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設立の趣意

　一国の繁栄の基盤は人間生活との調和を伴

う総合的な産業経済の発展にあり、その産業

経済の発展は、科学技術の進歩によるところ

が大きく、この進歩の成否が国の将来の隆盛

を左右すると申しても過言ではないと考えます。

　今や、世界はあげて技術革新の時代であり、

ことに欧米諸国における現状はまことに目ざ

ましく、我が国がこれに遅れをとらないよう

にすることは容易ならないことであります。

　科学技術および経済の面での熾烈な国際競

争のなかにあって、資源・エネルギーの制約、

環境の悪化等の諸問題を解決し、国民福祉と

国民経済の着実な発展を図っていくためには、

なによりも我が国の科学技術水準の向上に努

めることが急務であると痛感するものであり

ます。

　このような現状にかんがみ、ハニー化成株

式会社社長吉田昌二氏およびハニー化成株式

会社の醵出資金により当財団を設立して、い

ささかでも我が国の科学技術振興の一翼をに

なわんとするものであります。

　しかし、これまでの科学技術振興関係の諸

団体で既に研究テーマを中心とする助成がす

すめられているので、当財団は有為の研究者

が最先端の海外科学技術を吸収してさらに国

際的視野を拡げることを目途として主として、

国、公立研究機関、大学などに所属する若手

研究者の海外研究、あるいは国際研究集会出

席などを助成することを主体とし、あわせて

研究費補助、科学技術の知識および思想の普

及等に努め、我が国科学技術の一層の発展に

寄与したいと考えるものであります。

昭和50年 4 月
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吉田　昌二 名誉会長　ご逝去

　当財団名誉会長

（ハニー化成株式会

社社主）吉田昌二様

は 平 成 27 年 10 月

28日にご逝去され

ました（享年92歳）。

　　

　名誉会長吉田昌二様には昭和50年2月に当財団

を設立し、以来永きにわたり理事、理事長、名誉

会長をお努めいただきました。

　その間、当財団の礎を築き、発展のためご尽力

を賜り、多くの若い科学技術者への研究助成を行

い、我が国科学技術の発展に寄与されました故人

のご功績を偲び、謹んで哀悼の意を表します。

公益財団法人　吉田科学技術財団
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巻頭言

越境する好奇心

東京大学大学院工学系研究科／医学系研究科　教授

公益財団法人　吉田科学技術財団　理事

　　片  岡　一  則

　筆者は高分子材料工学を専門とするが、その医療への展開に研究の軸足を置いている。いわ

ゆる医と工との境界領域研究である。そのせいで、良く「境界領域研究を行うモチベーションは

何ですか？」という質問を受ける。「それは、越境する好奇心ですよ。」というのが筆者の回答で

ある。大学等の研究機関に所属する研究者にとって、公的な研究費申請は、研究遂行上不可欠

の業務であるが、多くの場合、分科細目の選択という事で自らの専門指定を行う、いわば旗幟

を鮮明にする事が求められる。勿論、そこには物理的な壁が存在する訳では無いのだが、何と

なく、いわばガラスの壁を研究者自らが作ってしまう事にもなりかねない。社会との間にもガ

ラスの壁を作ってしまうと、これはいわゆるアカデミズム、象牙の塔という事になる。最近は

象牙の塔に代わることばとして学問の「サイロ（窓がなく周囲が見えない格納庫）」化とも言われ

る様であるが、翻って、アカデミズムの語源とも言えるギリシアのアカデミアはどうであった

かを考えると、これは「学術サイロ」とは全く異なり、極めて開放的な「学術サロン」的な様相を

呈していた。

　ギリシアのアカデミアでは、ピタゴラスは数学、ヒポクラテスは医学、アルキメデスは物理、

という様にそれぞれ得意とする領域はあったにせよ、「○○者」という明確な分類は勿論無く、皆、

哲学者（philosopher）であった。欧米で博士の学位が、日本の様に理学博士、工学博士、と分類

されておらず、一律、Doctor of Philosophy (Ph.D)と呼ばれるのはその名残であると言える。

また、ヒポクラテスが実際に病院を開設して患者を診療したり、アルキメデスは投石機を発明

して敵の海軍を打ち破ったりと、社会実装の面でも全くガラスの壁の存在を感じさせない、今

で言うところのオープンイノベーションが活発に行われていたと言える。Philosophyは日本語

で「哲学」と翻訳されたために、何やらしかつめらしい印象を与えるが、語源は「知を愛すること」

だそうである。一方、冒頭に述べた「好奇心」は英語では、curiosityという事になるが、このラ

テン語の語源は「知識欲」であり、「知を愛し、欲すること」から領域や目的にとらわれずに、ギ

リシアのアカデミアでは縦横無尽に知の冒険が行われたのだと言えよう。つまり、学問には本来、

境界は無いという事に他ならず、そもそも境界学問領域ということば自体が自己矛盾的な響き
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を有している。

　一方、今日の大学の原型といえる中世ヨーロッパの大学は、医学、薬学、法学、神学という

実学を専門別編成によって効率良く教授するというシステムから成り立っていた（注：宗教が社

会の中心とも言える中世において、神学は実学である）。産業革命以前の時代であるので、工学

についてはその概念自体が存在せず、学部編成に入っていないのは当然であると言える。余談

であるが、総合大学の中に工学部を取り入れたのは、明治維新後の我が国が世界で初めてであり、

それは19世紀後半まで待たねばならなかった。

　さて、ルネッサンスにおけるギリシア・アカデミアの再発見を通じて「知を愛し、欲すること」

の素晴らしさが認識され、今で言うところのScience（科学）（このことばのラテン語語源も「知識」

である）が確立した訳であるが、それは中世以来の専門別実学教授体制ともいうべき大学との掛

け算で、ともすると「専門分野の殻の中で形而上学的な体系化が行われる。」といういわゆる「象

牙の塔」や「学術サイロ」の構築にも繋がっていく素地にもなったと言えよう。昨今は、異分野融

合や境界領域研究が奨励され、半ばそれ自体が目的化しているが、そこに携わる研究者が自ら

のサイロから恐る恐るアンテナを出すようなやり方では、ともすると野合に終わる可能性もあ

る。ここで掛け算のやり方を変えて、ギリシアのアカデミアにおける分野にとらわれない自由

な知的好奇心と中世の大学における実学指向を掛け合わせると「分野にとらわれない知的好奇心

で社会の要請に応える。」という答えが出てくる事になる。社会は常に変化しており、そこから

の要請は多様である。その要請に応えるには、分野の壁を意識せずに「越境していく好奇心」を

醸成する事がまずは重要であろう。
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慶　祝

細矢治夫先生

叙勲　瑞宝中綬章

　当財団の評議員細矢治夫氏には、平成27年春の叙勲

において上記の通り、叙勲の栄に浴されました。誠に

おめでたく心よりお慶び申し上げます。

　今後とも、ご健康に留意され益々のご健勝を心より

お祈り申し上げます。

ﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄ

ﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄ
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◇財団の概況

［Ⅰ］平成26年度事業概況

１．国際研究集会派遣研究者助成　　　　　　　　　　　

年度別 採用件数 助成額（千円）

平成26年度 14件 2,790

設立以来の累計 1,843件 531,167

２．海外研究派遣研究者助成　　　　　　　　　　　　　

年度別 採用件数 助成額（千円）

平成26年度 2件 400

設立以来の累計 510件 339,356

３．国内開催国際研究集会等助成　　　　　　　　　　　

年度別 採用件数 助成額（千円）

平成26年度 1件 500

設立以来の累計 185件 60,810

［Ⅱ］選考委員会

●平成26年度第 1 回選考委員会

【平成26年 6 月10日（火）】中濱委員長以下 8 名出席

申請者 5 名　採択4名

●平成26年度第 2 回選考委員会

【平成26年 9 月 4 日（木）】中濱委員長以下 8 名出席

申請者 6 名　採択 5 名

●平成26年度第 3 回選考委員会

【平成26年12月 5 日（金）】中濱委員長以下 8 名出席

申請者 4 名　採択 4 名

●平成26年度第 4 回選考委員会

【平成27年 3 月 5 日（木）】中濱委員長以下 6 名出席

申請者 4 名　採択 4 名（内、 1 名辞退）

●国内開催国際研究集会

申請 1 件　採択 1 件
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平成26年度国際研究集会派遣研究者助成一覧

氏　　名 所属機関・役職 会議名・開催地・期間

神原　孝之

京都大学・大学院理学研究科・化学専攻

博士後期課程

The 56th Rocky Mountain Conference on Magnetic 
Resonance: Solid-State NMR Symposium

（アメリカ・カッパーマウンテン）
26.7.13-26.7.17

吉井　一倫

電気通信大学・大学院情報理工学研究
科・先進理工学専攻・特任助教

　博士（京都大）

CLEO:2014（Conference on Lasers and Electro-
Optics 2014）

（アメリカ・カリフォルニア）
26.6.8-26.6.13

村上　俊也

和歌山大学・システム工学部・精密物質
学科

工学博士（京都工芸繊維大）

12th Europhysical Conference on Defects in 
Insulating Materials

（イギリス・カンタベリー）
26.7.13-26.7.19

信川　省吾

北陸先端科学技術大学院大学・マテリア
ルサイエンス研究科・助教

理学博士（大阪大）

The IUPAC World Polymer Congress, MACRO 
2014

（タイ・チェンマイ）
26.7.6-26.7.11

山中　貞人
東京大学・大学院工学系研究科・物理工
学専攻・田中研究室

博士課程1年

Dynamics Days Europe 2014
（ドイツ・バイロイト）

26.9.8-26.9.14

Alcantara 
Avila J.
Rafael

徳島大学・大学院ソシオテクノサイエンス
研究部（工学部・化学応用工学科）・助教

工学博士（京都大）

10th International Conference on Distillation & 
Absorption 2014

（ドイツ・フリードリヒスハーフェン）
26.9.14-26.9.17

坂本　良太

東京大学・大学院理学系研究科・化学専
攻・助教

理学博士（東京大）

18th Malaysian International Chemical Congress 
（18MICC）および Vietnam Malaysia International 
Chemical Congress（VMICC）

（マレーシア・クアラルンプール、ベトナム・ハノイ）
26.11.3-26.11.5、26.11.7-26.11.9

茂木　雄三

京都大学・大学院薬学研究科・薬科学専
攻

博士後期課程3年

8th Singapore International Chemistry 
Conference 2014

（シンガポール・シンガポール）
26.12.14-26.12.17

鈴木　一平

東京工業大学・大学院総合理工学研究
科・材料物理科学専攻

博士後期課程

The 59th Annual Magnetism and Magnetic 
Materials Conference（MMM2014）

（アメリカ・ホノルル）
26.11.3-26.11.7

プリヤンク 
モハン

北陸先端科学技術大学院大学・マテリア
ルサイエンス研究科

博士後期課程3年

2014 MRS Fall Meeting
（アメリカ・ボストン）

26.11.30-26.12.5

榊原　圭太

京都大学・化学研究所・助教

農学博士（京都大）

249th ACS National Meeting Cellulose and
Renewable Materials Division

（アメリカ・デンバー）
27.3.22-27.3.26

信川亜衣子

東京大学・大学院総合文化研究科・広域
科学専攻生命環境系
東京大学生産技術研究所・総合バイオメ
ディカルシステム・国際研究センター　
竹内昌治研究室

The 28th IEEE International Conference on Micro 
Electro Mechanical Systems （MEMS 2015）

（ポルトガル・エストリル）

27.1.18-27.1.22

佐藤　一洋
豊橋技術科学大学・機械工学専攻

博士前期課程1年

Ninth Mediterranean Combustion Symposium
（ギリシャ・ロドス島）

27.6.7-27.6.11



－8－ －9－

氏　　名 所属機関・役職 会議名・開催地・期間

宇都　卓也

宮崎大学・工学部環境応用化学科・特別
研究員
日本学術振興会特別研究員

工学博士（宮崎大）

249th ACS National Meeting & Exposition
（アメリカ・デンバー）

27.3.22-27.3.26

平成26年度国内開催国際研究集会助成一覧

会議・研究集会名 申請者 開催期間・場所 参加国・人員

有機無機ハイブリッド日米セ
ミナー 2015

東京工業大学・大学院総
合理工学研究科・教授

 冨田　育義

27.5.18-27.5.22
（兵庫県・赤穂郡）

197名
（うち海外69名）

氏　　名 所属機関・役職 派遣先機関・国名・出張期間

北田　昇雄
電気通信大学・大学院情理工学研究科・
先進理工学専攻・生物有機化学研究室

博士後期課程

University of California Berkeley
（アメリカ・カリフォルニア）

27.3.10-27.8.21（180日）

樋口　　聖
京都大学・医学部付属病院・臨床研究総
合センター・早期臨床試験部・研究員

医学博士（福岡大）

Columbia University Medical Center
（アメリカ・ニューヨーク）

27.4.1-28.3.31（365日）

平成26年度海外研究派遣研究者助成一覧
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［Ⅲ］平成26年度会計報告

