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はしがき

平成24年度の年次報告書をお届けいたします．

平成24年度は，首都大学東京発足以来8年目であり，また平成23年度から始まった第

二期中期計画の2年目でした.文部科学省の大学院GP事業の後継である理工学OP事業に

ついても，前年度の成果を受けて継続的に取り組みを行いました．いろいろ新しいことも

ありましたが，全体として，私の個人的な感想としては,H24年度は「継続と修正」の年

ではなかったかと思います．

一方で，理学系基礎化学の教育と研究活動を担う，私たち化学教室のあり方に関する長

期的なビジョンについて議論を深めるという「萌芽」もありました．今後も引き続き鋭意

検討を行い，化学教室が教育研究上の目的として掲げる「化学に関する幅広い知識と理解

力を有しつつ，深い専門性を持ち，国際社会においても活躍できる人材を養成する」ため

の環境づくりに適進していきます．

また，平成24年度は麿田耕志先生と稲垣昭子先生を本教室にお迎えすることができまし

た．おこ方の今後のご活躍によって，ご自身のご研究のみならず，その波及効果によって

化学教室全体の教育・研究活動が大いに盛り上がることを心から期待しております・

本報告書は，化学教室の運営・教育活動と研究活動を併せてまとめたものです．必要な

情報が過不足なく掲載されるような充実した報告書を目指しておりますが，必ずしも至ら

ぬ点も多いのではないかと思います．本冊子に目を通してくださる皆様の忌揮のないご意

見をいただき，来年度以降の年次報告書に反映させることができれば幸いです．

平成24年度専攻長伊藤脳
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第一部

化学教室活動状況



化学教室教室協議会規貝リ

第1条協議会は化学教室に属する教職員を持って構成する。

第2条協議会は構成員の過半数の出席によって成立する。

第3条協議会は毎月1回開くことを原則とする。

第4条 協議会は専攻長によって招集される。

その他運営委員または化学教室の教職員5名以上の要請があれば、専
攻長は協議会を招集しなければならない。

日時および議事内容は遅くとも1週間前に公示することを原則とする。

第5条協議会の議長は運営委員がつとめ、書記は出席者の中から選出される。

第6条専攻長、各種委員は関係事項の報告を行う。

第7条協議会は専攻長、運営委員会、各種委員会その他からの提案事項を審
議し決定する。

第8条決議は出席者の過半数の同意を持って成立する。

第9条協議会は議事録をそなえ、議事進行の過程および決議事項を記録する。
専攻長は、これを保管し、構成員の要求あるときは提示する。

第10条本規則の改正は協議会の決議による。

付則．1965.4.20

1982.11.30

1987

2007.7.4

発効

改正

改正

改正
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全学・理工学研究科等委員会委員

平成24年度全学理工学研究科委員

理工学研究科、理工学系全学
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基礎教育部会

理工学系インターンシップ委員会

教員養成カリキュラム

理工学系入試委員（多様な入試）

同上入試委員（入試制度検討）

大学院入試委員

自己点検・評価委員
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放射線安全部会

劇物・毒物管理者

RI施設委員会

国際規制物資管理委員会

工作施設連絡会



人事異動平成24年度

＜採用＞

教授 麿田耕志 平成24年4月1日

(京都大学医学研究科准教授から着任）



平成24年度大学院授業時間割
苦錘÷壁雷吉Z田子f詮垂垂麹之坐つぬ唾』し単宙噛 （）内は授業番号

注愈：O印は博士後期謀程の授男

①8:60－10:21
授象科目 軟、

②'o:”~1忽:0

授集科 紋ロ

③'3:00~'4:3

授蒙科I 紋日

④'4:40~'6:'’

授鍾科I 歓重

⑤'6:20-17:51

授案科I 教室

⑥'8:CO~19:3《

擾集科E 救月

I

化学特別セミナー、(後）（R236）

O化学特別セミナーⅣ(後）〈R”

化学特別鱗薗Ⅱ(前〉〈R233）

(物性物理化学）

脚セミナー

別セミナー1

１
１

７
１
３
６
２
２

Ｒ
Ｒ

く
く

ﾛ(後）（R238

OⅣ(後）（R262

化学特別セミナーI

化学縛尉セミナーロ

繭）（R231

前）（R26I

Ⅱ《後）（R24G

OⅣ《後〉（R264

化学特別セミナー【(前）（R24

O化学特別セミナー、(繭）（R2f

Ⅱ(後）（R242

○W(後〉（R266

化学特別セミナーⅡ(後）（R244

O化学特別セミナーⅣ(後）（”f

化学特別セミナーI<繭）（R25

O化学特別セミナーⅢ<繭）（R275

Ⅱ(後）（R252

OⅣ(後）（R27㈱

缶”

菊地･薗旧

8“

嗣地･麓E

8－期

加尊･好＃

齢批

藤、

11-湖2

庚E

蜘
蝉

12-“

抄瀦.浅】

化学特別セミナーI《前）（R247）Ⅱ(後）（R248
O化学特別セミナーm(前）（R271）OⅣ(後）（R272

勝”2

涜水･佐旧

化学特別セミナーI(嗣）（R24
O化学特別セミナー正(前）（R26

化学特尉セミナーI(前）（R23
O化学特別セミナー囚(前）〈R25

8母01

域丸

砕鋤1

菊地･駿日

11-”1

政田･梱＊

化学特酋Ⅱ(後）（R222〉

(核宇宙化学〉

物理化学特別餓瞳直
(原子物理学)(前）

R1C

R2f

化学特践Ⅶ(前）

O（分子の理酋と計陣】

R16

R1f

缶鈍2

大璃・申小1

11=鋤

田f

0－釦2

波田･檎呂

物理化学特卿圏遍】〈R143）
O（物性物国学特酋【)(後■）〈R1“

8-鋼

真ロ

化学特別セミナー【(前〉（R24§
O化学特別セミナー、(前〉（R269

8-002

波田･梱力

化学特酋V(後）（R163

O《分子'物性化学】（R164）

化学特鱗Ⅵ(前）（R165）

O嘩飽系の物理化学）（R1碗）

11-10

城】

11-1“

麺･曾蛸
銅･廊田

化学特酋、(繭）（R223）
〔有檀

物理化学特別瞬麓ロ（R109）

O(物性物理学I)(前〉（R20

11-鋤1

寓水･的材･画長
住廊

11←10

堀I

化学特酋Ⅳ(後）（R224）
(現代生命科学）

物理化学特蹴黛韓I（R159）
O（物迅実験学特箇I)(後b〉〈RI61

■■･伊■pZa･■1

翻
唖

化学英組特践(後）（R23 8-8唖

“u購、恥

ド

化学特別餌麓Ⅱ(前）（R17$）

O（分先光化学、）（R"2）

8~301

繭野･浅野一

！

化学特笛I(前｜

(頬機化学）

<R22I】 …

杉浦,久冨木

化学特別康潰Ⅱ(削）（R231）
(有犠反座働！

化学特別圏董ロ《後）
(有櫓塘奄瞳）

(R230）

化学特別セミナーロ(後）（R2501
O化学特別セミナーⅣ(後）（R274）

…

野キ

吋
哩

ザ割

久富木

化学特別セミナーI(前）（R249）
O化学特別セミナー、(的》〈R27

8釦

久富ヨ

化学輔別セミナー【(前）
O化学特別ｾﾐﾅｰ田(繭

R257）ロ《後

”81），~ｩⅣ(後

R2駅

R”ｿ

債輯蝕理科学特麓（ROO1）11－1唾
O（後）〈””）内L

化学特別セミナーI(前）

O化学特別セミナー、(前

R253）、(後

R2〃）｡Ⅳ(後

R25J

R”I

化学特別セミナーI(前）（R255）Ⅱ<後）（R256）
O化学特別セミナー、(前）（R279jOⅣ<後〉（R28（

8-鋤

海老原･大潟

２
部
準伊

8=308

野村･西ロ

1

劇
司
梱
卦

化学特卿麹【(通年）I創前》頓2”【B(後）（R配翻各種民堂輔導宴唾瞳I(前）（即05）1審1 011E字字外停顧夷宙麺＝1⑬手戸銅鴎＝ユ
0（RO鯛 ） 久 ■ 木 . 他 0 0

化学特飼実験、(通年）ⅡA(前)(R287）ⅡB(後）（R288）各救貝
理工学特別涜職I・m

O化学特別実験、《通年）0厘A〔前》(償”o》OmB《後）（R”1）各軟貝放射峰実砿瞳、(的）（R”7）圃捜化学特別寓鷺K
O（R“、久富木.他00一一一一一色夕一一二一一、一＝■壷j由仁、β孟毎品▲L 垂垂■



2012.4.14現在

平成24年度化学コース時間割
Bi

日

学
年

1時限
＆50～10:20’

2時日
1α30～12:Ⅸ

3時閉
13;”～14:31

4時厩
14:40～16:10

5時限
1＆20～17:5｛

■
間
■ 1-202都市プロ三島(後

11-101構造物理化学城丸(前）

11-103物性化学I菊地(前） 11-103放射化学I大浦(前･サ海老原）

11-103放射化学II大浦(後）

化学セミナー(後)(8-301一藤野,8-307-城丸,8-304-加藤･好村.8-302-菊地･藤日
11-202-庚田,12-208-杉浦･浅野

11-110無機化学総強杉浦〈前）
1-202分析化学【藤原(後･サ海老原）

6-211基礎ゼミ加藤(前

1-208有機化学、西長(後 11-103分析化学Ⅱ中田(前･非〉
11-103有擬構造解析三島(後）

8-386.387化学専門実験K前‘
8-386,387化学専門実験II(後）

化学セミナー(後X8-302-清水･佐藤

化学セミナー(後X11-201波田･橋本）

リ 1-101都市プロ伊藤(削

11-103物理化学演習(前）

1-101都市プロ藤野(前）
1-201都市プロ大浦(前）
1-206都市プロ伊予田(後･非）
1-301都市プロ城丸(後）

11-103化学熱力学Ⅱ好村〈前）
11-103物性化学Ⅱ藤田(後】

1-110一般化学Ic阿知波(前･非）

1-202化学概脱1日清水(前）
1-101化学概脱lb西長(前）
1-201化学概説Ib佐藤(前）
1-301化学概脱Ib伊藤(前）
1-103化学概脱Ila伊藤(後）
1-110化学概醜lib杉浦〈後）

8-386,387化学専門実験IC前
8-386.387化学専門実験IK後）

6-206基礎ゼミ浅野(前

列

1-205量子化学I波田(前〉
1-205化学熱力学【加藤(後〉

1-203生体物質化学【贋田(前）

1-205生体物質化学、庚田(後）

11-103環境化学藤野･大浦(前）
11-103機器分析I藤野(後1

8-385化学実験b/自然科学実験武蔵(前I

12-101有機化学Ⅱ西長(前

6-208基礎ゼミ佐藤(前）

1-204量子化学II波田〈鶴 11－202化学安全教育各教員(前）
8-302化学英語JulianKae(後）

8-386,387化学専門実験I各教員(ロ
8-386,387化学専門実験Ⅱ各教員(も

ス

1-208無槌化学各臆I久富木(前）
12-103無機化学各麟、浅野〈後1

11-103生物化学I庚田(前）
11-103生物化学II小島(後･非1

1-110一般化学【b橋本m
1-210一般化学ﾛb藤田(後：

8－385化学実験c/自然科学実験武厩(前

8-385化学実験a各教員(後）

1-301有機化学I野村(前）
11-110有樋化学Ⅳ佐藤(後

11-103無機及分析化学演習各教員
(後）

8-386,387化学専門実験【各教員〈前
8-386,387化学専門実験Ⅱ各教員(後

8-304機器分析、浅野(前
水曜より変更

§

11-103理強化学概臆橋本(前i
11-103合成有機化学清水(後I

1-105一般化学la橋本(前）
1-101一般化学Ila菊地(後1

1-1“物理化学初等演習m
1-104物理化学初等演習Ⅱ(後）

8-385化学実験d/自然科学実験武

11-201有機及生物化学演習各教I
〃46

K後）

宇宙化学(H24は集中･後サ･海老原）

11-103錯体化学杉浦(前
11-102反応物理化学城丸(種

11-103反応有機化学野村(前）
12-101化学コロキウム各教員(後）

11-103化学熟力学ⅡI好村(後）

化学セミナー(後)(8-305-久冨木I

|化学ｾﾐﾅー(後X8-308-海老原･大浦）

化学セミナー(後)(8-303-伊藤･三島.8－

302-野村･西長)6時限まで



在学者数平成24年度

平成25年3月15日現在

学部 一年生二年生三年生四年生五年生計

首都大学東京 46名52名47名59名 204名一

204名総計

一
罫
一
宮
皿博士前期課程 一年生二年生

72名首都大学東京 37名35名

72名総計

妻
評
宮
剛一年生二年生三年生博士後期課程

25名首都大学東京 8名8名9名

25名総計



進路状況平成24年度

平成25年3月15日現在

学部卒業者数：44名1．

進路

首都大学東京

他大学

27名

4名
進学：31名

民間企業

公務員等

教員

その他

名
名
名
名

８
１
１
３

就職その他:13名

大学院博士前期課程修了者数：34名2．

進路

首都大学東京

他大学

名
名

１
０

進学：1名

民間企業

公務員等

教員

その他

名
名
名
名

０
１
１
１

３

就職その他：33名

大学院博士後期課程修了者数：7名3．

進路

民間企業

公務員等

PD

その他

名
名
名
名

４
１
０
２

就職その他：1名



学位 授与平成24年度

<学士＞

無機化学

無触媒芳香族求核置換反応を利用したレゾルシノール架橋ポルフィリンニ量

体の合成と性質

白金(Ⅱ)ポルフィリン錯体の温和な条件下での高収率合成法の開発

ファムウ令ｲーバンノツ

勝俣夏生

環境・地球化学

半導体結晶を用いたテラヘルツ時間領域分光法の研究

金ナノ微粒子薄膜を形成する液液界面に着目した機能性光センサー作製法α

検討

アルカリ金属イオン置換ゼオライトを用いたマトリクス支援レーザー脱離イ

オン化質量分析法の研究

チオールを架橋としたフラーレンceo修飾金ナノ微粒子の合成および評価

小高功二朗

寺岡拓麻

藤木透

堀内剣太朗

宇宙化学

ICP-MS,ICP-AES法を用いた韓国標準岩石試料の元素組成の定量

ko標潤上中性子放射化分析法の京大原子炉への適用とko-IAEAソフトウェア

の評価

鉄限石中の極微量Mnの中性子放射化分析一京大原子炉での試み一

ICP-MS法を用いた宇宙･地球化学的試料中の揮発性元素の定量と定量法の改

良

高橋大輝

田中景

田中義久

横塚佑太

有機構造生物化学

非線形サンプリングされたNMRデータに対する信号再構成法の比較

in-cellNMRのためのランタナイド標識法の研究

細胞質分裂を制御する分子複合体の構造研究

山本

彦根

飯沼

晃広

佑哉

純弥

有機化学

効率炭素一炭素結合形成反応を利用した集積型光機能材料の精密合成

CoreFirstリビング重合手法による星型高分子集合体の精密合成

多電子酸化状態で高い透明性・導電性を持つチオフエンオリゴマーの設計と

合成

哉

平
和
諒

小沼

森下

鈴木



生物化学

ノンコーディング剛A転写に共役するクロマチン構造変化の制御機構の解砿

LC-MS分析法による化学構造の未知な出芽酵母のtRNA修飾の同定

遺伝毒物学手法による発がん化学物質の検出法の開発とその応用による抗か

ん剤シーズ化合物のスクリーニング

遺伝学とプロテオミクス、アプローチの融合による、DNA修復におけるタン

パク質ユビキチン化経路の全貌解明

大
喜
則

隆
暁
浩

田
下
沢

浅
木
高

藤井稔彦

物性物理化学

6-(BDA-TTP)2FeCl4での電気抵抗の一軸圧方向依存性

多環芳香族をドナーとした新規ラジカル塩の作成と超伝導探索

トリエチルアミンーアセトン混合溶媒を用いた不安定複核金属内包フラー

レンの抽出

金属シアノ錯体と有機カチオンから成る電荷移動錯体の開発と物性

薄井研二

高橋翻ｱﾄ゙ ﾅー ｽ

冨樫愛美

吉田令

分子集合系物理化学

非イオン界面活性剤希薄水溶液におけるデイスクーベシクル構造転移

非イオン界面活性剤水溶液のクラフト転移に対するPEG添加効果

非イオン界面活性剤系のずり速度変化に伴うラメラ/オニオン/ラメラ転移

生体膜中の拡散に対する粘弾性効果

安藤貴人

岡林詩織

岡本泰毅

兼森優一

反応物理化学

低速多価イオン衝突による硫化カルボニルの多重電離と解離のダイナミクフ

レーザー照射により基板から放出された蛍光ビーズの運動

シングルパス実験による炭素クラスター負イオンの遅延電子脱離の観測

卓上静電型イオン蓄積リング(uE-ring)の製作

留
岡
塙
田

福
井
稲
合

弓
貴
人
大

亜
寛
旅
公

有機合成化学

ジスルフイド結合で連結した大環状チオフェンオリゴマーの合成とその物性

四塩化スズを用いたプロパルギルスルフィドとグルオキシル酸エチルとの環

化付加反応における反応機構の考察

環状ポリジセレニドの性質と反応性

四塩化チタンを用いたアリルメシチルセレニドとアセタールとの反応

内田辰徳

林原瞳

原田一太郎

吉淫直宏

理読・計算化学

北山清章分子の精密なポテンシャル面の効率的計算およびフィッティングプログラム



の開発

ボルンーオッペンハイマー近似を補正した電子状態理論に基づくプログラム

開発

スピン軌道相互作用を考慮した反強磁性二核コバルト（Ⅱ）錯体の理論的研究

今福裕史

豊田泰全

同位体化学

可視光応答型光触媒効果を有するケイ酸鉄ガラスの開発と構造解り

14C標識を行ったCeoの合成研究

ルイス酸による金属内包フラーレン分離機構の研究

タングステンを置換したバナジン酸塩ガラスの局所構造と物性

輔
浩
喜
賢

佑
智
和
弘

橋
井
葉
田

高
只
千
松



<修士＞

無機化学

竹内翻一

木村圭介

環境・地球化学

青柳寛司

峰岸佑樹

村上和雅

安室駿輔

宇宙化学

山中遼

和田彩佳

有機構造生物化学

秋吉克昂

晴被貴洋

有機化学

松田秀志

高水賢治

相星光志

稲遥あゆみ

相田一成

小川佳介

ポリアニリン型構造を有するアミノポルフィリン多量体の合成と電子状態に

関する研究

ピレンを主骨格に用いたサリチリデンアミン型配位子と金属錯体の合成

MCF･ECFを用いた脂肪酸の安定同位体分析法の簡易化とその応用

フェムト秒時間分解質量分析法を用いたMALDI法における脱離ダイナミク

スの解明研究

紫外-近赤外時間分解質量分析法を用いたMALDI法におけるイオン化メカニ

ズム解明研究

レーザー照射下における金ナノ微粒子の高秩序2次元配列基板の作製とその

光センサー能の評価

同位体希釈一誘導結合プラズマ質量分析法による地球・宇宙化学的試料中の極

微量白金族元素の定量法の開発

無担体放射性トレーサーを用いたモリブテンとタングステンの化学的挙動の

研究

マルチドメインタンパク質proteinkinaseC全長の構造解析への取り組み

HeLa細胞内蛋白質のin-cellNMR解析の研究

新しいオレフィンポリマーの創製を可能とする高性能ハーフチタノセン錯体

触媒の設計・合成

オレフインメタセシス反応を利用した共役高分子集積体の精密合成と特性解

析

4配位有機テルル化合物の酸化反応とその機構の解明

芳香族求核置換反応を利用したドナー･アクセプター分離型シクロファンの合

成と物性

チオフェン環が縮環した平面シクロオクタテトラエン誘導体の合成と性質

材料指向に基づくテトラメチルヘキサチアアダマンタンの官能基化と反応性



五十嵐淳

生物化学

加賀裕之

竹内藍子

物性物理化学

中村惟允

吉本治男

の研究

オレフィンの精密重合・二量化のための高性能バナジウム錯体触媒の設計・倉l

製

CENPAのセントロメア領域への組み込み機構の解析

新規BoxWACA型snoRNAの構造と機能の解析

新しいジチオレン配位子l,3,2-Dithiazole*4-thione-5-thiolateを用いた

金属錯体の合成と性質

一軸圧を用いた有機超伝導体6-(BDA･TTP)2l3の研究

分子集合系物理化学

小田満智子

樽松麻登佳

鈴木拓郎

永井朔

山内陽介

有機合成化学

会津成章

大西貴也

村上舞

理諭・計算化学

大町岳

田濯遼太郎

同位体化学

岩沼準

竹内絵里奈

増田一瞳

非イオン界面活性剤水溶液におけるゲル状態のレオロジー

脂質メソフェーズ法による膜タンパク質結晶化機構の研究

非イオン界面活性剤水溶液における高圧下のゲル構造

糖系界面活性剤水溶液におけるゲル状ラメラ構造のフイタニル鎖添加効果

非イオン界面活性剤水溶液におけるゲル状ラメラ構造に対する親水性の効果

エポキシドを原料としたアダマンチルスルフィドによる硫黄官能基導入反応

の開発

硫黄二座配位子を用いた新規な金錯体と金クラスターの合成

不飽和ベンゾチアクラウンエーテルの合成と基本的性質

(5,5)、（6,6)カーボンナノチューブの成長及びフラーレンの生成に関する理蔚

研究

AtomsinMolecules理論による化学結合の解析

鉄イオンを含むケイ酸塩ガラスの有機物分解効果と局所構造の相関

核医学応用を目指したカルボキシ金属内包フラーレンの合成に関する研究

メスバウアー分光法を用いた導電性バナジン酸塩ガラスのキャラクタリゼー

ション



<博士＞

宇宙化学

日高義浩化学組成から見た始原的エコンドライト母天体における部分溶融過程（英文）

有機化学

AbdellatifMohamedMehawed

PreciseSynthesisofEnd-FunctionalizedConjugatedPolymers/Oligomers

byOlefinMetathesisReaction(オレフインメタセシスを利用した末端官能基

化共益ポリマー/オリゴマーの精密合成）

舘野将輝StudiesontheElectronicStructuresofModelCompoundsofp-Doped

Polythiophene(p-ドープされたポリチオフェンのモデル化合物の電子構造に

関する研究）

成田智幸Synthesis,PropertiesandFunctionsofDisk-Shapedn-ElectronMaterials

ContainingHeteroaromatics(ヘテロ芳香環を含んだディスク状、電子材料

の合成、物性、および機能）

物性物理化学

笹森幸太

有機構造生物化学

演津順平

金場哲平

StudiesonCrystalStructuralChangeofMolecule-basedMaterials

underPressure

Proteinstructureanddynamicsinlivingcellsbyin-cellNMRspectroscopy

NMRstudiesofcytoskeleton-andmembrane-interactingproteins



文部科学省・日本学術振興会科学研究費補助金平成24年度

<新学術領域研究＞

海老原充

鹿田耕志

大 浦 泰 嗣

三島 正規

藤田渉

池谷鉄兵

<基盤研究等I

海 老 原 充

野村 琴広

麿田耕志

加藤直

清 水敏夫

新学術領域研究（分担）新規

移行に伴う放射性物質の化学形態と微量分析技術の開認

新学術領域研究（公募）代表新規

複製ポリメラーゼ6による複製フォークの安定化機構の解明

新学術領域研究(研究領域提案型）

移行に伴う放射性物質の存在形態および測定技術の開発（分担！

新学術領域研究新規

常磁性プローブを利用した準安定な複合体の立体構造解析

新学術領域研究継続

有機ラジカル磁性体における分子自由度と磁気相転移

新学術領域研究新規

天然変性蛋白質の細胞内解析に向けたペプチド分子のin-cellNMR計澗

基盤研究S(分担）継続初期太陽系における鉱物-水一有機物相互作用：生命

材料物質の起源の解明をめざして

基盤研究B新規高性能分子触媒が拓く新しいオレフイン系ポリマーの創

製･革新的化学プロセス

基盤研究S(分担）継続遺伝子破壊細胞を使った、化学物質の生物効果をﾉ、

イスループットに解析するシステム

基盤研究B継続ずり流動場下におけるオニオン相の形成条件と転移機構

基盤研究c継続高周期不飽和クラウンエーテルの分子修飾と機能発褒



波田雅彦

浅野素子

藤野竜也

西長亨

佐藤総一

久冨木志目I

見玉侭

<その他〉

野村琴広

麿田耕志

城丸春夫

基盤研究B継続相対論的SAC-CIを中核とする磁気的分子物性と

励起状態反応系に関する理論的研究

基盤研究c継続配向固定した超分子系における長距離相互作用と光励起

ダイナミクス

基盤研究c新規非解離レーザーイオン化法の開発による生理活性物質の

選択的高効率検出と機構研究

基盤研究B継続

含開殻種の自己会合の精密制御による超分子ワイヤーの創製

基盤研究c新規

6配位カルコゲノニウム塩の創製とその応用を目指した基盤研究

基盤研究c継続バナジン酸塩ガラスの新規二次電池正極材料としての開発

基盤研究c継続高強度フェムト秒レーザーを用いた溶液内反応による謂

奇炭素クラスターの生成

挑戦的萌芽研究新規集積型シングルサイト固定化触媒の創製と協奏機能

化学プロセスの開拓

2国間交流事業・中国(NSFC)との共同研究（中国科学院化学研究所）継続

オレフィンの精密重合を指向した高’性能分子触媒の設計・創製

特別研究員奨励費（外国人特別研究員の受け入れ）継続

多機能バナジウム分子触媒の創製と固定化手法の開発

若手研究A代表継続プロテオミクスと遺伝学の融合によるクロマチンー

DNA修復のクロストークの解明

挑戦的萌芽研究継続

高エネルギーイオンビーム照射による直鎖炭素分子の生成



波 田 雅 彦

三 島 正 規

西長亨

池 谷鉄 兵

高瀬雅祥

松本淳

挑戦的萌芽研究新規磁性体・電子材料を意識した相対論、擬縮退、電子相

関効果の統合電子状態理論の試み

若手研究B継続チューブリンチロシンリガーゼの構造解析と応用

挑戦的萌芽研究新規反芳香環の特性を活用した両極性有機半導体の開発

若手研究B新規

In-cellNMR法の一般化に向けたデータ解析アルゴリズムと信号処理法の開発

若手研究B継続特異な分極構造を有する新規元共役系化合物の創出

若手研究B新規超小型イオン蓄積リングを用いた炭素クラスター・ポリ

イン負イオンの冷却過程の追跡



＜首都大学東京＞

海老 原充

城丸春夫

藤 野竜 也

佐藤総一

橋本 健 朗

松本 淳

山下健一

田岡万悟

阿部穣里

その他の研究助成平成24年度

研究環（首都大学長裁量枠）（代表）新錨

複合的アプローチで探る宇宙の化学進化

傾斜的研究費（全学分）学長裁量枠・研究環継綴

イオン蓄積リングによる分子科学研究環

傾斜的研究費（全学分）学長裁量枠・新規（分担

薬物汚染防止に向けた生理活性物質の全検出

傾斜的研究費（全学分）学長裁量枠新規（分担

薬物汚染防止に向けた生理活性物質の全検出

傾斜的研究費（全学分）学長裁量枠新規（分担

薬物汚染防止に向けた生理活性物質の全検出

傾斜的研究費（全学分）学長裁量枠・大都市問題解決拠点形成新対

薬物汚染防止に向けた生理活性物質の全検出（分担）

傾斜的研究費・若手奨励経費新規ポリアニリン型冗共役ポルフイリン

多量体における新規導電性評価手法の開発

部局競争的研究費新規

ノンコーディングRNAに含まれる転写後修飾同定法の開男

首都大スタートアップ調査研究新規

認知症・サルコペニアの早期診断・治療を可能にするバイオマーカーの開要

一般財源研究費（全学分）学長裁量枠継綴

骨格筋から分泌される新規ホルモンの探索

傾斜的研究費若手奨励経費新規電子の電気双極子モーメント(edm:

