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第 38 回有機典型元素化学討論会	 プログラム	 
	 
会	 	 期	 	 2011 年 12 月 7 日(水)，8 日(木)，9 日(金)	 
会	 	 場	 	 石川県立音楽堂邦楽ホール	 
主	 	 催	 	 有機典型元素化学討論会実行委員会	 
協	 	 賛	 	 日本化学会，日本薬学会，日本農芸化学会，有機合成化学協会	 
発表時間	 	 特別講演	 	 	 	 45 分	 
	 	 	 	 	 	 口頭発表	 	 	 	 16 分（発表 12 分，討論 3分 30 秒，交代 30 秒）	 
	 	 	 	 	 	 ポスター発表	 	 奇数番号は前半の 45 分，偶数番号は後半の 45 分	 
	 	 	 	 	 	 （ポスター板のサイズ	 幅 110cm，高さ 160cm）	 
	 
	 
【1日目	 2011 年 12 月 7 日(水)】	 
	 
8：55-9：00	 開会の挨拶	 
	 

【座長】伊藤敏幸（鳥取大院工） 
O-01 9：00-9：16	 
イソシアニドの付加反応を鍵とする新規 Passerini 型及び Ugi 型反応の開発	 
（金沢大院自然科学）○添田貴宏・小嶋優樹・田村	 要・宇梶	 裕・猪股勝彦	 
	 
O-02	 9：16-9：32	 
無溶媒条件下、一酸化炭素・酸素の混合気体を用いる、触媒量のセレンとジメチルエチレンジアミン
のみからの環状尿素 DMI 合成	 
（阪市工研）○水野卓巳・中井猛夫・三原正稔	 
	 

【座長】宇梶	 裕（金沢大院自然科学）	 
O-03	 9：32-9：48	 
アリールスルフィン酸ナトリウムと単体ヨウ素によるオレフィン類の位置および立体選択的な水系
ヨードスルホン化	 
（阪大院工）南方聖司・○三谷由起・早川純平・武田洋平	 
	 
O-04	 9：48-10：04	 
FBSM を用いたβ位のモノフルオロメチル化反応	 
（名工大院工）○古川達也・西峯貴之・張	 偉・徳永恵津子・柴田哲男	 
	 
10：04-10：10	 休憩・PC 接続時間	 
	 

【座長】水野卓巳（阪市工研）	 
O-05	 10：10-10：26	 
キノメチド構造が高度に置換されたチオフェンおよびビチオフェンの合成と物性	 
（阪大院理）○井上泰平・蔵田浩之・平尾泰一・松本幸三・久保孝史	 
	 
O-06	 10：26-10：42	 
高分子太陽電池用増感剤として機能するチオフェン導入型ジベンゾピロメテン系近赤外吸収色素	 
（首都大院都市環境 1・三菱化学科技研セ 2）久保由治 1・○渡邉和希 1・西藪隆平 1・畑	 理恵子 2・	 
村上明徳 2・庄田孝行 2・太田一司 2	 
	 

【座長】久保由治（首都大院都市環境）	 
O-07	 10：42-10：58	 
チオフェン置換フレロピロリジンの有機薄膜太陽電池素子機能	 
（鳥取大院工・住友化学（株）筑波研）○吉村	 研・松本	 恵・上谷保則・作道成樹・早瀬秀一・	 
川面	 基・伊藤敏幸	 
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O-08	 10：58-11：14	 
π拡張環状オリゴチオフェン 8,12,16 および 24 量体の合成と特異な光物性	 
（首都大院理工）○清水秀幸・ハク	 タミナ・野村琴広・伊與田正彦	 
	 
11：14-11：20	 休憩・PC 接続時間	 
	 

【座長】池田	 浩（阪府大院工）	 
O-09	 11：20-11：36	 
含フッ素置換基を導入したポリ(3-ヘキシルチオフェン)の合成と物性	 
（阪大産研 1・JST さきがけ 2・ダイキン工業株式会社 3）○小島	 彩 1・辛川	 誠 1・家	 裕隆 1,2・	 
永井隆文 3・安蘇芳雄 1	 	 
	 
O-10	 11：36-11：52	 
平面固定トリアリールボランの反応性：ボラタアントラセンおよびボラシクロファン誘導体の合成と
性質	 
（名大院理・京大化研・JST-CREST）○櫛田知克・周	 治国・若宮淳志・山口茂弘	 
	 

【座長】安蘇芳雄（阪大産研）	 
O-11	 11：52-12：08	 
有機ボロン錯体の蛍光特性と結晶構造	 
（阪府大院工 1・阪府大分子エレクトロニックデバイス研 2）○酒井敦史 1・吉本裕一 1・水野一彦 1,2・	 
池田	 浩 1,2	 	 
	 
O-12	 12：08-12：24	 
ビスジピロメテンホウ素錯体の合成と物性の評価	 
（愛媛大院理工・分子研）○中村光則・高橋功太郎・田原寛之・永田	 央・中江隆博・奥島鉄男・	 
宇野英満	 
	 
