
日本結晶成長学会主催 

第 42回 結晶成長討論会「結晶成長の最前線 FROM 大阪」 

 

 日時： 2019年 8月 28日（水）13:00 ～ 8月 30日（金）12:00 

 場所： 大阪大学吹田キャンパス（大阪府吹田市山田丘 2-1） 

大学院工学研究科マテリアル生産科学専攻 R1棟 311室（28日、29日） 

箕面観光ホテル（大阪府箕面市温泉町１−１）（29日、30日） 

 

本年の結晶成長討論会は、「結晶成長の最前線 FROM 大阪」と題うち、結晶成長設備および結晶評価装

置を用いた実践形式の結晶成長を体験できる企画を行います。半導体および機能性有機結晶のバルク・薄

膜の結晶成長、結晶評価の基礎と応用に関連した講義を初日に聴講した後、2日目に大阪大学吹田キャン

パスの 3研究室（森勇介研究室、藤原康文研究室、片山竜二研究室）の、様々な結晶成長設備および結晶

評価機器を見学・実習を通して、結晶成長の最前線を学べる場を提供いたします。 

2日目の夕方から箕面観光ホテルに移動し、参加者によるポスター発表や講師の先生方との交流会も企

画しております。3日目は、近年注目されている機械学習・深層学習・AIを、結晶成長の研究にどのよう

に組み込むのか、二人の話題提供者を迎えてランプセッションとして議論いたします。結晶成長の理解に

機械学習がどのような助けとなるのか、良い結晶を創るのは AIなのか人間なのか、皆様の疑問をぶつけ

合う場として、どうぞご期待下さい。 

 

【プログラム】 

28 日 12:30-  受付開始（大阪大学吹田キャンパス 工学研究科 R1 棟 311 室） 

28 日 13:00-13:10  Opening・趣旨説明   片山竜二（大阪大学） 

＜チュートリアルセミナー＞ 

28 日 13:10-14:20  講演 1 結晶多形の制御   丸山美帆子（大阪大学） 

28 日 14:30-15:40  講演 2 結晶成長・評価の基礎  谷川智之（大阪大学） 

28 日 15:50-17:00  講演 3 光デバイスの基礎  舘林潤（大阪大学） 

28 日 17:00-17:30  ラボツアーの説明、事前準備 

解散（28 日の宿泊は各自で手配ください） 

＜ラボツアー＞ 

29 日 9:00-14:30  森勇介研究室 機能性有機結晶の育成技術 

藤原康文研究室 半導体新規光デバイスの設計・開発と特性評価 

片山竜二研究室 多光子励起顕微鏡を用いた結晶評価 

（3 研究室すべてを見学します。途中、昼食休憩があります） 

29 日 14:45-15:30  大阪大学吹田キャンパスから箕面観光ホテルへ移動 

29 日 16:00-18:30  参加者によるポスターセッション 

29 日 19:00-21:00  夕食・懇親会 

29 日 21:00-23:00  ナイトセッション（ポスターセッションを含む） 

   箕面観光ホテルに宿泊 

＜ランプセッション “AI vs 人間” 良い結晶を創るのはどっち？＞ 

30 日 9:00-11:45  話題提供者 沓掛健太朗（理研）、阿久津典子（阪電通大） 

30 日 11:45-12:00  若手ポスター賞・結晶成長討論会賞表彰、Closing 

   解散  



【参加費】当日会場にて現金にてお支払ください。請求書による振込希望の方は西永までご連絡下さい。 

日本結晶成長学会会員 25,000 円、非会員（一般）30,000 円、学生 20,000 円 

*参加費には、参加登録費、テキスト代、実習教材費の他、8 月 29 日の宿泊費 8,000 円と食費(29 日夕食

30 日朝食)2,000 円が含まれています。8 月 28 日の宿泊は含まれておりませんので各自で手配ください。 

*日本結晶成長学会賛助会員企業所属の方は、日本結晶成長学会会員と同額にて参加できます。 

 

