
交流センター　ホール

9:30～9:35 開会の挨拶 山本茂　関西支部長　（日本電気硝子株式会社）

9:35～10:50 座長　：　山添誠司（龍谷大学）

O-01 ディップコーティング過程でのstriation発生を利用した
周期パターンを有するTiO2膜の作製

〇内山弘章
*
，南波亘

**
，幸塚広光

*

（
*
関西大学化学生命工学部，

**
関西大学工学部）

O-02 TiO2－ポリマーハイブリッド系階層的高次構造薄膜における環境応答性の開拓

○高橋雅英　(大阪府立大学大学院工学研究科)

O-03 セラミックス製人工歯冠を目指した光造形法によるアルミナ焼結体の
精密成型と特性評価

○田崎智子，桐原聡秀　（大阪大学接合科学研究所）

O-04 パウダー化粧品の微粒子群の肌面塗布挙動と使用感の解析による
嗜好性の制御のための材料設計

○鈴木高広
*
，梅田智広

**

（
*
近畿大学生物理工学部生物工学科，

**
東京大学大学院精密機械工学専攻）

O-05 SPS法によるLa-Co置換M型Srフェライト磁石の作製

○菊池丈幸
*
，中村龍哉

*
，山崎徹

*
，小林郁夫

**
，中西真

***
，藤井達生

***
，

高田潤
***

，池田靖訓
****

（
*
兵庫県立大学大学院工学研究科，

**
東京工業大学大学院理工学研究科，

***
岡山大学工学部，

****
生産開発科学研究所）

10:50～11:00 休憩

11:00～12:10 座長　：　安藤陽　（株式会社村田製作所）     

S-01 環境に優しい熱音響システムの応用とその課題について
坂本眞一　　(滋賀県立大学工学部)

I-01 Nd-Fe-B焼結磁石の発展と工程改良の取り組み
佐川眞人　　（インターメタリックス株式会社）

12:10～13:30

【ー般講演（１）】

【依頼講演（１）】

【招待講演（１）】

関西支部学術講演会プログラム

講演時間（質疑応答を含む） ： 招待講演（40分），依頼講演（30分），一般講演（15分）

---------------     昼食休憩     ---------------



13:30～14:45 座長　：　菊池丈幸　（兵庫県立大学）

O-06 分相・結晶化を利用した機能性ガラスの作製
○大幸裕介，嶺重温，小舟正文，矢澤哲夫　(兵庫県立大学大学院)

O-07 Sn含有リン酸塩低融点ガラスの発光特性と光学応用

○正井博和
*,†

，高橋儀宏
*
，藤原巧

*
，松本修治

**
，横尾俊信

***

（
*
東北大学大学院工学研究科，

**
旭硝子（株），

***
京都大学化学研究所，

†
現：京都大学化学研究所）

O-08 光感応性ゲル膜によるパターン化したZn2SiO4:Mn 蛍光膜の作製

○野間直樹，宮崎浩一，多田弘明　（近畿大学総合理工学研究科）

O-09 CSD法を用いたBST薄膜の作製と構造制御
○細倉匡，景山恵介，鷹木洋，坂部行雄　（（株）村田製作所）

O-10 SPS法による乱層構造をもつ炭素粉末の焼結とその機械的特性の評価
○豊福直樹， 西本めぐみ，大柳満之
（龍谷大学革新的材料・プロセス研究センター）

14:45～14:55 休憩

14:55～16:05 座長　：　内野隆司（神戸大学）

S-02 多段内部窒化による高融点金属材料の組織制御
長江正寛　（財団法人応用科学研究所）

I-02 ガラス系電解質を用いた全固体リチウム二次電池の実現に向けて
辰巳砂昌弘　（大阪府立大学大学院）

16:05～16:10 　 休憩

16:10～18:20

【コアタイム】　講演番号が奇数　16:10～17：10，　講演番号が偶数　17:10～18：10

交流センター　ホワイエ

18:20～18:25 閉会の挨拶 町田憲一　副支部長　（大阪大学先端科学ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ）