１．貸借対照表（平成27年3月31日現在）
（単位：千円）

Ⅰ　資産の部 Ⅱ　負債の部

　　　１．流動資産 7,852 　　　１．流動負債 283

　　　２．固定資産 863,033 　　　２．固定負債 0

　　　負債合計 283

Ⅲ　正味財産の部

　　　１．指定正味財産 0

　　　２．一般正味財産 870,602

　　　正味財産合計 870,602

資産合計 870,885 負債・正味財産合計 870,885

２．正味財産増減計算書（平成26年4月1日～平成27年3月31日）
 （単位：千円）

Ⅰ　一般正味財産増減の部
　　　１．経常増減の部
　　　　　（1）経常収益計 11,910
　　　　　（2）経常費用計 14,954
　　　　　　評価損益等調整前当期経常増減額 △ 3,044
　　　　　　評価損益等計 4,892
　　　　　当期経常増減額 1,848
　　　２．経常外増減の部
　　　　　（1）経常外収益計 0
　　　　　（2）経常外費用計 0
　　　　　当期経常外増減額 0
　　　　　　当期一般正味財産増減額 1,848
　　　　　　一般正味財産期首残高 868,754
　　　　　　一般正味財産期末残高 870,602

Ⅱ　指定正味財産増減の部
　　　　　　指定正味財産期首残高 0
　　　　　　一般正味財産への振替額 0
　　　　　　指定正味財産期末残高 0

Ⅲ　正味財産期末残高 870,602
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［Ⅳ］役員・評議員・選考委員等（平成26年 6 月10日現在）

１．役員等

（役　職）　　  （氏　名）  　　　　  （現　　職）

名誉会長　吉　田　昌　二　ハニー化成株式会社　社主

理 事 長　吉　田　眞　也　ハニー化成株式会社　代表取締役社長

（代表理事）

理　　事　碇　屋　隆　雄　東京工業大学　名誉教授

　  〃  　　片　岡　一　則　東京大学　大学院工学系研究科／医学系研究科　教授 

　  〃  　　鐘ヶ江　茂登樹　ハニー化成株式会社　監査役

　  〃  　　小　林　恭　一　東京理科大学　総合研究機構火災科学研究センター　教授　　　 

　  〃  　　中　濱　精　一　東京工業大学　名誉教授

　  〃  　　西　出　宏　之　早稲田大学　先進理工学部・研究科　学部長

監　　事　中　田　好　昭　丸の内仲通り法律事務所　弁護士

　  〃  　　浜　村　浩　幸　グラントソントン太陽ASG　税理士法人　代表社員

事務局長　内　記　利　春　公益財団法人吉田科学技術財団　事務局長

２．評議員

（役　職）　　  （氏　名）  　　　　  （現　　職）

評 議 員　大　澤　　　登　東京工芸大学　監事

　  〃  　　大　島　泰　郎　共和化工株式会社　環境微生物学研究所所長　東京工業大学　名誉教授

　  〃  　　生　越　久　靖　京都大学　名誉教授

　  〃  　　神　門　　　登　ハニー化成株式会社　専務取締役

　  〃  　　中　條　善　樹　京都大学　教授

　  〃  　　細　矢　治　夫　お茶の水女子大学　名誉教授

　  〃  　　増　子　　　曻　東京大学　名誉教授

　  〃  　　松　川　公　洋　地方独立行政法人大阪市立工業研究所　電子材料研究部　部長



－12－

３．選考委員

  （役　職）  　　  （氏　名）  　　　　  （現　　職）

選考委員長　中　濱　精　一　東京工業大学　名誉教授

選 考 委 員　碇　屋　隆　雄　東京工業大学　名誉教授

　　〃　　　小　野　幸　子　工学院大学　教授　学長補佐

　　〃　　　片　岡　一　則　東京大学　大学院工学系研究科／医学系研究科　教授

　　〃　　　鐘ヶ江　茂登樹　ハニー化成株式会社　監査役

　　〃　　　川　口　春　馬　慶應義塾大学　名誉教授　神奈川大学　工学部　客員教授

　　〃　　　西　出　宏　之　早稲田大学　先進理工学部・研究科　学部長

　　〃　　　宮　田　清　藏　東京農工大学　名誉教授（元学長）　電気通信大学　特任教授

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（アイウエオ順）
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神　原　孝　之
京都大学大学院理学研究科　化学専攻　博士後期課程

＜研究分野＞固体高分解能核磁気共鳴（Nuclear Magnetic Resonance,NMR）

分光法における新規測定手法の開発：異方性による低感度化の

克服

平成26年度国際研究集会派遣研究者報告書

　このたび、吉田科学技術財団より国際研究集会

派遣研究者としてご支援を賜り、2014年 7 月13日

～ 17日にアメリカ合衆国コロラド州カッパーマ

ウンテンで開催された国際会議The 56th Rocky 

Mountain Conference on Magnetic Resonance 

（RMCMR）に参加し、研究成果の発表を行いま

した。本国際会議は、毎年開催の電子スピン共鳴 

（EPR Symposium）と2010年より隔年開催となっ

た固体核磁気共鳴 （Solid-State NMR Symposium）

の 2 つのシンポジウムで構成されています。私が

参加した固体NMRのシンポジウムは、同じく隔

年開催であるAlpine Conference on Solid-State 

NMRと対をなす、固体NMRの手法とその応用

に特化した世界最高峰の国際会議のひとつとされ

ています。口頭発表44件、ポスター発表96件の発

表に加え、pre-conference activityとして企業に

よるワークショップとサッカーのワールドカップ

決勝戦を観戦するための時間が設けられており、

参加者間の活発な議論や意見交換等、研究者間の

交流に重きを置いた国際会議であることがわかり

ます。

　本会議で、私は“Novel Cross-Polarization Scheme 

Among Longitudinal Magnetizations Under 

Magic-Angle Spinning”という題目で、以下の

内容でポスター発表を行いました。交差分極 

（cross polarization; CP）は固体NMRにおいて最

も用いられる手法の一つであり、高感度核からの

磁化移動により低感度核の信号検出の感度を向上

させるものです。ほとんどの場合、同じく高感度

化のための一般的な手法であるマジック角回転 

（magic-angle spinning; MAS）と組み合わせて用

いられています。一般にCPにおける磁化移動は、

ラジオ波磁場の方向に沿った横磁化 （transverse 

magnetization）間で起こるものとされてきまし

たが、我々はラジオ波の照射強度と位相を工夫す

ることで、ラジオ波磁場の垂直方向にあたる縦磁

化 （longitudinal magnetization）間で起こるよう

にパルスシークエンスを初めて構築しました。さ

らにシークエンスを改良してMASによる回転と

同期させることで、従来法に比べて測定の際の条

件設定の簡略化とCP効率の向上を確認し、新手

法の有効性を実証するとともに、縦磁化の特性を

利用した新たな測定対象の可能性を示しました。

　本発表に対しては、数々の有用なパルスシーク

エンスを開発されている米国・国立高磁場研究所

のZhehong Gan博士や、イスラエル・ワイツマ

ン 科 学 研 究 所 のShimon Vega教 授 ら が 興 味 を

持ってくださり、貴重な意見や有意義なコメント

を多数いただくことができました。そのほかポス

ター発表の時間外にも、同年代の学生さんたちか

ら質問をいただくことができ、非常に有意義で充

実した時間を過ごすことができました。
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　最後になりましたが、本国際会議への参加に際

して多大なるご支援をいただきました吉田科学技

術財団に心より御礼申し上げます。

吉　井　一　倫
電気通信大学大学院情報理工学研究科　先進理工学専攻　特任助教　博士

（エネルギー科学）

＜研究分野＞量子エレクトロニクス分野　特に、超高速レーザー技術と超高

速物理及び光化学に関する研究

　この度私は、公益財団法人吉田科学技術財団

か ら 助 成 を 頂 き、2014年 6 月8日 か ら 6 月13日

にかけてアメリカ合衆国カリフォルニア州のサ

ンノゼで開催されたConference on Lasers and 

Electro-Optics 2014 （CLEO: 2014）に参加するこ

とができました。

　本会議はレーザー光科学及び量子エレクトロ

ニクス分野で世界最大級の国際会議の一つであ

り、この分野の最先端の知の交流を目的として

毎年米国で開催されています。本会議について

主催者は、「真に新規性のある研究を重視してお

り、全ての研究分野において最も重要な技術が全

て出そろっている。」と称しています。出席者は数

千人、出展企業数は300社以上、技術セッション

数は約1,800以上にのぼります。上述の分野が関

係する広い研究領域をカバーしており、特に化学

が関係する分野では物理化学、光化学及び生物化

学のセッションを有しています。会議は6日間に

渡り開催され、技術セッションはプレナリートー

ク、チュートリアルトーク、キーノートトーク

及び一般講演であるオーラルセッションとポス

ターセッションで構成されてます。一般講演の採

択率は約50％、そのうちオーラルでの採択率は約

20％程度と非常にレベルの高い内容で構成され

ています。

　 本 会 議 に お い て 私 は「Generation of a Train 

of Ultrashort Pulses by Simply Inserting 

Transparent Plates on the Optical Path」（ 光 軸

上への透明プレートの挿入のみによる超短パル

ス光列の簡単な発生法）というタイトルで一般

講演の口頭発表を行いました（発表者：吉井一

倫，中村佳孝，萩原浩平，桂川眞幸）。本発表

の内容を以下に述べます。最近我々の研究室で

は、離散的なスペクトルから成るパルス光に対し

その光軸上に透明な媒質を置くだけという非常

にシンプルな方法でパルス幅の圧縮を行えると

いう新規の原理を考案しました［K. Yoshii, J. K. 

Anthony, and M. Katsuragawa, Light: Science 

& Applications, 2, e58 （2013）］。本発表ではこの

原理の実証結果を報告しました。水素の振動ラマ

ン遷移過程を断熱励起することにより生成した紫

外-可視-近赤外帯域にわたる広帯域離散スペクト

ルに対して本手法を適用し、パルス幅約1.8フェ

ムト秒、繰り返し間隔約 8 フェムト秒という非常

にユニークな超短パルス光列を発生させました。

この結果により、我々の提案した新規手法の原理

の正当性を示すことに成功しました。この新規光

源の化学分野への利用として、超短パルスレー

ザー光により誘起される分子の配列や、強光子場

によって誘起される化学結合物の切断・生成など



－14－ －15－

村　上　俊　也
和歌山大学システム工学部精密物質学科　助教　工学博士

＜研究分野＞ナノカーボン材料開発、放射線誘起欠陥の利用、ラマン散乱評

価

の超高速分光への応用が期待されています。

　本発表を通して、関連する分野の研究者と新し

いアイデアや今後の研究の方向性について議論す

ることができ大変に有意義でした。最後になりま

したが、このような貴重な機会を支援下さった貴

財団に心より御礼申し上げます。

　筆者は、吉田科学技術財団の国際研究集会派遣

助成を受けて、2014年 7 月13日から19日にイギリ

スのカンタベリーで開催された12th Europhysical 

Conference on Defects in Insulating Materials

（EURODIM2014）に参加した。この会議は、1956

年から始まった欠陥に関するトピックを中心に

した欧州で開催される権 威ある国際 会 議であ

り、International Conference on Defects in 

Insulating Materials（ICDIM）とが交互に開催

されている。最近のトピックは、結晶、非晶質体

のワイドバンドギャップバルク、ナノ材料等の幅

広い材料における欠陥に関連した物理化学現象や

欠陥の利用法に付いて議論されている。例えば、

欠陥はバルク材料では低減すべき対象となること

が多いが、ナノ構造体の場合は、構成原子数が少

ないという特徴から点欠陥が系全体の電子状態が

変化する場合がある。したがって、欠陥状態を制

御することは、物質の性質をコントロールできる

可能性が高く、研究対象として非常に興味深い。

　この国際会議で、私は、“Diameter-dependent 

annealing kinetics of X-ray-induced defects in 

single-walled carbon nanotubes （単層カーボン

ナノチューブの直径に依存したX線照射欠陥のア

ニール特性）”というタイトルでポスター発表を

行った。この論文は、単層カーボンナノチューブ

（SWNT）にX線照射することで形成される欠陥に

関する研究成果であり、上述したような点欠陥を

契機にした電子状態の制御を狙った研究である。

SWNTの電子状態はその幾何学的構造と強く相

関しており、そのため構造を制御できれば電子状

態を制御できる。したがって、SWNTの構造制

御は、様々な電子デバイスの実現を可能にする技

術へ発展できる。しかしながら、炭素材料は化学

的に極めて安定であるため、容易には構造を変え

ることはできない。筆者の研究グループは、これ

までの研究で電離放射線の照射により、SWNT

に容易に欠陥を形成できることを明らかにしてき

た。しかし、照射によって形成される欠陥の構造

や状態については明らかではなかった。そのため

本研究では、この欠陥の状態を明らかにすること

を目的として、SWNTヘのX線照射欠陥の導入に

よりラマン散乱スペクトルに現れる欠陥モード

の、熱アニール操作による変化から欠陥量の変化

を評価した。X線照射欠陥は熱的に回復可能なフ

レンケル欠陥（格子間炭素原子と炭素空孔のペア）

であることを確認し、このフレンケル欠陥の回復

過程におけるラマン散乱スペクトルの変化を詳細

に解析した。その結果、格子間炭素原子と炭素空
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孔の拡散を独立に観察することができた。欠陥量

