井　理，加納健司
2E04　電解析出法と電解重合法を組み合わせたカーボン

ナノチューブ酵素固定電極の作製およびその評価（徳島
大学，産業技術総合研究所）◯内丸正宏，安澤幹人，渕
脇雄介

	 	 （10：00～11：00）　座長　久保　いづみ
2E05　酵素反応速度に及ぼす静電相互作用の影響（京都
大学）◯杉本　悠，北隅優希，白井　理，加納健司
2E06　FADを補酵素とするグルコース脱水素酵素複合体
の触媒ドメインにおける鉄硫黄クラスタの同定（東京農
工大学，物質・材料研究機構，（有）アルティザイム・イ
ンターナショナル）◯塩田将起，山崎知彦，小嶋勝彦，
津川若子，早出広司

2E07　FAD結合型グルコース脱水素酵素複合体の電子伝
達サブユニットへの変異導入とその特性検討（東京農工
大学，（有）アルティザイム・インターナショナル）◯鈴
木南羽，塚田（山下）有紀，塩田将起，廣瀬奈々，小嶋
勝博，津川若子，早出広司

2E08　微小電極を用いるバイオキャパシタ型グルコース
計測システムの開発（東京農工大学）◯李　仁榮，葉梨
拓哉，津川若子，早出広司

	 	 （11：00～12：00）　座長　中村　暢文
2E09　電解質のイオン特性を利用したグルコース脱水素
酵素の安定化（筑波大学）◯椙原和法，安立　翼，辻村
清也

2E10　グルコース脱水素酵素のメディエータ型電極反応
に対する電解質の影響（筑波大学）◯安立　翼，椙原和
法，村田一樹，辻村清也

2E11　使い捨て型電極を用いる糖化アルブミン計測用高
感度酵素センサの開発（東京農工大学）◯畑田実香，津
川若子，早出広司

2E12　スクリーン印刷電極を用いたビスフェノールAの
検出（創価大学）◯久保いづみ，太田　洋
	 	 （13：00～14：00）　座長　津川　若子
特2E17　糖尿病診断用酵素の開発（キッコーマン（株））
一柳　敦

特2E19　水和イオン液体を溶媒とするタンパク質の安定保
存と酵素反応（東京農工大学）藤田恭子

	 	 （14：00～15：00）　座長　辻村　清也
特2E21　マルチ銅オキシダーゼによる酸素の4電子還元
反応と反応制御（金沢大学）片岡邦重

特2E23　好熱性糸状菌FAD依存性グルコース脱水素酵素
と次世代血糖値計への期待（東京工科大学，産業技術総
合研究所）◯横山憲二，岩佐尚徳，佐々木典子，小澤一
道，平塚淳典

	 	 （15：00～16：00）　座長　朝倉　則行
2E25　水和イオン液体中でのアプタマーと標的分子の相
互作用解析（東京農工大学）◯誉田拓也，阿部公一，藤
田恭子，大野弘幸，池袋一典

2E26　イオン性液体を用いたCa2+放出電気化学デバイス
の作製と評価（豊橋技術科学大学）◯廣田憲治，加藤　
亮，澤田和明，服部敏明

2E27　LCST型相挙動を示すイオン液体/緩衝液二相系に
おけるシトクロム	c	の酸化還元状態による分配制御（東
京農工大学，Functional	 Ionic	 Liquid	 Laboratories	
（FILL））◯池田一磨，藤田恭子，中村暢文，大野弘幸
2E28　金属組成比の異なる酸化インジウムスズ電極との
ヘモグロビンの直接電子移動（信州大学）◯綾戸勇輔，
杉本　渉

	 	 （16：00～17：00）　座長　四反田　功
2E29　ポルフィリン-ビオローゲン-ヒドロゲナーゼ連結
ITO電極を用いた光水素発生反応（東京工業大学）◯井
上智裕，小出翔太，土屋正隆，西澤　翔，朝倉則行

2E30　レドックスハイドロゲル修飾多孔質グルコース酸
化電極の高出力化・安定化（筑波大学）◯鈴木愛未，辻
村清也

2E31　真菌由来FADグルコース脱水素酵素のN末端領域
配列の改変と大腸菌における機能発現（東京農工大学，
（有）アルティザイム・インターナショナル）◯松井理帆，
大栗田円香，森　一茂，小嶋勝博，早出広司

2E32　真菌由来FADグルコース脱水素酵素の結晶構造解
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析に基づく活性中心残基の解析（東京農工大学，（有）ア
ルティザイム・インターナショナル，香川大学）早出広
司，吉田裕美，◯空田明日香，坂井元気，森　一茂，小
嶋勝博

F会場

第1日・9月11日（金）
【シンポジウム：光電気化学とエネルギーの変換】
主催：光電気化学研究懇談会
	 	 （10：00～11：00）　座長　横野　照尚
1F05　ヒドロキシルラジカル検出によるTiO2単結晶電極
表面での水酸化機構の解析（長岡技術科学大学）◯中林
志達，西川雅美，野坂芳雄
1F06　十面体形状アナタース型酸化チタン上への金属微
粒子担持の結晶面選択性（北海道大学，室蘭工業大学）
◯小林健太，高瀬　舞，大谷文章
1F07　光触媒活性支配因子としての電子トラップ密度の
エネルギー分布解析（北海道大学，室蘭工業大学）◯新
田明央，高瀬　舞，大谷文章
1F08　酸化コバルト助触媒担持による窒化物半導体光電
極の高耐久化（パナソニック（株））◯野田慶一，羽柴　
寛，出口正洋，四橋聡史
	 	 （11：00～12：00）　座長　松本　太
1F09　CO2供給をパラメータとした，電気化学CO2還元
反応におけるコンビナトリアル反応制御（パナソニック
（株））◯羽柴　寛，四橋聡史，出口正洋，山田由佳
1F10　固相法により作製したZnRh2O4電極を用いた光電
気化学的CO2還元（九州工業大学）

◯上村　直，田中　
海，横野照尚
1F11　半導体/金属錯体ハイブリッドデバイスを用いたCO2
光還元反応（（株）豊田中央研究所，JST,	ACT-C）◯荒
井健男，佐藤俊介，森川健志
1F12　原子層堆積法による酸化コバルト系酸素発生触媒
の開発（（株）東芝）◯北川良太，菅野義経，小野昭彦，
御子柴智

	 	 （13：00～14：00）　座長　杉浦　隆
1F17　水の理論および全分解電圧を低減した新規な3電解
槽による光電気化学的ゼロバイアス水素発生（11）（福島
工業高等専門学校）加藤諒子，遠藤　遥，佐藤正隆，鴨　
陽一，◯酒巻健司
1F18　可視光応答型Sn3O4光触媒の高純度合成と犠牲剤溶
液からの水素生成反応（神奈川大学）◯田邉豊和，橋本
真成，谷川龍弘，郡司貴雄，金子信悟，松本　太
1F19　PtPb金属間化合物ナノ粒子を助触媒とした光触媒
の合成と有機物分解反応の触媒活性の検討（神奈川大
学，東京工業大学）◯郡司貴雄，田邉豊和，金子信悟，
宮内雅浩，松本　太

1F20　鉄酸化物系酸素生成触媒の電気化学特性と光ア
ノードへの応用（新潟大学）◯長内弘樹，齊藤健二，由
井樹人，八木政行
	 	 （14：00～15：00）　座長　酒巻　健司
1F21　チラコイド膜・メディエータ反応の光電気化学（京
都大学）◯鈴木新人，北隅優希，白井　理，加納健司
1F22　ZnGa2O4の合成とその窒化によるZn,	Ga酸窒化物
光触媒合成（岐阜大学）◯杉浦　隆，坂聡一郎，佐野達
哉，今任恵利，萬関一広
1F23　酸化チタン上へのセレン化カドミウム量子ドット
光析出における被覆率制御（近畿大学）◯吉井まり，多
田弘明
1F24　酸化チタンに担持した銀ナノキューブの形状と光
学特性の光電気化学制御（東京大学）◯斎藤滉一郎，田
邉一郎，立間　徹
	 	 （15：00～16：00）　座長　立間　徹
1F25　電気化学電位制御下におけるプラズモン‐励起子
強結合状態の in-situ顕微イメージング（北海道大学）
◯木村夏実，大貫温順，南本大穂，村越　敬
1F26　高性能ブラズモニック光電変換系構築を目指した
金属ナノ構造/半導体界面における正孔消費過程の評価

（北海道大学）◯南本大穂，戸田貴大，二島　諒，鈴木健
太郎，保田　諭，村越　敬

1F27　蛍光消光を利用した量子ドット蛍光体の電子状
態・表面状態の解明（大阪大学，名古屋大学）◯下村栄
介，上松太郎，亀山達矢，鳥本　司，桑畑　進

1F28　AgInS2-ZnSヘテロ接合ナノ粒子の作製と光触媒特
性（名古屋大学，大阪大学）◯深津明弘，亀山達矢，桑
畑　進，鳥本　司

	 	 （16：00～17：00）　座長　池上　和志
1F29　電極表面被覆によるZnSe-AgInSe2量子ドット増感
太陽電池の高効率化（名古屋大学，御国色素（株），東
京大学，大阪大学）◯柴川展子，道家佑介，亀山達矢，
瓦家正英，瀬川浩司，桑畑　進，鳥本　司

1F30　第三世代有機CTC太陽電池への挑戦（山形大学，
バーモント大学，リンツ大学）◯吉田　司，中山健一，
増原陽人，松井　淳，White	Matthew，Scharber	
Marcus,	Sariciftci	Niyazi
1F31　構造制御されたZnOナノ微粒子の合成と太陽電池
機能評価（山形大学，岐阜大学）◯孫　鶴，Radiztia	
Ekayantri，吉崎政雄，杉浦　隆，吉田　司

1F32　増感色素のスピン禁制励起に関する理論的研究（首
都大学東京，理化学研究所，岐阜大学）◯今村　穣，神
谷宗明，中嶋隆人

第2日・9月12日（土）
	 	 （9：30～10：45）　座長　内田　聡
2F03　ヨウ化銅を用いるペロブスカイト太陽電池におけ
る炭素材料の効果（静岡大学）◯松野剛光，小野寺透，
桝谷智矢，酒井正樹，昆野昭則

2F04　Sb-Xanthate前駆体を用いた塗布型有機無機ハイブ
リット太陽電池（九州工業大学）◯田中宏典，西山　翼，
川野美延，藤川直耕，Tarun	Vagvara，尾込裕平，沈　
青，吉野賢二，Shyam	S.Pandey，馬　廷麗，豊田太
郎，早瀬修二

2F05　Pb-Perovskiteの元素分布に関する研究（九州工業
大学，JST-CREST，電気通信大学）◯廣谷太佑，尾込裕
平，沈　青，豊田太郎，早瀬修二

2F06　Controlled	 Crystal	 Growth	 of	MAPbI3	with	
Smooth	Surface	Using	EACl	and	DMSO（九州工業大
学，電気通信大学）◯ムルガン	ビネシュワラン，西村昭
美，尾込裕平，パンディ	シャム，豊田太郎，沈　青，
早瀬修二

2F07　Absorber	crystallinity	and	Nature	of	 the	charge	
extraction	electrode	play	an	 important	role	on	Amine	
free-lead	perovskite	solar	cells.（九州工業大学）◯レポレ
ス	サンチス	テレサ，西中浩二，尾込裕平，宮田陽平，
早瀬修二

	 	 （10：45～12：00）　座長　昆野　昭則
2F08　Formation	of	CH3NH3PbI3	from	lead（II）	xanthate	
for	perovskite	 solar	 cells（九州工業大学，電気通信大
学，宮崎大学）◯曹　振博，バクバラ	タルン	チャド，
沈　青，豊田太郎，吉野賢二，尾込裕平，早瀬修二

2F09　ブルッカイト酸化チタンを用いた低温プロセスペ
ロブスカイト太陽電池（桐蔭横浜大学）◯古郷敦史，實
平義隆，池上和志，宮坂　力

2F10　ペロブスカイト太陽電池構造を用いる超高感度光検
出素子の創製（桐蔭横浜大学）陳　信偉，Jena	Ajay，
池上和志，◯宮坂　力
2F11　ペロブスカイト太陽電池の結晶化学と界面エンジ
ニアリング（東京大学）◯内田　聡，Cojocaru	Ludmi-
la，久保貴哉，瀬川浩司

2F12　High	efficiency	planar	CH3NH3PbI3-XClX	based	so-
lar	cells	with	determined	amount	of	chloride	 ion（東京
大学）内田　聡，◯Cojocaru	Ludmila，中崎城太郎，久
保貴哉，瀬川浩司
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G会場

第1日・9月11日（金）
【電気化学基礎・応用（反応・基礎一般，測定法，環境化
学，応用一般）】
	 	 （9：00～9：45）　座長　三浦　誠
1G01　固体金属内の常温におけるリチウムの透過挙動（哈
爾濱工業大学，松江工業高等専門学校，立教大学）◯髙
村　勉，鈴木純二，関根強一
1G02　固体高分子形燃料電池を用いた水素同位体分離係数
の測定（北海道大学）◯渋谷章太，松島永佳，上田幹人
1G03　LiPON/Cu集電体界面におけるLi析出溶解反応の
モデル化（名古屋大学，JST-ALCA）◯本山宗主，木村
俊雄，入山恭寿
	 	 （10：00～11：00）　座長　今西　哲士
1G05　低融点アルカリ金属溶融塩中におけるアルカリ金
属の析出挙動（産業技術総合研究所）◯窪田啓吾，松本　
一
1G06　サイクロトロン電極による非粘性イオン空孔の検
討（II）（早稲田大学，埼玉県庄和浄水場，東北大学，港
湾職業能力開発短期大学校横浜校，北海道職業能力開発
大学校，山形県立産業技術短期大学校，物質・材料研究
機構，職業能力開発総合大学校）◯杉山敦史，森本良一，
逢坂哲彌，茂木　巌，浅沼美紀，三浦　誠，押切剛伸，
山内悠輔，青柿良一
1G07　重力電極による酸化還元反応でのイオン空孔半径
の測定における温度効果（北海道職業能力開発大学校，
山形県立産業技術短期大学校，早稲田大学，埼玉県庄和
浄水場，東北大学，港湾職業能力開発短期大学校横浜
校，物質・材料研究機構，職業能力開発総合大学校）　
◯三浦　誠，押切剛伸，杉山敦史，森本良一，茂木　巌，
浅沼美紀，山内悠輔，青柿良一

1G08　銅の析出・溶解反応におけるイオン空孔半径測定
（山形県立産業技術短期大学校，北海道職業能力開発大
学校，早稲田大学，埼玉県庄和浄水場，東北大学，港湾
職業能力開発短期大学校横浜校，物質・材料研究機構，
職業能力開発総合大学校）◯押切剛伸，三浦　誠，杉山
敦史，森本良一，茂木　巌，浅沼美紀，山内悠輔，青柿
良一

	 	 （11：00～12：00）　座長　北村　房男
1G09　磁気電気化学キラリティへのマイクロ電極の効果
（東北大学，職業大）◯茂木　巌，青柿良一，渡辺和雄
1G10　磁気電析におけるキラル触媒活性の統計力学的検
討（職業能力開発総合大学校，物質・材料研究機構，埼
玉県庄和浄水場，港湾職業能力開発短期大学校横浜校，
東北大学，早稲田大学，北海道職業能力開発大学校，山
形県立産業技術短期大学校）◯青柿良一，森本良一，浅
沼美紀，茂木　巌，杉山敦史，三浦　誠，押切剛伸，山
内悠輔
1G11　古典分子動力学計算によるイオン液体/有機半導体
単結晶界面の構造とダイナミクス（大阪大学，東京大学）
◯横田泰之，宮本洋雄，今西哲士，竹谷純一，稲垣耕
司，森川良忠，福井賢一
1G12　分子動力学法を用いた四級アンモニウム系イオン
液体の電極界面構造とその電位依存性評価（京都大学）
◯片倉誠士，西　直哉，小林和弥，天野健一，作花哲夫
	 	 （13：00～14：00）　座長　横田　泰之
1G17　二次電池用電解質としてのイオン液体の合成と評
価（IV）-Li塩の解離状態-Synthesis	and	Characterization	
of	 Ionic	Liquids	as	Electrolytes	 for	Battery	Applica-
tions（IV）-Dissociation	State	of	Lithium	Salts-（上智大
学）堀内俊輔
1G18　水に接したビオロゲン型イオン液体のボルタモグ
ラムと分光電気化学（長崎大学）◯田原弘宣，古江祐太
郎，相樂隆正
1G19　赤外分光法を利用したTFSA型イオン液体中にお
ける希土類イオンの溶媒和構造の解明（東京工業大学）
◯倉知明史，北村房男
1G20　2槽式イオン液体セルを用いた二酸化炭素の電気化

学的還元挙動（北海道大学）◯安住和久，吉川速人，末
竹和則

	 	 （14：00～15：00）　座長　田原　弘宣
1G21　金属フタロシアニン系触媒による電気化学的CO2
還元特性（九州工業大学，JST,	ACT-C）◯坂本遥一郎，
高瀬聡子，清水陽一

1G22　電解制御による海水中でのCO2吸収（静岡大学，
中部電力）◯南端友哉，須田聖一，菰田峰生，古村清司
1G23　パイロクロア型酸化物触媒の電気化学的CO2還元
特性（九州工業大学，JST・ACT-C）高瀬聡子，◯森　
亜月，清水陽一

1G24　アルカリ水溶液中における2-プロパノールの電気
化学的酸化挙動（京都大学）◯岡西岳太，伊藤良太，片
山　祐，室山広樹，松井敏明，江口浩一

	 	 （15：00～16：00）　座長　青柿　良一
1G25　Cu上での硝酸イオンの電気化学的還元に伴う3種
類の振動現象（東京電機大学，大阪大学）◯久下晃雅，
山田祐理，中西周次，向山義治

1G26　プロピレンカーボネートの分子対称性が炭素電極
に与える影響（静岡大学）◯新井智弘，田中康隆
1G27　3流路系電気化学検出HPLCの確率論的手法による
測定精度評価（東京薬科大学，中国中医科学院，帝京平
成大学）◯小谷　明，陳　両綿，林　譲，楠　文代，袴
田秀樹

1G28　インダイレクトカチオンフロー法によるオキソニ
ウムイオンの発生とフローIRによる検出（京都大学）
◯三島翔太，清水章弘，吉田潤一
	 	 （16：00～17：00）　座長　安住　和久
1G29　双性イオンの合成と電解質としての評価（VI）-有機
電解液への添加効果-（上智大学，リンテック）◯山口征
太郎，藤田正博，竹岡裕子，陸川政弘

1G30　トルエン電解水素化用電解槽のアノード電極形状
と性能の関係（横浜国立大学，ペルメレック電極（株））
◯長澤兼作，澤口裕喜，森田直人，高桑靖知，河野雄
次，松澤幸一，加藤昭博，錦　善則，光島重徳

1G31　Method	of	activity	determination	for	electrohydro-
genation	 of	 toluene（横浜国立大学，University	 of	
Poitiers）◯Bao	Yun，Teko	Napporn，永井航平，河野
雄次，松澤幸一，光島重徳

1G32　電位規制バイオリアクターの環境分野への適用（埼
玉工業大学，日本大学，帯広畜産大学）◯浜本　修，松
浦宏昭，江頭　港，高橋潤一

第2日・9月12日（土）
	 	 （9：00～10：00）　座長　吉原　佐知雄
2G01　Pt 電極上での H2O2の還元に伴う電気化学振
動-Na2SO4またはK2SO4の添加による3種類の振動現象-
（東京電機大学，大阪大学）◯川﨑裕和，原　大輔，菊池
光延，山田祐理，中西周次，向山義治
2G02　Pt 電極上での H2O2 の還元に伴う電気化学振
動-Na2SO4またはK2SO4の添加によるカオスの出現-（東
京電機大学，大阪大学）◯原　大輔，川﨑裕和，菊池光
延，山田祐理，中西周次，向山義治

2G03　形状制御したPdナノ粒子修飾電極を用いるグリセ
リン酸化反応（大阪府立大学）◯九澤昌宏，知久昌信，
樋口栄次，井上博史

2G04　サイズ効果によるIrO2ナノシートの酸素発生反応
活性の向上（信州大学）◯滝本大裕，石田貴信，綾戸勇
輔，望月　大，杉本　渉

	 	 （10：00～11：00）　座長　樋口　栄次
2G05　Fumed	silica-電解質溶液共存系における溶媒分子
の固液界面挙動（神戸大学）◯牧　秀志，竹元毬恵，永
田祥平，十川　廉，水畑　穣

2G06　白金担持酸化タングステン薄膜のガスクロミック
特性の向上に関する基礎検討（横浜国立大学）◯高橋　
創，岡崎慎司，松浦みづき

2G07　低抵抗透明多孔質電極を用いた高速応答エレクト
ロクロミック表示素子（産業技術総合研究所）◯渡邉雄
一，末森浩司，星野	聰
2G08　AgCoO2触媒を用いた水電解セル特性の評価（パナ
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ソニック（株））◯宮田伸弘，小澤宜裕，日野上麗子，豊
田健治，銭谷勇磁

	 	 （11：00～11：30）　座長　向山　義治
2G09　Ni-P合金めっき皮膜のアルカリ水電解における電
極特性に関する研究（宇都宮大学，（株）バンテック）
◯浅沼健太，吉原佐知雄，鈴木大介，鈴木和芳
2G10　アニオン交換膜（AEM）を用いた水電解装置にお
ける電解溶液の検討（東京工業大学）中村友香

