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第１０７回テクノラボツアー 

「夢を実現する工学—化学工学分野の最先端研究」 
 

大阪府立大学産官学共同研究会では、ほぼ隔月の頻度でテクノラボツアーや特別講演会を実施しています。 

今回の第 107 回テクノラボツアーは、大阪府立大学大学院工学研究科 物質・化学系専攻 化学工学分野の最先

端研究を紹介します。 

化学工学は、人々の生活に役立つ品を「安く、安全に生産するための工学」であり、全ての生産システムや環境

保全プロセスを研究対象としております。そして、その成果は、化学産業のみならず、医薬、医療、食品、住宅、衣料、

エレクトロニクス、素材、エネルギー、環境、リサイクルなどの様々な分野で応用されています。 

本学の化学工学分野では、ナノテクノロジーやバイオテクノロジーを利用した新規材料の開発や、その基礎となる

学理の探究を目指す基礎研究から、実際の生産に直結した単位操作に関わる応用研究に至る幅広い研究を行うと

ともに、未来を託せる化学工学技術者・研究者を育成しています。 

この方面にご関心をお持ちの皆様方の参加をお待ちしています。是非ご参加下さい。 

----------------------------------------------記 --------------------------------------------------- 

日  時： 平成２９年７月１９日（水） １３：２０～１７：３０（１７：３０から交流会） 

場  所： 大阪府立大学 中百舌鳥キャンパス 学術交流会館（C1 棟） 多目的ホール 

定  員： ６０名 

主  催： 大阪府立大学産官学共同研究会 

協  力： 大阪府立大学研究推進機構、大阪商工会議所、堺商工会議所、 

       公益社団法人 化学工学会関西支部 

 

＜プログラム＞ 

13：00－13：20 受付 

 

13：20－13：30 全体説明全体説明全体説明全体説明（化学工学分野の紹介） 

 

13：30－13：50 講演講演講演講演 1111：「電場：「電場：「電場：「電場、、、、遠心場遠心場遠心場遠心場、、、、噴流場を利用した固液／固固分離技術」噴流場を利用した固液／固固分離技術」噴流場を利用した固液／固固分離技術」噴流場を利用した固液／固固分離技術」 

                   岩田 政司： 工学研究科 化学工学分野 教授 

 

13：50－14：10 講演講演講演講演２：「２：「２：「２：「バイオ技術を導入したレアメタル・貴金属リサイクルバイオ技術を導入したレアメタル・貴金属リサイクルバイオ技術を導入したレアメタル・貴金属リサイクルバイオ技術を導入したレアメタル・貴金属リサイクル」」」」 

     小西 康裕： 工学研究科 化学工学分野 教授 

 

14：10－14：30 講演３：「機能性粉体材料の創製とその製造プロセスの解析」講演３：「機能性粉体材料の創製とその製造プロセスの解析」講演３：「機能性粉体材料の創製とその製造プロセスの解析」講演３：「機能性粉体材料の創製とその製造プロセスの解析」 

綿野 哲：  工学研究科 化学工学分野 教授 

 

14：30－14：50 講演４講演４講演４講演４：「有機溶媒耐性生体触媒の開発」：「有機溶媒耐性生体触媒の開発」：「有機溶媒耐性生体触媒の開発」：「有機溶媒耐性生体触媒の開発」 

     荻野 博康： 工学研究科 化学工学分野 教授 

14：50－15：00 休憩 

 

15：00－15：20 講演５：「液液化学プロセスのための連続分離用デバイスの開発」講演５：「液液化学プロセスのための連続分離用デバイスの開発」講演５：「液液化学プロセスのための連続分離用デバイスの開発」講演５：「液液化学プロセスのための連続分離用デバイスの開発」 

     武藤 明徳： 工学研究科 化学工学分野 教授 

 

