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10:00-10:10  Prof. Atsushi Nakajima (Keio University, 
KiPAS & JST), Opening remarks

SESSION Ⅰ

10:10-10:50  Prof. Scott L. Anderson* (the 
University of Utah, USA), “Challenges for in situ 
electrochemical studies with size-selected cluster 
electrodes”

10:50-11:15 Prof. Toyoaki Eguchi (JST & Keio 
University), “Investigation of electronic states and 
excited electron dynamics for alkanethiolate SAM”

11:15-11:55 Prof. Paolo Milani * (University of 
Milano, Italy), “Fabrication of stretchable optical 
devices by supersonic cluster beam implantation”

11:55-12:15 Dr. Masato Nakaya (JST & Keio 
University), “Gas-phase synthesis and surface 
immobilization of nanoclusters toward construction 
of nanoelectronics”

12:15-13:25 Lunch

SESSION Ⅱ

13:25-14:05 Prof. Rongchao Jin* (Carnegie 
Melon University, USA), “Atomically precise metal 
nanoclusters”

14:05-14:30 Dr. Hironori Tsunoyama (Keio University 
& JST), “Development of high-flux, size-selected 

nanocluster ion source: Application to size-specific 
photocatalysis”

14:30-15:10 Dr. Andre Fielicke* (Technische 
Universitaet Berlin, Germany), “Vibrational 
spectroscopy of metal cluster complexes: 
investigating the chemistry on a small surface”

15:10-15:30 Dr. Masahiro Shibuta (KiPAS, Keio 
University), “Adsorption-induced excited state of 
organometallic clusters on SAM studied by two-
photon photoemission spectroscopy”

15:30-15:50 Coffee break

SESSION Ⅲ

15:50-16:25 Prof. Tatsuya Tsukuda* (the University 
of Tokyo) ,“Nonscalable oxidation catalysis of gold 
clusters”

16:25-16:45 Dr. Takeshi Iwasa (JST & Keio 
University), “DFT study on superatomic nanocluster 
assemblies”

16:45-17:20 Prof. Yuichi Negishi* (Tokyo University 
of Science), “High-resolution separation of thiolate-
protected gold clusters”

17:20-17:30 Closing remarks

* Invited lecturers



ナノクラスター
国際ワークショップ
ー基礎から機能まで
International　Workshop 
on Nanocluseters
ーFundamentals to Functionality

 新しい科学技術の宝庫としてナノサイエンス・ナノテクノロ

ジーが注目され、とりわけ、学術的な根幹として原子や分子が

数千個程度まで集合した「ナノクラスター」に関する研究が加

速しています。

 この分野の研究は、慶應義塾大学教授でもあった故 久保亮

五先生が世界に先駆けて提唱された量子サイズ効果の理論を

黎明期として、サッカーボール型の炭素物質C60の発見と大量

合成という1996年ノーベル化学賞として結実した故Smalley

教授らの研究成果は、この分野から創出されたもので、現在で

は、ナノチューブやグラフェンの関連物質を含めて、太陽電池

材料やナノ電子デバイス材料として大きく発展しています。

　最近では、単一元素からなるナノクラスターを超えて、複合

化したナノクラスターの探索、単離が精力的に進められるば

かりでなく、原子・分子レベルで有限多体系として構造制御し

たナノクラスターを単位とする薄膜創成が、新たな電子デバ

イスの起点となることが期待されています

　本ワークショップでは、2009年に開始した(独)科学技術振

興機構によるERATO中嶋プロジェクトがこの5年間に創出した

成果から生み出された新しい潮流を紹介するとともに、国際

的な研究動向を関連分野の優れた研究者とともに探ります。

2014年9月6日
10：00～17：30（開場：9:30)
慶應義塾大学理工学部 矢上キャ ンパス
16-A棟 3階 会議室

主催：科学技術振興機構 ERATO中嶋ナノクラスター集積制御プロジェクト
協賛： 慶應義塾大学理工学部75年記念事業

慶應義塾基礎科学・基盤工学インスティテュート(KiPAS)

交通アクセス

矢上キャンパスへの行き方

東急東横線・東急目黒線・横浜市営地下鉄グリーンライン　　「日吉」駅下車（徒歩15分）
　・ 渋谷－日吉：25分(急行17分)
　・ 横浜－日吉：18分(急行11分)
　・ 新横浜－菊名－日吉：20分
　※東急東横線の特急は日吉駅に停車しません。
JR横須賀線 新川崎駅下車（タクシーで約2km）
　・ 東京－新川崎：約20分
　・ 横浜－新川崎：約10分

慶應義塾大学 理工学部 矢上キャンパス
神奈川県横浜市港北区日吉3-14-1

住所

地図

ルート1:
　日吉キャンパス内通過ルート
車の通行が少なく、比較的安全なルートです。途中階段があります。　

ルート2:
　綱島街道ルート
階段を避けたい場合のルートです。車に注意して通行してください。　

お車の方は綱島街道の仲の谷交差点で曲がってください。
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東急東横線日吉駅徒歩15分

お名前

フリガナ

所属機関

部署 役職

連絡先

住所　〒

電話番号

参加申込書
下記フォームにご記入のうえ、FAXで送信するか、必要事項を e-mail でお送りください。
FAX送信先 044-299-9062　

★個人情報は、取扱目的以外に利用したり、第三者に提供することはありません。