の変化は、二次反応を仮定したシミュレーション

により再現可能であることを明らかにした。異な

る直径を持つSWNTを区別して評価すると、活

性化エネルギーがSWNTの直径に依存して変化

することがわかった。これらの結果は、照射欠陥

の導入とアニールによりSWNTの構造が制御で

きる、すなわち電子状態を制御できることを示し

ている。今後、この欠陥の制御を精緻に行うこと

で、SWNTの電子状態のコントロール手法に発

展させていく。

　本会議においては、ナノカーボン系材料を扱う

研究はほとんどなく、本研究のオリジナル性を再

確認できた。複数の研究者と研究の構想や結果に

ついて議論し好評であった。また、他の研究発表

では、酸化物材料内の不純物や放射線誘起欠陥の

光学応答性、欠陥導入によるナノ構造体の構造制

御、相転移特性における欠陥の影響などについて

の研究成果が報告された。例えば、セリウム酸化

物のナノ粒子は、粒子径によって格子定数が変化

するが、その要因に欠陥が深く関わっていること

が示された。その他にも、欠陥に関する多くの研

究成果が発表され、物質内の欠陥の積極的な利用

手段について重要な知見を得ることができた。

　また、会議の会場はケント大学のキャンパス内

にあり、開催中は学内の宿泊施設を利用した。キャ

ンパス内は芝生が多く、鴨やウサギが生息してい

た。近くには世界遺産のカンタベリー大聖堂があ

り、ちょうどここでケント大学の卒業式が行われ

ていた。このような、広々として、しかも欧州の

歴史にも触れられる環境で開催される国際会議で

発表できたことは、非常に感銘であった。また、

世界中の研究者が集まるこの国際会議で意見交換

を行うことは、研究の更なる展開を図るために不

可欠な経験であった。最後に、今回の国際会議へ

の参加にご支援を頂きました吉田科学技術財団に

心より感謝申し上げます。

信　川　省　吾
北陸先端科学技術大学院大学　マテリアルサイエンス研究科・助教　理学博士

＜研究分野＞・セルロース誘導体を用いた光学フィルムの材料設計

　　　　　　　　屈折率の異方性である複屈折の波長依存性の制御を目指す

　　　　　　・低分子化合物を用いた高分子材料の力学物性制御とそのメカニ

　　　　　　　ズムの解明

派 遣 先：The IUPAC World Polymer Congress, 

　　　　　MACRO 2014

開 催 地：チェンマイ、タイ

開催期間：2014年7月6－11日

発表題目：Wavelength dispersion of birefringence

　　　　　for CTA films with porous structures

 　多孔構造を有するCTAフィルムの複

　　　　　屈折の波長依存性

　私は、吉田科学技術財団のご支援により、2014

年 7 月にタイのチェンマイで行われた高分子材料

に関する国際会議（MACRO2014）に参加し、セル

ロースを用いた光学材料の構造と物性に関して、

口頭発表を行った。

　本国際会議は、IUPAC（国際化学・応用化学

連合）の主催で執り行われており、高分子科学と
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工学に関する国際会議のうち、世界で最も規模の

大きなものとして知られている。また、本会議は

これまでに数十年続いており、国際的にも権威の

ある学会として認知されている。そのため、世界

中から著名な一流の研究者が集まり、高分子合成

法、機能性材料、理論やシミュレーション、成形

加工、表面特性など、様々な分野の最新の研究内

容について活発に議論されている。今年度は口頭

発表とポスター発表を合わせて1000件を超える発

表があり、幅広い分野から研究者が集まっていた。

日本からも東京大学、慶応義塾大学、京都大学、

大阪大学など、数多くの大学の研究者が招待され、

基調講演などを行っていた。私も、著名な研究者

と議論する機会があり、研究内容についてアドバ

イスやディスカッションをしていただいた。

　先に述べたように、私はセルロースエステルの

一つであるセルローストリアセテート（CTA）の

光学特性の制御方法について講演を行った。そ

の発表内容を簡単に説明する。CTAはその透明

性や耐熱性の高さから、液晶ディスプレイ用光学

フィルムとして広く用いられている。しかしなが

ら、例えば広帯域の波長範囲で使用可能な1/4波

長板などの高性能な光学フィルムに利用するに

は、複屈折の波長分散性の制御が必要である。現

在はブレンド法や積層法により波長分散性が制御

されているが、耐熱性の低下やコストの増加が

新たな課題となっている。これらの課題を克服

するため、本研究では「熱誘起相分離」と「加熱延

伸」を組み合わせることで、CTA中に形態複屈折

を発現させ、複屈折の波長依存性を制御すること

を目指した。本実験の結果、CTAフィルム中に

はアスペクト比の大きな空隙が観測され、その形

状や分率に応じて形態複屈折が発現することが判

明した。さらに、延伸したことによるCTAの配

向複屈折と、空隙由来の形態複屈折は、符号と

波長依存性が異なっており、両者が合わさること

で、1/4波長板に適した複屈折特性が発現するこ

とを見出した。発表に対する質問も今後の参考に

なるものであり、また研究のアイデアに感心した

とのお褒めのコメントもいただいた。さらに、こ

のような光学材料は単一成分で構成されるため、

耐熱性は維持され、また汎用な溶媒を用いること

で、コストも低く抑えられる可能性がある。なお、

本発表内容は国際誌（Polymer，55，3247-3253，

2014）に掲載済みである。

　会議は全部で 6 日間行われ、私が発表した成形

加工の分野は最終日を除き、ほぼ全ての日程で発

表が行われていた。今回の学会では、自己修復材

料、射出成型、溶融押出成形、メルトスピニング、

リアクティブブレンド、無機粒子コンポジットな

どの発表を聴くことができた。また、招待講演の

一つに、溶液キャスト法により調製した高分子

フィルムの光学物性の研究発表があった。この発

表では、磁場や電場を印加しながら溶液キャスト

を行うことで、金属粒子が厚み方向に配列し、い

わゆるZ軸配向が達成できることを示していた。

私自身、Z軸配向について興味があったので、今

後の研究を考える上でのヒントが得られたと思

う。

　夕方まで学会に参加した後、チェンマイの街を

観光したり、タイ料理を楽しんだりした。タイは

仏教が主流で、700年ほど前に建てられたお寺も

見ることができた。ご存知のように、タイは一年

を通して30度を超す気温で、湿度も高く、建物は

劣化しやすい。しかし、タイのお寺は石で造られ

ているために、お寺の土台となる部分は700年後

も残存していたと思われる。なお、観光した地域

には、まだ発掘されていない寺が10ほど残ってい

ると、古い文献に書かれているようである。いず

れにせよ、このように長い年月残るような建造物
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は、その歴史や目的、用途など、未だに明らかに

されていないことも多く、興味深い。

　MACRO2014は高分子に関する国際学会の中

でも、最も大きなものの一つです。そのような場

で、研究成果を発表できただけでなく、今回の参

加は、国内外の研究者と交流する機会ともなりま

した。このような貴重な機会を与えてくださった

吉田科学技術財団の皆様に厚く御礼申し上げま

す。また、国際会議の出張でお世話になりました

JAIST事務局の皆様に深く感謝いたします。

山　中　貞　人
東京大学　大学院工学系研究科　博士課程２年

＜研究分野＞自己推進粒子系における非平衡統計力学

　　　　　　複雑流体の非線形レオロジー

　この度、吉田科学技術財団のご支援の下、平成

26年 9 月8日から12日の日程で、ドイツのバイロ

イト大学にて行われた国際会議“Dynamics Days 

Europe 2014”に参加し研究発表を行った。

　本会議はその名の通り、動的な物理現象に関連

した研究の発表と意見交換を目的とし、ヨーロッ

パのいずれかの都市で毎年開催される大規模な国

際会議である。本年は特に、自己推進粒子系や複

雑流体といった物理・生物学に関連する問題や、

反応拡散系におけるパターン形成に関する化学的

なテーマが数多く取り扱われた。また、12件の招

待講演と35のセッションにおける口頭発表、およ

び多数のポスター発表から構成され、およそ300

名の参加者があった。さらに、パターン形成の

理論的研究で著名なEhud Meron氏によるLorenz 

Kramer賞の受賞記念講演が行われた。

　 私 は 本 会 議 に お い て、“Robustness  upon 

collisions of traveling bands in deformable self-

propelled particles with density-dependent 

velocity”という題目で、自己推進粒子系の研究に

関してポスター発表を行った。自己推進粒子ある

いはアクティブマターの研究はここ20年の間に

急速に発展してきた、物理や生物、化学の領域を

横断する学際的な研究分野である。その例として、

バクテリアといった微小生物の運動のメカニズム

とダイナミクスの研究や、あるいは鳥や魚などの

群れのなかで、個体間の相互作用から生まれる協

同的な集団運動の研究がある。こうした外部とエ

ネルギーのやり取りが絶えず行われる非平衡な系

において、集団ダイナミクスの普遍性やパターン

形成のメカニズムを探ることは非平衡統計力学の

観点からも重要である。

　私と共同研究者は、個々の粒子が重心の速度に

応じて形を変化させる自己推進粒子のモデルを用

い、周りの密度に応じて速度を変化させるという

効果を新たに取り入れることで、数値シミュレー

ションによる研究を行った。その結果、秩序状態

と無秩序状態との間のパラメータ領域では、孤立

した密度波が定常的に伝搬し、さらに孤立波同士

が正面衝突に対して、可積分系におけるソリト

ンのようにロバストに振る舞うことを見いだし

た。このような散逸系におけるソリトン的振る舞

いは、金属表面に吸着される分子の密度波や粘菌

の密度波について実験的に見つかっており、自己
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A
ア ル カ ン タ ラ

lcantara  A
ア ビ ラ

vila  J
ヘ ス ー ス

esus  R
ラ フ ァ エ ル

afael
徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部・助教　工学博士

＜研究分野＞プロセスシステム工学、 プロセス強化により複合蒸留に関する

設計・最適化・制御性解析の開発

推進系だけでなく広く一般的に見られるものであ

ることが示唆される。数理的なメカニズムを今後

詳しく研究することで、この普遍性の問題にアプ

ローチできると期待している。

　これらの成果をもとに、多数の国外の研究者に

紹介し、興味を持ってもらうことができた。特

に、フランス（CEAサクレー）のアクティブマター

研究者であるHugues Chat́e氏と有意義な議論が

できたことは喜びであった。また、各国の若手研

究者、学生らによって興味深く質の高い研究が数

多く紹介され、今後の研究生活の上でよい刺激に

なったと考えている。会議の行われたバイロイト

はドイツ南西部に位置し、かのリヒャルト・ワー

グナーが創設した音楽祭で有名である。歴史ある

美しい町並みに加え、初秋の清々しい空気が会議

の疲れを癒してくれた。

　最後になりますが、本会議への参加にあたりご

支援を賜りました吉田科学技術財団の皆様方に、

心より御礼申し上げます。

　この度、吉田科学技術財団より国際研究集会

派 遣 研 究 者 と し て 助 成 を 賜 り、 9 月14日 ～ 17

日にドイツ連邦共和国のフリードリヒスハー

フェン市で開催された“The 10th International 

Conference on Distillation & Absorption 2014”

に参加し、研究成果に関して発表を行った。本国

際会議は 4 年ごとに開催され、蒸留および吸収の

先端技術について取り組んでいる。

　蒸留塔は混合物を塔底から塔頂の間で、繰り返

し蒸発、凝縮させることによって沸点が異なる成

分を分離する装置であり、石油精製をはじめとす

る化学産業界で広く用いられている。蒸留塔のエ

ネルギーの出入りに着目すると、塔底のリボイラ

（蒸発装置）では高温の熱が供給され、塔頂のコ

ンデンサ（凝縮装置）では低温の熱が排出されてい

る。つまり、蒸留塔はエクセルギーを退化させる

装置である。このため大量のエネルギーを消費し

ている。化学工業全体のエネルギー消費量の約 4

割は蒸留装置によって消費されたエネルギーであ

る。従って、蒸留技術におけるエネルギー消費量

の削減は極めて重要であり、エネルギー消費が削

減できるため蒸留技術について研究に励んでい

る。

　本国際会議の小規模ではあったが、蒸留および

吸収において非常に専門的であり、まさに私が研

究対象とするプロセス強化によって蒸留プロセス

における省エネルギー、低コスト化および環境保

全での分野の会議であった。本年で10回目を迎え

る「蒸留と吸収2014」国際会議には、世界各地から

270名が参加、参加者の半数は産業界から、残り

半数は学界からであった。通常、会議への参加者

の大半は学界からの参加者で占められているが、

今回は産業界から多数参加していたため、蒸留プ

ロセスを運転する際にトラブル解決や細かい設計
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法などについて様々な意見を聞く事ができた。エ