12：24-13：25	 昼休憩・PC 接続時間	 
	 

【座長】時任宣博（京大化研）	 
PL-01	 13：25-14：10	 
骨格にスズや鉛を有する新しい共役電子系化合物の合成、構造及び反応	 
（埼玉大院理工）○斎藤雅一	 
	 

【座長】俣野善博（京大院工）	 
O-13	 14：10-14：26	 
０価パラジウム上でのパーフルオロ化合物の炭素フッ素結合活性化とクロスカップリング反応への
応用	 
（阪大院工）○大橋理人・西城宏樹・土井良平・生越専介	 
	 
O-14	 14：26-14：42	 
３つのカルコゲノエーテル部位を有する三脚型四座ホスフィン配位子を用いた１０族金属錯体の合
成とその性質	 
（群馬大院工）○武田亘弘・町井美香・田中雄介・榊原史顕・海野雅史	 
	 
O-15	 14：42-14：58	 
不飽和ベンゾチアクラウンエーテルの合成、構造と物性	 
（首都大院理工）○清水敏夫・奈良博美・村上	 舞・平林一徳	 
	 
14：58-15：05	 休憩・PC 接続時間	 
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【座長】清水敏夫（首都大院理工）	 
O-16	 15：05-15：21	 
ヒドラジンおよびジアゼンを導入したアンチアピコフィリックホスホランの性質	 
（広島大院理）○戸屋裕也・小島聡志・山本陽介	 
	 
O-17	 15：21-15：37	 
遷移金属錯体を用いた R-N=C=E	 (E	 =	 O,	 S)	 の選択的 C=E	 結合切断反応	 
（阪市大院理・神戸高専）○早坂和将・福本晃造・中沢	 浩	 
	 

【座長】片桐利真（岡山大院自然）	 
O-18	 15：37-15：53	 
無溶媒条件を用いるＨＷＥ反応と活性メチレン化合物の選択的モノアルキル化	 
（岐阜大工）○足立尚也・米田祥和・山田恭平・安藤香織	 
	 
O-19	 15：53-16：09	 
アリールスルホニルプロパルギルヒドラジドの脱スルホニル化を伴う触媒的分子内環化反応	 
（岐阜大教）○太田勝貴・吉松三博	 
	 
16：09-16：15	 休憩・PC 接続時間	 
	 

【座長】安藤香織（岐阜大工）	 
O-20	 16：15-16：31	 
生体内に存在する不均等配位[4Fe-4S]クラスターのモデル構築	 
（名大院理・名大物質国際研）○松本	 剛・寺田玲季・中村友彦・巽	 和行	 
	 
O-21	 16：31-16：47	 
β無置換ジアザポルフィリン金属錯体の合成と物性	 
（京大院工 1・九大院理 2・京大 iCeMS3・京大福井センター4）○俣野善博 1・芝野太郎 1・中野晴之 2・	 
今堀	 博 1,3,4	 	 
	 

【座長】小川	 智（岩手大工）	 
O-22	 16：47-17：03	 
meso-硫黄置換ポルフィリンの高効率合成と性質	 
（首都大院理工）山下健一・○片岡和幸・浅野素子・杉浦健一	 
	 
O-23	 17：03-17：19	 
窒素の孤立電子対が主役をなす超原子価および拡張超原子価結合の設計と合成：ns(N)---σ

*(S-C)お
よび ns(N)---σ

*(Se-C)型 CT 相互作用の比較検討	 
（和歌山大システム工）○小畑直也・茅野真也・林	 聡子・中西和郎	 
	 
17：19-17：30	 休憩・PC 接続時間	 
	 

【座長】石井昭彦（埼玉大院理工）	 
O-24	 17：30-17：46	 
ビシクロ[2.2.2]オクテン縮環オリゴチオフェンを用いた SAM・金微粒子の性質	 
（首都大院理工）○舘野将輝・高瀬雅祥・野村琴広・西長	 亨	 
	 
O-25	 17：46-18：02	 
アリール基で機能化した分岐型テトラチエニルチオフェン誘導体の合成及び物性	 
（岩手大工）村岡宏樹・○谷藤隆則・小川	 智	 
	 

【座長】中沢	 浩（阪市大院理）	 
PL-02	 18：05-18：50	 
ヘテロ元素の特徴を活かした高分子の精密合成	 
（京大化研）○山子	 茂	 
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【2日目	 2011 年 12 月 8 日(木)】	 
	 

【座長】岩岡道夫（東海大理）	 
O-26	 9：00-9：16	 
キラルなビスオキサゾリン銅錯体を用いた 1,2-ジヒドロピリジンの不斉環状付加	 
（室蘭工大院工）○清水貴之・N.D.M.Romauli	 Hutabarat・平間政文・関	 千草・中野博人・	 
松山春男	 
	 
O-27	 9：16-9：32	 
還元的脱フッ素-シリル化反応における Cu(0)による Mg 金属の還元能力の強化	 
（岡山大院自然）○内海慎也・片桐利真・宇根山健治	 
	 

【座長】岩本武明（東北大院理）	 
O-28	 9：32-9：48	 
PNP 型ピンサー配位子を持つ窒素架橋二核モリブデン錯体を用いた触媒的アンモニア生成反応におけ
る顕著な置換基効果	 
（東大院工）○栗山翔吾・荒芝和也・三宅由寛・西林仁昭	 
	 
