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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

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

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

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
めることが急務であると

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
会社の

二氏およびハニー化成株式

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

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

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

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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巻頭言

ノーベル化学賞を振り返る
東京工業大学 名誉教授

中

濱

精

一

吉野彰博士
（旭化成株式会社 名誉フェロー）が「リチウムイオン二次電池の開発」の功績により
J. B. Goodenough 博士、M. S. Whittingham 博士と共に2019年ノーベル化学賞を受賞され、ま
ことに喜ばしい限りです。新たな日本の化学の歴史的財産が築かれた年になりました。これを
機にノーベル化学賞を振り返り、化学分野で築かれてきた業績の歴史を少し辿ってみたい。
1901年以来、ノーベル化学賞は110件、184名（化学賞を二度受賞した F. Sanger は 2 名とした。）
が受賞している。国別の受賞者数は（国の考え方で違いがあるが）2000年以降の20年間で見ると、
アメリカ合衆国29名、日本 7 名、イスラエル、イギリス各 4 名、スイス、フランス、ドイツ各
2 名、スウエーデン、オランダ各 1 名となっており、日本の化学分野での躍進が著しい。1981
年に受賞された福井謙一博士の「化学反応過程の理論的研究」を含めて、受賞成果の分野は理論
化学、有機化学、高分子化学、分析化学、生化学、工業化学と非常に広い範囲にわたっており
日本の化学研究の基盤が極めて豊かであることを示している。これまでノーベル化学賞は基礎
的な研究成果を対象とすることが多かった。工業化学分野の受賞は少なく、F. Haber の「アン
モニア合成法
（ハーバー・ボッシュ法）の開発」
（1918年）と C. Bosch、F. Bergius の「高圧化学的
方法の発明と開発」
（1931年）は例外的であった。K. Ziegler、G. Natta の「新しい触媒を用いた重
合法の発見とその基礎的研究」
（1963年）もポリエチレン、ポリプロピレンの生産を実現した工業
化学分野での貢献が顕著であるが、受賞理由に書かれているように基礎的研究成果も卓越して
いる。そのような流れの中で、吉野彰博士のノーベル化学賞は産業としてのリチウムイオン二
次電池の大量生産を実現し、人類の新しい生活基盤を築いた工業化学の成果を顕彰するものと
して画期的である。
個人的な判断も入っていることをお断りしたうえで、ノーベル化学賞の受賞理由から伝統的
分野別に分類してみると、有機化学17件、無機化学 1 件、物理化学18件、生化学34件、分析化
学10件、理論化学 4 件、高分子化学 4 件、工業化学 3 件、その他19件である。120年ほどのノー
－2－

ベル化学賞を10年毎に分けて件数を調べても、有機化学、物理化学、生化学は継続して常に上
位にランクされ、まさに化学の中心をなしている。無機化学が主要な学問分野であるにもかか
わらず、 1 件だけという理由は私の分類に多少問題があるとしてもまだ明確ではない。分析化
学は最近の40年間に 6 件あり、化学の重要な分野のひとつとして認識されているようだ。たと
えば、J. B. Fenn、田中耕一氏が開発した MALDI-TOF-MS（2002年）は高分子量のタンパク質の
質量分析を可能にし、従来の質量分析の概念を大きく変革した。NMR に関しては R. R. Ernst
（1991年）
、K.Wüthrich
（2002年）の他に物理学賞 2 件、生理学・医学賞１件の受賞があり、非常
に広い領域で物質の情報を獲得出来る優れた分析法であることを示している。日本の大学では
分析化学を専門とする研究者は極めて少なく、世界の動向とずれているように感じられる。分
析化学は単に分析する化学ではなく、独創的な分析結果を想定してそれを獲得する方法を創出
する化学であると思う。つまり、物質を新しい目で認識して、新しい物質概念を創出する重要
な領域である。
その他の化学の19件の中には、E. Rutherford の
「元素の崩壊、放射性物質の化学に関する研究」
（1908年）
、M. S. Curie の
「ラジウムおよびポロニウムの発見とラジウムの性質およびその化合
物の研究」
（1911年）に始まり、E. M. Mc Mil lan らの「超ウラン元素の発見」
（1951年）に至る 6 件
の放射性元素の研究成果がある。超ウラン元素といえば、理研の森田浩介教授グループが113番
新元素を発見、2016年11月にニホニウムと命名されている。さらに、今年はメンデレーエフが
元素の周期律を発表してから150年目にあたり、国連で国際周期表年と認定されて日本でも様々
な行事が行なわれている。化学の一分野とは云えないが、
「 元素の化学」と云う観点に立ってみ
ると、H. Moissan の
「フッ素の研究と分離、およびモアッサン電気炉の製作」
（1906年）、H. C.
Urey の
「重水素の発見」
（1934年）
、P. J. Crutzen らの「大気化学、特にオゾンの生成と分解に関
（1996年）そして化学賞ではない
する研究」
（1995年）、H. W. Kroto らの「フラーレン（C60）の発見」
が、物理学賞でこれと関係する A. Geim、K. Novoselov の「二次元物質グラフェンに関する革
新的実験」
（2010年）などがあげられる。
フラーレンとグラフェンはナノサイズの炭素同素体として材料への応用研究が盛んに行なわ
れている。飯島澄男教授らによるカーボンナノチューブ（CNT）
（1991年）もこれらに並ぶ大発見
であり、sp2ナノ炭素材料として開発が進んでいる。冒頭に述べたリチウムイオン二次電池の開
発研究を始めた吉野彰博士が負極材料として白川英樹博士のポリアセチレンを使うことを思い
ついたことは新聞等の報道でよく知られている。そして、さらに開発を進める過程で行き詰まっ
た時、飯島澄男教授の CNT の一種である気相法成長炭素繊維（VGCF）を用いることで一挙に実
－3－

用化へと繋がっていった。一方、50年以上に渡って開発が続けられてきた日本の炭素繊維製造
技術が世界をリードしており、中でも、東レが開発した炭素繊維は飛行機の構造材料として圧
倒的な競争力を維持している。このように、基礎から応用に至る炭素の多様な日本の研究成果は、
今世界中から注目されている。
終わりにあたり、吉野彰博士の研究でも垣間見えるように、研究が行き詰まり行先の見えな
い局面に突き当たった時、それを克服するために役立つのが基礎的研究の成果であることが多
い。多様で豊富な基礎的研究成果の上に実用化研究が成り立つことは、多くの日本のノーベル
賞受賞者が繰り返し力説されてきたところである。
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慶

祝

小林恭一先生
叙勲

瑞宝中綬章

このたび当財団の理事 小林恭一氏には令和元年秋季叙勲
において上記の通り、 叙勲されました。 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
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◇財団の概況
［Ⅰ］
平成30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

平成30年度
設立以来の累計

助成額
（千円）

26件

4,700

1,937件

547,472

２．海外研究派遣研究者助成
年度別

採用件数

平成30年度
設立以来の累計

助成額
（千円）

4件

910

518件

341,106

３．国内開催国際研究集会等助成
年度別

採用件数

平成30年度
設立以来の累計

2件

900

190件

63,210

［Ⅱ］
選考委員会
●平成30年度第 1 回選考委員会
【平成30年 6 月 7 日
（木）
】
中濱委員長以下 7 名出席
申請者33名

採択19名
（内、 2 名辞退）

●平成30年度第 2 回選考委員会
【平成30年 9 月 6 日
（木）
】
中濱委員長以下 6 名出席
申請者24名

採択12名
（内、 3 名辞退）

●平成30年度第 3 回選考委員会
【平成30年12月 6 日
（木）
】
中濱委員長以下 6 名出席
申請者 9 名

採択 4 名
（内、 2 名辞退）

●平成30年度第 4 回選考委員会
【平成31年 3 月12日
（火）
】
中濱委員長以下 7 名出席
申請者 8 名

助成額
（千円）

採択 4 名
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平成30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