【申込】参加希望の方はメールにて氏名、所属、メールアドレスを記入の上 jiro.nishinaga@aist.go.jp

（産総研西永）まで申込み下さい。宿泊に関するアンケートをお送りします。 

【申込締切】2019 年 8 月 5 日（月）までにお申し込みください。定員 60 名を超えた段階で締め切らせ

て頂きます。 

 

【ポスターセッション】結晶成長討論会のポスターセッションは、結晶成長に関する悩みを、様々な研

究背景を有する方々と相談する場であります。発表の完成度は一切問いません。装置・技術のアピール

も歓迎いたします。予稿原稿も必要ありませんので、御発表をご検討下さい。 

【若手ポスター賞】若手ポスター賞（原則 1 名）を表彰します。受賞対象は最も活発な討論の対象とな

るポスター発表を行った学生もしくは 30 歳以下の若手研究者とします。 

【結晶成長討論会賞】結晶成長討論会を最も盛り上げる発表、質問をしてくださった方を表彰します。 

【主催】日本結晶成長学会 

【現地実行委員】片山竜二、谷川智之、上向井正裕、藤原康文、舘林潤、市川修平、森勇介、丸山美帆子 

【世話人】日本結晶成長学会教育公益委員 西永慈郎（産業技術総合研究所）、綿打敏司（山梨大学）、麻

川明俊（山口大学） 

【問い合わせ先】西永慈郎（産総研）E-mail: jiro.nishinaga@aist.go.jp 

 

 