O-29	 9：48-10：04	 
ビス(ジベンゾバレレニル)ジテルリドと白金(0)錯体との反応	 
（埼玉大院理工）○山口雄規・中田憲男・石井昭彦	 
	 
10：04-10：10	 休憩・PC 接続時間	 
	 

【座長】中野英之（室蘭工大院工）	 
O-30	 10：10-10：26	 
N-ヘテロ環カルベンによって安定化されたシリレンラジカルカチオン：合成、構造、及び性質	 
（筑波大院数理）○田中裕明・一戸雅聡・関口	 章	 
	 
O-31	 10：26-10：42	 
新規環状アルキル置換基をもつ低配位ケイ素化合物の合成	 
（東北大院理）○阿部貴志・佐藤勝広・田中陵二・石田真太郎・吉良満夫・岩本武明	 
	 

【座長】御崎洋二（愛媛大院理工）	 
O-32	 10：42-10：58	 
キラルなゲルマニウム(II)カチオン種の合成とそのルイス塩基受容能	 
（学習院大理）○有井秀和・中舘郁也・川島隆幸・持田邦夫	 
	 
O-33	 10：58-11：14	 
かさ高い Rind 基で保護された室温発光性ジアリールジシレンの合成と有機 EL 発光の初観測	 
（理研基幹研・京大院工・東大院理・JST さきがけ）○小林	 恵・松尾	 司・橋爪大輔・福永武男・	 
玉尾皓平・笛野博之・田中一義・古川俊輔・辻	 勇人・中村栄一	 
	 
11：14-11：25	 休憩・PC 接続時間	 
	 

【座長】中西和郎（和歌山大システム工）	 
PL-03	 11：25-12：10	 
Boron-Based	 Supramolecular	 Architecture	 
(Department	 of	 Biotechnology,	 Indian	 Institute	 of	 Technology	 Roorkee)○Petar	 M.	 Mitrasinovic	 
	 
12：10-13：15	 昼休憩・PC 接続時間	 
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【座長】村井利昭（岐阜大工）	 
O-34	 13：15-13：31	 
水溶性セレノキシド試薬によるポリペプチド鎖中のジスルフィド結合形成機構の解析	 
（東海大理）○荒井堅太・岩岡道夫	 
	 
O-35	 13：31-13：47	 
Sulfinyl-Knoevenagel	 reaction の有機合成反応への改良	 
（岡山理大工）杜	 振軍・○藤野祐介・野上潤造	 
	 

【座長】野上潤造（岡山理大工）	 
O-36	 13：47-14：03	 
二成分混合分子性アモルファス膜を用いる光誘起表面レリーフ回折格子形成	 
（室蘭工大院工）○中野英之・吉竹	 理	 
	 
O-37	 14：03-14：19	 
チオフェン環を挿入した 1,3-ジチオール[4]デンドラレン類の合成と性質	 
（愛媛大院理工）西脇匡崇・手塚真未・白旗	 崇・○御崎洋二	 
	 
14：19-14：25	 休憩・PC 接続時間	 
	 

【座長】松山春男（室蘭工大院工）	 
O-38	 14：25-14：41	 
窒素含有新規シロール誘導体の合成と有機デバイスへの添加効果	 
（埼玉大院理工）○森	 桂太・木村	 翔・福田武司・鎌田憲彦・小山哲夫・松岡浩司・幡野	 健	 
	 
O-39	 14：41-14：57	 
かさ高い置換基を有するテルレニルカチオン種の発生	 
（京大化研）○菅又	 功・笹森貴裕・時任宣博	 
	 

【座長】北村二雄（佐賀大院工系）	 
O-40	 14：57-15：13	 
新規なブーメランタイプラジカルカスケード反応による立体選択的な複素環合成	 
（山口大院医）○上村明男・石川慎吾・野口史昭・永野龍敏	 
	 
O-41	 15：13-15：29	 
光活性 S-S 結合の可逆的切断を伴うゲルの高速可溶化	 
（東工大院理工）小山靖人・吉井崇洋・○高田十志和	 
	 
15：29-15：40	 休憩・PC 接続時間	 
	 

【座長】山本陽介（広島大院理）	 
PL-04	 15：40-16：25	 
分子キャビティを活用した含高周期典型元素活性種の反応性制御	 
（東工大院理工）○後藤	 敬	 
	 
16：25-16：50	 移動	 
	 
16：50-18：20	 ポスター発表	 石川県立音楽堂交流ホール	 
	 
18：20-18：45	 移動	 
	 
18：45-20：45	 懇親会	 	 ANA クラウンプラザホテル金沢	 ３階	 鳳の間	 
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【3日目	 2011 年 12 月 9 日(金)】	 
	 

【座長】大熊健太郎（福岡大理）	 
O-42	 9：00-9：16	 
塩化メトキシカルボニルスルフェニルを用いたアルケンからチイランの新規なワンポット合成	 
（埼玉大院理工）○佐藤美穂・杉原儀昭	 
	 