中央大学・大学院理工学研究科・精密工
学専攻

大貴

The 13th World Congress in Computational
Mechanics/2nd Pan American Congress on
Computational Mechanics
（アメリカ・ニューヨーク）
博士課程前期2年
2018.7.22-7.27

篤志

長崎大学・大学院生命医科学域
（薬学系）
・ The 256th American Chemical Society National
薬化学分野・テニュアトラック助教
Meeting &Exposition
（アメリカ・ボストン）
薬学博士
（京都薬科大学）
2018.8.19-8.23

上野

哲朗

国立研究開発法人量子科学技術研究開 21st International Conference on Magnetism
発機構・量子ビーム科学研究部門
（アメリカ・サンフランシスコ）
関西光科学研究所・放射光科学研究セン
ター・磁性科学研究グループ・主任研究
員
2018.7.15-7.20
理学博士
（広島大学）

東野

智洋

北田

敦

池嶋

上田

京都大学・大学院工学研究科・分子工学
専攻・光有機化学分野・助教

10th International Conference on Porphyrins and
Phthalocyanines
（ドイツ・ミュンヘン）
理学博士
（京都大学）
2018.7.1-7.6

京都大学・大学院工学研究科・材料工学 GDCh Electrochemistry 2018
専攻・助教
（ドイツ・ウルム）
工学博士
（京都大学）

2018.9.24-9.26

栗原眞理恵

岡山大学・大学院医歯薬学総合研究科・ 18th International Conference on Retinal Proteins
薬科学専攻
（カナダ・モノ）
博士後期課程1年
（D1）
2018.9.24-9.29

山崎

拓也

豊橋技術科学大学・大学院工学研究科・ 37th International Symposium on Combustion
機械工学専攻
（アイルランド・ノースウォール）
博士後期課程2年
2018.7.29-8.3

中川

陽子

豊橋技術科学大学・大学院工学研究科・ 16th Belgian Organic Synthesis Symposium
環境・生命工学専攻
（ベルギー・ブリュッセル）
博士後期課程3年
2018.7.6-7.20

荒木

健人

The 2018 International Conference on
Nanoscience+Technology
（チェコ・ブルノ）
博士後期課程2年
2018.7/22-7.27

梶本健太郎

大阪大学・大学院理学研究科・化学専攻・ The 2018 International Conference on
反応物理化学研究室
Nanoscience+Technology
（チェコ・ブルノ）
博士前期課程2年
2018.7.22-7.27

大阪大学・大学院理学研究科・化学専攻

冨原

良平

荒井

紗瑛

佐藤

靖徳

東京大学・大学院理学系研究科・化学専
攻

The 19th International Symposium on Small
Particles and Inorganic Clusters
（中国・杭州）
博士課程3年
2018.8.13-8.17

東北大学・大学院工学研究科・応用化学
専攻

Symposium on Radiation Measurements and
Applications
（アメリカ・ミシガン）
博士課程前期2年
2018.6.11-6.14

長岡技術科学大学・大学院工学研究科・ Conference on Modelling Fluid Flow
技術科学イノベーション専攻
（ハンガリー・ブタペスト）
5年一貫制博士課程3年
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2018.9.4-9.7

氏

若木

佐藤

名

所属機関・役職

会議名・開催地・期間

志郎

長岡技術科学大学・大学院工学研究科・ Conference on Modelling Fluid Flow
エネルギー・環境工学専攻
（ハンガリー・ブタペスト）
博士後期課程3回生

恵太

岡山大学・大学院医歯薬学総合研究科・ 18th International Conference on Retinal Proteins
細胞組織学分野・助教
（カナダ・オンタリオ）
理学博士
（京都大学）
2018.9.24-9.29

2018.9.4-9.7

九州大学・大学院工学研究院・地球資源
システム工学部門・助教

濵中

晃弘

18th International Symposium on Environmental
Issues and Waste Management in Energy and
Mineral Production
（チリ・サンティアゴ）
工学博士
（九州大学）
2018.11.20-11.22

京都大学・大学院工学研究科・分子工学
専攻

門田健太郎

MOF2018,6th International Conference on
Metal-Organic Frameworks & Open Framework
Compounds
（ニュージーランド・オークランド）
博士後期課程2年
2018.12.9-12.13
The 8th Annual World Congress of Nano Science
& Technology 2018
（ドイツ・ポツダム）
博士後期課程2年
2018.10.24-10.26

京都工芸繊維大学・大学院工芸科学研究
科・電子システム工学専攻

立溝

信之

藤崎

省吾

慶応義塾大学・大学院理工学研究科・総 14th Internationl Conference on Flow Analysis
合デザイン工学専攻・マテリアルデザイ （Flow Analysis XIV）
ン科学専修・分析化学研究室
（タイ・バンコク）
修士課程2年
2018.12.2-12.7

茂垣

里奈

東京大学・大学院工学系研究科・化学生 Ⅱ International Symposium on Photopharmacology
（スペイン・ビック）
命工学専攻
2018.11.1-11.2
博士課程3年
（相田研究室所属）

石井

恭平

京都大学・大学院工学研究科・電子工学
専攻

2018 Materials Research Society
（MRS）Fall
Meeting & Exhibit
（アメリカ・マサチューセッツ）
修士課程2年
2018.11.25-11.30

京都大学・大学院工学研究科・マイクロ

EMBS Micro and Nanotechnology in Medicine

エンジニアリング専攻 博士後期課程3年 Conference
モハメド
理化学研究所・開拓研究本部・新宅マイ （アメリカ・ハワイ）
ナディ
アブデルモエズ クロ流体工学理研白眉研究チーム
研修生

山口

真平

2018.12.10-12.14

地方独立行政法人大阪産業技術研究所・ 43rd International Conference and Exposition on
応用材料化学研究部・セラミック工学シ Advanced Ceramics and Composites
ステム研究室
（アメリカ・フロリダ）
研究員
2019.1.27-2.1
国立研究開発法人理化学研究所・環境資

International Conference on Functional

プラシャント 源科学研究センター・バイオ高分子研究 Nanomaterials-2019
ゴパル
チーム
（インド・バラナシ）
グデアンガディ
特別研究員

2019.2.22-2.25

横田晋一朗

甲南大学・大学院フロンティアサイエン 第26回アメリカペプチドシンポジウム /26th APS
ス研究科・生命化学専攻
（アメリカ・カリフォルニア）
博士前期課程
2019.6.22-6.27

メルヴィン
ゴーウェイ
シェン

豊橋技術科学大学・大学院工学研究科・ American Chemical Society（ACS）National
環境・生命工学専攻
meeting & Expo
（アメリカ・オーランド）
博士前期課程2年
2019.3.31-4.4
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平成30年度海外研究派遣研究者助成一覧
氏

名

所属機関・役職

将人

千葉大学・大学院医学薬学府・先端創薬
科学専攻
博士課程3年

佐藤

靖徳

長岡技術科学大学・大学院工学研究科・ スタンフォード大学
技術科学イノベーション専攻
（アメリカ・カリフォルニア）
5年一貫制博士課程3年
2018.10.4-2019.3.2
（150日間）

原田

慎吾

千葉大学・大学院薬学研究院・創薬科学 Yale 大学
講座・薬化学研究室・助教
（アメリカ・コネチカット）
薬学博士
（京都大学）
2019.5.17-9.13
（120日間）