ンジニア、専門家、および学者から膨大な専門知

識や情報を収集し、現在産業界と学界で直面して

いる問題や課題について認識し、意見交換と討論

することにより、非常に有益な知識をもたらすこ

とができた。

　本国際会議では 2 つの蒸留塔の設計法に関す

る研究発表を行った。口頭研究発表では“Energy 

and economic trade-off in partially diabatic 

distillation columns”「部分的非断熱型蒸留塔に

おけるエネルギー消費と経済的コストのトレード

オフの評価」という題目で発表を行った。本発表

は、非断熱型蒸留塔のトレイで熱除去と熱供給を

行う事により、省エネルギー方法の適用を扱った

ものである。従来の蒸留塔では熱交換がリボイラ

とコンデンサのみで実行されるため、トレイは断

熱的である。しかし、塔内に熱交換を伴う非断熱

型 蒸 留 塔（Diabatic Distillation Column, DDC）

は各トレイで熱統合を実行できる。DDCは2成

分および多成分の分離における最小のエントロ

ピー生成が実現できる。しかし、DDCは装置コ

ストが増加し、経済的に不利である。本研究で

はDDCのエネルギー消費と年間総合コストのト

レードオフを提案し、手順の最適化により評価し

ている。ポスター研究発表では、“Environmental 

and economic assessment of extractive dividing 

wall distillation columns”「垂直分割型抽出蒸留

塔における環境上および経済的コストの評価」と

いう題目で発表を行った。本発表は、抽出蒸留プ

ロセスにおいて、溶媒が環境に与える影響の分析

を扱ったものである。抽出蒸留は、共沸混合物

の分離における有用な技術である。 2 つの塔を

用いた従来の抽出蒸留と垂直分割型抽出蒸留塔

（E-DWC）をエネルギー消費、コストおよび人間

に対し毒性な溶媒が与える環境負荷の観点から

検証した。ライフサイクル影響評価に基づいた

シミュレーション方法を利用した。結果として、

E-DWCが最も低い環境負荷を与えたので、設計

段階において環境基準を考慮することの重要性を

強調した。

　本国際会議の開催場所、ドイツにある小さな町

フリードリヒスファーヘンについては、ツェッペ

リン型飛行船の産業で有名であることは知らず、

フリードリヒスファーヘンから東京までのフライ

トがあることを知り、驚きを隠せなかった。

　最後に、外国人研究者の立場上、財政的援助を

申請する際、時折困難に陥ることがあるが、今回

吉田科学技術財団より助成を賜り、国際会議にお

いて自身の研究課程を共有する機会を設けていた

だき、深く感謝している。
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坂　本　良　太
東京大学大学院理学系研究科化学専攻・助教　理学博士

＜研究分野＞ナノ材料科学、金属錯体化学、光化学、電気化学

【会議概要】

　18th Malaysian International Chemical 

Congress（18MICC, 開催日2014年11月 3 - 5 日）

はInstitut Kimia Malaysia（IKM）が主催する、

日本化学会年会に相当する会議である。北海道

大学の高橋 保 教授を中心として、日本化学会が

支援し、国際会議の形を取っている。参加者は

1000名 程 度 で あ っ た。 ま たVietnam Malaysia 

International Chemical Congress（VMICC, 開

催日2014年11月 7 - 9 日）はMICCに付随して開催

されるBilateral meetingである。こちらも日本化

学会の国際貢献の一環として、教育・研究面で進

展を遂げているマレーシアを拠点に、周辺途上国

のレベル向上を目的に、国際会議化と日本人研究

者の派遣を支援している。申請者は両会議におい

て招待講演を依頼された。 

【発表概要】

　“Functional Bottom-Up Metal Complex 

Nanosheets”のタイトルにて口頭発表を行った

（講演番号IABC 02およびIABC 13）。その概要は

以下の通りである。グラフェン・二硫化モリブデ

ンを筆頭とする二次元物質「ナノシート」が脚光を

浴びている。これらの原子層物質が注目を集める

理由として、特異・有益な物性を示し、次世代の

エレクトロニクス・オプトニクス・スピントロニ

クス材料として有望視される点が挙げられる。両

者ともに結晶性層状化合物を母体とし、その剥離

によって得られる「トップダウン型」ナノシートで

ある。一方、我々化学者は、有機分子および金属

原子・イオンから「ボトムアップ的」にナノシート

を組み上げる手法も手にしつつある。ここ10年間

にその報告例が増えてきたホットな研究対象であ

るが、有益な物性を実証した例さえ存在せず、応

用展開には全く至っていない。そこで金属錯体を

モチーフとした「ボトムアップ型」ナノシートを設

計・合成した。具体的には導電性を示し、単原子

層の状態では二次元トポロジカル絶縁体として機

能しうる「ジチオレン金属錯体ナノシート」、光電

変換特性を示す「ジピリン金属錯体ナノシート」で

ある。この 2 つについて、特に後者に力点を置い

て講演を行った。

【感想】

　特にマレーシアにおいて、グラフェンを始めと

する二次元物質に対する高い関心があり、国とし

てこの研究分野に力点を置こうとする意欲がある

ことが特に印象に残った、ベトナムにおいては、

今後研究・教育に注力していくという意志が感じ

られた。

【謝辞】

　本講演は吉田科学技術財団「国際研究集会派遣

研究者」制度による助成がなければ成し得なかっ

たものである。吉田科学技術財団関係各位に心か

らの感謝の意を表することで、本稿の結びとする。
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茂　木　雄　三
京都大学大学院薬学研究科　博士後期課程 3 年

＜研究分野＞有機合成化学、天然物の全合成

はじめに

　この度、私は吉田科学技術財団のご支援を賜

りまして、2014年12月14日から17日の 4 日間に渡

りシンガポール国立大学にて開催されました8th 

Singapore International Chemistry Conference 

2014（SICC-8）に参加し、研究発表を行いました。

SICCはシンガポール国立大学化学科が主催する

隔年開催の国際会議で、有機化学や無機化学、超

分子化学、生物有機化学、グリーンケミストリー

などの幅広い分野に関する最新の研究について議

論し、それにより化学の発展を促進することを目

的としています。今回、中村栄一教授やB. List教

授、A. H. Hoveyda教授等の世界的に著名な研究

者による6件の特別講演、16件の基調講演、135件

の招待講演と口頭発表、183件のポスター発表を

行いました。私も「Total Synthesis of Paesslerin 

A」という演題でこれまでの研究成果をポスター

にて発表致しました。

研究発表の内容

　Paesslerin Aは 抗 腫 瘍 活 性 を 示 す セ ス キ テ

ル ぺ ノ イ ド で あ り、 新 奇 なtricyclo[4.3.2.02,5]

undecane骨格を有することから合成化学上、興

味深い天然物です。所属研究室では、単純な

原料から多置換ビシクロ[4.2.0]オクタン骨格を

一挙に構築しうる触媒的多成分反応を開発し、

paesslerin Aの提出構造の合成を達成していま

す。しかし、合成品のNMRデータは天然物と一

致しませんでした。そこで、単離論文のNMRデー

タを詳細に解析した結果、真の構造は5-6-4員環

が折れ曲がって縮環したプロトイルダン型テルぺ

ノイドであると推定しました。我々はTf2NH触

媒を用いる多成分連続反応により予想構造の迅速

な骨格構築に成功しています。私は本反応および

ジアゾトシレートのC-H挿入反応を鍵工程として

予想構造の全合成を達成し、paesslerin Aの真の

構造を明らかとしました。

　Tf2NH触媒存在下、シクロペンテノンとシロ

キシジエンを反応させた後にワンポットでアクリ

ル酸メチルを加えると、5-6-4員環が折れ曲がっ

て縮環した三環性化合物を一挙に得ることができ

ます。この反応では、単一の触媒であるTf2NH

がDiels-Alder反応とシリルエノールエーテルの

異性化、[2 + 2]環化付加という反応機構の異なる

3 つの反応を促進し、非常に高度な分子変換を実

現しています。ここから予想構造へ導くにあたり、

6 員環上の不活性なC-H結合の官能基化が大きな

課題となりました。その際、分子内に存在する

5 員環ケトカルボニル基、 6 員環と 4 員環の核間

位にある第三級ヒドロキシ基、 4 員環カルボキシ

ル基を足掛かりにしたC-H官能基化を計画しまし

た。種々試行錯誤した結果、核間位ヒドロキシ基

にケイ素で繋がれたジアゾトシレートを配向基と

して導入し、触媒的C-H挿入反応を行うと、 4 員

環上にあるC-H結合を避けて、 6 員環上のC-H結

合を位置選択的に官能基化することに成功しまし
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た。さらに 6 工程を経て、予想構造の全合成を達

成しました。合成品のNMRデータが単離論文の

ものと一致したことから、予想構造がpaesslerin 

Aの真の構造であることを明らかとしました。

会議の模様

　本会議はシンガポール国立大学内のStephen 

Riady Centreにて行われ、アジアを中心に世界

各国から300人以上の研究者による活発な討論が

行われました。ポスター発表は 2 日間に分かれ

て行われ、各 1 時間という短い時間でしたが、多

くの研究者と議論や意見交換をすることができま

した。特に同世代の学生との議論はとても刺激

になりました。 3 日目の夜には市内中心部にある

オーチャードホテルでバンケットが開かれ、同席

になった日本の大学院生 3 人とシンガポール国立

大学の大学院生 6 人で楽しく食事をしながら、お

互いの文化や食べ物などの話題で盛り上がりまし

た。その際、 8 名に送られるポスター賞の表彰が

あり、幸運なことに私もその一人に選ばれました。

自分の研究が海外で評価されたことを大変嬉しく

思いました。

感想など

　冬の日本から最高気温が30度を超えるシンガ

ポールに着いた時はかなりの蒸し暑さを感じまし

た。しかし、近未来的な街、多くの民族やその文

化を肌で感じることができました。マリーナベイ

で行われた光と音のショーには圧倒され、学会後

に毎晩足を運んでしまうほど魅力的なショーでし

た。

謝辞

　今回、初めて海外での国際会議で研究成果を発

表することができ、私のような大学院生にとって

大変貴重な経験となりました。特に同世代の海外

の学生との交流は刺激的でした。シンガポールで

の有意義な経験は今後の研究生活に大いに役立つ

と確信しています。最後になりましたが、このよ

うな素晴らしい機会を与えて下さいました貴財団

に心より厚く御礼申し上げます。

鈴　木　一　平
東京工業大学　大学院総合理工学研究科材料物理科学専攻　博士後期課程

＜研究分野＞強磁性薄膜の磁気状態制御

　　　　　　特に強磁性体/強誘電体ヘテロ構造やスピン注入を利用した強磁

性薄膜の磁気特性制御に関する研究

　この度、吉田科学技術財団の国際研究集会派

遣研究者として助成を賜り、2014年11月 3 日～

7 日に開催された 59th  Annual  Magnetism  & 

Magnetic Materials Conference （MMM2014）に

参加し、研究成果を発表する機会を頂いた。本国

際会議は、毎年米国にて開催されている磁性と磁

性材料に関する世界最大規模の国際会議の一つで

あり、世界中から1500人以上の研究者、技術者が

参加し、磁気記録材料から生体磁気など、広く磁

性化学・物理及び磁性材料に関する最新の研究成

果について発表・議論されることで知られている。

今回の開催地はアメリカ合衆国ハワイ州ホノルル
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市である。滞在中の気温が20 ～ 27度程度と、秋

も深まり肌寒くなってきた日本に比べ、暖かく過

ごしやすかった。会場となったHilton Hawaiian 

Village Waikiki Beach Resortには 9 つの口頭発

表会場と 2 つのポスター発表会場が設置され、活

気ある議論が行われていた。中でもスピントルク

や磁気特性の電界制御など、低消費磁気デバイス

への応用が期待され近年盛んに研究されている分

野の発表は、特に盛況だったように感じた。

　私は磁性多層膜に関するMultilayers and Thin 

FilmsⅢ と い う セ ッ シ ョ ン で、 “Temperature 

control lable  exchange bias  in  Fe/FeRh 

heterostructures”と題した研究成果を発表した。

具体的には反強磁性-強磁性転移という特異な磁

気特性を有するFeRh規則合金と、強磁性Fe薄膜

との 2 層交換結合構造に着眼し研究を行ってい

る。FeRh規則合金は室温で反強磁性状態を示し、

温度を約100℃上昇させることで強磁性状態に転

移する特殊な磁気特性を示す物質として知られ、

基礎物性研究のみならずマルチフェロイック材料

等の応用の観点からも最近注目されている。その

磁気構造の観点から反強磁性状態において（001）

面で反強磁性配列、（111）面で強磁性配列をそれ

ぞれ示す。そのため、FeRhの（111）配向した薄膜

成長が可能となれば、FeRh/強磁性薄膜接合界面

において、exchange bias 効果を有する 2 層交換

結合構造を実現することが可能となる。FeRhと

強磁性体との 2 層交換結合構造に関しては、数件

の研究がこれまでに報告されているがいずれの場

合も、exchange bias効果が期待されない（001）配

向したFeRh薄膜との接合に関する研究であった。

今回、私は、（111）配向および（001）配向したエ

ピタキシャル構造の双方に対してexchange bias

効果を系統的に調査し、（111）配向した 2 層交換

結合構造において顕著なexchange bias効果が発

現することを初めて実証した。さらに温度によ

りFeRhの磁気転移を制御することで、exchange 

bias効果の有無の切り替えが可能であることま

でを実証した。これらの成果は、温度可変な

exchange bias機能を搭載した新規磁気デバイス

創製への途を拓くと期待している。

　日本では、私が着目しているFeRh規則合金に

関する研究をしているグループは少ないが、今回

イギリスやアメリカの研究グループの方が発表を

聞きに来て下さり、意見交換を行えたことが有意

義であった。本研究だけに限らず、いくつか研究

におけるアドバイスも頂け今後の研究に役立てて

いければと思う。また、会議に参加していた同年

代の学生と研究や将来の夢などについて話すこと

ができ、大変刺激を受けた。それと同時に円滑な

コミュニケーションをする上で英語力の不十分さ

を改めて感じ、更なる努力が必要であると考えさ

せられた。

　