H会場

第1日・9月11日（金）
【シンポジウム：電力貯蔵技術の新しい展開】
主催：エネルギー会議電力貯蔵技術研究会
	 	 （13：00～13：45）　座長　太田　健一郎
特1H17　窒素-窒素結合をマルチ電解導入した炭素電極
による水素の可逆的酸化還元波の観察（埼玉工業大学）
内山俊一

	 	 （13：45～14：30）　座長　嘉藤　徹
特1H20　再エネ水素を用いた自立型エネルギー供給シス
テム（H2One）（東芝）中島　良

	 	 （14：30～15：15）　座長　重松　敏夫
特1H23　レドックスフロー電池の最近の開発動向（産業
技術総合研究所）◯佐藤　縁，野崎　健
	 	 （15：30～16：15）　座長　佐藤　完二
1H27　レドックスフロー電池のSOCの計測方法について
2（正負極液の参照極電位とSOCの関係）（産業技術総合
研究所）◯金子祐司，成田あゆみ，根岸　明，野崎　健，
佐藤　縁，嘉藤　徹
1H28　バナジウム系レドックスフロー電池電解液の密
度・粘度・導電率連続測定（産業技術総合研究所）◯佐
藤　縁，成田あゆみ，金子祐司，根岸　明，野崎　健，
嘉藤　徹
1H29　プロトン伝導性固体電解質を用いたRu系電極触媒
によるアンモニア電解合成反応（東京大学，JST-
CREST）◯高坂文彦，野田直人，大友順一郎

I会場

第1日・9月11日（金）
【シンポジウム：キャパシタ技術の新しい展開】
主催：キャパシタ技術委員会
	 	 （9：30～10：30）　座長　中山　雅晴
1I03　メソポーラスカーボン電極材料の炭化過程における
金属触媒の影響（横浜国立大学）◯中尾太一，三木俊宏，
黒田直人，稲垣怜史，窪田好浩
1I04　電気化学的に作製した酸化グラファイト電極のキャ
パシタンス特性（熊本大学）◯鯉沼陸央，舩津公志，村
上慎一，粟屋恵介，松本泰道
1I05　細線化活性炭ナノ繊維電極の電気二重層キャパシタ
特性（群馬大学）◯片桐規晟，白石壮志
1I06　賦活カーボンナノバルーンを用いた電気二重層キャ
パシタの比容量の向上（豊橋技術科学大学，東海カーボ
ン，湘南合成樹脂製作所，東邦ガス）◯水谷彰孝，須田
善行，針谷　達，滝川浩史，植　仁志，清水一樹，梅田
良人
	 	 （10：30～11：15）　座長　石井　陽祐
1I07　SiC由来炭素の細孔構造とEDLC容量・出力特性の
関係（住友電気工業（株））◯斎藤崇広，桑原一也，石川
真二

1I08　カーボンクロスの湿式窒素ドーピングとキャパシタ
特性への効果（山口大学）◯小峰恭平，今田春菜，中山
雅晴

1I09　酸化グラフェンを用いた電極・膜一体型オールカー
ボンスーパーキャパシタの構築（熊本大学，（独）日本学
術振興会）◯緒方盟子，黒木るり子，畠山一翔，鯉沼陸
央，松本泰道
	 	 （11：15～12：00）　座長　曽根田　靖
特1I10　固体電解質膜を用いた各種プロトン型キャパシタ

の設計（名古屋大学）日比野高士
	 	 （13：15～14：00）　座長　玉光　賢次
特1I18　電鋳技術を用いたLiB 二次電池、EDLC,LiC 用各種
  安全弁（（株）オプトニクス精密）◯絹田精鎮，小林将士
	 	 （14：00～14：45）　座長　幅崎　浩樹
1I21　DLCコーティングによるEDLC用集電体の劣化抑
制効果の検証（関西大学，大木工藝，TOCキャパシタ）
◯金房祐二，大木武彦，窪島隆一郎，井上敦俊，山縣雅
紀，石川正司

1I22　発泡アルミを集電体に用いた電気二重層キャパシタ
の開発（三菱マテリアル（株））秋草　順

1I23　発泡アルミニウム集電体による電気二重層キャパシ
タの高電圧化（群馬大学，三菱マテリアル，カーリット
ホールディングス）◯助川未紀，白石壮志，磯部　毅，
千葉一美

	 	 （14：45～15：45）　座長　白石　壮志
1I24　電気二重層キャパシタの高電圧充電によるガス発生
（群馬大学）◯相澤和成，白石壮志
1I25　Improvement	 of	Electrochemical	Properties	 of	
Electrolyte	with	Cyclic	Structure	Additive	 for	EDLC	
System.（忠北大学校，Pureechem，北海道大学）◯朴　
秀吉，Jun-Hong	LEE，Han-joo	Kim，幅崎浩樹

1I26　チタン基アモルファス合金のアノード酸化（工学院
大学，東北大学）◯町田健太，阿相英孝，橋本英樹，福
原幹夫，小野幸子

1I27　酢酸およびリン酸緩衝液中における酸化ルテニウム
系電極のキャパシタ特性（信州大学）◯牧野　翔，綾戸
勇輔，望月	大，杉本	渉

	 	 （15：45～16：30）　座長　杉本　渉
1I28　Electrochemical	Properties	 and	Applications	 of	
Nanocomposite	Materials	for	Hybrid	Capacitor（忠北大
学校，Pureechem，北海道大学）◯朴　秀吉，Han-Joo	
Kim，Jun-Hong	Lee，Hiroki	Habazaki

1I29　カーボンクロス上にバーネサイトを被覆したフレキ
シブル電極のキャパシタ特性（山口大学）◯押　尚吾，
金重光貴，中山雅晴

1I30　Liプレドープ負極材料を用いた新しい大容量ハイブ
リッドキャパシタの構成（東京農工大学，（一財）電力中
央研究所）◯上野君慧，塚田千晶，高橋耕路郎，齋藤守
弘，関　志朗

	 	 （16：30～17：15）　座長　石川　正司
特1I31　BioCapacitor	～バイオ燃料電池の弱点を克服し
たバイオデバイス～（東京農工大学）早出広司

第2日・9月12日（土）
	 	 （9：15～10：15）　座長　森口　勇
2I02　多孔質ポリアクリロニトリルからの炭素モノリスの
作製と電気二重層キャパシタへの応用（大阪大学，大阪
市立工業研究所）◯茶城健太，土橋歩実，松田昂大，長
谷川貴洋，丸山　純，岩崎　訓，桑畑　進，宇山　浩

2I03　ポリアクリロニトリル多孔体/バクテリアセルロー
ス複合材料の創成とEDLC用電極への応用（大阪大学，
大阪市立工業研究所）◯土橋歩実，沈　炫希，茶城健太，
朝野泰介，桑畑　進，丸山　純，宇山　浩

2I04　ナノカーボン/イオン液体複合ゲルを充填した
EDLC作動特性（関西大学，（株）明電舎，住友電気工
業（株））◯堀川真代，山縣雅紀，野口卓孝，奥野一樹，
真嶋正利，石川正司

2I05　イオン液体キャパシタのための規則性多孔質カーボ
ン電極の開発（横浜国立大学）◯稲垣怜史，黒田直人，
窪田好浩

	 	 （10：15～11：15）　座長　知久　昌信
2I06　単層カーボンナノチューブの細孔内におけるカチオ
ンとアニオンの吸着挙動の差異（名古屋工業大学）◯石
井陽祐，竹内　裕，谷口慶充，吉田征弘，川崎晋司

2I07　カーボンナノチューブへの電気化学ヨウ素導入と
キャパシタへの応用（名古屋工業大学）◯谷口慶充，川
崎晋司，石井陽祐，山田真之，吉田征弘

2I08　EDLC特性を向上させる炭素電極細孔構造の提案
（長崎大学，マイクロトラック・ベル（株））◯藤田浩介，
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瓜田幸幾，堀尾佳史，小西優子，吉田将之，森口　勇
2I09　伝送線モデルを用いた多孔質電極の電気化学イン
ピーダンス解析～溶液抵抗および電極抵抗の関係～（東
京理科大学）◯内薗駿介，星　芳直，四反田功，板垣昌
幸
	 	 （11：15～12：00）　座長　直井　勝彦
特2I10　炭素の細孔構造および表面化学性状の制御と電気
化学デバイスへの応用（旭化成イーマテリアルズ（株））
山下順也

J会場

第1日・9月11日（金）
【シンポジウム：有機電気化学の最前線】
主催：有機電子移動化学研究会
	 	 （10：30～11：15）　座長　赤羽　良一
1J07　陽極酸化反応を用いたN-アクリロイルプロリン誘
導体の新規修飾法の開発（東京農工大学）◯原谷涼奈，
小路貴生，金　承鶴，千葉一裕
1J08　固体高分子形燃料電池系におけるジオール類の酸化
反応（東京工芸大学）◯岡野光俊，中島光彦
1J09　TBAF（HFIP）3錯体の合成とその電解フッ素化への
応用（芝浦工業大学）◯若井大悟，國井太一朗，北島庸
貴，田嶋稔樹
	 	 （11：15～12：00）　座長　田嶋　稔樹
1J10　フローマイクロリアクターを用いた有機ハロゲン化
物類の電解カルボキシル化（横浜国立大学，北海道大学）
◯舘野拓之，中林康治，仙北久典，跡部真人
1J11　フローマイクロリアクターを利用した3-ヘキシルチ
オフェンの電解重合（横浜国立大学）◯水野正嗣，舘野
拓之，跡部真人
1J12　ビラジカルおよびラジカルカチオン経由のアルケン
の酸素化によるエポキシド生成機構について（長崎大学）
赤羽良一
	 	 （13：30～14：00）　座長　菅　誠治
招1J19　共役系色素を用いた液晶の光誘起配向変化（埼
玉工業大学）木下　基
	 	 （14：00～14：45）　座長　跡部　真人
1J21　バイポーラ電解法による金属/導電性高分子複合
ファイバーの合成（東京工業大学）◯小泉裕貴，西山寛
樹，冨田育義，稲木信介
1J22　含窒素多環式キノンの電気化学特性（京都大学，パ
ナソニック（株））◯矢三勇介，清水章弘，辻井　豊，野
上敏材，稲富　友，北條伸彦，鈴木拡哲，吉田潤一

1J23　N-アシルイミニウムイオンの立体化学および炭素求
核剤との反応における立体選択性（岡山大学）◯山本純
也，赤木智也，山下圧広，灰佐将弘，光藤耕一，菅　誠
治
	 	 （14：45～15：15）　座長　久枝　良雄
招1J24　カラムナーディスコチック液晶の合成と電荷輸
送能（埼玉大学）廣瀬卓司
	 	 （15：15～15：45）　座長　岡野　光俊
1J26　アミノシラン類を用いたSiO2絶縁層の表面修飾と
有機トランジスタ特性（東海大学，広島大学）◯佐々木
拓也，荒瀬秀和，谷口馨一，大下浄治，功刀義人
1J27　電子豊富オレフィンを基軸とした電解炭素-炭素結
合形成反応の開発（東京農工大学）◯山口勇将，岡田洋
平，千葉一裕
	 	 （15：45～16：30）　座長　千葉　一裕
特1J28　バイオインスパイアード触媒の創製と機能（九
州大学）久枝良雄
第2日・9月12日（土）
	 	 （10：00～10：30）　座長　稲木　信介
2J05　電子移動型Diels-Alder反応の反応メカニズムに関
する研究（東京農工大学）◯尾崎惇史，山口勇将，岡田
洋平，北野克和，千葉一裕

2J06　陽極付加環化を利用した蛍光核酸アナログの短工程
合成（東京農工大学）◯岡田洋平，島田恒平，北野克和，
千葉一裕

	 	 （10：30～11：00）　座長　仙北　久典
招2J07　ホタル生物発光型近赤外発光標識材料の創製（電
気通信大学）牧昌次郎

	 	 （11：00～11：30）　座長　岡田　洋平
2J09　超音波発泡電解質媒体を用いた多孔質ポリピロール
膜の電解合成（横浜国立大学）◯末安由佳，中林康治，
跡部真人

2J10　有機トリフルオロボレート塩の電解酸化を利用した
電極表面修飾（東京工業大学）◯八木健一，西山寛樹，
冨田育義，稲木信介

	 	 （11：30～12：00）　座長　牧　昌次郎
特2J11　反応性電極を陽極に用いた電解還元反応による
二酸化炭素の固定化反応（北海道大学）仙北久典

K会場

第1日・9月11日（金）
【シンポジウム：固体化学の新しい指針を探る】
主催：固体化学の新しい指針を探る研究会
	 	 （14：00～15：00）　座長　高井　茂臣
1K21　リチウムイオン電池正極材料Li1.2Mn0.6Ni0.2O2の
電池特性の検討および原子配列シミュレーション（東京
理科大学）◯久保佑介，北村尚斗，石田直哉，井手本康
1K22　LiBH4のリチウムイオン伝導性に及ぼす水和の影
響（東北大学）◯高野　彬，及川　格，高村　仁
1K23　CO2分圧制御下でのLi4SiO4のCO2吸収反応の解析
（日本大学）神庭伸吾，吉野雅俊，◯丹羽栄貴，橋本拓也
1K24　高電位正極LiNi1/2Mn3/2O4の相関係（科学技術振興
機構，三重大学）◯松井雅樹，中川拳登，高士祐輔，松
田泰明，今西誠之

	 	 （15：00～16：00）　座長　松井　雅樹
1K25　アルカリ混合水溶液中におけるアクセプター型黒
鉛層間化合物の合成（京都大学）◯飯塚明日香，宮崎晃
平，福塚友和，安部武志

1K26　マイクロ波湿式処理を用いた高ナトリウムイオン
導電体の合成（九州工業大学）◯中島一明，高瀬聡子，
清水陽一

1K27　メカノケミカルな手法によるFe2O3-Ga2O3系固溶体
の合成とその電気化学的性質（京都大学，香川高等専門
学校）◯高井茂臣，澤田英佑，原田惇平，薮塚武史，八
尾　健

1K28　GUIを用いた初期値推定機能を持つ電気化学イン
ピーダンス解析ソフトの開発（（独）物質・材料研究機構）
◯小林　清，目　義雄
	 	 （16：00～17：00）　座長　松井　敏明
1K29　パターン電極の交流インピーダンス測定による
SOFC空気極の有効反応場の実験的評価（東北大学）　
◯進藤勇佑，藤巻義信，中村崇司，井口史匡，湯上浩
雄，八代圭司，川田達也，雨澤浩史

1K30　リン酸塩ガラスのプロトン伝導度に及ぼす添加元
素の影響（産業技術総合研究所）鷲見裕史

1K31　無機固体酸添加PBIコンポジット電解質を用いた
中温無加湿燃料電池の高性能化（豊橋技術科学大学）　
◯BAO	JINXIAO，矢島将行，河村　剛，服部敏明，武
藤浩行，松田厚範

1K32　ドライリフォーミングのSOFCシステムへの適用
検討（東京ガス（株））◯櫛　拓人，藤田顕二郎，天羽伸
二

第2日・9月12日（土）
	 	 （10：30～11：15）　座長　岸本　治夫
2K07　直接アンモニア燃料電池におけるNi-プロトン伝導
体アノードの電気化学的特性（京都大学）◯宮崎一成，
岡西岳太，室山広樹，松井敏明，江口浩一

2K08　その場軟X線吸収・発光分光同時測定によるラン
タンコバルト系酸化物緻密膜電極の電子状態の評価（東
北大学，理研放射光科学総合センター，JASRI）◯岡本　
悠佑，大池　諒，中村崇司，為則雄祐，徳島　高，八代
圭司，川田達也，雨澤浩史

2K09　The	electrochemical	reaction	and	the	stability	of	
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the	La0.6Sr0.4Co0.2	Fe0.8O3-δ	electrodes（東北大学）
◯王　興偉，八代圭司，橋本真一，川田達也
	 	 （11：15～12：00）　座長　丹羽　栄貴
2K10　Influence	of	LSCF	cathode	microstructure	on	the	
SrZrO3	formation	in	LSCF/GDC/YSZ	triplets（産業技術
総合研究所，東京大学）◯デベロ	ジェフリー，バガリナ
オ	カテリン・デベロス，趙　度衡，岸本治夫，山地克
彦，堀田照久，横川晴美
2K11　Temperature	effects	of	 low	concentration	SO	 2	
（0.01	ppm）	in	air	on	degradation	of	LSCF	cathode（産
業技術総合研究所，東京大学）◯厳　康，趙　度衡，石
山智大，岸本治夫，Katherine	Bagarinao，山地克彦，
堀田照久，横川晴美

2K12　LaCoO3系酸化物における酸素交換反応の速度定数
評価（東北大学）◯八代圭司，佐藤宏樹，千葉　洋，佐々
木美惠，橋本真一，川田達也

	 	 （13：00～14：00）　座長　三好　正悟
2K17　The	Effect	of	Ce0.9Gd0.1O1.95	Coexistence	on	the	Ox-
ygen	Exchange	Kinetics	 on	Perovskite	Oxide	Elec-
trodes（東北大学）◯ブディマン	リヤン	アクマド，宮崎
孝道，橋本真一，八代圭司，雨澤浩史，川田達也
2K18　プロトン導電性酸化物上でのLa0.6	Sr0.4	CoO3空気極
における電極反応機構（東北大学）◯野田俊介，橋本真
一，八代圭司，川田達也
2K19　放射光X線回折法による部分置換したランタンシ
リケート系酸化物イオン伝導体の欠陥構造解析（東京理
科大学）北村尚斗，◯藤澤翔平，石田直哉，井手本康
2K20　PrNi1-xCuxO4+δの構造相転移の組成依存性及び酸素
分圧依存性（日本大学）林　友樹，曽我春貴，森瀬貴彦，
◯丹羽栄貴，橋本拓也
	 	 （14：00～15：00）　座長　八代　圭司
2K21　PrNi1-xFexO3-δの高温下での結晶構造・熱膨張特性
と導電特性（日本大学）◯倉田和宏，豊田裕一郎，佐藤　
翼，丹羽栄貴，橋本拓也
2K22　SrCeO3系および SrZrO3系プロトン伝導体への白
金ナノ粒子の分散効果（九州大学）◯Leonard	Kwati，
高村泰宏，Lee	Young	Sung，松本広重
2K23　Oxide	 ionic	diffusion	barrier	at	 the	SrZrO3/YSZ	
interface（産業技術総合研究所，東京大学）◯バガリナオ	
カテリン・デベロス，岸本治夫，デベロ	ジェフリー，
石山智大，堀田照久，山地克彦，横川晴美
2K24　XASとDFT計算によるFeをドープしたBaZrO：
における電子構造の考察（東京大学）◯三好正悟，Kim	
Dongyoung，山口　周
	 	 （15：00～16：00）　座長　酒井　孝明
2K25　Ru-doped	BaCe0.9Y0.1O3-d薄膜の構造と電子-イオン
混合伝導性（東京理科大学，高エネルギー加速器研究機
構）◯尾地真典，山口翔平，末次高明，鈴木直哉，土屋
敬志，蓑原誠人，組頭広志，樋口　透
2K26　電気化学的アルカリ-プロトン置換により作製した
新規プロトン伝導性リン酸塩ガラス（大阪大学，北海道
大学，川副フロンティアテクノロジー）◯山口拓哉，西
井準治，山下俊晴，川副博司，小俣孝久
2K27　チタン-リン酸系ナノ粒子の調製と電気伝導特性
（九州大学）◯寺山友規，藤原　修，松本広重
2K28　高原子価Cr（V）からなるジルコン型Y（CrO4）1-x
（PO4）xの可逆的酸素吸蔵・放出挙動（北海道大学，JST
さきがけ）◯黒田孝亮，青木芳尚，辻　悦司，幅崎浩樹
	 	 （16：00～16：45）　座長　青木　芳尚
2K29　1023～1328	KにおけるCaPd3O4の解離酸素分圧測
定（東京工業大学）◯湯浅保紀，河村憲一
2K30　固体酸化物形電解セルを用いた光アシスト水蒸気
電解の検討（九州大学）◯伊田進太郎，宮崎　歩，細井
浩平，酒井孝明，石原達己
2K31　高温水蒸気電解セルのアノードの劣化現象（東北
大学）◯赤羽根広樹，八代圭司，橋本真一，川田達也

L会場

第1日・9月11日（金）
【シンポジウム：明日をひらく技術・教育シンポジウム】
主催：技術・教育研究懇談会
	 	 （13：00～14：00）　座長　城石　英伸
1L17　環境負荷低減技術を基盤とする教育的催事等にお
ける化学実験教室の運営と実践（首都大学東京，東京都
立産業技術高等専門学校）田村健治

1L18　ホスホニウムイオン液体中でのピロールの電解重
合反応に及ぼすアニオンの影響（和歌山工業高等専門学
校，富山大学，横浜国立大学）◯西畑慶一，本間和雅，
綱島克彦，小野恭史，松宮正彦

1L19　異なる分子性液体中における塩素系ガス電極反応
の評価（旭川工業高等専門学校，北海道大学）◯中川省
吾，西村　基，小寺史浩

1L20　Ni包含C構造を備える機能性炭素における活性サ
イトの評価（旭川工業高等専門学校，長岡技術科学大学）
◯齋藤　僚，高田晴旭，小寺史浩，梅田　実，宮越昭彦
	 	 （14：00～15：00）　座長　綱島　克彦
1L21　金属-有機構造体の固溶体CoxZn1-x（CH3C3H2N2）2よ
り調製したカーボン系ORR触媒の活性評価（東京理科
大学，東京工業高等専門学校，東京農工大学）◯青山祐
大，堀切文裕，城石英伸，齋藤守弘，桑野　潤，田中優
実