O-43	 9：16-9：32	 
単体セレン、ヒドロシランを用いるカルボニル化合物のセレノ化反応	 
（岐阜大工）○久保田早貴・芝原文利・村井利昭	 
	 

【座長】高田十志和（東工大院理工）	 
O-44	 9：32-9：48	 
環状リン酸ジエステルを触媒とする C‒H 結合官能基化を利用したキノリン類の不斉合成	 
（学習院大理）○森	 啓二・江原謙介・栗原一樹・秋山隆彦	 
	 
O-45	 9：48-10：04	 
β－カルコゲノ－α,β－不飽和カルコゲノエステルの位置および立体選択的な合成と結晶構造	 
（阪府大院工・和大シス工）○野元昭宏・尾崎紀哉・林	 聡子・中西和郎・小川昭弥	 
	 
10：04-10：10	 休憩・PC 接続時間	 
	 

【座長】赤阪	 健（筑波大生命領域学際研究セ）	 
O-46	 10：10-10：26	 
パラジウム触媒を用いた N-アレニルカルバモカルコゲナート類の脱一酸化炭素を伴う転位反応	 
（阪大院工・阪歯大）○城	 大輔・永井裕之・藤原眞一・津田	 進・岩崎孝紀・国安	 均・神戸宣明	 
	 
O-47	 10：26-10：42	 
窒素またはリン原子を含む新規複素環化合物の合成	 
（福岡大理）長洞記嘉・○和佐野達也・塩路幸生・大熊健太郎	 
	 

【座長】安井伸郎（帝塚山大現代生活）	 
O-48	 10：42-10：58	 
ヨードシルベンゼンを用いる簡便フッ素化及び塩素化反応の開発	 
（佐賀大院工系）○北村二雄・Mohammad	 Hasan	 Morshed・栗木智史・田澤由衣・堀	 勇治	 
	 
O-49	 10：58-11：14	 
無溶媒条件を用いたジスルフィド，チオスルホン酸エステルの合成と機能性材料への応用	 
（米子高専）○谷藤尚貴・山本耕平・村尾彰郁・原	 聡	 
	 
11：14-11：25	 休憩・PC 接続時間	 
	 

【座長】神戸宣明（阪大院工）	 
PL-05	 11：25-12：10	 
縮合多環芳香族を用いる有機半導体材料の開発	 
（広島大院工）○瀧宮和男	 
	 
12：10-13：10	 昼休憩・PC 接続時間	 
	 

【座長】小川昭弥（阪府大院工）	 
O-50	 13：10-13：26	 
1-アントラキノンスルフェン酸とメチルベンゼンスルフェネートの塩基性条件下における反応機構	 
（富山大院理工）吉村敏章・○黒崎裕太・貝川貴紀・井上健太・吉川雅法	 
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O-51	 13：26-13：42	 
光学活性テトラチアフルバレン機能化ポリチオフェンナノチューブの合成と特性	 
（近畿大理工）○南部真也・仲程	 司・藤原	 尚	 
	 

【座長】箕浦真生（北里大理）	 
O-52	 13：42-13：58	 
がんの早期発見・早期治療を目指す医用材料(2)̶新規なリン糖誘導体の合成と抗がん剤としての評
価・作用機序に関する研究	 
（静岡大創造院 1，静岡大院工 2，浜松医大医 3）○山下光司 1・山岡真弓 2・清藤圭太 1・山田	 学 1・	 
藤江三千男 3・尾崎伸久 1・杉山雅紀 1・浅井一秀 2・陶山拓也 2・山下純子 1・牧田礼子 1・中村悟己 3・	 
大西一功 3	 	 
	 
O-53	 13：58-14：14	 
一重項励起状態トリアリールホスフィンの反応性の実験的および理論的検討	 
（帝塚山大現代生活・九大先導研）○安井伸郎・三島正章	 
	 
14：14-14：20	 休憩・PC 接続時間	 
	 

【座長】藤原	 尚（近畿大理工）	 
O-54	 14：20-14：36	 
ナフタレンの位置選択的官能基化を用いた縮合多環複素芳香族化合物の合成と応用	 
（広島大院工）○新見一樹・姜	 明辰・尾坂	 格・宮碕栄吾・瀧宮和男	 
	 
O-55	 14：36-14：52	 
Bowl 型分子キャビティを活用した N-ヒドロキシスルフェンアミドの反応性に関するモデル研究	 
（東工大院理工）○石原充裕・吉川修平・佐瀬祥平・後藤	 敬	 
	 

【座長】山下光司（静岡大創造院）	 
O-56	 14：52-15：08	 
酸化還元ユニットを有するキラルアレンの光学特性	 
（北里大理）○長谷川真士・岩田聖也・曾根靖人・松沢英世・真崎康博	 
	 
O-57	 15：08-15：24	 
金属内包フラーレンを鍵物質とした有機ドナー分子との超分子系の構築	 
（筑波大 TARA セ・Universität Erlangen-Nürnberg・京大院人環・分子研）○土屋敬広・青山	 亮・	 
佐久間理子・溝呂木直美・赤阪	 健・Dirk	 M.	 Guldi・加藤立久・永瀬	 茂	 
	 