　最後に、本国際会議の参加に当たり、多大なご

支援を頂きました貴財団に深く感謝致します。
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プリヤンク モハン
北陸先端科学技術大学院大学　マテリアルサイエンス研究科　博士課程3年

＜研究分野＞磁性とプラズモン散乱特性を兼ね備えたFePtAuやCoPtAuなど

の三元系合金ナノ粒子の合成とバイオ医療分野での応用（磁気

分離、バイオイメージング、磁気送達など）に関する研究

　貴財団の国際研究集会派遣研究者の助成を受け

て、2014年11月30日から12月 5 日の期間米国ボス

トン市で開催された2014 MRS Fall Meetingに参

加してきたので、報告する。

　MRS Meetingは、材料科学分野における世界

最大の国際会議であり、毎年春と秋の 2 回米国で

開催されている。春（Spring Meeting）は西海岸

のサンフランシスコ、秋（Fall Meeting）は東海岸

のボストンで行われる。会議の目的は、材料科学

分野での最先端の研究成果に関する情報交換であ

り、バイオマテリアル、高分子、ナノ材料、結晶、

有機低分子など、ありとあらゆる材料に関する研

究発表が行われる。2014 MRS Fall Meetingでは、

6300以上の研究発表（3300の口頭発表と3000のポ

スター発表）があった。

　 最 近 我 々 は、FePtやCoPtな ど の 強 磁 性 体 の

ナノ粒子に、プラズモン材料であるAuを混ぜた

FePtAuあるいはCoPtAuなどの三元系合金ナノ

粒子を合成することに成功した。これらの合金ナ

ノ粒子は、優れた磁気特性とプラズモン散乱特性

を同時に持ち、優れた多機能ナノ粒子としてバイ

オ医療分野での様々な応用が期待できる。本研究

では、FePtやCoPtなどの元素とAuを合金化した

際にAuのプラズモン散乱特性に与える減衰効果

や、AuがFeやCoの磁気特性に与える影響につい

て詳細な基礎的な検討を行った。その研究成果に

ついて、“FePtAu Ternary Alloy Nanoparticles 

w i t h  B o t h  M a g n e t i c  a n d  P l a s m o n i c 

Properties as Novel Bioprobes”と い う 題 目 で

“Semiconductor Nanocrystals, Plasmonic Metal 

Nanoparticles, and Metal-Hybrid Structure”シ

ンポジウムに於いてポスター発表を行った。ま

た、関連の研究成果について“Study of FePtAu 

Ternary Alloy Nanoparticles as a Functional 

Magneto-Plasmonic Hybrid System”と い う 題

目 で、“Medical Applications of Noble Metal 

Nanoparticles”シンポジウムでのポスター発表

も行った。前者のポスター発表はBest Poster 

Awardにノミネートされたものの惜しくも受賞

は逃した。

　2014 MRS Fall Meetingに参加し研究成果を発

表できたことは私の博士課程の研究経験として大

変有意義なものであり、世界各国の多くの研究者
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や学生達とディスカッションする機会を持てたこ

とで様々な新しいアイデアが浮かぶきっかけにな

り、また刺激を受けたことでモチベーションの向

上にも繋がった。

　ご支援いただきました吉田科学技術財団に心よ

り感謝申し上げます。

榊　原　圭　太
京都大学　化学研究所・助教　農学博士

＜研究分野＞高分子化学・セルロース化学

　　　　　　精密重合法に立脚した高分子材料設計、 特にセルロース系新規

機能材料の開発

研究集会名：第249回アメリカ化学会年次大会

開　催　地：アメリカ合衆国　コロラド州　デン

　　　　　　バー市

開 催 期 間：2015.3.22-2015. 3.26

発 表 題 目：Synthesis of Cellulosic Bottlebrushes

　　　　　　with  Regioselectively  Substituted 

　　　　　　Side   Chains   and   Their   Self-

　　　　　　Assembly

　今回、吉田科学技術財団のご援助を賜り、平

成27年 3 月22-26日 の 日 程 で 米 国 コ ロ ラ ド 州 デ

ンバーにて開催された第249回アメリカ化学会

（ACS）春季大会に出席し、研究発表を行いまし

たので報告いたします。

　アメリカ化学会春季大会はダウンタウン内にあ

るコンベンション・センターで行われました。デ

ンバーはコロラド州の州都であり、ロッキー山脈

の西部に位置する大都市です。参加人数１万人

を超えるACS春季大会の開催だけあって、町の

通りの至る所に大会の標旗が掲げられました。化

学分野における世界最大の学会であり、32部門の

学術領域に分かれていますが、筆者はCellulose 

and Renewable Materials Division （セルロース

と再生可能資源部会）に参加し、講演を行いまし

た。この部会は、セルロースやバイオマスに関す

る化学を扱う研究者が年に一度集まる唯一の国際

会議であり、セルロースの発見者であるフランス

の植物学者Anselme Payenの偉業を讃え、1962年

からセルロースとその関連物質の研究分野の発展

に貢献した研究者に贈られるAnselme Payen（A. 

P.）賞とそれを祝したA.P.シンポジウムの開催が

知られております。今回のA. P.賞はオーストリ

ア・BOKU 大学（Universiẗat f̈ur Bodenkultur 

Wien; 英語名はUniversity of Natural Resources 

and Life Sciences Vienna）のThomas Rosenau

教授に授与されました。この度、A.P.シンポジウ

ムオーガナイザーのPotthast教授（BOKU大学）

からinvitation letterを頂いたこともあり、本学

会への参加を決めました。なお、筆者はRosenau

先生の研究室で 1 年間博士研究員を務めていた経

験があり（2009年 4 月-2010年 3 月）、先生の受賞

を祝う絶好の機会となりました。

　A.P.シンポジウムでは、筆者は“Synthesis of 

cellulosic bottlebrushes with regioselectively 

substituted side chains and their self-assembly

（位置選択的に高分子鎖が導入されたセルロース

系ボトルブラシの合成と自己組織化）”というタイ

トルで発表を行いました。セルロースは、無水グ
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信　川　亜衣子
東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻　竹内研究室

＜研究分野＞MEMSやマイクロ流体デバイス技術を駆使して、DNAやタンパ

ク質、 脂質、 細胞などの生体材料をデバイス中に適切に組み込

み、生体情報や環境情報を計測する新規手法の環境センシング、

マイクロチップ上の人工脂質二重膜に埋め込んだ膜タンパク質

を利用したセンサ

ルコース単位がβ（1→4）結合をした一次構造を

持つ世界最大の有機高分子です。その特徴として、

主鎖が半屈曲性であること、キラリティを有して

いること、そして、 3 つの異なる環境の水酸基を

2 、3 、6 位に有することが挙げられます。一方、

高密度に側鎖が導入された櫛型共重合体はボトル

ブラシと呼ばれ、側鎖の排除体積効果により主鎖

が伸長したシリンダー型の二次構造を形成しま

す。近年、異種のグラフト側鎖を導入したヤヌス

型ボトルブラシが形成するメゾスコピックな高次

構造に注目が集まっています。筆者らは、半剛直

性とキラリティを有するセルロースを基材（主鎖）

としたヤヌス型ボトルブラシの合成に初めて成功

しました。本ポリマーは、①多糖主鎖の１次元連

結性と②側鎖の集積化による 2 つの階層が制御

された系と見なすことができるため、この究極の

ボトルブラシ構造をビルディングブロックとした

新規メソ構造の開拓が期待されます。本発表では、

ポリエチレングリコール鎖とポリスチレン鎖が位

置選択的に導入された新規セルロース系ボトルブ

ラシの合成とその高次構造形成について発表を行

いました。体積が大きな高分子鎖を、高位置選択

的かつ高密度に、セルロースの水酸基に導入する

という難度の高い合成を実現したことから、質疑

応答では合成や評価方法に関して多くの示唆に富

むコメントを頂きました。Rosenau教授とは、よ

り具体的に研究についてディスカッションすると

共に、共同研究に関する打ち合わせも行うことが

できました。頂いたコメントを今後の研究に大い

に役立てようと思います。

　本学会では、筆者の専門とする高分子化学や高

分子材料など、数多くの興味深い発表を聴け、質

疑応答やその後のフリーディスカッションでは有

意義な意見交換をすることができました。また、

筆者の卒業研究室の先輩で、現在は米国国立再生

可能エネルギー研究所に所属される片平博士と10

年振りに再会しました。滞在中にはデンバー市街

をいろいろと案内していただき、たわいもない昔

話から真剣な研究まで、様々な話題で盛り上がる

ことができました。

　最後になりますが、本国際学会参加に際して派

遣助成を下さいました吉田科学技術財団に、心よ

り御礼申し上げます。

【はじめに】

　この度は、吉田科学技術財団より国際研究集

会派遣研究者として助成を賜り、2015年 1 月18日

～ 1 月22日にポルトガルのエストリルで開催さ

れた「the 28th IEEE International Conference on 

Micro Electro Mechanical Systems (MEMS2015)」

に参加し、「Electrical Detection of Pesticide 

Vapors by Biological Nanopores with DNA 
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Aptamer」という題目でポスター発表を行い、 関

連分野の最新動向について触れられる貴重な機会

を与えて頂きました。

【会議の模様】

　本会議はInstitute of Electrical and Electronics 

Engineers (IEEE)が年に一度主催する会議であ

り、機械、電気、情報、生物、化学、材料などの

幅広い分野とマイクロ・ナノデバイス技術を融合

したデバイスやシステムを創出する研究分野が取

り扱われるマイクロ・ナノデバイス技術に関する

学会の中では最も権威のある国際学会となってい

ます。 本年度の会議には719件の応募があり、 そ

の中から65件が口頭発表に、230件がポスター発表

に選ばれました。世界各国から参加者が集い活気

ある議論が行われていました。さらに、レセプショ

ンパーティーやバンケットなどを通して、参加者

間の交流を深める会も開かれ、普段の研究生活で

は出会えないような多くの方々と交流することが

出来ました。

【研究発表の内容】

　私は、人工脂質二重膜に導入されたナノポアと

DNAアプタマーを用いた気体検知方法について

ポスター発表を行いました。私たちは大気の揮発

性物質を匂いとして検知しています。匂いは、私

たちにとって周囲の環境や状況を提供するだけで

なく、私たちの心身に影響を及ぼします。このよ

うに匂いは、私たちの生活に密に関係している

が、匂いの感受性には個人差があるため、匂いを

客観的にその場で感度良く計測する技術が求めら

れている。そこで、我々は、人工脂質二重膜に導

入されたナノポア(1.5 nm径の貫通孔をつくる膜

タンパク質)とDNAアプタマーの 2 つの生体分子

を利用して、高感度にその場で測定できるような

気体検知方法を目的に研究を行っています。気体

検知の原理は次の通りです。脂質二重膜に対して

定電圧を印加すると、ナノポアを通過するイオン

電流が検出されます。標的の気体分子存在下では、

DNAアプタマーと液中に溶解した気体分子がナ

ノポアより大きな複合体を特異的に形成します。

この複合体がナノポアを塞ぐことによってイオン

電流の急峻な低下が起こり、気体分子が検知でき

ます。 今回の発表では、 オメトエート(揮発性有

機リン酸系農薬)を気体分子の代表例として用い、

DNAアプタマーが単体ではナノポアを通過し、

複合体ではナノポアを塞ぐように設計したDNA

アプタマーがオメトエート存在下で複合体を形成

し、ナノポアを塞ぎイオン電流の低下を生じるか

を検証し、実際に一度揮発させたオメトエート分

子を検知出来たことを報告しました。

【その他の感想】

　会場のあったエストリルは、ポルトガルの首都

であるリスボンから電車で30分程の距離にあり、

海が見える綺麗な場所でした。開催期間は天候に

恵まれないこともありましたが、会場内で振る舞

われる食事や交流会が楽しく、退屈することもあ

りませんでした。会議の最終日には、快晴で地中

海らしく、鮮やかな地中海を望むことが出来まし

た。ポルトガルの本場のエッグタルトをたべるこ

とが出来、会議ともにとても満足な出張となりま

した。



－28－ －29－

佐　藤　一　洋
豊橋技術科学大学大学院工学研究科　機械工学専攻　博士前期課程 2 年

＜研究分野＞燃焼工学、流体力学、伝熱工学

研究集会名：The 9th Mediterranean Combustion

　　　　　　Symposium（MCS9）

開　催　地：ギリシャ　ロドス島

開 催 期 間：平成27年 6 月 7 日～ 6 月11日

　この度、吉田科学技術財団からのご支援を

賜り、ギリシャのロドス島にて開催されたThe 

9th Mediterranean Combustion Symposium

（MCS9）に参加させていただきました。MCSは

1999年の初回から今回で第 9 回を数え、およそ 2

年に 1 度、地中海周辺の景勝地で開催されていま

す。今回の開催地であるロドス島はギリシャ南東

部に位置しており、エーゲ海に浮かぶビーチリ

ゾートとして人気のある土地です。乱流燃焼や噴

霧燃焼、火災など10のセッションが設けられてお

り、毎回活発な議論が交わされてきました。世界

的にも著名な研究者を招いて特別講演も行なわ

れており、最新の情報を得る貴重な場となってい

ます。今回のMCS9では、170の口頭発表と16のポ

スター発表、 6 つの特別講演がなされました。近

年は地中海周辺のヨーロッパ諸国からだけでなく、

世界各国から多くの燃焼研究者が参加しており、

より国際色豊かなシンポジウムとなっています。

　このMCS9において、私は初日にエンジン・

ガスタービンセッションにて口頭発表を行いま

し た。題 目 は  “Numerical analysis of confined 

hydrogen jet flame as a coupled heat transfer 

problem between reacting flow and solid wall” 