矢野

慧一

東京大学・大学院工学系研究科・化学生 ミシガン大学
命工学専攻・相田研究室
（アメリカ・ミシガン）
博士後期課程3年

河野

派遣先機関・国名・出張期間
The University of Chicago
(アメリカ・シカゴ）
2018.8.31-11.14(76日間）

2019.4.1-2020.3.31

平成30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

Kagoshima Unicersity-North
Dakota State University
Joint Symposium on
Biotechnology,Nanomaterials
and Polymers

鹿児島大学・学術研究院
理工学域工学系・准教授
金子 芳郎

2018.10.31-11.3
鹿児島大学郡元キャンパス
（鹿児島県鹿児島市）

2ヶ国
90名

Thermus thermophilus
発見50周年記念シンポジウム

中央研究院・生物化學研
究所
別所 義隆

2018.9.28-9.29
熱川ハイツ
（静岡県賀茂郡東伊豆町）

6ヶ国
73名
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［Ⅲ］
平成30年度会計報告

１．貸借対照表
（平成31年3月31日現在）
Ⅰ

資産の部

Ⅱ

（単位：千円）
負債の部

１．流動資産

7,869

１．流動負債

101

２．固定資産

866,976

２．固定負債

0

負債合計
Ⅲ

資産合計

874,845

101

正味財産の部
１．指定正味財産

0

２．一般正味財産

874,744

正味財産合計

874,744

負債・正味財産合計

874,845

２．正味財産増減計算書
（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

（単位：千円）

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
（1）
経常収益計
（2）
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部
（1）
経常外収益計
（2）
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
指定正味財産増減の部
指定正味財産期首残高
一般正味財産への振替額
指定正味財産期末残高
正味財産期末残高

15,740
15,490
250
0
250
0
0
0
250
874,494
874,744

0
0
0
874,744
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［Ⅳ］
役員・評議員・選考委員等（平成30年 6 月13日現在）

１．役員等
（役

職）

理 事 長

（氏
吉

田

名）
眞

也

（現

職）

ハニー化成株式会社

代表取締役社長

（代表理事）
理

事

鐘ヶ江

茂登樹

元 ハニー化成株式会社

〃

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

〃

鈴

木

啓

介

東京工業大学

理学院化学系

〃

中

濱

精

一

東京工業大学

名誉教授

〃

西

出

宏

之

早稲田大学

中

田

好

昭

丸の内仲通り法律事務所

浜

村

浩

幸

太陽グラントソントン税理士法人

監

事
〃

監査役

教授

理工学術院総合研究所

特任研究教授

弁護士
代表社員

２．評議員
（役

職）

（氏

評 議 員

大

澤

〃

大

島

名）

泰

（現

職）

登

元 東京工芸大学

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

〃

生

越

〃

神

門

〃

中

條

〃

細

矢

〃

増

子

〃

松

川

久

監事

名誉教授、東京薬科大学

靖

京都大学

登

ハニー化成株式会社

善

樹

京都大学

治

夫

お茶の水女子大学

曻

東京大学

洋

京都工芸繊維大学

公

名誉教授

名誉教授
専務取締役

名誉教授
名誉教授

名誉教授
大学戦略推進機構系
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特任教授

教授

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

選考委員

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

名誉教授、東京薬科大学

〃

小

野

幸

子

工学院大学

名誉教授、関東学院大学

〃

片

岡

一

則

公益財団法人川崎市産業振興財団

名誉教授
客員教授

ナノ医療イノベーションセンター

センター長
東京大学未来ビジョン研究センター
〃

川

口

春

馬

慶應義塾大学

名誉教授、神奈川大学

〃

鈴

木

啓

介

東京工業大学

理学院化学系

〃

西

出

宏

之

早稲田大学

〃

宮

田

清

藏

東京農工大学

特任教授
工学部

客員教授

教授

理工学術院総合研究所

特任研究教授

名誉教授（元学長）

（アイウエオ順）
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ご逝去
増子曻評議員

当財団の評議員増子曻様が令和元年 9 月23日にご逝去さ
れました。享年84歳でした。
増子曻様には平成 4 年 3 月から評議員、評議員会議長、
選考委員として大変お世話になり、永きにわたり当財団の
発展のためにご尽力賜り有難うございました。
ここに、生前のご厚情に深く感謝するとともに個人のご
功績を偲び、謹んで哀悼の意を表します。

理事長
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吉田 眞也

平成30年度国際研究集会派遣研究者報告書
池

嶋

大

貴

中央大学大学院 理工学研究科 精密工学専攻 博士課程前期課程2年
＜研究分野＞材料強度学
分子動力学シミュレーションを用いたポリカーボネートの変形
挙動解析

国際会議の概要

ポリマー材料はその機械的性質や軽量性が注目

このたび、吉田科学技術財団よりご支援いただ

され、現在では機械製品でも幅広く使用されて

き、2018年 7 月22日～ 7 月27日にアメリカ合衆国

います。ポリマー材料は化学製品であり、ミクロ

ニューヨーク州ニューヨーク市にて開催された国

レベルの分子構造とマクロレベルの材料物性に密

際会議 The 13th World Congress in Computational

接な関係性があると言われています。しかしなが

Mechanics に参加し、研究成果の口頭発表を行い

ら、その関係性は非常に複雑であり、未だ解明さ

ました。本会議は計算力学全般に関する国際会議

れていません。そこで本研究では、分子シミュ

であり、基礎理論から応用分野までの全ての領域

レーションである MD 計算に着目し、ポリマー

を含む、 2 年に一度開催される大規模な国際会議

材料の力学特性を発現するメカニズムの解明を目

です。本学会の招待講演には、2013年度にノーベ

的としています。その研究成果として、本講演で

ル化学賞を受賞された Michael Levitt 氏や IBM 社

は対象材料であるポリカーボネートの分子構造を

の上席副社長である Arvind Krishna 氏など著名な

構成する官能基をそれぞれ 1 個の粗視化粒子で表

方々が講演をされていました。本学会の発表人数

す粗視化モデルおよび力場を構築し、従来計算に

は1,000人規模を数え、20以上のパラレルセッショ

対して数十倍の計算効率を持ちながら、バルク材

ンであり、各講演室では活発な議論が交わされて

料の材料物性を再現する粗視化力場の構築につい

いました。

て発表させていただきました。次に、構築した粗
視化力場を用いて、単軸引張負荷およびナノイン

発表概要

デンテーションによる局所荷重を受けるポリカー

私は、
‘Investigation of Elastoplastic Deformation

ボネートの分子鎖の変形メカニズムを調べまし

Behavior of Polycarbonate using Molecular Dynamics

た。単軸引張変形では、ナノレベルでの変形とし

Simulation’のタイトルで口頭発表を行いまし

て想定される 2 種類の引張変形シミュレーショ

た。

ン（単軸引張変形、ひずみ拘束変形）を実施した

本研究では、先進ポリマー材料の力学特性（特

ところ、ひずみ拘束変形において引張変形中にボ

に変形や破壊現象）を発現するメカニズム解明を

イド（空隙）が発生することが分かり、またバルク

目的とし、分子動力学計算
（Molecular Dynamics

材料におけるマクロ的な降伏現象に寄与している

Simulation: MD 計算）方法の構築を行っています。

ことが分かりました。また、降伏現象時の分子構
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造の変形を調べたところ、分子構造の変形として