18:30～20:00

滋賀県立大学生協　ナシェリア

【一般講演（２）】

【懇親会】

【ポスター発表】

【依頼講演（２）】

【招待講演（２）】



16:10～18:20

【エレクトロセラミックス】
PA-01 Pr修飾Bi4Ti3O12薄膜の強誘電性の組成依存性

○今川一輝， 岸本亮，小舟正文，大幸裕介，嶺重温，矢澤哲夫
（兵庫県立大学大学院工学研究科， 工学部応用物質科学科）

PA-02 a /b 軸方向にエピタキシャル成長したチタン酸ビスマスネオジウム膜の構造特性
○田村昭裕，岸本亮，小舟正文，大幸裕介，嶺重温，矢澤哲夫
（兵庫県立大学大学院工学研究科，工学部応用物質科学科）

PA-03 (Bi1/2Na1/2)TiO3-Ba(Cu1/3Nb2/3)O3系固溶体のモルフォトロピック相境界と圧電特性

○寺岡賢二，小舟正文，大幸裕介，嶺重温，矢澤哲夫
（兵庫県立大学大学院工学研究科，工学部応用物質科学科）

PA-04 (Na0.5K0.5)NbO3-BaZrO3- (Bi0.5Li0.5)TiO3 非鉛圧電薄膜のPt/(001)MgO 基板上への作製

○三好雄三，服部貴文，山添誠司，足立秀明，和田隆博
（龍谷大学理工学部物質化学科）

PA-05 パルスレーザー蒸着法によるSrCu2O2系p形透明導電薄膜の作製

○中谷亮介，飯塚祐衣，山添誠司，和田隆博
（龍谷大学理工学部物質化学科）

PA-06 鉛フリーPTCセラミックスの作製と特性評価
○服部研作，上城政博，松浦康行　（ニチコン亀岡株式会社）

PA-07 種々のペロブスカイト型類縁構造をもつCu系酸化物の合成とそれらの誘電特性
○山下翔，菊池丈幸，山崎徹，小舟正文
（兵庫県立大学大学院工学研究科）

【エネルギー関連材料】
PA-08 酸化ニッケル‐活性炭系全固体型ハイブリッドキャパシタの作製

○青木万実，忠永清治，辰巳砂昌弘　（大阪府立大学大学院工学研究科）

PA-09 イオン液体を反応場とする固体電解質LiTi2(PO4)3の作製

○高橋勇紀，林晃敏，麻生圭吾，北浦弘和，辰巳砂昌弘
（大阪府立大学大学院工学研究科）

PA-10 Li2S-P2S5系ガラスとイオン液体から作製した固体電解質のキャラクタリゼーション

○林晃敏，南圭一，辰巳砂昌弘　（大阪府立大学大学院工学研究科）

PA-11 オーダードポーラス構造を有するイットリア安定化ジルコニア固体電解質の光造形

○則竹克哉
*
，阿部浩也

**
，田崎智子

**
，桐原聡秀

**

（
*
大阪大学工学部環境・エネルギー工学科，

**
大阪大学接合科学研究所）

PA-12 チューブ状多孔質ガラスの直接メタノール形燃料電池特性
○梅木元春，大幸裕介，嶺重温，小舟正文，矢澤哲夫
（兵庫県立大学工学部）

PA-13 ガラスの分相を利用したイオン伝導パスの自己形成とプロトン伝導性
○山田剛，大幸裕介，嶺重温，小舟正文，矢澤哲夫
（兵庫県立大学工学部）

（コアタイム　奇数番号 16:10～17:10，偶数番号　17：10～18：10）
【ポスター発表A　：　研究発表】



PA-14 層状岩塩型Fe含有Li2MnO3の充電に伴う構造変化

○日下健太郎，荒地良典　（関西大学大学院理工学研究科）

PA-15 複合オキソ酸塩Li4SiO4-Li3PO4系の電極材料への適用

○樋口祐介，中村亮太，荒地良典　（関西大学大学院理工学研究科）

PA-16 Ba2In2O5類似酸化物の酸素空孔無秩序化による構造と電気伝導性

○節晃彦，荒地良典　（関西大学大学院理工学研究科）

PA-17 フタロシアニン二量体/C60太陽電池の作製と評価

○武田暁洋
*
，美濃羽輝

*
，鈴木厚志

*
，秋山毅

*
，奥健夫

*
，山﨑康寛

**

（
*
滋賀県立大学大学院工学研究科，

 
**

オリヱント化学工業株式会社 新規事業部）

PA-18 SnO2反射防止膜を用いた球状Si太陽電池の微細構造解析と物性評価

○木戸脇大希
*
，矢田裕一

*
，奥健夫

*
，秋山毅

*
，角田成明

*
，吉川達也

*
，

鈴木厚志
*
，菊地憲次

*
，菊池潮美

*
，金森洋一

**
，髙見潤

**
，瀬尾暁

**
，室園幹夫

**

（
*
滋賀県立大学大学院工学研究科， 

**
株式会社クリーンベンチャー２１）

PA-19 金属フタロシアニン/フラレノール系太陽電池におけるナノダイヤモンド添加効果
○永田昭彦，奥健夫，鈴木厚志，秋山毅，山﨑康寛，大澤映二
(滋賀県立大学大学院工学研究科，オリヱント化学工業株式会社，
株式会社ナノ炭素研究所）

PA-20 フラーレン/導電性高分子薄膜の作製と太陽電池への応用
○井上慶，鈴木厚志，秋山毅，奥健夫
(滋賀県立大学大学院工学研究科）

PA-21 ゾル‐ゲル法によるSnドープFe2O3薄膜の作製と光陽極特性の評価

〇行澤雅
*
，内山弘章

**
，幸塚広光

**

（
*
関西大学大学院理工学研究科，

**
関西大学化学生命工学部）

【環境関連材料】
PA-22 ハイドロタルサイト様化合物を用いた新規リン除去・回収システムの構築

○落合ひとみ，塩見治久，福井良太
（京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科）

PA-23 チタン酸バリウムの水系シート成形に関する研究
○伊坂雄太，塩見治久，稲岡康二
（京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科）

PA-24 酢酸イオン型ハイドロタルサイトのリン除去特性に及ぼす合成条件の影響
○橋詰拓幸，塩見治久，長渕浩太
（京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科）

PA-25 石膏添加ケイ酸カルシウム系晶析型脱リン材におけるリン除去速度に関する研究
○仁谷友香，塩見治久　（京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科）