探査にむけた相対論的電子状態理論の開発



＜学外＞

海老 原 充

麿田耕志

伊藤隆

野村 琴 広

清水敏 夫

委託研究（東京都水道局）継続水道水に含まれる放射性物質の測定

委託研究（東京都港湾局）継続東京港の海水に含まれる放射性物質の測定

環境省委託業務新規

平成24年度SPM捕集用ろ紙に付着した放射性核種分析業務

環 境 省 ・ 環 境 研 究 総合推進費代表継続

遺伝毒物学を使った、ハイスループットな有害化学物質検出法の開異

民間助成金CERI代表新規

遺伝学を利用した新規毒物スクリーニング法の開罰

内閣府（学振）最先端・次世代研究開発支援プログラム継溺

Invivo構造プロテオミクスの創生と展開

東京都高度研究新規

高性能分子触媒が先導する環境低負荷型の革新的化学技術の創璽

科学技術振興機構戦略的創造研究推進事業先導的物質変換領域(ACT-C)

新規定量的な炭素-炭素結合形成・集積化を基盤とする新規な星型巨大元共

役有機分子の精密合成と光機能材料への展開

特定研究寄附金:韓国科学技術院(KoreaInstituteofIndustrialTechnology!

新規研究助成

特定研究寄附金：ポリプラスチックス（株）新規研究助成

特定研究寄附金：日本ポリケム（株）新規研究助励

特定研究寄附金:ThaiPolyethyleneCo.,Ltd新規研究助成

東京都高度研究（分担）新規

高性能分子触媒が先導する環境低負荷型の革新的化学技術の創製



波 田 雅 彦

浅野 素 子

藤野竜也

大浦泰嗣

西長 亨

佐藤総一

芝 本 幸 平

田岡万悟

秋 山 和 彦

JSTクレスト新規相対論的電子論が拓く革新的機能材料設計

JSTレスト継続超精密予測と巨大分子設計を実現する革新的量子化学と計

算科学基盤技術の構築

JSTACT-C新規（分担）

定量的な炭素-炭素結合形成・集積化を基盤とする新規な星型巨大元共役有機

分子の精密合成と光機能材料への展開

東京都高度研究継続

食品安全・健康長寿に向けた安定同位体先端技術の利活用

福島県医療福祉機器開発事業補助金交付事業

放射能汚染度モニター技術と内部被曝（分担）

松穎科学技術振興財団新規高い透明性をもつ分子性導体の創製

研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)フィージビリティスタディ

索タイプ）継続

珍しい多硫黄分子を利用した高性能光学レンズ材料の開拓とその応用

都産技研・首都大連携プロジェクト継続

高感度光センシングシステムの開発

文部科学省CREST新規

RNA質量分析法の高度化と剛A代謝異常症解析への適用性に関する調査

研究

東京都高度研究継続

高度医療開発に向けたプロテオミクス基盤技術の創生

株式会社Clio共同研究(NEDOプロジェクト）継続

Muse細胞のプロテオーム解析

原子力機構施設利用共同研究継続放射能をプローブとした金属

フラーレン並びに水溶性金属フラーレンの性質の解明(II)

(検



A-Step平成24年度第2回フイージピリテイスタデイ【FS】ステージ

新規酸化還元特性を利用した極微量放射性金属フラーレンの分離技術開発微



久冨木志郎

高水賢治

成田智幸

菅原由紀

各賞受賞平成24年度

メスバウアー効果の産業への応用に関する国際シンポジウム2012

優秀ポスター賞2012年9月2日～9月7日

ElectricalConductivityandLocalStructureofLithiumIronTinVanadate

GlassISAME2012OrganizingCommittee

第59回有機金属化学討論会「優秀ポスター賞」2012/9/15

オレフィンメタセシス反応を利用した共役ポリマーの精密合成：精密重合手

法による両末端官能基化・集積化第59回有機金属化学討論会実行委員会

第23回基礎有機化学討論会「優秀ポスター賞/RSCAwardl2012/9/2]

酸化還元特性を有するピロール縮環アザコロネン類の合成と性質

第23回基礎有機化学討論会実行委員会/TheRoyalSocietyofChemistry

第6回有機元電子系シンポジウム「優秀ポスター賞」2012/12/15

直交したドナー・アクセプター部位を有するナフトビピロール類の合成

有機元電子系学会



国際会議の開催、および組織委員としての活動平成24年度

野 村 琴 広

・Thel2thlnternational胸otoCon企renceonNewAspectsofOrganicChemistry

京都市2012年11月組織委員

・20thlnternationalSymposiumonOle且nMetathesisandRelatedChemistry(ISOM江）

奈良市～2013年7月組織委員

・Thel6thlnternationalSymposiumonRelationsbetweenHomogeneousand

HeterogeneousCatalysis札幌市～2013年8月組織委員

・AsianPolyole且nWbrkshop2013(APO2013）中国・北京～2013年10月組織委員

・ファインケミカルズ合成触媒国際会議2013(C&FC2013)中国・北京～2013年12月

InternationalCoordinator

･TheSeventhTokyoCon企renceonAdvancedCatalyticScienceandTechnology

(T0CAT7)

京都市～2014年6月組織委員

･InternationalCon企renceonOrganometallicChemistry(ICOMC2014）札幌市

～2014年7月組織委員

加藤直

・14thlnternationalAssociationofConoidandlnter色ceScientists,Con企rence

(IACIS2012)仙台

2012年5月1日～4日組織委員，セツシヨンチエア，プログラム委員

城丸春夫

・JomtSymposmmonCo皿sionsofHighly-ChargedlonswithMoleculesandRelated

Topics(2012.10,東京)Co-Chair

・6thlnternationalCon企renceonGoldScienceTbchnologyanditsApplications

（2012.9，東京）組織委員

清水敏夫

・l0thlnternationalCon企renceofHeteroatomChemistry

京都2012年5月20日～5月25日国内組織委員

・The6thlnternationalCon企renceonGoldScienceTechnologyanditsAppncations

東京2012年9月5日～9月8日国内組織委員



海外研究［国際会議における学術講演・海外での講義等］平成24年度

海 老原 充

伊藤隆

野 村 琴 広

特別セミナー2012.5.23ダツ力・バングラデシュSamplereturnmission

byHayabusaspacecra仕anditscontributiontospacesciences

特別セミナー2012.7.13リエージュ・ベルギーChemicalcompositionof

tinygrainsreturnedfromItokawaanditsimplicationstoplanetarysciences

アジア原子力協力フオーラムワークシヨツプオープンセミナー2012.11.29

ハノイ・ベトナムSpecificadvantagesandsuccessfulapplicationofNAA

特別講義2013.2.18.2.22クアラルンプール・マレーシアElementalanalysis

byINAA,RNAAandPGAanditsimplicationstocomochemistry

ViikiMondayLectures,Biocenter,UniversityofHelsinkiいルシンキ，フィ

ンランド）

CellularstructuralbiologybyNMRH24年5月14日

StructureBiologySennnar,Biocenter,UniversityofHelsinkiいルシンキ．

フィンランド）

Applicationsofnonlinearsamplingandmaximumentropyprocessingto

problematicproteinsamplesH24年5月15日

ChulalongkomUniveristy,DepartmentofMaterialsScience5/1

Bangkok,Thailand

Precisemetathesispolymerizationforintegrationoffunctionality:

Defect-freeconjugatedpolymersandstarshapedpolymers

HanoiUniversityofScienceandTechnology5/4Hanoi,Vietnam

Designofefficienttitaniumcomplexcatalystsforpreciseolefin

polymerization

CollegeofChemistryandMaterialsScience,NorthwestUniversity6/18

Shaanxi,China

Designofvanadiumcomplexcatalystsexhibitinguniquereactivityofole丘ns



7thInternationalSymposiumonHigh-TechPolymerMaterials(HTPM-VII)

6/18Shaanxi,ChinaPrecisemetathesispolymerizationforintegrationof

functionality:Defect-freeconjugatedpolymersandstarshapedpolymers

8thInternationalVanadiumSymposiumChemistry,BiologicalChemistry,

AndToxicology8/17WashingtonDC,USA

Synthesisof(imido)vanadium(V)-alkyl,alkylidenecomplexesandsome

reactionŝHighlyactiveolefinmetathesiscatalysts

InstituteofChemistry,ChineseAcademyofSciences9/12

Beijing,ChinaDesignofvanadiumcomplexcatalystsforpreciseolefin

polymerization/oligomerizationn

ChangchunInstituteofAppliedChemistry,ChineseAcademyofSciences

9/13Changchun,China

Designofefficienttransitionmetalcomplexcatalystsforprecise

olefinpolymerization/oligomerization

ChemelotInternationalPolyolefinsSymposium(CIPS2012)10/8

Maastricht,TheNetherland

E伍cienttitaniumandvanadiumcomplexcatalystsforpreciseolefin

Polymerization

17thMalaysianChemicalCongress(17MCC)10/15

KualaLumpur,Malaysia

Synthesisandreactionchemistryof(imido)vanadium(V)-alkylidene

complexes:highlyactiveolefinmetathesiscatalysts

MahidolUniveristy11/27Bangkok,Thailand

Preciseolefinpolymerizationbytransitionmetalcomplexcatalysts:Design

ofe伍cientmolecularcatalysts,newsyntheticstrategyforadvanced

polymers

ChulalongkomUniveristy11/28Bangkok,Thailand

Preciseolefinpolymerizationbytransitionmetalcomplexcatalysts:Design

ofefficientmolecularcatalysts,newsyntheticstrategyforadvanced



麿 田耕志

加藤直

清水敏夫

浅野素子

polymers

RenminUniversityofChina12/10Beijing,China

Olefinmetathesis:Usefulsynthetictoolsfore鎧cientorganicsynthesisand

advancedmaterials

BeijingInstituteofChemicalEngineering,SinoPec12/11Beijing,China

Designofefficienttransitionmetalcomplexcatalystsforpreciseolefin

polymerization/oligomerization

PureandAppliedChemistryInternationalCon企rence(PACCON2013)

1/24-25ChonBuri,Thailand

Designofefficientmolecularcatalystsforolefin

polymerization/oligomerization

NIEHSco㎡erence10月9日ノースカロライナ・米国

GeneticevidencefortranslesionDNAsynthesisbyreplicativeDNA

polymerase8

AssociationinSolutionIII,Self-Assembly:FromBio-Colloidsto

Nano-Engineering(AnECICon企renceSeries)2012年7月23日～27日

Bifrost,IcelandLamellar-Onion-LamellarTransitionwithvarying

TemperatureunderShearFlow

25*InternationalSymposiumontheOrganicChemistryofSulfur

2012年6月24日～6月29日Czestochowa,Poland

Synthesis,Structure,andPropertiesof18-MemberedBenzothiacrown

Ethers

JahangirnagarUniversity,Seminar2011年11月29日Dhaka,Bangladesh

Long-rangedynamicsinthephotoexcitedstatesofcovalentlylinke

porphyrindimers:Superexchangemediatedenergytransfer

DhakaUniversity,Seminar2011年11月30日Dhaka,Bangladesh

Long-rangedynamicsincovalentlylinkedporphyrindimers:Exchange

interactionwithanunpairedelectroninenhancedintersystemcrossing



藤野竜也

西長亨

佐 藤 総 一

台湾中央研究院(ACADEMIASINICA)台湾・台北2012年8月23日

(招待講演)Spectroscopicstudyofnon-destructiveionizationprocessfor

massspectrometry

国立清華大学台湾・新竹

Spectroscopicstudyof

spectrometry

2012年8月24日（招待講演）

non-destructiveionizationprocessformass

21stIUPACInternationalConferenceonPhysicalOrganicChemistry

9/9-13グラム・英国

Self-AssociationanditsStericControlofCationicOligothiophenes

RuhrUniversityofBochum9/17ボーフム・独国

DesignofThiophene-basedNoveln-ConjugatedMoleculesandtheir

Functionalization

UniversityofDuisburg-Essen9/18エツセン・独国

DesignofThiophene-basedNoveln-ConjugatedMoleculesandtheir

Functionalization

UniversityofCologne9/19ケルン・独国

DesignofThiophene-basedNovel冗-ConjugatedMoleculesandtheir

Functionalization

UniversityofBonn9/20ボン・独国

DesignofThiophene-basedNoveltc-ConjugatedMoleculesandtheir

Functionalization

InternationalConferenceonEmergingAdvancedNanomaterials10/22-25

ブリスベン・豪国

Self-AssociationanditsStericControlofCationicOligothiophenes

The10̂InternationalConferenceonHeteroatomChemistry(ICHAC-10)

5/20-5/25Kyoto,Japan

SynthesisandStructureofHypercoordinatedTelluriumCompoundsHaving



橋 本 健 朗

久冨木志郎

3,3'-DisubstitutedBiphenylylyneLigands

The10*InternationalConferenceonHeteroatomChemistry(ICHAC-10)

5/20-5/25Kyoto,JapanDevelopmentofNewSyntheticMethodfor

2,2'-Dihalo-3,3'-disubstitutedBiarylDerivatives

GordonResearchConferenceonMolecular&IonicClusters

January29-February3,2012Ventura,CA(USA)

Formationmechanismsof(5,5)-and(6,5)-chiralcarbonnanotubes

6thSeminarofCore-to-CoreProgramonAromaticClusterSpectroscopy

Mar､12,2012Berlin,Germany

Formationmechanismsof(5,5)-chiralcarbonnanotubeandFullerene

InternationalSymposiumonSmallParticlesandInorganicClustersXVI

(ISSPIC16)July8-13,2012KULeuben,Bergium

Theoreticalstudyofformationoffullerenesandcarbonnanotubes

XXIVIUPACSymposiumonPhotochemistry

July15-20,2012Coimbra,Portugal

ExperimentalANDtheoreticalstudyofmechanismofMatrixAssisted

LaserDesorption/Ionization(MALDI)

InstituteSeminarAugust22,2012.

Instituteofatomicandmolecularscience,Taiwan

Formationmechanismof(5,5)-and(6,5)-chiralcarbonnanotubes

DepartmentSeminarAugust24,2012.

NationalChiao-TungUniversity,Taiwan

Formationmechanismof(5,5)-and(6,5)-chiralcarbonnanotubes

MossbauerSpectroscopyinMaterialSciences2012

2012年6月11日～6月15日オロモウツ・チエコ共和国

57Fe-M6ssbauerStudyofIron-ContainingSilicateGlassandMetallicIron

EffectiveforWaterCleaning



MossbauerSpectroscopyinMaterialSciences2012

2012年6月11日～6月15日オロモウツ・チエコ共和国

"Fe-M6ssbauerStudyofConductiveVanadateGlassWithHighChemical

Durability

InternationalSymposiumonIndustrialApplicationofMossbauerEffed

2012(ISIAME2012)2012年9月2日～9月7日大連・中国

OxygenDemandReducingEffectObservedforIronSilicateGlass

Characterizedby<"Fe-M6ssbauerSpectroscopy

InternationalSymposiumonIndustrialApplicationofMossbauerEffeci

2012(ISIAME2012)2012年9月2日～9月7日大連・中国

DecompositionofMethyleneBlueCausedbyMetallicIron-Maghemite

Mixture

InternationalSymposiumonIndustrialApplicationofMossbauerEffect

2012(ISIAME2012)2012年9月2日～9月7日大連・中国

ElectricalConductivityandLocalStructureofLithiumIronTinVanadate

Glass

InternationalSymposiumonIndustrialApplicationofMossbauerEffeci

2012(ISIAME2012)2012年9月2日～9月7日大連・中国

NewConductiveVanadateGlasswithHighChemicalDurabiUty

InternationalExchangePrograminTokyoMetropolitanUniversity-The

GlobalHumanResourceProgramBridgingacrossPhysicsandChemistry

2013年2月8日八王子市・東京都

Physicalpropertyandlocalstructureofalkalineirontungstenvanadate
glass

InternationalExchangePrograminTokyoMetropolitanUniversity-The

GlobalHumanResourceProgramBridgingacrossPhysicsandChemistry

2013年2月8日八王子市・東京都

Visiblelightactivatedphotocatalyticeffectandlocalstructureofiron
silicateglass

InternationalExchangePrograminTokyoMetropolitanUniversity-The



山下健一

高 瀬雅祥

阿部穣且

秋山和彦

GlobalHumanResourceProgramBridgingacrossPhysicsandChemistry

2013年2月8日八王子市・東京都

MossbauerstudyofnovelIronGD-dioximatocomplexcompounds

7thInternationalConferenceonPorphyrinsandPhthalocyanine

2012年7月1日－6日チエジユ・韓国

Catalyst-FreeAromaticNucleophilicSubstitutionReactionsforaFacileand

VersatileSynthesisof.mescrHeteroatom-SubstitutedPorphyrins

7thInternationalSymposiumonHigh-TechPolymerMaterials(HTPM-VTI

6/18Shaanxi,ChinaPyrrole-containingfunctionaln-electronmaterials

lUMRS-IntemationalConferenceonElectronicMaterials

(IUMRS-ICEM2012)9/26Yokohama,JapanPyrrole-fusedazacoronenes:

Influenceofdialkoxyphenylringsonopticalandelectronicpropertiesin

neutralandoxidationstates

IntemationalConferenceonEmergingAdvancedNanomaterials

(ICEAN-2012)10/23Brisbane,Australia

Synthesisandpropertiesofpyrrole-fusedazacoronenesinneutraland

oxidationstate

CPVIOLATIONINELEMENTARYPARTICLESANDCOMPOSITE

SYSTEMS(Advancedschool)

2月17日～2月18日,2013プネインド

Introductionofmolecularcalculations,molecularEDMs(講義）

CPVIOLATIONINELEMENTARYPARTICI』耐SANDCOMPOSITES

YSTEMS(Workshop)2月19日～2月23日,2013プネインド

MolecularorbitalbasedcalculationsforthesearchoftheelectronEDM

usingtheCoupled-ClustermethodintheDirac-Coulombapproximation

（招待講演）

TheInternationalCon企renceonEmergingAdvancedNanomaterials-2012

2012年10月22日～10月25日オーストラリア・ブリスベーン

SynthesisofCarboxyMetallo釦nerenes-RadiophamaceuticalAppicationof

WatersolubleMetaⅡohuerenes-



TheInternationalConferenceonEmergingAdvancedNanomaterials-2012

2012年10月22日～10月25日オーストラリア・ブリスベーン

Radio-activeMetallofiillerenesforRadiopharmaceuticalApplication



野 村 琴 広

藤野竜也

佐藤総一

藤田渉

橋本健朗

久冨木志郎

川端庸平

秋 山和 彦

共同 研究平成24年度

･6月から3月韓国科学技術院（ソウル）・韓国

･5月チュラロンコン大学（バンコク）・タイ

･9月中国科学院化学研究所（北京)、及び中国科学院長春応用化学研究所

（長春）

･’0月ブリュッセル自由大学（ブリュッセル）・ベルギー

･I1月チュラロンコン大学、及びマヒドン大学（バンコク）・タイ

･’2月中国科学院化学研究所、及び中国人民大学（北京）・中国

･1月チュラロンコン大学（バンコク）・タイ

･不定期

･不定期

･不定期

･不定期

･不定期

･不定期

理化学研究所

明治学院大学

東京工業大学

東京都科学警察研究所

北海道大学

大阪大学

･9月から3月京都大学化学研究所

･分子科学研究所施設利用（ナノプラット）

･2012.3.1-2012.3.6ベルリンエ科大学・ドイツ

･2012年9月12日～9月30日

EotvosLorandUniversi町・ブダペスト・ハンガリー

･2013年3月16日～3月28日

RuderBoscovicInstitute・ザグレブ・クロアチア共和国

･花王株式会社

「カチオン界面活性剤のつくる集合体の物性と構造に関する研究」

･2012年4月～2013年3月ビタミンceoバイオリサーチ・三菱商事



海外からの訪問者平成24年塵

ChristopherKay,UniversityCollegeLondon,UK無機化学研究言

2012年9月15日共同研究と講演

Prof.PeterGuentert,InstituteofBiophysicalChemistry,Goethe-University

FrankfurtamMain,Germany有機構造生物化学2012年11月19-21日研究打ち合わせ

KittichoteMusikabhumma・PTTGlobalChemicalPublicCo.,Ltd,タイ有機化学研究室

4月1日研究打ち合わせ

ApisukWannida・ChulalongkomUniversity,Thailand有機化学研究室

4月から(2013年1月まで）共同研究

AnawatAjavakom・ChulalongkomUniversity,Chemistry,Thailand有機化学研究室

2月1日研究打ち合わせ

PhrutsadeeSukpuang・ChulalongkomUmvelgityｩMaterialsScience,Thailand有機化学研:究室

2月9日研究打ち合わせ

AmomsakChanakul・ChulalongkomUniversity5MaterialsScience,Thailand有機化学研究室

2月9日研究打ち合わせ

ShifangYuan・中国山西大学，中国有機化学研究室

6月19日から1ヶ月間研究打ち合わせ

JozefDrabowizc教授、PolishAcademyofSciences,ポーランド有機化学研究室

11月1日研究打ち合わせ

RezaKarimi(WaterlooUniv.)反応物理化学研究室2012年10月14日～11月7E

共同研究，シンポジウム参加

AmineCassimi(GANIL)反応物理化学研究室2012年10月16日～20E

シンポジウム参加，研究打ち合わせ

SankarDe(Ko止ataUnivも）反応物理化学研究室2012年10月12日～22E



シンポジウム参加，研究打ち合わせ

SergeMartin(LyonUniv.)反応物理化学研究室2012年10月15日～20日

シンポジウム参加，研究打ち合わせ

MarkusSchoeffler(FrankfurtUniv.)反応物理化学研究室2012年10月17日～21日

シンポジウム参加，研究打ち合わせ

KLavsHansen(U.Gothenburg)反応物理化学研究室2013年1月27日～2月17日

共同研究，シンポジウム参加

KavehNajafian(U・Gothenburg)反応物理化学研究室2013年1月27日～2月11日

共同研究，シンポジウム参加

BertilDynefors(U.Gothenburg)反応物理化学研究室2013年1月27日～2月9日

共同研究，シンポジウム参加

MarieSusannePettersson(U.Gothenburg)反応物理化学研究室2013年1月27日～2月

17日共同研究，シンポジウム参加

JeanAnnWyer(AarhusU.)反応物理化学研究室2013年2月6日～10日

シンポジウム参加，研究打ち合わせ

MichaelGatchell(StockholmU.)反応物理化学研究室2013年2月6日～10日

シンポジウム参加，研究打ち合わせ

OldrichNovotny(ColumbiaU./MPIHeidelberg)反応物理化学研究室2013年2月6日～10

日シンポジウム参加，研究打ち合わせ

Mohamed0.A・ElGhazaly(KACST,Riyadh)反応物理化学研究室2013年2月5日～9日

シンポジウム参加，研究打ち合わせ

SulimanMubarakAlshammari(KACST,Riyadh)反応物理化学研究室2013年2月5日～9

日シンポジウム参加，研究打ち合わせ

ClaudeKrantz(MPIHeidelberg)反応物理化学研究室2013年2月6日～10日



シンポジウム参加，研究打ち合わ七

MichaelGradzielski(1℃chnischeUniversitatBerlin,Germany)分子集合系物理化学研究室

2012年5月21日～23日講演会および研究打ち合わせ

GiorgioSchileo･SheffieldHallamUniversity同位体化学研究室2013年2月6日～2月9E

InternationalExchangePrograminTokyoMetropolitanUniversity-TheGlobalHuman

ResourceProgramBridgingacrossPhysicsandChemistryでの発表

LengyelAttila･EotvosLorandUniversity同位体化学研究室2013年2月6日～2月9E

InternationalExchangePrograminTokyoMetropohtanUniversitj

ResourceProgramBridgingacrossPhysicsandChemistry-での発話

-TheGlobalHum角丁



海老 原充

伊藤隆

野 村琴 広

加藤直

学会活動等（学協会等での委員等）平成24年度

・日本放射化学会会長2012.9～2014.8

・日本化学会原子量専門委員会委員長2012.4～2013.3（継続）

･放射化分析研究会幹事2012,4~2013.3（継続）

、日本核磁気共鳴学会・理事，評議員,H24年度

･触媒学会国際交流委員

･石油学会石油化学部会委員

・近畿化学協会代議員

･近畿化学協会触媒表面部会幹事

･触媒学会ファインケミカルズ合成触媒研究会世話人

･触媒学会工業触媒研究会事務局

・日本ポリオレフィン総合研究会運営委員

･ElsevierB.V(AmsteIdam,Netherlands）．ル"malofA"たc"此z7･a"alysisA:Che加施αム

EditorialBoard

･BenthamSciencePublishers,Ltd.(NewYork,USA)Le睦応加OrganicChemistry,

EditorialBoard

・MDPIGIUltidisciplinalyDigitalPublishinglnstimte)Publishing(Basel,Switzerland）

Cata“な,EditorialBoard

･Scien髄cResearchPublishmg,Inc､qrvine,CA,USA）G"g"S〃Sm加α6陀Che"fなtry.