本国際会議に参加した成果

想定される結合角が大きく変形することが分か

上記の研究成果を基に、多数の研究者と議論す

りました。次に、ナノインデンテーション変形で

る機会が得られました。特に、聴講者は粗視化力

は、プローブの負荷が進行するにつれて塑性変形

場の有用性やひずみ拘束変形時の分子構造の変形

が進行し、その直下で単軸引張変形と同じく結

に対して関心を寄せていたようでした。そのうち

合角が大きく変形していることが分かりました。

の2人の中国の研究者と活発な議論を交わす機会

さらには、実験との連成にも挑戦し、AFM ナノ

に恵まれ、そのあとに夕食の機会を得ることが出

インデンテーション試験と MD 計算の比較に成

来ました。夕食の中で研究成果の議論は勿論、中

功しました。本研究で得られた成果は、構築し

国と日本の食文化や研究生活について様々な話を

た粗視化 MD 計算手法を用いてバルク材料の機

することができ、異文化交流も楽しむことが出来

械的性質などの材料物性の予測やメカニズム解

ました。また、各国の研究者と議論する上で、英

明を可能にした点であり、今後の分子設計への

語によるコミュニケーション能力の重要性を改め

展開に大きく期待できる研究成果を得ています。

て実感致しました。

（Daiki Ikeshima, Akio Yonezu, Ling Liu, Molecular
origins of elastoplastic behavior of polycarbonate

謝辞

under tension: A coarse-grained molecular dynamics

最後になりますが、本国際会議への参加・発表

approach, Computational Materials Science, Vol.145

に際して派遣助成くださいました吉田科学技術財

(2018) pp.306-319）
。また、これらの研究成果は、

団に心より感謝申し上げます。

工学のみならず、分子化学にも大きな影響を与え
るものと期待しています。

上

田

篤

志

長崎大学大学院 生命医科学域
（薬学系） テニュアトラック助教 博士
（薬学）
＜研究分野＞有機合成化学

この度、吉田科学技術財団から国際研究集会派

【会議の概要】

遣研究者の助成をいただき、2018年 8 月19日から

今回参加し研究発表を行った、
“The American

8 月23日までの 5 日間にわたり米国ボストンで開

Chemical Society National Meeting & Exposition”
（以

催された、The 256th American Chemical Society

下ACSミーティング）は、アメリカ化学会により春

National Meeting & Expositionに参加し研究発表を

と秋の年に 2 回アメリカの各地で開催されておりま

行う機会を賜りましたので、以下報告させていた

す。 本研究集会は幅広く化学全般を テ ー マに、 今

だきます。

年で256回目を迎える歴史の深い研究集会です。 主
－16－

催しているアメリカ化学会は1876年に設立され、全

橋構造を構築しました。その結果、溶液状態では

世界に約157,000人の会員数を有する世界最大の科

架橋後にヘリカル二次構造の安定化効果が見られ

学系学術組織であることから、今回のACSミーティ

ました。さらにエポキシ化やマイケル付加反応等の

ン グでも世界各地から14,500人が参加し、10,543件

幾つかの触媒反応においては、立体選択性の向上

の研究発表が行われ活気に満ちた研究集会であり

も見られ、ペプチドの有機分子触媒としての機能化

ました。

に成功しました。本発表の中核を担うペプチド触媒
は有機分子触媒に分類され、これらは金属を用い
ないため環境負荷を低減できるクリーンな分子変

【研究発表の内容】
今 回、
“Conformational analysis of peptides having
1-aminocyclopentanecarboxylic acids with stapled

換手法として注目されており、今後の展開が期待さ
れます。

side chain and their applications to organocatalysts.”
というタイトルでポスター発表を行いました。まず

【感想】

短鎖のペプチドは分子の揺らぎが大きいため、機

本研究集会の会場は Boston Convention & Exhibition

能性を発揮するためにはその目的に合った特定の

Center 及び近隣のホテル・会議室であり、広い会

二次構造へと配座自由度を制限する必要がありま

場内の移動時間も考慮しつつスケジュールを立て

す。そのようなツールの例として、α - アミノ酸の

る必要があり少し大変ではありましたが、研究集会

α位水素をアルキル基で置換したジ置換アミノ酸

の規模の大きさを肌身で感じることができました。

や側鎖架橋があげられます。今回、これら両者の
特性を持つペプチドを合成し、側鎖架橋が二次構

最後になりましたが、本研究集会への出席に際

造へ与える影響の調査と、有機分子触媒としての

し、御助成を賜りました吉田科学技術財団に心より

応用を目的として研究を行いました。まず種々のペ

お礼申し上げます。

プチドを合成し、閉環メタセシス反応により側鎖架

上

野

哲

朗

量子科学技術研究開発機構

量子ビーム科学研究部門

関西光科学研究所

放射光科学研究センター 主任研究員
＜研究分野＞量子ビーム科学、機械学習、磁性材料

この度、公益財団法人吉田科学技術財団より国

名を超え、磁性の基礎から応用まで広範なトピック

際研究集会派遣研究者として助成を賜り、The 21st

について議論されます。前回の2015年スペイン・バ

International Conference on Magnetism (ICM 2018)

ルセロナでの開催に続いて、今回は2018年 7 月15

に参加しました。ICMは 3 年に一度開催される磁性

日から20日までアメリカ合衆国・サンフランシスコ

に関する最大規模の国際会議です。参加者は2,000

で開催されました。
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Earth Transition Metal Permanent Magnets”
、
“Rare

