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★

LiTf2N-ジグライム溶液の誘電緩和スペクトル
（産総研, Univ. of Regensburg, 日大工, 新潟大院自然, 横国大院工）
○金久保 光央, Sonnleitner Thomas, Buchner Richard, 児玉 大輔, 牧野 貴至, 土井 寛
之, 梅林 泰宏, 渡邊 正義

P002

偏光ラマン分光法で測定したイオン液体中のクロロホルムの配向緩和時間と二成分溶液の
構造
（学習院大理）○稲岡 駿, 岩田 耕一

P003

ミクロ相分離イオン液体が示すソルバトクロミズムの理論的評価
（京大院工, 京大 ESICB）長岡 卓弥, ○中農 浩史, 佐藤 啓文

P004

シリコーンイオン液体中での過渡回折格子法による分子拡散係数
（金沢大院自然科学, 同志社大理工）○松下 裕貴, 合歓垣 慎也, 遠藤 太佳嗣, 木村 佳文,
高橋 憲司

P005

動的共有結合によって疎水性度を制御可能なイオン液体の合成
（金沢大理工, 金沢大新学術創成）○島田 悠実子, 黒田 浩介, 仁宮 一章, 高橋 憲司

P006

エーテル酸素原子を側鎖に有するピロリジニウム系イオン液体の合成と評価
（慶應大理工）○吉井 一記, 立川 直樹, 片山 靖

P007

分子動力学法による[Li(G3)][TFSA]の構造解析シミュレーション
（工学院大）○山本 航, 高羽 洋充

P008

金属イオンを用いた磁性イオン液体の合成とその物性に関する研究
（香川大院教育, 香川大教育）福井 信夫, ○高木 由美子

P009

ハイドロフルオロエーテル希釈系リチウム－グライム錯体系溶媒和イオン液体の液体構造
に関する研究
（新潟大院自然, 山口大, 産総研, 電中研, 横国大工, 山形大理）○齊藤 蒼思, 上野 和英, 土
井 寛之, 渡辺 日香里, 都築 誠二, 関 志朗, 獨古 薫, 渡邉 正義, 亀田 恭男, 梅林 泰宏

P010

イミダゾリウム系イオン液体＋アルコール混合溶液の相分離挙動に関する研究
（室蘭工大院工）○今 貴紀, 下村 拓也

P011

イオン液体混合物の相分離挙動に及ぼすアルキル鎖長効果
（室蘭工大院工）○下村 拓也, 杉山 允一

P012

メソポーラスシリカ SBA-15 への Emim[EtSO4]の導入と吸着特性の検討
（信州大理）○是兼 由李子, 飯山 拓, 尾関 寿美男

P013

イミダゾールや 2-メチルイミダゾール、4-メチルイミダゾールと酢酸からなる擬プロトン
性液体のイオン伝導性と液体構造
（新潟大院自然, 山形大理）○土井 寛之, 渡辺 日香里, 齊藤 蒼思, 亀田 恭男, 梅林 泰宏

P014

ルテニウム錯体系イオン液体の熱物性に対するアニオンおよび置換基の影響
（神戸大理）○冨永 拓海, 上田 嵩大, 持田 智行

P015

分枝型置換基を導入したルテニウム錯体系イオン液体の液体物性
（神戸大院理）○東 智美, 上田 嵩大, 持田 智行

P016

エーテル側鎖を有するキレート型金属錯体系イオン液体の合成と性質
（神戸大院理）○Lan Xue, 持田 智行

P017

小角 X 線散乱およびラマン散乱によるイオン液体中の二酸化炭素吸蔵状態
（千葉大院融合科学）○森田 剛, 奥村 脩平, 西川 恵子

P018

取り下げ

P019

LCST 近傍の 3 つの温度における[P4444]CF3COO－H2O 混合系のゆらぎ
（千葉大院融合科学, 東農工大工）○二田 郁子, 森田 剛, 岡藤 亮佳, 大野 弘幸, 西川 惠子