EditorialBoard

・InternationalScholarlyResearchNetwork(NewYO1k,NY;USA）

厩RⅣChemたαlEng加eering.EditorialBoard

?HindawiPublushingCo.(USA)JoumαﾉofCata加応,EditorialBoard

・日本化学会コロイドおよび界面化学部会役員4/1．3/31

・日本化学会コロイドおよび界面化学部会討論会委員長4/1．3/31

･日本化学会コロイドおよび界面化学部会LectureshipAward・奨励賞選考委

員4/1．3/31

・日本油化学会代議員4/1．3/31

・日本油化学会関東支部幹事4/1．3/31

・日本油化学会学術専門委員4/1‐3/31

･日本油化学会油脂・脂質・界面活性剤データブック」編集小委員及び編集委

員4/1．3/31



城丸春夫

清 水 敏 夫

波 田雅 彦

浅 野 素 子

藤野竜也

大 浦泰 嗣

藤田渉

橋本 健 朗

川 端庸平

松本淳

秋山 和彦

･原子衝突学会会計幹事2012年度

・日本化学会代議員2009年11月～2013年10月

・日本化学会関東支部幹事2010年3月～2013年2月

・日本化学会関東支部事業企画委員2010年3月～2013年2月

･JournalofSul血rChemistry編集委員2006年1月～

・日本コンピュータ化学会理事

･量子化学研究協会副理事長

･計算科学研究センター運営委員会

～2012年～

～2012年～

委員2012年～2013年

・日本化学会男女共同参画推進委員会・委員20084～2013.3

．複合系の光機能研究会世話人2003～

・日本分光学会生細胞分光部会幹事

･放射化分析研究会幹事平成12年度～

･日本化学会第92年会プログラム編集委員

･日本化学会第92年会優秀講演賞審査委員

･第6回分子科学総合討論会2012東京優秀講演賞審査委員

2012年9月18日～9月21日

･北海道大学低温科学研究所研究集会（高次系分子科学と低温科学の接点）

2012年1月16日～17日

･中性子科学会学会誌編集委員

･日本物理学会領域運営委員2012年10月1日～2013年9月30日

･日本アイソトープ協会第1種放射線取扱主任者試験解答例作成委員会

2012年9月-12月

･JournalofRadioanalyticalandNuclearChemistryAssociateEditor

2012年4月-2013年3月

代表



海老原充

他大学非常勤講師（講演・集中講義など）平成24年度

日本大学文理学部前期環境化学2

東京大学大学院工学系研究科後期2012.10.16

特別講義研究炉の利用と放射化分析

野村琴広学外研究協力教員北海道大学触媒化学研究センター平成24年度

波田雅彦つくば大学後期分子の電気・磁気的性質に関する量子化学理論と計算

藤野竜也 法政大学生命科学部後期「分析化学」

法政大学工学研究科前期集中講義8月2．3．6日「環境計測特論

橋本健朗東京大学後期構造化学

久冨木志郎お茶の水女子大学後期無機化学II



海老原訓

講演会・研究会等での講義・講演平成24年園

東大天文談話会（東京大学・本郷）

ChemicalcompositionoftinygrainsreturnedfromItokawaanditsimplicationsto

planetarysciences 2012.6.5

日本原子力研究開発機構・照射利用ニース調査分科会（東京）

研究用原子炉を利用する中性子放射化分析法－もっとも信頼できる元素分

析法（依頼講演)2012.6.8

J-PARC/ANNRI施設研究会（東工大・大岡山）

中性子ビーム利用元素分析の展望(ANRRIを用いた放射化分析の展望）

(依頼講演)2012.8.21

化学系学協会東北大会（秋田大学・秋田）

はやぶさ回収試料の分析-太陽系最初期の情報を読み解く（招待講演）

2012.9.16

京都大学原子炉実験所アトムサイエンスフェアー（大阪・熊取）

宇宙からのお土産～はやぶさ探査機が持ち帰った微粒子：何が判ったか？

2012.10.13

研究環研究会（伊豆高原）

Never-give-upandenthusiasm2012.10.21

非破壊検査・可視化・分析技術研究会（東京）

中性子をもちいた分析技術の動向について（依頼）

SSH授業（日比谷高校）

Never-give-upandenthusiasm2012.11.2C

2012.11.9

非破壊検査・可視化・分析技術研究会

中性子をもちいた分析技術の動向について（依頼)2012.12.11

京都大学原子炉実験所将来計画短期研究会

産業利用など一中性子放射化分析の場合（依頼） 2013.3.



伊藤隆

野村琴広

麿田耕志

加藤直

アジア原子力協力フォーラム

Reviewoftheprojectactivity(依頼） 2013.3.11

日本機械学会関東支部総会講演会

惑星探査機はやぶさが小惑星イトカワから回収したりゆうしと福島原発事故

で首都圏に到達した放射性物質の分析（依頼)2013.3.15

学振167委員会第66回研究会（産総研，東京）

In-cellNMR法による細胞内分子動態解析H24年4月19日

4thFrance-JapanSeminar(理研，播磨）

CellularstructuralbiologybyNMRH24年1月8日

よこはまNMR構造生物学研究会第46回ワークショップ｢NMRの10年後」

（理研，横浜）生理的条件におけるN皿解析H25年3月22日

新化学技術推進協会(JACI)

新しいオレフイン系ポリマーの創製を可能とする高性能チタン錯体触媒6/2

第7回次世代ポリオレフィン総合研究会

ハーフチタノセン錯体触媒による効率エチレン共重合8/9

有機合成化学協会関東支部ミニシンポジウム

精密オレフィンメタセシス重合:高性能分子触媒、精密集積化材料10/5

触媒学会重合触媒設計研究会セミナー

新規ポリオレフィンの創製を指向した新触媒・新手法1/21

大分県日田市CERI講習会

ニワトリBリンパ球DT40細胞を用いた遺伝毒物学手法による有害化学物質の

検出法の開発と、その応用による抗がんシーズ化合物のスクリーニング

9月4日

P&G講演会(OnlineMeeting)(神戸）

Shear-InducedStructuralTransitioninSurfactantLamellarPhaseStudied

byusingRheo-SALSandRheo-SAXS2012年6月22日



浅野素子

三 島 正 規

佐藤総一

藤田渉

橋 本 健 朗

久冨木志郎

日本油化学会第10回界面活性剤評価・試験法セミナー（東京）

会合体の形状・大きさの決定2012年11月19日

リザーバー機構による常磁性発光種の長寿命化複合系の光機能研究会シンポ

ジウム「複合系の光機能と電子スピン科学」（2013.2、東京）

第12回日本蛋白質科学会年会ランチョンセミナー

立体構造解析とハイスループットなSPR解析による転写抑制補助因子複合

体形成の解析2012年6月20日名古屋国際会議場

京都大学化学研究所講演会

炭素配位子を有する高配位有機テルル化合物の化学9/3

分子研研究会「レーザー分光および磁気測定による分子構造探究の新展開」

(岡崎）有機分子磁性体における磁気相転移と分子構造変7月30，31日

シンポジウム化学反応経路探索のニューフロンティア2012（東京）

カーボンナノチューブのキャップ構造と成長・消滅反応2012年9月22日

第49回アイソトープ・放射線研究発表会（東京大学農学部）

鉄一マグヘマイト混合粉体を用いたメチレンブルー分解機構の解明

7月9日～7月11日

第49回アイソトープ・放射線研究発表会（東京大学農学部）

鉄イオンを含むケイ酸塩ガラスの水質浄化能と局所構造の相関

7月9日～7月11日

第49回アイソトープ・放射線研究発表会（東京大学農学部）

バナジン酸リチウムスズ鉄ガラスの電気伝導性とメスバウアースペクトル

7月9日～7月11日

北九州学術研究都市産学連携フェア新技術説明会（福岡県北九州市）

導電性と耐水性に優れた新規酸化物ガラス10月17日～10月19日



山下健一

池谷 鉄兵

松本淳

阿 部 穣 里

平成24年度Kl厩専門研究会「不安定原子核の理工学と物性応用研究II」

(京都大学原子炉実験所）メスバウアー分光法による導電性バナジン酸塩

ガラスのキヤラクタリゼーション12月18日～12月19日

平成24年度KUR専門研究会「不安定原子核の理工学と物性応用研究II」

(京都大学原子炉実験所）鉄一マグヘマイト混合粉体によるメチレンブルー

分解効果と構造変化12月18日～12月19日

第62回錯体化学討論会ポルフイリンキノンの実用的な合成法の開発とその

ニッケル錯体の特異的な軸配位挙動H24年9月23日

NMRdiscussioninKYOTO2012(大阪）最新NMR構造決定法
Q

2012年7月27日

NMR分光部会集中講義（東京）

測定時間を劇的に短縮:Non-UniformSampling法の津々 浦々

2012年10月24日

第51回NMR討論会（名古屋）ベイズ法を利用した新規構造計算手法の開発

2012年11月8－10日

RRR2013(大阪)Bayesian-basedproteinstructurerefinement

2013年1月31日－2月1日

大学・高専連携事業，首都大学東京研究環セミナー，宇宙科学研究所宇宙空間

原子分子過程研究会合同研究会：多価イオン衝突研究とその周辺（産業技術

高専品川キャンパス)Dissociationofhighly-ionizednitrogenmolecules

2012年10月18日

首都大学東京研究環セミナーOne･daysymposiumonE-ringbasedmolecular

SciencePresentstatusofatabletopelectrostaticionstoragering(p-ring)

2013年2月7日

WorkshoponeEDMwithMolecules,｢分子を用いた電子の双極子モーメント測

定に関する研究会」（東京大学駒場キャンパス東京）依頼公演

"電子EDM探査のための相対論的分子軌道論"2012年5月19日



秋山 和彦

6thInternationalWorkshopon"FundamentalPhysicsUsingAtoms"

FPUA2012(東北大学、仙台）

"RelativisticcalculationofeffectiveelectricfieldforelectronEDMin

molecules"(依頼講演)2012年9月29日

平成24年原子力機構施設利用共同研究・一般共同研究成果報告会（茨城）

放射能をプローブとした金属フラーレン並びに水溶性金属フラーレンの性質の

解明8月6日～8月7日

第51回核化学夏の学校（宮城・秋保温泉）

金属内包フラーレンの迅速分離法8月30日～9月1日

第43回フラーレン・ナノチユーブ・グラフエン総合シンポジウム（東北大学・

川内萩ホール)RapidSeparationofMetallofiillerenesbyTitanium

Chloride9月5日～9月7日

第43回フラーレン・ナノチューブ・グラフェン総合シンポジウム（東北大学・

川内萩ホール)SynthesisofCarboxyMetallo血nerenesforMedical

Application9月5日～9月7日

第56回放射化学討論会（東京工業大学・大岡山キャンパス）

医療応用を目指したカルボキシ金属フラーレンの迅速合成

10月3日～10月5日



無機化弓

宇宙化学

非常勤講師（集中講蕊など）平成24年度

大庭裕範准教授東北大学・多元物質科学研究所

大学院集中講義（化学特別講義I)電子スピン共鳴:ESR計測法の原理・進展と応月

2013.2.8日－9日

小林憲正，横浜国立大学，教授後期化学特別講義

有機構造生物化学

関安孝・講師岩手医科大学薬学部構造生物薬学講座後期化学特別講義］

「溶液X線散乱と剛R残余双極子結合を用いた鎖状蛋白質の構造解析」

有機化学

KennethB､Wagener・DepartmentofChemistry;UniversityofFlorida、教授

第199回化学コースコロキウム

UsingADMETSynthesisToControlPolymerMorphology

水垣共雄・大阪大学大学院基礎工学研究科物質創成専攻、准教授

第200回化学コースコロキウム

環境調和型反応に向けた金属超微粒子触媒の開発～サブナノ粒子からナノ粒子までへ

DanielJ.Mindiola・DepartmentofChemistry,IndianaUniversity、教授

第201回化学コースコロキウム

Titaniumalkylidynes.Methaneactivationanddehydrogenationofvolatileparaffins

CarlRedshaw・DepartmentofChemistry,UniversityofEastAnglia,UK、教授

第205回化学コースコロキウムMacrocycles:catalysisandbeyond

藤木道也・奈良先端科学技術大学院大学、教授第206回化学コースコロキウ上

光学活性共役高分子合成の新展開

穐田宗隆・東京工業大学資源化学研究所スマート物質化学部門、教授

第210回化学コースコロキウム有機金属光触媒反応



小笠原正道・北海道大学触媒化学研究センター、准教授

大学院集中講義「化学特別講義I」・第214回化学コースコロキウム

パラジウム触媒による軸不斉アレンの触媒的不斉合成と天然物合成への応斥

RQjanaPomprasertsuk・ChulalongkomUniveIsi暁MaterialsScience,Thailand、Prof.

TheGlobalHumanResourceProgramBridgingacrossPhysicsandChemistry

Fabricationandcharacterizationofelectrolyte,nanowireelectrodeandsinglecellforPCFC

application

SirithanJiemsirilers・ChulalongkomUmversitybMaterialsScience,Thailand，Prof.

TheGlobalHumanResourceProgramBridgingacrossPhysicsandChemistry

Flyashbasedgeopolymersynthesizedfromindustrialwaste

物性物理化学研究室

速水真也・熊本大学大学院自然科学研究科、教授後期

大学院集中講義「物理化学特別講義I」「スピンから磁性へ‐

分子集合系物理化学

野々村美宗（山形大学工学部）後期物理化学特別講義I

「ソフト界面の物理と化学～画期的な食品・化粧品・医薬品の開発を目指して～」

同位体化学

飯本武志・東京大学環境安全本部・准教授前期放射線実験法I(夏季集中）

三谷啓志・東京大学新領域創成科学研究科・教授前黛

放射線実験法I(夏季集中）

百島則幸・九州大学アイソトープ総合センター・教授通年

化学特別講義K大学院集中）



魅力ある大学院教育平成24年度

首都大学東京国際交流プログラムfTheGlobalHumanResourceProgramBridging

acrossPhysicsandChemistry(物理と化学で紡ぐグローバル人材育成プログラム)」を

理工GPとして共催した。国外の学生および研究者との幅広い交流を目的として、物理と

化学を中心とした分野での交流会を行った。国外7カ国から10名の学生が参加し、留学生

16名を含む本学の学生83名と共に講演会､ポスター発表､親睦会､各大学の紹介等を行い、

幅広く交流した。本学の留学生を含めて外国籍の学生が26名も参加したこと、また外国籍

であっても英語を母国語としない学生も多かったため､英語での会話の敷居が比較的低く、

学生間の交流が活発に行われた。



4月21日（土）

8月4日（土）

8月17日（金）

11月3日（士）

教室の行事平成24年度

東京都科学技術週間体験化学実験

高校教員のためのリカレント化学講座

首都大学東京国際センター大会議室

平成24年度首都大学東京一日体験化学教室「化学への招待」

分子物質化学専攻および分子応用化学専攻の主催で、一日体験化学教室

を開催した。共催は日本化学会・関東支部および高分子学会・関東支部

であり、化学会からは支部長名の修了証書、高分子学会からは5万円の

補助金を受領した。分子物質化学専攻が担当した課題については理工系

オープンクラスを兼ねた。参加者は合計87名であった。

平成24年度首都大学東京みやこ祭り研究室紹介

ひらめきときめきサイエンス

11月8日（木）～12月2日I(日）

首都大学東京オープンユニバーシティ

11月20日（火） 東京都立日比谷高校スーパーサイエンスハイスクール高大連携事業

「Never-give-upandEnthusiasm宇宙化学」海老原充
●



第二部

各研究分野活動状況

I.研究活動の概要

Ⅱ、研究業績

1．原著論文

2．著書、総説等

3．学会発表、講演等



無機化学研究室

無機化学研究室では、光応答性金属錯体の設計と合成を行い、それらの'性質を種々の分

光法などを用いて評価を行っている。得られた結果については計算機科学の手法を用いて

解析を行い、目的とする化学的･物理的性質をさらに向上させた物質設計へと昇華させる。

本年度に行った研究テーマは以下の通りである。

（1）超巨大分子の合成研究

（2）金属錯体の光化学・励起状態ダイナミクフ

（3）電子スピン共鳴(ESR)とスピン科学

I.

01

II.

01

IⅡ

01

02‘

03.

原著論文

MotokoS・Asano,KazumaOkamura,AkihoroJin-mon,SadaharuTakahashiandYoukoh

Kaizu

"Enhancedintersystemcrossingduetolong-rangeexchangeinteractionincopper(II)

porphyrin-freebaseporphyrindimers:HOMOandspacerdependence"

Chem.Pﾉりﾉs.,inpress[10.10164.chemphys.2013.03.010]

著書、総説等

浅野素子

"長距離エネルギー移動のメカニズム～超交換機構の役割～”

複合系の光機能研究会newsletter(2013).

学会発表、講演等

Ken-ichiYamashita,ShouichiTakeuchi,MotokoS.Asano,Ken-ichiSugiura

「Conjugatedaminoporphyrinoligomersanalogoustopolyanilines:synthesisandredox
behavior」

7thInternationalConferenceonPorphy血sandPhthalocyanine(2012.7、Jeju,Korea)

Ken-ichiYamashita,KazuyukiKataoka,MotokoS.Asano,Ken-ichiSugiura

「Catalyst-FreeAromaticNucleophilicSubstitutionReactionsforaFacileandVersatile

Synthesisofmeso-Heteroatom-SubstitutedPorphyrins」

7thInternationalConferenceonPorphyrinsandPhthalocyanine(2012.7、Jeju,Korea)

浅野素子

「金属ポルフィリン多量体の光励起エネルギー移動一長距離相互作用とエネルギー

マイグレーションー」

高校教員のリカレント化学講座ジョイントセミナー(2012.8、首都大学東京）



04

05

06

07

08

09‘

10．

11

12

13

浅野素子・小川友宏・山下健一・杉浦健一

「Zn(II)-Cu(II)ヘテロポルフィリンニ量体のリザーバー機構による近赤外発光の長
寿命化」

第24回配位化合物の光化学討論会(2012.8、東京）

浅野素子・北林真人・秋田康宏・山下健一・杉浦健一・竹内佐年・田原太平

「亜鉛ポルフィリン環状・鎖状多量体のS2発光ダイナミクスーエネルギー移動とｲa

相緩和一」

第24回配位化合物の光化学討論会(2012.8、東京）

浅野素子・北林真人・秋田康宏・山下健一・杉浦健一・竹内佐年・田原太平

「環状および鎖状亜鉛ポルフィリン多量体の励起緩和」

2012年光化学討論会(2012.9、東京）

浅野素子・小川友宏・山下健一・杉浦健一

「Zn(II)ポルフィリンを連結した常磁ttCu(II)ポルフィリンの発光の長寿命化

2012年光化学討論会(2012.9、東京）

山下健一、中村明公、浅野素子、杉浦健一

「軸不斉を有するピレンオリゴマーの合成とその構造・'性質．

第23回基礎有機化学討論会（2012.9、京都）

山下健一、牡内翻二、浅野素子、杉浦健一

「ポリアニリン型アミノポルフイリン多量体の金属挿入反応によって誘起される物

‘性変化」

第23回基礎有機化学討論会（2012.9、京都）

山下健一、平野大輔、浅野素子、杉浦健一

「ポルフィリンキノンの実用的な合成法の開発とそのニッケル錯体の特異的な軸配

位挙動」

第62回錯体化学討論会(2012.9、富山）

山下健一、平野大輔、竹内翻一、浅野素子、杉浦健一

「ポルフィリンキノンーニッケル(11)錯体における特異的な軸配位挙動．

第2回CSJ化学フエスタ(2012.10、東京）

山下健一、片岡和幸、ファムヴィーバンハン、浅野素子、杉浦健一

「碗eso-ブロモポルフィリンの無触媒フェノキシ化反応とその応用」

第2回CSJ化学フエスタ(2012.10、東京）

浅野素子・冨塚和仁・山下健一・杉浦健一・ArtvanderEst

｢バナジルテトラキス（ペンタフルオロフェニル）ポルフィリンの光励起状態の時



14.

15.

16．

17．

18.

19．

20.

21.