です。本研究はロケットエンジンの冷却装置に関

するもので、エンジンの最適設計や安全性に関連

する非常に重要なテーマです。ロケットエンジン

における推進剤の燃焼温度は3000Kを超えるため

冷却装置の設計は緻密に行う必要があります。一

般的な液体ロケットにおいては、高圧で圧縮した

液体状態の酸化剤や燃料を燃焼室外周に設けた流

路に流し、燃焼室壁を保護する方法が採用されて

います。そのような実機の開発にあたって燃焼室

壁面の温度分布などを把握することが必要です

が、ロケットエンジンの実機実験は危険を伴い、

コストも掛かるためコンピュータによる数値シ

ミュレーションが有力な設計ツールとなります。

しかしながら、ロケットエンジン内部における流

れは激しい乱れを含んでいる上に、燃焼や伝熱と

いった物理現象は超臨界状態で生じているため、

非常に複雑で精密にシミュレーションすることは

困難を極めます。近年、計算機の性能向上に伴っ

てDirect Numerical Simulation （DNS）を行うこ

ともできるようになってきており、これによって

詳細な物理現象の解明が期待されていますが、実

機の開発においてDNSを適用するには、計算負

荷の問題から未だ現実的ではありません。そこで、

私たちは計算負荷が低い手法によって壁面熱流束

分布を高精度に予測することを目的として数値シ

ミュレーション技術の開発に取り組んでいます。

具体的にはRANS （Reynolds-Averaged Navier-

Storks）シミュレーションにk-ε2方程式モデルを
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組み合わせた計算を行っています。従来の方法で

は壁面の温度分布を境界条件として用いており、

解析が実験に依存してしまうことが問題でした。

そこで、今回提案した新手法では、燃焼室内部の

反応流だけでなく固体壁内部の熱伝導も併せて解

き、両者の境界で熱バランスを取ることで解析の

実験依存性を排除しました。オープンソースの流

体解析ツールボックスOpenFOAMをベースに改

良を加え、上述した解析が可能な新しいソルバを

開発しました。

　今回の発表では、新しいソルバについて解析結

果と実験データとを比較することによって検証し

た結果を示しました。検証の結果、新しいソルバ

の壁面熱流束予測精度は従来のものより格段に高

いということが分かりました。したがって、燃焼

室壁面熱流束の高精度予測のためには、燃焼室内

部の流れと固体壁内部の熱伝導を連成して解く必

要があると言えます。今後、解析結果をさらに深

く分析し、より高精度な予測ができるソルバを開

発していくとともに、壁面熱流束を支配するパラ

メータを解明していきたいと考えています。

　海外の学会参加は今回が初めてでしたので、緊

張と不安の入り混じった心境で日本を発ちまし

た。英語でのコミュニケーションはあまり得意で

はないので発表ではかなり緊張しましたが、ドイ

ツで同様の研究をされている方から質問をいただ

き、乱流モデルの選定について貴重なご意見をい

ただきました。また、現地では周りの研究者の方

たちはポスドクやドクターの方が大半であり、修

士の間にこのような学会に参加できたことはとて

も貴重な機会だったということを再認識しました。

　最後に、このような素晴らしい機会を与えてい

ただいた吉田科学技術財団に深い感謝の意を表す

るとともに、貴財団のますますご発展をお祈り申

し上げます。

宇　都　卓　也
宮崎大学工学部環境応用化学科　日本学術振興会特別研究員（PD）　工学博士

＜研究分野＞計算化学により、 主にセルロースやキチン等の構造多糖の結晶

構造特性解析や新規ナノ材料の提案、 併せて、 多糖の生合成や

分解に関わるタンパク質との複合体挙動のシミュレーションを

実施しており、構造生物学的な研究を展開している。

　2015年 3 月22日から26日までの期間、米国コ

ロラド州デンバーにおいて開催された249th ACS 

National Meeting & Exposition （第249回 アメリ

カ化学会春季年次大会）に貴財団の支援を賜り、

参加させて頂きました。会議日程の前半では、

セルロース科学分野において、一般ポスターと

“The Application of Computational Chemistry 

to Biomass Chemistry and Utilization”のプログ

ラムが組まれ、近年においては久しぶりのセル

ロース科学分野における計算化学を主体とした

セッションに参加しました。以下の研究発表は 

2014年 7 月にThe Journal of Physical Chemistry 

B（ACS publications）に掲載した内容を中心に発

表しました。

【研究発表の内容】

　木質材料の階層構造において、多糖であるセル

ロースは天然状態でほぼ単結晶状態に相当する高

結晶性繊維として生産され、エネルギー変換のみ
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ならず、潜在的に高機能性材料（軽量・高強度、

低熱膨張のため高寸法安定性）としての可能性を

持ち、ナノファイバーとしての利用形態が模索さ

れています。応用面においても、セルロースを１

本だけの分子鎖として捉えるだけでなく、集合し

た高次構造の視点でセルロースを理解する必要が

あり、セルロースの高次構造形成やその制御に関

わる知見は重要です。セルロース結晶は天然型を

起点として、分子鎖の配置と配向が異なるいくつ

かの結晶形へ転移します。

　本研究では、セルロース分子鎖が水素結合に

よって連結された分子鎖シートに着目しました。

天然Ⅰ型結晶は分子鎖シートの積層構造であるこ

とが知られていますが、他結晶形も含めて、結晶

構造を新たな視点（分子鎖シート）で特徴付けるこ

とが出来ないかを検討しました。そこで、セル

ロースⅠα・Ⅰβ・Ⅱ・ⅢⅠ型結晶構造から取り

出した様々な孤立分子鎖シートモデルに対して、

DFT構造最適化計算により、立体構造安定性を

評価してみました。構造最適化計算とは、分子立

体構造をポテンシャルエネルギー曲面の谷へ向か

う方向に変化させていく計算となります。この計

算の狙いは、結晶環境中にない、孤立状態となっ

た分子鎖シートの立体構造安定性を評価し、その

結果から、結晶構造特性を考察することです。

　セルロースⅠα型およびⅠβ型の分子鎖シート

は最適化計算の結果、実際の溶媒和セルロースで

観察されるような右巻きのねじれ変形を示し、両

方とも、類似した最適化構造を与えました。さ

て、工業的にも興味深いⅡ型結晶構造について

は、 3 種類の結晶面に由来する分子鎖シートを対

象としましたが、分子鎖が平行に配置した（010）

面と（020）面に由来する孤立分子鎖シートは互い

に反対方向にねじれ変形しました（前者が右巻き、

後者が左巻き）。このことから、結晶構造中では、

隣接分子鎖シートがそれぞれ反対方向にねじれ変

形しようとするストレスを内在していることが示

唆されました。一方、分子鎖が逆平行にパッキン

グしている（110）面由来シートは初期構造を大き

く崩してしまいました。セルロースⅢⅠ型の結晶

構造を構成する2種の分子鎖シートの場合、（1-10）

分子鎖シートはほぼ初期構造を維持した状態で

最適化されたのに対し、（100）分子鎖シートでは

シート構造が自発的に巻き始め、最終的にチュー

ブ形態となりました。最初は、驚きと偶然の結果

かもしれないという心配で、様々なサイズやより

高精度の計算を試しましたところ、やはり同様の

チューブ構造となりました。更に、得られた対称

性からサイズの大きなモデル（グルコース80残基

×16分子鎖）を構築し、非極性溶媒環境中での分

子動力学計算により、疎水性表面を持つ新規ナノ

構造体形成の可能性を見出したところです。

【本会議の模様と感想】

　前半では、セルロース科学分野のセッションに

参加し、クリティカルな議論が何度もあり、生合

成から結晶構造特性、応用面に向けた展開など、

様々な階層でのセルロース形態について焦点が当

てられ、多面的な視点での理解が目指されている

ことを肌で感じ、とても刺激になりました。後半

では、計算化学分野でのセッションを 2 日かけて

聴講し、多くの情報を収集しました。途中、私が

これまでずっと使用してきた分子動力学計算プロ

グラムAMBERの開発者であるD. A. Case教授の

受賞講演プログラム（ACS award）があり、Case

教授を含め、開発に携わった研究者の講演を多く

聴くことも出来、計算化学のこれまでとこれから

について極めて重要な情報を得ることが出来まし

た。最後になりましたが、本会議への参加をご支

援下さいました公益財団法人吉田科学技術財団に

心より感謝致します。
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平成25年度海外研究派遣研究者報告書

伊　藤　冬　樹
所属機関：信州大学学術研究院教育学系・准教授　理学博士

研究機関：Ecole Normale Superieure de Cachan

出張期間：平成26年 5 月 9 日－平成26年10月31日

研究分野：光化学・有機物理化学

　　　　　光機能性分子の設計と時間分解分光を利用した励起状態ダイナミクス

　　　　　蛍光スペクトル変化をプローブとした分子集合化過程の研究

　　　　　蛍光性メカノクロミック分子の熱戻り反応過程の熱力学的研究

　この度、貴財団の海外研究派遣研究者助成を賜

り、2014年 5 月から10月までの 6 ヶ月間、フランス 

カシャン高等師範学校（Ecole Normale Superieure

（ENS） de Cachan）PPSM研究室（中谷圭太郎教

授）にて研究に従事することができた。研究目的

は（1）光機能性有機ナノ結晶材料に関する研究、

（2）有機分子集合化初期過程に関するナノ構造観

測、また（3）高等師範教育と化学の専門研究との

関係および教員資格認定試験の実態把握であり、

一定の成果と今後の新たな展開を開拓することが

できた。

　

研究経過

　渡航前は、PPSM研究室で進めている研究課題

に従事することを想定していた。しかし、渡航

後の研究紹介および討議において、我々の研究

室で有機分子集合化初期過程の研究と並行して進

めている「蛍光性メカノクロミズム」に関する研究

に興味が寄せられたことから、両方の研究課題で

対象としているアボベンゾンフッ化ホウ素錯体

（BF2AVB）に関する研究を多面的に進めた。

　まず、蛍光寿命顕微鏡（FLIM）を使った結晶の

蛍光寿命イメージングの実験を行った。FLIM

はバイオイメージングの分野では広く使われて

いる手法であるにもかかわらず、有機結晶に対

する報告はわずかである。BF2AVBには3種類の

多形が存在し、その蛍光特性は異なる。そこで、

BF2AVB結晶ならびに凝集体のFILM測定を行っ

た。同一分子でありながらその集合形態の相違に

よって、蛍光寿命が劇的に変化することが明らか

となった。また、凝集体中に存在する複数の発光

種を明確に帰属できた。

　次に、液中レーザーアブレーションによる

BF2AVBナノ粒子作製をおこなった。微結晶から

ナノ結晶へとサイズ変化することによる蛍光特性

の変化をレーザーショット数の関数として評価し

た。まず、水を溶媒として実験したところ、コロ

イド状の分散液の形成は確認されたにもかかわら

ず、光照射による副反応が生じてしまった。これ

は、長時間のレーザー照射に起因すると考えられ

る。そこで、界面活性剤を少量添加した実験を行っ

た。界面活性剤としては、アニオン性のSDS、カ

チ オ ン 性 のDTABと 中 性 のTriton-Xを 用 い た。

40分のレーザー照射後に得られた分散液を動的光

散乱測定により粒径を評価した。いずれの界面活

性剤においても、100から200 nmの粒径を有する
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ナノ粒子を得た。興味深いことに、得られたナノ

粒子の吸収・蛍光スペクトルは、用いた界面活性

剤の種類に依存して大きく変化した。現段階では、

BF2AVBの多形に起因した吸収および蛍光特性の

相違であると考えている。これは、界面活性剤の

種類によってレーザーアブレーションによって粉

砕された分子の結晶形成過程が異なるということ

を暗示している。これらの原因については今後よ

り詳細に検討する必要がある。この研究は、結晶

成長過程に対する研究のみならず、蛍光性メカ

ノクロミズムの機構解明の一端として展開する予

定である。特に、力学的作用と分子集合サイズと

の関係を明らかにすることを目的として、PPSM

研究室の博士課程に進学した学生を含めて研究を

拡大していく。また、滞在時に元PPSM研究室で

PDとして従事していた日本人研究者と共同研究

する機会を得た。我々の進めている分子集合化過

程に関する研究を多角的に遂行することを計画し

ている。

　一方、教員養成学部におけるフランス高等師範

教育の実態調査も行った。化学の専門研究のみな

らず師範教育の実態調査に基づき、日本の化学教

育へのフィードバックを検討する契機が得られ

た。

生活

　今回の渡航では、申請者の家族が同行した。研

究以外の面でもフランスの文化や風土、海外生活

をすることの楽しさと困難さを実感することがで

きた。フランスの研究者ビザは1年間の滞在許可

として提供されるが、それのみでは 3 ヶ月間しか

有効でなく、観光として許可される期間と同じ

である。そこで、フランス移民局（OFII、Office 

Français de l'Immigration et de l'Intégration）で

の滞在延長許可（子どもは父と同時許可になる）

を 3 ヶ月以内に得る必要があった。またその後、

妻の滞在延長許可を県庁で行う必要があった。

OFIIでは健康診断が義務付けられており、検査

で問題がないことが滞在可能な必要条件となる。

胸部X線撮影で（なぜか）影が観測され、許可を得

ることができない状況になった。結局保健所、病

院でのMRI診断などを行い問題無いことがわか

り、期限ぎりぎりで滞在延長許可を得た。その後

の妻の延長申請の際に在日フランス大使館と県庁

との見解の違いにより手続きに支障をきたし、期

限が切れてしまう事態になるところであった。こ

れはENSの国際担当の方に折衝いただき無事許

可された。その後は、大きな問題もなくフランス

生活を楽しむことができた。

　最後に、貴財団からご支援賜りましたこと心よ

り感謝申し上げます。
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木　山　正　啓
所属機関：電気通信大学大学院　情報理工学研究科　先進理工学専攻 博士後