大阪大学吹田キャンパス 会場案内図 



前半　16：00ー17：15

No. 著者氏名 所属 ポスター発表タイトル

1 西永慈郎、石塚尚吾 産業技術総合研究所太陽光発電研究センター CIGS太陽電池の陽子線照射による劣化の考察

2 阿久津典子 大阪電通大大学院先端理工学専攻 不連続な表面張力によるファセット化したマクロステップ：形成と分解

3
越後至、麻川明俊、畝田廣志、磯部馨、小

松隆一
山口大学大学院創成科学研究科 硝酸アンモニウム添加によるノルセサイトBaMg(CO3)2の溶解度の改善

4 竹原悠人
大阪大学大学院基礎工学研究科物質創成専攻化学

工学領域岡野研究室
機械学習による結晶成長条件の効率的な最適化

5 河本直哉 東京農工大学大学院工学府　応用化学専攻 THVPE法によるGaNの高温高速成長に向けた成長プロセスの検討

6 塚田太郎 信州大学大学院総合理工学研究科工学専攻 一方向凝固法によるニオブ酸ナトリウム結晶育成

7 森下桃花、二宮愛、鈴木良尚 徳島大学理工学部理工学科 タンパク質結晶の化学固定と再成長

8
土井文晶*1，浦上法之*1,2，橋本佳男

*1,2
信州大学*1，信州大学先鋭材料研究所*2 二硫化レニウムの作製と電気的特性評価

9 稲富悠也*1、寒川義裕*1,2,3
九州大学工学府*1、九大応力研*2、名大未来研

*3
吸着原子の拡散距離が表面モフォロジーに与える影響

10
沼澤有信*1, 伊藤聖悟*1, 小野祥希*1, 黄

亜磊*2, 立岡浩一*1, 志村洋介*1,3
静岡大院工*1, 静岡大院創造*2, 静大電研*3

CaSi2結晶のMgCl2蒸気下での熱処理によるMg系シリケートナノシート

バンドルの作製

11 西垣朱莉 京都府立大学大学院生命環境科学研究科 落下衝撃による準安定形晶出

12 中島諒人
名城大学大学院理工学研究科材料機能工学専攻成

塚研究室
ｃ面サファイア基板上Ni薄膜の熱処理結晶化のX線回折測定による評価

13 樫尾達也
名城大学大学院理工学研究科材料機能工学専攻成

塚研究室

ナノダイヤモンドを用いた析出法によるSiO2/Si基板上への多層グラ

フェンの直接成長 ～降温速度依存性～

14 杉岡良樹、阿久津典子 大阪電通大大学院先端理工学専攻 2成分定比化合物における表面荒さの環境成分比依存性

後半　17：15―18：30

No. 発表者氏名 所属 ポスター発表タイトル

15
綿打敏司，野田尚希，天野睦，鈴木誠斗，

丸山祐樹，長尾雅則，田中功
山梨大学大学院大学院医学工学総合研究部 IR-FZ法による大口径単結晶育成技術の現状

16
磯部馨　麻川明俊　畝田廣志　越後至　小

松隆一
山口大学大学院創成科学研究科 ノルセサイトBaMg(CO3)2の核生成と溶解の温度依存性

17
江間研太郎、竹川直、後藤健、村上尚、熊

谷義直
東京農工大学大学院工学府

THVPE法を用いた準安定相Ga2O3成長におけるsapphire基板面方位が

与える影響

18
村上大祐*1，刘鑫*2, 中野智*2, 原田博文*2,

宮村佳児*2，西澤伸一*1, 2, 柿本浩一*1, 2

九州大学大学院工学府*1,九州大学応用力学研究所

*2

カスプ磁場印加CZ法におけるシリコン融液中の酸素輸送の3次元数値解

析

19 平﨑貴英 住友電気工業株式会社伝送デバイス研究所 基地局向けGaN-HEMT開発

20 前田秀滋 信州大学大学院総合理工学研究科
垂直ブリッジマン法により育成したKNN結晶の組成および圧電特性評

価

21 蜂屋廉 信州大学大学院総合理工学研究科 熱処理による蒸着金属膜のセレン化

22 辻森和樹、古賀峻丞、石垣雅、大観光徳
鳥取大学大学院持続性社会創生科学研究科工学専

攻
カルコパイライト系蛍光体薄膜を用いた発光素子

23
川端心*1、正直花奈子*1、上杉謙次郎

*2、Xiaotong Liu*3、三宅秀人*1,3

三重大学大学院工学研究科*1、三重大学地域創生戦略企

画室*2、三重大学大学院地域イノベーション学研究科*3
AlNエピタキシャル膜の表面形態に及ぼす転位の影響に関する研究

24

伊藤聖悟*1、沼澤有信*1、小野祥希*1、

Yalei Huang*2、志村洋介*1,3、立岡浩一

*1、高橋尚久*4

静岡大院工*1、静岡大院創造*2、静大電研*3、

ヤマハ発動機先進材料研*4

CaSi2のMnCl2/NH4Cl蒸気下での熱処理により作製したSiナノワイヤ/

ナノシート複合体の微細構造

25

釣優香*1，丸山美帆子*1,2，吉川洋史

*1,3，岡田詩乃*4，安達宏昭*1,4，高野

和文*2,4，塚本勝男*1,5，今西正幸*1，

吉村政志*6，森勇介*1,4

1阪大院工*1，京府大院生命環境*2，埼玉大院理

工*3，創晶*4，東北大院理*5，阪大レーザー研

*6

アスピリン相転移のその場観察

26 丹羽和希 名城大学理工学部材料機能工学科成塚研究室 GaNのリモートエピタキシーに関するトライアル

27 小坂哲朗、山根啓輔、若原昭浩 豊橋技術科学大学大学院電気・電子情報工学専攻 大規模モノリシックマイクロＬＥＤアレイに向けた専用駆動回路の作製

28
後藤直樹、渡邊一生、毛利真一郎、荒木

努、名西憓之
立命館大学大学院理工学研究科 DERI法によるInN成長におけるInウエッティング層の効果

29 福山敦彦 宮崎大学工学教育研究部 非発光再結合信号の高感度検出と三次元マッピング手法の開発

第42回 結晶成長討論会 ポスターセッションのプログラム（開催日：2019年8月29日（木））