間分解ESRスペクトル」

第51回電子スピンサイエンス学会年会(2012.11、札幌）

K.Sugiura

「Syntheticstudiesoncyclicchromophoresmimickinglightharvestingproteins]

JahangimagarUniversity(2012.11、Dhaka,Bangladesh)

M.S.Asano

「Long-rangedynamicsinthephotoexcitedstatesofcovalentlylinkedporphyrindimers

Superexchangemediatedenergytransfer」

JahangimagarUniversity(2012.11、Dhaka,Bangladesh)

LuongXuanDien,KenichiYamashita,Ken-ichiSugiura

「Synthesisandphotophysicalpropertiesofpyreneoligomers」

TheGlobalHumanResourceProgramBridgingacrossPhysicsandChemistry(2013.2、首都

大）

ShahedRana,Ken-ichiSugiura,Ken-ichiYamashitaandMotokoAsano

「Synthesisandcomparativephotophysicalstudiesoflinearandcyclicmetalloporphyrin

oligomers」

TheGlobalHumanResourceProgramBridgingacrossPhysicsandChemistry(2013.2、首都

大）

浅野素子

「リザーバー機構による常磁'性発光種の長寿命化」

複合系の光機能研究会･シンポジウム｢複合系の光機能と電子スピン科学」（2013.2

東京）．

山下健一、LuongXuan,Dien、田淫‘慎、浅野素子、杉浦健一
「ブタジインで架橋したピレン環状多量体の合成と電子状態の評価」

日本化学会第93春季年会（20133、滋賀）

山下健一、平野大輔、浅野素子、杉浦健一

｢縮環型ポルフィリンダイマーのキノン体の合成と性質」

日本化学会第93春季年会(2013.3、滋賀）

山下健一、ファムヴィーバンハン、片岡和幸、浅野素子、杉浦健一

「無触媒芳香族求核置換反応を利用したレゾルシノール架橋ポルフィリンニ量体の

合成と‘性質」

日本化学会第93春季年会(2013.3、滋賀）



環境・地球化学研究室

発病後に治療を行う現代医学ではなく、将来発病する可能性のある疾病を健康な状態の

うちに把握し、発病を未然に防ぐ技術の開発が医療の進歩には欠かせません。これにはバ

イオマーカーと呼ばれる疾病の危険信号物質、一般には低分子量の生理活‘性物質（ホルモ

ン、毒、麻薬、農薬等を含む）を、血液や尿の分析から把握する作業が必要です。血液や

尿中には目的分子だけでなく多量の不純物が含まれており、分光法による電子や振動状態

の‘情報だけでは物質を同定することは困難であり、また同様に電気化学的手法を用いても

分析は困難です。このような場合、試料を非解離で観測し、その分子量を特定できる質量

分析法が威力を発揮します。質量分析法では、小数点以下数桁の精度で分子量を決定する

ことが可能であり、その場合、原子組成から分子構造を決定することも可能です。マトリ

クス支援レーザー脱離イオン化(MALDI)法は、分子を非解離でイオン化し、分子量により

質量分析を可能にする手法の一つであり、不純物に寛容、操作・装置が簡便、といった多

くの利点を持ちますが、測定に利用するマトリクス分子（主に有機酸）の開裂によって、

低分子量試料の測定はできないという欠点を同時に持ちます。また感度が悪く、さらには

イオン化できない分子が多数存在します。従って、MALDI法の持つ利点を生かしつつ問題

点を解決できる新奇な非解離レーザーイオン化法の開発が求められます。

このような背景から環境・地球化学研究室では、以下に挙げる研究を行っております。

（1）機能性マトリクスの開発

分子の包接特性や酸化物個体表面を利用し、従来法ではイオン化・検出が出来なかった

分子、特に低分子量の生理活性物質や禁止薬物の検出を主に行っています。また生理活‘性

物質や禁止薬物などの代謝物を尿などから直接的に前処理なく検出できる手法を開発して

います。また金属微粒子や磁性粒子を触媒表面上に担持させたマトリクスを開発すること

で、試料の高感度・効率的なイオン化法の開発を目指しています。

（2）レーザーイオン化法のメカニズム解明

新奇の機能‘性マトリクスを開発する上で、脱離・イオン化経路の解明は不可欠でありま

す。従来のMALDI法では、測定したい試料に最適なマトリクス分子の選択は、基本的に経

験則に基づき行われており、分子科学的な考察が不十分であります。我々は、質量分析法

と、分子のダイナミクスを観測できる時間分解分光法を組み合わせた新しい測定法を開発

しました。これを利用することにより、ピコ秒do-"秒)からフエムト秒do-"秒)といった

化学反応が実際に起きる時間スケールで、マススペクトルを観測できます。このような手

法と分子科学計算の手法を組み合わせることで､MALDI法や我々が開発する新奇イオン化

法のメカニズム解明を行っています。

（3）安定同位体元素と重金属を用いた食品の産地特定

酸素、窒素、炭素、水素といった元素には、安定に存在する同位体元素が存在します。

これら安定同位体元素の存在比が、食品原材料が生育した気候、水、温度、緯度、年齢な

どを鋭敏に反映することが知られています。この情報に加え、食品にごく微量に含まれる

重金属量の'情報を加味することで、厳密な食品産地判別が可能な手法を開発しています。

（4）テラヘルツ時間領域分光法の開発と応用

光と電波の中間的な存在であるテラヘルツ波を利用した時間領域分光法を開発し、これ

を化学分析に応用する研究を行っています。

環境・地球化学研究室としては、これからもグリーンイノベーションにかかる先端計測

分析装置開発や低炭素社会への基礎化学研究から都市・地球環境貢献を目指していく。



I、原著論文

01.J.Suzuki,T.Fujino

"Matrix-assistedlaserdesorptionionizationmassspectrometryofmaltohexaosi

andacetylsalicylicacidusingalkalimetalcation-substitutedzeolites"
ﾉｲ"aI'.Sci.,28,901-904(2012)

02.K.Aoyagi,A.Yamanaka,A､S・Goto,T.Fujino,T.Korenaga,Y・Chikaraishi'

"Methylandethylchloroformatederivatizationsforcompound-specificstable

isotopeanalysisoffattyacid-II,

Res.Org.Geochem.,28,27-30(2012)

03.J・Suzuki,A.Sato,R.Yamamoto,T.Asano,T.Shimosato,H.Shima,J.N・Kondo,

K.Yamashita,K.Hashimoto,T・Fujino

"Matrix-assistedlaserdesorptionionizationusinglithium-substituted

mordenitesurface"

助e"L助J'sLeな.，546,159-163（2012）

04.R.Yamamoto,T.Fujino

"2,4,6-trihydroxyacetoohenoneonzeolitesurface:correlationbetween

electronicrelaxationandfragmentationonmassspectra"

助e".〃vs.Lett.,543,76-81(2012)

05.Y.Minegishi,D.Morimoto,J.Matsumoto,H・Shiromaru,K.Hashimoto,T.Fujino

"DesorptionDynamicsofTetraceneIonfromTetracene-dopedAnthraceneCrystals

StudiedbyFemtosecondTime-ResolvedMassSpectrometry"

．ﾉ:助J'臼.助em.Q116,3059-3064(2012)

06．AtsukoYamanaka,AkikoS.Goto,TakashiKorenaga

"D/HexchangeinOHbondsoffattyacids:Implicationforgeographical
discriminationoffoodmaterials"

FoodChemistry'ウ138,1720-1722(2012)

Ⅱ､学会発表､講演等

01．芝本幸平，名越慶士郎，伊永隆史

「金ナノ微粒子2次元配列基板の表面修飾分子の新しい活用」

第72回分析化学討論会（2012.5鹿児島）

02．安室駿輔，藤田隆史，芝本幸平，伊永隆史

「金ナノ微粒子配列基板作製中のレーザー光照射による凝集抑制効果の検証」

第72回分析化学討論会（2012.5鹿児島）

03．藤田隆史，安室駿輔，芝本幸平，伊永隆史

「高秩序化金ナノ微粒子二次元配列による高再現‘性SERSセンシング基板への展開』

第72回分析化学討論会（2012.5鹿児島）



04．青柳寛司，後藤晶子，藤野竜也

「脂肪酸の水素・炭素安定同位体比分析におけるMCF・ECFを用いた簡易誘導体化粧

の導入とその検証」

日本分析化学会第61年会（2012.9金沢）

05．藤田隆史，芝本幸平

「定量的な表面増強ラマン散乱測定に向けた金ナノ微粒子の配列効果の検証」

日本分析化学会第61年会（2012.9金沢）

06.名越慶士郎，芝本幸平

「金ナノ微粒子2次元配列基板上の捕捉サイトを有する表面修飾剤を利用した表菌

吸着分子の定量・定性分析へ向けた基礎検討」

日本分析化学会第61年会（2012.9金沢）

07．藤森健輔，藤野竜也

「励起エネルギー移動を利用した多環芳香族炭化水素の高効率質量分析

日本分析化学会第61年会(2012.9金沢）

08．村上和雅，藤野竜也

「MALDI法におけるイオン化機構の再考察と新規イオン化/脱離機構の提案

日本分析化学会第61年会（2012.9金沢）

09．山本陵，藤野竜也

「マトリクス支援レーザー脱離イオン化法におけるマトリクス分子の電子緩和と

フラグメント生成の相関」

日本分析化学会第61年会（2012.9金沢）

10．峰岸佑樹，藤野竜也

「レーザー脱離/イオン化質量分析法における脱離効率と分子間振動モードの関連‘性

日本分析化学会第61年会（2012.9金沢）

11．村上和雅，藤野竜也，松本淳，城丸春夫，橋本健朗

「マトリクス支援レーザー脱離イオン化(MALDI)法における脱離イオン化過程α

再考察」

分子科学討論会2012(2012.9東京）

12.TakashiAsano,JunyaSuzuki,TatsuyaFujino

"Matrix-assistedLaserDesorptionIonizationMassSpectrometryUsing
Cation-SubstitutedZeoliteSurface"

19thInternationalMassSpectrometryConference(IMSC2012)(2012.9京都

13.MinegishiYuuki,MorimotoDaisuke,MatsumotoTun,ShiromaruHaruo,

HashimotoKenro,TatsuyaFujino

"FemtosecondTime-ResolvedMassSpectrometryforDesorptionDynamicsof

TetraceneIonfromTetracene-dopedAnthraceneCrystals"

19thInternationalMassSpectrometryConference(IMSC2012)(2012.9京都



14.NaokiMoriguchi,HisanaoHazama,TatsuyaFujino,KunioAwazu

"InvestigationofZeoliteMatrixforAnalysisofPharmacokineticsUsing

ImagingMassSpectrometrywithLaserDesorption/Ionization"

19thInternationalMassSpectrometryConference(IMSC2012)(2012.9京都）

15.KazumasaMurakami,TatsuyaFujino

"ProtonTransferReactioninMatrix-AssistedLaserDesorptionIonizationStudied

byNanosecondTime-ResolvedMassSpectrometry"

InternationalConferenceonEmergingAdvancedNanomaterials(ICEAN2012)

(2012.10オーストラリア・ブリスベン）

16.RyoYamamoto,TatsuyaFujino

"Matrix-AssistedLaserDesorptionIonizationUsingZeoliteSurface:Correlation

BetweenElectronicRelaxationLifetimeandFragmentationonMassSpectrum"

InternationalConferenceonEmergingAdvancedNanomaterials(ICEAN2012)

(2012.10オーストラリア・ブリスベン）

17.YuukiMinegishi,TatsuyaFujino

"FemtosecondTime-ResolvedMassSpectrometryfortheDesorptionProcessof

Tetracene-DopedAnthraceneCrystals"

InternationalConferenceonEmergingAdvancedNanomaterials(ICEAN2012)
（2012.10オーストラリア・ブリスベン）

18.TatsuyaFujino,JunyaSuzuki,andRyoYamamoto

"CationSelectiveIonizationofBiologicallyActiveSubstancesUsingZeolites'
InternationalConferenceonEmergingAdvancedNanomaterials(ICEAN2012)
招待講演(2012.10オーストラリア・ブリスベン）

19.三原正三

「ICP-MS測定の試料処理に関する簡便法の検討」

表示・起源分析技術研究懇談会第8回講演会(2012.11東京）

20．韓強

「Stableisotopeanalysisoftea(CamelliasinensisL)inJapanandChina
Apossiblemethodforadulteration,geographicoriginandtea

typesdiscrimination」

表示・起源分析技術研究懇談会第8回講演会(2012.11東京）

21．浅野貴志，藤野竜也，米淫徹

「シクロデキストリンマトリックスを用いた低分子薬物の質量分析」

第1回レーザー脱離イオン化合同勉強会（2012.12大阪）

22．山本陵

「MALDI-MSにおけるマトリックス分子の電子緩和とフラグメント形成の相関検討」

第1回レーザー脱離イオン化合同勉強会(2012.12大阪）



23．藤森健輔

「励起エネルギー移動を利用した多環芳香族炭化水素の高効率質量分析」

第1回レーザー脱離イオン化合同勉強会(2012.12大阪）

24．周捷

「多変量解析を用いたマトリックス分子のフラグメント形成過程の追跡」
第1回レーザー脱離イオン化合同勉強会（2012.12大阪）

25．安室駿輔，藤田隆史，芝本幸平

「レーザー照射下における金ナノ微粒子の高秩序2次元配列基板の作製とその光

センサー能の評価」

日本分析化学会第93春季年会（2013.3滋賀）



宇宙化学研究室

当研究室は，元素組成，特に微量元素組成をもとにした宇宙・地球化学的プロセスの解

明を目指している．主として地球外物質である隈石を研究対象とし，太陽系の形成やその

後の惑星系の進化の様子を探っている．元素組成分析手段として，放射化分析法，誘導結

合プラズマ質量分析法と誘導結合プラズマ発光分光分析法を主に利用しているが，これら

の手法を用いた新規な分析操作法の開発も行っている．以下に主な研究内容について具体

的に記す．

＜宇宙・地球化学的試料中の微量元素の存在度に関する研究＞

隈石は今から45~46億年前に，他の太陽系物質と同時に作られたものであり，その後の

変成活動をほとんど，あるいは全く経験していないために，太陽系初期の形成や変遷の環

境を知る上で，研究対象となりうる唯一の物質である．現在（1）南極産マイクロメテオラ

イト，（2）月隈石,(3)HED唄石,(4)始原的エコンドライト唄石,(5)Rコンドライト唄石

について，化学的特徴を詳細に調べている．このうちHED限石とはホワルダイト，ユーク

ライト，ダイオジェナイトとよばれる順石種を総称した名前で，小惑星4ベスタを起源と
すると考えられている隈石グループで，代表的な分化隈石である．これらの唄石の主成分

元素から極微量元素までの化学組成を後で述べる放射化分析法，誘導結合プラズマ質量分

析法と誘導結合プラズマ発光分光分析法で正確に求め，それらの隈石の生成した太陽系初

期の環境を考察した．

＜誘導結合プラズマ質量分析法による宇宙・地球化学的試料中の元素分析＞

誘導結合プラズマ質量分析法(ICP-MS)は感度の高い元素分析法として近年，急速に普
及してきた機器分析法である．当研究室ではこれまで隈石試料や地球化学的岩石試料中の
微量白金族元素や希土類元素の定量法として積極的に利用し，相応の成果を上げてきた．
本年度は微量白金族元素と宇宙化学的揮発性元素(PbとBi)の定量法の改良を行った．特

に,Osを試料から定量的に分離・回収できようになったとともに，イオン交換法により測
定妨害元素を除去することにより，より信頼‘性の高い定量値を得ることができるようにな
った。また，韓国資源研究所によって提供された韓国標準岩石試料中の希士類元素,Thと
U含有量を正確に求めた．

＜核的手法を用いた分析法の開発と宇宙・地球化学的試料への適用＞

機器的中性子放射化分析法(INAA)では，比較標準試料として既知量の分析対象元素を未
知試料と同時に中性子照射する比較法により濃度を求めることが一般的である.正確な定
量値を得ることができるが，計画外の比較標準試料に含まれない元素の定量はできない．
一方，国内ではあまり利用されていないko標準化法は,1種類の元素のみを含む比較標準
試料によりあらゆる元素を定量することができる.本研究では,kO標準化法を京都大学原
子炉を利用したINAAに適用した.定量値の算出には，国際原子力機関(IAEA)が最近開発し
た無償ソフトウエア;k0-IAEAを利用した.従来行なっている比較法による定量値と比較す
ることにより，本ソフトウエアによる定量値の正確さを評価した.本年度は，韓国資源研究
所によって提供された韓国標準岩石試料の元素組成を機器中‘住子放射化分析法で求め，そ
の結果を誘導結合プラズマ質量分析法と誘導結合プラズマ発光分光分析法から得られた結
果との比較を行った．



＜宇宙化学的試料中の宇宙線生成核種に関する研究＞

Mnは地球化学的には親石元素に分類され，鉄隈石中のMnのほとんどは宇宙線生成由来で

あると考えられる．一方，鉄隈石に元々含まれていたMnは，鉄隈石母天体の分化過程を知

る上で興味が持たれる．しかし,鉄唄石中のMn濃度の正確な報告値はほとんどないそこで、

我々は，鉄隈石中のMn濃度を定量するための前濃縮中性子放射化分析法の検討を続けてい

る.本年度は，これまでに検討してきた鉄隈石からのMn濃縮法を実際に鉄鋼標準試料とギベ

オン鉄唄石に適用し,Mn濃度の定量を試みた.鉄鋼標準試料の分析から,30ppbまでのMnの

定量が可能であること，今回分析したギベオン隈石片でのMn濃度は273ppbと415ppbである

ことが分かった．

I.原著論文

01.Y・Oura,R.Watanabe,M・Ebihara,Y.Toh,A・Kimura,M.Koizumi,K・Furutaka,

M.Oshima,K・Hara,T.Kin,S・Nakamura,H.Harada

"Applicationofmultiplepromptgamma-rayanalysis(MPGA)togeochemicaland

cosmochemicalsamples"

JournalofRadioanalyticalandNuclearChemistry291,335-339(2012).

02.T・Watanabe,N・Tsuchiya,Y.Oura,M・Ebihara,C・Inoue,R.Yamada,S・Yamasaki,

A・Okamoto,F.WatanabeNara,K・Nunohara

"Distributionofartificialradionuclides("̂Ag,'"Te,*"Cs,̂Cs)insurface

soilsfromMiyagiPrefecture,northeastJapan,followingthe2011Fukushima

Dai-ichinuclearpowerplantaccident"

GeochemicalJournal46,279-285(2012).

03.Y.Oura,M・Ebihara

"Radioactivityconcetrationsof1311,134Csand137Csinriverwaterinthe

GreaterTokyoMetropolitanareaaftertheFukushimaDaiichiNuclearPowerPlant

Accident"

GeochemicalJournal46,303-309(2012).

04.M.Ebihara,N・Yoshida,Y・Takahashi

"MigrationofradionuclidesfromtheFukushimaDaiichiPowerPlantaccident

GeochemicalJournal46,267-270(2012).

05.M.A.Islam,M・Ebihara

"ElementalcharacterizationofJapanesegreentealeavesandteainfusionresidue

byneutron-inducedpromptanddelayedgamma-rayanalysis"
ArabianJournalofChemistry.DOI:10.1016/j・arabjc､2012.11.008(2012).

06.T.Onoue,H・Sato,T.nakamura,T.Noguchi,Y.Hidaka,N.Shirai,M・Ebihara,

T・Osawa,Y.Hatsukawa,Y.TohM.Koizumi,H.Harada,M.J.Orchard,M.Nedachi



"Adeep-searecordofimpactapparentlyunrelatedtomassextinctionintheLate
Triassic

ProceedingsoftﾉleNationalAcademyofScience,109,19134-19139(2012).

07.M.A.Islam,H・MatsueandM.Ebihara

"SensitivityvariationforH,B,Si,CI,CaandCdinsolidmaterialsbyprompt
gamma-rayanalysiswithaspecialemphasisonthepresenceofhydrogen

〃

Anal.Sci.,27,1143-1147(2012).

08.M.A・Islam,M・Ebihara,Y.Toh,Y・Murakami,H・Harada

"Characterizationofmultiplepromptgamma-rayanalysis(MPGA)systematJAEA
forelementalanalysisofgeochemicalandcosmochemicalsamples"

AppliedRadiationandIsotopes70,1531-1535(2012).

09．H.Naraoka,H.Mita,K.Hamase,M.Mita,H・Yabuta,K.Saito,K.Fukushima,F.

Kitajima,S.A.Sandford,T.Nakamura,T・Noguchi,R.Okazaki,K.Nagao,M.Ebihara,

H.Yurimoto,A.Tsuchiyama,M.Abe,K.Shirai,M.Uemo,T.Yada,Y・Ishibashi,

T.Okada,A.Fujimura,T.Mikai,M.Yoshikawa,J.Kawaguchi

"PreliminaryorganiccompoundanalysisofmicroparticlesreturnedfromAsteroid
25143ItokawabytheHayabusamission

GeochemicalJournal.46,61-72(2012).

10.J.－H.Moon,M・Ebihara,B､一F.Ni,B・Arporn,P・Setyo,R、M・Theresia,B.S.

Wee,N.A.A・Salim,P．C.B.Pabroa

"ANAAcollaborativestudyinwhitericeperformedinsevencountries

JournalofRadioanalyticalandNuclearChemistry、291,217-221(2012).

11.J.W.Bennett,M.Ebihara,T.Tanaka,P.Armishaw,R.lavets,V.D.Cao,M.Hossain,

D・Huang,Sutisna,N.A.A.Salim

"AtrialproficiencytestofeightNAAlaboratoriesinAsiausingstream

sedimentsNAAcollaborativestudyinwhitericeperformedinsevencountries

JournalofRadioanalyticalandNuclearChemistry.

D0I10.1007/sl0967-011-1326-l(2012).

II.著書、総説等

01． 海老原充

「福島第一原子力発電所事故による放射性物質の環境への拡散」

JapanGeoscienceLetters8(1),2-6,日本地球惑星科学連合(2012).

02.海老原 充

「はやぶさ探査機によって小惑星イトカワから回収された粒子の中‘性子放射化分

析」

放射化額ニュース25，1－8，日本放射化学会（2012)．

03.海老原 充



04

05.

06.

「福島第一原子力発電所事故に対する地球化学会の取り組み」

地球化学46,79-86，日本放射化学会(2012).

海老原充

「中'性子放射化分析法一宇宙物質に最適な元素分析法」

ぶんせき10月号,562-565,日本分析化学会(2012).

海老原充

「地球と宇宙の化学事典」を代表編集委員および分担執筆

朝倉書店（2012)．

海老原充

「原子量｣，「元素の周期表｣，「安定同位体」執筆

理科年表，丸善(2012).

III.学会発表、講演等

01．

02.

03.

04

05

06

白井直樹，関本俊，大塚紗恵，海老原充

「放射化分析による宇宙化学的試料の分析」

京都大学原子炉実験所専門研究会(2012.1，大阪）

海老原充

「惑星探査期はやぶさが小惑星イトカワから回収した粒子と福島原発事故で首都圏
に到着した放射'性物質の分析」（招待講演）

平成24年度機械学会関東支部学術講演会（2012.3，東京）

Y.Hidaka,A・Yamaguchi,N.ShiraiandM.Ebihara

「Lithophileelementcharacteristicsofacapulcoite-lodraniteandwinonaites:
implicationsforthechemicalcompositionoftheirprecursormaterials」
43rdLunarandPlanetaryScienceConference(2012.3,Houston,U.S､A.)

M.Ebihara,S.Sekimoto,N.Shirai,T.Nakamura,A.Tsuchiyama,M.Abe,A.
Fujimura,T.MukaiandT.Yada
「NeutronactivationanalysisofrockygrainsrecoveredbytheHayabusa

spacecraft-revisited」

43rdLunarandPlanetaryScienceConference(2012.3,Houston,U.S.A.)

N.Shirai,M.Ebihara,S.Sekimoto,A.Yamaguchi,L.Nyquist,C.-Y.Shih,J.Park
andK.Nagao

「GeochemistryoflunarhighlandmeteoritesMIL090034,090036and090070」
43rdLunarandPlanetaryScienceConference(2012.3,Houston,U.S.A.)

M.A.Islam,M.EbiharaandH.Kojima

「Chemicalcompositionsandalterationofprimitivecarbonaceouschondrites]
43rdLunarandPlanetaryScienceConference(2012.3,Houston,U.S.A.)



07‘

08.

09

10

11

12‘

13．

14.

15.

S.Sekimoto,Y・Saito,Y.Homura,M・EbiharaandY.Kawabata

「Atemptsforsimultaneousobservationofimageandelementalcomponent加
thepotterysampleusingneutron」

7thInt.TopicalMeetingonNeutronRadiography(2012.6,Kingston,Canada)

Y.Hidaka,A・Yamaguchi,N・ShiraiandM.Ebihara
「PossiblelinkagebetweenprimitiveachondritesandELchondritesfrom

siderophileelementcharacteristicsofacapulcoiteTodranaitesandwinonaitesj

AnnualmeetingofMeteoriticalSociety(2012.8,Cairns,Australia)

海老原充，白井直樹，関本俊，中村智己，士､山明

「ChemicalcompositionoftinygrainsrecoveredfromanasteroidItokawa:an
INAAstudy」

2012年日本地球化学会年会(2012.9,福岡）

白井直樹，海老原充，山口亮，関本俊

「月唄石(MIL090034,090036,090070)の全岩化学組成に基づく月地殻の形成過
程」

2012年日本地球化学会年会(2012.9,福岡）

山口亮，白井直樹，海老原充

「月高知由来の斜長岩質角レキ岩(MIL090034,090036,090070)の岩石学的特徴と
形成過程」

2012年日本地球化学会年会(2012.9,福岡）

海老原充

「はやぶさ回収試料の分析一太陽系最初期の'情報を読み解く」

化学系学協会東北大会(2012.9，秋田）

(招待講演）

Y.Toh,H・Harada,A.Kimura,S・Nakamura,K.Furutaka,F・Kitatani,K.Hara,M.Koizumi
andM.Ebihara

「Apreliminarystudyofpromptgamma-rayactivationanalysisusingpulsed
neutronatJ-PARC/ANNRI」

8thInternationalConferenceonNuclearandRadiochemistry(2012.9,Como,Italy)

箕輪はるか，大浦泰嗣，岩下和樹

「イメージングプレート画像解析を用いた首都圏の土壌における放射性降下物の調

査」

第56回放射化学討論会（2012.10，東京）

豊嶋厚史，宮下直，大江一弘，浅井雅人，佐藤哲也，北辻章浩，塚田和明，永目論一

郎,MatthiasSchadel,JonPetterOmtvedt,JensVolkerKratz,羽場宏光，笠松
良崇，篠原厚，和田彩佳，秋山和彦，大浦泰嗣，横山明彦，末木啓介

「シーボーギウム(Sg)の酸化還元研究にむけた同族元素MoとWの電解還元」
第56回放射化学討論会（2012.10，東京）

16．宮下直，豊嶋厚史，大江一弘，浅井雅人，佐藤哲也，北辻章浩，塚田和明，永目諭一



17．

18.

19.

22.

21.