【研究発表の内容】
筆 者 の 現 在 の 研 究は 磁 性を 調 べるための 測

Earth Free Permanent Magnets”
、スピントロニク

定・解析手法の開発です。今回の会議では“New

ス関 係では
“Antiferromagnetic Spintronics”
、
“Spin

Instruments and New Techniques”
というセッション

Caloritronics”
、
“Spin-charge Conversion and Spin-

で、
“Efficiency Improvement of X-Ray Spectroscopy

orbit Torque”
などがありました。その他に分子磁性

Using Machine Learning”
という題目で口頭発表を

やスキルミオンに関するセッションなどがありまし

しました。最近、人工知能
（AI）
は私たちの生活に身

た。筆者は専門が放射光や中性子といった量子ビー

近なものになってきていますが、その基礎は機械学

ムを使った磁性材料の解析であるため、測定手法・

習
（Machine learning）
と呼ばれる技術です。我々は

新技術に関するセッションを中心に聴講しました。

この機械学習を X 線スペクトル測定へ応用するこ

特に興味深かったのは放射光 X 線を使った磁気共

とを考えました。従来の X 線スペクトル測定では

鳴の計測手法に関する講演です。これまで円偏光

実験者が任意に測定条件を設定しており、例えば

放射光による X 線磁気
“円”二色性をプローブとし

ピーク構造周辺はエネルギー点数を稠密に測定し

た X 線強磁性共鳴に関する研究はいくつも報告さ

たり、ピークのない平坦な領域は粗く測定したりし

れていますが、この講演では直線偏光による X 線

てきました。このような方法では実験者によって測

磁気
“線”二色性をプローブとしたフェリ磁性体の

定にかかる時間が異なったり、測定データの質にバ

磁気共鳴の観測について報告していました。まだ発

ラつきが出たりします。機械学習の一種であるガウ

展途上の測定手法ではありますが、今後反強磁性

ス過程回帰を用いると計測データの
「学習」
からスペ

体のダイナミクスの計測などに応用されていくもの

クトルを
「予測」
することができます。また予測した

と考えられます。他には L10型 FeNi 規則合金の合

スペクトルの不確かさに基づいて計測すべきエネ

成に関する興味深い講演がありました。L10型 FeNi

ルギー点を自動的に決定できます。これによって測

は希土類フリー永久磁石材料として以前から注目

定中にリアルタイムかつ自動的に合理的な実験条

されている物質です。自然界では宇宙から飛来す

件を設定できるようになり、X 線スペクトル測定を

る鉄隕石中にわずかに存在するのみで、規則度の

効率化することに成功しました。またこの方法では

高い材料を人工的に作成することは困難でした。こ

実験者によらず一定の品質の測定データを得ること

れまで薄膜合成などによる高規則度合金の作成が

が可能です。

試みられていましたが、講演では全く別のアプロー
チであるトポタクティック合成法を用いて、窒化 脱窒化プロセスによって高規則度の L10 型 FeNi 規

【会議の模様】
会 場 は サ ン フラン シ スコ中 心 部 の Moscone
Center という会議場で、アメリカらしく巨大な建

則合金微粒子の作成に成功したと報告されていま
した。

物に広い部屋がいくつもあり、そこで口頭発表の
セッションがパラレルで行われました。一般セッ

【その他】

ション
（口頭発表とポスター発表）
とプレナリーセッ

サンフランシスコ国際空港から市内中心部までは

ションの合計で250以上のセッションがありました。

BART という鉄道を使って30分ほどでアクセスする

主要なセッションとして、永久磁石関係では
“Rare

ことができ、非常に便利でした。 7 月のサンフラン
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シスコは日中でも涼しく、夜になると少し肌寒いく

大学デイビス校の Gergely Zimanyi 教授と議論する

らいでした。蒸し暑い日本の夏とは違って快適に過

機会を得ました。Zimanyi 教授は強相関電子系、永

ごすことができました。地元で人気のハンバーガー

久磁石材料、太陽電池など幅広い分野に精通した

ショップ、生牡蠣やクラムチャウダーが名物のシー

理論系の研究者です。共同研究者と共にバークレー

フードレストラン、地ビールの飲めるパブなど、滞

にある教授の御自宅を訪問し、進行中の研究課題

在中の食事には困りませんでした。物価が高いとい

について有意義なディスカッションをすることがで

うことがアメリカ西海岸の大都市の難点ですが、サ

きました。最後になりますが、今回の国際会議参加

ンフランシスコではチャイナタウンへ行けばリーズ

へのご支援を頂いた吉田科学技術財団に感謝申し

ナブルな値段で美味しい中華料理を食べることが

上げます。

できました。また会議期間中にカリフォルニア州立

東

野

智

洋

京都大学大学院 工学研究科 分子工学専攻 助教 博士
（理学）
＜研究分野＞構造有機化学・光化学・新規機能性色素の開発

研究集会名：10th International Conference on Porphyrins

す。また、ポルフィリン誘導体の効率的な合成法開
発を精力的に進めてきた Jonathan S. Lindsey 教授、

and Phthalocyanines
開 催 地：ドイツ、ミュンヘン

ポルフィリンを用いた光電変換材料開発を行って

開 催 期 間：2018年7月1日－7月6日

いる David L. Officer 教授など、著名な研究者の受

本国際会議は、 2 年に 1 度行われている、ポル

賞講演・基調講演も行われました。

フィリン・フタロシアニンに関わる研究者が一堂に

今回私は Porphyrinoids for Solar Cells というセッ

会する会議です。ポルフィリン・フタロシアニンは

ションで、
“Development of Robust Anchoring Groups

非常に広く興味が持たれている色素であり、様々な

for Durable Porphyrin-Sensitized Solar Cells”
という

分野での応用が期待されています。そのため、本

タイトルで口頭発表を行いました。有機太陽電池の

会議で扱われる分野は新たなポルフィリン・フタ

ひとつである色素増感太陽電池は、高い光電変換

ロシアニン関連化合物の合成・物性から材料化学・

効率が実現でき、製造コストが低く抑えられる可能

触媒化学やエネルギー変換化学、さらには生化学・

性があることから注目を集めています。ポルフィリ

生体医療と幅広く、セッション数は40を超えるほど

ンは可視領域に強い吸収をもつことから、幅広い太

多岐にわたっています。参加者は600名を超え、口

陽光を利用できる色素として注目されており、電子

頭発表約300件、ポスター発表約200件と規模の大

供与性置換基と電子求引性置換基を導入したプッ

きな、ポルフィリン・フタロシアニンに関わる研究

シュ－プル型ポルフィリンを用いた色素増感太陽

者にとって非常に重要な国際会議であると言えま

電池は10% を超える光電変換効率を達成していま
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す。また、さらなる高効率化の実現に向け、酸化還

コバルト酸化還元対を用いて検討を行ったところ、

元対に用いられる化合物の検討も進められていま

太陽電池性能は大幅に低下してしまいました。その

－

す。広く用いられているのはヨウ素酸化還元対
（I /
－
3

理由を調査した結果、トロポロンの金属への配位

I ）
ですが、より大きな開放端電圧を獲得するため

能が強すぎ、コバルト－トロポロン錯体を形成して

にコバルト錯体が酸化還元対として用いられ、実

色素が脱着してしまったためであることを突き止め

際に高い変換効率が実現されています。そのため、

ました。そこで、トロポロンよりも吸着力の弱いヒ

コバルト酸化還元対に適した色素を開発することは

ドロキサム酸基を有するプッシュ－プル型ポルフィ

重要なトピックであると言えます。

リン色素を合成し、色素増感太陽電池を作製した

また一方で、色素を半導体電極に吸着させるた

ところ、コバルト酸化還元対を用いた際にも色素の

めの置換基も、色素増感太陽電池性能に重要な役

脱着は確認されず、十分な光電変換効率が得られ

割を果たしています。これまで、酸化チタン半導体

ました。加えて、500時間の光照射下後の光電変換

電極に色素を担持するための置換基としてカルボ

効率は、カルボン酸を用いた色素よりも高いことを

ン酸が広く用いられてきましたが、半導体電極から

見出し、コバルト酸化還元対を用いた高効率・高

脱着しやすく、長期の耐久性に乏しいという欠点が

耐久性を有する新たな色素の開発に有用であるこ

あります。一方でトロポロンやヒドロキサム酸はカ

とを明らかにしました。

ルボン酸よりもチタンに強く配位することが知られ

講演後には、同じセッションでポルフィリンを用

ているため、これらの置換基を用いて半導体電極

いた色素増感太陽電池の講演を行った研究者との

に色素を担持することにより、色素増感太陽電池の

ディスカッションを行い、交流を深めることができ

長期耐久性の向上が見込めると考えました。そこで

ました。加えて、学会期間中には過去に共同研究

トロポロンを有するプッシュ－プル型ポルフィリン

を行った研究者との近況報告や、現在共同研究を

色素を合成し、ヨウ素酸化還元対を用いて太陽電

行っている研究者との打ち合わせ、さらには新たな

池性能を評価すると、カルボン酸を用いた色素に

共同研究の提案など、研究をさらに進めていくうえ

比べてわずかながら変換効率が低下しました。し

で非常に有意義な時間を過ごすことができました。

かし、光照射下で500時間後の変換効率の低下は、

謝辞：最後になりましたが、本国際学会への参加

トロポロンを用いた際に小さくなり、高い耐久性を

をご支援頂きました公益財団法人吉田科学技術財

有する吸着基であることを明らかにしました。次に

団に心より御礼申し上げます。
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北

田

敦

京都大学大学院 工学研究科 材料工学専攻・助教
＜研究分野＞無機材料化学。
湿式電気化学。
新しいイオン液体の開発。

研究集会名：GDCh Electrochemistry 2018

筆者は、新しいイオン液体として超酸化物
（スー

開 催 地：ドイツ ウルム市

パーオキサイドイオン；O2－）
を構成アニオンとし、

開 催 期 間：平成30年9月24日から9月26日まで

クラウンエーテル (18-crown-6-ether) で配位された

主 催 機 関：ドイツ化学会

カリウム錯イオンを構成カチオンとした、
「超酸化物
イオン液体」
を世界で初めて合成した。このイオン

【集会の性格】

液体は、揮発しやすい中性分子をもたないため安

本研究集会は、権威あるドイツ化学会が主催す

全性に優れた材料である。さらに、空気電池材料

る電気化学の研究集会で、2年ごとに開催される。

となるだけでなく、超酸化物イオンがラジカルでも

欧米を中心に世界中の研究者が参加している。発

あることを利用した有機ラジカル反応など、従来の

表はドイツ語ではなく、全て英語で行われる。 3

イオン液体にはない応用可能性がある。

日間で 3 会場、約800名の参加者と、約100件のポ
スター発表が行われた。今回の学会参加の目的は、 【ウルムという街について】
筆者が世界で初めて合成した超酸化物イオン液体