PA-26 TiO2とWO3の同時析出による多孔質光触媒ガラスの作製

○住田慎治，大幸裕介，嶺重温，小舟正文，矢澤哲夫
（兵庫県立大学工学部）



PA-27 メソポーラス構造を有した共ドーピング酸化チタンの合成

○川邉裕祐
*
，山本真矢

*
，佐藤光孝

**
，中平敦

*,**

（
*
大阪府立大学，

**
東北大学金属材料研究所 附属研究施設大阪センター）

PA-28 副生アンモニアを有効利用する高N2選択性NOx還元触媒

○石黒克明，伊東正浩，武原真彦，町田憲一
（大阪大学大学院工学研究科）

PA-29 酸素過剰下でのリン酸塩担持白金触媒によるNOx還元

○伊東正浩，石黒克明，武原真彦，町田憲一
（大阪大学大学院工学研究科）

【プロセス】
PA-30 ECRスパッタリング法で合成した非晶質炭素およびNiドープ非晶質炭素薄膜の

構造と電気的特性評価
○山崎滋章，青井芳史　（龍谷大学大学院理工学研究科）

PA-31 パルスレーザー堆積法による炭窒化ホウ素薄膜の作製および評価
○松田憲亮，青井芳史　（龍谷大学大学院理工学研究科）

PA-32 液相レーザーアブレーションによるNd2Fe14Bナノ粒子の作製

○山本貴士
*
，下間靖彦

*
，坂倉政明

*
，西正之

*
，三浦清貴

*
，平尾一之

*
，

佐川眞人
**

（
*
京都大学工学研究科，

**
インターメタリックス株式会社）

PA-33 ソルボサーマル法による準安定相希土類-鉄複合酸化物の合成とその触媒特性
○細川三郎，増田祐一，全炯俊，井上正志　（京都大学工学研究科）

PA-34 特異な結晶構造を有するY3Al5O12のグリコサーマル合成

○上垣内啓介，細川三郎，井上正志　（京都大学工学研究科）

【キャラクタリゼーション】
PA-35 Si-O-Al結合を有する酸化物のプロトン解離性の第一原理計算

○南山真一，大幸裕介，嶺重温，小舟正文，矢澤哲夫
（兵庫県立大学工学部）

PA-36 DEM-CIPハイブリッドシミュレーションによる顆粒構造形成挙動の解明
○土井優子，赤司雅俊，下坂厚子，白川 善幸，日高重助
（同志社大学理工学部）

PA-37 微小金型キャビティ内への顆粒の均質充填操作の設計
○槇野定人，赤司雅俊，下坂厚子，白川善幸，日高重助
（同志社大学理工学部）

PA-38 N@C60-SWCNT カーボンピーポットを利用した量子情報への応用

○鈴木厚志，吉田 和巳，奥健夫
（滋賀県立大学工学部材料科学科）

【蛍光体・フォトニクス関連材料】
PA-39 晶系の異なるASnO3(A=Ca,Sr,Ba):Tb蛍光体中のTb

3+
の磁気特性及び発光特性

○中田章仁，萩原昌輝，武奈佑一，和所正樹，白神達也
（龍谷大学大学院理工学研究科）



PA-40 NAC-FAS法によるLa(Nb,Ta)O4ナノ蛍光体の作製と蛍光特性

○前川貴美，松井良和，出口英里，堀川袷志，岩崎光伸
（近畿大学大学院総合理工学研究科）

PA-41 環境調和型合成法によるY3(Al,Ga)5O12:Ce
3+

ナノ蛍光体の合成
○松井良和，岩崎光伸　（近畿大学大学院総合理工学研究科）

PA-42 (Y,Gd)3Al5O12:Ce
3+