郎,MatthiasSchadel,JonPetterOmtvedt,JensVolkerKratz,羽場宏光，笠松
良崇，篠原厚，秋山和彦，大浦泰嗣，横山明彦，末木啓介

｢Sgの酸化還元研究に向けたMoとWの溶媒抽出」
第56回放射化学討論会（2012.10，東京）

大江一弘，塚田和明，浅井雅人,佐藤哲也，豊嶋厚史，宮下直，永目諭一郎,Matthias

Schadel,金谷佑亮,HansV.Lerum,JonPetterOmtvedt,JensVolkerKratz,
羽場宏光，笠松良崇，篠原厚，秋山和彦，大浦泰嗣，横山明彦，末木啓介

｢Sgの酸化還元研究に向けた迅速溶媒抽出装置SISAKの改良」
第56回放射化学討論会(2012.10,東京）

藤暢輔，原かおる，北谷文人，木村敦，原田秀朗，中村詔司，古高和禎，小泉光生

海老原充

「J-PARC/ANNRIにおけるパルス中性子を用いた多重即発ガンマ線分析法の開発」

2012年日本放射化学会年会(2012.10,東京）

Y.Hidaka,A・Yamaguchi,N・ShiraiandM.Ebihara

「Metallicpartialmeltingprocessesontheacapulcoite-lodranitesparentbody.
SymposiumonAntarcticmeteorites(2012.11,東京）

鶴田治雄，中島映至，大浦泰嗣，海老原充，大原利員

「β線吸収式大気浮遊粒子状物質自動測定機の使用済みテープ状ろ紙の放射性核種

分析(その1）一福島市内と茨城県南西部での大気中Cs-134とCs-137濃度の2011年

3月15-23日の時空間変化－」

第4回環境放射能研究会(2013.2,つくば）

A.Toyoshima,S.Miyashita,M.Asai,T.K.Sato,Y.Kaneya,K.Tsukada,Y.Kitatsuji,Y.
Nagame,M.Schadel,V.Pershina,K.Ooe,H.V.Lerum,J.P.Omtvedt,Y.Kitayama,A.
Yokoyama,A.Wada,Y・Oura,H.Haba,J・Kanaya,M.Huang,Y.Kasamatsu,andJ.V・Kratz
「StatusofthepreparationofaSg-reductionexperimentwithSISAK」

9thASRCInternationalWorkshop"ChemistryoftheSuperheavyElements"(2013.3,和光）



有機構造生物化学研究室

生体高分子（蛋白質や核酸など）が生物機能を発現する分子機構は、これらの分子の高

次構造と密接な関連がある。生体高分子の立体構造を高分解能で得る手段としてはX線結

晶解析法と核磁気共鳴(NMR)法が知られているが、NMRによって得られる溶液中の構造情

報、特に運動性や構造多形性などの性質は、詳細な分子機能の理解のために非常に重要で

あることが多い。また、複数のドメインから構築されている蛋白質の高次構造は（ドメイ

ン間の弱い相互作用が高次構造形成に重要なため)X線結晶解析では解析できず,N畑によ

ってのみ解析可能であるという議論がある。一方で方法論的な制約から、ⅢRを用いた詳

細な解析が可能な生体高分子の分子量には上限があり、例えば分子量50Kを超えるような

高分子量蛋白質や蛋白質複合体の解析を行うためには、さらなる方法論的な研究を行って

いく必要がある。多くの蛋白質が他の蛋白質や核酸などと相互作用し、言わば「超分子複

合体」を形成して機能を発揮していることを考えると、高分子量蛋白質や蛋白質複合体に

適用可能なNMR測定法を確立することは非常に重要であるといえる。また、重要な生物活

性を持っていても，常温で不安定であったり，溶解度が低かったりして，従来は高次構造・

機能解析が困難であった試料に対しても、剛R法はいっそうの手法的改良が希求されてい

る。当研究室では、これらの溶液剛服法のフロンティア領域に挑戦し、21世紀の生命科学

研究、環境研究、あるいは高分子化合物の物'性研究に貢献できる研究を進めていく。

当研究室ではまた、生きた細胞や生物個体の中での蛋白質や核酸などの分子動態を直接

観測するための研究も行っている。NN服法は、生体に対する非侵襲性が高く、不透明な討

料の内部についても観測可能であることから、このような「生体高分子試料のその場解析」

に適している。従来は単離・精製した試料に用いられてきたⅢ服を生きている細胞に適斥

する方法(In-CellNMR法）に注目し、生細胞中の蛋白質の立体構造とその変化、翻訳後

修飾、相互作用などの直接観測法の確立を目指し研究を行っている。

以下に主な研究テーマを記す。

(1)NMRを用いた高分子量蛋白質、蛋白質複合体の解析法の研究

高分子量蛋白質のNMR解析の際には､回転相関時間の増大に伴うシグナル強度の低下と、
シグナルのオーバーラップの問題を解決する必要がある。近年の方法論的な進歩によって

10年前は20kDa程度であったNMRの「分子量の壁」が、現在では大きく引き上げられつつ

ある。当研究室では、さらに高分子量の蛋白質、蛋白質複合体の州Rによる詳細な解析を

目指して、①蛋白質の選択的安定同位体標識法の研究、②州R測定法の研究、③データ解

析法や高次構造計算法の研究の2つの視点から、高分子量蛋白質のNMRが抱えている問題
を総合的に解決することに取り組んでいる。

(2)In-CellNMRを用いた蛋白質の細胞内動態の解析

In-CellNMR法には、①生細胞におけるターゲット蛋白質の特異的発現誘導と安定同位

体標識、②NMR測定の感度増大の2つの要素技術の確立が必須である。当研究室では、既



に生きた大腸菌中の蛋白質の詳細なNMR解析に成功しているが、今後はさらにこの手法を

高度化することで、様々な蛋白質に普遍的に適用可能な「invivひ構造生物学」とでも言

うべき新しい学問分野の開拓を目指す。

（3）動的な生体高分子複合体の構造解析

生体反応を担う多くの因子は分子認識が暖昧で、かつその相互作用は弱く、結合と解離

を繰り返す。これらの因子が複数集積することによって高い反応特異性を発揮し、また複

数の因子の集積であるがゆえに、複雑な調節が可能となっている。このように動的で複雑

な生体高分子複合体の溶液状態での構造解析をNMRを用いて行う。またそのために必要な

試料調製法、測定法の開発を行う。

（4）蛋白質立体構造決定の自動化手法と構造最適化手法の開発

In-cellNMR法や高分子量蛋白質に適用可能な堅牢なNMR自動構造解析システムの開発

を進めている。従来の手動解析では、スペクトルの複雑化に伴う帰属候補数の増大により

すべての可能性の検討が難しい一方で、計算機による自動解析では、あらゆる可能性を総

当り的に判定でき、解析者の技量差も最小限に抑えられるため、高速、客観的な解析が可

能となる。また、幅広い構造空間を探索可能なアルゴリズムも開発し、NⅧシグナルが十

分に得られない試料についても、高精度に構造決定可能な手法を目指している。

原著論文
、
１

１
０ T､,Ikeya,

M、&Ito,

inliving

助em.Soc.

Hamatsu,J.,0'Donovan,D.,Tanaka,T.,Shirai,T.,Hourai,Y.,Mikawa,

T.,Mishima,M.,Boucher,W.,Smith,B.0.,Laue,E.D.,Shirakawa,

Y・"High-resolutionheteronuclearmultidimensionalNMRofproteins

insectcellsusingabaculovirusproteinexpressionsystem.″J罵別〃

135,1688-1691（2013)．

Kanaba,T.,Maesaki,R.,Mori,T.,Ito,Y.,Hakosh加a,T.&辿旦墾坐＝
"Microtubule-bindingsitesoftheCHdomainofEB1anditsautoinhibitionrevealed
byNMR."Ho的加.Biophys.Acta.1834,499-507(2013).

02.

03.Mikami,S.,Kanaba,T.,Ito,Y.&MishimaM."NMRassignmentsofSPOCdomainof

thehumantranscriptionalcorepressorSHARPincomplexwithaC-terminalSMRT

peptide."戯omol.M恢Assig刀.Sep.18(2012).

04.Ito,Y二,Mikawa,T.&Smith,B、0."In-cellNMRofintrinsicallydisordered

proteins:Prokarioticcells".ル化妨ods.Mol.Biol.895,19-31(2012).

II．著書、総説等

01.伊藤隆，演津順平，辿登_鐘呈，「蛋白質機能における構造一ダイナミクスー安定性
の関係:In－cellNMRからわかること」生物物理53,76－81(2013)



III.学会発表、講演等

01.YutakaIto

「CellularstructuralbiologybyNMRJ(招待講演）

ViikiMondayLectures,Biocenter,UniversityofHelsinki(Helsinki,Finland,

2012.5.14)

02.YutakaIto

「Applicationsofnonlinearsamplingandmaximumentropyprocessingto

problematicproteinsamplesj(招待講演）

StructureBiologySeminar,Biocenter,UniversityofHelsinki(Helsinki,Finland,

2012.5.15)

03．JumpeiHamatsu,DanielNietlispach,Hembram,D.S､S,MassakiMishima,TeppeiIkeya,

MasahiroShirakawa,andYutakaIto

「Structuralanddynamicstudiesofproteininlivingcellsbyin-cellNMR

spectroscopy」

XXVICMRBS(Lyon,France,2012.8.19-24)

04．JumpeiHamatsu,TakahiroShirai,DanielNietlispach,TeppeiIkeya,Massaki

Mishima,MasahiroShirakawa,andYutakaIto

「Structuralanddynamicstudiesofproteinsinlivingcellsbyin-cellNMR

spectroscopy」

ISNMR2011,Theinternationalsymposiumonnuclearmagneticresonance2011,(第
50回ⅧR討論会)(Yokohama,2012.11.16-18)

05．YutakaIto

「CellularstructuralbiologybyNMRj(招待講演）

4thFrance-JapanSeminar(Harima,2013.1.4)

06．TeppeiIkeya,ManatoShimazaki,YutakaItoandPeterGUntert

「Bayesian-basedproteinstructurerefinement](招待講演）

RRRworkshop(Osaka,2012.1.31-2012.2.1)

07.伊藤隆

「In-cellNMR法による細胞内分子動態解析」（招待講演）

学振167委員会第66回研究会（東京，2012.4.19）

08.池谷鉄兵，伊藤隆,PeterGuentert

「最新NMR構造決定法」（招待講演）

NMRdiscussioninKYOTO(京都,2012.7.27)

09.KohsukeInomata,ShuheiMurayama,ShiroFutaki,HidekazuHiroaki,YutakaIto,

HidehitoTochioandMasahiroShirakawa

「細胞環境下におけるタンパク質の肌服計測」（招待講演）

第50回日本生物物理学会年会（名古屋，2012.9.22-24）

10．TeppeiKanaba,RyokoMaesak,TomoyukiMori,YutakaIto,ToshioHakoshima,Masaki
Mishima

「Transferredcross-saturation法を用いたEBlのCHドメインの微小管との結合界面



の特定」

日本生物物理学会（名古屋，2012.9.22-24）

11．池谷鉄兵，山本晃広，角越和也，池田思朗，伊藤隆

「測定時間を劇的に短縮:Non-UniformSampling法の津々 浦々 」（招待講演）

日本分光学会NMR分光部会集中講義（東京,2012.10.24)

12．池谷鉄兵，嶋崎真那人，三島正規，伊藤隆,PeterGUntert

「ベイズ法を利用した新規構造計算手法の開発」

第51回剛R討論会（名古屋,2012.11.8-10)

13.秋吉克昂，金場哲平，前崎綾子，宮崎健介，伊藤隆，三島正規

「NMRによるマルチドメインタンパク質PKCの構造解析」

第51回剛R討論会（名古屋,2012.11.8-10)

14.演津順平，田中孝，白井隆弘，池谷鉄兵，三島正規，白川昌宏，伊藤隆

「Sf9細胞のin-cellNMR:シグナル帰属と構造解析の試み」

第51回剛R討論会（名古屋，2012.11.8-10）

15．田中孝，演津順平，清和恵美子，池谷鉄兵，三島正規，伊藤隆

「Sf9細胞のin-cellNMRにおける測定条件の最適化」

第51回NMR討論会（名古屋,2012.11.8-10)

16，山本晃広，池谷鉄兵，角越和也，三島正規，伊藤隆

「NonlinearSamplingデータに対する複数の信号再構成法の包括的な比較」

第51回剛R討論会（名古屋,2012.11.8-10)

17.嶋崎真那人，池谷鉄兵，三島正規，伊藤隆,PeterGUntert

「二面角系分子動力学計算を用いたタンパク質立体構造決定における構造最適化計算

法の開発」

第51回NMR討論会（名古屋,2012.11.8-10)

18.三神すずか，金場哲平，小林彩保，伊藤隆，三島正規

「転写抑制因子SHARP/SMRT複合体の溶液構造とCK2によるSMRTのリン酸化」

第35回日本分子生物学会年会（福岡，2012.12.12）

19.金場哲平，前崎綾子，森智之，伊藤隆，箱島敏雄，三島正規

「溶液NMR法を用いたEBlの自己阻害及び活性化機構の構造研究」

第35回日本分子生物学会年会（福岡，2012.12.12）

20.秋吉克昂，金場哲平，前崎綾子，宮崎健介，伊藤隆，三島正規

「NMRによるマルチドメインタンパク質ProteinkinaseC全長の構造解析」

第35回日本分子生物学会年会（福岡,2012.12.12)

21．小林彩保，金場哲平，三神すずか，伊藤隆，三島正規

「転写抑制補因子複合体SHARP/SMRTの構造解析」

第35回日本分子生物学会年会（福岡,2012.12.12)

22．晴被貴洋,DambarudharShibaSankarHembram,演津順平，池谷鉄兵，三島正規，白
川 昌 宏 ，伊藤隆

「メチル基選択的プロトン標識を用いたHeLa細胞中のin-cell剛服解析」

第35回日本分子生物学会年会（福岡，2012.12.12）



23.

24.

25.

白川昌宏，DambarudharShibaSankarHembram,演津順平，晴被貴洋，大西かおり，白

池谷鉄兵，三島正規，伊藤隆

「Multi-d加entionalIn-cellNMRSpectroscopyofProteinsinHelaCell

第35回日本分子生物学会年会（福岡，2012.12.12）

伊藤隆

「生理的条件における州R解析」

よこはま肌服構造生物学研究会第46回ワークシヨップ「N畑の10年後」

2013.3.22)

伊藤隆

「細胞の中の蛋白質の「姿と動き」を見る」

首都大挙東京・オープンュニバーシティーPRIシリーズ（東京.2013.2.20)

CellsI

(横浜，

首都大学東京 オープンユニバーシティ PRIシリ (東京，



有機化学研究室

有機化学は「炭素化合物の化学」であり、有機化合物は「炭素、水素、酸素、窒素を中心

とする比較的簡単な元素組成の分子を構成要素とする物質群」であると定義されますが、

それらの結合を使って極めて多様な構造を持つ化合物をつくり得ることが知られています、

有機化学研究室では、有機金属化学や分子触媒化学を基盤に、環境調和型の精密合成プロ

セスを構築可能とする高’性能分子触媒の設計・合成と、その特徴を生かした有機高機能材

料の創製を目的に研究に取り組んでいます。また、構造有機化学や有機機能材料化学を基

盤に、電気伝導'性、磁性、光学特性、半導体特‘性といった機能を有している新しい江共役

系化合物の創出を目的とした研究にも取り組んでいます。このようにして、化学の根幹を

なす「新しい化合物群を創出する」ことを念頭に研究を行っており、化学物質のもつ新し

い機能の発現を目指しています。

(1)高性能分子触媒による環境調和型の効率合成法の開発や高機能材料の精密合成

(2)電気伝導'性、磁‘性、光学特性、半導体特'性などの機能を有している新しい江共役系化
合物の設計・合成・機能評価

研究内容：有機金属化学、有機合成化学、構造有機化学、反応有機化学、分子触媒化学、

有機金属光触媒、有機典型元素化学、新しい有機高機能材料の開発、分子触媒の特徴を生

かした新規精密合成反応の開発と機構解析、新しい有機金属化学種の合成と反応化学

I.原著論文

01.L.F・Dossel,V.Kamm,I.A.Howard,F・Laquai,W.Pisula,X.Feng,C.Li,M.Takase,T.

Kudemac,S.DeFeyter,K.Mullen

"Synthesisandcontrolledself-assemblyofcovalentlylinkedhexa-peri-hexabenzocoronene/

perylenediimidedyadsasmodelstostudyfundamentalenergy-andelectrontransfer

processes"

、L4m.Chem.Soc,134,5876-86(2012)

02.K.Takamizu,K・Nomura

"Synthesisofoligo(thiophene)coatedstarshapeROMPpolymers:Uniqueemissionproperties

bythepreciseintegrationoffunctionality"

J.Am°C〃e碗.Sりc,134,7892-7895(2012).

03.A.Igarashi,S.Zhang,K.Nomura

"Ethylenedimerization/polymerizationcatalyzedby(adamantylimido)vanadium(V)

complexescontaining(2-anilidomethyl)pyridineligands:Factorsaffectingtheethylene

reactivity"

Oﾉgα"ometa/"cs,31,3575-3581(2012).

04.K.Nomura,N・Suzuki,D.-H.Kim,H.J・Kim

"Effectofcocatalystinethylene/styrenecopolymerizationbyaryloxo-modified

half-titanocene-cocatalystsystemsforexclusivesynthesisofcopolymersunderhighstyrene



concentrationconditions"

M上icromoﾉ.Reac.Eng.6,351-356(2012).

05.M.Fujiki,A.Jalilah,N.Suzuki,M.Taguchi,W.Zhang,M.M.Abdellatif,K・Nomura

"Chiraloptofluidics:Giganticcircularlypolarizedlightenhancementof

all-"α"̂-poly(9,9-di-rt-octylfluoerene-2,7-vinylene)duringmirror-symmetry-breaking

aggregationbyopticallytuningfluidicmedia"

RSCAdv.,Z6663-6671.(2012).

06.K.Nomura,K.Tanaka,S.Fujita

"UseofpyridinecoatedstarshapeROMPpolymersasthesupportedligandforRu-catalyzed

chemoselectivehydrogentransferreductionofketone"

0ﾉ'gα"ometaﾉ"cs,31,5074-5080(2012).

07.K.Nomura,K.Suzuki,S・Katao,Y.Matsumoto

"Ring-openingpolymerizationofTHFbyaryloxo-modified(imido)vanadium(V)-alkyl

complexesandring-openingmetathesispolymerizationbyhighlyactive

V(CHSiMe3)(NAd)(OC6F5)(PMe3)2"

Oﾉ目gα"ometaﾉ"cs,31,5114-5120(2012).

08.K.Nomura,H・Fukuda,W.Apisuk,A・G.Trambitas,B.Kitiyanan,M・Tamm

"Ethylenecopolymerizationbyhalf-titanocenescontainingimidazolin-2-iminatoligands-

MAOcatalystsystems"

JMo/.Catα/.A:Cﾙem..363-364.501-511(2012).

09.T.Nakazawa,T.Ohmae,M.Fujimuro,M.Ito,T.Nishinaga,M.lyoda

"Syntheses,molecularstructures,andantiviralactivitiesof1-and

2-(20-deoxy-D-ribofuranosyl)cyclohepta[d][l,2,3]triazol-6(lH)-onesand

1-(20-deoxy-D-ribofuranosyl)cyclohepta[b]pyiTol-8(1H)-one"

〃"α方edron,68,5368-5374(2012).

10.K.Nomura,S.Pracha,K.Phomphrai,S・Katao,D.-H.Kim,H・‐Y.Kim,N・Suzuki

"Synthesisandstructuralanalysisofphenoxy-substitutedhalf-titanoceneswithdifferent

anionicligands,Cp*TiX(Y)(0-2,6-'PriC6H3):Effectofanionicligands(X,Y)inethylene/

styrenecopolymerization"

J.Mol.Catα/.A:Cﾙeﾉ71.,亜旦,136-145(2012).

11.Y.Takii,Gurubasavaraj,M.P.,S.Katao,andK.Nomura

"Effectofterminalaryloxoligandsinethylenepolymerizationusingtitanatranesofthetype,

[Ti(OAr)(0-2,4-R2C6H2)3N]:Synthesisandstructuralanalysisofthehetero-bimetallic

complexesoftitanatraneswithAlMes"

Orga"ometaﾉ"cs,31,8237-8248(2012).

12.A.Igarashi,W.Zhang,W・-H.SunandK.Nomura

"Ethylenepolymerizationusing(imino)vanadium(V)dichloridecomplexescontaining

（anilido)methyl-pyridine,-quinolineligands-halogenatedAlalkylscatalystsystems”

Cata恥応,3,148-156(2013).

13.K.Nomura,A.Igarashi,S.Katao,W.Zhang,andW.-H.Sun



"Synthesisandstructuralanalysisof(imido)vanadium(V)complexescontainingchelate

(anilido)methyl-imineligands:Ligandeffectinethylenedimerization"

Inorg.Chem,52,2607-2614(2013).

14．H.Enozawa,T・Takahashi,T.Nishinaga,T.Kato,M・Hasegawa,M・lyoda

"Self-assembly,chromicproperties,andnanostructureformationoftetrathiafulvalene-fused

dodecadehydro[1Slannulenes"

Biｲ〃Chem.Soc.〃",85,1120-1137(2012).

15.T.Nishiuchi,K.Tanaka,Y.Kuwatani,J・Sung,T.Nishinaga,D・Kim,M.lyoda

"Solvent-inducedcrystallinestateemissionandmultichromismofabent冗-surfacesystem

composedofdibenzocyclooctatetraeneunits"

C伽加Eur.J,19,4110-4116(2013).

16.M.Tateno,M.Takase,M.lyoda,K.Komatsu,T.Nishinaga

"Stericcontrolinthe冗-dimerizationofoligothiopheneradicalcationsannelatedwith

bicyclo[2.2.2]octeneunits"

C"em.E"γ・よ,19,5457-5467(2013).

II.著書、総説等

01.野村琴広

“ハーフチタノセン錯体触媒による効率エチレン/スチレン共重合”

「次世代ポリオレフイン総合研究」，日本ポリオレフイン総合研究会（編），6,48-51

（2012)．

02.K.Nomura

"(Imido)vanadium-alkyl,alkylidenecomplexesexhibitinguniquereactivitiestowardsolefins,

phenols,andbenzenevia1,2-C-Hbondactivation"

J.ch加.cﾙem.Soc.,59,139-148(2012).MiniReview,Invitedsubmission中国化学会(台

北)Coverpicture.

03.野村琴広，高水賢治,藤尾隆史

“オレフインメタセシスを利用した高分子機能材料の精密合成一精密重合を基盤とし

た集積化機能材料の創製一”

有機合成化学協会誌,71,2-13(2013).

04.K.Nomura

"Half-titanocenescontaininganionicancillarydonorligands:Effectivecatalystprecursorsfor

ethylene/styrenecopolymerization",Cata加応,3,157-175(2013).

05．K.Nomura,B.Kitiyanan

"RecentProgressinPreciseSynthesisofPolyolefinsContainingPolarFunctionalitiesby

TransitionMetalCatalysis"

Advances加OJgα"ic砂"thesis伽加"e3),SarahA.Khan(Ed.),BenthamSciencePublishers,

ppl74-194(2013).

06．野村琴広

“非環式ジエンメタセシス重合”



有機合成化学協会誌（解説),71,64(2013).
07．野村琴広

“開環メタセシス重合”

有機合成化学協会誌（解説),71,64(2013).

08伊興田正彦、佐藤総一、西長亨、三島正規

“基礎から学ぶ有機化学”朝倉書店

III.学会発表、講演等

01.K.Nomura

"Precisemetathesispolymerizationforintegrationoffunctionality:Defect-freeconjugated

polymersandstarshapedpolymers"(招待講演）

ChulalongkomUniveristy,DepartmentofMaterialsScience(Bangkok,Thailand,5月,2012).
02．K.Nomura

"Designofefficienttitaniumcomplexcatalystsforpreciseolefinpolymerization"(招待講演）

HanoiUniversityofScienceandTechnology(Hanoi,Vietnam,5月,2012).
03.K.Nomura

"Designofvanadiumcomplexcatalystsexhibitinguniquereactivityofolefins"(招待講演）

CollegeofChemistryandMaterialsScience,NorthwestUniversity(Shaanxi,China,6月、
2012).

04.K.Nomura

"Precisemetathesispolymerizationforintegrationoffunctionality:Defect-freeconjugated

polymersandstarshapedpolymers"(招待講演）

7thInternationalSymposiumonHigh-TechPolymerMaterials(HTPM-VII)(Shaanxi,China,6

月,2012).

05．M.Takase

"Pyrrole-containingfunctionalpi-electronmaterials"(招待講演）

7thInternationalSymposiumonHigh-TechPolymerMaterials(HTPM-VII)(Shaanxi,China,6

月,2012）．

06.野村琴広

“新しいオレフィン系ポリマーの創製を可能とする高‘性能チタン錯体触媒”（招待講演）

新化学技術推進協会(JACI)(東京,6月,2012).

07．野村琴広

“ハーフチタノセン錯体触媒による効率エチレン共重合”（招待講演）

第7回次世代ポリオレフイン総合研究会（東京,8月,2012).

08.K.Nomura,K.Suzuki,Y.Matsumoto

"Synthesisof(imido)vanadium(V)-alkyl,alkylidenecomplexesandsomereactions:Highly

activeolefinmetathesiscatalysts"

8thInternationalVanadiumSymposiumChemistry,BiologicalChemistry,andToxicology

(V8)(WashingtonDC,USA,8月,2012).

