
 1 月１３日（日） 

9:00- 9:30   受付 

9:30- 9:50   O-01 沈 建仁（岡山大学：領域代表者・Ａ班班長・A01） ······················· 35 

「総括班活動報告と当研究グループの研究紹介」 

9:50-10:05  O-02 神谷 信夫（大阪市立大学：A01） ···························································· 36 

「光化学系 II 結晶の同型性と結晶構造解析の再現性」 

10:05-10:20  O-03 山口 兆（大阪大学：A01） ········································································· 37 

「CaMn4O5クラスターの結合クラスター(CC)計算」 

 

10:20-10:35  休憩 

 

10:35-10:50  O-04 杉浦 美羽（愛媛大学：A02） ···································································· 38 

「光化学系 II の P680クロロフィルのリガンド環境と光合成機能との関係」 

10:50-11:05  O-05 石北 央（東京大学：公募 A班） ······························································· 39 

「Photosystem II 蛋白質環境におけるプロトン移動と電子移動」 

11:05-11:20  O-06 磯部 寛（岡山大学：公募 A班） ······························································· 40 

「光合成Mnクラスターの構造変化とスピン転移の相関および基質活性化に 

 関する理論的研究」 

11:20-11:35  O-07 佐賀 佳央（近畿大学：公募 A班） ·························································· 41 

「紅色光合成細菌の光収穫タンパク質への異種色素の再構成によるアンテナ 

 機能の制御」 

11:35-11:50  O-08 八井 崇（東京大学：公募 C班） ······························································· 42 

「ナノ構造最適化による近接場光援用高効率二酸化炭素還元の開発」 

 

11:50-13:00  昼食休憩 

 

13:00-14:40  ポスター発表（13:00-13:50 奇数番号・13:50-14:40 偶数番号：50 分ずつ） 

 

14:40-14:50  休憩 

 

14:50-15:05  O-09 橋本 秀樹（関西学院大学：Ｂ班班長・B01） ····································· 43 

「天然光合成系におけるエネルギーフローに関する実験・理論解析」 

15:05-15:20  O-10 山下 晃一（東京大学：B02） ······································································ 44 

「trans(Cl)‒Ru(bpy)(CO)2Cl2および[Ru(bpy)2(CO)2]2+による CO2電気化学的 

 還元反応の経路探索：CO / HCOO選択性に関する理論的検討」 

15:20-15:35  O-11 林 重彦（京都大学：公募 B班） ······························································· 45 

「光合成系 II マンガンクラスターのプロトン化状態の理論的同定」 

 

PROGRAM



 15:35-15:50  O-12 長澤 裕（立命館大学：公募 B班） ·························································· 46 

「光合成初期過程における光励起ダイナミクス」 

15:50-16:05  O-13 山中 健一（(株)豊田中央研究所：公募 B班） ······································ 47 

「白金担持メチルアクリドン架橋メソポーラス有機シリカの光触媒活性とそ 

 の機構」 

 

16:05-16:20  休憩 

 

16:20-16:35  O-14 阿部 竜（京都大学：C班班長・C01） ··················································· 48 

「高効率可視光水分解のための新規光触媒系の開発」 

16:35-16:50  O-15 佐山 和弘（産業技術総合研究所：C01） ·············································· 49 

「WO3粉末光触媒による過硫酸製造」 

16:50-17:05  O-16 八木 政行（新潟大学：C01） ····································································· 50 

「水の酸化触媒開発のブレークスルー」 

17:05-17:20  O-17 石谷 治（東京工業大学：C02） ································································ 51 

「Rh(III)錯体触媒を有する新規 CO2還元超分子光触媒」 

17:20-17:35  O-18 定金 正洋（広島大学：公募 C班） ·························································· 52 

「分子性金属酸化物を用いた高効率な水の酸化触媒の開発」 

17:35-17:50  O-19 酒井 健（九州大学：公募 C班） ······························································· 53 

「分子性触媒コンポーネントを融合させた太陽光水分解用光電気化学セルの 

 開発」 

 

18:00-       懇親会 

  



 1 月１4 日（月・祝） 

9:00-10:00  ※特別講演 三澤 弘明（北海道大学・台湾国立交通大学応用化学科） ·· 32                  

「モーダル型強結合を用いた可視光水分解反応の増強」 

 

10:00-10:15 休憩 

 

10:15-10:30  O-20 天尾 豊（大阪市立大学：公募 C班） ······················································ 54 

「色素・半導体光触媒・生体触媒ハイブリッド型革新的二酸化炭素光還元系 

  の設計と創製」 

10:30-10:45  O-21 石田 斉（北里大学：公募 C班） ······························································· 55 

「人工光合成を目指したルテニウム－ペプチド錯体触媒の開発と光化学的 

 CO2還元触媒反応」 

10:45-11:00  O-22 池田 茂（甲南大学：公募 C班） ······························································· 56 

