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第 5 回複合物性研究センターシンポジウム 
 

2011 年 12 月 3 日（土） 
東邦大学理学部 

〒274-8510 船橋市三山 2-2-1 
 

東邦大学物理学科，東邦大学国際交流センター，東邦大学複合物性研究センター共催 
 

第 1 会場（理学部 V 号館 5101 教室）       

ディラック電子とスピントロニクス 
 

 9:50 - 10:00 開 会 

10:00 - 10:45 相対論的電子（ディラック電子）を有する

有機導体 

 田嶋 尚也（東邦大学） 

10:45 - 11:30 有機ゼロギャップ導体の磁場中電気伝導

とスピン偏極表面状態 

 長田 俊人（東京大学物性研究所） 

11:30 - 12:15 グラフェンにおけるスピン流生成とスピ

ン輸送物性 

 白石 誠司（大阪大学） 

12:15 -13:10 昼 食 

13:10 – 14:15 トポロジカル絶縁体表面のディラック電

子系のスピン輸送 

 村上 修一（東京工業大学） 

14:15 – 15:00 磁化ダイナミクスを用いたスピン流生成 

 安藤和也（東北大学） 

15:00 – 15:15 休 憩 

15:15 – 16:00 半導体ナノ構造における電気的スピン生

成と制御 

 好田 誠（東北大学） 

16:00 – 16:40 磁化ダイナミクスから誘起されるスピン

起電力 

 大江純一郎（東邦大学） 

16:45 – 16:50 閉 会 

 

 

 

 

第 2 会場（理学部 V 号館 5207 教室）       

機能性分子の最前線 超分子からナノ炭素まで 
 

 9:50 - 10:00 開 会 

10:00 - 10:30 Stokes-Mueller matrix method による円

二色性・円偏光蛍光シグナル解析：円偏光

蛍光物性評価 

 原田 拓典（東邦大学） 

10:30 - 11:00 ナノ炭素－生成・応用・構造制御へのアプ

ローチ 

 菅井 俊樹（東邦大学） 

11:00 - 11:15 休 憩 

11:15 -12:15 Crystal Engineering of 
Metallosupramolecular Architectures 

 朴 基民（慶尚大学校） 

12:15 – 13:10 昼 食 

13:10 – 13:40 金属イオン分離場としてのイオン液体 

―第三の溶媒の可能性― 

 平山 直紀（東邦大学） 

13:40 – 14:10 キラル化合物の認識、合成のための新規分

子ツールの開発 

 桑原 俊介（東邦大学） 

14:10 – 14:25 休 憩 

14:25 – 14:55 三座配位子を持つ超原子価アンチモン化

合物の異性化機構 

 松川 史郎（東邦大学） 

14:55 – 15:55 軸配位子の性質とポルフィリン環の変形

を利用したヘム電子状態の制御 

 中村 幹夫（東邦大学） 

15:55 – 16:10 休 憩 
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ポスター発表 理学部 V 号館（5204～5206 教室）16:10–16:50（奇数番号）16:50-17:30（偶数番号） 