日本には馴染みの薄い街であるが、アインシュタ

についての成果発表と、電池や触媒、腐食、めっき、

インの生誕地である。市の中心部にはヨーロッパ的

生物電気化学、分析化学といった電気化学の諸分

な広場・市庁舎そして協会
（大聖堂）
がある。このウ

野について、欧州でのトレンドを知ることであった。

ルム大聖堂は高さが162メートル弱あり、同じくド
イツの有名なケルン大聖堂よりも５メートルほど高

【研究発表内容】

く、世界一高い教会堂建築である。

題名：An Ionic Liquid State Composed of Superoxide

中世に端を発するヨーロッパの都市は
（日本もそ

Radical Anions And Crownether-Coordinated

うだが）
船による輸送で発展した例が多く、ウルム

Potassium Cations

もその一つである。大聖堂の近くをドナウ川が流れ、

著者：A. Kitada, D. Ishikawa, K. Fukami, K. Murase

川の北側に大聖堂など中世の街並みが残る旧市街

内容説明：イオン液体はカチオンとアニオンのみか

があり、南側に近世に開発された新市街
（Neu Ulm）

らなる融点100℃以下の液体であり、難燃性・難揮

がある。筆者は本学会のひと月前にフランスのリヨ

発性という利点をもつことから、新しい反応媒体や

ンに出張したが、リヨンも
（大聖堂のある）
旧市街と

電池電解質として注目されている。特に、化学的

新市街を東西に配し、それらはソーヌ川とローヌ川

安定性に着目して空気電池の電解質としての可能

により隔てられていた。ブラタモリではないが、こ

性が指摘されている。

のような街の成り立ちを現地で視察できたことは、
－21－

体験することができた。屋台や遊園地
（仮設！）
も併

実験室系研究者の筆者には特に新鮮であった。

設されていて、子供も楽しめる。会場では地元の
楽団が民族衣装を身にまとい、歌に踊りの大賑わい

【移動日に現地の祭りに遭遇】
帰りの空港はミュンヘンである。ちょうどオク

であった。名物のソーセージや鳥の丸焼きを堪能

トーバーフェスト
（ミュンヘンで開かれる世界最大

し、帰国の途についた。なお、筆者はアルコール

のビール祭り）
の時期と重なり、数時間であったが

が苦手なのでビールは口にしていないことを申し添
える。

栗

原

眞理恵

岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 薬科学専攻 博士後期課程1年
＜研究分野＞創薬標的膜タンパク質ロドプシンの機能発現メカニズムの解析
と生命機能の光操作ツール開発の試み

この度私は吉田科学技術財団よりご支援いた

要なイオンを運ぶ新奇性を持つため輸送メカニズ

だ き、2018年 9 月24日 ～ 9 月29日 に カ ナ ダ の オ

ム、さらには創薬標的分子のモデルという観点から

ンタリオ州モノ市にて開催された国際学会18th

注目されている。

International Conference on Retinal Proteins (ICRP)

本研究では NaR の一般性と多様性を明らかにす

に参加し研究成果を行った。その後、トロント大学

るため、新たに見出した分子を含む 6 つの NaR を

の Ernst 教授、グエルフ大学の Brown 教授の2つの

単離・精製し、その特性の比較解析を行った。そ

研究室を訪問し、セミナー発表を行った。

の結果、異なる NaR 間では
「 1 分子が 1 秒間に輸
送する Na+ 数 (Na+ 輸送活性 )」に最大で 7 倍の差

【研究テーマの概要】

があることを見出した。この輸送活性の差異は、分

私は“An elevated pKa of the protonated retinal Schiff

光学的に算出した H+ 化シッフ塩基の対イオンの

base counterion Asp as a key factor for efficient ion

pKa 値と良い相関が見られることから
『光反応中の

+

transport in Na pumping rhodopsins.”
というタイト

H+ 化シッフ塩基と対イオン間の塩橋の切断が Na+

ルで口頭発表とポスター発表を行った。

輸送のスイッチを担う』
という全く新しい Na+ 輸送

膜タンパク質の一種である微生物型ロドプシン

メカニズムを提唱することに成功した。

は多様な機能を示す。その機能の一つにイオンポン
プ型ロドプシンがある。イオンポンプ型ロドプシン

【本会議の概要】

では、これまでに基質として H+、Cl- を運ぶポンプ

本会議は 2 年に一度世界各国で開催される国際

+

のみ発見されていた。しかし近年、基質として Na

会議である。さまざまな国と地域から選ばれた第一

を輸送するナトリウムポンプロドプシン NaR が新

線の研究者と次代を担う若手研究者100名以上が参

+

たに発見された。NaR は Na という生命活動に重

加し、未発表データを中心に発表・議論する。レ
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チナールタンパク質
（ロドプシン）
の物性
（物理学）
・