09.T.Nishinaga



"Self-associationanditsstericcontrolofcationicoligothiophenes"

21stlUPACInternationalConferenceonPhysicalOrganicChemistry(ICPOC-21)(Durham,

UK,9月,2012).

10.T.Nishinaga

"Designofthiophene-basednovelpi-conjugatedmoleculesandtheirfunctionalization"

Ruhr-UniversityBochum(Bochum,Germany,9月,2012).(招待講演）

11.T.Nishinaga

"Designofthiophene-basednovelpi-conjugatedmoleculesandtheirfunctionalization"

UniversityofDuisburg-Essen(Essen,Germany,9月,2012).(招待講演）

12.T・Nishinaga

"Designofthiophene-basednovelpi-conjugatedmoleculesandtheirfunctionalization"

UniversityofCologne(Cologne,Germany,9且2012).(招待講演）

13.T.Nishinaga

"Designofthiophene-basednovelpi-conjugatedmoleculesandtheirfunctionalization"

UniversityofBonn(Bonn,Germany,9月,2012).(招待講演）
14.K.Nomura

"Designofvanadiumcomplexcatalystsforpreciseolefinpolymerization/oligomerizationn"

InstituteofChemistry,ChineseAcademyofSciences(Beijing,China,9月,2012).(招待講演）
15．K.Nomura

"Designofefficienttransitionmetalcomplexcatalystsforpreciseolefin

polymerization/oligomerization"(招待講演）

ChangchunInstituteofAppliedChemistry,ChineseAcademyofSciences(Changchun,China,
9月,2012）．

16.M.Takase,T・Narita,TNishinaga,K・Nomura,K.Muellen

"Pyrrole-fusedazacoronenes:influenceofdialkoxyphenylringsonopticalandelectronic

propertiesinneutralandoxidationstates"

lUMRS-InternationalConferenceonElectronicMaterials(lUMRS-ICEM2012)(横浜,9̂,

2012）．

17.野村琴広，鈴木健

“イミド配位バナジウム触媒によるTHFの開環重合と環状オレフィンの開環メタセシ

ス重合”

第no回触媒討論会（福岡,9月,2012).

18．野村琴広

“精密オレフインメタセシス重合：高'性能分子触媒、精密集積化材料”（招待講演）

有機合成化学協会関東支部ミニシンポジウム（群馬,10月,2012).

19.K.Nomura

"Efficienttitaniumandvanadiumcomplexcatalystsforpreciseolefinpolymerization"

ChemelotInternationalPolyolefinsSymposium(CIPS2012),(Maastricht,TheNetheriand,10

月,2012).(招待講演）

20．野村琴広，鈴木直裕,s・Pracha,K.Phomphrai



“フェノキシ配位ハーフチタノセン触媒によるエチレンとスチレンとの共重合一助触

媒および配位子効果一”

第42回石油・石油化学討論会（秋田,10月,2012).

21.K.Nomura

"Synthesisandreactionchemistryof(imido)vanadium(V)-alkylidenecomplexes:highlyactive

olefinmetathesiscatalysts"(招待講演）

17thMalaysianChemicalCongress(17MCC)(KualaLumpur,Malaysia,10月,2012).

22.T.Nishinaga

"Self-associationanditsstericcontrolofcationicoligothiophenestowardconstractionof

conductingsupramolecularwires"

InternationalConferenceonEmergingAdvancedNanomaterials(ICEAN-2012)(Brisbane,

Australia,10月,2012).(招待講演）

23.M.Takase

"Synthesisandpropertiesofpyrrole-fusedazacoronenesinneutralandoxidationstates"

InternationalConferenceonEmergingAdvancedNanomaterials(ICEAN-2012)(Brisbane,

Australia,10月,2012).(招待講演）

24.K.Nomura

"Preciseolefinpolymerizationbytransitionmetalcomplexcatalysts:Designofefficient

molecularcatalysts,newsyntheticstrategyforadvancedpolymers"(招待講演）

MahidolUniveristy(Bangkok,Thailand,11月,2012).
25.K.Nomura

"Preciseolefinpolymerizationbytransitionmetalcomplexcatalysts:Designofefficient

molecularcatalysts,newsyntheticstrategyforadvancedpolymers"(招待講演）

ChulalongkomUniveristy(Bangkok,Thailand,11月,2012).
26.K.Nomura

"Olefinmetathesis:Usefulsynthetictoolsforefficientorganicsynthesisandadvanced

materials"(招待講演）

RenminUniversityofChina(Beijing,China,12月,2012).
27.K.Nomura

"Designofefficienttransitionmetalcomplexcatalystsforpreciseolefinpolymerization/

oligomerization"(招待講演）

BeijingInstituteofChemicalEngineering,SinoPec(Beijing,China,12月,2012).
28．高瀬雅祥，成田智幸，西長亨，野村琴広,KlausMuellen

“ピロール縮環アザコロネン類の合成と物性”

第39回有機典型元素化学討論会（盛岡,12月,2012).

29．野村琴広

“新規ポリオレフィンの創製を指向した新触媒・新手法”（招待講演）

触媒学会重合触媒設計研究会セミナー－付加重合に関する最近の話題一（東京，

2013).

30.K.Nomura

(東京,1月，



"Designofefficientmolecularcatalystsforolefinpolymerization/oligomerization"

PureandAppliedChemistryInternationalConference(PACCON2013)(ChonBuri,Thailand,

月,2013).(招待講演）

31．佐藤総一，相星光志,福井隆弘，菅又功,笹森貴裕，時任宣博

“有機テルラニルジカチオンの単離とその構造”

日本化学会第93春季年会（立命館大びわこ・くさつキャンパス､3月,2012).

32．稲垣昭子

“可視光エネルギーを駆動力とする触媒的有機分子変換システムの開発”（招待講演）

日本化学会第93春季年会（立命館大びわこ・くさつキャンパス,3月,2013）．

33.S.Sato,M.Mizukami,M.Aihoshi,W.Fujita

"Synthesisandstructureofhypercoordinatedtelluriumcompoundshaving3,3'-disubstituted

biphenylylyneligands"

The10̂InternationalConferenceonHeteroatomChemistry(ICHAC-10)(京都5月、2012)

34.S.Sato,M.Mizukami,M.Hara,T.Fukui,W.Fujita

"Developmentofnewsyntheticmethodfor2,2'-dihalo-3,3'-disubstitutedbiarylderivatives"

The10̂InternationalConferenceonHeteroatomChemistry(ICHAC-10)(京都5月、2012)

35.佐藤総一

‘‘炭素配位子を有する高配位有機テルル化合物の化学”

京都大学化学研究所講演会（京都9月、2012）（招待講演）

36．小川佳介，藤田渉、佐藤総一

SメチルTMHTAスルホニウム塩の合成、構造とその性質

第23回基礎有機化学討論会（京都9月,2012)

37.福井隆弘、藤田渉、佐藤総一

3,3'一位にアルキル基を有する2,2,-ジハロビフェニルの合成

第23回基礎有機化学討論会（京都9月,2012）

38．相星光志、佐藤総一

高配位テルル化合物の酸化反応」

第39回有機典型元素化学討論会（盛岡12月,2012）

39.大泉明久、舟橋洗、藤田渉、佐藤総一

2－フェニルピリジン配位子を有するテルロニウム塩の合成とその構造

第39回有機典型元素化学討論会（盛岡12月,2012)



生物化学研究室

研究成果の概要（2012年度）

生物化学は生命現象を化学的に研究する生物学と化学の融合研究領域であり、生物を成

り立たせている物質とそれが担う化学反応のしくみ、そしてそれぞれの物質や反応の生命

システムの中でもつ役割を究明することを目的とする。我々の研究室では、生体を構成す

るタンパク質群のダイナミクスとそれらが担う生体反応を分子レベルで解明するために、

遺伝学手法から質量分析手法に至る幅広いテクニックを駆使して研究を進めている。研究

室では、以下の2点のプロジェクトを主に手がけている。

遺伝情報を格納する「染色体」の恒常性維持機構の解明に挑戦している。染色体の

異常は細胞老化やガン化に関わり、その恒常性維持機構の解明は、高齢化の進む今

日にあって集中的な研究を必要とされる研究分野の一つである。染色体は、遺伝情

報が書き込まれているDNAと呼ばれる物質と、ヒストンタンパク質がつくるヌクレ

オソームを最小単位として形成される「クロマチン」からできている。クロマチン

は、遺伝情報を読み出したり、傷ついたDNAを直したりするようなDNAに直接作用

する化学反応を行う際には、DNAがむき出すように構造変化する必要がある。この

ような反応はクロマチンリモデリングと呼ばれている。我々は、クロマチンの制御

機構や傷ついたDNAを修復する機構の基礎科学的解明を行い、新しい抗がん治療法

に資する化学物質（治療薬品シーズ化合物）の開発などの、技術応用を目指す。

「プロテオーム」を包括的に解析することで、細胞の基本的な働きを支える'情報ネ

ットワークを解明する研究に挑戦している。生物の中で起きている様々な現象は、

「生体のマイクロマシーン」であるタンパク質分子の集合体＝「プロテオーム」が

制御している。その構成と相互作用のダイナミクスを解析するために、我々 の研究

室では、最新の質量分析法と情報処理技術を駆使したタンパク質解析技術を開発し

ている。また、この技術を基礎にして、最近特に注目されている機能性剛Aとタン

パク質の相互作用を解析する「リボヌクレオプロテオーム」研究ための先端技術の

開発も進めている。これらの方法と生化学や分子生物学、細胞生物学の方法を組み

合わせることで、細胞の基本的な働きを｢分子の言葉｣で理解することを目標として

いる。
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(ii

染色体'恒常'性維持機構の解明

染色体の恒常性として、DNAを損傷から回復し恒常′性を維持する機構と、外的環境変動（ス

トレスなど）で変化するクロマチンの制御維持機構の2点の解明を目指し研究を行った。

DNA修復機構の研究では、H24年度は環境省（環境研究推進費RF-1005)の助成のもと、

化学物質の発がん性を検査するための方法を開発した。この方法は従来行われている大腸



菌などの下等生物を用いた方法よりも正確に発がん‘性を検査できることが明らかとなった。

さらに、本研究の成果として、被爆放射線量の推定に用いられてきた染色体分析手法を改

善することができた（プレスリリース発表、京都新聞ほか)。

DNA修復機構の研究を応用したガン治療法の開発に向けた研究を今年度開始した。我々

は、遺伝子シナジーを作動原理とする新しいガン治療法を提唱している。これまでのガン

治療法（例；放射線治療）は、DNAを損傷してガン細胞を殺傷することが原理となってい

る。この方法では、正常細胞もDNA損傷を受けるので重大な副作用の原因となっていた。

ガン細胞では、いくつかのDNA修復経路が減弱していることが知られている。この減弱し

た経路と相補的に機能する経路が治療を行い続けると活性化してしまい、治療効果が徐々

に失われてしまうことも問題であった。我々の提唱する治療法では、ガン細胞で減弱した

経路と相補的関係にある経路を阻害することで、ガン細胞を特異的に殺傷する。我々 は、

DNA修復経路の阻害化合物の単離に向けた、細胞の生き死にのみを指標とするシンプルな

探索方法を開発した。次年度以降に、他機関との連携で化学物質スクリーニングを行う予

定である。

クロマチン構造の制御機構の解明に向けて、H24年度は東大との連携でヒストンタンパ

ク質のアセチル化やメチル化といった化学修飾経路やクロマチン構造の制御因子との連携

機構を明らかにした。さらに、これらの機構がノンコーディング剛A(タンパク質をコード

しない機能未知の剛A分子)の転写と共役して作動しており、転写開始を担う様々 な因子の

DNA分子上へのアクセスを決定づけていることを明らかにした。次年度以降には、当研究

室オリジナルの本発見の分子基盤をさらに探索するとともに、クロマチン制御機構をター

ゲットとした新規の抗がん治療法に向けた、応用研究を開始する。

プロテオーム研究とリボヌクレオプロテオーム研究

本年度の研究では、JSTの支援によるCREST研究と部局内傾斜研究の一環として、細胞機

能の調節に重要な役割をもつ低分子剛Aとタンパク質の相互作用解析のための新しいリボ
ヌクレオプロテオームの解析方法の開発を進めた。その結果、質量分析法を用いて高分子

量RNAに含まれる擬ウリジン化サイトを同定する方法を開発した。この方法では、ウリジ

ンと擬ウリジンをふくむ剛Aの疎水性の違いによって液体クロマトグラフィーでの溶出の

タイミングが異なる特‘性を利用し、実際にこの方法で生体から調製した分子量約7x10'程

度の巨大剛A分子から擬ウリジンの同定を行った。また、この結果を酵母などのモデル生
物のタンパク質-RNA複合体の活性解析に応用し､本研究室で数年来開発を続けてきた剛A

の質量分析法がRNAの生合成と代謝ならびにその調節機構、あるいは剛Aとタンパク質の

相互作用に起因する生命現象を解析する方法として有効であることを示した。

一方で、我々 の研究室では、東京都が実施する「アジア人材育成基金による高度研究」

の一環として、「高度医療開発に向けたプロテオミクス基盤技術の創生」の研究課題に取り

組んでいる。この研究では、国立がん研究センターとの共同研究で臨床病理学的所見が明



確な肝ガンと健常組織のプロテオームを解析して比較することで、肝ガンの再発を早期に

予測できるバイオマーカーの発見を目指した。その結果、ガンならびに正常組織に存在す

る約8000種類のタンパク質を同定し、比較することで、ガン組織あるいは正常組織だけに

存在する約100種類のバイオマーカータンパク質を検出した。この課題についての今年度

の研究では、これらの結果を特異抗体を利用したウェスタンプロット法で検証した。肝ガ

ンの予後予測マーカーが確立できれば、本来は必要がない術後の抗がん剤治療や放射線治

療などを抑制することでガン患者の「QualityofLife」を向上させることができる。

また、同様に「東京都スタートアップ研究」の一環として、東京都健康長寿医療研究セ

ンターとの共同研究で、早期痴呆患者の脳脊髄液から探索研究を行って、4種類バイオマ

ーカータンパク質を検出した。本研究が目的とする早期痴呆マーカーによって、痴呆患者

に対して早期介入することで本格的な発症を遅延することができるだけでなく、大幅な医

療費や介護費の削減効果も期待できる。
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「リボヌクレオプロテオミクスによる疾患解析」

第8回臨床プロテオーム研究会（2012.5、東京）

8.石川英明､吉川治孝､泉川桂一､三浦豊､里｣亙亙量､延優子、山内芳雄､中山洋、
儀辺俊明、高橋信弘

「IdentificationofanovelSMN1associatedRNPcomplexcontainingshortform

ofUlsnRNA」

日本プロテオーム学会2012大会（2012.7、東京）

9．泉川桂一、石川英明、延優子、中山洋、吉川治孝、宮津直樹、鈴木健人、田岡万

悟、山内芳雄、磯辺俊明、高橋信弘

脊髄性筋委縮症原因遺伝子産物SMNの核内複合体に結合する新規因子の機能解析

日本プロテオーム学会2012大会（2012.7、東京）

10.fflj通互匿

「LCMSによるタンパク質の同定と翻訳後修飾」（招待講演）

日本プロテオーム学会2012年大会（2012.7東京）

11．田岡万悟

「LC-MSによるタンパク質解析法とRNA解析法の開発」（招待講演）

日本赤十字社中央血液研究所学術講演会（2012.11東京）

12.IsobeT.,YamauchiY.,TaokaM..NobeY.,YasudaN.,FujitaC,NakayamaH.,



IshikawaH.,IzumikawaK.,TakahashiN.

"AutomatedLC-LC-MS/MSsystemforcomprehensiveanalysisofsmallRNAsin

thefunctionalRNPcomplexes."

InternatinalSymposiumNewFrontiersofMetabolismResearchinBiomedical

Sciences(2012.9,Tokyo!

13．田岡万‘唐

「タンパク質（プロテオーム）

広島大学薬学研究院セミナー

の解析法の開発」

(2013.3広島）

(招待講演



物性物理化学研究室

私たちが利用している物質（固体）の｣性質とは、物質を作る原子や分子一個の'性質の単
なる足し合わせでなく、原子や分子が多数集まってはじめて現れるものです。最近，注目
されている超伝導、いろいろなタイプの磁’性､光物'性などの性質も、物質特有の性質です。
このような物性と物質を構成している個々の原子や分子の関連‘性を解明できれば、これま
で明らかにされている合成や物質変換の技術を駆使することにより、思いのままに目的と
する物性を示す物質を手にすることが可能となります。また、配列や組み合わせを制御す
ることにより、これまでの物質にはないような新しい物性やいくつかの‘性質が組み合わさ
った複合物,性を示す物質を作ることも夢ではありません。本研究室では，新規物‘性や複合
物性を示す物質の開発を目的として研究を行っています。

（1）新しいタイプの有機超伝導体の開発

有機超伝導体は、分子を修飾することにより、多種多様なものを作ることが可能です。
また、光や磁場などに応答する官能基を導入することにより、光や磁場などに応答する複
合機能性を示す有機超伝導体を作ることも可能と考えられます。そこで、世界ではじめて
非対称な分子からなる有機超伝導体を開発した実績をもとに､従来の設計指針に固執せず、
新たな視点から、新しい分子骨格を有する超伝導体や光や磁場などに応答する超伝導体な
どの開発を進めました。その結果、非対称ドナー分子DMETに引き続き、TTFの分子骨格を
持たない有機分子BDA-TTPとDODHT分子から超伝導体を開発することに成功しました。特
に、異方的に圧力を加えることで、構造を異方的に変化させ、超伝導が発現する圧力や超
伝導転移温度を変化させる試みも行っています。

（2）分子‘性磁性物質の物性探索

環状チアジルラジカルは、有機と無機、分子とポリマーの境界上に位置するとでもいう
べき、非常に特異な性質を持っています。化学的安定性と強い分子間相互作用という、半
ば相反する性質を持ち合わせ、結晶中では短いS…SあるいはS…N原子間接触により、多次
元的な結晶構造をしばしば見せます。我々 は､これまでの研究により、室温磁気双安定’性、
光誘起相転移、有機強磁‘性、分子間強磁‘性的相互作用に関する新規スピン分極機構、モッ
ト絶縁体に対する化学ドーピングと高電気伝導性、2重融解、電子移動相転移など、さま
ざまな特性を見出しています。

（3）フラーレン類の分子物'性と応用研究
フラーレンには､超伝導､磁,性､非線形などの多種多様な物‘性が出現しているCeo系以外、

炭素数が大きい高次フラーレンや中に金属元素を内包する金属フラーレンなどが存在しま
す。これらの系においても新規物性の出現が期待できますが、分子構造すらわかっていな
いものが多数存在します。特に、金属内包フラーレンのケージ構造の解明と内包金属の運
動や磁気的‘性質などを明らかにする基礎的研究を行う一方、フラーレンを用いた機能‘性物
質の開発も行っています。

(4)Chiralな磁‘性体の構造研究
Chiralな磁‘性体は、chiral磁化に伴う巨大非線形磁化率、巨大電気磁気効果、巨大不斉

磁気光学効果、磁化誘起第二光高調波の発生等が期待できます。本研究室ではChiralな磁
性体の構造を制御することにより、Chiralな磁性体に特徴的な物性を制御することを目指
した研究を行っています。
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ChemistryofSymmetryBreaking(2012.8、つくば）

07．藤田渉，菊地耕一，森和亮

「二次元三角格子構造を有する層状水酸化銅の合成と磁‘性



日本物理学会2012年秋季大会(2012.9、横浜

08．阿知波洋次・鬼玉健・橋本健朗・城丸春夫・岡崎俊也
「カイラリティ制御における2元金属触媒の効果」

第43回フラーレン・ナノチユーブ・グラフエン総合シンポジウム（2012.9、仙台）

09．阿知波洋次・兇玉健・橋本健朗・城丸春夫
「金属内包フラーレン生成における選択'性の発現機構」

第43回フラーレン・ナノチユーブ・グラフエン総合シンポジウム（2012.9、仙台）

10．吉本治男・菊地耕一・山田順一・藤田渉・鬼玉健

「β-(BDA-TTP)oLでの超伝導転移温度および圧力の一軸ひずみ方向依存‘性』
第6回分子科学討論会（2012.9、東京）

11．鬼玉健・藤野竜也・城丸春夫・阿知波洋次
「高強度フェムト秒レーザーを用いた溶液内反応による新奇炭素クラスターα

生成(2)」

第6回分子科学討論会（2012.9、東京）

12．阿知波洋次・井上亮人・児玉拓也・兇玉健・橋本健朗・城丸春夫・岡崎俊性
「カーボンナノチューブの選択的成長シナリオ」

第6回分子科学討論会（2012.9、東京）

13.杉本寛征・鬼玉健・城丸春夫・和田資子・若林知成・阿知波洋次
「希ガス中グラファイトレーザーアブレーションによるポリインの生成

第6回分子科学討論会(2012.9、東京）

14 T.Nakamura,K.Sasamori,T.Kodama,K.Kikuchi,W.Fujita

｢Preparation,CrystalStructureandMagneticPropertiesofNewDithioleneLigand,
l,3,2-Dithiazole-4-thione-5-thiolate,anditsMetalComplex」
InternationalSymposiumonMaterialScienceOpenedbyMolecularDegreeof
Freedom(MDF2012)(2012.12、宮崎）



分子集合系物理化学研究室

界面活性剤や脂質等の両親媒‘性分子がつくる集合体（ミセル・吸着膜・自己組織化膜・

ベシクル・マイクロエマルション・リオトロピック液晶など）やコロイド・高分子・ゲル

など「ソフトマター」と総称される物質は、生体やわれわれの身近にある食品、薬品、家

庭用品等の主要な構成要素となっている。したがってこれらに関する基礎的な研究は極め

て重要であり、古くから研究対象とされているが、その構造やダイナミクスの立場から本

格的な研究が行われるようになったのは比較的最近のことである。本研究室では、以下の

観点からソフトマターの物‘性を記述する統一的な概念を見出すことを目指している。

(1)両親媒性分子集合体の構造とダイナミクス

界面活性剤や脂質などの両親媒‘性分子は、水との親和性が正反対の2つの官能基を有し

ているため、水中では分子同士が一定の方向に配向し、条件に応じて多様なモルホロジー

と機能を持った集合体へと組織化する。これらの集合体の特徴のひとつは、用いる空間と
時間のスケールに応じて、異なる構造とダイナミクスが見えてくることである。本研究室
では、静的・動的光散乱、X線小角散乱(SAXS)、中性子小角散乱(SANS)、X線小角散乱／
ずり応力同時測定(Rheo-SAXS)、小角光散乱/ずり応力同時測定(Rheo-SALS)、光学顕微
鏡観察等の手法を駆使することにより、広範囲の空間および時間スケールにわたって平均
構造とダイナミクスの両面を調べている。

(2)ソフトマターの理論的研究

コロイド、高分子、液晶、膜、ゲルなどのいわゆる「ソフトマター」と呼ばれる物質を

対象とする研究は、非線形や非平衡科学の新しい問題と密接に関連している。これらの物
質に共通する点は、物質中にメソスコピックな長さのスケールの構造が存在することであ
り、粗視化した物の見方が重要になる。本研究室では、ソフトマターの構造、相挙動、ダ
イナミクスについて､解析的手法や計算機シミュレーションを用いて研究を行なっている。

I.原著論文

01.C・一Y、D・Lu,S・Komura,andK・Seki,

"Viscoelasticityoftwo-layer-vesiclesinsolution",
〃J's陥呪86,061401(llpp)(2012).

02.S.Komura.

"Lateral

Materials

S・Ramachandran,andK.Seki,

dynamicsinpolymer-supportedmembranes,

5,1923-1932（2012)．

03．Y・Hirose,S・Komura,andD.

"Concentrationfluctuations

bilayers,bilayers，

Andelman,

andphasetransitionsincoupledmodulated



Phys.Rev.E86,021916(13pp)(2012).

04.S・Komura,S.Ramachandran,K.Seki,andM・Imai,

"Dynamicsofheterogeneityinfluidmembranes,

AdvancesinPlanarLipidBilayersandLiposomes16,129-164(2012).

05.S.Komura,S・Ramachandran,andK.Seki,

"Anomalouslateraldiffusioninaviscousmembranesurroundedbyviscoelastic

media",

EPL97,68007(6pp)(2012).

06.S・Komura,S.Ramachandran,andM.Imai,

"Hydrodynamiceffectsinmulticomponentfluidmembranes",
肋"-Equi近〃iumSoft脆猛erPhysics(WorldScientific),197-274(2012).

07．Y・Kawabata,H.Yashima,andT・Kato

"3DStructureofLamellarDomainsinaSurfactantSolutionbelowtheKrafft

Temperature"

J助ys.Chem.B,116,1593-1597(2012).

08.Y・Nagai,Y.Kawabata,andT.Kato

"MicroscopicInvestigationonMorphologiesofBilayerGelStructureintheMixed
Polyoxyethylene-TypeNonionicSurfactantSystems

､ﾉ'.Phys.Chem.B,116,12558-12566(2012).

and09.H.Enozawa,T・Takahashi,T・Nishinaga,T・Kato,M.Hasegawa,ai

"Self-Assembly,ChromicProperties,andNanostructure
lフ

Tetrathiafulvalene-FusedDodecadehydro[18]annulenes

＆ﾉ〃．助e"‘肋c・ん".85,1120-1137(2012).