15：24-15：30	 休憩・PC 接続時間	 
	 

【座長】吉村敏章（富山大院理工）	 
O-58	 15：30-15：46	 
テルリン酸無水物－テルロン付加物の合成と性質	 
（東海大開発工 1・産総研 2）○大場	 真 1・西山幸三郎 1・島田	 茂 2・安藤	 亘 2	 	 
	 
O-59	 15：46-16：02	 
相変化メモリ材料作成のための高反応性テルル化合物の合成と性質	 
（エア	 リキード	 ラボラトリーズ 1・北里大理 2）○石井	 華 1・Gatineau	 Julien1・箕浦真生 2	 	 
	 
O-60	 16：02-16：18	 
イソセレノシアナートをセレン源として用いる含セレン複素環合成	 
（北陸大薬）○要	 衛・潘	 超・藤井昂生・指田春喜	 
	 
16：18-16：30	 閉会の挨拶	 
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【ポスターセッション（2011 年 12 月 8 日(木)	 16：50-17：35（奇数），17：35-18：20（偶数））】	 
	 
P-01	 立体固定型フィトクロム発色団合成を指向したピロール化合物の酸化反応の開発	 
	 （金沢大院自然科学）○坂田	 亮・岩本亮司・陳	 礼翼・宇梶	 裕・猪股勝彦	 
P-02	 (E)-アリル型エステル誘導体の 1,4-脱離反応における「シン効果」と連続する[1,2]-Wittig

転位	 
	 （金沢大院自然科学）○中野健央・竹中博之・宇梶	 裕・猪股勝彦	 
P-03	 金属塩が促進する N-プロパルギルヒドロキシルアミンの 4-イソオキサゾリンおよびアシル

アジリジンへの選択的変換	 
	 （金沢大院自然科学）○和田展広・金子健太郎・宇梶	 裕・猪股勝彦	 
P-04	 ピリジリデンの合成と反応性	 
	 （名大院理）○秦	 一博・瀬川泰知・伊丹健一郎	 
P-05	 シリル基の脱離を伴うシリルアルキンからの 2-ヨードアルケン類の直接合成	 
	 （阪府大院工）○川口真一・枡野晴菜・小川昭弥	 
P-06	 ヨウ素－亜リン酸複合系を用いたアルキンのヒドロヨウ素化反応	 
	 （阪府大院工）○枡野晴菜・川口真一・園田素啓・小川昭弥	 
P-07	 水溶性セレノキシド試薬によるポリペプチド鎖中のジスルフィド結合形成機構の解析	 
	 （東海大理）○荒井堅太・岩岡道夫	 
P-08	 ルイス酸触媒を用いるフタル酸エステル誘導体の簡便合成	 
	 （阪府大院工）○園田素啓・篠原広幸・跡部真吾・小川昭弥	 
P-09	 カゴ状オリゴチオフェン類の合成研究	 
	 （阪大院理）○足立和彦・蔵田浩之・平尾泰一・松本幸三・久保孝史	 
P-10	 高耐久色素増感太陽電池に向けたケイ素アンカー基を有するポルフィリン色素の合成	 
	 （群馬大院工）○阿部拓郎・撹上健二・花屋	 実・武田亘弘・海野雅史	 
P-11	 安定なトリホスファ[3]ラジアレンの性質	 
	 （京大化研）○三宅秀明・笹森貴裕・時任宣博	 
P-12	 P=C=S 骨格を有するヘテロクムレンを配位子とした銀(I)錯体の合成	 
	 （日大生産工）○諸崎友人・藤井孝宜	 
P-13	 4,7-ジブロモベンゾ[b]チオフェンの合成とπ系スペーサーとしての応用	 
	 （東北大院理）武藤裕孝・勝田	 弘・中村和宏・谷本大樹・岩本武明・○豊田耕三	 
P-14	 マイクロリアクターを用いたカルバモイルリチウム類の効率的捕捉	 
	 （阪大院工）○北裏剛士・岩崎孝紀・国安	 均・神戸宣明	 
P-15	 含セレンサレン型新規配位子の合成と錯形成挙動	 
	 （阪大院工）○黎	 俊杰・立花祐貴・岩崎孝紀・国安	 均・神戸宣明	 
P-16	 側鎖にシリル基を持つポリチオフェンの合成とその評価	 
	 （金沢大院自然科学）○谷口勇輔・本田光典・須田光広・国本浩喜・山口孝浩	 
P-17	 アシルシランとスルホキソニウムイリドとの反応	 
	 （金沢大院自然科学）○佐々木	 翔・杉本文利・本田光典・須田光広・国本浩喜・千木昌人	 
P-18	 リチウムエノラートのアルキル化反応：ミクロ溶媒和モデルを使った理論研究	 
	 （岐阜大工・エモリー大）○安藤香織・諸熊奎治	 
P-19	 大環状ラクトン合成のための高Ｚ選択的分子内ＨＷＥ反応の開発	 
	 （岐阜大工）○江口勇馬・安藤香織	 
P-20	 ＨＷＥ反応によるＺ-α,β-不飽和ニトリルの合成	 
	 （岐阜大工）○奥村美穂・安藤香織	 
P-21	 ワンポットエステル還元̶ＨＷＥ反応によるＺ-α,β-不飽和エステルの合成	 
	 （岐阜大工）○高尾麻美・安藤香織	 
P-22	 有機電界効果トランジスタ（OFET）用新規ベンゾジチオフェン誘導体の合成と物性	 
	 （和歌山大システム工）○鷺島朋己・黒川	 篤・串	 尚樹・大須賀秀次・田中一郎・	 
	 坂本英文	 
P-23	 trans-デカリン-9-スルフェン酸を用いた二量化モデル反応の一般塩基触媒機構	 
	 （富山大院理工）吉村敏章・○貝川貴紀・黒崎裕太・濱田一広	 
P-24	 かさ高い置換基を有する 1,2-ジブロモジアルマンの合成と構造	 
	 （京大化研）○長田浩一・吾郷友宏・時任宣博	 
P-25	 レドックス活性キラルポリチオフェンナノチューブの合成と分子認識	 
	 （近畿大理工）○上原ひとみ・仲程	 司・藤原	 尚	 
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P-26	 光応答性キラルアゾポリチオフェンナノチューブの合成と機能	 
	 （近畿大理工）○上東篤史・仲程	 司・藤原	 尚	 
P-27	 光学活性ホスフィンキャビタンド機能化金属ナノクラスターの合成と界面挙動	 
	 （近畿大理工）○安武	 良・山田翔太・仲程	 司・藤原	 尚	 
P-28	 ルイス酸を用いたアミノトロポンイミンの合成研究	 
	 （埼玉大院理工）○花見理沙・佐藤	 大	 
P-29	 金属内包フラーレンとアジリジンの反応	 
	 （東京学芸大教・筑波大 TARA セ）○前田	 優・上田ちひろ・菊地	 徹・山田道夫・	 
	 長谷川	 正・赤阪	 健	 
P-30	 金属ナノ粒子内包キラルポリマーナノチューブ複合体の合成と特性	 
	 （近畿大理工）○辰巳聡史・仲程	 司・藤原	 尚	 
P-31	 ジアザボロリルベンゾニトリル部位を有する蛍光性キャビタンドの合成と性質	 
	 （首都大院都市環境）奥山佐智子・大塚	 薫・西藪隆平・○久保由治	 
P-32	 ジアリールアミノベンズアルデヒドのメカノフルオロクロミズム	 
	 （室蘭工大院工 1・阪大院工 2）○水口	 敬 1・景山	 弘 2・中野英之 1	 
P-33	 アゾベンゼン系フォトクロミックアモルファス分子材料－量子ドット複合材料を用いる光誘