期課程２年

研究機関：Bioengineering, University of California, Berkeley

出張期間：平成26年 9 月 7 日～ 10月31日

研究分野：ホタル生物発光をモデルとした、発光イメージング材料の開発と応用

　2014年 9 月 7 日から10月31日までのおよそ 2 ヶ

月弱、アメリカ合衆国カリフォルニア州のカリ

フォルニア州立大学バークレー校（University of 

California / UC, Berkeley）のGerard Marriott先

生の研究グループで海外研修を行いました。

　UC Berkeleyは、カリフォルニア州立大学の中

で最も古い大学であり、ノーベル賞受賞者を多数

排出、また教授陣として抱え、世界大学ランキ

ングでも常に上位に位置するなど、研究、教育の

場として国際的に評価が高い大学です。サンフ

ランシスコの東、バークレー市の丘陵に位置し、

Stanford大学と共にこの地域を代表する大学の

１つに数えられています。

　今回研修を行ったGerard研究グループでは、

生物化学工学、生物物理学、ケミカルバイオロジー

を用いて、細胞分化や幹細胞などの複雑な生体シ

ステムを分子レベルで解明するためのツール開発

を主に行っています。現在では、2014年度ノーベ

ル化学賞を受賞した、超解像度顕微鏡に用いられ

るOff-On型蛍光色素材料の開発を中心に研究し

ています。

　私がGerard先生のもとで行った研究は、ホタ

ル生物発光を用いたOff-ON型生体標識材料の合

成です。

　ホタル生物発光系は、発光基質ルシフェリンが

酸素、ATP、Mg2+存在下で酵素ルシフェラーゼ

の作用により非常に高い発光効率を示すことが知

られています（量子収率：約40％）。また自発光で

あることから、バックグラウンド蛍光が存在する

蛍光色素などに比べ、原理的にＳ／Ｎ比が極めて

高いという特徴があります。そのため、マウスや

ラット等を用いたin vivoイメージングで一般的に

広く利用されています。

　私の日本での研究室では、発光基質ルシフェリ

ンの構造を変化させることによって、多色で発光

するルシフェリン類縁体を合成してきました。そ

の中でも、近赤外領域で発光するルシフェリン類

縁体は、生体光透過性が非常に高く、in vivoイメー

ジングに最適です。実際にマウスを用いた実験で

も、既存の天然ホタルルシフェリンに比べ10倍以

上の高感度で検出することを確認しています。

　研修先で行った実験は、この近赤外発光ルシ

フェリンに発光能を消失させる官能基を導入し、

それを酵素等で選択的に切断しルシフェリンを遊

離させ発光能を回復する「Off-ON型生体標識材

料」の合成です。既存の天然ホタルルシフェリン

では、すでに数種類合成例がありますが、近赤外

発光ルシフェリンでは合成例はなく、in vivoイ

メージングで使用できれば強力なライフサイエン

スのリサーチツールになる可能性があります。

　今回はモデルとして、コリンを近赤外発光ルシ

フェリンのカルボン酸部位に導入しました。これ

は、コリンエステラーゼによりコリンを切断、近

赤外発光ルシフェリンを遊離することができま

す。合成はうまくいきましたが、コリネステラー

ゼ酵素が研究室に届く前に帰国することとなって
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江　原　祥　隆
所属機関：東京工業大学　総合理工学研究科　物質科学創造専攻　博士後期課

程３年

研究機関：Ceramics group, Material Science, Technische Universiẗat 

　　　　　Darmstadt.

出張期間：平成26年 5 月 1 日～平成27年 4 月30日

研究分野：無機材料、セラミックス、材料科学、特に圧電材料の作製とその電気

特性の解析

しまったため、実際に機能するかどうかは確かめ

ることができませんでした。帰国後、材料を日本

で合成し、実際に遊離し発光するか確認する予定

です。また、実際にin vivo環境下で使用可能であ

るかも、Gerard研究グループに合成したサンプ

ルを送って調べることになっています。

　私が留学した期間は非常に短いものでしたが、

Gerard先生のもとで実験とディスカッションを

通し、現地の研究者と触れ合い、新しい視点を養

うことができました。また、英語によりコミュニ

ケーションは私にとって最後まで大きなハードル

でしたが、臆することなく話しかけ、少しは研究

のディスカッションができるようになったのでは

ないかと思います。

　また、留学前もGerard先生との受入および研

究についてメールでの打ち合わせや、VISA発行

までのやり取りなど、初めてで戸惑うことが多

かったです。特にVISAの発行はUCの Berkeley

での制度が大きく変わったため、書類のやり取り

に非常に手間がかかってしまい、留学時期を 2 度

延期したりもしました。留学のために10ヶ月以上

前から準備したにもかかわらず、UCの学期始ま

りと重なってしまったのも相まって、宿泊場所が

直前（ 2 週間前）まで決まらないなど、かなり大変

な思いをしました。なかなか貴重な体験ができた

と思います。

　最後に、昨今の円安という為替状況により数年

前より海外研修に係る経済的負担が増大しました

が、今回の助成により経済的負担が軽減され、安

心して研修に励むことができました。今回の支援

に対し、吉田科学技術財団に感謝申し上げます。

[研究活動]

　貴財団による海外研究派遣研究者助成の支援の

もと、2014年 5 月１日から現在までドイツのダル

ムシュタット工科大学のProf. Dr. J̈urgen R̈odel

先生のグループにおいて研究活動を行っており

ます。また現在、ドイツの国内のAlexander von 

Humboldt財団の支援の元、さらに数年本グルー

プで研究活動を行う予定であります。従って本報

告では現在までの研究経過状況を報告させていた

だきます。

　圧電体材料には、現在鉛を含むセラミックスが

最も広く使用されており、アクチュエータや各種

センサー等幅広く日常生活の中で使用されていま

す。しかしながら鉛は人体への蓄毒性があるため

に、ヨーロッパで厳しい鉛に対する規制(RoHS

指令)が整備され始めており、欧米では低環境負

荷アクチュエータ用材料の開発が21世紀の材料研

究の最重要課題の一つと認識されています。こ
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のような背景のもとに海外の研究の中心は非鉛

圧電材料の開発に取り組まれ、その中でもProf. 

R̈odelのグループはビスマス系の材料BiNaTiO3-

BaTiO3の固容体を用いて鉛系材料に匹敵する特

性を報告しています。研究内容やグローバル的な

面から見ても、非鉛圧電材料の研究分野では最先

端の研究を行っているグループの一つでありま

す。

　 こ の よ う な グ ル ー プ の 中 で、 私 はBi(Na,K)

TiO3材料に注目しました。これらの材料系は

BiNaTiO3-BaTiO3と比較すると、大きな圧電特

性やその温度安定性が向上することが報告されて

います。しかし未だこの材料系ではその特性の

メカニズムは解明されていないのが現状であり

ます(特に電界に対しての結晶構造変化)。従って

私の研究では高温や電圧下での結晶構造を評価

し、その機構を解明することを目的としておりま

す。現在までは高温状況下での電気特性の評価を

行い、ある一部の組成で200℃付近まで安定な特

性を示す事がわかりました。これらの結果を2015

年の 5 月のシンガポールの国際学会(ISIF-ISAF-

PFM2015)で発表を行いました。更に今後は実デ

バイスで重要な高圧環境下での解析や、放射光や

中性子などを利用した材料の結晶構造解析を中心

に研究を進める予定であります。

　本グループの公用語は英語で、研究の打ち合わ

せから実験にいたるまで研究活動において支障は

ほとんどありませんでした。特に我々のグループ

に分業して実験を進める事が多かったため、材料

作成のプロセスや装置作成から各測定も各技術ス

タッフと上手にコミュニケーションをとる必要が

ありました。従って日本にいた時と比べて、他人

に測定などの頼む事が多く、研究活動の時間スケ

ジュールをマネージメントする能力がより必要だ

と感じました。更に、世界各国からPhD学生や

研究員、教授があつまり、様々な他文化に触れ合

いながら研究活動を行っていました。

[生活環境、感想など]

　ダルムシュタットはハブ空港のフランクフルト

空港から近く、交通の便も良いことから世界中か

らアクセスしやすい街であります。さらにダルム

シュタット工科大学だけではなく、国や欧州の研

究機関がいくつかあり、街中は国際的な都市です。

街中のレストランやお店の方たちも英語が通じ、

あまり不便を感じなく過ごし研究環境に適した土

地だと感じました。

　仕事後や休日には研究室のグループや友人達と

サッカー観戦やスキー旅行、クラシック鑑賞など

にも行き、他文化人たちの生活を楽しむことがで

きました。研究だけではなく様々な遊びを通して

よりグローバルに交友関係を広げることができた

と感じています。

　最後になりましたが、このような海外での非常

に貴重な研究活動や交流活動を与えていただいた

公益財団法人吉田科学技術財団に心から御礼を申

し上げます。
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平成26年度国内開催国際研究集会報告書

有機無機ハイブリッド日米セミナー
"US-Japan Workshop on Advances in Organic/Inorganic Hybrid Materials 2015"

申 請 者：東京工業大学大学院総合理工学研究科　物質電子化学専攻　冨　田　育　義

開催期間：2015年5月18日～ 2015年5月22日

開催場所：株式会社ダイセル西播磨研修センター（兵庫県赤穂郡）

　　　　　倉敷国際ホテル（岡山県倉敷市）

発表件数：招待講演20件（うち米国側9件、日本側11件）

　　　　　ポスター発表12件（うち米国側5件、日本側7件）

参加人数：62名（米国17名、日本45名）

〈背景〉

　本セミナーは、 3 年ごとに日本と米国の交互開

催の形式をとりつつ、20年以上にわたり継続的に

開催してきた歴史のある国際会議である。本セミ

ナーでは、特に有機高分子と無機高分子、合成化

学と材料科学、基礎研究と応用研究といった観点

から、有機・無機ハイブリッド材料に関係する幅

広い分野を対象として最先端の研究に関する研究

成果の発表、討論を行ってきた。前回（2012年）の

米国ミシガン大学での開催に続き、本年は日本国

側で開催を行った。

〈会議の概要〉

　本セミナーでは、有機・無機ハイブリッド材料

に関係する幅広い研究分野として、新材料の開発

に関する話題は勿論のこと、次世代エネルギー技

術、サステイナブル化学、ライフサイエンス、ス

マートマテリアルなどに関する研究などについて

も活発な発表と議論を行った。以下のリストに示

すように、招待講演者として米国側からはアメリ

カ化学会のPOLYおよびPMSIディビジョン等を

中心に活躍している著名な 9 名の研究者を、また

日本側からは高分子学会の無機高分子研究会のメ

ンバーを中心とした産官学の多様な立場の11名の

研究者を、ともに新しい分野に挑戦し始めている

新進気鋭の研究者を積極的に加えつつ招待し、 3

日間のプログラムで講演会を行った。終始非常に

活発な議論が継続して展開され、最新の研究に関

連する情報交換の場としても極めて有効であった。

米国側招待講演者：

　Krzysztof Matyjaszewski

　(Carnegie Mellon University・Professor)

　Kenneth Wynne

　（University of Virginia・Professor）

　Richard M. Laine

　（University of Michigan・Professor）

　Ulrich Wiesner

　（Cornell University・Professor）

　Frieder Jaekle

　 (Rutgers University, Professor)

　Hilmar Koerner

　（Air Force Research Laboratory）

　Kevin Noonan 

　(Carnegie Mellon University・Assistant Professor)

＊Jeff Pyun
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　（The University of Arizona・Associate Professor）

＊Christine K. Luscombe

　（University of Washington・Associate Professor）

　（＊印は米国側オーガナイザー）

日本側招待講演者：

　中條　善樹 　(京都大学・教授)

　黒田　一幸　（早稲田大学・教授）

　松川　公洋 　(大阪市立工業研究所・部長)