1) 1,3-ジスチリルベンゼンの酸化的光環化反応における置

換基のブロッキング効果 

豊島 拓也，吉田 諭史，渡邊 総一郎 

2) 光分解基を介した末端アルキンで表面を修飾した機能性

ビーズの合成 

高橋 俊樹，岸本 利彦，渡邊 総一郎 

3) クロスカップリング反応により吸収極大が超波長シフトす

るクマリン誘導体の合成 

上村 康裕，渡邊 総一郎 

4) 二環系シクロブタノン誘導体のフッ素化反応 

山内 翔偉，渡邊 総一郎 

5) ポルフィリン誘導体による有機デバイスのホール輸送層

の作製および物性評価 

油井 未紀，原田 拓典，朴 鐘震，森山 広思 

6) キラルな自己会合凝集体を形成する pseudoisocyanine の

蛍光円偏光(CPL)測定 

栗原 舞，原田 拓典，黒田 玲子，森山 広思 

7) セキシチオフェン誘導体薄膜の合成と物性 

小平 晃，原田 拓典，朴 鐘震，森山 広思 

8) 有機薄膜太陽電池における新規フラーレン C60 誘導体の

合成および物性測定 

三浦 匠悟，Jaebuem OH，Misun RYU，Haeseong LEE，

Jin JANG，朴 鐘震，森山 広思 

9) RuIII 二核錯体の合成: 架橋化によって生じる軸性キラリ

ティ 

高瀬 遼一・佐藤 久子・山岸 晧彦・北澤 孝史 

10) スピンクロスオーバー挙動を示す Fe(3-hydroxypyridine)2 

[Pd(CN)4] nH2O の配位子置換効果 

奈良 諭，赤星 大介，齊藤 敏明，高橋 正，北澤 孝史 

11) 両親媒性イリジウム(III)錯体・粘土層間化合物の合成と

ポリマーナノコンポジットへの応用 

加藤 善之，田村 堅志，佐藤 久子，北澤 孝史 

12) 光応答性クラウンローターの開発 

中野 祐樹，幅田 揚一，桑原 俊介 

13) メントキシ安息香酸を利用した芳香族アルコールの光学

分割 

田崎 信由，幅田 揚一，桑原 俊介 

14) 軸性キラリティーを利用した第一級キラルアミン類の不斉

認識 

中村 将也，幅田 揚一，桑原 俊介 

15) DNA の構造制御を目指した新規分子モーターの合成研

究 

野口 敏明，幅田 揚一，桑原 俊介 

16) 2,5-（置換ベンゾイミダゾリル）ピラジン誘導体の合成と蛍

光特性 

一松 久美子，齋藤 良太 

17) アンチモン(V)テトラアリールポルフィリン錯体の 121Sb メス

バウアースペクトル 

戸井 永允，松川 史郎，高橋 正 

18) ポルフィリン鉄錯体の凍結溶液の Fe-57 メスバウアースペ

クトル 

高橋 正，池崎 章，中村 幹夫 

19) 鉄(IV)ポルフィリンと鉄(III)ポルフィリンラジカルカチオン

間の新規スピン平衡の概念 

池崎 章, 高橋 正, 中村 幹夫 

20) 低スピン-ポルフィリン鉄(III)錯体におけるラジカル的性質

を有する炭素の化学シフト決定法 

新堀 有香，池崎 章，中村 幹夫 

21) アルコール性ヒドロキシ基を有するシッフ塩基型キレート

抽出剤による銅(II)の抽出挙動 

加藤 由里子，坂東 英寿，井村 久則，平山 直紀 

22) ピリジン N-オキシド型二座配位子による金属イオンのイ

オン液体キレート抽出 

木村 純之，平山 直紀 

23) イミダゾール基を含む三脚・二脚型配位子を用いた新規

Gd(III)錯体の 155Gd メスバウアースペクトル 

柳 勝也，北澤 孝史，加知 千裕，高橋 正 

24) 粘土鉱物層間への単分子磁石インターカレーションとそ

の磁性 

中村 健太，山岸 晧彦，田村 堅志，加知 千裕，齊藤 敏

明，赤星 大介 

25) 水溶性銀食い分子の合成 

桶田 陽子，桑原 俊介，幅田 揚一 

26) 銀食い分子を導入した円筒状クリプタンドの合成と架橋鎖

長に依存するアロステリック特性 

二瓶 祐太郎，桑原 俊介，幅田 揚一 

27) 側鎖にピレニルベンジル基を導入した銀食い分子の合成 

谷口 彩，桑原 俊介，幅田 揚一 

28) 側鎖に配位部位を導入した光学活性銀食い分子の超分

子構造検討 

山崎 智也，桑原 俊介，幅田 揚一 

29) 擬ロタキサンによる２級アミンのキラリティー転写 

池田 茉莉，桑原 俊介，茶村 理絵，幅田 揚一 

30) ピリジン配位子のデュアルモードセンサーへの応用 

池田 茉莉，桑原 俊介，幅田 揚一 