起物質移動	 
	 （室蘭工大院工）○鈴木もと子・中野英之	 
P-34	 分子性オルガノゲル中における 4-[bis(9,9-dimethylfluoren-2-yl)amino]azobenzene のフ

ォトクロミック挙動	 
	 （室蘭工大院工）○槇原未来・栗田基輝・中野英之	 
P-35	 ビス(ジベンゾバレレニル)ジテルリドと白金(0)錯体との反応	 
	 （埼玉大院理工）○山口雄規・中田憲男・石井昭彦	 
P-36	 ニクトゲン̶硫黄結合のベンザインへの付加反応	 
	 （山口大院医）○陳	 静・村藤俊宏・綱島	 亮	 
P-37	 アルミニウムトリブロミド－N-ヘテロ環状カルベン付加体の合成、構造及び還元反応	 
	 （埼玉大院理工）○松岡亮太・斎藤雅一	 
P-38	 新規なカルベン配位子と金属錯体の合成	 
	 （広島大院理）○菅原	 峻・小島聡志・山本陽介	 
P-39	 強固な三座配位子と二座配位子を有する超原子価 5 配位アンチモン化合物の Turnstile	 

Rotation による異性化機構の研究	 
	 （広島大院理・東邦大理・岐阜大工）○今田康公・山道秀映・諏沢	 宏・松川史郎・	 
	 山本陽介・安藤香織	 
P-40	 AIM２元関数解析法による分子内π‒π相互作用の動的および静的挙動の解析：摂動構造生成

における内部振動基準座標の適用	 
	 （和歌山大システム工）○松岩浩平・林	 聡子・中西和郎	 
P-41	 AIM 解析における３次回帰関数の利用：３次関数の妥当性と各項の役割	 
	 （和歌山大システム工）○松岩浩平・林	 聡子・中西和郎	 
P-42	 テトラチアフルバレン骨格を有するフタロシアニンの合成とその分光学的および電気化学

的性質	 
	 （岩手大地連セ・岡山大院環境・東北大院理）○木村	 毅・高橋宜大・田嶋智之・高口	 豊・	 
	 小林長夫	 
P-43	 メトキシ基の分子内配位に基づくビスムタン類の合成と転位反応	 
	 （山口大院医）○山藤枝里子・村藤俊宏・綱島	 亮	 
P-44	 AIM ２ 元 関 数 解 析 法 に よ る 中 性 お よ び 荷 電 型 Cyclo-1,2-ZZ'(CH2)3 お よ び

