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[学会発表] 計 2 件 うち招待講演 計（1）件 

 

発表者名：梶 貴博 

発表表題：ナノフォトニック構造とバクテリオロドプシン薄膜を用いた光電変換系の構築 

学会等名：日本化学会第 94 春季年会 

発表年月日：2014 年 3 月 27 日～2014 年 3 月 30 日 

発表場所：名古屋大学 東山キャンパス 
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