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1. 杉目恒志（Hisashi Sugime）：11：00～11：45

「Growth control of high-density carbon nanotube forests and application to

electrical devices.」

Carbon nanotube (CNT) is expected to be

applied in many technologies owing to

nanometer-scale size, outstanding electrical

properties, and biocompatibility. We need to

control the morphology of the assembled CNT

to utilize its properties effectively. I focus on the

CNT forests where the typical number density

of CNT is ~1011 - 1013 cm-2 on substrates. I am

especially trying to control the patterned

growth of CNT on conductive supports and apply them to biosensors or

multielectrode array (MEA). Also, I am focusing on the mechanism of growth

termination of the CNT forests, and trying to grow long forests with the height

over centimeter range.

高密度カーボンナノチューブフォレストの構造制御とデバイス応用

カーボンナノチューブ(Carbon nanotube, CNT)はナノメートルスケールの直径に

よる微細化可能性、高い電気伝導性や生体適合性など優れた特性を有し、幅広い応

用が期待されている。一方で、実用化は極めて限定的で、その主な理由として CNT

の特性を活かすための構造制御が困難であることが挙げられる。本研究では、CNT

の特性が活かせる集合体として、基板に高密度(~1011-1013 cm-2)に垂直配向成長し

ている「フォレスト」に着目し、その構造制御を目的とする。特に、①CNT フォレ
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ストの導電性基板上への微細なパターニング合成とバイオセンサーや電子デバイス

への応用、②成長停止の制御とセンチメートルスケールのフォレストの実現の二点

に着目し、これらの課題を学術的な観点から解決することを目指す。

2. 川名雄一郎（Yuichiro Kawana） ：11：50～12：30

「Sciences of Character in Nineteenth Century Europe: A Historical Approach」

The question of ‘what is human character’ has been one of the most perplexing

ones throughout the history of human speculation; nineteenth century Europe

witnessed several attempts to form a ‘science of character’ whose subject-matter

was the nature and formation of character. My research will discuss these

intellectual attempts, and the European society where these were incubated. In

this talk, I will first introduce one of 'the Sciences of Character', Phrenology, and

relating discourses to it, and then examine the cultural and social meaning of

the Sciences for the society where these were diffused.

19 世紀ヨーロッパにおける性格の科学：歴史的アプローチ

人間の「性格」に対する関心は古くからのものですが、19 世紀ヨーロッパでは人間

の性格の特質や形成を科学的に理解しようとする興味深い試みがいくつか現れまし

た。私はこの「性格の科学」という知的現象や、それを生み出した 19 世紀ヨーロ

ッパ社会のあり方に関心をもっています。この発表では、このような「性格の科学」

の試みのひとつである骨相学とそれに関連する議論について簡単に紹介しながら、

これらの「科学」が当時の社会においてもっていた文化的・社会的な意味について

話したいと思います。