先端の研究を行っている方々と討論を行い、大い

反応機構
（化学）
・生理機能
（生物学）
など広範な学問

に刺激を受けた。また、国際学会ならではの視点

領域を取り扱っており、多角的な観点から研究の

から質問をいただけたため、大変勉強となった。こ

発表と議論が行われることを特徴とする。今回は78

のように何度も英語による討論を行うことで、自分

名による口頭発表と75名によるポスター発表が行わ

自身の成長に繋がった。
最後に、本会議への参加にあたり多大なご支援

れ、活発な研究討論が行われた。

いただきました吉田科学技術財団にこの場を借りて
深く感謝申し上げる。

【感想】
今回初めて国際会議に参加した。当該分野の最

山

崎

拓

也

豊橋技術科学大学 大学院工学研究科 機械工学専攻 博士後期課程2年
＜研究分野＞燃料工学および火災物理科学に関する研究

研究集会：37th International Symposium on Combustion

であった。口頭発表は気相燃焼の反応機構、計測

開 催 地：Dublin、Ireland

技術、層流・乱流燃焼、固体燃料の燃焼、火災な

開催期間：2018年7月29日 － 8月3日

どのカテゴリーに分類され、カテゴリーごとに会場
が異なりそれぞれの会場で討論が進行される。同

この度、吉田科学技術財団より支援を頂き、国
際研究集会派遣研究者として2018年 7 月29日から

時に研究成果を1枚のポスターにまとめたポスター
発表も行われる。

8 月 3 日まで Dublin で開催された37th International
Symposium on Combustion に参加し研究成果の発

発表概要
多孔質な固体の燃焼では
「くん焼 (smoldering：ス

表を行った。以下に研究発表を終えての報告事項

モルダリング )」
と呼ばれる、火炎温度が低く火炎

を記載する。

を伴わない緩慢な燃焼形態が存在する。くん焼は
狭い空間や酸素濃度の低い環境などの燃えにくい

国際研究集会の概要
37th International Symposium on Combustion
（以

条件でも存在し得るため、重大な火災へと発展す

下、国際燃焼シンポジウム）
は 2 年に１度開催され

る原因として幅広い分野で注目されている。宇宙空

る国際会議である。燃焼科学の開発や応用の場で

間での防災もその一つである。宇宙船や宇宙ステー

得た経験や考えを共有するために世界中から燃焼

ションでは、重力の影響に加えて地上の大気と異

に関連する研究者、学生、技術者が一堂に会する。

なる環境
（圧力、酸素濃度）
での火災安全性を検討

参加者は年々増加し、今年は1800人を超える規模

しなければならないため、特殊な環境下でのくん焼
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の消炎限界を知ることは重要である。本研究では、
周囲の酸素濃度と圧力を変化させ、多孔質な固体
（線香）
の燃焼のくん焼と有炎燃焼の環境条件を明
らかにした。また、くん焼部の燃焼速度、固体内の
温度分布の計測結果から、くん焼における熱輸送
において熱輻射が重要であることを議論した。
発表は火災のセッションで行い、発表後、興味
を持って頂いた研究者の方々からいくつかの質問
や指摘を受けた。質疑応答や発表後の議論を通じ
て、今後検討しなければならない課題や方針を明
確にすることができた。

し意見を交換しあうセッションも行われていた。産
業での発表では実際の燃焼器を例に挙げ、研究が

研究集会の様子

紹介されており学術機関との研究のアプローチの

会場は Convention Centre Dublin (CCD) で、 5 階

違い等を知ることができた。

建ての大きな会場であった。 1 階はポスターと企
業の展示ブース、休憩所も設置されていた。 2階以

その他の感想

上は発表会場で各セッションに分かれてプログラ

学会斡旋の宿泊施設として、Trinity College の宿

ムが進行した。各セッションの間には30分の休憩時

舎に宿泊することができ、アイルランドの大学生活

間があり、その時間を利用して発表に関する議論や

を体験することができた。大学は古くからの建築物

有識者から自身の研究に対する助言をもらうといっ

や図書館が一般開放され、平日休日問わず多くの

たことが行われていた。私が発表したセッションが

観光客が訪れていた。国際燃焼シンポジウムの参

火災で、研究領域も近いということがあり、開催期

加と大学の宿舎の滞在を通じ、日本とは異なる文

間の多くは火災セッションで発表を聴講した。基礎

化を感じる貴重な経験をした。また、学会期間中の

研究的な火災性状を厳密に調査する研究から、大

生活や学会会場での発表や質疑応答などから英語

規模な森林火災を扱う応用研究など、様々な研究

での議論の重要性を改めて認識した。

成果を聴講し視野を広げる貴重な機会であった。

国際燃焼シンポジウムの参加という貴重な機会

この国際燃焼シンポジウムの参加者は大学や研
究所だけではなく企業からの参加者も多いため、産

を支援頂いた吉田科学技術財団に心から御礼申し
上げます。

業と学術機関の代表がそれぞれ最先端研究を紹介
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豊橋技術科学大学 大学院工学研究科 環境・生命工学専攻 博士後期課程3年
＜研究分野＞有機合成化学、
理論化学、
有機金属触媒を用いた不斉反応の開発

今回私は、吉田科学技術財団のご支援を賜り、平

【会議の模様】

成30年 7 月 6 日 ～20日 の 日 程 で Brussels, Belgium

Belgian Organic Synthesis Symposium は、有機化

に て 開 催 さ れ た16th Belgium Organic Synthesis

学研究の発展を目的に、ベルギー化学協会によっ

Symposium にて研究発表を行うとともに、INRA

て 2 年に 1 度開催される大規模な国際会議である。

Research Center、Avignon, France（フランス国立農

これまでにも、ノーベル化学賞を受賞した野依良治

学研究所）
の有機合成化学研究室を訪問し研究紹介

教授を始め、Prof. B. M. Trost、Prof. J. F. Hartwig な

と議論を行った。

ど多くの著名な化学者が講演を行ってきた。1986
年に第 1 回が開催され、今年で16回目となる。
会 議 は Brussels 市 内 の Université Libre de

【研究発表の内容】
・題名：Enantioselective Functionalization of tert-

Bruxelles にて開催された。多くがベルギー、
ドイツ、

Butyl Group via Regioselective Intramolecular C-H

フランス、イギリスといったヨーロッパの大学・研

Insertion Reaction Using Ru
（II）
-Pheox

究機関からの参加であり、日本からの参加はほんの

・内容：有機化合物の骨格は主に炭素
（C）
と水素

数人程度だった。

（H）
からなる。C-H 結合を自在に C-C 結合に置き換

通常、国際会議では発表者は口頭発表またはポ

えることが可能になれば、より簡単で応用範囲の広

スター発表を選べるが、この会議では口頭発表は

い医薬品合成法が実現する。そのため、C-H 結合

全て招待講演で構成されていた。最新の研究成果

から C-C 結合を構築する手法
（カルベンの C-H 挿

を含みつつも、長年の研究の知見、このテーマに

入反応）
は近年盛んに研究されており、2016年には

行きついた過程やブレイクスルーのきっかけなど、

H. M. L. Davies らによる報告例が Nature 誌に掲載

学生にとって興味深い様々な内容が次々と紹介さ

され注目を集めた。しかし tert- ブチル基のような、

れていき、まるで集中講義のようだった。有名なア

結合エネルギーの大きい不活性な第1級 C-H 結合

ニメのパロディ作品で研究を紹介した教授や、趣

の位置選択的反応は難しく、挑戦的課題として残

味の手品を盛り込みながら講演した教授もおり、プ

されていた。本研究では tert- ブチル基への位置お

レゼンテーションも様々だった。Prof. Phil BARAN

よび立体選択的 C-H 挿入反応を開発した。これは

（THE SCRIPPS RESEARCH INSTITUTE, La Jolla,

tert- ブチル基への不斉 C-H 挿入反応に成功した初

United States）による4時間に渡る特別講演では、

めての報告例である。

これまでに成功したいくつもの複雑な天然物
（新規
血管新生阻害剤である Cortistatin、抗がん天然物
である Ingenol 等）
の全合成について、その合成経
－25－

【INRA Research Center 訪問】
学会終了後、フランスの Avignon まで移動し、フ
ラン ス国 立 農 学 研 究 所
（INRA Research Center）の
Prof. Claire Dufour の研究室を訪問した。Prof. Claire
Dufour は、ポリフェノールやビタミンなど食べ物に
含まれる有機化合物について研究を行っているフ
ランスの女性有機化学者である。今回、学会後に
訪問したいと連絡したところ、快く引き受けてくだ
さった。食料や農学に関する研究が行われている
研究所には、NMR・Mass・HPLC といった有機合
成研究に必要な機器類から、人体の消化の様子を
再現する装置まで、多種多様な装置が置かれ研究
が進められていた。広大な敷地内に、実験用の向
日葵畑や葡萄畑が広がっていたのも印象的だった。

ポスター発表会場にて

Prof. Claire Dufour と数名の研究員の方が自身の研
路の詳細や失敗例、ブレイクスルーのきっかけが

究について紹介してくださったが、どれも人間の

紹介された。

健康に直結した、実用に近い応用研究だった。生

私自身のポスター発表は、同会場にて 1 日 2 時

活に役立てるための応用的な有機化学研究の現場

間、 2 日間に渡って行った。ポスター会場は、最

に初めて触れ、非常に刺激を受けた。また、Prof.