Ⅱ、著書、総説等

01．好村滋行，慶瀬雄I

「微粒子安定化エマルシヨンの生成原理」，

微粒子安定化エマルシヨンおよびフォーム，’情報機構（2012)．

02．川端庸平

「非イオン界面活性剤水溶液におけるラメドインの巨大構造」

C&ICommun,37(2),15-17(2012).

Ⅲ．学会発表、講演等

M・lyoda

Formation of



01.S.Komura

"Anomalouslateraldiffusioninaviscousmembranesurroundedbyviscoelastic

media"

PhaseTransitionDynamicsinSoftMatter:BridgingMicroscaleandMesoscale

(2012.2，京都）

02藤井修治，好村滋行

「スメクチック液晶におけるずり流動誘起非平衡相転移」

日本物理学会第67回年次大会(2012.3,西宮）

03．好村滋行,SanoopRamachandran,関和彦

「粘弾性体に挟まれた脂質二重膜における異常拡散」

日本物理学会第67回年次大会（2012.3，西宮）

04．永井潮、川端庸平、加藤直

「長鎖糖系界面活‘性剤水溶液におけるクラフト温度以下のラメラドメインの構造」

日本化学会第92春季年会（2012.3，横浜）

05．林賢利、川端庸平、加藤直

「カチオン/ノニオン混合界面活’性剤水溶液αゲルの希釈構造」

日本化学会第92春季年会(2012.3,横浜）

06．鈴木拓郎、川端庸平、加藤直

「非イオン界面活’性剤水溶液における高圧下のゲル構造」

日本化学会第92春季年会（2012.3，横浜）

07.山内陽介、川端庸平、加藤直

「非イオン界面活'性剤水溶液におけるベシクルとネットワーク構造の共存状態」

日本化学会第92春季年会（2012.3，横浜）

08．小田満智子、川端庸平、加藤直

「非イオン界面活‘性剤水溶液におけるゲル状態のレオロジー」

日本化学会第92春季年会（2012.3，横浜）

09．川端庸平、市口邦宏、加藤直

「希薄非イオン界面活'性剤水溶液におけるベシクル形成」

日本化学会第92春季年会（2012.3，横浜）

10．好村滋行
”

"DynamicsofHeterogeneityinFluidMembranes

第108回iCeMSセミナー(2012.4,京都）



11.S・Komura

"Anomalouslateraldiffusioninaviscousmembranesurroundedbyviscoelastic

media"

MembraneBiophysics|TheoryandExperiment(2012.5,北京）

12．，．Sato,Y・Kawabata,andT.Kato

"Rheo-SAXSStudyonLamellar-Onion-LamellarTransitionwithVarying

TemperatureunderShearFlowinaNonionicSurfactant/WaterSystem"
InternationalAssociationofColloidandInterfaceScientists,Conference

(IACIS2012)(2012.5,仙台）

13.T・Kato

"Shear-InducedStructuralTransitioninSurfactantLamellarPhaseStudiedby

usingRheo-SALSandRheo-SAXS"

P&GOnlineMeeting(2012.6,神戸）

14．好村滋行

「生体膜における不均一構造の物理」

東京電気大学鳩山サイエンスフォーラム（2012.7，鳩山）

15.S.Komura

"Anomalouslateraldiffusioninaviscousmembranesurroundedbyviscoelastic

media"

14thInternationalConferenceonOrganizedMolecularFilms(IC0MF14)

(2012.7,パリ）

16.T・Kato

"Lamellar-Onion-LamellarTransitionwithvaryingTemperatureunderShear

Flow"

AssociationinSolutionIII,Self-Assembly:FromBio-Colloidsto

Nano-Engineering(2012.7,ピフロスト）

17.S.Komura

"Anomalouslateraldiffusioninaviscousmembranesurroundedbyviscoelastic

media"

AssociationinSolutionIIISelf-Assembly:FromBio-Colloidsto

Nano-Engineering(2012.7,ピフロスト）

18．藤井修治，好村滋行

「スメクチック液晶におけるずり流動誘起構造の緩和挙動」

日本物理学会2012年秋季大会（2012.9，横浜）



19．赤松芳昇，好村滋行

「二成分脂質二重膜におけるドメインのバデイング」

日本物理学会2012年秋季大会(2012.9,横浜）

20.佐藤大治郎，川端庸平，加藤直

「ずり流動場中の温度変化に伴うラメラーオニオンーラメラ転移」
日本物理学会2012年秋季大会(2012.9,横浜）

21．好村滋行，関和彦

「粘弾性体に挟まれた脂質二重膜における異常拡散」

第2回ソフトマター研究会（2012.9，福岡）

22．佐藤大治郎，川端庸平，加藤直

「Rheo-SAXSによるずり流動場中のラメラーオニオンーラメラ転移過程の観察」

第60回レオロジー討論会(2012.9,名古屋）

23．赤松芳昇，好村滋行

「二成分脂質二重膜におけるドメインのバディング」

第11回関東ソフトマター研究会(2012.10,柏）

24．加藤直

「会合体の形状・大きさの測定法」

日本油化学会第10回界面活性剤評価．試験法セミナー（2012.11，東京）

25．好村滋行

「生体膜のソフトマター的描像」

首都大学東京講演会（2012.12，東京）



反応物理化学研究室

原子が数個から数百個集合した物質はクラスターと呼ばれる。クラスターは原子分子の
ように孤立した物質相とは異なることはもちろんのこと，固体状態ともその性質が異なっ
ており，「新物質相｣としての特性が幅広い分野から注目されている。実際1990年夏にサ
ツカーボール型炭素分子（炭素クラスター）C60が大量合成・分離精製され，その結果と
してCfiO錯体の超伝導発現や炭素ナノチユーブの発見が物質化学に与えた衝撃は大きい。
また，宇宙空間中には未発見の炭素やケイ素のクラスターが漂っていると予想され，こう
したクラスターの発見やその性質の解明は，生命発生の前駆過程であると考えられている

物質進化の理解の鍵をにぎっている。一方，材料科学の分野では，たとえば，加工技術に
おいてサブミクロン加工からナノメーター加工への新展開が期待されている。こうした極
微の世界では従来よく理解されてきた固体状態の世界から少数多体系（メゾスコピック）
の世界への飛躍が必要不可欠となる。当研究室ではクラスターの構造や反応ダイナミクス
を調べることにより，ナノ，サブナノメートル領域における新しい物理・化学的描像の構
築に寄与することをめざすとともに，フラーレン類やナノチューブの生成機構の解明や，
新規ナノ物質の創生をめざし，以下の研究を進めている。

レーザー蒸発法によるフラーレン，ナノチューブの生成過程の研究
高出力レーザーによるグラファイトの蒸発～フラーレン生成を希ガスの温度，圧力を
制御して行い，生成するフラーレンの量，種類と生成条件の相関を調べている。また
炭素ナノチューブの選択的生成を目的として金属触媒を含む炭素棒のレーザー蒸発を
行い，生成したナノチューブのサイズや形状をラマン分光，電顕で解析している。

１

孤立イオンの轄射冷却の観測と冷イオンの衝突・分光実験
冷イオンの構造と反応および準安定イオンの緩和過程を調べることを目的として，超
高真空のリング(TMUE-ring)に，ポルフイリンや炭素クラスターをはじめとする
種々 のイオンを周回させ，轄射によって冷却されたイオンと原子，分子の衝突実験や
レーザー分光を行っている。

2．

多価イオン衝突によるクーロン爆発実験
ECRイオン源から引き出した多価イオンと分子，クラスターの衝突実験を行い，多
電子移行反応によって生成した多価分子イオンの超高速分解過程（クーロン爆発）を
研究している。爆発断片の飛跡を詳細に解析することによりターゲット分子の構造
（スナップショット）を得ることを目的にしている。

3．

高密度励起による炭素クラスター、ポリインの生成実験
グラファイトや有機溶媒をパルスレーザーや高エネルギーイオンピームで励起して、
ポリインをはじめとする炭素クラスター誘導体の生成実験を行っている。

4．



I.原著論文

01.Y.Menegishi,D・Morimoto,J.Matsumoto,H.ShiromaruK.Hash加otoandT.

Fujino

「Desorptiondynamicsoftetraceneionfromtetracene-dopedanthracene
crystalsstudiedbyfemtosecondtime-resolvedmassspectrometry」

・ﾉOUl弓"alof､助ysicaノ助emistryC,116,3059-3064(2012)

02.B.Wales,T.Motojima,J.Matsumoto,Z.Long,W.-K.Liu,H・ShiromaruandJ.
Sanderson

「MultipleionizationandcompletefragmentationofOCSbyimpactwith

highlychargedionsAr**andAr**at15keVq"'」

、ﾉbαr刀alofPhysicsR45,045205(2012)

03.J.Matsumoto,A.Leredde,X.Flechard,H.Shiromaru,J・Rangama,C.L.Zhou,

S.Guillous,D.Hennecart,A.Mery,B.GervaisandACassimi

「Asymmetryofchargesharinginargondimerobservedinthereaction

plane」

ノournalofPhysics.Conf.Sセェ,388,102013(2012)

Ⅱ、総説等

なし

Ⅲ、学会発表

01．城丸春夫

「超高真空リングを周回する高温分子イオンの轄射冷却の観察」

文部科学省も科研費特定領域研究「高次系分子科学」第14回ミニ公開シンポジウム

北海道大学低温科学研究所共同利用研究集会合同研究会（2012.1，札幌）

02.J.Matsumoto

「Multi-electroncaptureprocessesincollisionbetweenargondimersand

highlychargedionsinlowenergyregion」

JointSymposiumonCollisionProcessesofHighly-ChargedIonsandRelated

Topics(201*2.2,東京）

03．佐藤祐旭，兇玉健，城丸春夫，阿知波洋次

「低水素原子含有溶液中におけるグラファイトのレーザーアブレーション」

第42回フラーレン・ナノチユーブ・グラフエン総合シンポジウム（2012.3，東京）

04．阿知波洋次，井上亮人，児玉拓也，金子愛実，橋本健朗，兇玉健，岡崎俊也

「カーボンナノチューブの成長と制御」

第42回フラーレン・ナノチューブ・グラフェン総合シンポジウム（2012.3，東京）

05．佐藤智子，間嶋拓也，松本淳，城丸春夫,奥野和彦，田沼肇，東俊行



｢TMUE-ringのための巨大分子イオン入射システムの開発IV.

日本物理学会第67回年次大会(2012.3,兵庫）

06．伊藤源，松本淳，間嶋拓也，城丸春夫，田沼肇，東俊行

「静電型イオン蓄積リングを用いた水素付加炭素クラスター負イオンの蓄積および発

光II」

日本物理学会第67回年次大会(2012.3,兵庫）

07．守屋宗祐，的場史郎，小泉哲夫，城丸春夫

「高感度マイクロチャンネルプレートの絶対検出効率測定．

日本物理学会第67回年次大会(2012.3,兵庫）

08．斎藤和幸，浅川拓摩，阿部雅大，的場史朗，小泉哲夫，小島隆夫，田沼肇，城丸春夫

「Li*-(2-butanol)ロクラスターイオンの移動度のクラスターサイズ依存性」
日本物理学会第67回年次大会(2012.3,兵庫）

09．佐藤智子，伊藤源，駒倉健一，古川武，間嶋拓也，田沼肇,東俊行，金井恒人,K

Hansen,E.Sunden,後藤基，松本淳，阿知波洋次，城丸春夫

「静電リングに蓄積したイオンの初期温度依存レーザー誘起遅延反応」

日本化学会第92春季年会(2012.3,神奈川）

10.松本淳，城丸春夫,A.Leredde,X.Flechard,J.Rangama,C.L.Zhou,S.

Guillous,D・Hennecart,A・Mery,B.Gervais,A.Cassimi

「低エネルギー多価イオン・アルゴンニ量体衝突における多電子捕獲過程の研究

日本化学会第92春季年会（2012.3，神奈川）

11．松本淳，合田公大，城丸春夫

「卓上静電型イオン蓄積リング(uE-ring)の現状
原子衝突学会第37回年会（2012.7，東京）

12.手塚晴明，松本淳，城丸春夫

「多価イオン‐分子衝突実験用新規ビームラインの製作

原子衝突学会第37回年会(2012.7,東京）

13．杉本寛征，児玉健，城丸春夫，和田資子，若林知成，阿知波洋次

「グラファイトレーザーアブレーションで生成した安定炭素クラスターの同定

原子衝突学会第37回年会(2012.7,東京）

14．阿知波洋次，児玉健，橋本健朗，城丸春夫，岡崎俊也

「カイラリティ制御における2元金属触媒の効果」

第43回フラーレン・ナノチユーブ・グラフエン総合シンポジウム(2012.9,宮城）

15．阿知波洋次，児玉健，橋本健朗，城丸春夫

「金属内包フラーレン生成における選択'性の発現機構」

第43回フラーレン・ナノチューブ・グラフエン総合シンポジウム（2012.9,宮城）



16.J・Matsumoto,A.Leredde,X.Flechard,H.Shiromaru,J.Rangama,C.L.Zhou,

S.Guillous,D.Hennecart,A.Mery,B.Gervais,andA.Cassimi

「AsymmetricelectroncaptureinHCIcollisionswithraregasdimers」

16thInternationalConferencesonthePhysicsofHighlyChargedIons(2012.9,

Heidelberg,Germany)

17.B.Wales,R.Karimi,E.Bissonc,T.Motojima,J.Matsumoto,J・一C.K.F.

Legare,H.Shiromaru,J.Sanderson

「ComparingCoulombexplosiondynamicsofmultiplychargedtriatomic

moleculesafterionizationbyhighlychargedionimpactandfewcycle

femtosecondlaserpulses」

16thInternationalConferencesonthePhysicsofHighlyChargedIons(2012.9,

Heidelberg,Germany)

18．S・Moriya,S.Matoba,K.Takahashi,T・Koizumi,H.Shiromaru

「Absolutedetectionefficiencyofahighsensitivitymicrochannelplate」

16thInternationalConferencesonthePhysicsofHighlyChargedIons(2012.9,

Heidelberg,Germany)

19.J・Matsumoto,H.Shiromaru

「Developmentofaportable
The19thInternationalMass

electrostaticionstorageringinTMUj-

SpectrometryConference(2012.9,京都）

20．伊藤源，後藤基，松本淳，古川武，間嶋拓也，田沼肇，城丸春夫，東俊行

「静電型イオン蓄積リングを用いた水素付加炭素クラスター負イオンの蓄積および分

光Ill」

日本物理学会2012年秋季大会（2012.9，神奈川）

21．驚藤和幸，高橋果林，藤枝美菜，小泉哲夫，的場史朗，小島隆夫，田沼肇，城丸春夫

「混合気体中におけるLi*-(2-butanol)イオンの移動度」

日本物理学会2012年秋季大会（2012.9，神奈川）

22．後藤基，スンデイエンエリカ，ハンセンクラウス，座間優，松本淳，城丸春夫，伊

藤源，田沼肇，東俊行

「レーザー誘起遅延電子脱離反応を利用した炭素クラスター負イオンの幅射冷却過程

の観測」

第6回分子科学討論会（2012.9，東京）

23．阿知波洋次，井上亮人，児玉拓也，見玉健，橋本健朗，城丸春夫，岡崎俊也

「カーボンナノチューブの選択的成長シナリオ」

第6回分子科学討論会（2012.9，東京）

24．見玉健，藤野竜也，城丸春夫，阿知波洋次

「高強度フェムト秒レーザーを用いた溶液内反応による新奇炭素クラスターの生成

（2）」

第6回分子科学討論会（2012.9，東京）



25．村上和雅，藤野竜也，松本淳，城丸春夫，橋本健朗

「マトリクス支援レーザー脱離イオン化(MALDI)法における脱離イオン化過程の再考

察」

第6回分子科学討論会（2012.9，東京）

26．松本淳，合田公大，城丸春夫

｜,卓上静電型イオン蓄積リング(uE-ring)の製作」

第6回分子科学討論会（2012.9，東京）

27．杉本寛征，児玉健，城丸春夫，和田資子，若林知成，阿知波洋次

「希ガス中グラファイトレーザーアブレーションによるポリインの生成」

第6回分子科学討論会（2012.9，東京）

28.G.Ito,M・Goto,J.Matsumoto,T.Furukawa,

Shiromaru,T.Azuma

「Measurementoftheradiativecoolingrate

irradiationinanelectrostaticionstorage

10thAsianInternationalSeminaronAtomic

(2012.10Taipei)

T.Majima,H.Tanuma,H.

ofC6-andC6H-bylaser

ring」

andMolecularPhysics(AISAMP10)

29.S.Matoba,S・Moriya,K・Takahashi,T・Koizumi,H.Shiromaru

「Measurementofabsolutedetectionefficiencyofahighsensitivity

microchannelplate」

8̂InternationalSymposiumonSwiftHeavyIonsinMatter(2012.10,京都）

30.J.Matsumoto

「Dissociationofhighly-ionized

JointSymposiumonCollisionsof

RelatedTopics(2012.10,東京）

nitrogenmolecules」

Highly-ChargedIonswithMoleculesand

31.H・Tezuka

「ConstructionofaTMUECRISnewbeamlineforstudyofmolecular

fragmentation」

JointSymposiumonCollisionsofHighly-ChargedIonswithMoleculesand

RelatedTopics(2012.10,東京）



有機合成化学研究室

本研究室では，有機合成化学、構造有機化学および物理有機化学を基盤として，新規な

高周期典型元素化合物の合成，構造と‘性質に関する研究と，高周期典型元素化合物を用い

た新規有機合成反応の開発に関する研究を行っている。今年度の主な研究内容は以下の通

りである。

(1)<飽和不飽和混合系ベンゾチアクラウンエーテルの合成と基本的物‘性＞不飽和チア

クラウンエーテルおよび不飽和ベンゾチアクラウンエーテルの研究の展開として、不

飽和ベンゾチアクラウンエーテルの非縮環シス二重結合部を単結合に置き換えた飽和

不飽和混合系ベンゾチアクラウンエーテルの合成を試み、18員環飽和不飽和混合系ベ

ンゾチアクラウンエーテルの効率的合成に成功し、また新規な24員環飽和不飽和混合

系ベンゾチアクラウンエーテルの合成にも成功した。酸化還元挙動等の基本的物‘性を

調べると共に、対応する不飽和チアクラウンエーテルおよび不飽和ベンゾチアクラウ

ンエーテルとの物性の違いを明らかにした。

(2)＜ジスルフィド結合を有する大環状化合物の合成＞元拡張型のチオフェン環をジス

ルフイド結合で連結した大環状化合物の合成に成功し、その構造を明らかにすると共

に、基本的物‘性を検討した。チオフェン環のα位にチオフェン環およびベンゼン環を

有する環状化合物では、コンホメーションが著しく抑制された構造であることがわか

った。

(3)＜ルイス酸を用いたアダマンチルスルフイドとエポキシドとの反応＞ルイス酸存在

下、アダマンチルスルフイドとエポキシドとの反応を検討したところ、ルイス酸とし

て四塩化スズを用いると、スルフェニル基が一つ付加した化合物が生成した。また、

四塩化チタンを用いた場合には、スルフェニル基が二つ付加した生成物が得られるこ

とがわかった。この反応では、硫黄上の置換基として種々のアルキル基を有するスル

フィドを用いても、また、スチレンオキシドの芳香環上に電子吸引性基を有するエボ

キシドを用いても、対応する生成物が得られることがわかった。

I・原著論文

なし

II．著書、総説等

なし

III.学会発表、講演等

01．四釜園子，杉山尚秀，平林一徳，清水敏夫

「ルイス酸を用いたアリルスルフィドのアセタールヘの求核付加反応」



02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

日本化学会第92春季年会（2012,3，東京）

林秀之，平林一徳，清水敏夫

「ブタジインを用いたテルチオフェン骨格を有するチタノセンジチオレン錯体の合

成とその酸化反応による環状オリゴマーの生成」

日本化学会第92春季年会(2012,3,東京）

福川知之，平林一徳，清水敏夫

「三種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基本的物‘性と反

応‘性」

日本化学会第92春季年会（2012,3，東京）

会津成章，平林一徳，清水敏夫

「四塩化チタンを用いたエポキシドとアダマンチルスルフィドとの反応」

日本化学会第92春季年会（2012,3，東京）

大西貴也，平林一徳，清水敏夫

「スルフィドの配位により安定化した金クラスターの生成」

日本化学会第92春季年会（2012,3，東京）

村上舞，奈良博美，平林一徳，清水敏夫

｢不飽和ベンゾチアクラウンエーテルの合成、構造と‘性質」

日本化学会第92春季年会(2012,3,東京）

ToshioShimizu,HiromiNara,TomoyoKonno,MaiMurakami,KazunoriHirabayashi

「Synthesis,Structure,andPropertiesofBenzothiacrownEthers」

10̂InternationalConferenceonHeteroatomChemistry(2012,5,京都）

KazunoriHirabayashi,HidekiSato,YuKuriyama,JunichiMatsuo,Nobumasa

Kamigata,ToshioShimizu

「Tin(IV)Chloride-Promoted{3+2}CycloadditionReactionsofAllyl

Chalcogenides」

10̂InternationalConferenceonHeteroatomChemistry(2012,5,京都）

ToshioShimizu,HiromiNara,TomoyoKonno,MaiMurakami,KazunoriHirabayashi

「Synthesis,Structure,andPropertiesof18-MemberedBenzothiacrownEthersJ

25̂InternationalSymposiumontheOrganicChemistryofSulfur(2012,6,

Czestochowa,Poland)



10．

11.

12.

13．

14．

15．

16．

17．

18．

ToshioShimizu,TakayaOonishi,KazunoriHirabayashi

「FormationofAuClusterStabilizedbyCoordinationofSulfide」

The6̂ InternationalConferenceonGoldScienceTechnologyanditsApplications

(2012,9，東京）

会津成章，平林一徳，清水敏夫

「ルイス酸を用いたエポキシドとアダマンチルアルキルスルフィ

第2回JSC化学フエスタ(2012,10,東京）

ドとの反応」

大西貴也，平林一徳，清水敏夫

「ビススルフィドおよびジチオラート配位子を用いた金ナノ粒子の合成

第2回JSC化学フエスタ(2012,10,東京）

平林一徳，杉淫義信，清水敏夫

「アダマンチルカルコゲニドを用いたジカルコゲノアセタール化反応」

第39回有機典型元素化学討論会(2012,12,盛岡）

会津成章，平林一徳，清水敏夫

「ルイス酸を用いたアダマンチルスルフイドとエポキシドとの反応」

第39回有機典型元素化学討論会(2012,12,盛岡）

大西貴也，平林一徳，清水敏夫

「硫黄の二座配位子によって安定化した金ナノ粒子の合成」

第39回有機典型元素化学討論会（2012,12，盛岡）

村上舞，奈良博美，平林一徳，清水敏夫

「高周期不飽和クラウンエーテルの合成、構造と性質」

第39回有機典型元素化学討論会(2012,12,盛岡）

ShizeakiAizu,KazunoriHirabayashi,ToshioShimizu

「LewisAcidMediatedReactionsofAdamantylOrganosulfides

TheGlobalHumanResourceProgramBridgingacrossPhysicsand

2，東京）

withEpoxides」

Chemistry(2013.

MaiMurakami,HiromiNara,KazunoriHirabayashi,ToshioShimizu

「SynthesisofUnsaturatedBenzothiacrownEthers」

TheGlobalHumanResourceProgramBridgingacrossPhysicsandChemistry(2013



19．

2，東京）

KazunoriHirabayashi,ToshioSh加izu ●

GoldClusterStabilizedbyCoordinationofBidentateSulfur

TakayaOonishi,

「Formationof

Ligands」

TheGlobalHumai

2，東京）

HumanResourceProgramBridgingacrossPhysicsandChemistry(2013,



理論・計算化学研究室

化学結合の生成･消滅は分子中の電子状態が大きく変化することによって起こる｡また、

各種の分子物‘性の殆どが電子状態に由来し、スペクトロスコピーも電子状態の微小な変化

を反映している。このように、化学現象の殆どは電子状態とその変化に支配されている。

更に、近年の電子状態理論の高精度化とコンピューター性能の向上に伴って、分子物‘性や

化学反応は、理論と計算によって精密に予測できるようになりつつある。本研究室では、

電子相関理論と相対論を考慮した精密な量子化学の理論を新規に提案し、同時に、計算効

率の高い実用的な解法を開発することによって、種々の化学現象を定量的に解析し、その

電子的期限を明らかにしてきた。主要なテーマは以下の通りである。

（1）相対論および電子相関理論を考慮した電子状態理論の構築

（2）重原子を含む分子のスペクトロスコピー

（3）分子の磁気的性質に関する理論的研究

（4）分子クラスターや固体表面の電子状態・化学反応・ダイナミックス

（5）地球惑星大気分子・生体分子の物理化学

(6)CP対称性破れを示す電子EDM探査のための相対論的電子状態理論の開発

I原著論文

01.A.Takahashi,D・Yamaki,K.Ikemuma,T.Kurahashi,T・Ogura,M.Hada,andH.Fujii,

EffectoftheAxialLigandontheReactivityoftheOxoiron(IV)Porphym冗-CationRadical

Complex:HigherStabilizationoftheProductStateRelativetotheReactantState,

Inorg.Chem.51(13),7296-7305(2012)(dxdoi.org/10.1021/ic3006597)

02.HirotakaTanimura,YasusiHonda,Ken-ichiSugiura,andMasahikoHada,

NuclearMagneticSheildingandAromaticityof[18]AnnuleneandItsQuasi-Mobius-Type

Analogues,

B"".Chem.Soc.〃".,AdditionsandCon℃c"ons,84(11),1244-1244(2012)

(doi:10.1246/bcsj.20120271).