1L22　低電圧ソリューションプラズマ法による金属ナノ
粒子の合成（5）（東京工業高等専門学校，産総研九州セン
ター）◯近岡　優，城石英伸，上原雅人，松田直樹
1L23　中温作動型燃料電池用固体電解質としてのZrO2-
1.6P2O5とその改良（東京工業高等専門学校，東京農工
大学，東京理科大学）◯小笠原気八，城石英伸，齋藤守
弘，田中優実，大屋彼野人

1L24　Bi2Ru2O7-δの合成および光化学的水の酸化・プロト
ン還元能の研究（東京工業高等専門学校，東京農工大
学，東京理科大学）◯髙橋　優，城石英信，斉藤守弘，
田中優実

第2日・9月12日（土）
【シンポジウム：腐食科学と表面制御】
主催：腐食専門委員会
	 	 （10：00～11：00）　座長　土谷　博昭
2L05　電位サイクル下におけるPdコア-Ptシェルモデル電
極の耐久性の検討（東北大学）◯菅原　優，今泉陽登，
武藤　泉，原　信義

2L06　Cathodic	Dissolution	of	Platinum（東京工業大学）　
◯王	中奇，多田英司，西方	篤
2L07　CPEを含む等価回路の複素キャパシタンスの導出
と黄銅の脱亜鉛腐食解析への適用（東京理科大学）◯星　
芳直，田部井梢，四反田功，板垣昌幸

2L08　ウェーブレット変換を用いた誘導性挙動を示す電
気化学インピーダンスの決定（東京理科大学）◯加藤誠
也，星　芳直，四反田功，板垣昌幸

	 	 （11：00～12：00）　座長　菅原　優
2L09　アルミニウム表面皮膜の電気化学インピーダンス挙
動変化に及ぼす溶液中カチオンの影響（北海道大学，日
本軽金属）◯大谷恭平，佐々木遼，坂入正敏，兼子　彬
2L10　Mgの電気化学測定と溶解に伴う水素発生量の同時
測定法の開発（東京理科大学）◯武宮理恵，星　芳直，
四反田功，板垣昌幸

2L11　アノード溶解中におけるMgの電気化学インピーダ
ンスに観察される誘導性挙動の解析（東京理科大学）　
◯梅津啓太，星　芳直，四反田功，板垣昌幸
2L12　Critical	 factors	 influencing	on	morphology	and	
growth	mechanism	of	anodic	films	on	iron（北海道大学）
◯Shahzad	khurram，辻　悦司，青木芳尚，幅崎浩樹

	 	 （13：00～14：00）　座長　西方　篤
特2L17　微小電気化学を用いる腐食と表面処理（北海道
大学）坂入正敏

2L20　電解エッチングによる規則エッチド孔配列の形成
（首都大学東京）◯長谷川駿，近藤敏彰，柳下　崇，益田
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秀樹
	 	 （14：00～15：00）　座長　西尾　和之
2L21　スルホン系電解液中でのAlの電気化学挙動Elec-
trochemical	Behavior	of	Al	 in	Sulfone-Based	Electro-
lyte（山口大学）◯片山拓哉，吉本信子，藤井健太，森田
昌行

2L22　熱重量分析によるアノード酸化ポーラスアルミナ
の組成解析（工学院大学）◯橋本英樹，増田達也，重原
嘉人，阿相英孝，小野幸子

2L23　陽極酸化ポーラスアルミナスルーホールメンブレ
ンの高スループット形成に関する検討（首都大学東京）
◯柳下　崇，加藤敦士，石井崇之，益田秀樹
2L24　Tiのアノード酸化皮膜の構造と光電気化学応答（大
阪大学）◯藤村絵梨，藤岡裕平，土谷博昭，藤本慎司
	 	 （15：00～15：30）　座長　多田　英司
2L25　塩基性水溶液中での金のアノード酸化挙動（東京
工科大学）西尾和之

2L26　陽極酸化によるポーラス酸化物半導体電極の創製
（大阪大学）◯土谷博昭，中田淳二，藤本慎司

Ｎ会場

第59回化学センサ研究発表会
主催：化学センサ研究会
第1日9月11日（金）
	 	 （9：30～10：15）　座長　安澤　幹人
1　電解二酸化マンガン修飾電極によるグルコース電解酸
化とセンサへの応用（東京理科大）○渡邊健介，山際清
史，半田　裕，駒場慎一
2　二種酵素固定化カーボンフェルトを利用するFIA式グ
ルコースバイオセンサの開発（埼玉工大）渡辺崇史，王　
月，○長谷部靖
3　乳酸脱水素酵素阻害剤スクリーニングセンサの開発（富
山大）○竹津寛人，篠原寛明，須加　実
	 	 （10：15～11：00）　座長　吉見　靖男
4　修飾した炭素繊維への生体触媒の固定化とフローセン
サへの適用（神奈川工大）○佐藤生男，神崎　愷
5　体内グルコースモニタリング用低侵襲型センサの作製
およびその評価（徳島大）○安澤幹人，李　江，渕脇雄
介，田中正人

6　配向性を有する固定化組換えβ-セクレターゼとフロー
システムを用いた抗β-セクレターゼ探索系の構築（神
奈川工大）○飯田泰広，白石有希，篠原博宣，山口淳一
	 	 （11：00～12：00）　座長　長谷部　靖
7　抗酸化能評価用センサの開発（東京工科大）○後藤正男，
中山善皓，永井邦彦
8　フェロセン修飾分子インプリント高分子によるバンコ
マイシンのリエージェントレスセンシング（芝浦工大）
○吉見靖男，大平浩史
9　分子インプリント固定電極による全血中ヘパリン濃度
の安定した測定法の検討（芝浦工大，泉工医科工業）○吉
見靖男，稲葉　良，小川貴也，井上　将，桑名克之
10　電解改質カーボンフェルト電極を用いた残留塩素のバ
ッチインジェクションクーロメトリー（バイオニクス機
器，埼玉工大）○佐藤雅利，赤部周平，廣田孝範，藤原
直義，松浦宏昭，内山俊一
	 	 （13：00～13：30）　座長　鈴木　博章
「清山賞受賞講演」光ファイバ分布型水素センサの研究（横
浜国大）岡崎慎司
	 	 （13：30～14：00）　座長　丹羽　修
「清山賞受賞講演」2次元フォトセンサを用いた遺伝子診
断・細胞診断用バイオセンシングシステムの開発（東京
農工大）田中　剛
	 	 （14：00～14：45）　座長　安川　智之
11　亜鉛錯体プローブを用いたエンドトキシンのLALフ
リー電気化学検出（産総研，JNC）○吉岡恭子，加藤　大，
鈴木祥夫，鎌田智之，佐々木修治，戸所正美，丹羽　修
12　金-酸化チタン光触媒を用いたグルタチオンの選択的検
出（東京理科大）○倉賀野朝子，片岸賢翼，A.	Devadoss，

P.	Sudhagar，寺島千晶，中田一弥，近藤剛史，四反田
功，板垣昌幸，湯浅　真，藤嶋　昭

13　血中循環腫瘍細胞の迅速かつ高精度検出に向けた広視
野一括撮像システムの構築（東京農工大）○高井香織，
吉野知子，根岸　諒，佐伯達也，前田義昌，松永　是，
田中　剛

	 	 （14：45～15：30）　座長　田中　剛
14　金ナノアンテナ構造の電場増強を用いた高感度蛍光セ
ンシング（筑波大）○鈴木駿介，鈴木博章，横川雅俊
15　ストレス計測評価用バイオセンシングデバイスの研究
開発（II）唾液硝酸イオン分泌機序の基礎検討（産総研，
日本分析専門，神戸大）○脇田慎一，渕脇雄介，宮道　
隆，北村健一，村井康二，林　祐司

16　Surface	Plasmon	Resonance	 Immunosensor	using	
Au-nanoparticle	modified	antibody（北大）○Dulal	Chandra	
Kabiraz，森田金市，川口俊一
	 	 （15：30～16：30）　座長　脇田　慎一
17　ガルバニ作用に基づく結露応答センサ（物質・材料研
究機構）○川喜多仁，知京豊裕，生田目俊秀，大井暁彦，
大木知子

18　バイポーラ－電極と駆動電極を用いたアンペロメト
リー計測に関する検討（東北大）○井上（安田）久美，高
野真一朗，池川未歩，伊野浩介，珠玖　仁，末永智一

19　化学センシングのためのバブル型双方向マイクロポン
プ（筑波大）○小幡寛隆，横川雅俊，鈴木博章
20　未反応ラベル酵素の活性に基づくシングルステップ電
気化学イムノクロマトグラフィー（兵庫県立大，パナソ
ニック）○富永浩平，有本　聡，下野　健，吉岡俊彦，
水谷文雄，安川智之

第2日9月12日（土）
	 	 （9：15～10：15）　座長　村田　尚義
21　サイズ制御した高分子テンプレートによるガスセンサ
材料の多孔質化とそのNO2検知特性（長崎大）

○石田圭司
郎，上田太郎，鎌田　海，兵頭健生，清水康博

22　金属標準液から作成した金属添加酸化スズ膜を用いた
半導体式ガスセンサのエタノールに対する感度（愛媛大，
新コスモス電機）○森　雅美，定岡芳彦，上田　剛，三橋
弘和，中谷幹哉
23　模擬室内空気下における疾患由来のVOC計測（産総
研）○伊藤敏雄，赤松貴文，申ウソク

24　呼気中アセトアルデヒド/エタノール測定によるアル
コール代謝能測定器の開発（京大，日本写真印刷，エフ
アイエス）　青山育雄，花田真理子，田中克之，上坂亜紀，
○丸山　潤，武藤　学
	 	 （10：15～11：15）　座長　伊藤　敏雄
25　MEMSガスセンサの触媒層に対するXAFS微小領域解
析（富士電機，大阪ガス，東京医科歯科大，北大）○村
田尚義，岡村　誠，岡田夕佳里，鈴木卓弥，野中　篤，
大西久男，和田敬広，朝倉清髙

26　超低消費電力MEMSガスセンサの多成分検出に関す
る研究（富士電機）○岡田夕佳里，岡村　誠，村田尚義，
鈴木卓弥

27　接触燃焼式マイクロ水素センサ（矢崎エナジーシステ
ム）○柴田真紀子，波多野博憲，奥野辰行，名川良春

28　白金－金属酸化物共担持メソポーラスアルミナを用い
た吸着燃焼式マイクロセンサのVOC応答特性（長崎大，
矢崎総業）○永江和徳，上田太郎，中越　修，笹原隆彦，
田辺秀二，鎌田　海，兵頭健生，清水康博

	 	 （11：15～12：00）　座長　清水　康博
「特別講演」世界初の電池駆動家庭用都市ガス警報器を実
現したガスセンサ技術（大阪ガス）大西久男

	 	 （13：00～14：00）　座長　池田　弘
29　エタノールガス可視化計測のためのバイオ蛍光式探嗅
カメラ（Sniff-cam）（東京医科歯科大）○飯谷健太，佐藤
敏征，岸川知里，當麻浩司，荒川貴博，三林浩二

30　パリレン蒸着膜上に成長させたポリマーブラシのガス
検知特性（愛媛大）○坂口智紀，松口正信

31　酵素の還元反応を用いた高感度なアセトンガス用バイ
オスニファ（東京医科歯科大）○叶　明，簡　伯仁，鈴
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木卓磨，當麻浩司，荒川貴博，三林浩二
32　PNIPAM微粒子膜の簡便な作製方法の検討とそのHCl
ガス検知特性（愛媛大）○多田　愛，松口正信
	 	 （14：00～15：00）　座長　森　雅美
33　YSZにグラファイト検知極を付加した固体電気化学式
NO2センサ（九大）

○藤井利輝，アンガライニ	スリ	アユ，
池田　弘，三浦則雄

34　LSM多孔質球状粒子を用いたNOxセンサ特性評価（ファ
インセラミックスセンター）○末廣　智，大川　元，木
村禎一，高橋誠治，上田太郎
35　スピネル型酸化物を検知極に用いた電流検出型ジルコ
ニアセンサによる選択的NO2検知（九大）

○吉田宗一郎，
アンガライニ	スリ	アユ，池田　弘，三浦則雄
36　スパッタ法で作製した電極を用いる電流検出型COセ

ンサ（九大）○石原達己，森　俊和，伊田進太郎
	 	 （15：00～16：00）　座長　荒川　貴博
37　RuO2-Ta2O5触媒上でのリン酸水素イオンの酸化に対す
る組成と構造の影響（同志社大）○津熊崇湖，盛満正嗣
38　オイル中の酸性度評価用センサの開発（長崎大）○兵
頭健生，湯藤正篤，谷川博亮，上田太郎，鎌田　海，清
水康博

39　インサーション材料を用いた全固体型ナトリウムイオ
ン選択性電極の特性評価（東京理科大）○大浦滉平，山
際清史，駒場慎一

40　ジピコリルアミン-亜鉛（II）錯体を修飾した延長ゲート
型有機トランジスタによるリン酸イオン類の検出（山形
大）○南木　創，南　豪，時任静士
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第 1日・9月 11 日（金）
時　刻 No. A　会　場 B　会　場 C　会　場 D　会　場 E　会　場 F　会　場
9:00 01

中　村　将　志
（9:00 ～ 10:00）

02
堀　場　達　雄
（9:15 ～ 10:15）

宮　崎　晃　平
（9:15 ～ 10:00）03 小　森　喜久夫

（9:30 ～ 10:00）04
10:00 05

近　藤　敏　啓
（10:00 ～ 11:00）

今　林　慎一郎
（10:00 ～ 11:00）

白仁田　沙代子
（10:00 ～ 11:00）

舟　橋　久　景
（10:00 ～ 11:00）

横　野　照　尚
（10:00 ～ 11:00）

06
奈　良　洋　希

（10:15 ～ 11:15）
07
08

11:00 09
保　田　　　諭

（11:00 ～ 12:00）
八　木　政　行

（11:00 ～ 12:00）
松　澤　幸　一

（11:00 ～ 12:00）
篠　原　寛　明

（11:00 ～ 12:00）
松　本　　　太

（11:00 ～ 12:00）
10

石　川　正　司
（11:15 ～ 12:00）11

12
12:00 13

14
15
16

13:00 17
星　　　永　宏

（13:00 ～ 14:00）
中　山　雅　晴

（13:00 ～ 14:00）

稲　葉　　　稔
（13:00 ～ 13:30） 福　塚　友　和

（13:00 ～ 14:00）
斉　藤　美佳子

（13:00 ～ 14:00）
杉　浦　　　隆

（13:00 ～ 14:00）
18
19

井　手　本　康
（13:30 ～ 14:30）

20
14:00 21

林　　　　　灯
（14:00 ～ 15:00）

大　坂　武　男
（14:00 ～ 15:00）

吉　本　信　子
（14:00 ～ 15:00）

西　澤　松　彦
（14:00 ～ 15:00）

酒　巻　健　司
（14:00 ～ 15:00）

22
23

平　山　雅　章
（14:30 ～ 15:30）

24
15:00 25

澤　口　隆　博
（15:00 ～ 16:00）

山　崎　眞　一
（15:00 ～ 16:00）

棟　方　裕　一
（15:00 ～ 16:00）

岩　崎　　　弦
（15:00 ～ 16:00）

立　間　　　徹
（15:00 ～ 16:00）

26
27

山　際　清　史
（15:30 ～ 16:15）28

16:00 29
野　口　秀　典

（16:00 ～ 17:00）
近　藤　剛　史

（16:00 ～ 17:00）
安　部　武　志

（16:00 ～ 17:00）
水　谷　文　雄

（16:00 ～ 17:00）
池　上　和　志

（16:00 ～ 17:00）
30

大久保　將　史
（16:15 ～ 17:00）31

32
17:00 33

吉　本　惣一郎
（17:00 ～ 17:45）

山　田　淳　夫
（17:00 ～ 17:45）

片　山　　　靖
（17:00 ～ 17:45）34

35
36

18:00 37
38
39
40

第 2日・9月 12 日（土）
時　刻 No. A　会　場 B　会　場 C　会　場 D　会　場 E　会　場 F　会　場
9:00 01

門　間　聰　之
（9:00 ～ 10:00）

是　津　信　行
（9:00 ～ 10:00）

02
早　出　広　司
（9:15 ～ 10:00）03 松　本　　　太

（9:30 ～ 10:00）
内　田　　　聡
（9:30 ～ 10:45）

04

北　本　仁　孝
（9:45 ～ 11:00）

10:00 05
北　村　房　男

（10:00 ～ 11:00）
齋　藤　守　弘

（10:00 ～ 11:00）
本　山　宗　主

（10:00 ～ 11:00）
久　保　いづみ

（10:00 ～ 11:00）
06
07
08

昆　野　昭　則
（10:45 ～ 12:00）

11:00 09
柳　下　　　崇

（11:00 ～ 12:00）
八　木　一　三

（11:00 ～ 12:00）
宇　井　幸　一

（11:00 ～ 12:00）
宇根本　　　篤

（11:00 ～ 12:00）
中　村　暢　文

（11:00 ～ 12:00）
10
11
12

12:00 13
14
15
16

13:00 17
伊　崎　昌　伸

（13:00 ～ 14:00）

荒　井　　　創
（13:00 ～ 13:45）

今　西　誠　之
（13:00 ～ 13:45） 津　川　若　子

（13:00 ～ 14:00）
18
19
20

喜多條　鮎　子
（13:45 ～ 14:30）

竹　口　竜　弥
（13:45 ～ 14:30）14:00 21

國　本　雅　宏
（14:00 ～ 15:15）

辻　村　清　也
（14:00 ～ 15:00）

22
23

薄　井　洋　行
（14:30 ～ 15:30）

湯　浅　雅　賀
（14:30 ～ 15:30）

24
15:00 25

朝　倉　則　行
（15:00 ～ 16:00）

26
鳥　本　　　司

（15:15 ～ 16:15）
27
28

16:00 29
四反田　　　功

（16:00 ～ 17:00）
30
31
32

17:00 33
34
35
36

18:00 37
38
39
40

講　　演　　座　　長
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第 1日・9月 11 日（金）
時　刻 No. G　会　場 H　会　場 I　会　場 J　会　場 K　会　場 L　会　場 N　会　場
9:00 01

三　浦　　　誠
（9:00 ～ 9:45）02

03
中　山　雅　晴
（9:30 ～ 10:30）

安　澤　幹　人
（9:30 ～ 10:15）04

10:00 05
今　西　哲　士

（10:00 ～ 11:00）
06

吉　見　靖　男
（10:15 ～ 11:00）07

石　井　陽　祐
（10:30 ～ 11:15）

赤　羽　良　一
（10:30 ～ 11:15）08

11:00 09
北　村　房　男

（11:00 ～ 12:00）
長谷部　　　靖

（11:00 ～ 12:00）
10

曽根田　　　靖
（11:15 ～ 12:00）

田　嶋　稔　樹
（11:15 ～ 12:00）11

12
12:00 13

14
15
16

13:00 17
横　田　泰　之

（13:00 ～ 14:00）

太　田　健一郎
（13:00 ～ 13:45） 城　石　英　伸

（13:00 ～ 14:00）

鈴　木　博　章
（13:00 ～ 13:30）18

玉　光　賢　次
（13:15 ～ 14:00）19 菅　　　誠　治

（13:30 ～ 14:00）
丹　羽　　　修

（13:30 ～ 14:00）20
嘉　藤　　　徹

（13:45 ～ 14:30）14:00 21
田　原　弘　宣

（14:00 ～ 15:00）　

幅　崎　浩　樹
（14:00 ～ 14:45）

跡　部　真　人
（14:00 ～ 14:45） 高　井　茂　臣

（14:00 ～ 15:00）
綱　島　克　彦

（14:00 ～ 15:00）

安　川　智　之
（14:00 ～ 14:45）22

23
重　松　敏　夫

（14:30 ～ 15:15）24
白　石　壮　志

（14:45 ～ 15:45）

久　枝　良　雄
（14:45 ～ 15:15） 田　中　　　剛

（14:45 ～ 15:30）15:00 25
青　柿　良　一

（15:00 ～ 16:00）
松　井　雅　樹

（15:00 ～ 16:00）
26 岡　野　光　俊

（15:15 ～ 15:45）27
佐　藤　完　二

（15:30 ～ 16:15） 脇　田　慎　一
（15:30 ～ 16:30）

28
杉　本　　　渉

（15:45 ～ 16:30）
千　葉　一　裕

（15:45 ～ 16:30）16:00 29
安　住　和　久

（16:00 ～ 17:00）
松　井　敏　明

（16:00 ～ 17:00）
30
31

石　川　正　司
（16:30 ～ 17:15）32

17:00 33
34
35
36

18:00 37
38
39
40

第 2日・9月 12 日（土）
時　刻 No. G　会　場 H　会　場 I　会　場 J　会　場 K　会　場 L　会　場 N　会　場
9:00 01

吉　原　佐知雄
（9:00 ～ 10:00）

 