　菅原　義之　（早稲田大学・教授）

　大下　浄治　（広島大学・教授）

　郡司　天博　（東京理科大・教授）

　長谷川靖哉　（北海道大学・教授）

　國武　雅司　（熊本大学・教授）

　伊藤　真紀　（東レ・ダウコーニング）

＊中　　建介　（京都工芸繊維大学・教授）

＊冨田　育義　（東京工業大学・教授）

　（＊印はオーガナイザー）

　これらに加えて、日米両国の大学および企業か

ら若手を中心に12件のポスター発表を19日の夜に

開催した。時間の制限を受けることなく夜遅くま

でディスカッションを行うことができ、研究につ

いては勿論のこと、お互いの有機的連携を深める

ことができた。

　さらに、日米、産官学、学生間等の様々な立場

の参加者同士の親睦を深める目的で、20日の夜に

はシンポジウム会場の株式会社ダイセル西播磨研

修センターにおいてインフォーマルな懇親会を開

催し、前日に行ったポスター発表の優秀ポスター

賞の表彰式を行った。さらに、21日の講演会終了

後、午後には観光バスを貸し切り、瀬戸内海の

観光を行いつつ倉敷へと移動し、同日の夜には懇

親会を開催した。次回 3 年後に開催時の米国側の

オーガナイザーの選出を行い、次回に向けた構想

も併せて議論した。

　翌日には、倉敷市内観光を一同で行い、笑い声

が絶えないとても楽しい一時を過ごすとともに日

米研究者間の友好的な関係をさらに深めることが

できた。これらを通して、関連分野の研究を今後

学術的および材料科学的な観点からより一層発展

させるために極めて重要な基盤となる日米両国の

研究者の有機的な絆を深めることができたと確信

している。実際、本シンポジウム開催後にコンタ

クトを継続し、共同研究への展開が着々と進んで

いる事例や、若手研究者の相手研究機関への参画

の準備なども進みつつあることが複数報告されは

じめている。

集合写真（ダイセル研修センターにて）
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講演会

ポスター発表

インフォーマルバンケットでのポスター賞表彰式
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国際研究集会派遣研究者募集要領

公益財団法人　吉田科学技術財団

　科学技術に関する海外における国際研究集会に出席する者に対し、選考委員会において選考の上、
助成します。

（１）対象分野
　　化学部門。ただし、化学分野を広範囲に捉えます。

（２）応募の資格
　　次の各項の資格を具備する者とします。
　①大学卒業者、またはこれと同等の学力を有する者。
　②当該集会に関係する分野における研究に原則として4年以上従事している者。
　③大学院学生である場合は、博士課程後期課程2年以上に在学中の者。
　④当該集会において、討議・発表を行い、あるいは聴講するに十分な語学力を有する者。

（３）助成額
　　航空運賃について実情を勘案して決定します。

（４）報告の義務
　　帰国後、出張報告書の提出を求めます。

（５）選考の基準
　①国際研究集会は、国際的に権威ある機関または団体が主催するもの。
　　（ただし、年次総会的な会議で実質的な研究発表や討議を行わないものは除外します。）
　②当該集会において発表を行う者、あるいは座長等に指名されている者。
　③若手の研究者に重点をおき、原則35歳未満までとする。

（６）応募の方法
　所定の申請書に必要事項記入の上提出して下さい。その際所属の国公私立大学、国公立研究機関
等の責任者の推薦と出張承諾の確認を得た上、国際研究集会との往復文書等（コピーで可）を添付の
上、正1部、副（副はコピーで可）2部、計3部を提出して下さい。

（申請用紙は下記提出先にご連絡下さればお送りします。）

（７）選考の方法
　　当財団の選考委員会で選考の上、決定します。

（８）募集の締切日
　　申請書は、締切日必着にて提出して下さい。

No. 締切日 対象集会開始日 選考結果の通知
第1回  4 月30日  9 月30日まで  6 月上旬
第2回  7 月31日 12月31日まで  9 月上旬
第3回 10月31日  3 月31日まで 12月上旬
第4回  1 月31日  6 月30日まで  3 月中旬

（９）申請書の提出先
　　〒102-0076　東京都千代田区五番町５－６　ビラカーサ五番町404号
　　　　　　　　公益財団法人　吉田科学技術財団
　　　　　　　　TEL（03）3263－4916　FAX（03）3263－5098
　　　　　　　　E-mail : yoshida-fst@yoshida-zaidan.or.jp

個人情報の取り扱いについて

申請に係わる個人情報の取り扱いにつきましては、審査の為に選考委員に開示するほかは、公表い

たしません。なお採択決定分につきましては財団年報で氏名及び所属を公表いたします。
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国際研究集会派遣研究者申請書

平成　　年　　月　　日

公益財団法人　吉田科学技術財団

　　理事長　吉　田　眞　也　殿

申請者氏名　　　　　　　　　　　　　印　（　男、　女　）

（ローマ字）　　　　　　　　　　　　　（国籍　　　　　　）

生年月日　　　年　　月　　日（　　才）

所属機関部局名・職名
（学部・学科などなるべく詳しく

記入して下さい）

所属機関所在地
（電話、ファックスには市外局番

を入れて下さい）

〒

電話　　　　　　　　　　　ファックス

自宅住所
（電話、ファックスには市外局番

を入れて下さい）

〒

電話　　　　　　　　　　　ファックス

最終学校名・卒業年月

学位名・授与大学名・取得年月

現在の研究分野
（なるべく具体的に）

取得資格
（例、TOEIC）

　下記国際研究集会に出席のため、貴財団の国際研究集会派遣研究者に採用されたいので申請します。

１．研 究 集 会 名

２．開 　 　 催 　 　 地 国　　　　　　　　　　　　　　　市　

３．開 　 催 　 期 　 間    自　　　年　　　月　　　日　　　　　至　　　年　　　月　　　日

 整理番号  受付番号

４．主催機関・団体名

５．責 　 任 　 者 　 名

６．研究集会の目的・規模・性格について。

７．発表論文の題名・内容説明（400字以内）、採択通知の有無。（主な往復文書の写しを添付

　　して下さい）

８．研究集会に出席の必要性。（該当項目を○で囲み、必要性を具体的に説明して下さい）

　　１．招待（特別）講演。　２．参加要請。　３．座長等。

　　４．一般参加［Ａ．講演、　Ｂ．ポスター］　５．その他

９．発表論文が連名の場合、連名者の参加状況

10．研究集会に関係する研究歴について。（主な発表論文、受賞等についても記入して下さい。代表

　　的な原著論文１篇の別刷り１部を添付して下さい。）

11．研究集会前後の計画

12．出張の期間　　　　　　　　日間　　　　　　　

13．最近３年間の渡航歴（出張先・目的・期間等）について。

14．本研究に関連して国際共同研究（留学を含む）の経験があれば記入して下さい。

　　（先方の名称、研究場所、時期、期間等）

15．研究集会出席について

の他機関への申請状況

16．当財団への過去5年間

の申請状況

17．相手側からの経費援助

の有無
有（金額　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　無

18．出張に対する補助金希

望額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

自　　　　　年　　　　月　　　　日

至　　　　　年　　　　月　　　　日

◎所属機関長の推薦状出張承諾書

１．推薦の理由

２．出張の承諾

　　　上記申請者が貴財団の国際研究集会派遣研究者に採用された場合、申請期間の海外派遣を

　　承諾します。

　　　　平成　　　年　　　月　　　日

　　　　　所属機関長職・氏名

職印　　　　　

◎注意

　本申請書は必ず所属機関長の推薦と承諾を得て、正1部、副2部、計3部提出して下さい。

財　　　団

記　入　欄

①選考日 ②

　採用・不採用

③補助金額

　　　　　　　　　円



－42－ －43－

海外研究派遣研究者募集要領

公益財団法人　吉田科学技術財団

　科学技術に関する共同研究または研究推進のため、海外に出張する研究者に対し、選考委員会にお
いて選考の上、助成します。

（１）対象分野
　　化学部門。ただし、化学分野を広範囲に捉えます。

（２）応募の資格
　　次の各項の資格を具備する者とします。
　①大学卒業者または、これと同等以上の学力を有する者。
　②大学院学生である場合は、博士課程後期課程で博士論文を申請中の者。
　③受入機関の承諾を得ている者。または、申請時交渉中で受入れの承諾を得る見込みのある者。
　④海外において、研究するのに十分な語学力を有する者。

（３）出張の期間
　　原則として満1 ヵ年以内。

（４）助成額
　　航空運賃について実情を勘案して決定します。

（５）報告の義務
　　帰国後、出張中における研究成果、生活環境、その他意見等に関する報告書の提出を求めます。

（６）選考の基準
　①海外で長期の研究活動を行う適性を有すると認められる者であること。
　②特に将来発展性のある新しい研究分野（境界領域を含む）の開拓に役立つ研究であること。
　③若手の研究者に重点をおき、原則35歳未満までとする。

（７）応募の方法
　所定の申請書に必要事項記入の上提出して下さい。その際所属の国公私立大学、国公立研究機関
等の責任者の推薦と出張承諾の確認を得た上、往復文書等（コピーで可）を添付の上、正1部、副（副
はコピーで可）2部、計3部を提出して下さい。

（申請用紙は下記提出先にご連絡下さればお送りします。）

（８）選考の方法
　　当財団の選考委員会で選考の上、決定します。

（９）募集の締切日
　　申請書は、締切日必着にて提出して下さい。

No. 締切日 出発日 選考結果の通知
第1回  4 月30日  9 月30日まで  6 月上旬
第2回  7 月31日 12月31日まで  9 月上旬
第3回 10月31日  3 月31日まで 12月上旬
第4回  1 月31日  6 月30日まで  3 月中旬

（10）申請書の提出先
　　〒102-0076　東京都千代田区五番町５－６　ビラカーサ五番町404号
　　　　　　　　公益財団法人　吉田科学技術財団
　　　　　　　　TEL（03）3263－4916　FAX（03）3263－5098
　　　　　　　　E-mail : yoshida-fst@yoshida-zaidan.or.jp

個人情報の取り扱いについて

申請に係わる個人情報の取り扱いにつきましては、審査の為に選考委員に開示するほかは、公表い

たしません。なお採択決定分につきましては財団年報で氏名及び所属を公表いたします。



－42－ －43－

海外研究派遣研究者申請書

平成　　年　　月　　日

公益財団法人　吉田科学技術財団

　　理事長　吉　田　眞　也　殿

申請者氏名　　　　　　　　　　　　　印　（　男、　女　）

（ローマ字）　　　　　　　　　　　　　（国籍　　　　　　）

生年月日　　　年　　月　　日（　　才）

所属機関部局名・職名
（学部・学科などなるべく詳しく

記入して下さい）

所属機関所在地
（電話、ファックスには市外局番

を入れて下さい）

〒

電話　　　　　　　　　　　ファックス

自宅住所
（電話、ファックスには市外局番

を入れて下さい）

〒

電話　　　　　　　　　　　ファックス

最終学校名・卒業年月

学位名・授与大学名・取得年月

現在の研究分野
（なるべく具体的に）

取得資格
（例、TOEIC）

下記研究機関において研究を行うため、貴財団の海外研究派遣研究者に採用されたいので申請します。

１．研 究 機 関
　名　称

　所在地

２．共 同 研 究 者 又 は

　   研 究 指 導 者

　   （ 該 当 分 に ○ 印 ）

　氏　名

　職　名

　専　攻

 整理番号  受付番号

３．相 手 側 の 受 入 通 知 有（主な往復文書写添付）　　　　　　　　無

４．相 手 側 か ら の 経 費

　　援助の有無

　　　　　　航空費

有（金額）　　研究費

　　　　　　滞在費

無

５．出張に対する希望額 　　　　　　航空費　　　　　　　　　　円

６．出　張　の　期　間 　　　　　　　日間

７．本海外研究の目的及び必要性（特に当該機関で行わなければならない理由）

８．今回の渡航が必要となった経緯を含めての研究歴について

　　（現在までの主な発表論文、受賞等についても記入して下さい。代表的な原著論文１篇の別刷

　　  り１部を添付して下さい。）

自　　　　　年　　　　月　　　　日

至　　　　　年　　　　月　　　　日

（注：過去に本研究に関し国際共同研究（留学を含む）の経験があれば記入して下さい。）

９．受入研究機関における研究計画（具体的に記入して下さい。）

10．本海外研究について他

機関への申請状況

11．当財団への過去5年間

の申請状況

12．最近５年間の渡航歴（出張先、目的、期間等）について。

◎所属機関長の推薦書・出張承諾書

１．推薦の理由

２．出張の承諾

　　　上記申請者が貴財団の海外研究派遣研究者に採用された場合、申請期間の海外出張を承諾

　　します。

　　　　平成　　　年　　　月　　　日

　　　　　所属機関長職・氏名

職印　　　　　

◎注意

　本申請書は必ず所属機関長の推薦と承諾を得て、正1部、副2部、計3部提出して下さい。

財　　　団

記　入　欄

①選考日 ②

　採用・不採用

③補助金額

　　　　　　　　　円
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　平成26年度「吉田科学技術財団年報」が刊行されましたのでご送付申し上げます。

　当財団は設立から40余年が経過し、その間多くの研究者の方々に助成を実施することが

出来ました。これからも、いささかでも我が国科学技術振興の一翼をになわんとする設立

の趣意に基づく助成事業を継続してまいります。引き続き、多くの研究者の方々にご活用

いただけると幸いです。　

　この度、新たに当財団ホームページを以下のURLにて、Web上にアップいたしました。

助成事業に関する募集要領、申請書等も掲載しております。助成事業に応募・申請される

研究者の方々の一助になればと願っております。

　　http://yoshida-zaidan.or.jp/

　また、学内のLANにリンクしていただけると幸甚です。

　本号は、当財団理事である東京大学大学院工学系研究科　教授の片岡一則先生に巻頭言

のご寄稿をいただきました。誠にありがとうございます。

　発刊につきましては、役員諸氏ならびに社外関係者のご協力の賜物と深く感謝申し上げ

ます。

編集後記