ナノ結晶における発光効率のCe
3+

濃度依存性
○今村まどか，松井良和，出口英里，堀川袷志，岩崎光伸
（近畿大学大学院総合理工学研究科）

PA-43 ゾル－ゲル法により作製したCe:Y3Al5O12多孔体における光化学反応

○岩田孝二， 藤田晃司， 村井俊介，田中勝久
（京都大学大学院 工学研究科）

PA-44 金属を出発原料とする白色LED用窒化物系蛍光体の合成と発光特性
○倉本大樹，堀川高志，半沢弘昌，伊東正浩，町田憲一
（大阪大学大学院工学研究科）

PA-45 メカノケミカル法によるEu
3+

含有シリケート系蛍光体粉末の作製と評価
○四野宮篤子，忠永清治，辰巳砂昌弘　（大阪府立大学大学院工学研究科）

PA-46 YBO3:Eu
3+

添加ホウケイ酸分相ガラスの蛍光特性と添加効果
○正宗覚，大幸裕介，嶺重温，小舟正文，矢澤哲夫
（兵庫県立大学工学部）

PA-47 太陽炉で作製したCaTiO3:Pr
3+

の長残光特性
○片山裕美子， 田部勢津久　（京都大学大学院人間・環境学研究科）

PA-48 高輝度な赤色応力発光体を用いた応力が目視できるセンサーの開発
○石原嗣生　（兵庫県立工業技術センター）

【ガラス】
PA-49 強化ガラスの応力緩和と破壊現象

○増田優子，上部隆男　（東京都立産業技術研究センター）

PA-50 Ag
+
/Na

+
イオン交換ガラスにおける圧子押し込み試験による機械的特性の評価
○野宮佑介，若杉隆，西井準治，角野広平
(京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科)

PA-51 円錐圧子を用いたソーダ石灰ガラスの摩擦係数の評価
○奥隼人，吉田智，菅原透，松岡純　(滋賀県立大学工学部)

PA-52 ガラスと金属の密着に関する研究
○吉岡健太，若杉隆，角野広平　(京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科)

PA-53 LTPS TFT-LCD用 低熱収縮ガラス基板の開発
○川口貴弘，加藤嘉成，三和晋吉，山崎博樹　(日本電気硝子株式会社)

PA-54 鉄含有ソーダ石灰ガラスにおけるディフェクトの生成・消滅とその機構
○谷口佑子，石原和実，伊佐治智也，若杉隆，角野広平
(京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科)



PA-55 PbO-B2O3およびBi2O3-B2O3融液におけるAg2Oの酸化還元平衡

○野口雄一郎，若杉隆，角野広平　(京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科)

PA-56 ガラス融液における硫黄の酸化還元電位の組成依存性
○瀬戸雅博，菅原透，吉田智，松岡純，加藤光夫，三浦嘉也　(滋賀県立大学工学部)

PA-57 塩素清澄の塩基度依存性
○吉田紀之，村田哲哉，川口正隆，二上勉　(日本電気硝子株式会社)

PA-58 ジルコニア系電鋳耐火物の機械的物性
○高橋良友，岡本泰則，塩野剛司　(京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科)