「バルク物性制御による高活性化合物半導体光触媒・光電極の開発」  

11:00-11:15  O-23 秋山 賢輔（神奈川県立産業技術総合研究所：公募 C班） ·············· 57 

「半導体複合粒子からなる光触媒材料の開発」 

11:15-11:30  O-24 片岡 祐介（島根大学：公募 C班） ·························································· 58 

「アンカー型ロジウム二核錯体の光水素発生機構に関する実験と理論研究」 

 

11:30-12:00 講評 

 

 



 
P-01 「酸素発⽣型光化学系 II の S-state 遷移に対する抗凍結剤の影響」 

中島 芳樹（岡⼭⼤異分野基礎研）、秋⽥ 総理（岡⼭⼤異分野基礎研・JST さきがけ）、沈 建仁
（岡⼭⼤異分野基礎研） ············································································································ 60 

P-02 「光化学系 II 結晶の同型性と結晶構造解析の再現性」 
神⾕ 信夫、川上 恵典（阪市⼤ OCARINA） ··········································································· 61 

P-03 「CaMn4O5 クラスターの結合クラスター(CC)計算」 
⼭⼝ 兆（阪⼤産研）、川上 貴資（阪⼤理）、宮川 晃⼀（阪⼤産研） ····································· 62 

P-04 「光化学系 II 結晶の反応中間状態の構造解析に向けた取り組み」 
梅名 泰史（岡⼭⼤異分野基礎研）、 松岡 秀⼈（阪市⼤理）、 中島 芳樹（岡⼭⼤理）、 秋⽥ 総
理（岡⼭⼤異分野基礎研）、 菅 倫寛（岡⼭⼤異分野基礎研・岡⼭⼤理）、 沈 建仁（岡⼭⼤異分
野基礎研・岡⼭⼤理） ··············································································································· 63 

P-05 「座標誤差に基づいた酸素発⽣中⼼ Mn4CaO5 クラスターの結合距離議論」 
川上 恵典、神⾕ 信夫（阪市⼤複合先端） ··············································································· 64 

P-06 「多孔質ガラス板を⽤いた PSI-PtNP の光誘起⽔素発⽣と酸素耐性の獲得メカニズムの考察 」 
  平野 誠⼈（阪市⼤院理）、野地 智康（阪市⼤複合先端）、川上 恵典（阪市⼤複合先端）、神 哲

郎（産総研機能調和材料）、近藤 政晴（名⼯⼤院⼯）、 ⼤岡 宏造（阪⼤院理）、神⾕ 信夫（阪
市⼤複合先端） ·························································································································· 65 

P-07 「低分⼦アルコールによる光合成⽔分解反応の阻害機構」 
⽮⽥ はる奈、野⼝ 巧（名⼤理） ····························································································· 66 

P-08 「光化学系 II の P680 クロロフィルのリガンド環境と光合成機能との関係」 
杉浦 美⽻（愛媛⼤ PROS） ······································································································ 67 

P-09 「亜鉛クロロフィル誘導体の⾃⼰会合体による超分⼦ナノシート」 
庄司 淳（⽴命⼤院⽣命科学）、⼩川 哲也（京⼤化研）、⺠秋 均（⽴命⼤院⽣命科学） ········ 68 

P-10 「強固なリンカーで連結したクロリン-バクテリオクロリンを利⽤した光エネルギー捕集型ア
ンテナモデルの構築」 
野村 楊作、庄司 淳、⺠秋 均（⽴命⼤院⽣命科学） ······························································ 69 

P-11 「天然光合成系におけるエネルギーフローに関する実験・理論解析」 
橋本 秀樹（関学⼤理⼯）、浦上 千藍紗（関学⼤理⼯）、⾏平 奈央（関学⼤理⼯）、藤原 正澄（阪
市⼤院理） ·································································································································· 70 

P-12 「PSII 電荷分離における量⼦ダイナミクス解析、及び量⼦光学技術に基づく新規分光測定に関
する研究: 光合成初期過程全容の解明に向けて」 
藤橋 裕太（分⼦研）、⽯崎 章仁（分⼦研・総研⼤） ······························································ 71 

P-13 「XFEL と放射光 X 線を相補利⽤した動的な⼈⼯光合成研究」 
野澤 俊介、⾜⽴ 伸⼀（⾼エネ機構物構研） ··········································································· 72 

P-14 「trans(Cl)‒Ru(bpy)(CO)2Cl2 および[Ru(bpy)2(CO)2]2+による CO2 電気化学的還元反応の経路
探索：CO / HCOO 選択性に関する理論的検討」 
⼭下 晃⼀（東⼤院⼯） ·············································································································· 73 

 

