
第 2 回アライアンス若手研究交流会 
～モノを創る、観る、識る～ 

主催 第 2 回アライアンス若手研究交流会 実行委員会 

共催 附置研究所間アライアンスによるナノとマクロをつなぐ物質・システム創製戦略プロジェクト 

(ナノマクロ物質・デバイス・システム創製アライアンス)、大阪大学産業科学研究所 

 

・開催日時：平成 26 年 11 月 26 日、27 日 

・会場：大阪大学 産業科学研究所 

・プログラム（以下、敬称略） 

 

第一日目 11 月 26 日(水)                                       産業科学研究所 管理棟 1F 講堂 

12:30-        受付開始 

13:00-       開会                 神内 直人 阪大産研 助教 

(若手研究交流会実行委員長) 

13:00-13:05   ナノマクロ物質・デバイス・システム創製アライアンス 運営委員会副委員長挨拶 

                                     田中 秀和 阪大産研 教授 

13:05-13:10   産研技術室運営委員長挨拶                   

沼尾 正行 阪大産研 教授 

13:10-13:30   産研見学グループ紹介 

          A．量子ビームチーム             

          B. 機能材料合成・観察チーム 

          C. 環境デバイスチーム 

          D. 有機・生体チーム 

13:30-13:40   産研技術室紹介            田中 高紀 阪大産研 技術室長 

 

14:00-14:30   「有機金属分子ワイヤーの単分子電気伝導度計測」                        O-1 

                G4 田中 裕也*、杉本 歌穂、穐田 宗隆 (東京工業大学 資源化学研究所) 

 

14:30-15:00   「グラフェンとカーボンナノチューブの成長からデバイス作製、応用まで」    O-2 

         G1 金井 康* (大阪大学 産業科学研究所) 

 

15:00-15:30   「這行（しゃこう）運動における適応性:  

アメーバからカタツムリ、ミミズ、ムカデに学ぶ」  O-3 

        G4 黒田茂*、中垣俊之 (北海道大学 電子科学研究所) 

 

【会場移動、ポスター掲示】       産業科学研究所 インキュベーション棟 1F 講義室 （Ｉ-117） 

16:00-17:30    ポスターセッション（P-1~ 32） 

18:00-19:30    懇親会 



第二日目 11 月 27 日(木)                                       産業科学研究所 管理棟 1F 講堂 

9:00-          受付開始 

 

9:30-10:00    「電気化学表面力装置によるフェロセン修飾電極のイオン対形成の定量的評価」     O-4 

               G2 粕谷 素洋* (東北大学 多元物質科学研究所) 

 

10:00-10:30   「電気泳動電極を組み込んだナノポアデバイスの開発」                           O-5 

               G3 横田 一道*、筒井 真楠、谷口 正輝 (大阪大学 産業科学研究所) 

 

10:30-11:00   「イリジウム触媒を用いたアミドの選択的エナミン還元反応の開発 

および電子材料への応用」       O-6 

               G4 田原 淳士* (九州大学 先導物質化学研究所) 

 

11:00-11:30   「フェニルアゾメチンデンドリマーのポテンシャル勾配制御」                     O-7 

               G1 アルブレヒト 建*、山元 公寿 (東京工業大学 資源化学研究所) 

 

11:30-13:00    昼食休憩 

 

13:00-14:00    産研見学(A~D グループ) 

 

14:15-14:45   「局在表面プラズモン誘起電荷分離を利用した光-化学エネルギー変換」            O-8 

               G2 押切 友也*、上野 貢生、三澤 弘明 (北海道大学 電子科学研究所) 

 

14:45-15:15   「ナノポアを用いた 1 分子構造解析法の開発」                                   O-9 

               G3 龍崎 奏*、岡本 晃一、玉田 薫 (九州大学 先導物質化学研究所) 

横田 一道、筒井 真楠、谷口 正輝 (大阪大学 産業科学研究所) 

 

15:15-15:45   「Ga-Al フラックス法を用いた窒化サファイア基板上 AlN 膜成長」               O-10 

               G4 安達 正芳*、福山 博之 (東北大学 多元物質科学研究所) 

 

15:45-16:00    討論時間 

閉会挨拶 
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