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早稲田大学ナノテクノロジーフォーラム

第 2回分科会ワークショップ

「エネルギー利用と蓄電池に関して」

【プログラム 】

14：00～ 開会のご挨拶／大林 秀仁 ナノテクノロジーフォーラム会長

14：05～ 分科会の紹介／門間 聰之 早稲田大学理工学術院 教授

14：15～ 電源の低炭素化に向けた、系統連系した二次電池の利用／池谷 知彦

一般財団法人電力中央研究所 材料科学研究所 研究参事／工学博士

14：45～ NEDO における定置用/車載用蓄電技術開発とスマートコミュニティ実証事業／古田土 克倫

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）

スマートコミュニティ部 蓄電技術開発室 主査

15：15～ 交流インピーダンス法を用いた蓄電池非破壊状態把握基盤技術の開発／横島 時彦

早稲田大学 ナノ・ライフ創新研究機構 上級研究員／研究院教授

15：45～ 休憩

16：00～ 交流インピーダンス法を用いた HEV 用ニッケル水素電池の再利用／八尾 剛史

プライムアース EV エナジー株式会社 実験解析部

16：30～ コンフォーカル顕微鏡を用いたリチウムイオン電池の断面 in-situ 観察と解析／矢口 淳子

レーザーテック株式会社 第 2 ソリューションセールス部 アプリケーションエンジニア

17：00～ 反応場評価から構造デザインした新たな Si 系負極材料／門間 聰之

早稲田大学理工学術院 教授

17：30～ 学生による 1 分スピーチ

休憩 ※会場設営

学生によるポスターセッション

18：30～ 懇親会ご挨拶／西出 宏之

ナノ・ライフ創新研究機構 機構長／早稲田大学理工学術院 教授
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【ポスターセッション】

※1 件につき 1分間のショートスピーチの後、ポスター発表

＃ 研究題目 発表者 研究室 ワンポイント PR

1 マグネシウムフェライ

トナノ粒子の合成と交

流磁場下での発熱によ

る ヒ ト 乳 が ん 細 胞

MCF-7 の死滅誘導

金津 真帆 門間研

M1

磁性粒子を用いたがん治療法である磁気ハ

イパーサーミアへの応用に向けて、MgFe2O4

ナノ粒子を合成し、交流磁場下で粒子を発熱

させることでヒト乳がん細胞の死滅誘導を

確認しました。

2 FePt ナノ粒子アレイの

急速加熱処理による

L10 規則化および磁気

特性

藤平 誉樹 門間研

LD3

磁気記録応用を目的として化学合成 FePt ナ

ノ粒子に関する研究を行っている。本研究で

は、Si 基板上の FePt ナノ粒子に急速加熱処

理を施すことで、焼結を抑制した状態で孤立

粒子の L１０規則化相転移を促進可能なこと

を見出した。

3 Preparation of Pre-L

ithiated Sulfur Cath

ode for metallic Li

free battery

WU, Yunwen 門間研

D2

One electrochemical pre-lithiation method

was applied in the S/KB cathode with a

polypyrrole (PPy) layer to fabricate Li2S

cathode with better performance.

4 Si-O-C composites pre

pared by electrodepos

ition on CNTs/Cu or

carbon paper substrat

e and electrochemical

performance for lith

ium ion battery

AHN, Seongki 門間研

D3

To increase the areal capacity of

Si-O-C composites,three diemensional

carboneceous substrates were used for

electrodeposition.

5 高分子微粒子の合成と

中性水電解液・多孔セ

パレータを適用したレ

ドックスフロー電池の

応用

野口 詩織 西出・

小柳津・

須賀研

M1

水中において高濃度・低粘度で分散可能な高

分子微粒子に着目し、経済性、安全性などを

考慮したレドックスフロー電池の作製に取

り組んでいます。

6 トリフルオロメタンス

ルホニルイミド置換ポ

リスチレンの合成とリ

チウム硫黄電池への応

用

家德 寿樹 西出・

小柳津・

須賀研

M1

リチウム硫黄電池は大容量・低コストな二次

電池として注目されている一方で、充放電に

伴う容量の低下が実用化への課題となって

います。本研究では容量低下の抑制を目的と

して、アニオン部位を固定した高分子電解質

としてポリスチレントリフルオロメタンス

ルホニルイミドを合成、リチウム硫黄電池の

セパレーターに応用しました。
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＃ 研究題目 発表者 研究室 ワンポイント PR