15：20－15：40 講演６：「講演６：「講演６：「講演６：「電気化学的手法による硫化物半導体の作製と光電気化学特性の考察電気化学的手法による硫化物半導体の作製と光電気化学特性の考察電気化学的手法による硫化物半導体の作製と光電気化学特性の考察電気化学的手法による硫化物半導体の作製と光電気化学特性の考察」」」」 

     岡本 尚樹： 工学研究科 化学工学分野 講師 

 

15：40－16：00 講演講演講演講演７：「窒素酸化物の資源循環システムの開発」７：「窒素酸化物の資源循環システムの開発」７：「窒素酸化物の資源循環システムの開発」７：「窒素酸化物の資源循環システムの開発」  

安田 昌弘： 工学研究科 化学工学分野 教授 

 

16：00－16：20 講演８：講演８：講演８：講演８：「極微量流体を制御する「極微量流体を制御する「極微量流体を制御する「極微量流体を制御する NanoNanoNanoNano----inininin----NanoNanoNanoNano 集積化技術を駆使したナノ化学システム」集積化技術を駆使したナノ化学システム」集積化技術を駆使したナノ化学システム」集積化技術を駆使したナノ化学システム」 

     許 岩： 工学研究科 化学工学分野 准教授 



 

16：20－16：30 休憩 

 

16：30－17：30 ポスターによる研究紹介ポスターによる研究紹介ポスターによる研究紹介ポスターによる研究紹介 

   

  ①①①①「「「「パン酵母を利用するレアメタル・貴金属リサイクルパン酵母を利用するレアメタル・貴金属リサイクルパン酵母を利用するレアメタル・貴金属リサイクルパン酵母を利用するレアメタル・貴金属リサイクル」」」」    

     小西 康裕： 工学研究科 化学工学分野 教授 

  ②②②②「「「「農薬封入キャリア粒子を用いた植物病原菌の防除農薬封入キャリア粒子を用いた植物病原菌の防除農薬封入キャリア粒子を用いた植物病原菌の防除農薬封入キャリア粒子を用いた植物病原菌の防除」」」」    

     野村 俊之： 工学研究科 化学工学分野 准教授 

③③③③「難濾過性懸濁液の効率的遠心分離法」「難濾過性懸濁液の効率的遠心分離法」「難濾過性懸濁液の効率的遠心分離法」「難濾過性懸濁液の効率的遠心分離法」    

岩田 政司： 工学研究科 化学工学分野 教授 

 ④④④④「金属担持「金属担持「金属担持「金属担持 YYYY 型ゼオライトを用いた一酸化窒素の低温吸着」型ゼオライトを用いた一酸化窒素の低温吸着」型ゼオライトを用いた一酸化窒素の低温吸着」型ゼオライトを用いた一酸化窒素の低温吸着」    

     岩﨑 智宏： 工学研究科 化学工学分野 准教授 

⑤⑤⑤⑤「機能性粉体材料の創製とその製造プロセスの解析」「機能性粉体材料の創製とその製造プロセスの解析」「機能性粉体材料の創製とその製造プロセスの解析」「機能性粉体材料の創製とその製造プロセスの解析」    

綿野 哲： 工学研究科 化学工学分野 教授 

⑥⑥⑥⑥「ナノ粒子が細胞膜を透過する現象の解析」「ナノ粒子が細胞膜を透過する現象の解析」「ナノ粒子が細胞膜を透過する現象の解析」「ナノ粒子が細胞膜を透過する現象の解析」    

     仲村 英也： 工学研究科 化学工学分野 准教授 

⑦⑦⑦⑦「多孔性錯体をベースにした高機能性材料の開発」「多孔性錯体をベースにした高機能性材料の開発」「多孔性錯体をベースにした高機能性材料の開発」「多孔性錯体をベースにした高機能性材料の開発」    