P020

[DEME]BF4 水混合系の動的構造に関する研究
（創価大院工, 防衛大応化）○金子 和義, 才原 浩司, 吉村 幸浩, 清水 昭夫

P021

イオン液体中に閉じ込められた２つの状態の水
（創価大工, 防衛大応化）才原 浩司, 太田

P022

総一, ○吉村 幸浩, 清水 昭夫

イオン液体中の解離性プロトン濃度調整による両親媒性分子の自己組織化制御
（東農工大院工, 東農工大機能イオン液体研究拠点, 東大院工）○武内 弘明, 一川 尚広,
吉尾 正史, 加藤 隆史, 大野 弘幸

P023

温度により可逆的に相状態を制御できる zwitterion/水二相系の設計
（東農工大院工, 東農工大機能イオン液体研究拠点）○三重野 裕貴, 大野 弘幸

P024

中性子散乱で観た液晶性イオン液体のダイナミクス
（東大物性研, NIST NCNR, CROSS 東海, 原子力機構 J-PARC, 東大院工, 横国大院工）
○根本 文也, 古府 麻衣子, 長尾 道弘, 山田 武, 柴田 薫, 上木 岳士, 北沢 侑造, 渡邉
正義, 山室 修

P025

アルキルジエチレントリアミン系プロトン性イオン液体における銅(II)イオンの錯形成
（奈良女子大院人間文化）○中山 知佐世, 飯田 雅康

P026

四級アンモニウム塩系ジェミニ型イオン液体の合成・物性と水溶液中における界面化学的
性質
（奈良女大院）○河合 里紗, 矢田 詩歩, 吉村 倫一

P027

リン系イオン液体水溶液の密度、粘度、熱物性
（日大院工, 日大工, 産総研再生可能エネルギーセ, 産総研化学プロセス研究部門, 日本化
学工業）○山 拓司, 李 賀, 児玉 大輔,

Qazi Umair Yaqub, 黒坂 万里子, 前田 哲彦, 牧

野 貴至, 増田 善雄, 金久保 光央, 水口 洋平, 渡邉 努
P028

イオン液体中に閉じ込められた水を用いた凍結保存
（防衛大材料, 防衛大応化）○阿部 洋, 竹清 貴浩, 吉村 幸浩

P029

イオン液体中に閉じ込められた水の物性：水のケミカルシフトと Jones-Dole B 係数との相
関
（創価大工, 防衛大応化）才原 浩司, 吉村 幸浩, ○清水 昭夫

P030

コンフォメーション間体積差から見たイオン液体と分子性液体の特徴
（防衛大応化, 防衛大材料）○竹清 貴浩, 阿部 洋, 吉村 幸浩

P031

DEME 系カチオンを有するイオン液体の合成と物性
（立命館大院生命科学, 防衛大応化, 防衛大材料）○野田 知花, 柘植 周, 金子 光佑, 吉村
幸浩, 阿部 洋, 花﨑 知則

P032

イオン液体の不均一構造と粘度との関係：モード結合理論による研究
（名大院工）○山口 毅

P033

イオン液体及び反応試薬がセルロースのアセチル化反応の位置選択性に及ぼす影響
（京大院農）○阿部 充, 杉村 和紀, 西尾 嘉之

P034

リグニンスルホン酸の熱可塑性樹脂化へ向けたイオン液体型架橋の提案
（金沢大院理工、金沢大）○酒井 啓基, 黒田 浩介, 仁宮 一章, 高橋 憲司

P035

カルボン酸系イオン液体の CO2 吸収機構
（産総研, 佐賀大院工）○牧野 貴至, 梅木 達也, 金久保 光央

P036

イオン液体中におけるルテニウム錯体の還元に伴う二酸化炭素との相互作用
（上智大理工）○長尾 宏隆, 鈴木 智世, 住毋家 友香, 川口 祥子, 藤田 正博

P037

IV-SFG 法を用いたイオン液体/Pt 電極界面構造の Li+添加効果に関する研究
（東工大院理工, 関西大化学生命工, 上海大化学系）○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