PA-59 ZnO-Al2O3-SiO2系結晶化ガラスの結晶化挙動

○松村崇義，若杉隆，角野広平　(京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科)

PA-60 GeS2-Sb2S3-CsX  (X=Cl, Br, I) 系ガラスの作製と物性

○藤原力也，市川学，若杉隆，角野広平
(京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科)

【セメント】
PA-61 重水素化したポルトランダイトおよびエトリンガイトの脱水温度の低下

○中森寛，白神達也　（龍谷大学大学院理工学研究科）

PA-62 アルミナセメント硬化体の相転移に及ぼすシリカの添加効果
○中野まり子，塩野剛司，岡本泰則　(京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科)

PA-63 明礬石を利用した新規無機硬化体の作製
○後藤順一，塩野剛司，岡本泰則　(京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科)

【ゾル-ゲル・溶液プロセス】
PA-64 ゾル-ゲル法による酸化物ナノ薄膜の作製に関する基礎的研究

〇清水達哉
*
，内山弘章

**
，幸塚広光

**

（
*
関西大学大学院理工学研究科，

**
関西大学化学生命工学部）

PA-65 ゾル-ゲル法により作製される有機・チタニアハイブリッド薄膜の屈折率と限界厚さ

〇小田進也
*
，内山弘章

**
，幸塚広光

**

（
*
関西大学大学院理工学研究科，

**
関西大学化学生命工学部）

PA-66 液相結晶析出法を用いたガラス表面へのチタニア製パターンコーティング

○板倉祐介
*
，増田佳丈

**
，田崎智子

***
，桐原聡秀

***

（
*
大阪大学工学部環境・エネルギー工学科，

**
産業技術総合研究所，

***
大阪大学接合科学研究所）

PA-67 酸化チタン−金ナノ粒子複合薄膜の作製と構造評価
○秋山毅，中山絵梨佳，山田淳，奥健夫
（滋賀県立大学工学部，九州大学大学院工学研究院）

PA-68 水溶液プロセスによるナノ構造を有するSnO2球状粒子の作製

〇白井雄也
*
，内山弘章

**
，幸塚広光

**

（
*
関西大学大学院理工学研究科，

**
関西大学化学生命工学部）

PA-69 親水性/疎水性を利用したシリカ粒子配列膜の作製
○小瀧数博，野間直樹，多田弘明　（近畿大学総合理工学研究科）



PA-70 光感応性ゲルによるパターン化したＩＴＯ電極の作製とデバイスへの応用

○殿山真央，野間直樹，多田弘明　（近畿大学総合理工学研究科）

PA-71 酸化亜鉛パターン薄膜の作製と膜特性におよぼす金属イオンの添加効果
○吉川琢也，野間直樹，多田弘明　（近畿大学総合理工学研究科）

PA-72 出発組成による有機－無機ハイブリッドエアロゲルの物性変化
○早瀬元，金森主祥，中西和樹，花田禎一　（京都大学大学院理学研究科）

PA-73 非イオン性界面活性剤を用いた有機－無機ハイブリッドエアロゲルの合成と
物性評価

○倉橋昌幸，金森主祥，中西和樹，花田禎一　（京都大学大学院理学研究科）

PA-74 スチレン－ジビニルベンゼン共重合系におけるマクロ多孔性架橋高分子の合成と
細孔解析

○田上尚敬，金森主祥，中西和樹，花田禎一　（京都大学大学院理学研究科）

PA-75 MCF型メソ孔を有するマクロ多孔性塊状シリカゲルの作製
と分離媒体としての性能評価

○前田幸太朗，金森主祥，中西和樹，花田禎一　（京都大学大学院理学研究科）

【生体関連材料】
PA-76 ナノ粒子安定化エマルションを利用したアパタイト/生体吸収性高分子微粒子の

調製と評価
○虫邉慶悟， 岡田正弘，劉向文，本津茂樹，古薗勉
（近畿大学大学院生物理工学研究科）

PA-77 多孔質Ti合金-βTCP複合材の作製と機械的特性

○島田祐貴
*
，菊池丈幸

*
，山崎徹

*
，小林郁夫

**
，渡辺義見

***

（
*
兵庫県立大学大学院工学研究科，

**
東京工業大学大学院理工学研究科，

***
名古屋工業大学大学院工学研究科）