7 イオン液体を用いた Si

電析プロセスにおける

SiCl4 反応機構の理論

的解析

藤村 樹 本間研

LD1

シリコン薄膜製造法として注目されている

イオン液体を用いた Si電析プロセスについ

て、プロセスのさらなる精密制御に向けて、

Si 電析プロセスにおける Si 源である SiCl4

の挙動について量子化学計算を用いて解析

しました。

8 Reduction Mechanism

Analysis of SiCl4 during

Si Electrodeposition in

Ionic Liquids

露木 康博 本間研

LD4

Si 電析の精密制御に向け、イオン液体中での

SiCl4 の還元機構の解析を行った。

9 蓄電池制御への応用に

向けた配電系統の実負

荷電流予測

梶ヶ谷 尚之 若尾研

M1

蓄電池等を用いての配電系統制御において

重要となる実負荷電流情報を、電力需 要家

の契約情報に基づき予測する手法の開発に

取り組んでいます。

10 インクジェット工法を

用いたシンプルな圧電

式環境発電素子の作製

鎌田 裕樹 庄子研

M2

IoT デバイスへの独立電力源となりうる、圧

電式環境発電素子の簡易プロセスを提案い

たしました。

11 ディープブルー発光の

ためのワイドバンドギ

ャップ液体有機半導体

ホスト材料

小林 直史 庄子研

M2

液体発光材料を用いたディスプレイのピク

セルや医療用光源のためのディープブルー

発光発展を目的として、ナフタレン誘導体で

ワイドバンドギャップの液体有機半導体ホ

スト材料を発展させ、液体状態でのディープ

ブルー発光を実現させました。

12 量子センシングのため

の浅い単一NVセンター

の規則配列形成:イマ

ージョンオイル中の水

素核スピン計測

岡田 拓真 谷井研

M1

ダイヤモンド中のNVセンタ－は微量試料NMR

測定のプローブとして注目されています。規

則配列作製した単一 NVセンターを磁気プロ

ーブとして用いて、まずはイマージョンオイ

ル中の水素核スピンを検出することを試み

ました。

13 リオトロピック液晶を

用いたシリコン基板上

へのシリカナノ溝構造

の作製

原 慎太郎 黒田・

下嶋・

和田研

LD4

リオトロピック液晶をナノインプリントモ

ールドのように利用できる手法を見出しま

した。この手法により sub-5 nm の周期溝形

構造を基板上に作製可能になりました。

14 フッ化物フリー条件下

における CHA 型アルミ

ノフォスフェートの合

成と膜化

福田 紘柾 松方研

B4

脱水膜として期待される素材である CHA型ア

ルミノフォスフェートを、フッ化物フリー条

件下で膜化することに世界で初めて成功し

ました。
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＃ 研究題目 発表者 研究室 ワンポイント PR

15 支持体外表面に生成し

た ZSM-5 層が膜透過分

離特性へ与える影響

小林 玄輝 松方研

B4

石油の主成分である炭化水素の分離が期待

される ZSM-5 膜に対して非破壊で吸着試験を

行い、構造と性能の関連性を検討しました。

16 PtFe 担持ゼオライトを

用いたプロパン脱水素

反応

牛木 涼友 松方研

D1

プロパンからプロピレンを合成する脱水素

反応に対して、Pt＋Fe＋ゼオライトの組み合

わせのこれまでにない非常に高活性な新規

触媒を見出した。

17 確率的なldhA発現によ

る persister 形成メカ

ニズムの解明

山本 尚輝 常田研

M1

マイクロ流体デバイスを用いたシングルセ

ル観察によって、感染症の慢性化を引き起こ

す persister 形成メカニズムの解明を目指し

ます。

18 銅酸化物高温超伝導体

Bi2Sr2CaCu2O8+δの光

学的性質及び対称性の

破れ

篠 元輝 朝日研

B4

銅酸化物高温超伝導体の発現機構を解明す

るために、擬ギャップ相の物理的意味に着目

し、Bi2Sr2CaCu2O8+δの光学的性質を調べま

した。

19 PABI 結晶のフォトクロ

ミック特性

小宮 潤 朝日研

M1

光化学反応する物質の中で、光照射だけで屈

曲する結晶があります。溶液中で高速な光化

学反応を示す PABI という化合物の結晶を育

成し、高速な光屈曲を示す結晶の開発を目指

しました。

20 Cereblon による Meis2

の転写制御機構の解析

定方 春樹 朝日研

M1

2 つの遺伝子の相互作用を細胞生物学・生化

学的アプローチから検証し、精神疾患に対す

る新たな影響の解明に取り組んでいます。

21 アラニンによる硫酸ト

リグリシン結晶のキラ

リティ制御機構の解明

寺沢 有果菜 朝日研

M1

アミノ酸のアラニンをドープすることによ

り、硫酸トリグリシン結晶のキラリティが制

御されるメカニズムの解明に取り組んでい

ます。

22 G-HAUP による希土類弗

化物 (CeF3) 単結晶の

磁気光学的研究

中川 鉄馬 朝日研

LD5

G-HAUPにより光軸に垂直な方向のFaraday回

転の測定を試みた初めての研究です。

23 2 回らせんをもつアラ

ニン結晶の絶対キラル

構造の決定

石川 和彦 朝日研

D5

2 回らせんのキラリティのは区別して表記す

ることができないという問題を抱えていま

す。その問題を解決する方法を確立し、新規

表記法の構築を試みています。

24 単一微生物の網羅的ゲ

ノム解析に向けた微小

液滴作製技術の応用

西川 洋平 竹山研

D1

ドロップレットと呼ばれる微小空間を反応

場として用いることで、網羅的なシングルセ

ル解析を可能とする技術の開発をおこなっ

ています。
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＃ 研究題目 発表者 研究室 ワンポイント PR

25 顕微ラマン分光法を用

いた生理活性物質の in

situ 検出

宮岡 理美 竹山研

D2

ラマン分光法及び多変量解析を組み合わせ、

菌体内における生理活性物質の検出を行う

ことにより効率的な生理活性物質探索を目

指しています。

26 生体組織の空間オミク

ス解析を可能とする微

小組織採取システムの

開発

依田 卓也 竹山研

D2

組織試料から多くの微小切片を高速で自動

的に採取するシステムを開発しました。位置

特異的な遺伝子発現解析をはじめとする生

体オミクス解析に向けたツールです。