P038

イオン液体中での一重項酸素と電子供与性分子による電荷移動消光反応の観測
（東工大院理工）○加藤 舞, 吉田 剛, 河合 明雄

P039

ギ酸系イオン液体の CO2 吸収に伴う会合体形成：ラマン分光法における解析
（同志社大院理工, 同志社大理工）○齋藤 佑磨, 八坂 能郎, 上野 正勝, 木村 佳文

P040

過渡回折格子法によるイオン液体中での光化学反応の熱力学
（同志社大院理工, 同志社大理工）○水谷 浩人, 八坂 能郎, 上野 正勝, 木村 佳文

P041

固体 Li-TFSI の疎水性イオン液体への可溶化
（防衛大材料, 防衛大応化）○小山 修, 阿部 洋, 吉村 幸浩

P042

イオン液体中のポリヨウ素イオン
（防衛大材料, 防衛大応化）○比留間 健太, 青野 祐美, 阿部 洋, 吉村 幸浩

P043

ヨウ素添加イミダゾリウム塩の光学特性
（防衛大）○青野 祐美, 恩地 経生, 宮崎 尚, 阿部 洋

P044

イオン液体の CO2 吸収量と TFSI- アニオンのねじれ角
（防衛大材料, 防衛大応化）○秋山 航一, 阿部 洋, 吉村 幸浩

P045

イオン液体に担持された金属錯体による電気化学的アンモニア合成
（名工大院工）○片山 精, 猪股 智彦, 小澤 智宏, 増田 秀樹

P046

CO2 還元触媒を指向したイオン液体構造を有する Nicyclam 錯体の開発
（名工大院工）○永井 琢也, 片山 精, 猪股 智彦, 小澤 智宏, 増田 秀樹

P047

テトラグライム-マグネシウム ビス(トリフルオロメタンスルホニル)アミド錯体の熱的・電
気化学的安定性
（横国大院工, 産総研）○鈴木 聡真, 寺田 尚志, 万代 俊彦, 都築 誠二, 渡辺 桂矢, 亀井
優太朗, 上野 和英, 獨古 薫, 渡邉 正義

P048

イオン液体の電気二重層特性と電場応答性デバイスへの展開
（横国大院工, 北大触媒研）○外池 里奈, 北沢 侑造, 安田 友洋, 渡邉 正義

P049

Glyme-Li[FSA] 溶媒和イオン液体のバルク物性と電気化学特性
（横国大院工）○池田 幸平, 多々良 涼一, 張 策, 上野 和英, 獨古 薫, 渡邊 正義

P050

周波数変調 AFM による Li 塩添加イオン液体電解液／チタン酸リチウム Li4Ti5O12(111)界
面の構造分析
（京大院工, 産総研）○内田 辰徳, 橘田 晃宜, 一井 崇, 宇都宮 徹, 杉村 博之

P051

イオン液体｜水界面を利用した金の樹枝状ナノファイバーの合成:2 つの液体の粘度比がフ
ァイバー構造に与える影響
（京大院工）○柿並 達也, 西 直哉, 天野 健一, 作花 哲夫

P052

イミダゾリウム系 FSA イオン液体のリチウム二次電池用電解質としての物性
（京大院エネ科, 京大エネ研）○西脇 絵里沙, 細川 誉史, 松本 一彦, 野平 俊之, 萩原 理加

P053

高 Na イオン濃度 FSA 系イオン液体を用いた中温作動型 Na 二次電池の挙動
（京大院エネ科, 京大エネ研, 住友電工（株））○三橋 和史, 山本 貴之, 松本 一彦, 野平
俊之, 萩原 理加, 福永 篤史, 酒井 将一郎, 新田 耕司

P054

疎水性イオン液体｜水界面における自発的な酸化還元反応を利用したポリチオフェン・金
複合体の作製
（京大院工）○矢島 郁実, 柿並 達也, 西 直哉, 天野 健一, 作花 哲夫