02
森　口　　　勇
（9:15 ～ 10:15）

村　田　尚　義
（9:15 ～ 10:15）

03
04

10:00 05
樋　口　栄　次

（10:00 ～ 11:00）

稲　木　信　介
（10:00 ～ 10:30） 土　谷　博　昭

（10:00 ～ 11:00）
06

知　久　昌　信
（10:15 ～ 11:15）

伊　藤　敏　雄
（10:15 ～ 11:15）

07 仙　北　久　典
（10:30 ～ 11:00） 岸　本　治　夫

（10:30 ～ 11:15）08
11:00 09 向　山　義　治

（11:00 ～ 11:30）
岡　田　洋　平

（11:00 ～ 11:30） 菅　原　　　優
（11:00 ～ 12:00）

10
直　井　勝　彦

（11:15 ～ 12:00）
丹　羽　栄　貴

（11:15 ～ 12:00）
清　水　康　博

（11:15 ～ 12:00）11 牧　　　昌次郎
（11:30 ～ 12:00）12

12:00 13
14
15
16

13:00 17
三　好　正　悟

（13:00 ～ 14:00）
西　方　　　篤

（13:00 ～ 14:00）
池　田　　　弘
（13:00 ～ 14:00)

18
19
20

14:00 21
八　代　圭　司

（14:00 ～ 15:00）
西　尾　和　之

（14:00 ～ 15:00）
森　　　雅　美

（14:00 ～ 15:00）
22
23
24

15:00 25
酒　井　孝　明

（15:00 ～ 16:00）

多　田　英　司
（15:00 ～ 15:30） 荒　川　貴　博

（15:00 ～ 16:00）
26
27
28

16:00 29
青　木　芳　尚

（16:00 ～ 16:45）30
31
32

17:00 33
34
35
36

18:00 37
38
39
40

講　　演　　座　　長

p00_00_講演座長.indd   25 15/08/17   9:15



〔16〕

正門 西門

東門

北
門

駐車場

南門

喫煙スペース 出入口食堂等
徒歩の方は
こちらよりお入り下さい。
徒歩の方は
こちらよりお入り下さい。

移動ルート

A～D会場
展示・休憩所1

N会場

K・L会場

埼玉工業大学
〒369-0203
埼玉県深谷市普済寺1690
048-585-2521（代表）

食堂１・
セブン-イレブン

食堂２

JR高崎線
岡部駅

休憩所2

キッチンカー

E～J・M会場
総合受付
クローク

2015 年電気化学秋季大会　会場地図・アクセス

【昼食のご案内】
≪昼食販売≫ 食堂１・食堂２・セブンイレブン・キッチンカーにて販売を行います。
≪昼食場所≫ 食堂１・食堂２・休憩所にてお召し上がりください。
※講演会場内での飲食はご遠慮ください。

【駐車場のご案内】
会場地図内の『P』マークをご利用いただけます。（約６００台駐車可能）

【会場地図】

【クロークのご案内】
総合受付を設置している会場の４階にてクロークを設置しておりますのでご利用ください。

展示会場ではさまざまな実験機器等を展示しています。
休憩スペースとお飲み物も用意しておりますので、お気軽にお立ち寄りください
(数に限りがございます)。

【展示会場のご案内】

p01-19 大会プログラム.indd   16 2015/08/19   15:56:19
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東京

品川

秋葉原

横浜 大崎

渋谷

南浦和
赤羽

浦和

高麗川

埼玉工業
大学

南越谷

春日部

東武動物公園

栗橋

栃木

JR東
北本
線

東北
新幹
線

佐野足利桐生伊勢崎

新伊勢崎
世良田前橋

新前橋

至越後湯沢・長岡

太田
館林

久喜

羽生

東武伊勢崎線

新越谷

東武野田線

JR武蔵野線

JR埼京線

武蔵浦和

JR川越線

JR常磐線

JR総武線

JR中央線

北千住 新松戸 柏

船橋西船橋

浅草
池袋

新宿

西国分寺八王子

寄
居

至金沢

至横川

JR
八
高
線

東武佐野線

小
川
町

本庄
岡部

深谷

森
林
公
園

東
松
山

川
越

東
武
日
光
線

朝霞台

北朝霞

大宮

小山

熊谷

本庄早稲田本庄早稲田

上野

JR高崎線北陸新幹線

信越本線

上越新幹線

東武東上線

湘南新宿ライン

上野東京ライン

JR両毛線
上越線

上越・北陸新幹線

秩父鉄道

所要時間
●JR高崎線（各駅停車）を利用の場合
　○JR上野駅より約90分
　○JR大宮駅より約60分
　○JR高崎駅より約30分
●JR新宿駅より   約95分（湘南新宿ライン利用）
●JR東京駅より約100分（上野東京ライン利用）
※JR高崎線、湘南新宿ライン、上野東京ラインにおいて、快速を利用の場合10分から20分程度短縮可能

●東北新幹線を利用の場合（JR大宮駅経由） 
　○仙台駅より 約130分 　
　○郡山駅より 約110分 　
　○宇都宮駅より約85分

●上越・北陸新幹線を利用の場合（JR高崎駅経由） 
　○新潟駅より約105分 　
　○長岡駅より  約75分   　
　○長野駅より  約75分

高崎

上信電鉄

●岡部駅南口（JR高崎線）
スクールバスで約5分
（徒歩で約15分）

JR高崎線
岡部駅

コスモスの街
看板

ロータリーロータリー

埼玉工業大学
正門

東京方面 高崎方面

大学行きバス発着所

240m

38
0m

36
0m

改札を出たら右に行き，跨線橋
を渡る（改札は一箇所のみ）。

■岡部駅⇔大学まで随時バスが運行しております。

【懇親会について】

【電車アクセスマップ】

【岡部駅から大学までのアクセス・バス運行について】

■日時：９月１１日（金）１８：３０より
■場所：埼玉グランドホテル深谷
●大学より懇親会会場までバスをご用意しております。（１７時から随時運行）

p01-19 大会プログラム.indd   17 2015/08/19   15:56:19
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【Ａ~Ｄ会場・展示・休憩所 1】

【全体図】

ＥＶ

ＥＶ

A 会場
3021

ＥＶ

ＥＶ

展示▼

▼

▼

休憩所

休憩所

休憩所

入口

入口

入口

D会場
3011

C 会場
3012

3013
B 会場

Ｄ Ｕ

ＥＶ

ＥＶ

廊下

男子トイレ

Ｃ外部階段Ｄ外部階段

廊下

ロビー

大会本部
総合受付

▼

▼ 入口入口

(エレベーター　スキップフロア）

( エレベーター　スキップフロア）

ＥＶ

ＥＶ

廊下

M会場 クローク

大会議室
中会議室

廊下廊下

Ｃ外部階段Ｄ外部階段

J 会場
2631

I 会場
2632

H会場
2633

Ｄ外部階段

廊下

Ｃ外部階段

廊下

G会場
2621

F 会場
2623

E 会場
2622

会 場 見 取 図

３Ｆ

４Ｆ

１Ｆ

２Ｆ

【【Ｅ~Ｊ・Ｍ会場・受付
大会本部・クローク

１Ｆ

２Ｆ

正門 西門

東門

北
門

駐車場

南門

喫煙スペース 出入口食堂等
徒歩の方は
こちらよりお入り下さい。
徒歩の方は
こちらよりお入り下さい。

移動ルート

A～D会場
展示・休憩所1

N会場

K・L会場

食堂１・
セブン-イレブン

食堂２

休憩所2

キッチンカー

E～J・M会場
総合受付
クローク
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３階

１階

２階

【Ｋ・Ｌ会場】

外階段
廊下 廊下 廊下

ＵＤ

ﾊ
ﾞﾙ

ｺﾆ
ｰ

廊下 下廊下廊 外階段

ＵＤ

K 会場L会場
231 232

廊下 下廊下廊 外階段

ＵＤ

▼

入口

【Ｎ会場】

１階

2階

男子トイレ

廊　下

男子トイレ

廊　下

N会場

▼入
口

611

開
き
窓

開
き
窓

開
き
窓

開
き
窓

開
き
窓

開
き
窓
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X

手摺り

階　段

開
き
窓

開
き
窓

開
き
窓

開
き
窓

開
き
窓

Ｄ
Ｗ

手
摺

り

カガミ

ＰＳ

開
き
窓

手摺り

手摺り

111213141516171819

10

6

7

8

9

F

2F は女性専用となります。

▼

▼
入口

入口

　

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

111213141516

17

1819

真
　

壁

大
　

壁

手摺り

手
摺

り

木製ﾄﾞｱ

階　段

Ｇトラップ

ＰＳ

ＳＫ

ＰＳ

Ｐ
Ｓ

Ｌ-5

手洗い

木製ﾄﾞｱー

ＰＳ

【休憩所 2】

１階

２階

女性用お手洗い 男性用お手洗い

◆各会場にて大会用無料Wi-Fi が使用できます。

IEEE802.11 a/ b / g / n 2.4GHz・5GHz
暗号化形式：WPA2-AES Proxy : なし

不明な点がございましたらお手数ですが
大会本部までお越しください。

SSID「denka」
Password「saiko2015」

p01-19 大会プログラム.indd   19 2015/08/19   15:56:29





























































































































http://www.echem.titech.ac.jp/~ohsaka/member_e.html#Takeyoshi okajima




























































1C08 
 

臭素のレッドクス反応を利用した二次電池における電解液系の検討  

 
○三宅智也，山縣雅紀，石川正司（関西大 化学生命工） 

 
Study on electrolytes in rechargeable battery utilizing bromide redox reactions 

Tomoya Miyake, Masaki Yamagata and Masashi Ishikawa (Kansai Univ.)  
 

 

 

１．目的  

一般的なリチウムイオン電池の性能は正極および負極材料に大きく依存し、特に、さらなる高エネルギー

密度を達成するための新たな正極材料の開発が行われている。しかしながら、その多くは遷移金属酸化物を

用いたものであり、安定作動や出力特性を維持しながらの飛躍的な容量向上は困難であり、かつコスト面で

の課題も多い。当研究室では電解液中に活物質を含み、その導電性基材上でのレドックス反応によって電荷

の貯蔵が可能な新しいメカニズムを提案している。1)これは、反応種となる臭化物イオンを含む電解液を用い、

正極基材である多孔質炭素表面上で、その臭化物イオンのレドックス反応を起こすことで容量発現させ、か

つ、臭化物イオンが電極表面付近に固定化されるため、可逆的で安定な充放電が可能となると考えられる。

さらに、多孔質炭素表面上での反応であるため、急速な充放電も期待できる。本研究は、この臭化物イオン

のレドックス反応を正極に利用し、一方で、従来の Li
+ 吸蔵 / 脱離型の

炭素負極と組み合わせることで、新しい充放電機構によるリチウム-臭

素電池の安定作動、高容量化の実現を目的とし、可逆的な正極反応が可

能となる適切な電解液系について検討を行った。 

 

２．実験 

 電気化学測定は3電極式評価セルで行い、活物質としてハードカーボ

ン(HC)、導電助剤にアセチレンブラック、分散剤CMC、結着剤SBRをそ

れぞれ93:3:2:2の重量比で混合し、カーボンペーパー上に塗布すること

によって負極を得た。また正極は活性炭繊維布(ACFC)、擬似参照電極 

(Q.R.E.) として白金線 (Pt) を用いた。セパレータにはガラス製セパレ

ータを用い、電解液には1.0M LiBr + 1.0M LiPF6 / EC:PC:DMC(=1:3:3 

v/v/v) (1.0M 系) および、0.2M LiBr + 1.0M LiPF6 / EC:PC:DMC(=1:1:4 

v/v/v) (0.2M 系)となるように調製した。定電流充放電試験における作

動電圧は 2.0 – 3.6 V、電流密度は 300 mA (g-HC)
-1

 で行った。 

 

３．結果および考察 

Fig.1 は 0.2M 系および 1.0M 系の電解液を適用したセルの、50 サ

イクル目の充放電中における正極および負極の Q.R.E. (Pt) に対する

電位の推移である。両系の正極側は充電初期に電位が −0.2 から 0.0 V 

vs. Q.R.E. へシフトし、その後は一定値となった。充電初期において

は、正極表面上の電気二重層への電荷貯蔵機構に基づくものであり、

続く電位プラトーは、電解液中に存在する臭化物イオンの正極上で

のレドックス反応に由来すると考えられる。続く放電において、電

位プラトーが観察された後、電位が −0.2 V vs. Q.R.E.まで低下した。

以上より、両系の電解液利用で、Li
+ 共存下でも、臭化物イオンによる充放電が可能であることが明らかとな

った。Fig.2は 0.2M 系および 1.0M 系の電解液を用いたセルの1‐50サイクルのクーロン効率およびサイク

ル特性である。両系ともに安定したクーロン効率、サイクル特性を示した。これは、LiBr がそれぞれの溶媒

系でイオンとして十分解離し、負極、正極共に可逆的な反応が進行したためと考えられる。また 1.0M 系に

おいて高い放電容量を示し、これは反応種である臭素量の増加に起因していると考えられる。当日はさらに

臭素量を増加させた電解液についても報告する。 

 

1）山崎穣輝，伊藤達哉，山縣雅紀，石川正司，第51回電池討論会，(2010). 

Fig. 2 Cycle performance of full cell containing 1.0M LiBr + 1.0M 

LiPF6/EC:PC:DMC=1:3:3 (v/v/v) (● ) and 0.2M LiBr + 1.0M 

LiPF6/EC:PC:DMC=1:1:4 (v/v/v) (◆) at a current density of 300 

mA (g-HC)-1. 

Fig. 1 Potential vs time curves during galvanostatic cycles of full 

cell with 1.0M LiBr + 1.0M LiPF6 / EC:PC:DMC(=1:3:3 v/v/v) 

(－) ,and 0.2M LiBr + 1.0M LiPF6 / EC:PC:DMC(=1:1:4 v/v/v) 

(－) at a current density of 300 mA (g-HC)-1. 
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Fig. 2 Cycle performance of the Full-cell containing 1.0M LiBr + 1.0M  LiPF
6
 / EC: PC : DMC 
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6
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原子層堆積法による酸化コバルト系酸素発生触媒の開発 

 
○北川良太，菅野義経，小野昭彦, 御子柴智（㈱東芝） 

 
Development of Cobalt Oxide based Oxygen Evolution Catalysts by Atomic Layer Deposition 

Ryota Kitagawa, Yoshitsune Sugano, Akihiko Ono, Satoshi, and Mikoshiba (Toshiba Corporation)  

 

１．目的  

 近年、太陽光を利用して水と二酸化炭素から貯蔵可能な燃料に変換するソーラーフューエル技術（人工

光合成）が注目されている。我々は自然界の光合成システムを参考にし、光吸収および電荷分離に優れた pn

接合型半導体を用いることで植物の効率を凌駕することを目的としている。セル構造は光照射面側から酸素

発生触媒、3 接合アモルファス Si 薄膜太陽電池(3jn-Si PV)、および対極の還元触媒で構成される。このうち

酸素発生触媒は受光面側に形成されるため、触媒活性だけでなく光透過性が求められる。原子層堆積法（ALD）

はサブ nm オーダーでの膜厚制御性、および段差被覆性に優れる成膜法であり、受光面上への触媒形成法と

して用いることで触媒活性および透過率を原子レベルで制御することが可能となる。本発表では、ALD によ

り酸素発生触媒である酸化コバルト系触媒の作製および評価した結果について報告する。 

２．実験 

 酸化コバルト（CoOx）の ALD 成膜は、Coプリカーサー(AccuDEP™ Cobalt (Et) Precursor, Dow Electronic 

Materials)、および O2/Ar プラズマを成膜源として用いて 150℃の成膜温度で行った。 

触媒活性評価、透過率測定においては ITO/ガラス基板上に成膜したものを評価した。また、光照射による

水素発生実験の際には 3jn-Si PV の ITO面上に CoOx 膜を ALD 成膜したものを評価した。また、触媒活性評

価および光照射実験ではホウ酸緩衝溶液（pH=~9.10）を電解液、Pt電極を対極として用いた。 

３．結果および考察 

 図１に 3jn-Si PVの ITO層上に CoOx膜(2.5nm厚)を ALD成膜したサンプルの断面 TEM像および Co, In元

素の EDS マッピング像を示す。元素マッピングの結果、ITO表面に沿って Co元素が連続的に存在している

ことを確認され、ラフネスのある基板に対して被覆性良く成膜されていることが確認された。また薄膜 X線

回折(GIXRD)および XPS 分析の結果より、成膜した膜は Co3O4単相であり、プリカーサー由来の不純物(C, N) 

の濃度は XPSの検出限界以下（< 0.1at.%）であることが確認された。 

 図２に 異なる膜厚で成膜した CoOx膜の(a)酸素発生反応の過電圧（電流密度 2mA/cm
2時）、(b)太陽光に対

する CoOx膜の透過率 Tsun、および (c)光照射時の水素発生効率 ηSTH の膜厚依存性を示す。図 2(a)より ALD

で成膜した CoOx膜の過電圧は膜厚増加に対して大きく影響しないことがわかる。これは ALD により成膜さ

れた膜が緻密で表面ラフネスが小さいことに起因すると考えられる。一方、透過率に関しては膜厚の増加に

より Tsunは指数関数的に減少する。結果として CoOx膜の膜厚が薄いほどその透過率の影響により水素発生効

率は高い傾向にある。以上のことより、ALD を用いることで透過率と触媒活性を考慮した厳密な膜厚設計が

可能となり、光受光面側に形成する触媒層の成膜方法として ALD 成膜は有用であると考えられる。 
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図２ CoOx (ALD)膜の(a) 過電圧（電流密度 2mA/cm2時）、(b)太陽光に

対する透過率 Tsun、および (c)水素発生効率 ηSTH の膜厚依存性 
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低融点アルカリ金属溶融塩中におけるアルカリ金属の析出挙動 

 
○窪田啓吾，松本 一（産業技術総合研究所 電池技術研究部門） 

 
Electrochemical Depositions of Alkali Metal in Low–Melting Alkali Metal Melts 

Keigo Kubota and Hajime Matsumoto (Advanced Industrial Science and Technology) 
 

 
 

１．目的 

 Tf2N アニオン([(CF3SO2)2N]−)を始めとするペルフルオロスルフォニルアミドアニオンのアルカリ金属塩は
その多くが高融点のアルカリ金属塩の中で 100 ºC~200 ºCと比較的低い融点を持ち、また 300 ºC以上まで安
定であるため、中温域で電解質として用いられる 1,2。溶融塩の電気化学的安定性は電解質として重要な性質

の一つであるが、今回はこれらのアルカリ金属塩の単塩のサイクリックボルタンメトリーにより、それぞれ

のアルカリ金属の析出挙動とアニオンの耐酸化性を調べたので報告する。 
 
２．実験 

 既出の方法 1により f2N アニオン([(FSO2)2N]−)のアルカリ金属塩を合成した。ガラス管に溶融ナトリウムを
充填した液体ナトリウム参照極、同様の液体ナトリウム対極および白金作用極を Na[f2N]溶融塩に浸漬し、サ
イクリックボルタンメトリーを行った。また、他のアルカリ金属塩と比較するため、銀を疑似参照極、白金

を対極として同様の測定を行った。測定は水分、酸素濃度が 0.5 ppm以下のアルゴン雰囲気内で行った。 
 

３．結果および考察 

Fig. 1 に Na[f2N]溶融塩の Pt 作用極、Na 対極、Na 参照極を用い
たサイクリックボルタメトリーの結果を示す。Na[f2N]溶融塩中に
は Na+と f2N–のみが存在するため、カソード方向の掃引で見られた

0 V vs. Na+/Na で酸化および還元の電流は Na 金属の析出および再
溶解と考えられる。そのクーロン効率は 74 %であり、この試験温
度では析出したナトリウムは液体となって作用極より剥離してい

るものと考えられる。また、アノード方向の掃引では約 5.1 V vs. 
Na/Na+で大きな酸化電流が見られ、f2N–の分解と考えられる。

Na[f2N]の電気化学窓は 5.1 V であり、過去に報告されている

Na[Tf2N]溶融塩(Cs[Tf2N]との混合塩)の結果 2とほぼ等しく、Tf2N–

と f2N–の耐酸化性は同等と考えられる。 
Fig. 2 に Na[f2N]、K[f2N]、Rb[f2N]および Cs[f2N]溶融塩について、

Pt 作用極、Ag疑似参照極、Pt対極を用いたサイクリックボルタメ
トリーの結果を示す。アルカリ金属の析出電位を比較すると、

Na>K>Rb>Csとなり、これは高温溶融塩 3および同じ低融点の fTfN
アニオン([(FSO2)(CF3SO2)N]−)の溶融塩 4 の順列と一致している。

Na[f2N]と比較すると他の塩は析出・再溶解のクーロン効率が明ら
かに低いが、これは Naより融点の低い他のアルカリ金属が作用極
から剥離しやすいためと考えられる。一方、各単塩のアノードリ

ミットは約 2.4 vs. Ag+/Ag (quasi-ref.)で一致しており、Na[f2N]では
Na 参照極の測定と同様に電気化学窓は 5.1 Vである。当日は他の
アルカリ金属塩および混合塩についても発表する予定である。 
 
(1) K. Kubota, H. Matsumoto, J. Phys. Chem. C, 117, 18829 (2013). 
(2) K. Kubota, K. Tamaki, T. Nohira, T. Goto, R. Hagiwara, Electrochim. Acta 55, 1113 (2010). 
(3) K. Dlimarskii, B. F. Markov, Electrochemistry of Fused Salt, Sigma Washington DC, (1961). 
(4) K. Kubota, H. Matsumoto, ECS Trans. 64, 319, (2014). 
 