Cyclo-1,5-Z(CH2CH2CH2)2Z'(Z,	 Z'	 =	 O,	 S,	 Se,	 and	 Te)における Z---Z'相互作用の解明	 
	 （和歌山大システム工）○見座弘祥・林	 聡子・中西和郎	 
P-45	 窒素の孤立電子対が主役をなす超原子価および拡張超原子価結合の設計と合成：ns(N)---σ

*(S-C)および ns(N)---σ
*(Se-C)型 CT 相互作用の比較検討	 

	 （和歌山大システム工）○小畑直也・茅野真也・林	 聡子・中西和郎	 
P-46	 アズレニルホウ酸エステルの位置選択的ボリル化とカップリング反応	 
	 （山口大院理工・医）○小池幸弘・村藤俊宏・綱島	 亮	 
P-47	 １つのホスフィン部位と３つのチオエーテル部位を有する三脚型四座配位子を用いた８族

金属錯体の合成とその反応	 
	 （群馬大院工）○植草奈津子・武田亘弘・海野雅史	 
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P-48	 三種類のカルコゲン原子を有するアルキルアリールカルコゲニドの反応と性質	 
	 （首都大院理工）○福川知之・平林一徳・清水敏夫	 
P-49	 新規ジスルフィドポリマー合成とリチウム二次電池用正極活物質への応用	 
	 （米子高専）○村尾彰郁・山本耕平・原	 聡・谷藤尚貴	 
P-50	 クロラミン T/ヨウ素系によるベンジル位およびエーテルα位の窒素および酸素官能化	 
	 （阪大院工）○早川純平・矢野和樹・武田洋平・南方聖司	 
P-51	 フェニル置換対称型リン複素環ビラジカルの合成と性質	 
	 （東工大院理工）○NGO	 Trang	 Thi	 Thu・三上幸一・伊藤繁和	 
P-52	 1,3-ジカルボニル化合物の F3TBSI に対する立体選択的マンニッヒ型反応の開発	 
	 （名工大院工・東ソー	 エフテック）○西峯貴之・柴田直幸・香川	 巧・徳永恵津子・	 
	 河田恒佐・柴田哲男	 
P-53	 α-トリフルオロメチルスルホンの脱炭酸型アリル化反応	 
	 （名工大院工）○福士和伸・古川達也・徳永恵津子・柴田哲男	 
P-54	 FBSM を用いたβ位のモノフルオロメチル化反応	 
	 （名工大院工）○古川達也・西峯貴之・張	 偉・徳永恵津子・柴田哲男	 
P-55	 四塩化チタンを用いたアリルメシチルスルフィドとアセタールとの反応	 
	 （首都大院理工）○四釜園子・杉山尚秀・平林一徳・清水敏夫	 
P-56	 エン-イン-ホスファエテンの分子内環化反応によるλ5-ホスフィニン誘導体およびホスフ

ィニニウム塩の合成	 
	 （阪市大院工）○山瀬清之・佐々裕介・南	 達哉	 
P-57	 Horner-Wadsworth-Emmons オレフィン化反応を用いたπ共役に連結したホスファアルケンの

合成	 
	 （阪市大院工）○高谷涼介・佐々裕介・南	 達哉	 
P-58	 チオフェンをリンカーとするドナーアクセプター型レーザー色素の開発	 
	 （東工大院理工）○池	 相勳・重田雅之・小西玄一	 
P-59	 シリル転位を利用する薗頭カップリングの改良法の開発	 
	 （東工大院理工）○重田雅之・小西玄一	 
P-60	 有機色素増感太陽電池に向けた 1,3-ジチオール環を有するドナーアクセプター型新規色素