P055

イオン液体のナノ粒子形成における 1H および 19F NMR 解析
（京都薬大薬品分析学分野）○武上 茂彦, 渡辺 暉生, 小西 敦子, 北出 達也

P056

アミド系イオン液体中におけるトリス(2,2’-ビピリジン)ニッケル(II)錯体の電極反応
（慶應大理工）○高見澤 駿, 立川 直樹, 吉井 一記, 片山 靖

P057

エーテル酸素原子を側鎖に有するピロリジニウム系イオン液体電解液中における LiCoO2
薄膜正極の界面抵抗
（慶應大理工, ステラ

ケミファ（株）, （株）日産アーク, 日産自動車（株））○藤本 進

一郎, 立川 直樹, 吉井 一記, 西田 哲郎, 上口 憲陽, 今井 英人, 竹川 寿弘, 片山 靖
P058

プロトン性イオン液体のイオンビーム化と二次イオン質量分析（SIMS）の高感度化
（産総研）○藤原 幸雄, 齋藤 直昭

P059

双性イオンの合成と電解質としての評価(VII)-グラファイト負極への適用（リンテック, 上智大理工）○山口 征太郎, 藤田 正博, 竹岡 裕子, 陸川 政弘

P060

二次電池用電解質としてのイオン液体の合成と評価(V) -双性イオンの添加効果（上智大理工）○堀内 俊輔, 藤田 正博, 竹岡 裕子, 陸川 政弘

P061

スパッタ法で Pt ナノ粒子を分散させたプロトン性イオン液体を用いて作製した酸素還元
電極触媒
（阪大院工, 慶應大理工, 名大院工）○泉 礼子, 山路 佳佑, 吉井 一記, 津田 哲哉, 鳥本
司, 桑畑 進

P062

In-situ 型電気化学光電子分光法を用いたイオン液体/電極界面における溶質金属イオンの
拡散メカニズムの解明
（阪大院基礎工, 阪大院工）○楠本 将平, 廣垣 匡紀, 津田 哲哉, 桑畑 進, 福井 賢一, 今
西 哲士

P063

走査型電子顕微鏡によるリチウムイオン二次電池用次世代シリコン負極活物質の in
operando 観察
（阪大院工, 同志社大理工, 岩手大院工, 北陸先端大マテリアルサイエンス, 関西大化学生
命工）○佐野 輝樹, 陳 致堯, 津田 哲哉, 春田 正和, 土井 貴之, 稲葉 稔, 宇井 幸一, 大
島 義文, 山縣 雅紀, 石川 正司, 桑畑 進

P064

CB-RAM 用イオン液体の開発
（鳥大院工, 関東電化工業(株)，TiFREC, 鳥取大 GSC 研究センター）○山岡 弘貴, 原田
晃典, 東條 将太, 渡邉 浩平, 阪口 敦, 岸田 悟, 木下 健太郎, 伊藤 敏幸

P065

イオン液体添加による非晶性高分子材料の帯電防止機能と表面状態に関する研究
（東工大院理工, 東工大院総合理工, 日本乳化剤（株））○横藤田 敏之, 酒井 康成, 岩橋 崇,
林 智広, 原 正彦, 斉藤 雄太, 堀 哲也, 大内 幸雄

P066

赤外-可視和周波発生振動分光法を用いたイオン液体/分子性液体界面構造の研究
（東工大院理工, 富山大院理工，東北大院理，Sogang 大）○岩橋 崇, 石山 達也, 酒井 康
成, 森田 明弘, Kim Doseok, 大内 幸雄

P067

IV-SFG 法を用いたイオン液体/電解質水溶液界面構造の濃度依存性に関する研究
（東工大院理工, 京大院工）○大橋 光浩, 岩橋 崇, 酒井 康成, 西 直哉, 大内 幸雄

P068

IV-SFG 法を用いた[Cpmim][BF4]/Au 電極界面構造における水添加効果の研究
（東工大院理工, 上海大, Sogang 大）
○酒井 康成, 周 尉, 斉 成紫, 三輪 祐次郎, 岩橋 崇,
Kim Doseok, 大内 幸雄