謝辞 本研究は JSPS 科研費(若手 B)の支援を受けて行われたものであり、関係各位に深く感謝いたします。 
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重力電極による酸化還元反応でのイオン空孔半径の測定における温度効果 
 

○三浦 誠 1, 押切剛伸 2, 杉山敦史 3, 森本良一 4, 茂木 巖 5, 浅沼美紀 6, 山内悠輔 7, 青柿良一 7,8  

(北海道職能大 1,山形産技短大 2,早大ナノ・ライフ創新研究機構 3,埼玉県庄和浄水場 4,東北大金研 5,港湾職

能短大横浜校 6,物料機構 7,職業大 8) 

Temperature Effect on Measuring the Radius of Ionic Vacancy in Redox Reaction by Gravity Electrode 

M. Miura1, Y. Oshikiri2, A. Sugiyama3, R. Morimoto4, I. Mogi5, M. Asanuma6, Y. Yamauchi7, R.Aogaki7,8 (Hokkaido 

Polytechnic College1, Yamagata College of Industry and Technology2, Research Organization for Nano and Life Innovation, Waseda 

Univ. 3, Saitama Pref. Showa Water Filtration Plant4, Tohoku Univ. 5, Harbor Polytechnic College Yokohama6,  

National Institute for Materials Science7, Polytechnic Univ. 8) 

 

１．目的   

電極反応における副生成物として溶液中で生成するイオン空孔は図１

に示す様に帯電した 0.1ｎｍ程度の真空部分の周りを反対電荷のイオン

の雲が取り囲んだ構造を持つ。その大きさは溶液組成だけでなく溶液温

度にも依存している。ここでは大きさ測定において重要なイオン空孔の生

存率と消滅率の温度による変化の様子について検討した結果を報告す

る。 

２．理論   

重力電極は溶液密度変化による対流拡散電流を遠心力から生じる重力場中で

測定する装置である。重力対流は反応による溶液密度変化により生じる。したが

って、図２に示す様に電極に垂直な重力場が加わる場合には流体力学的な不安

定性から、反応により密度が減少する場合には上向きの電極上で多数の対流セ

ルが生じ、密度が増加する場合は下向きの電極で対流セルが生じる。電極面で

生成するイオン空孔は対流セルとともに拡散層内に分布して対流を促進させる。

しかしながらイオン空孔は常温で１秒程度の寿命しか持たないために、一旦生成

したイオン空孔は次々と消滅する。その結果、重力に逆らう正の浮力が働く上向き

電極上の対流ではイオン空孔の生存率 sε が対流の強さを決めるのに対して、重力

方向に負の浮力が働く下向き電極では逆にイオン空孔の消滅率 eε  が対流の強さ

を決めることになる。 

  ( ) ±

++ ∆−∆=ε
Vpvs

VVV /    （１） 

  ( ) ±

−− ∆−∆=ε
Vpve

VVV /    （２） 

ここで ±∆
v

V は垂直重力での上向き電極と下向き電極で求まる実効部分モル体積

変化、 ±∆
p

V は平行重力から求まる実効モル体積変化である。
±

V
V はイオン空孔の

部分モル体積で、 ±∆
p

V の平均値 ±∆
p

V を用いて次のように表される。 

  
±−+

±
∆−∆+∆= pvvV VVVV 2   （３） 

３．実験方法   

上向き下向き電極利用のために、フェリシアン・フェロシアン酸化還元反応に対して、

図３の重力電極(日厚計測 G01)を用いて 13℃、25℃、40℃で測定をおこなった。 

４．結果と考察   

図４に測定されたイオン空孔の生存率と消滅率の平均値とばらつきを温度に対してプ

ロットした。その結果温度 40℃までは、わずかではあるが生存率は増加し、消滅率は

減少する傾向があることがわかった。 

 

謝辞:本研究の一部は、東北大学金属材料研究所強磁場超伝導材料研究センター

共同利用研究課題（15H0034）および物質・材料研究機構強磁場共用ステーションの

支援を受けた。 
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銅の析出・溶解反応におけるイオン空孔半径測定 
○押切剛伸 1、三浦 誠 2、杉山敦史 3、森本良一 4、茂木 巖 5、浅沼美紀 6、山内悠輔 7、青柿良一 7,8 

(1山形産技短大, 2北海道職業大, 3早大ナノ・ライフ創新研究機構, 4埼玉県庄和浄水場, 5東北大金研, 6港

湾職能短大横浜校, 7物質材料研究機構, 8 職業大,) 
Measurement of the radius of ionic vacancy in copper deposition/dissolution by gravity electrode 

Y. Oshikiri
1
, M. Miura

2
, A. Sugiyama

3
, R. Morimoto

4
, I. Mogi

5
, M. Asanuma

6
, Y. Yamauchi

7
, R. Aogaki

7,8
 (

1
Yamagata 

College of Industry and Technology, 
2
 Hokkaido Polytechnic College,

3
Research Organization for Nano and Life 

Innovation, Waseda Univ.,
 4
Saitama Pref. Showa Water Filtration Plant, 

5
Tohoku Univ., 

6
Harbor Polytechnic College 

Yokohama, 
7
National Institute for Materials Science, 

8
Polytechnic Univ.) 

 

１．目的  

 高磁場中でガス発生反応と無関係なマイクロバブルの発生現象を確認したことによ

り、イオン空孔が電極反応の副生成物として生成することが明らかになった 1)。銅電析

で生じるイオン空孔は重力電極により測定される。しかしながら、正確な測定にはイ

オン空孔の寿命による測定中の消滅率を考慮しなければならない。この消滅率は銅の

アノード溶解を通して測定ができる。今回、この消失率を測定することで正しい空孔

半径を求める試みを行ったので報告する。 

２．理論 

 イオン空孔は直径0.1nm程度の荷電真空部分をイオンの雲が取り囲んだ構造を

とる。したがってイオン空孔の大きさを測定することでイオン空孔の荷電数を知

ることができる。実際には電極反応による溶液密度変化で生じる対流

の拡散電流を測定する。図１は測定に用いる重力電極である。遠心力

による重力場により高感度で密度変化を測定できる。実際には電極面

に垂直と平行な重力が加わる場合に生じる二種類の対流の拡散電流

を利用する。図２a に示す様に、銅電析でのイオン空孔半径は、垂直

重力の下で重力場と逆向きの電極上で生じる正の浮力による対流の

中でイオン空孔生成による正の密度変化を測定して得られる。しかし

ながら一秒程度のイオン空孔の寿命により、測定中に生成した空孔の

一部は消滅して失われると考えられる。したがって正確なイオン空孔

の大きさを求めるには、イオン空孔の消滅率を知る必要がある。その

ためには、図２ｂに示すように、アノード溶解における重力場と同方

向の電極で生じる負の浮力による対流を用いる必要がある。この場合

は生成したイオン空孔が消滅することで負の浮力が発生する。ただし

アノード溶解では、カソード析出で利用可能な限界拡散電流を用いな

い新しい測定法を開発する必要がある。そこで今回は、アノード溶解反応解析用に新しく開発した実験方法

を用いた。 

以上の議論から正しいイオン空孔の部分モル体積は 

 aVcVV VVV ∆+∆=       (1) 

で与えられる。ここで cVV∆ と aVV∆ はカソード析出とアノード溶解で求ま

るイオン空孔部分モル体積である。空孔半径は求まった値をアボガドロ数

で割ることで得られる。 

３．実験 

 実験では 100 molm-3硫酸を支持塩とする 10-30 molm-3硫酸銅溶液を用い

た。重力電極は日厚計測製 GE-02 を使用した。 

４．結果および考察 

 図３に下向き電極により求まる消滅率を加味した式（１）から求まるイ

オン空孔半径を示す。参考のために電析から求まる半径の平均値と電荷数

２の理論値も示してある。 
 

(1) Y. Oshikiri, R. Aogaki, M. Miura, A. Sugiyama, R. Morimoto, M. Miura, 

I. Mogi, Y. Yamauchi, Electrochemistry, 83(7), 549-553 (2015) 
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磁気電気化学キラリティへのマイクロ電極の効果 
○茂木	 巖

1
，青柿良一

2
，渡辺和雄

2
（東北大金研

1
，職業大

2
） 

	 
Effects of Micro-Electrodes on Magnetoelectrochemical Chirality  

Iwao Mogi,1 Ryoichi Aogaki,2 and Kazuo Watanabe2 (Tohoku Univ. IMR,1 Polytech Univ.2)  
 
	 

１．目的	 	 

我々はこれまで，銀や銅の磁気電析が電析膜界面にキラリティを誘発することを報告してきた [1-3]．この磁

気電気化学キラリティの発現は，マイクロ MHD渦流にマクロな対流や回転運動などが作用し，MHD渦流の

対称性が破れることにより起こる．今回は，垂直 MHD 対流がマイクロ MHD 渦流に強い作用をおよぼすマイクロ

電極上で磁気電析を行い，磁気電析膜のキラル挙動を調べてみた． 

	 

２．実験	 

	 銅の電析膜は 50 mM (M = mol dm-3) 硫酸銅 + 0.5 M 硫酸水溶液中，定電流（4 ~ 30 mA cm-2）電解で 0.4 C cm-2

の電気量まで銅を析出させて作製した．電極は直径 3 mm, 100，10 µm の白金ディスク電極を用いた．磁気電析は， 

5 T の磁場を電極面に垂直に印加させて行った．このとき磁場とファラデー電流が平行な配置で電析させた膜を +5T

膜，反平行な配置のものを –5T膜と呼ぶ．このようにして作製した磁気電析膜を電極に用いて，アミノ酸の一種である

アラニンのエナンチオマーのボルタモグラムを，0.1M NaOH 水溶液中で測定した．ボルタモグラムにおけるキラル挙

動を定量化するために，ee (enantiometric excess)を次のように定義した．ee = (ip
L - ip

D) / (ip
L + ip

D), ここで ip
L と 

ip
D は L体および D体のピーク電流である．	 	 

	 

３．結果および考察	 

	 +5T と –5T の磁場で，電析電流を変化させて磁気電析を行い，それぞれの磁気電析膜電極でのアラニンのボ

ルタモグラムから eeを見積もった．Fig. 1に電極径 3 mm 

(a,c)と 100 µm（b，d）のときの，ee の電析電流依存性を示す．

3 mm の電極では，磁場反転をすると概ねキラリティも

反転する．他方，100 µm 電極では，15 mA cm-2 以上の高

電流領域で，磁場反転に対しキラル対称性が破れているよう

にみえる．さらに電極径を小さくして 10 µm にするとキラリティ

の消失が観察された．	 	 

 

[1] I. Mogi, K. Watanabe: ISIJ Int., 47, 585 (2007). 

[2] I. Mogi, K. Watanabe, Int. J. Electrochem., 2011, ID: 

239637 (2011). 

[3] I. Mogi, R. Morimoto, R. Aogaki, K. Watanabe, Scientific 

Reports 3 (2013) 2574. 
Fig. 1 The ee ratio profiles. a; +5T-film ,3 mm, b; 
+5T-film, 100 µm, c; -5T-film, 3mm, d; -5T-film, 
100 µm.  

a b 

c d 
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磁気電析におけるキラル触媒活性の統計力学的検討 

○青柿良一 1,8, 森本良一 2, 浅沼美紀 3, 茂木 巖 4, 杉山敦史 5, 三浦 誠 6, 押切剛伸 7, 山内悠輔 8 (職業大 1, 埼

玉県庄和浄水場 2, 港湾職能短大横浜校 3, 東北大金研 4, 早大ナノ・ライフ創新研究機構 5, 北海道職能大 6,  

山形産技短大 7, 物材機構 8) 

Statistical dynamics for chiral catalytic activity in magnetoelectrodeposition 
R. Aogaki1,8, R. Morimoto2, M. Asanuma3, I. Mogi4, A. Sugiyama5, M. Miura6, Y. Oshikiri7, Y.Yamauchi8(Polytechnic 

Univ.1, Saitama Pref. Showa Water Filtration Plant2, Harbor Polytechnic College Yokohama3, Tohoku Univ.4, Research Organization 

for Nano and Life Innovation, Waseda Univ.5, Hokkaido Polytechnic College6, Yamagata College of Industry and Technology7, 

National Institute for Materials Science8) 

 

目的：垂直磁場中で回転する電極系内で電析を行うと磁場により励起された微視的渦流により光学活性をも

つキラルならせん転位が形成される。ここでは垂直ＭＨＤ流れの下での微視的渦流によるキラル触媒活性の

発現過程について検討した結果について報告する。 

理論：垂直磁場 0B のもとで静止電極を用いて電解を行うと、電極上に垂直ＭＨＤ流れと呼ばれる角速度 Ω を持つ巨

視的渦流が生じる。この渦流の下では 100μm 程度の大きさの２D 核とその上に生成する 0.1μm 程度の大きさの３D

核の生成に伴い、それぞれマイクロＭＨＤ流れおよびナノＭＨＤ流れと呼ばれる微視的な渦流が形成される。同時に

生成するイオン空孔により電極面上に通常のまさつ面のほかに摩擦の無いすべり面が形成されるために、図１に示す

様に、垂直ＭＨＤ流れの下では各々の表面上に時計回り（ＣＷ）および反時計回り（ＡＣＷ）のキラリティーをもつマイ

クロＭＨＤ渦流が生成する。その結果、反時計回りおよび時計回りのキラルならせん転位の結晶形態が得られる。図２

に計算で得られた結果を示す。しかしながら、厳密にいえば、この形態は非常に多くの原子で構成されているので、

原子配列としてのらせん転位を直接表すものではない。一般に連続的な結晶成長はらせん転位を介して起こるこ

とが知られている。通常の電析では、二種類のらせん転位が平衡状態にあるために光学活性を示すことはない。

キラルな渦流の役割はこの平衡を一方の側にずらす点にある。それぞれの渦流は空間的なゆらぎの一種であり、

様々な波数成分でできている。その様子はゆらぎの空間スペクトルで表される。この空間スペクトルは統計力学的な

見地からいえば、渦流の状態数を表している。そこでミクロカノニカル分布における等重率原理にならって、各状態が

生み出すらせん転位の数すなわち生成確率は一定であると仮定すると、この空間スペクトルからキラルならせん転位

生成の割合を具体的に計算することが可能となる。茂木によれば、電極表面のキラル触媒活性は enantiomeric 

excess (ee)で評価できる。具体的には ee はＬ体とＤ体試薬に対するそれぞれの活性電流値の差と和の比をとったもの

だから、反応活性点であるキラルならせん転位の生成率によって ee を表すことができる。今の場合、図３のスペクトル

により、すべり面上で生じる渦流のほうがまさつ面上で生じる渦流より状態が多いから、すべり面上で作られるらせん

転位が電極面のキラリティーを決めると結論される。この場合の ee は 0.15 でＬ活性であると結論できる。 

謝辞 本研究の一部は，東北大学金属材料研究所強磁場超伝導材料研究センター共同利用重点研究課題（15H0034）およ

び物質材料研究機構強磁場共用ステーションの支援を受けた。  
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古典分子動力学計算によるイオン液体/有機半導体単結晶界面の構造とダイナミクス 

 
○横田泰之

1
，宮本洋雄

1
，今西哲士

1
，竹谷純一

2
，稲垣耕司

1
，森川良忠

1
，福井賢一

1
（阪大

1
，東大

2
） 

 
Structure and Dynamics of Ionic Liquid / Organic Semiconductor Interfaces Revealed by Classical Molecular Dynamics 

Yasuyuki Yokota,
1
 Hiroo Miyamoto,

1
 Akihito Imanishi,

1
 Jun Takeya,

2
 Koji Inagaki,

1
  

Yoshitada Morikawa,
1
 and Ken-ichi Fukui

1
 (Osaka Univ.,

1
 Univ. Tokyo

2
) 

 

 

１．目的 

 イオン液体(IL)と有機半導体界面を利用した電気二重層トランジスタ(EDL-FET)は，従来の固体-固体界面を

用いた FETと比較して大幅に動作電圧を低減できることから，次世代電気デバイスとして期待されている 1．

これまで，p 型 EDL-FET としてルブレンやペンタセンを用いたデバイスが報告されており，フラーレンや

TCNQ を用いた n型動作についても報告がなされている 1．我々は，周波数変調原子間力顕微鏡(FM-AFM)を

用いた実験により，IL/ルブレン及び IL/ペンタセン界面で容易に分子分解能像が得られることを見出してい

る 46．しかしながら，グラファイトやマイカの界面では IL の固体的な層状構造が高分解能観察を阻害する

等 7，界面における IL の挙動については不明な点が多い．そこで本研究では，上記の 4 種類の有機半導体と

ILとの界面について，古典分子動力学シミュレーション(MD)を行ったので報告する． 

２．実験 

 AMBER11を用い，IL (BMI-TFSI) / 有機半導体界面(Fig. 1)の MD計算を行った(400 K, 5 ns)．ILの力場は

Sieffert らに倣って既報のものを使用し 8，有機半導体の力場には GAFFを用いた 9． 

３．結果および考察 

 Fig. 1の上段に MD 計算のスナップショットを示す．ルブレン，ペンタセン，TCNQ の場合には表面一層目

の半導体分子が分子内及び分子間の振動を示すのに対して，フラーレンの場合には分子の回転運動が顕著で

あり，バルク構造に対する表面緩和はほとんど見られなかった(Fig. 1 下段の灰色で示した領域)． 

 Fig. 1 の下段に ILのカチオンとアニオンの数密度をプロットした結果を示す．ルブレンとペンタセンの場

合，どちらもベンゼン環が界面に突き出た構造をとっており(前者はテトラセン骨格についた 4 つのフェニル

基のうちの二つ、後者は縮合した 5 つのベンゼン環の 1 つ)，その表面密度もほぼ等しいことから(～4 nm
2

)，

ILの密度プロファイルに大きな違いは見られなかった．一方で，フラーレンや TCNQ は特徴的な界面層状構

造を形成することが示唆された．いずれの場合も，グラファイトやマイカの計算結果(ピーク数密度は 10～15 

nm
3

)と比べて構造化が見られず，FM-AFM による実験結果をサポートする結果が得られた．発表では，IL

の詳細な構造と界面におけるダイナミクスについても報告する． 

 
(1) T. Fujimoto and K. Awaga, Phys. Chem. Chem. Phys. 15, 8983 (2013).  (2) Y. Yokota, et al., Chem. Commun. 49, 
10596 (2013).  (3) Y. Yokota, et al., Appl. Phys. Lett. 104, 263102 (2014).  (4) Y. Yokota, et al., Phys. Chem. Chem. 
Phys. 17, 6794 (2015).  (5) Y. Yokota, et al., Chem. Commun. 46, 8627 (2010).  (6) N. Sieffert and G. Wipff, J. Phys. 
Chem. B 111, 7523 (2007).  (7) J. Wang, et al., J. Comput. Chem. 25, 1157 (2004).   

Fig. 1.  Snapshots of MD simulations of ionic liquid (BMIM-TFSI) / organic semiconductor interfaces.  

The deeper semiconductor layers, not in direct contact with BMIM-TFSI, were kept fixed.  The bottom 

figures show the number density of the cation and anion.  Gray regions indicate the position of the top most 

layers of semiconductor molecules with respect to the bulk terminated structure.   
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分子動力学法を用いた四級アンモニウム系イオン液体の 

電極界面構造とその電位依存性評価 

 
○片倉誠士，西 直哉，小林和弥，天野健一，作花哲夫（京大院工） 

 
Potential-dependent structure at the interface between a quaternary ammonium based ionic liquid and electrode studied 

using molecular dynamics simulation 

Seiji Katakura, Naoya Nishi, Kazuya Kobayashi, Ken-ichi Amano, and Tetsuo Sakka (Kyoto Univ.) 
 

 
 

１．目的 

 イオン液体（Ionic liquid (IL)）を構成するイオンは一般にその内部構造として帯

電部位と非帯電アルキル部位を持ち、これらの部位が ILのナノレベルでの構造形

成に影響を与えることが知られている 1。四級アンモニウム系 IL(Quaternary 

ammonium ionic liquid (QaIL))は最も電位窓が広い ILの一つで、一般によく用いら

れているイミダゾリウム系 IL より多くのアルキル基を有することが特徴である。

我々は、この複数のアルキル基が電極界面構造に及ぼす影響に注目して分子動力

学法(MD)を用いて研究を行ってきた。これまでの研究で TBMA+は電極界面でイ

オン多層構造を形成し、その第一層および第二層では複数の配向が優先的に現れ

ることを明らかにした 2（Fig. 1）。本研究では、上記のような界面構造が電位によ

ってどのように変わるのかを明らかにすることを目的とした。 
 

２．計算機実験 

 Tributylmethylammonium bis(trifluoromethanesulfonyl)amide ([TBMA+][C1C1N])｜

graphene 電極界面の MDを DL_POLY を用いて行った。[TBMA+][C1C1N]には既報

の CL&P 力場を用いた。graphene 電極には OPLS AAの芳香族炭素原子の VdWパ

ラメータを用い、graphene 板を座標固定で設置し、電荷を全炭素原子に均等に持

たせることで電極とした。温度は Berendsen 熱浴を用いて 423 K に制御し、2 ns

の MD 計算を行った。 
 

３．結果および考察 

電極の帯電量を変化させると界面構造に変化が見られた。電極の帯電量

を正に増加させると第二層の TBMA+がブチル基を層に対して並行に向け

る配向をとる傾向が強まった。これは帯電量が増加したことにより、第一

層のアニオン層がより強固になったためと考えられる。電極の帯電量を負

に増加させると第一層の TBMA+はより電極占有面積の小さい配向（Fig.1a

に対して Fig.1b）を取るようになった。また、帯電量の小さいときには見

られない、より占有面積の小さい配向が現れるようになった。これは第一

層の TBMA+の数が増加し、ブチル基同士が競合したためと考えられる。

また数密度分布において、負の高帯電時（18.3, 24.4 μC cm2）は第二層

にも TBMA+の分布が認められたことから、TBMA+で飽和した第一層では

補償しきれない電荷を第二層の TBMA+で補償することが示唆された。 
 

電位に関する情報を得るため、電極近傍での電位分布を求めた（Fig.2）。電極からの電場は第一イオン層で

ほぼ遮蔽され、イオン液体による遮蔽効果が高いことが示された。しかし、負の高帯電時には遮蔽が第一層

のみでは達成されなくなりつつあり、第一層が TBMA+で飽和していることに対応すると考えられる。電極（z 

= 0）での値から界面電位差を読み取ったところ、帯電量に応じて界面電位差が大きくなることが確認された

が、帯電量の絶対値が同じでも正電位より負電位側の方が電位差は大きかった。これは TBMA+の帯電部位が

アルキル基に囲まれ、電極との接近が制限されているためと考えられる。この界面電位差と帯電量の関係か

ら求めた微分容量は電位の絶対値が大きいほど小さく、電解質溶液の電気二重層理論とは逆の傾向であるが、

これはイオンが有限の体積を持つためと考えられる。 
 
(1) J. N. Canongia Lopes and A. A. H. Pádua, J. Phys. Chem. B 110, 3330 (2006). 