大崎 修司： 工学研究科 化学工学分野 助教 

⑧⑧⑧⑧「有機溶媒耐性酵素の開発」「有機溶媒耐性酵素の開発」「有機溶媒耐性酵素の開発」「有機溶媒耐性酵素の開発」    

     荻野 博康： 工学研究科 化学工学分野 教授 

⑨⑨⑨⑨「酵母を用いた高効率生体触媒の開発」「酵母を用いた高効率生体触媒の開発」「酵母を用いた高効率生体触媒の開発」「酵母を用いた高効率生体触媒の開発」        

山田 亮祐： 工学研究科 化学工学分野 助教 

 ⑩⑩⑩⑩「液液化学プロセスのための連続分離用デバイスの開発」「液液化学プロセスのための連続分離用デバイスの開発」「液液化学プロセスのための連続分離用デバイスの開発」「液液化学プロセスのための連続分離用デバイスの開発」    

         武藤 明徳： 工学研究科 化学工学分野 教授 

 ⑪⑪⑪⑪「「「「熱硬化性樹脂由来活性炭の表面官能基評価と電気二重層キャパシタ特性熱硬化性樹脂由来活性炭の表面官能基評価と電気二重層キャパシタ特性熱硬化性樹脂由来活性炭の表面官能基評価と電気二重層キャパシタ特性熱硬化性樹脂由来活性炭の表面官能基評価と電気二重層キャパシタ特性」」」」    

    齊藤 丈靖： 工学研究科 化学工学分野 准教授 

 ⑫⑫⑫⑫「電析法による「電析法による「電析法による「電析法による NaNaNaNa イオン二次電池用負極材料の作製イオン二次電池用負極材料の作製イオン二次電池用負極材料の作製イオン二次電池用負極材料の作製」」」」    

     岡本 尚樹： 工学研究科 化学工学分野 講師 

⑬⑬⑬⑬「「「「グラフト鎖を有する荷電性ナノ粒子へのグラフト鎖を有する荷電性ナノ粒子へのグラフト鎖を有する荷電性ナノ粒子へのグラフト鎖を有する荷電性ナノ粒子への BSABSABSABSA の吸着・固定化の吸着・固定化の吸着・固定化の吸着・固定化」」」」        

安田 昌弘： 工学研究科 化学工学分野 教授 

 ⑭⑭⑭⑭「「「「エネルギー変換・貯蔵素子（燃料電池エネルギー変換・貯蔵素子（燃料電池エネルギー変換・貯蔵素子（燃料電池エネルギー変換・貯蔵素子（燃料電池、、、、熱電変換素子熱電変換素子熱電変換素子熱電変換素子、、、、水素水素水素水素吸蔵吸蔵吸蔵吸蔵合金）の高性能化合金）の高性能化合金）の高性能化合金）の高性能化」」」」    

          津久井 茂樹： 工学研究科 化学工学分野 准教授 

⑮⑮⑮⑮「極微量流体を制御する「極微量流体を制御する「極微量流体を制御する「極微量流体を制御する NanoNanoNanoNano----inininin----NanoNanoNanoNano 集積化技術を駆使したナノ化学システム」集積化技術を駆使したナノ化学システム」集積化技術を駆使したナノ化学システム」集積化技術を駆使したナノ化学システム」    

     許 岩： 工学研究科 化学工学分野 准教授 

 

17：30－19：00 交流会交流会交流会交流会（学術交流会館・サロン） 

    

            