P069

レーザーアブレーションによるイオン液体中での貴金属ナノ粒子の生成：カチオンのアル
キル鎖が粒子に及ぼす効果
（同志社大理工）○岡副 眞也, 八坂 能郎, 上野 正勝, 木村 佳文

P070

イオン液体修飾金微粒子の開発と触媒材料への応用
（名工大院工）○横井 健太郎, 北川 竜也, 猪股 智彦, 小澤 智宏, 増田 秀樹

P071

木材からのフラン化合物生成におけるイオン液体前処理の効果
（京都府大院生命環境, 東農工大院工, 森林総合研究所バイオマス化学研究領域）○古田
翔, 吉岡 康一, 宮藤 久士, 大野 弘幸, 山田 竜彦

P072

Photo-healable Ion Gels Using Tetra-arm Diblock Copolymers Containing Azobenzene
Group

(Yokohama National Univ.) ○Ma Xiaofeng, Usui Ryoji, Kitazawa Yuzo, Kokubo Hisashi,
Watanabe Masayoshi
P073

イオン液体およびボロン酸処理による木材の難燃化
（京都府大院生命環境, 越井木材工業（株）
）○横川 紀, 宮藤 久士, 荘保 伸一, 山口 秋生

P074

セルロースを溶解かつ発酵菌への毒性が小さいカルボン酸系 zwitterionic liquid の開発
（金沢大院理工, 金沢大）○黒田 浩介, 宮村 恭平, Heri Satria, 仁宮 一章, 高橋 憲司

P075

HPILC:高分子電解質の分子量分布測定を可能にするシステムの構築
（東農工大院工, 東農工大イオン液体研究拠点, 金沢大院理工）○黒田 浩介, 高橋 憲司,
大野 弘幸

P076

酸性イオン液体の in situ 合成による高効率なセルロースの加水分解
（金沢大院理工, 金沢大）○Heri Satria, 黒田 浩介, 仁宮 一章, 高橋 憲司

P077

イオン液体処理によるリグノセルロースからのフラン化合物の生成
（京都府大院生命環境）○横山 和沙, 宮藤 久士

P078

ワンポットバイオマスプロセスにおけるイオン液体の電気透析による回収
（金沢大院理工）○辰巳 真衣, 遠藤 太佳嗣, 仁宮 一章, 高橋 憲司

P079

イオン液体の木材接着への展開
（京都府大院生命環境）○中家 渚, 宮藤 久士

P080

有機分子触媒を用いたイオン液体中でのリグニン機能性材料の開発
（金沢大理工）○畑 綾乃, 小島 良介, 高見澤 勇太, 覚知 亮平, 仁宮 一章, 生越 友樹, 高
橋 憲司

P081

イオン液体－水系処理によるスギ分解物の解析
（京都府大院生命環境, 東農工大院工, 森林総合研究所バイオマス化学研究領域）○吉岡
康一, 宮藤 久士, 大野 弘幸, 山田 竜彦

P082

有機分子触媒能を持つイオン液体中でのリグニンの誘導体化
（金沢大院自然科学）○高見澤 勇太, 覚知 亮平, 遠藤 太佳嗣, 仁宮 一章, 高橋 憲司

P083

イオン液体処理による圧縮あて材の組織形態および化学成分変化
（京都府大院生命環境, 東農工大院工, 森林総合研究所）○神林 徹, 宮藤 久士, 大野 弘幸,
山田 竜彦

P084

イオン液体と大気圧プラズマを利用したリグニンの低分子芳香族化合物への変換
（金沢大院理工, 金沢大）○下村 魁, 黒田 浩介, 仁宮 一章, 高橋 憲司

P085

酸性イオン液体を触媒かつ溶媒とした木質系バイオマスからの酢酸リグニンの合成
（金沢大院自然科学）○上田 雄喜, 遠藤 太佳嗣, 仁宮 一章, 高橋 憲司

P086

疎水性かつ酸性のイオン液体を用いたセルロースの加水分解および発酵可能なグルコース
水溶液の回収
（金沢大院理工, 金沢大理工）○宮村 恭平, 黒田 浩介, 仁宮 一章, 高橋 憲司