ポスター発表
（13:00-13:50 奇数番号 / 13:50-14:40 偶数番号）



 
P-15 「⾼効率可視光⽔分解のための新規光触媒系の開発」 

阿部 ⻯（京⼤院⼯） ················································································································· 74 
P-16 「錫ポルフィリンを分⼦触媒とした電気化学的な⽔の⼆電⼦酸化過酸化⽔素発⽣」 

⼤﨑 穣、Arun Thomas、 Fazalurahaman Kuttassery、 Siby Mathew、 嶋⽥ 哲也、⾼⽊ 慎介、
⽴花 宏、井上 晴夫（⾸都⼤院都市環境） ··············································································· 75 

P-17 「Facile Green Synthesis and Axial Ligand Investigation of Water Soluble Zinc (II) Porphyrin」 
  Abin Sebastian (Cochin Univ. of Sci. and Tech.), Sebastian Nybin Remello (Cochin Univ. of Sci. 

and Tech.), Fazalurahman Kuttassery（⾸都⼤院都市環境）, Yutaka Ohsaki（⾸都⼤院都市環境）, 
Hiroshi Tachibana（⾸都⼤院都市環境）, Haruo Inoue（⾸都⼤院都市環境） ······················· 76 

P-18 「WO3 粉末光触媒による過硫酸製造」 
佐⼭ 和弘、Zeai Huang、三⽯ 雄悟（産総研） ······································································· 77 

P-19 「⽔の酸化触媒開発のブレークスルー」 
⼋⽊ 政⾏（新潟⼤⾃然） ·········································································································· 78 

P-20 「⾦属酸化物で構成される Z スキーム型光触媒を⽤いた可視光照射下での⽔を電⼦源とした⼆
酸化炭素還元」 
⼯藤 昭彦（東理⼤理） ·············································································································· 79 

P-21 「Rh(III)錯体触媒を有する新規 CO2 還元超分⼦光触媒」 
⽯⾕ 治（東⼯⼤理学院） ·········································································································· 80 

P-22 「光合成細菌の複合体間連係プレイにおける構造基盤の解明」 
⼤友 征宇（茨城⼤理） ·············································································································· 81 

P-23 「光化学系 II 酸素発⽣中⼼における⽔分⼦挿⼊過程」 
庄司 光男（筑波⼤）、磯部 寛（岡⼭⼤）、重⽥ 育照（筑波⼤）、中嶋 隆⼈（理研 R-CCS）、 
⼭⼝ 兆（阪⼤） ························································································································· 82 

P-24 「Photosystem II 蛋⽩質環境におけるプロトン移動と電⼦移動」 
⽯北 央（東⼤先端研） ·············································································································· 83 

P-25 「光捕集機能を拡張した光収穫系̶反応中⼼複合体(LH1-RC)の光電変換機能解析」 
出⽻ 毅久（名⼯⼤院⼯） ·········································································································· 84 

P-26 「光捕集系タンパク質-⾊素複合体による光誘起⽔素発⽣系の構築」 
近藤 政晴（名⼯⼤院⼯)、松⽥ 春⾹（名⼯⼤院⼯)、野地 智康（名⼯⼤院⼯、阪市⼤複合先端）、
南後 守（阪市⼤複合先端）、出⽻ 毅久（名⼯⼤院⼯） ··························································· 85 

P-27 「酸素発⽣中⼼を模倣したマンガンクラスター構造の構築」 
舩橋 靖博（阪⼤院理） ·············································································································· 86 

P-28 「光合成 Mn クラスターの構造変化とスピン転移の相関および基質活性化に関する理論的研究」
磯部 寛（岡⼭⼤異分野基礎研） ······························································································· 87 

P-29 「シアノバクテリア Acaryochloris marina の光化学系 II」 
前⽥ 皐⾂（兵庫県⽴⼤院⽣命理学）、井上（菓⼦野）名津⼦（兵庫県⽴⼤院⽣命理学）、⼩⾕ 弘
哉（兵庫県⽴⼤院⽣命理学）、新澤（伊藤）恭⼦（兵庫県⽴⼤院⽣命理学）、⼭下 栄樹（阪⼤蛋
⽩研）、伊福 健太郎（京⼤院⽣命科学）、菓⼦野 康浩（兵庫県⽴⼤院⽣命理学） ················· 88 



 
P-30 「紅⾊光合成細菌の光収穫タンパク質への異種⾊素の再構成によるアンテナ機能の制御」 

佐賀 佳央（近⼤理⼯） ·············································································································· 89 
P-31 「クロロフィル f の蓄積過程におけるエネルギー移動経路の解析」 

篠⽥ 稔⾏（東理⼤理）、鞆 達也（東理⼤理）、秋本 誠志（神⼾⼤理） ································· 90 
P-32 「光合成系 II マンガンクラスターのプロトン化状態の理論的同定」 

成 せい、林 重彦（京⼤院理） ································································································· 91 
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