03.MAbinitiostudyonpotentialenergycurvesofelectronicgroundandexcitedstatesof"CaH*andM,Kajita，Abinitiosmdyonpotemialenergycurvesofelectronicgroundandexcitedstatesof40CaH＋
molecule,

Cﾙem.Phys.Letters,521,31-35(2012).(DOI:http://dx.doi.Org/10.1016/j.cplett.2011.ll.048)"

04.M.Kajita,G.Gopakumar,M.Abe,andM.Hada,
AccuracyestimationsofovertonevibrationaltransitionfrequenciesofopticallytrappedYbLi
molecules.

PhysicalReviewA,85,062519(8pages)(2012)(DOI:10.1103/PhysRevA.85.062519)

05.M.Kajita,andM.Abe,
FrequencyuncertaintyestimationforthêCaH*vibrationaltransitionfrequenciesobservedby



Ramanexcitation.

J.pﾉりﾊs.B.At.Mol.aﾌfPhys.45,185401(5pp)(2012)
の01:10.1088/0953-4075/45/18/185401)

06.MasashiHasegawa,KotaDaigoku,KenroHashimoto,HamyukiNishikawaandMasahikolyoda

Face-to-FaceArran鋲dDimericTetrathiafiilvalenesin1,8-Bis(tetrafhiafulvalenyl)naphthalenesasa

ModelofMixedValenceand冗-DimerStates,

B"ﾉZ助e皿助c〃肌,85,51-60(2012).

07.YuukiMinegishi,DaisukeMorimoto,JunMatsumoto,HaruoShiromaru,KenroHashimoto,

TatsuyaFujino

DesorptionDynamicsofTetraceneIonfromTetracene-dopedAnthraceneCrystalsStudiedby

FemtosecondTime-ResolvedMassSpectrometry,

J.Ph¥外風C胸em.C,116,3059-3064(2012).

08,菊地晋，

液体ナトリ

臼ﾉ衣原子力

栗原成計，大島宏 之 ， 橋 本 健 朗

ウム表面における水分子の反応‘性，

11,147-157(2012).

09.J.Suzuki,A.Sato,R.Yamamoto,T.Asano,T・Shimosato,H.Shima,J.N・Kondo,K-i.

Yamashita,K.Hashimoto,T.Fujino,

Matrix-assistedlaserdesorptionionizationusinglithium-substitutedmordenitesurface

Chem.Phys.Lett.562,159-163(2012).

10.ShinKIKUCHI,AkikazuKURIHARA,HiroyukiOHSHIMA,KenroHASHIMOTO

TheoreticalStudyofSodium-WaterSurfaceReactionMechanism,

J.Pow..Ene'壇)2町」s.,6,76-86(2012).

Ⅱ著書、総説等

Ⅲ学会発表、講演等

【国内】

01.阿部穣里、G・Gopakumar、B.P.Das、波田雅彦、D.Mukherjee、

電子の電気双極子モーメント(EDM)探査のための相対論的分子理論の開発、

日本コンピュータ化学会2012春季年会、2012年5月17．18日、東京工業大学大岡山キャンパス

02.河村俊秋、阿部穣里、斎藤雅一、波田雅彦、

鉛原子を含む芳香族性化合物に関する量子化学的研究、

日本コンピュータ化学会2012春季年会、2012年5月17-18日、東京工業大学大岡山キャンパス

03.河村俊秋、阿部穣里、斎藤雅一、波田雅彦

鉛原子を含む5員環化合物のNMRスペクトルに関する量子化学的研究、

第15回理論化学討論会、2012年5月24-26日、仙台市福祉プラザ

04.阿部穣里、根本佳介、今福裕史、波田雅彦



同位体の核の体積効果とBom-Oppenheimer近似補正を考慮する相対論的理論の構築、

日本地球化学会年会、2012年9月11-13日、九州大学箱崎キャンパス文系地区

05.MAbe,G.Gopakumar,B.P.Das,M.Hada,D.Mukherjee,

RelativisticcalculationofeffectiveelectricfieldforelectronEDMinmolecules,

6thFundamentalPhysicsUsingAtoms2012,Sep.28-30,2012,TohokuUniversity,Japan

O6.G.Gopakumar,MAbe,M.Hada,M.Kajita,

Abinitiostudyongroundandexcitedstatesof"LîCaandsLîSr,

6thFundamentalPhysicsUsingAtoms2012,Sep､28-30,2012,TohokuUniversity,Japan

O7､豊田泰全、干場興志郎、阿部穣里、崎山博史、波田雅彦、

反強磁性二核コバルト(II)錯体の電子状態に関する理論的研究、

日本コンピュータ化学会2012年秋季年会、2012年10月13.14日、山形大学

08．阿知波洋次，鬼玉健，橋本健朗，城丸春夫，岡崎俊也、

カイラリティ制御における2元金属触媒の効果、

第43回フラーレン・ナノチューブ・グラフェン総合シンポジウム（2012.9.5-7東北

大学）

09.橋本健朗、大町岳、阿知波洋次、

（5,5)、（6,6)カーボンナノチューブ成長とフラーレンの生成機構に関する研究、

第6回分子科学総合討論会2012東京（2012.9.18～2012.9.21東京大学）

10.鈴木淳也、佐藤朝美、橋本健朗、藤野竜也、

アルカリ置換ゼオライトを用いたMALDI-MS法の研究、

第6回分子科学総合討論会2012東京(2012.9.18～2012.9.21東京大学）

11．阿知波洋次、井上亮人、児玉拓也、児玉健、橋本健朗、城丸春夫、岡崎俊也、

カーボンナノチューブの選択的成長シナリオ、

第6回分子科学総合討論会2012東京（2012.9.18～2012.9.21東京大学）

12.村上和雅、藤野竜也、松本淳、城丸春夫、橋本健朗

マトリクス支援レーザー脱離イオン化(MALDI)法における脱離イオン化過程の再考察、

第6回分子科学総合討論会2012東京(2012.9.18～2012.9.21東京大学）

13.橋本健朗

カーボンナノチューブのキャップ構造と成長・消滅反応」（招待講演）

シンポジウム化学反応経路探索のニューフロンティア2012(2012.9.22東京大学）

【海外】

01.T.Kawamura,M.Abe,M・Saito,M.Hada,

NMRandNICSCalculationsofNovelTC-RingFrameworkContainingHeavyGroup-14

Elements,

14thInternationalCongressofQuantumChemistry(2012),June25-30,2012,Boulder,USA

02.M.Hada,T.Kawamura,M.Abe

RelativisticQuantum-ChemicalCalculationsofHeavy-MetalNⅣ田ChemicalShiftsandNuclear

Spin-SpinCoupling,



1stInternationalCongressonEmergingAdvancedNanomaterialsdCEAN),Oct.21-26,2012

Brisbane,Australia

03.MAbe

MolecularorbitalbasedcalculationsforthesearchoftheelectronEDMusingth(

Coupled-ClustermethodintheDirac-CoulombapproximationJ,

ProgramonCPViolation(PCPV),Feb.7-23,2013,Mahabaleshwar,India

04.G.Gopakumar

RoleofChemistryinFundamentalPhysics,

ProgramonCPViolation(PCPV),Feb.7-23,2013,MahabaleshwarうIndia

05.KenroHashimoto,TakashiOmachi,YoujiAchiba,

Theoreticalstudyofformationoffullerenesandcarbonnanotubes.

InternationalSymposiumonSmallParticlesandInorganicClustersXVI(ISSPIC16),(July

8-13,2012,KULeuben,Bergium)

06.KenroHashimoto,TatsuyaFujino,

ExperimentalandtheoreticalstudyofmechanismofMatrixAssistedLaserDesorption/

Ionization(MALDI),

XXIVIUPACSymposiumonPhotochemistry,(July15-20,2012,Coimbra,Portugal)
07.KenroHashimoto

Formationmechanismsof(5,5)-and(6,5)-chiralcarbonnanotubes,

GordonResearchConferenceonMolecular&IonicClusters,(January29-February3,2012,

Ventura,CA(USA))



同位体化学研究室

同位体化学研究室はメスバウアーグループとフラーレングループから構成されていま

す。メスバウアーグループでは主として鉄メスバウアー分光法を用いて機能性ガラスセラ

ミックスの組成一物性一構造の相関解明研究を行っています。また、フラーレングループ

では原子核壊変に伴い放出される放射線を用いた金属フラーレンの研究を行っています。

いずれのグループも放射性同位元素(RI)を取扱うために必要な教育訓練を受けた後、RI研

究施設で実験を行います。以下に各研究グループの研究内容の詳細を示します。

テーマ1)メスバウアー分光法を用いた機能性材料のキャラクタリゼーション：

メスバウアー効果は57C0などから発生するγ線を利用した共鳴吸収現象である。この手

法によって、鉄イオンなどのメスバウア吸収核とその周辺にあるイオンの間の化学結合の

強さや電子の分布の偏り、磁性の有無などを非破壊で知ることが出来る。この特徴を生か

し、メスバウアーグループでは導電性ガラスや赤外線透過ガラスおよび磁性体の組成一機

能一物性の相関解明を行っている。最近取り組んでいる研究テーマ名を以下に示す。

，）バナジン酸塩ガラスの顕著な導電性上昇の要因解明

2）鉄一マグネタイト混合体によるトリクロロエチレン分解機構の解明

3）鉄イオン含有ケイ酸塩の構造と水質浄化作用との相関解明

テーマ2)放射性同位元素を用いた金属フラーレンの研究：

サツカーボール型分子Ceo等に代表されるフラーレン分子内部に金属原子を取り込んだ

金属内包フラーレンは電子デバイスや医薬品としての応用が期待される分子の一つである。

しかしながら金属フラーレンの生成量は非常に少なく、現在、応用研究はほとんど進んで

いないのが現状である。我々は極少量でも非常に感度良く測定できる放射線を用いて金属

内包フラーレンの性質を調べ、また、医学的に有用な放射'性同位元素を擢患部位まで運搬

するドラッグデリバーとして水溶性金属フラーレンの合成を行い核医学的な応用を目指し

ている。以下に研究テーマ名を示す。

1）放射化学的手法を用いた金属内包フラーレンの基礎研究

2）核医学的応用を目指した水溶性金属内包フラーレンの合成



I 原著論文

01.T.Nishida,I.Furumoto,H.Masuda,andS.Kubuki
""Fe-MossbauerStudyofConductiveVanadateGlassWithHighChemical
Durability"

Proc.Spec.Res./舵et."Sciencea""肋gineeringofUns必〃eNucleia"〃〃eiノ
的“”〃"虎"se〃ﾉ陥〃er〃応ics"(KURRI弓〃-168),17(2012).

02.K.Shibano,S・Kubuki,K・Akiyama,Z・Homonnay,E.KuzmannandT.Nishida
"MechanismofMetallic-IronOxidationinIron-MaghemiteMixtureduringWater
Cleaning"

Proc.Spec.Res.ﾉ舵郎"Sciencea""助gineeringof肋卯妨leNucleia"〃〃e〃
Useson〃"虎"se〃/他〃eﾉ･〃）'SiCS"〃〃ﾉ-KR-168),74－77(2012).

03.H.Masuda,S.Kubuki,K.AkiyamaandT.Nishida
"ElectricalConductivityandLocalStructureofManganese-Substituted
VanadateGlass"

ルoc.Spec.Res.Meet"Sciencea"〃助gineeringof肋師妨/eNuclei
a"〃〃e〃的“”ん"{た"sedi肋〃erPhysics"(KURR1-KR-/〃,78-81(2012).

04.J.Iwanuma,S・Kubuki,K.Akiyama,M.Isa,N.Shirai,M.EbiharaandT・Nishida
"CharacterizationofChondritesbyMeansof"Fe-MossbauerSpectroscopy

ツゥ

貝、α卯“脱＆Meet.Proc.Spec.Res./舵et."Sciencea"〃肋97"ee〃"gof
肋〃ableNucleian〃〃e〃的esonCb"dense"/肋〃erPhysics"〃〃ﾉ刊"一/〃ﾉ，
82-85(2012).

05.S・Kubuki,J.Iwanuma,K.Akiyama,A・Mikuni

"MechanicallyStrengthenedNewHagiPorcelain
ChemicalEnvironmentofIron"

鮒wer〃"einteract.,211.173-180(2012).

andT・Nishida

DevelopedbyControllingthe

06.K.Akiyama,T・Hamano,Y.Nakanishi,E.Takeuchi,S.Noda,Z・Wang,S.Kubuki,
andH・Shinohara

"Non-HPLCRapidSeparationofMetallofullerenesandEmptyCageswithTiCL
LewisAcid"

X伽〃e〃卯c,134(23),9762-9767(2012).

07.I.Furumoto,S.KubukiandT・Nishida

"MossbauerStudyofWater-ResistiveConductiveVanadateGlass"
肋〃oisotopes,61(No.9),463-468(2012).

08.S.Kubuki,J・Iwanuma,K・Akiyama,Z・Homonnay,E・KuzmannandT.Nishida
""Fe-MossbauerStudyofIron-ContainingSoda-LimeSilicateGlasswithC0I
ReducingAbility"
〃erica〃/肘/〃"teofPhysics〃"た'e"ceProceeding兆〃es,1489,41-46
(2012).

09.S.Kubuki,H.MasudaandT.Nishida,

""Fe-MossbauerStudyofConductive"VanadateglasswithHighChemical
Durability"

ノ4"erica〃〃s〃tuteofPhysics〃"んrenceProceecガ"9兆〃es,1489,34-4C
(2012).



10. S、Kubuki,J・Iwanuma,K.Akiyama,Z.Homonnay,E.KuzmannandT.Nishida

"WaterCleaningAbilityandLocalStructureofIron-ContainingSoda-lime
Silicateglass"
的切eが〃eInteract.,DOI:10.1007/sl0751-012-0655-y(2012).

11.S.Kubuki,H.Masuda,K.Akiyama,Z.Homonnay,E.KuzmannandT.

"ElectricalConductivityandLocalStructureofLithiumTinIron
Glass"

鮒初er〃"eInteract.,DOI:10.1007/sl0751-012-0657-9(2012).

Nishida

Vanadate

12.S.Kubuki,K.Shibano,K.Akiyama,Z.Hommonay,E.Kuzmann,M.Risticand
T・Nishida.

"DecompositionMechanismofMethyleneBlueCausedbyMetallieIron-Maghemite
Mixture"

必"eが〃eInteract.,DOI10.1007/sl0751-012-0672-x(2012).

13.E・Kuzmann,S.Stichleutner,A.Sapi,Z・Klencsar,M.I.Oshtrakh,
Semionkin,S.Kubuki,Z.HomonnayandL.K・Varga
"MossbauerStudyofFINEMETwithdifferentPermeability"
的per〃"eInte虚〃.,DOI10.1007/S10751-012-0711-7(2012).

V.A

14.M.Hidaka,K.Takeuchi,R.P.Wijesundera,L.S.R.Kumara,S.Sugihara,N.
Momoshima,S・Kubuki,N.E.Sung
"Structuralandelectronicpropertiesofironoxidesintheceladonglazes"
〃ﾉ宮"ica,58,534-541(2012).

15. S・Kubuki,K.Shibano,K.Akiyama,Z.Homonnay,E.Kuzmann,M.Risticand
T・Nishida

"DecompositionofTrichloroethylene(TCE)AccompanyingOxidationofFein
ll

Iron-IronOxideMixtureDetectedby"Fe-MossbauerSpectroscopy
メ胞成oa"〃〃Cメ〃em,DOI:10.1007/sl0967-012-1933-5(2012).

16.S.Kubuki,H.MasudaandT.Nishida
"CharacterizationofElectricallyConductiveVanadateGlassContaining
TungstenOxide"
メ胸〃oanaメ肋飢〃em,DOI:10.1007/sl0967-012-1887-7(2012).

17.S.Kubuki,K.Matsuda,K.Akiyama,Z.Homonnay,K・Sinko,E.Kuzmannand
T・Nishida

"EnhancementofElectricalConductivityandChemicalDurabilityof

20R20-10Fe203-AMV(70-iVoOgglass(R=Na,K)CausedbyStructural
Relaxation"

班肋"-Cryst.め〃血submitted(2012).

18. K・Sinko,S.KubukiandH.Peterlik
"Multi-PurposeSol-GelTechnique:Nanofibrous,HierachicalPorous,and

’，

CompactAluminumOxideMaterialsbyOneProcess
4〃,4ββ〃〃j膿terials&Interfaces,submi11ed(2012).

19.S.Kubuki,J・Iwanuma,K.Akiyama,Z・Homonnay,K.Sinko,E・Kuzmannand
T・Nishida.

"VisibleLightActivatedCatalyticEffectofIronContainingSoda-lime



SilicateGlassCharacterizedby"Fe-MossbauerSpectroscopy
lフ

ScientificReports,submitted(2012).

20.Z.Wang,Y.Nakanishi,S.Noda,K・Akiyama,H.Shinohara

"TheOriginandMechanismofNon-HPLCPurificationofMetallofullereneswith
TiCL"

f〃”肋mC,116,25563-25567(2012).

II.著書、総説等

01.T・NishidaandS.Kubuki

"MossbauerStudyofNewElectricallyConductiveOxideGlass(Ch.33)in
MossbauerSpectroscopy:ApplicationsinChemistry,Biology,Nanotechnology,
Industry,andEnvironment"
WileySTM(NJ,U.S.A.).(2013発刊予定）

02.S・KubukiandT.Nishida

"WaterPurificationandCharacterizationofRecycled
Iron-SilicateGlass(Ch.39)inMossbauerSpectroscopy:Applicationsin
Chemistry,Biology,Nanotechnology,Industry,andEnvironment"
WileySTM(NJ,U.S.A.).(2013発刊予定）

03．久冨木志郎・西田哲明
“連載講座メスバウアー分光法を用いた新規導電ガラスの局所構造解析”
胸〃oisotope.原稿受理

04.S.KubukiandT・Nishida

"RemarkableIncreaseintheElectricalConductivityofVanadateGlassCaused

byStructuralRelaxation:AlteringMaterialsProperties"
AcademyPublish,accepted.

III.学会発表、講演等

01.津留啓吾・吉岡聴・原一広・西田哲明・久冨木志郎
「バナジン酸塩ガラス中のバナジウムイオンの局所構造」

第25回放射光学会年会・放射光科学合同シンポジウム.(2012.1.佐賀県鳥栖市）

02．芝野幸也・久冨木志郎・西田哲明

「有機化合物分解過程における鉄一マグヘマイト混合粉体中の鉄の変化」
第13回メスバウアー分光研究会.(2012.3.東京都文京区）

03．岩沼準・久冨木志郎・西田哲明

「鉄イオンを含むケイ酸塩ガラスによる水質浄化効果」
第13回メスバウアー分光研究会.(2012.3.東京都文京区）

04.増田一瞳･久冨木志郎･西田哲明
「導電性バナジン酸塩ガラスのキャラクタリゼーション」
第13回メスバウアー分光研究会.(2012.3.東京都文京区）

05.S・Kubuki,J.Iwanuma,K:Shibano,K.Akiyama,Z・Homonnay,E・Kuzmannand
T.Nishida

""Fe-MossbauerStudyofIron-ContainingSilicateGlassandMetallicIron
EffectiveforWaterCleaning"



MossbauerSpectroscopyinMaterialSciences2012(MSMS2012)(2012.6.Olomouc

(CzechRepublic)

06.S・Kubuki,H.Masuda,I.FurumotoandT・Nishida

""Fe-MossbauerStudyofConductiveVanadateGlassWithHighChemical
Durability"
MossbauerSpectroscopyinMaterialSciences2012(MSMS2012)(2012.6.Olomouc

(CzechRepublic)

07．芝野幸也・久冨木志郎・秋山和彦・西田哲明

「鉄一マグヘマイト混合粉体を用いたメチレンブルー分解機構の解明」
第49回アイソトープ・放射線研究発表会(2012.7.東京都文京区）

08．岩沼準・久冨木志郎・秋山和彦・西田哲明
「鉄イオンを含むケイ酸塩ガラスの水質浄化能と局所構造の相関」

第49回アイソトープ・放射線研究発表会(2012.7.東京都文京区）

09．増田一瞳･久冨木志郎･秋山和彦･HomonnayZoltdn･KuzmannErno･西田哲明，
「バナジン酸リチウムスズ鉄ガラスの電気伝導性とメスバウアースペクトル」

第49回アイソトープ･放射線研究発表会(2012.7.東京都文京区）

10.S.Kubuki,J.Iwanuma,K.Akiyama,Z.Homonnay,E.KuzmannandT.Nishida

"ChemicalOxygenDemandReducingEffectObservedforIronSilicateGlassC
haracterizedby"Fe-MossbauerSpectroscopy

ll

InternationalSymposiumonIndustrialApplicationofMossbauerEffect2012
(ISIAME2012)(2012.9.Dalian(China))

11.S.Kubuki,K.Shibano,K.Akiyama,Z.Homonnay,E・Kuzmann,M.Risticand
T.Nishida

"DecompositionofMethyleneBlueCausedbyMetallicIron-Maghemite
Mixture"

InternationalSymposiumonIndustrialApplicationofMossbauerEffect2012
(ISIAME2012)(2012.9.Dalian(China))

12.S.Kubuki,H.Masuda,K.Akiyama,Z.Homonnay,E・KuzmannandT.Nishida
(2012)

"ElectricalConductivityandLocalStructureofLithiumIronTin
VanadateGlass"

InternationalSymposiumonIndustrialApplicationofMossbauerEffect2012
(ISIAME2012)(2012.9.Dalian(China))

13. T.Nishida,I.Furumoto,H.MasudaandS.Kubuki
"NewConductiveVanadateGlasswithHighChemicalDurability"
InternationalSymposiumonIndustrialApplicationofMossbauerEffect2012
(ISIAME2012)(2012.9.Dalian(China))

14．E.Kuzmann,S・Stichleutner,A.Sapi,Z・Klencsar,M.I・Oshtrakh,V.A.
"Semionkin,S.Kubuki,Z.HomonnayandL.K・VargaMossbauerStudyofFINEMET

withdifferentpermeability"
InternationalSymposiumonIndustrialApplicationofMossbauerEffect2012
(ISI州E2012)(2012.9.Dalian(China))



15.西田哲明・久冨木志郎・古本功

「導電性と耐水性に優れた新規酸化物ガラス」
北九州学術研究都市産学連携フェア新技術説明会(2012.10.福岡県北九州市）

16.久冨木志郎・増田一瞳・西田哲明

「メスバウアー分光法による導電性バナジン酸塩ガラスのキャラクタリゼーショ
ン」

平成24年度KUR専門研究会「不安定原子核の理工学と物性応用研究II」
(2012.12.大阪府泉南郡）

17.芝野幸也・久冨木志郎・西田哲明
「鉄一マグヘマイト混合粉体によるメチレンブルー分解効果と構造変化」

平成24年度KUR専門研究会「不安定原子核の理工学と物性応用研究II」
(2012.12.大阪府泉南郡）

18.秋山和彦

「放射能をプローブとした金属フラーレン並びに水溶性金属フラーレンの性質の
解明」

平成24年原子力機構施設利用共同研究・一般共同研究成果報告会
(2012.8.茨城県勝田）

19.秋山和彦

「金属内包フラーレンの迅速分離法」
第51回核化学夏の学校（宮城・秋保温泉）

21.秋山和彦・竹内絵里奈・王志永・千葉和喜・中西勇介・野田祥子・篠原久典

「RapidSeparationofMetallofullerenesbyTitaniumChloride」
第43回フラーレン・ナノチューブ・グラフェン総合シンポジウム

(2012.9.東北大学・川内萩ホール）

22，竹内絵里奈・秋山和彦・川端庸平・久冨木志郎

「SynthesisofCarboxyMetallofullerenesforMedicalApplication」
第43回フラーレン・ナノチューブ・グラフェン総合シンポジウム
(2012.9.東北大学・川内萩ホール）

23．竹内絵里奈、秋山和彦、川端庸平、久冨木志郎

「RapidSynthesisofCarboxyMetallofullerenesforMedicalApplication」
第56回放射化学討論会
（東京工業大学・大岡山キャンパス）

24.E.Takeuchi，K・Akiyama,Y.Kawabata,andS.Kubuki
「SynthesisofCarboxyMetallofullerenes-RadiophamaceuticalAppicationof

WatersolubleMetallofullerenes一」

TheInternationalConferenceonEmergingAdvancedNanomaterials-2012
(2012.10.Brisbane(Australia))'

25. K.Akiyama,E.Takeuchi,K.Chiba,T.Tadai，andS.Kubuki
「Radio-activeMetallofullerenesforRadiopharmaceuticalApplicationj
(2012.10.Brisbane(Australia))
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