P087

イミダゾリウム系イオン液体を溶媒かつ有機触媒として利用したセルロースの均一アセチ
ル化反応
（金沢大院自然科学, 金沢大理工）○山口 誠, 柴田 佳樹, 覚知 亮平, 遠藤 太佳嗣, 井改
知幸, 仁宮 一章, 前田 勝浩, 高橋 憲司

P088

イオン液体の有機触媒能を活用したセルロースの熱可塑性樹脂への化学変換
（金沢大理工, 金沢大院自然科学）○星野 莉那, 山口 誠, 伊藤 僚, 覚知 亮平, 遠藤 太佳
嗣, 井改 知幸, 仁宮 一章, 前田 勝浩, 高橋 憲司

P089

Raman Imaging of In Situ Biomass Degradation
（Kanazawa Univ., Brookheaven National Inst.）○Musat Raluca, Osawa Koj, Wishart
James, Ninomiya Kazuaki, Takahashi Kenji

P090

柔粘性結晶を用いた固体電解質の開発(IV)-LiFSA の添加効果（上智大理工）○宮地 ゆかり, 藤田 正博, 竹岡 裕子, 陸川 政弘

P091

籠状シリケート高分子の合成と電解質としての評価 (III)

-イオン液体含浸膜のイオン伝

導性（上智大理工）○奥田 寛大, 藤田 正博, 竹岡 裕子, 陸川 政弘
P092

双性イオン/酸複合体を用いたバイオマスの糖化(IX) -セルロース残渣の評価（上智大理工）○鈴木 栞, 藤田 正博, 竹岡 裕子, 陸川 政弘

P093

Tetra-n-butylphosphonium hydroxide 水溶液を用いた針葉樹の溶解挙動の解析
（森林総合研究所, 京都府立大院, 東農工大院）○山田 肇, 宮藤 久士, 大野 弘幸, 山田
竜彦

P094

イオン液体由来高分子電解質ゲルの相転移に及ぼす塩添加効果
（東農工大工, 東農工大機能イオン液体研究拠点, コロラド大）○岡藤 亮佳, 河野 雄樹,
大野 弘幸

P095

LCST 型相挙動を示すイオン液体/緩衝液二相系でのシトクロム c の電気化学的な分配制御
（東農工大院工, 東農工大機能イオン液体研究拠点）○池田 一磨, 藤田 恭子, 中村 暢文,
大野 弘幸

P096

イオン液体の密度はセルロース溶解に影響を及ぼす因子であるか？
（東農工大院工, 京大院農, 金沢大院自然科学, 東農工大機能イオン液体研究拠点）○佐
藤 大樹, 阿部 充, 黒田 浩介, 大野 弘幸

P097

イオン液体を用いた温和な条件下かつワンポットでのリグニンの低分子化と溶解
（東農工大院工, 東農工大機能イオン液体研究拠点）○志茂 瑞希, 鶴巻 晃子, 大野 弘幸

P098

水和コリニウム系イオン液体中に溶解したコンカナバリン A の糖鎖結合能の検討
（東農工大院工, 東農工大機能イオン液体研究拠点）○真田 美希, 藤田 恭子, 大野 弘幸

P099

イオン液体中の高分子セルロース間水素結合に関する理論研究
（分子研究, 九大）○石田 干城, 吉田 紀生

P100

イオン液体を用いた insulin amyloid 凝集の抑制効果
（防衛大応化, 防衛大材料）○山口 恵里佳, 竹清 貴浩, 阿部 洋, 吉村 幸浩

P101

テトラシアノボレートアニオン型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
と重合膜の特性解析
（和歌山高専, 横国大院, 富山大）○西畑 慶一, 綱島 克彦, 松宮 正彦, 小野 恭史