の合成と性質	 
	 （東工大院総理工 1・産総研 2）○和田淳志 1・大山将史 1・戸潤龍孔 1・西田純一 1・	 
	 原	 浩二郎 2・山下敬郎 1	 	 
P-61	 ドナー・アクセプター界面を有する含窒素縮合ヘテロ環の合成と物性	 
	 （首都大院理工）○藤尾隆史・高瀬雅祥・西長	 亨・伊与田正彦	 
P-62	 新規な Bowl 型アリールジメチルホスフィン配位子を有する Pd 錯体の合成と応用	 
	 （東工大院理工）○梅本明成・佐瀬祥平・後藤	 敬	 
P-63	 配位モードを制限したシクロトリホスファゼン配位子の合成と金属二塩化物との反応	 
	 （北里大理）○梶山和政・鈴木昌貴・兒島正宜	 
P-64	 インドール類に対する FBSM を用いた求核置換反応	 
	 （名工大院工）○松崎浩平・古川達也・徳永恵津子・柴田哲男	 
P-65	 嵩高いシリル基の立体保護を利用したオリゴ糖合成	 
	 （埼玉大院理工）○高畑徳允・神瀬龍平・小山哲夫・松岡浩司・幡野	 健	 
P-66	 糖鎖担持カルボシランデンドリマーの標的指向性薬剤キャリヤーへの応用	 
	 （埼玉大院理工 1・産総研 2）○大友健太朗 1・相澤宏明 1・ヴィレヌーブ真澄美 1・	 
	 片岡	 祥 2・小山哲夫 1・松岡浩司 1・幡野	 健 1	 	 
P-67	 ビス(2,2'-ビフェニリレン)テルランの酸化反応	 
	 （首都大院理工）○相星光志・佐藤総一	 
P-68	 光環化反応を利用したチオフェン縮環型多環芳香族化合物の合成	 
	 （阪府大院工 1・阪府大分子エレクトロニックデバイス研 2）○大垣拓也 1・水野一彦 1,2・	 
	 池田	 浩 1,2	 	 
P-69	 有機ボロン錯体の蛍光特性と結晶構造	 
	 （阪府大院工 1・阪府大分子エレクトロニックデバイス研 2）○酒井敦史 1・吉本裕一 1・	 
	 水野一彦 1,2・池田	 浩 1,2	 	 
P-70	 チオフェン環を挿入した 1,3-ジチオール[4]デンドラレン類の合成と性質	 
	 （愛媛大院理工）西脇匡崇・手塚真未・白旗	 崇・○御崎洋二	 
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P-71	 TTF と BDT-TTP から成る新規オリゴマーの合成と性質	 
	 （愛媛大院理工）○木村晴佳・白旗	 崇・御崎洋二	 
P-72	 1,3-ジチオール環を有する新規な[5]ラジアレン類の合成と性質	 
	 （愛媛大院理工）○小椋優衣・上田将史・白旗	 崇・御崎洋二	 
P-73	 チオフェン置換フレロピロリジンの有機薄膜太陽電池素子機能	 
	 （鳥取大院工・住友化学（株）筑波研）○吉村	 研・松本	 恵・上谷保則・作道成樹・	 
	 早瀬秀一・川面	 基・伊藤敏幸	 
P-74	 生体内に存在する不均等配位[4Fe-4S]クラスターのモデル構築	 
	 （名大院理・名大物質国際研）○松本	 剛・寺田玲季・中村友彦・巽	 和行	 
P-75	 Sulfinyl-Knoevenagel	 reaction の有機合成反応への改良	 
	 （岡山理大工）杜	 振軍・○藤野祐介・野上潤造	 
P-76	 2-ジメチルアミノメチルフェニルアリールセレニド類の合成と構造：77Se-NMR による分子内

Se－N 相互作用の評価	 
	 （北陸大薬 1・千葉大分析センター2・徳島文理大香川薬 3）○栗田城治 1・長谷部	 真 1・	 
	 角澤直紀 1・安池修之 1・村田裕樹 2・関	 宏子 2・川幡正俊 3・山口健太郎 3	 
P-77	 遷移金属錯体を用いた R-N=C=E	 (E	 =	 O,	 S)	 の選択的 C=E	 結合切断反応	 
	 （阪市大院理・神戸高専）○早坂和将・福本晃造・中沢	 浩	 
P-78	 鉄錯体を用いたチオアミドの脱硫反応	 
	 （阪市大院理・神戸高専）○酒井	 茜・福本晃造・中沢	 浩	 
P-79	 PNP 型ピンサー配位子を持つ窒素架橋二核モリブデン錯体を用いた触媒的アンモニア生成反

応における顕著な置換基効果	 
	 （東大院工）○栗山翔吾・荒芝和也・三宅由寛・西林仁昭	 
P-80	 アラインとトリフルオロメチルケトン類の反応：置換基が反応形式に及ぼす効果	 
	 （広島大院工）吉田拡人・○伊藤	 優・高木	 謙	 
P-81	 新規なリン糖誘導体の合成と水溶化および抗がん剤としての活性の評価に関する研究	 
	 （静岡大院工 1・静岡大創造院 2・浜松医大医 3・静岡大工 4）○山岡真弓 1・山田	 学 2・	 
	 山下光司 2・藤江三千男 3・澤田亜季歩 1・山下純子 2・浅井一秀 1・新美大志 1・陶山拓也 1・	 
	 清藤圭太 2・中村悟己 3・杉山雅紀 2・牧田礼子 2・戸田三津夫 4・田中康隆 4・木村元彦 4・	 
	 大西一功 3	 
P-82	 末端アルキンのシリルスタニル化とフェニルセレノ基の酸化的脱離を利用する分子変換	 
	 （金沢大院自然科学）○新宅一樹・前多	 肇・千木昌人	 
P-83	 3,6-ジヒドロ-2H-セレナピラン誘導体の立体特異的環縮小反応を経る５員環セレノ糖類の

合成	 
	 （金沢大院自然科学）○鳥畑	 誠・前多	 肇・千木昌人	 
P-84	 テトラキス(シリルエチニル)ピレン誘導体の吸収・蛍光特性に与えるケイ素上の置換基の効

果	 
	 （金沢大院自然科学）○庄司智一・前多	 肇・千木昌人	 
P-85	 セレノアルデヒドとニトリルイリドとの[3+2]環化付加反応	 
	 （金沢大院自然科学）○槙	 文将・前多	 肇・千木昌人	 
	 