PA-78 Ca/Mg-ZrO2の微細組織と機械的特性

○三須大
*
，大西宏司

**
，中谷利雄

***
，中平敦

*,****

（
*
大阪府立大学，

**
ニッカトー，

***
第一稀元素化学工業

****
東北大学金属材料研究所 附属研究施設大阪センター）

PA-79 階層的多孔構造を有するチタニアモノリスの作製法の開発と
HPLC分離媒体への応用

○長谷川丈二，森里恵，金森主祥，中西和樹，花田禎一
（京都大学大学院理学研究科）

PA-80 イオン性前駆体を用いたゾル－ゲル法によるリン酸カルシウム多孔体の作製
○宮坂晶，徳留靖明，中西和樹，金森主祥，花田禎一
（京都大学大学院理学研究科）



16:10～18:20

PB-01 大阪府立大学大学院工学研究科物質・化学系専攻マテリアル工学分野
ナノテク基盤材料研究グループの紹介

○高橋雅英　（大阪府立大学大学院工学研究科）

PB-02 関西大学化学生命工学部セラミックス工学研究室の紹介
〇幸塚広光，内山弘章    (関西大学化学生命工学部)

PB-03 京都工芸繊維大学工芸科学研究科 物質工学部門 微粒子プロセス工学研究室紹介
○塩見治久　（京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科）

PB-04 龍谷大学　理工学部　和田研究室
○山添誠司，三好雄三，中谷亮介，柳本俊祐，吉川宗洋，藤本恍生，
中村哲士，和田隆博　（龍谷大学理工学部）

PB-05 富士化学（株）ハウトフォーム事業部の紹介
○清水千惠美，内田文生　（富士化学（株）ハウトフォーム事業部）

PB-06 東京都立産業技術研究センター　ガラス・セラミックス研究室の紹介
○上部隆男，増田優子，大久保一宏，林英男
（東京都立産業技術研究センター）

PB-07 京都工芸繊維大学大学院物質工学部門アモルファス工学研究室の紹介
○角野広平，若杉隆　　（京都工芸繊維大学大学院物質工学部門）

PB-08 大阪府立大学　大学院工学研究科　応用化学分野　無機化学研究グループ
○林晃敏，忠永清治，辰巳砂昌弘　　(大阪府立大学大学院工学研究科)

PB-09 エネルギー変換材料の開発及び高機能化
○高橋雅也，谷淳一，木戸博康　（大阪市立工業研究所）

PB-10 龍谷大学理工学部大柳研究室の紹介
○川口大生，山崎夏輝，豊福直樹，小寺康博，大柳満之　（龍谷大学理工学部）　

PB-11 兵庫県立大学無機機能材料化学研究グループの紹介
○大幸裕介，嶺重温，小舟正文，矢澤哲夫　(兵庫県立大学工学部)

PB-12 龍谷大学理工学部物質化学科 無機機能性材料研究室（青井研究室）の紹介
龍谷大学理工学部物質化学科　青井研究室

PB-13 京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科　高温材料学研究室の紹介
○塩野剛司，岡本泰則　（京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科）

PB-14 神戸大学大学院理学研究科化学専攻固体化学研究室紹介
○内野隆司     (神戸大学大学院理学研究科)

PB-15 京都大学化学研究所　横尾研究室
○正井博和，徳田陽明，横尾俊信　（京都大学化学研究所）　

PB-16 京都大学大学院 工学研究科 材料化学専攻 応用固体化学研究室
田中 勝久，藤田 晃司，○村井 俊介　（京都大学大学院工学研究科）

（コアタイム　奇数番号 16:10～17:10，偶数番号　17：10～18：10）
【ポスター発表B　：　研究所･研究室紹介】



PB-17 京都大学大学院 理学研究科 化学専攻 無機物質化学研究室
中西和樹，○金森主祥　（京都大学大学院理学研究科）

PB-18 ヘテロアニオン化合物の合成と機能
○町田憲一，伊東正浩　（大阪大学先端科学イノベーションセンター）

PB-19 施設共用による材料のイノベーション創出
○檜木達也　（京都大学エネルギー理工学研究所）

PB-20 滋賀県立大学工学部　ガラス研究グループ
松岡純，○吉田智，菅原透，三浦嘉也　（滋賀県立大学工学部）
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