(2) 片倉誠士，西 直哉，小林和弥，天野健一，作花哲夫，電気化学会第 82回大会講演要旨集 (2015) 2R08. 

Fig. 2 電極(z = 0)近傍 

における電位分布. 

Fig. 1 電極近傍のイオン層

内における TBMA+の配向. 

(a)(b)：第一層. (c)：第二層. 
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二次電池用電解質としてのイオン液体の合成と評価(IV) 
-Li塩の解離状態- 

 
○堀内俊輔，藤田正博，竹岡裕子，陸川政弘（上智大理工） 

 
Synthesis and Characterization of Ionic Liquids as Electrolytes for Battery Applications (IV) 

-Dissociation State of Lithium Salts- 

Shunsuke Horiuchi, Masahiro Yoshizawa-Fujita, Yuko Takeoka, and Masahiro Rikukawa (Sophia Univ.) 
 

 

 

１．目的  

 エーテル側鎖を有するイオン液体 N-methyl-N-methoxymethylpyrrolidinium bis(fluorosulfonyl)amide 

([P11O1][FSA])がアルキル側鎖を有するイオン液体よりも低融点かつ高いイオン伝導性を示すことを、これま

でに報告した。エーテル側鎖を有するイオン液体は、アルキル側鎖と比べカチオンの自己凝集を抑制するた

めと考えられる 1。本研究では、[P11O1][FSA]に lithium bis(fluorosulfonyl)amide (LiFSA)を所定量添加し、諸特

性評価を行った。Li 塩濃度が FSA アニオンのコンフォメーションに及ぼす効果と、[P11O1][FSA]中での Li

塩の解離状態を調べた。さらに、Li 塩濃度が電気化学的安定性に及ぼす影響を調査した。 

 

２．実験 

 (1) [P11O1][FSA]/LiFSA の作製 [P11O1][FSA]に質量濃度がそ

れぞれ 0.32, 0.81, 1.38, 1.61, 2.15, 2.74, 3.22 mol kg
-1となるように

LiFSA を添加し、[P11O1][FSA]/LiFSA 複合体を作製した。電解

質材料の化学構造を図 1 に示す。(2) 評価 カチオンとアニオン

の相互作用を評価するため、FT-IR 及び Raman 分光測定を行っ

た。作用電極に Pt、参照電極及び対極に Li を用いたリニアスイ

ープボルタンメトリー(LSV)測定を 25ºC で行った。作用電極、

参照電極及び対極に Li を用いた直流分極測定と、直流分極測定

前後にインピーダンス測定を行い、25ºC における Li イオン輸

率を算出した。 

 

３．結果および考察 

 [P11O1][FSA]及び各濃度の[P11O1][FSA]/LiFSA の FT-IR 測定

の結果、SNS対称及び非対称伸縮振動に基づく 730及び 830 cm
-1

のピークが Li 塩濃度の増加に伴い、高波数側にシフトした(図

2)。Raman分光測定の結果、SO2伸縮振動に基づく 1215 cm
-1の

ピークと、SNS 伸縮振動に基づく 720 cm
-1のピークが Li 塩濃度

の増加に伴い、高波数側にシフトした。[P11O1][FSA]に LiFSA

を添加することで、Li イオンと FSAアニオンの相互作用が強く

なることが示唆された。FSA アニオンが Li イオンへ配位し、

Li(FSA)2や Li(FSA)3などのクラスターイオンを形成したと推察

される。[P11O1][FSA]と Li 塩濃度が 3.22 mol kg
-1

 (物質量比  

Li
+
 : P11O1

+
 : FSA

-
 = 1 : 1 : 2)の[P11O1][FSA]/LiFSAの LSV 測定

を行った。各サンプルの 0.10 mA cm
-2

 における酸化電位は、そ

れぞれ 4.78 V及び 5.39 Vであった。多量の Li 塩を添加するこ

とで[P11O1][FSA]の酸化電位が向上した。Li 塩濃度が 0.32 mol 

kg
-1及び 3.22 mol kg

-1の電解液の Li イオン輸率はそれぞれ 0.18

及び 0.34 であった。多量の Li 塩を添加することで Li イオン輸

率が向上した。 

 

(1) M. Kunze, E. Paillard, S. Jeong, G. B. Appetecchi, M. Schönhoff, M. Winter, S. Passerini, J. Phys. Chem. C, 115,   

   19431 (2011). 
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Fig. 1. Structures of [P11O1][FSA] and 

LiFSA. 

Fig. 2. FT-IR spectra of [P11O1][FSA]  

and [P11O1][FSA]/LiFSA. 
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水に接したビオロゲン型イオン液体のボルタモグラムと分光電気化学 

 
○田原 弘宣, 古江 祐太郎, 相樂 隆正（長崎大院工） 

 
Volutammetry and spectroelectrochemistry of viologen type ionic liquids contacting with water phase  

Hironobu Tahara, Yutaro Furue and Takamasa Sagara (Nagasaki University) 
 

 
 

１．目的 

 レドックスイオン液体は、溶媒・支持電解質・レドックス種の３

つの役割を１つの物質で実現した液体である。レドックス種密度が

極めて高く(1 M 程度)、粘度が高いため、大電流と高抵抗による IR
ドロップが電気化学測定を困難にすることが多い。我々はレドック

スイオン液体である図 1のようなビオロゲン型イオン液体(VILs)を
合成し[1]、興味深いボルタモグラムを得ている。マクロ電極を用

いて直接 VILs の CV を測定したところ、オーミック波形しか得る

ことができず、VILs の電気化学特性を調査できなかった。しかし、

マクロ電極上に VILs の液膜を作り、電解質水溶液中に浸すことで

VILs のボルタモグラムを得ることができた。本研究では、電極/VIL/
水系においてどのような現象としてボルタモグラムが解釈できる

のかを考察した。 
２．実験 

 用いた VILs は、C4VC7･2TFSI と[BMIM][TFSI]の混合塩(モル比
1:1)、oC4VoC7･2TFSI、C4VC6-IMC1･3TFSI である(VILs の構造は図

1)。全ての電気化学測定は、鏡面研磨した多結晶金電極表面 (0.0201 
cm2)を VIL の液膜で覆い、0.1 M TFSI カリウム塩を支持電解質とし

た水溶液に浸して実験を行った。参照極は、液絡を介して水相に

Ag/AgCl/sat’d KCl を設置した。電極表面のビオロゲンの状態を解析

するために、上記のセットアップで紫外可視電位変調反射分光測定

も実施した。また、フェロセンを VIL に 10 mM の濃度で溶解させ、

VILs を溶媒としたフェロセンの酸化還元のボルタモグラムも検討

した。全ての測定は 25℃で行った。 
３．結果および考察 

 VIL 液膜中のフェロセンの酸化還元応答を図 1(b),(c)に示す。掃

引速度が 10~100 mV･s-1 程度での酸化還元のピーク電位差が約 60 
mV であったことと、電流値が電位掃引速度の平方根に比例したこ

とから、拡散律速であることが結論付けられた。少なくとも、10~300 
mVs-1の電位掃引にかかる時間領域において、フェロセンにとって

は、電極から半無限に広がる溶媒(と電解質)として働いており、

VILs 中のフェロセンの拡散係数も Stokes-Einstein の式から VILs の
粘度を用いて十分に説明できる値であった。一方で、ビオロゲンの

還元領域の CV(図 1(d))は、図 1(b),(c)とは大きく異なっていた。式

量電位-0.5 V 付近を中心とするオーミックな波形ではあるものの、

酸化還元電流にピークをもつボルタモグラムであるため、ビオロゲ

ンの拡散が関与しているのは間違いない。このような CV 波形になる原因として、電極からビオロゲンへの

電子移動が遅いこと、還元されたビオロゲンが速やかに電極から離

れないこと、等が考えられる。 

参考文献 
[1] N. Bodappa, P. Broekmann, Y. Fu, J. Furrer, Y. Furue, T. Sagara, H. 
Siegenthaler, H. Tahara, S. Vesztergom, K. Zick, T. Wandlowski, J. Phys. 

Chem. C, 119, 1067-1077 (2015). 

図 1. (a) VILs の 分 子 構 造 、 (b) 
C4VC6-IMC1･3TFSI 中のフェロセンの酸
化領域での CV、(c) oC4VoC7･2TFSI 中の
フェロセンの酸化領域での CV、(d) VIL
の還元領域における CV（v = 10 mV･s-1）. 
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赤外分光法を利用した TFSA型イオン液体中における希土類イオンの溶媒和構造の解明 

 
○倉知明史

1
，北村房男

1
（東工大総理工

1
） 

 
Solvation structure of lanthanide ions in TFSA-based ionic liquids studied by FT-IR spectroscopy  

Akifumi Kurachi,1 Fusao Kitamura,1 (Tokyo Institute of Technology1) 
 

 
 

１．目的  

 金属イオン Mx+は TFSA 型イオン液体(IL)中において[M(TFSA)n]+x-n型の溶媒和錯体を形成すると考えられ

ており，Ni2+等については[M(TFSA)x+1]-型の溶媒和錯体を形成する事が赤外，ラマン，紫外可視分光法により

報告されている[1]。また，溶媒和錯体全体の価数がバルクから電極への輸送や，電極界面での反応に影響を
及ぼすと考えられている[2]。一方で，希土類イオン(Ln3+)の溶媒和構造に関しては[Nd(TFSA)5]2-とする報告が

あるが[3]，Li+や Ni2+等と比較して少ない。 
本研究では 2種類の TFSA 型 IL中における，4種の Ln3+の溶媒和数について，赤外分光法での算出を試み

た。また，Ln3+と溶媒和錯体を形成した TFSAアニオンの振動数は Ln種に依存する事も確認されたため，こ
れらについて報告する。 
 

２．実験 

 希土類 TFSA塩(Ln(TFSA)3: Ln = Nd, Eu, Dy, Yb)は Ln2O3を HTFSAと
反応させた後，140 ºCで 48時間真空乾燥した。本研究で使用した ILの
内，P2225TFSA は P2225Br と LiTFSA の複分解反応により合成した。

BMPTFSA (Kanto Chemical Co., Inc., 99.5 %)及び合成した P2225TFSAは
110 ºCで 72 時間真空乾燥した。その後，メスフラスコを用いて 3 ml の
Ln3+/IL溶液を調製し，再度 110 ºCで 24時間真空乾燥した。 
 測定はフーリエ変換赤外分光光度計(FT-IR: Varian 660-IR)を用い，KBr
を窓材とする光路長 26 μmの固定セルを使用した。高粘性の Ln3+/IL試
料注入の際，セル内圧が増減し光路長が数 μmオーダーで変化していた

ため，P2225
+及び BMP+の吸収バンドを内部標準として光路長を補正した。 

 

３．結果および考察 

 Fig. 1 に Ln3+を 250 mM 含む BMPTFSAの FT-IRスペクトルを示す。
Ln3+の存在により，TFSA-の振動に由来する吸収バンドの内，740 cm-1

に位置するバルクの TFSA-の強度は減少した。一方，約 10 cm-1高波数

側に Ln3+と結合した TFSA-の吸収バンドが出現した。また，この吸収バ

ンドのピーク位置は Ln種に依存しており，原子番号が増加するに従い
高波数側にシフトする事が判明した。 

Ln3+は 0.10 ~ 0.25 M の濃度範囲で調整し，各濃度における溶媒和数 n

を算出した。各濃度における n の算出は，Ln3+を含まない IL との差ス
ペクトルにより，737 ~ 739 cm-1の吸収強度差から算出した。その結果，

どちらの IL においても n は濃度に依存し，低濃度側では n は約 5 であ
ったが，高濃度側では nは 3 程度まで減少した。また，Ln3+溶媒和錯体

で一般に観測される，nのイオン半径依存性は観測されなかった。 
 

謝辞 

本研究の一部は日本学術振興会科研費特別研究員奨励費の助成を受けて行われました。関係者各位に感謝い

たします。 
 
[1] K. Fujii, T. Nonaka, Y. Akimoto, Y. Umebayashi, S. Ishiguro, Anal. Sci., 24 (2008) 1377. 
[2] Y.-L. Zhu, Y. Katayama, T. Miura, Electrochim. Acta, 55 (2010) 9919. 
[3] N. Tsuda, M. Matsumiya, K. Tsunashima, S. Kodama, ECS Trans., 50 (11) (2012) 539. 
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BMPTFSAの FT-IRスペクトル。縦
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電解制御による海水中での CO2吸収 

 
○南端友哉 1，須田聖一 1，菰田峰生 2，古村清司 2（静岡大 1，中部電力 2） 

 
CO2 storage in seawater by electrolysis.  

Yuya Minamihata,1 Seiichi Suda,1 Mineo Komoda2,and Komura Kiyoshi2  

(Shizuoka Univ.,1 Chubu Electric Power Co., Inc.2) 
 

 

 

１．目的  

CO2削減が地球規模の課題となっている今日において，海水中での石灰化反応の活用は効率良く CO2を固

定する方法として期待できる．我々は，過飽和水溶液である海水中において CaCO3結晶の成長を促進する方

法について検討を進めている．Ca2+は，海水中で Na+，Mg2+に次いで高濃度で存在する一方，CO3
2-は比較的

低濃度で，海水中に溶解した CO2の多くは，HCO3
-として安定に存在する．そのため，海水中における CaCO3

の結晶成長促進には，Ca2+吸着サイト近傍において HCO3
-の解離反応を促進し，CO3

2-の供給が重要であるこ

とがこれまでの検討によって明らかになった．そこで，持続的な CO2固定が期待できる海水中における電極

反応に着目した．カソードで発生する OH-を利用し，印加電圧および電流を制御し，HCO3
-の解離反応を制御

することによって，CaCO3結晶成長および CO2固定のための適切な条件について検討した． 

２．実験 

海水と同種同濃度の無機イオンを含む模擬海水（ASTM-D:1141-98 (2003)）を合成し，沿岸で採取した海水

と主要無機イオン濃度が同程度であることを ICP により確認した．合成した模擬海水中に Pt 電極を浸漬し，

正極および負極近傍の溶液の混合を防ぐために， 陽イオン交換膜を隔壁膜として用いた．直流電源装置を使

用して定電圧または定電流を印加し，海水電解時におけるプロ

トンの活量，析出組成，CO2 変化量の関係を調べた．なお，模

擬海水は高濃度過飽和水溶液であるためガラス電極を用いてプ

ロトンの活量を正確に求めるのは困難であるが，本実験におい

ては，ガラス電極から算出した pH をプロトン活量と相関性が高

い物性値として近似的に用いた．CO2 濃度の測定は NDIR 法で

行った． 

３．結果および考察 

 Fig. 1 に定電流印加した際における反応容器の CO2濃度変化

を示す．アノードでは電極反応による pH 減少，カソードでは

pH 増加によってそれぞれ炭酸系の平衡シフトにより１，CO2 濃

度が変化するため，これら両極での CO2の収支が CaCO3析出等

による CO2固定量に相当する．これから，電流密度を大きくし

すぎると，アノードからの CO2放出が大きくなるため，印加電

流を適当に制御することが重要であることがわかった． 

 次に，カソード電極近傍で得られた析出物の結晶構造につい

て XRD を用いて調べた．その結果を Fig. 2 に示す．2 mA印加

時では CaCO3結晶のひとつであるアラゴナイトを主成分とした

が，10 mA印加時では CO2の固定に寄与しない Mg(OH)2の析出

が多くみられることがわかった．この Mg(OH)2の析出は，急激

な pH上昇の際に生じることが，これまでの実験結果及び熱力学

計算から明らかになっている． 

 以上のことから，CaCO3 の選択的結晶成長による持続的かつ

高効率の CO2固定化のためには，適度に HCO3
-の解離反応を促

進すること，すなわち電流密度および pH の制御が重要であるこ

とがわかった． 

 

(1) A. Suzuki, M. Inoue, Oceanography in Japan, 21(5), 177-188, 

(2012) 

 
Fig. 1. Amount of CO2 captured in seawater by 

electrolysis under 2 mA or 10 mA constant current. 

Fig. 2. XRD profiles of the precipitates formed by 

electrolysis under 2 mA or 10 mA constant current. 
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Cu上での硝酸イオンの電気化学的反応に伴う上での硝酸イオンの電気化学的反応に伴う上での硝酸イオンの電気化学的反応に伴う上での硝酸イオンの電気化学的反応に伴う 3種類の振動現象種類の振動現象種類の振動現象種類の振動現象

○久下晃雅
1
，中西周次

2
，向山義治

1
（東京電機大

1
，大阪大

 2
）

Three Types of Electrochemical Oscillations during Reduction of Nitrate Ions on Cu 

Terumasa Kuge
1
,
 
Shuji Nakanishi

2
, and Yoshiharu Mukouyama

1
 (Tokyo Denki Univ.

1
, Osaka Univ.

2
) 

１．１．１．１．はじはじはじはじめにめにめにめに    

    硝酸イオンの電気化学的還元反応は古くから研究されており，この反応に対する触媒能は Au<Ag<Cuの順

に高くなることが知られている。そこで，我々は触媒能が高い銅を用いて硝酸イオンの還元反応を調べたと

ころ 3種類の振動を見出した 1, 2。これらの振動は発生する電位が異なり，振動する電位が高い方から振動 I，

II，III と呼称した。一般に振動の発生機構には負性微分抵抗（Negative Differential Resistance, NDR）が関与し

ており，これまでの研究で吸着水素の生成による NDR（吸着水素による硝酸イオン還元の阻害効果）を基に

振動 Iの発生機構を説明している 1。今回は振動 IIと IIIに関する NDRおよび発生機構について検討する。 

２．２．２．２．実験実験実験実験    

    0.2 M HNO3水溶液もしくは 0.2 M NaOH + 0.2 M KNO3水溶液を電解液にして，三電極方式で電気化学測定

を行った。作用極には Cu線（長さ：4 mm，直径：0.5 mm），対極には炭素棒，参照極には硫酸水銀電極を使

用した。ただし，電位は SHE 基準に換算した。また，高速度カメラ（500 fps）を用いて電極から水素の気泡

が発生する様子を観察した。 

３．結果３．結果３．結果３．結果とととと考察考察考察考察    

    図 1 に電流(I)－電位(E)曲線を示す。溶液が HNO3の場合（a, b），振動 I は約-0.7 V 付近で出現し，振動 II

は約-1.0 Vより負の電位で出現した。塩基性溶液を用いても電流規制下で振動 IIが出現した（d）。このとき，

振動 IIに伴い水素の気泡が発生し，その発生量は電位の振動に同期して変化していた。図 2に電位振動の波

形と電極から水素が発生する様子を示す。電位が負側にシフトすると気泡の発生量が多くなっている。この

結果より，振動 IIの発生機構には気泡の発生が関与していると考えられる。 

一方，振動 IIIは塩基性溶液を用いたときのみで出現した（c, d）。振動の電位は-1.5 V より負で，水の還元

が起こるために水素の気泡が激しく発生していた。振動 III の周期は非常に短く（約 0.01秒），振動中でも気

泡の発生量はあまり変化しないことから（図 2c），振動 III の発生機構は気泡の発生では説明できない。そこ

で，振動 Iと同様に吸着水素の生成による NDRによって振動 III が説明できないか検討している。 

図 1電流(I)－電位(E)曲線． 図 2 電位の経時変化（a, b）と電極表面（c）の様子． 

溶液：（a, b）0.2 M HNO3 電流：I = -15 m A 

：（c, d）0.2 M NaOH + 0.2 M KNO3 溶液：0.2 M NaOH + 0.2 M KNO3

(1) Y. Mukouyama, S. Yamamoto, R. Nakazato, S. Nakanishi, H. Okamoto, ECS Trans., 50 (48) 61-70 (2013). 

(2) Y. Mukouyama, S. Yamamoto, S. Nakanishi, H. Okamoto, ECS Trans., 58 (25) 85-97 (2014). 
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プロピレンカーボネートの分子対称性が炭素電極に与える影響 

〇新井智弘、田中康隆（静岡大学工学部） 

How the chirality of propylene carbonate molecules affect carbon electrodes? 

Tomohiro Arai, and Yasutaka Tanaka (Shizuoka Univ.) 