お問合せ・申込み先： 

大阪府立大学大学院工学研究科リエゾンオフィス内 

大阪府立大学産官学共同研究会事務局 

〒５９９－８５３１ 堺市中区学園町１－１ 

ＴＥＬ： ０７２－２５４－７９４７ 

ＦＡＸ： ０７２－２５４－９９０３ 

E-mail:eng-ro@iao.osakafu-u.ac.jp 

http://liaison-osakafu-u.jp 



第第第第１０１０１０１０７７７７回回回回    テクノラボツアー参加申込方法テクノラボツアー参加申込方法テクノラボツアー参加申込方法テクノラボツアー参加申込方法    
    

◆ 参 加 費： 講演会及び交流会は、大阪府立大学産官学共同研究会会員は無料。協賛団体からの参加は、講演会は

無料ですが、交流会費２，０００円（消費税込）が別途必要。それ以外は講演会費３，０００円（消費税込）、

交流会費２，０００円（消費税込）が必要となります。（※参加費は当日申し受けます。） 

◆ 申込方法： 参加申込書に必要事項をご明記のうえ、ＦＡＸ、郵送あるいは E-mail によりお知らせ下さい。 

ホーーーームページ（http://liaison-osakafu-u.jp/event）からもお申込み頂けます。 

◆ 申込締切： 平成２９年７月１３日（木）  

◆ 申 込 先： 大阪府立大学大学院工学研究科リエゾンオフィス内 大阪府立大学産官学共同研究会事務局 

〒５９９－８５３１ 堺市中区学園町１－１ ＴＥＬ：０７２－２５４－７９４７／ＦＡＸ：０７２－２５４－９９０３ 

E－ｍａｉｌ：eng-ro@iao.osakafu-u.ac.jp 

◆ 交 通： 地下鉄御堂筋線なかもず駅５番出口・南海高野線中百舌鳥駅下車 南東へ徒歩約１５分 
 

 

ＦＡＸ： ０７２－２５４－９９０３ 
    

大阪府立大学産官学共同研究会事務局 行 
    

第第第第１０１０１０１０７７７７回テクノラボツアー回テクノラボツアー回テクノラボツアー回テクノラボツアー    

「「「「夢を実現する工学―化学工学分野の最先端研究夢を実現する工学―化学工学分野の最先端研究夢を実現する工学―化学工学分野の最先端研究夢を実現する工学―化学工学分野の最先端研究」」」」    参加申込書参加申込書参加申込書参加申込書    
開催日開催日開催日開催日    平成平成平成平成２２２２９９９９年年年年７７７７月月月月１９日１９日１９日１９日（（（（水水水水））））    

    

（参加ご希望の項目に○印をご記入下さい） 

お名前  TEL  講演会 交流会 

会社名 

団体名 
 FAX    

部署名 

役職名 
 E-mail  

住 所 
〒 

 

※協力団体、協賛団体からのご出席の場合には、該当団体名に○をつけて下さい。 
 

大阪府立大学研究推進機構、 大阪商工会議所、 堺商工会議所、 化学工学会関西支部 

 

（参加ご希望の項目に○印をご記入下さい） 

お名前  TEL  講演会 交流会 

会社名 

団体名 
 FAX    

部署名 

役職名 
 E-mail  

住 所 
〒 

 

※協力団体、協賛団体からのご出席の場合には、該当団体名に○をつけて下さい。 
 

大阪府立大学研究推進機構、 大阪商工会議所、 堺商工会議所、 化学工学会関西支部 

  



 

 

 

 

●南海高野線「白鷺駅」下車、南西へ約 500m、徒歩約 6 分。 

●南海高野線「中百舌鳥駅」下車、南東へ約 1,000m、徒歩約 13

分。 

●地下鉄御堂筋線「なかもず駅（5 号出口）」から南東へ約

1,000m、徒歩約 13 分。 

●南海高野線「中百舌鳥駅」・地下鉄御堂筋線「なかもず駅」から 

南海バス（北野田駅前行 31、32、32-1 系統）で約 5 分、「府立大

学前」下車。 

●南海本線「堺駅」から南海バス（北野田駅前行 31、32、32-1 系

統）で約 24 分、JR 阪和線・南海高野線「三国ヶ丘駅」から南海バ

ス（北野田駅前行 31、32、32-1 系統）で 約 14 分、「府立大学前」

下車。 

●関西国際空港から南海バス（関西空港リムジンバス）で「中も

ず駅前（北側）」まで約 63 分、南海バス（北野田駅前行 31、32、

32-1 系統）に乗り換えて約 5 分、「府立大学前」下車。 

会場： 

学術交流会館 

（C１棟） 