１． 目的 

プロピレンカーボネート（PC） は、エチレンカーボネート（EC）より 

も凝固点が極めて低く、電解質の主溶媒として用いる事で、電池の低温特 

性改善が期待できる。しかし PC を含む電解質は、充電時に炭素極層間 

へのリチウムカチオンと PC 分子の共挿入により炭素極を破壊するため、 

電解質溶媒として高濃度で使用できない。私たちは、通常用いられている 

PC が、図 1 に示したような鏡像異性体の等モル混合物であるラセミ体で 

あることに注目し、光学的に純粋な PC分子の炭素極への影響を検討した。 

Fig. 1. PC 分子の鏡像 

異性体の化学構造 

２． 実験 

 光学的に純粋な PC分子より構成される電解質とラセミ PC分子より構成される電解質の溶液構造あるいは

配位構造に違いがあるかどうかを検証するために、分子動力学計算（MD 計算）を行った。電気化学的実験

において、ラセミ PC はリチウム電池グレードのものを用いた。R-PC と S-PC は減圧蒸留を繰り返し行うこ

とで精製した。光学的に純粋な PC を含有する電解質、ラセミ PC を含有する電解質を調整し、炭素極-リチ

ウム極の半電池を組んで充放電試験を行った。 

３．結果および考察 

MD 計算の溶液組成を表 1 に、計算結果を図 2 と表 2 に示し

た。R-PC あるいはラセミ PC を溶媒とする電解質は、双方とも

PCのカルボニル酸素とリチウムカチオンの第一配位距離が 2.9 

Åと等しいにもかかわらず、第一配位距離までの積算配位数は

3.299 と 3.615 と異なっている事が判明した。また平均二乗変位

より求まるリチウムカチオンの拡散係数も異なっていること

から、この二種類の電解質の配位構造が異なっている事が示唆

された。発表では充放電試験の結果も併せて報告する。 

Table 1. MD 計算の溶液組成 

Fig. 2. Run1 の MD 計算の結果 

Table 2. MD 計算の結果  R-PC 電解質） 

（Run 第一配位距離(Å) 積算配位数 Li
+拡散係数

1 2.9 3.299 1.007×10
-2

2 2.9 3.615 6.450×10
-3

Run Li 
+数 PF6

-数 R -PC数 S -PC数

1 10 10 100 0

2 10 10 50 50
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3流路系電気化学検出 HPLCの確率論的手法による測定精度評価 

○小谷 明 1，陳 両綿 1,2，林 譲 3，楠 文代 1，袴田秀樹 1 

（東京薬大薬 1，中国中医科学院 2，帝京平成大薬 3） 

A chemometrics tool to assess repeatability in a three flow channel HPLC with electrochemical detection 

Akira Kotani,1 Liangmian Chen,1,2 Yuzuru Hayashi,3 Fumiyo Kusu,1 and Hideki Hakamata1  

(Tokyo Univ. Pharm. Life Sci.,1 China Acad. Chin. Med. Sci.,2 Teikyo Heisei Univ.3)  

１．目的 

活性成分として抗酸化物質を含む生薬や漢方製剤の品質管理において，抗酸化物質を特異的に検出できる

特長を持つ電気化学検出 HPLC は有用である。我々は，測定対象の抗酸化物質の疎水性が大きく異なる場合

であっても，これらを一斉に分析できる高感度定量法としてカラムスイッチングを利用した 3 流路系電気化

学検出 HPLC（3LC-ECD）を設計した。3LC-ECDは，スイッチングバルブ（SV）を介して 3流路を組み合わ

せるため HPLC 条件が複雑になる上に，クロマトグラム測定中の SV の切り替えにより移動相組成の異なる

溶離液が検出部に到達することとなり，作用電極表面における安定な電極二重層の形成に影響を及ぼす。そ

の結果，電極界面の状態の変化に起因するベースラインノイズの揺らぎが起こる。従って，3LC-ECDの装置

開発では，ベースラインの状態を的確に把握して精度を評価することが重要と考えた。分析機器の測定精度

を評価するためには，ベースラインノイズの確率論的性質を利用する方法を活用できることがある。HPLC

法において，この確率論的手法を適用すると 1 本のクロマトグラム測定で，測定値の相対標準偏差（RSD）

が算出可能である。本研究では，確率論的手法の活用の適否を確認し，3LC-ECDの測定精度の評価と装置開

発の効率化を検討した。 

２．実験 

3LC-ECDシステムは，ポンプ 3基，SV（SV1, SV2）2基，プレカラム（C0）1本，分離カラム（C1, C2, C3）

3本とそれぞれの移動相（MP1, MP2, MP3），電気化学検出器（D1, D2, D3）3基を用いて構築した。フロー型電

解セルの作用電極には，グラッシーカーボンを用いた。測定対象には，菊花の構成成分であるカフェオイル

キナ酸類（neochlorogenic acid, NCHA; chlorogenic acid, CHA; cryptochlorogenic acid, CCHA; caffeic acid, CFA; 

isochlorogenic acid A, ICHA; isochlorogenic acid B, ICHB; isochlorogenic acid C; ICHAC）とフラボノイド類

（luteolin 7-O-glucoside, LG; luteolin, L）を取り扱った。7種のカフェオイルキナ酸類と 2種のフラボノイド類

を含む標準溶液 5 Lを 3LC-ECDに注入後，9 minに SV1，17 minに SV2の切り替えによって，NCHA, CHA, 

CCHA, CFAを D1（+0.6 V vs. Ag/AgCl）へ，LG, ICHA, ICHBを D2（+0.7 V vs. Ag/AgCl）へ，ICHC, Lを D3（+0.7 

V vs. Ag/AgCl）に到達させた。各流路における検出器で酸化電流を計測し，3本のクロマトグラムを記録し

た。クロマトグラムのデジタルデータの取込間隔は 0.2 s/point とした。確率論的手法によるピーク高さの RSD

の算出には，ソフトウエア（TOCO，FUMI理論研究所）を使用した。 

３．結果および考察 

3LC-ECD のベースラインノイズが，確率論的手法で解析可能かパワースペクトルを用いて確認した。D1

で計測したクロマトグラムのベースラインノイズから連続した 512 ポイントのデジタルデータを抽出し，こ

れを高速フーリエ変換（FFT）してパワースペクトルを得た。このパワースペクトルと確率過程（ホワイト

ノイズとマルコフ過程）で表したパワースペクトルを対比した。両者のフィッティングは，各周波数におい

て良好であり，D1より得たベースラインノイズは，確率論的手法で解析できることが分かった。D2と D3に

おいても結果は同様であった。 

次に，3LC-ECDの測定精度の評価を実践した。D1で計測した 1本のクロマトグラム上の 512ポイントのデ

ジタルデータと NCHA（20 ng/mL）のピークを用いてピーク高さの RSDを算出したところ，2.32%（n = 1）

であった。一方，6回の繰り返し測定を行って求めた NCHA（20 ng/mL）のピーク高さの RSDは 1.84%，そ

の 95%信頼区間の範囲は 1.15%～4.51%であり，確率論的手法で求めた RSD を範囲内に含むものであった。

他のカフェオイルキナ酸類，フラボノイド類においても結果は同様であり，3LC-ECDの精度の評価を確率論

的手法により行うことができた。本法の活用は，繰り返し測定（n = 6）で約 7時間の測定時間を要した精度

の評価を 70分に短縮でき，3LC-ECDの精度の評価と装置開発の効率化において有益であることを示した。 
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双性イオンの合成と電解質としての評価(VI)-有機電解液への添加効果- 

○山口征太郎 1,2，藤田正博 2，竹岡裕子 2，陸川政弘 2（リンテック 1，上智大理工 2）
Synthesis of Zwitterion and Evaluation as Electrolyte(VI)-Addition effect in organic liquid electrolyte- 

Seitaro Yamaguchi,1 Masahiro Yoshizawa-Fujita,1 Yuko Takeoka and Masahiro Rikukawa2 (Lintec,1 Sophia Univ.2) 

１．目的 

 正電荷と負電荷部位を共有結合でつないだ双性イオンが、新しい電解質材料として研究されている 1。これ

まで我々は、オリゴエーテル系電解質に双性イオンを添加すると電気化学的安定性が 5 V 程度まで向上し、

正極に金属酸化物を用いたハーフセルの充放電特性が改善されることを報告した 2,3。本研究では、有機電解

液への双性イオンの添加効果を調べるため、炭酸エステル系有機電解液に双性イオンを添加し、充放電特性

を評価した。 

２．実験 

エチレンカーボネート（EC）：ジエチルカーボネート
（DEC）= 1:1 (vol/vol) 1M LiPF6に、5 wt.%のアンモニウ
ム型双性イオン（TBamps）を添加した有機電解液を調
製 し た 。 負 極 に 金 属 リ チ ウ ム 、 正 極 に
LiNi1/3Mn1/3Co1/3(NMC) を用い、カットオフ電圧
3.0-4.6 V、40℃、1C の条件にて定電流充放電試験及び
各サイクルの充電直後にインピーダンス測定を行った。 

３．結果および考察 

 図 1 に定電流充放電試験における放電容量の変化を

示す。EC/DEC/LiPF6 の放電容量は、サイクル数の増加

に伴い徐々に低下し、50 サイクル目に約 110 mAh g-1で

あった。EC/DEC/LiPF6/TBamps の放電容量もサイクル

数の増加に伴い低下したが、50 サイクル目の放電容量

は約 140 mAh/g であり、TBamps を添加することで放電

容量の低下が抑制されることがわかった。 

 図 2 に 1 サイクル目及び 50 サイクル目における充電

直後のナイキストプロットを示す。既報 4に従い高周波

側から電解質抵抗 (Rbulk)、電解質 /リチウム界面抵抗

(Rlithium)、電解質/正極界面抵抗（Rcathode）とした。1 サイ

クル目の抵抗を比較すると、各電解質の抵抗は同等で

あった。50 サイクル目の抵抗を比較すると、EC 

/DEC/LiPF6/TBamps の Rcathodeは、TBamps を添加してい

ない系よりも低い値を示した。抵抗の増加は充放電時

に生じた電解質の分解物が正極表面に堆積することで

不活性化層を形成するためと考えられる。TBamps の添

加は不活性化層形成の抑制に寄与すると考える。 

(1) M. Yoshizawa, M. Hirao, K. Ito-Akita, H. Ohno, J. 

Mater. Chem., 11, 1057 (2001) 

(2) M. Suematsu, M. Yoshizawa-Fujita, Y. Takeoka, M. 

Rikukawa, Electrochim. Acta, in press. 

(3) 山口征太郎、藤田正博、竹岡裕子、陸川政弘、第

82 回電気化学会要旨集、1R10(2015) 

(4) H. Miyashiro, A. Yamanaka, M. Tabuchi, S. Seki, M. 

Nakayama, Y. Ohno, Y. Kobayashi, Y. Mita, A. Usami, 

M. Wakihara, J. Electrochem. Soc., 153, A348(2006) 

Fig. 1  Discharge capacities during 50 cycles of 

Li/NMC cells containing EC/DEC/LiPF6 and 

EC/DEC/LiPF6/TBamps electrolytes in 3.0-4.6 V 

range at 40ºC. 

Fig. 2  Impedance spectra of Li/NMC cells with (a) 

EC/DEC/LiPF6/TBamps and (b) EC/DEC/LiPF6 after 

the charge end at cut-off voltages in 3.0-4.6 V range 

at 40°C. 
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Fig. 1 アノード電極形状と分極特性の関係 
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トルエン電解水素化用電解槽のアノード電極形状と性能の関係 

○長澤兼作
1
，澤口裕喜

1
，森田直人

1
，高桑靖知

1
，河野雄次

1
，松澤幸一

1
，加藤昭博

2
，錦善則

2
，

光島重徳
1,3
（横浜国大院工

1
，ペルメレック電極(株)

2
, 横浜国大 IAS

3
，）

Relationship between Performance and Shape of Anode 

 of Electrolyzer for Toluene Hydrogenation 

Kensaku Nagasawa,
1
 Yuki Sawaguchi,

1 
Naoto Morita,

1
 Yasutomo Takakuwa,

1
 Yuji Kohno,

1
 Koichi Matsuzawa,

1
 

Akihiro Kato,
2
 Yoshinori Nishiki,

2
 and Shigenori Mitsushima,

1, 3 

(Eng. Yokohama Nat. Univ.,
1 
Permelec Electrode Ltd,

2 
 IAS Yokohama Nat. Univ..

3
) 

１．目的 

 温室効果ガスの排出量を抑制するためには、石油や天然ガス等の有限な化石エネルギーに依存する社会シ

ステムからの脱却が求められており、偏在、変動する再生可能エネルギーを基盤とした社会システムへの転

換が急務である。その構築のためには、エネルギーキャリアとしての水素の大規模輸送、貯蔵システムの確

立が重要である。本研究室では、トルエン‐メチルシクロヘキサン系有機ハイドライド水素輸送システムに

着目し、高効率水素化法として電解合成技術の開発に取り組んでいる。本研究では、電解槽の性能向上のた

めに、アノードの形状と性能の関係を明らかにすることを目的とした。 

２．実験 

トルエン‐メチルシクロヘキサン系有機ハイドライド電解実験は、既存の PEFC 技術を活用し設計、製作

した電解セルを用い、アノードに 1 M(=mol dm
-3

) H2SO4、カソードに Toluene を循環して評価した。アノード

には、開孔率の異なるエキスパンドメタルを基体とした酸素発生用 DSE
®（ペルメレック電極(株)）電極を使

用し、電極の向きや形状、電極と電解質膜間距離の影響を評価した。電解質膜は Nafion
®(NRE-212、DuPont)

とし、バーコ―タを用いて触媒インク（Pt-Ru/C、TEC61E54、TKK）を塗布したカーボンペーパ（35BC、SGL 

carbon ltd.)を電解質膜に 120
o
C、1 MPa で 1 分間ホットプレスしてカソード膜接合体とした。なお、電解質膜

のアノード側は予め親水化して用いた。電気化学測定は運転温度 60
 o

C、アノード流量 10 ml/min、カソード

流量 5 ml/min でリニアスイープボルタンメトリ(LSV)、クロノアンぺロメトリ(CA)及びインピーダンス測定

(EIS)を行った。 

３．結果および考察 

開孔率 22%のロール有アノードを用い、メッシュ長軸を鉛

直方向とした方が、水平方向の配置よりセル電圧が高かった。

電極で発生した酸素気泡が鉛直配置の方が脱離し易い為で

あると考えられる。電極表面の気泡は、溶液抵抗を著しく増

加して、セル電圧が増加すると考えられる。酸素気泡の排出

はセル電圧低減の重要なファクターである。 

アノードと電解質膜間のスペースを 25～200 m としたな

かでは、25 m が最もセル電圧が低かった。 

開孔率の異なる DSE 電極を用いて分極特性を評価した結

果を Fig. 1 に示す。開孔率が小さな電極ほど電解質膜近傍面

の表面積、単位体積当たりの表面積ともに最大であるが、開

孔率 3%の電極は極低電流密度領域を除きセル電圧が高かっ

た。開孔率 22%と 44%では大きな差は認められなかったが、

400 mA cm
-2付近の高電流密度域では電極面の平坦化のロー

ル処理をしていない開孔率 22%の電極が最も高い分極特性

を示した。この事は電極の有効面積を大きくするためには表面に付着する酸素気泡の低減が重要でメッシュ

形状により制御可能である事を示している。 
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Method of activity determination for electrohydrogenation of toluene 

⃝Bao Yun1, Teko Napporn2, 3, Kohei Nagai1, Yuji Kohno1, Koichi Matsuzawa1, Shigenori Mitsushima1, 2 

Green Hydrogen Research Center, Yokohama National University 1, Institute of Advanced Sciences, Yokohama 
National University2, IC2MP UMR 7285 CNRS, University of Poitiers3

Introduction
  In recent years, the organic hydride used to store hydrogen and 

renewable energy have received significant attention as energy 
carriers1). Carbon-supported precious metal electrocatalysts are 
reasonable candidates for hydrogenation reaction of a membrane 
electrolyzers as an improved synthesis process for organic hydrides. 
However, the actual charge transfer activity of electrohydrogenation 
of toluene on the catalyst have not been precisely determind2). 

 In this investigation, the electrohydrogenation of toluene on Pt/C 
has been studied as a function of the adsorption time of toluene on the 
electrode and the position of the electrode from toluene / sulfuric acid 
interface. 
Experiment

 A glassy carbon electrode coated with 20 μm cm-2 of Pt/C 
(TEC10E50, TKK) was used as the working electrode in a three-
electrode-cell system. At first, the catalyst layer was immersed in 0.5 
mole L-1 sulfuric acid solution before the addition of toluene. The 
electrode was placed under the two-phase boundary of toluene 
(anhydrous 99.8% Sigma-Aldrich) and 0.5 mole L-1 sulfuric acid 
(95% Wako).The electrode position h was defined as the height above 
the boundary for the 10 mm length of the catalyst layer. 

 The charge transfer controlled current was determined by the 
extrapolation to the time of potential step for chronoamperogram as a 
function of square root of time. The potential was step to 0.05 V vs. 
RHE from rest potential at 60 oC. The adsorption time is the interval 
of the chronoamperometry. 
Results and discussion 

 Figure 1 shows the charge transfer controlled current at 0.05 V vs. 
RHE as a function of the adsorption time. The current increased with 
the adsorption time. The maximum steady state current were obtained 
around 300 min of adsorption for immersed at h = 0 mm. Above h = 
7.5 mm, reaction almost reached the maximum earlier than 120 min. 
Toluene reactivity on the catalyst layer was enhanced by closing the 
boundary, which might be assisted by the carbon support surface of 
Pt/C. However the current decreased with the increase h, the height 
of electrode. Direct contact of electrode and liquid toluene might poison the active site on Pt. 
     Figure 2 shows the evolution of the charge transfer controlled current at 0.05 V vs. RHE with the electrode height. 
The current decreases linearly when h increases. However h = 7.5 mm, the current measured was 0.6 mA cm-2. At this 
position, the level was above that of sulfuric acid solution. Therefore, the meniscus region should be active and 
difficult to analyze. The condition of immersion during 240 min of the adsorption thine should be suitable that provides 
the actual charge transfer data for the toluene electrohydrogenation reaction. 
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電位規制バイオリアクターの環境分野への適用

○浜本 修 1，松浦宏昭 1，江頭 港 2，高橋潤一 3（埼玉工大 1，日大生物資源 2，帯広畜産大 3）

Potential Controlled Bio-reactors for Wastes Treatments Application 
Osamu Hamamoto,1 Hiroaki Matsuura,1 Minato Egashira,2 and Junichi Takahashi3 (Saitama Institute of Technology,1 

College of Bioresource Science Nihon Univ.,2 Obihiro Univ. of Agriculture and Veterinary Medicine 3 )  

１．目的 

 従来の生物膜法や流動床に微生物を担持する方式のバイオリアクターでは、投入する基質の調節や酸化還

元性物質の添加、導入によって、リアクター内の酸化還元性の最適化を図っていた。一方、電位規制バイオ

リアクターでは微生物や酵素を担持する導電性基材を充填層や流動床として利用し、酸化還元電位を pH や

基質の性状とは独立して制御できるため、環境分野における好気性や嫌気性の生物処理において適用範囲が

拡大した。

この独立した制御によって、最適 pH 領域からのずれを電極電位で補償することや、同じ pH 領域でも電極

電位を制御することによって反応に選択性をもたせることができるようになった。前者の電位補償の例とし

ては pH 変動に対するメタン発酵（メタン生成菌）1 や乳酸発酵（乳酸菌）2 の活性維持があり、後者はメタ

ン発酵を抑制して水素生産を有利にする制御法 3 などがある。今回は、リアクターの制御法研究を目的とし

て活性汚泥法の水処理施設において、余剰汚泥（常温）と高温発酵消化液（約 60℃）との熱交換器を複極式

積層電池構造にして電力と熱を回収する電池型熱交換器 4 を用いたとき、上水施設を想定した生物膜による

緩速ろ過装置に導電性基材の充填層を用いたとき、およびメタン発酵を電位規制によって抑制したときの処

理液の電気化学的な性状について検討した。

２．実験および結果、考察 

 生物処理直後には、微生物由来

と考えられる酸化還元物質が、表

面処理を施した炭素電極を用いる

サイクリックボルタンメトリーに

よって高感度に検出された。この

酸化還元物質の検出によって処理

の状況を連続的にモニタリングし、

例えば常に十分な濃度が維持され

るようにリアクターを制御し、活

性を維持して行けることが判った。 

(1) N.Matsumoto, O.Hamamoto, J.Takahashi, K.Umetsu, Proceedings of 2003 Annual Meeting of the Society of 
Agricultural Structures, Japan, C-24, 146 (2003) 

(2) 高橋潤一，2012 年度採択 文科省科研費補助事業 基盤研究 C（2012） 
(3) O.Hamamoto, Y.Nakamura, T.Yamashiro, K.Umetsu, J.Takahashi, S.Maruyama, S.Uchiyama, T.Katoh, A.Nagishi, 

K.Nozaki, ACEC 2010, Kumamoto, 1B09 (2010) 
(4) J.Takahashi, Proceedings of Renewable Energy, Yokohama, O-Bm-10-2, (2010) 
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Pt電極電極電極電極上での上での上での上での H2O2の還元に伴う電気化学振動の還元に伴う電気化学振動の還元に伴う電気化学振動の還元に伴う電気化学振動

――――Na2SO4またはまたはまたはまたは K2SO4の添加によるの添加によるの添加によるの添加による 3種類の振動現象―種類の振動現象―種類の振動現象―種類の振動現象―

○川﨑裕和
1
，原大輔

1
，菊池光延

1
，山田祐理

1
，中西周次

 2
，向山義治

 1
（東京電機大

1
，大阪大

2
）

Three Types of Electrochemical Oscillations during H2O2 Reduction on Pt electrode by addition of Na2SO4 or K2SO4  

Hirokazu Kawasaki
1
, Daisuke Hara

1
, Mitsunobu Kikuchi

1
, Yuri Yamada

1
, Shuji Nakanishi

2
 and Yoshiharu Mukouyama

1
 

(Tokyo Denki Univ.
1
, Osaka Univ.

2
)

１．１．１．１．はじめにはじめにはじめにはじめに    

    これまでの研究で，硫酸水溶液中における Pt電極上での H2O2の還元反応に伴い，9種類もの電気化学振動

（振動 A～Iと呼ぶ）が出現することを見出している。そのうち，2 種類（振動 Hと I）については溶液に Na2SO4

や K2SO4 等の塩を添加したときに出現する 1-3。一般に振動の発生には負性微分抵抗（Negative Differential

Resistance, NDR）が関与しており，振動 Hの発生には吸着 OHの生成による NDRが関与していることが分か

っている 1,2。本研究では，振動 Iに関与する NDRとその発生機構を検討した。さらに，最近 3 つ目の振動（振

動 J と呼ぶ）が出現することを見出したので，その発生条件も検討する。 

２．２．２．２．実験実験実験実験    

    電気化学測定には三電極方式を用いた。作用極には Pt-disc（直径 2 mm），対極には Pt-wire，参照極には硫

酸水銀電極を用いた。ただし，電位は標準水素電極（SHE）基準に換算した。0.1 M H2SO4 + H2O2 + Na2SO4

水溶液および 0.1 M NaOH + H2O2水溶液を電解液に用いた。 

３．結果と３．結果と３．結果と３．結果と考察考察考察考察    

    図 1 に酸性溶液を用いたときの電位規制下における電流(I)－電位(E)曲線を示す。Na2SO4を添加していな

いときは振動 Aと B が出現した（a, b）。塩が存在するとき H2O2還元が起こると，電極表面の pHが塩基性と

なる。そのため，溶液に Na2SO4を添加すると振動 A と B は出現しなくなったが，約-0.85 V において振動 I

が出現した（c, d）。また，H2O2の濃度が高いときには約-1.15 V において振動 J も出現した（d）。このような

塩の影響は K2SO4を添加しても同様であった。振動 I と J は NaOH 溶液でも出現し（図 2），それぞれ振動 A

と Bに対応している。これを基に振動 Iと Jに関与する NDRと発生機構を検討している。 

(1) Y. Mukouyama, M. Hasegawa, S. Yamamoto, S. Nakanishi, H. Okamoto, ECS Trans., 58 99, (2014). 

(2) Y. Mukouyama, M. Hasegawa, S. Nakanishi, ECS Trans., 64 11, (2015). 

(3) Y. Mukouyama, M. Hasegawa, S. Nakanishi, ECS Trans., 64 49, (2015). 

図2 NaOH溶液を用いたときの

I-E曲線. 

図 1 H2SO4溶液を用いたときの I-E曲線.

（a, b）Na2SO4添加なし，（c, d）Na2SO4添加あり
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Pt電極上で電極上で電極上で電極上でのののの H2O2還元に伴う電気化学振動還元に伴う電気化学振動還元に伴う電気化学振動還元に伴う電気化学振動

－－－－Na2SO4もしくはもしくはもしくはもしくは K2SO4の添加によるカオス振動－の添加によるカオス振動－の添加によるカオス振動－の添加によるカオス振動－
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Chaotic Oscillation in H2O2-H2SO4- Pt Electrochemical System 

Daisuke Hara,
1
 Hirokazu Kawasaki,

1
 Yuri Yamada,

1
 Hironobu Kikuchi,

1
Shuji Nakanishi,

2
 and Yoshiharu Mukouyama,

1
 

(Tokyo Denki Univ.,
1
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2
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１．はじめに１．はじめに１．はじめに１．はじめに    
酸性溶液中の Pt 電極上での過酸化水素の電気化学的還元反応（H2O2 + 2H

+
 + 2e

- 
→ 2H2O）において，吸着

水素（upd-H）が生成する電位で電流の周期的な振動（振動 A と呼ぶ）が発生する
1
。また，Na2SO4や K2SO4

などの塩が溶液に存在するとき過酸化水素の還元が起こると，電極表面の pH が上昇する 2,3。最近，振
動 A に対する塩の影響を詳しく調べたところ，振動の波形が分岐しカオスとなることを見出した。カオス
の出現は非線形ダイナミックスの観点から興味深く，本研究では波形の分岐挙動を調べた。 

２．実験２．実験２．実験２．実験    
0.10 M H2SO4 + 0.20 M H2O2 に 0.20 M の Na2SO4 を添加した溶液を電解液とし，三電極方式の電気化学測定

を行った。作用極にはメニスカス配置にした白金ディスク電極（直径：約 2.5mm）を，対極には白金線を，
参照極には硫酸水銀電極を使用した。ただし，電位は標準水素電極（SHE）に換算した。 

３．結果および考察３．結果および考察３．結果および考察３．結果および考察    
塩（Na2SO4）添加前後の電流（I）－電位（E）曲線を図 1 に示す。[H2O2] = 0.20 M の場合，I－E曲線の特

徴は塩の有無に依存せず，振動 A が出現する。ただし，塩がないときは振動 A の波形は安定していたが，塩
を添加すると波形が時間とともに分岐する。図 2 に波形が分岐する様子を示す。振動発生電位に設定後しば
らくすると，周期 4 のパターンが出現する（a）。その後，周期 3→カオス→周期 2→周期 1 の順に変化する 

（b～d）。K2SO4 を添加しても波形が分岐した。周期 1 の振動は正と負のフィードバック機構の相互作用によ
って一般的に説明することができるが，波形がカオスとなるにはもう一つの負のフィードバック機構が関与
している

4
。したがって，塩の添加による pH の上昇効果が，負のフィードバックを生んでいると考えられる。

図 1 I‐E曲線. 溶液: 0.10 M H2SO4 + 0.20 M H2O2 + x M Na2SO4. (a) x = 0 M, (b) x = 0.20 M.

図 2 振動 A の波形が分岐する様子（電位:-0.085V）. 溶液: 0.10 M H2SO4 + 0.20 M H2O2 + 0.20 M Na2SO4.

(1) Y. Mukouyama, H. Hommura, S. Nakanishi, T. Nishimura, Y. Nakato, Bull. Chem. Soc. Jpn., 72, 1247 (1999). 

(2) Y. Mukouyama, M. Hasegawa, S. Yamamoto, S. Nakanishi, H. Okamoto, ECS Trans., 58, 99 (2014). 

(3) Y. Mukouyama, M. Hasegawa, S. Yamamoto, S. Nakanishi, H. Okamoto, ECS Trans., 64, 11 (2015). 

(4) Y. Mukouyama, H. Kawasaki, D. Hara, S. Nakanishi, J. solid state Electrochem., Published online: 28 March 2015. 
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サイズ効果による IrO2ナノシートの酸素発生反応活性の向上 

 
○滝本大裕、石田貴信、綾戸勇輔、望月 大、杉本 渉（信州大） 

 
Effect of the IrO2 nanosheets size on the oxygen evolution reaction activity 

Daisuke Takimoto, Takanobu Ishida, Yusuke Ayato, Dai Mochizuki, and Wataru Sugimoto (Shinshu Univ.,) 
 

 
 

１．目的 
水電解はクリーンな水素製造法であるが、アノードにおける酸素発生反応過電圧が高く、エネルギーロス

が大きい 1)。アノードには高い酸素発生反応（OER）活性と耐久性を有する IrO2が適しているが、OER 活性
の向上に向けて高比表面積化や高活性化が望まれる。我々は、厚さ 1.5 nm程度の IrO2ナノシートの合成に成

功しており、OER 活性を有することを報告した 2)。本研究では OER 活性の向上と、シートサイズに着目し小
型化した IrO2ナノシートを合成し、OER 活性向上の因子を検討した。 

２．実験 

IrO2と K2CO3を混合したペレットを Ar 流通下 750Cで仮焼成し、続いて Ar 流通下 780Cで本焼成して層
状イリジウム酸カリウムを得た。得られた層状イリジウム酸カリウムを 1 M HCl を用いてプロトン交換を行
い、層状イリジウム酸を得た。得られた層状イリジウム酸にテトラブチルアンモニウムヒドロキシド水溶液

を加え、7日間振とう処理した。これを遠心分離して上澄み液の単層 IrO2ナノシートを得た（IrO2ns(normal)）。
この IrO2 ナノシートコロイドに対してホモジナイザー処理を 30 分間行うことで小型ナノシートを得た

（IrO2ns(small)）。得られたナノシートをグラッシーカーボン電極に 25 g (cm-geo)‒2となるように滴下し、そ

の後 150 倍希釈した 5 wt.% Nafion を滴下して試験電極を作製した。電気化学測定は、対極にカーボンファイ
バー、参照極に可逆水素電極（RHE）を使用し、0.5 M H2SO4 (25oC)中で OER 活性（E=1.0→1.7 V vs. RHE@10 
mV s‒1, =0 rpm）を評価した。 

３．結果および考察 

ホモジナイザー処理を 30分間行うことで、IrO2ナノシートの平均サイズが 258 nmから 111 nmまで減少し

たことを AFM で観察した。ナノシートの厚みは、ホモジナイザー処理により変化しなかった（1.5±0.4 nm）。
種々の IrO2ナノシートにおける OER活性をサイクリックボルタンメトリーで評価した（Fig. 1）。その結果、
小型処理した IrO2ナノシートの 1.7 V vs. RHE における OER 電流は、881 A (g-IrO2)‒1で、IrO2ns(normal)よりも
2 倍高かった（IrO2ns(normal); 451 A (g-IrO2)‒1）。サイクリッ

クボルタモグラムで得られた IrO2ns(normal)と IrO2ns(small)
の 2 mV s‒1における疑似二重層容量は、それぞれ 423と 514 
F (g-IrO2)‒1で、ナノシートサイズの小型化により 1.2倍向上
した。これは、IrO2ns(small)表面へのアニオン種の特異吸着
と Redox 容量の増加に起因することがサイクリックボルタ
モグラムからわかった。IrO2ns(normal)と IrO2ns(small)の電
気二重層容量は、それぞれ 107 と 112 F (g-IrO2)‒1で同様で

あった。これらの結果から、ナノシートサイズの小型化に

よる疑似二重層容量の増加は、アニオン種が電極内部まで

到達しやすい電極構造になっている、または Redox 反応サ
イトが増加したことが考えられる。すなわち、電極の多孔

率が増加した、または小型化によりエッジが Redox 反応サ
イトとして機能していることが考えられる。これらの因子

により、ナノシートの小型化が OER活性の向上に貢献でき
たと考えた。 

 
参考文献 
1. E. Antolini, ACS Catal., 4, 1426 (2014).   
2. W. Shimizu, T. Ishida, S. Miyasaka, Y. Ayato, and W. Sugimoto, The 227th ECS meeting, Chicago, USA (2015). 

Figure 1. 2 種のシートサイズからなる

IrO2 ナノシートのサイクリックボルタモ

グラム（0.5 M H2SO4 (25oC), 10 mV s‒1） 
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Solid-Liquid Interface Behavior of Solvent Molecule in Fumed Silica-Electrolytic Solution Coexisting System 
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１．目的 

 酸化物微粒子と電解質溶液が共存する固液共存系においては、固相近傍における液相の挙動が固相界面か

らの影響を受け、電解質の溶媒和構造やイオン伝導度などがバルクとは異なる物性を示すことが報告されて

いる 1。固液界面での溶媒及び電解質の物性や固液共存系での物質移動現象の解明は、リチウムイオン電池を

はじめとする実用二次電池内部の物質輸送の高効率化を達成する上で重要である。fumed silica は自己凝集性

をもつアモルファスシリカナノ粒子であり、合剤電極のモデル系として適している。本研究では、濃度の異

なる LiClO4の水および炭酸プロピレン（PC）溶液（以下 LiClO4/H2O, LiClO4/PC）と fumed silica を種々の固

液分率となるように混合し、1
H NMR スペクトルや T1および T2緩和時間測定を中心に観測を行い、溶媒分子

が固液ヘテロ界面から受ける影響、およびその液相分率依存性について考察を行った。 

２．実験 

 所定量の親水性 fumed silica（平均一次粒子径 12 nm、比表面積 200 m
2
 g

-1、日本アエロジル社製）に所定濃

度の LiClO4/H2Oまたは LiClO4/PCを加えて十分に混練（PC溶媒の場合は Ar雰囲気下）したものを試料とし、

Varian Unity INOVA 400で 1
H NMRスペクトル測定を行った。液相分率は、90～100 vol％の範囲で変化させた。

さらに 1
H核磁気緩和観測用の Xigo nanotools 社製 Acorn area を用いた T1, T2緩和時間測定を行った。

３．結果および考察 
1
H NMR スペクトル観測の結果、水溶液系、PC系共に得られた全てのシグナルは、電解質濃度に依らず液

相分率の減少に伴って高磁場シフトすることが確認された。これは fumed silica 表面の負電荷によって溶媒 

分子の 1
H核近傍の電子密度が増加したためと考えられ、含水率の減少に

伴い fumed silica 表面-溶媒分子間の相互作用が強くなることを示唆して

いる。さらに 0.5％程度の固相分率（液相厚み 30 nm程度）でもシグナル

の顕著な広幅化が確認され、微量の固相の存在が溶媒の運動性を著しく

低下させていることが明らかとなった。Fig. 1 に T2緩和時間の液相分率

依存性を示した。PC系では T2の液相分率依存性が水溶液系よりも相対的

に小さく、PC 分子の fumed silica 表面との相互作用が水分子の場合より

も小さいことを示している。また水溶液系では 99%以下の液相分率で

T1>>T2となった。これは fumed silica 表面-水分子間の相互作用による水分

子の mobilyの極端な低下のため、1
H NMR における「極度先鋭化条件」

が成立していないことを示している。一方、電解質濃度依存性は PC系の

方が水溶液系よりも顕著であり、PC 分子の mobility は Li
+イオンへの溶

媒和によって減少するが、fumed silica 表面はその溶媒和構造にほとんど

影響を与えないと考えられる。Li
+イオンへの水和数は約 6 であり、1 L

中には約 56 mol もの水分子が存在する。一方で Li
+イオンへの PCの溶媒

和数は約 4であるが、1 L中には約 12 mol の PC分子しか存在しない。

従って電解質濃度の等しい水溶液と PC溶液を比較した場合、溶媒和する

分子の割合は PC溶液の方が圧倒的に高い。そのため PC 溶液中では電解

質濃度の上昇に伴って溶媒和構造の急速な発達と水素結合ネットワーク

の成長により溶液粘度が急激に増大する。その結果、液相分率の大小に

かかわらず T2は低下し、fumed silica 表面は発達した溶媒和構造と水素結

合ネットワークにもはやほとんど影響を与えないと考えられる。 

本研究は CREST-JST プロジェクト研究領域「エネルギー高効率

利用のための相界面科学」の助成の元に行われた。 

４．引用文献 

(1) M. Mizuhata, et al., J. Mol. Liq., 83, 179 (1999). 
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低抵抗透明多孔質電極を用いた高速応答エレクトロクロミック表示素子 

○渡邉雄一，末森浩司，星野 聰（産総研）

Fast-response Electrochromic Display Cell with Low-resistivity Transparent Porous Electrode 
Yuichi Watanabe, Kouji Suemori, and Satoshi Hoshino (AIST)

１．目的 

エレクトロクロミック（EC）表示素子は，透明と着色状態とを可逆的に制御できるため減法混色によるフ
フルカラー反射型ディスプレイへの応用が期待されている．均一系の EC反応では作用電極への EC色素の物
理拡散速度で応答速度が律速されてしまうため，ディスプレイレベルの応答速度は通常得られない．そこで，

表面上に EC 色素を担持固定化した TiO2多孔質電極を用いて，非拡散系とすることで着消色反応速度を向上

させる方法が試みられているが，TiO2 の高抵抗性が応答速度向上の阻害要因として働く可能性も否めない．

本報では，TiO2 の代わりに低抵抗酸化物による透明多孔質電極を利用し，応答速度を従来よりも大幅に改善

した高速応答性 EC素子の特性に関して報告する． 

２．実験 

TiO2，ITO，ATO ナノ粒子分散液を FTO ガラス電極上にスピンコート製膜し，ナノ粒子堆積型多孔質電極
を作製した．TiO2及び ITO多孔質電極を大気下 150 °Cで 1時間アニール処理した後，ホスホン酸基を有する
ビオロゲン誘導体（VD）20 mM 水溶液中に 24 時間浸漬し，EC材料を多孔質電極表面に化学修飾固定した．
ATO 多孔質電極は大気下 450 °Cで 1時間アニール処理を行った．VD吸着 TiO2または ITO多孔質電極を作用
極，ATO多孔質電極を対極とし，50 mスペーサーを介してはり合せた電極間に LiClO4 100 mM を含む-ブ
チロラクトン電解液を注入し，EC素子を構築した（Fig.1）．各 EC素子において，作用極を基準として–2.0 V
を 10 秒間印加した後，0 Vを 10 秒間印加した際の吸光度の時間変化を測定し，応答特性を評価した． 

３．結果および考察 

Fig.2 に各 EC 素子に電圧を印加した際の吸光度変化

の測定結果を示す．グラフ左側が–2.0 V 印可直後，右側
が–2.0 Vから 0 Vに切り替えた直後の 1秒間の吸光度変
化を拡大した図となっている．–2.0 V 印可から吸光度変
化が最大値に到達するまでの時間は，TiO2 多孔質電極

素子では 0.8 sかかったのに対し，ITO多孔質電極素子
では 0.3 sであった．また 0 V 印可時の消色時の吸光度
変化応答では，TiO2多孔質電極素子では 1 s 以上経過後
も消色しきらず色が残っているのに対し，ITO多孔質電
極素子では吸光度変化測定間隔である 0.1 s 以内に消色
反応が完了した．

この多孔質電極 EC 素子の着消色応答速度の違いは，

作用極側の多孔質膜の抵抗の差に起因していると考え

られる．TiO2及び ITO 多孔質膜の体積抵抗率は，それ

ぞれ 1.12×105，41.7 •cmであった．TiO2多孔質膜の抵

抗率は非常に大きいため，下地の FTO 導電膜近傍の

TiO2 粒子上では電圧印可直後に吸着 VD の良好な応答

が得られても，FTO 導電膜から離れた粒子上では電極

抵抗によって応答に制限がかかり，全体の反応完了まで

に時間がかかっていると考えられる．一方 ITO 多孔質

膜は抵抗率が低いため，多孔質膜全体で電圧印可直後か

ら良好な応答が起こり，高速で反応が完了していると考

えられる．発表では特性の詳細について報告する． Fig.2 Change in absorbance of the EC cell employing 
VD-modified TiO2 or ITO porous working electrode. 
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アニオン交換膜を用いた水電解装置における電解溶液の検討

○中村友香 1, 杉山翔太 2, 伊藤 博 3, 中納暁洋 3, 長谷川裕夫 3, 石田政義 3（東工大 1，産総研 2）

Study of Electrolyte Solution for the Polymer Electrolyte Water Electrolyzer Using an Anion Exchange Membrane 
Yuka Nakamura,1 Shouta Sugiyama,2 Hiroshi Ito,3 Akihiro Nakano,3 ,Yasuo Hasegawa3 and Masayosi Ishida3

(Tokyo Institute of Technology,1 Tsukuba University,2 AIST.3) 

１．目的 

アニオン交換膜（AEM）を用いた水電解装置は, プロトン交換膜（PEM）水電解装置が有する広い負荷応

答性を維持しながらも, セル・スタックの大幅なコスト削減が期待できる水電解装置である.AEM 水電解装置

では，これまでの研究から希釈アルカリ溶液を循環液に用いることが適切であると考えられる．本研究にお

いては，アニオン種や濃度の異なる希釈アルカリ溶液を循環液に用いた電解試験を行い，その比較検討を行

った．

２．方法 

Fig.1 に本実験に用いた水電解セルの部

材構成を示す．本セルは JARI 標準セルを

水電解用に改造したもので，電極面積は

28cm2 である．電解質膜-電極接合体(MEA)
はアニオン交換膜(Tokuyama, A-201)，触媒

層，ガス拡散層(GDL)から成り，ここでは

MEA 作製にあたり，AEM(Tokuyama, A201)
に電極触媒を塗布する CCM (Catalyst 
Coated Membrane) 法を採用した. アノー

ド，カソード共に，触媒バインダーとして

アイオノマー(Tokuyama, AS-4)用いて作成

した．アノード GDL は，基体に Ni foam を，

カソード GDL については，基体にカーボンペーパーをそれぞれ用いた．  
希釈アルカリ溶液には，KOH 水溶液を用い，濃度を変化させて性能の比較を行った．なお，循環液はいず

れもアノード側のみへ流量 20[ml/min]で供給し，カソード側への供給は行わなかった．セル温度は 50℃，圧

力は常圧で運転した．また水素発生量を精密に測定するため，石鹸膜流量計を用いて流量の計測を行った．

３．結果および考察 

Fig.2 にアノード側循環液として，

0.01[mol/L] と ， 0.005[mol/L] の

KOH 水溶液を用いた場合の水電解

時の電流－電圧特性を示す．両者と

も 500mA/cm2 以上の電流密度まで

安定した電解を行うことができた．

両者の比較においては，濃度の高い

0.01[mol/L]KOH 水溶液を用いた場

合の方が，電解電圧が低く推移し，

電解性能に優れることが分かる．

一方で，水素発生におけるファラ

デー効率は，両者に顕著な差は見ら

れず，常時 95%以上の効率が得られ

た．
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