新の研究動向を調査しに来た多くの研究者、学生

Claire Dufour は女性研究者として生きていくための

で非常に混雑しており、 2 時間の間ほぼずっと説

アドバイスもしてくださり、本当に今回お会いでき

明を続け質問に答えている状態だった。ポスター発

て良かったと感じた。

表をみに来てくれた方の中には近い分野で研究を
行っている研究者、当研究室の過去の論文を読ん

【感想】

でいる研究者も多かった。触媒の作り方や実験の

本会議への参加、研究所の訪問を通じて、研究

コツ、現在の研究の進捗状況といった具体的な話

についての新しいアイディアだけでなく博士号取得

も時に質問に含まれ、自分自身の研究がこの分野に

後の進路について深く考えることができ、非常に有

おける競争の中にあることを実感した。自分の発表

意義な時間を過ごすことができました。御支援を賜

の時間以外は他のポスター発表に行って議論を行

りました吉田科学技術財団に心より感謝申し上げま

い、不斉触媒の設計などについて新しいアイディア

す。

を得ることができた。
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大阪大学大学院 理学研究科化学専攻 博士後期課程２年
＜研究分野＞走査型プローブ顕微鏡

働環境下で動的な現象を観測するには至っていま

はじめに
この度、公益財団法人吉田科学技術財団からの

せんでした。
私の発表では、この時間分解能の問題を解決し、

助成を賜り、2018年 7 月22日から27日にかけて、
チェ コ 共 和 国 の ブ ル ノで開催された The 2018

有機薄膜太陽電池中の光励起電荷の動きを動画と

International Conference on Nanoscience + Technology

してとらえた結果を報告しました。静電気力顕微

に参加しました。本会議は1986年より開催されて

鏡の測定自体は遅いのですが、電荷のセンサーと

きた走査型トンネル顕微鏡に関する会議に端を発

して用いられる微小探針は1周期が3マイクロ秒と高

し、種々のナノ技術を取り扱う現体制になった2006

速で振動しています。本研究では、この高速な振

年から数えると 7 回目の開催となる歴史ある会議で

動と光励起電荷の生成タイミングを同期させること

す。今回はオーラルセッションの他にも基調講演や

で、特定の時間に存在する電荷を選択的に検出す

ポスター発表から多くの最新成果を知ることができ

る手法を開発しました。この手法を二層膜の有機薄

ました。

膜太陽電池に適用し、300ナノ秒の時間分解能で電
荷の動きをとらえることに成功しました。質疑応答
の時間はそれほど長くはありませんでしたが、数多

研究発表の内容
私は、
「Micro-second Time-resolved Electrostatic

くの質問・コメントをいただいたことから、しっか

Force Microscopy for Probing Photo-excited Carrier

りと自身の研究成果を伝えて興味を持ってもらうこ

dynamics
（光励起電荷ダイナミクスの解明を目指し

とができたと実感しています。

たマイクロ秒時間分解静電気力顕微鏡）
」
というタイ
トルで口頭発表を行いました。
（発表者：荒木健人、

会議の模様
本会議は、世界中のナノサイエンスの研究者が

家裕隆、安蘇芳雄、大山浩、松本卓也）
静電気力顕微鏡は有機物質中の電荷分布をナノス

一堂に会して研究発表を行うため、約700名が参加

ケールの空間分解能で画像化できるイメージング

する大きな会議です。また、基礎から応用まで幅

技術です。試料の構造と電荷分布を同時に画像化

広い内容の講演が行われたため、大学や研究所の

できることから、有機太陽電池や有機 EL に代表さ

みならず、企業の研究者も交えて活発な議論が行

れる有機エレクトロニクス分野において、デバイス

われました。私は主に STM や AFM などの走査型

の動作理解、性能向上を目指して幅広い応用が期

プローブ顕微鏡に関するセッションに参加し、最

待されています。しかしながらその時間分解能はと

新の研究成果を知ることができた。普段は論文で

ても遅く、電荷の速い動きを追跡し、デバイスの実

しか見かけないような研究者が多数参加しており、
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た。今後も世界の様々な文化に触れて自らの見識

勝手に親近感を覚えました。

を深めていきたいと思います。
その他
会議に参加する前は、チェコについて知識がほ

謝辞
本会議の参加にあたり御支援を賜りました吉田

とんどありませんでした。今回の渡航でチェコの
歴史ある文化や人のやさしさに触れ、学術的な内

科学技術財団に心より感謝申し上げます。

容以外にも多くのことを肌で感じることができまし

梶

本

健太郎

大阪大学大学院 理学研究科化学専攻 博士前期課程2年
＜研究分野＞走査型プローブ顕微鏡、時間分解静電気力顕微鏡の開発、 およ
びこれによるOFET中の電荷追跡

私は 7 月22日から27日にチェコ共和国のブルノ

そこで本研究ではマイクロ秒を超える時間分解

で開催された
“The 2018 International Conference on

能を持つ EFM を開発し、これを用いて有機 FET

Nanoscience + Technology”
（ICN+T）に参加し、口

における電荷の動きとデバイスの構造の関連性を

頭発表にて研究成果を報告しました。この会議は

明らかにすることを目的としました。

前身である STM の会議から発展し、2006年から今

探針振動と同期したマイクロ秒の電圧パルスを

の形になったそうです。この会議はナノスケールの

電極に印加し、静電気力の変化を探針の共振周波

科学技術についての幅広いトピックを扱い、これと

数シフトから検出しました。探針は常に振動してい

関連する機器と方法論に関する最新の動向を議論

るため、探針先端と試料間の距離は周期的に変化

する国際フォーラムで、世界各地から約700名の参

し、これに伴って探針が検出する静電気力の検出

加者が最新の研究を発表しました。

感度も周期的に変動します。したがって、探針の感
度が高くなるタイミングと見たい現象のタイミング
を調整することによって時間分解測定が可能となる

【研究発表の内容について】
EFM
（静電気力顕微鏡）
は試料の表面形状と電位

と考えました。

の分布を同時に高い空間分解能で画像化すること

探針の振動と同期した電圧パルスを使用し、基

ができ、有機電界効果トランジスタ
（有機 FET）
に

準時間から遅延時間
（td）
を設けて印加タイミングを

おいて局所的な構造と電荷分布の関連を調べるこ

調整することにより、コマ送り写真のように電圧

とのできる強力なツールです。しかし画像の取得に

パルスの印加から一定時間チャネル内を移動した

数分を要し、有機 FET 中のマイクロ秒スケールで

キャリアをサブマイクロ秒スケールの時間分解能、

起こる電荷
（キャリア）
の移動を捉えられないという

サブマイクロスケールの空間分解能で検出すること

欠点があります。

ができました。
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メインの会場はとても広く、プロジェクターを3

本手法は従来のものにはない独創的な特徴を持
ち、有機 FET 評価において有用であると期待でき

つも使用しており、その空気感に圧倒されました。

ます。

その一方で、この ICN+T ではラフな服装で発表さ
れている方が多く、中には半ズボンで発表されてい
る方がいて驚きました。スーツで発表する方がほと

【会議の様子】
ICN+T ではナノサイエンスに関する発表が主で、
STM や AFM のような一般によく知られるイメージ

んどである日本の学会に慣れている僕には少し新
鮮でした。

ング技術を用いた単分子計測や、これらを応用し
た近接場光によるナノスケールでの赤外線吸収測

【その他】

定や単分子の磁気に関する研究、量子ドット、ナノ

会議の後には、開催地を観光することができま

ワイヤ、電荷移動や分子デバイスに関する研究に

した。ブルノの物価はとても安く、一つ10円のパン

ついての発表がありました。特に近接場光を利用し

や一缶80円程度のビールなどがありとても驚きまし

た FT-IR 測定に興味を持ちました。バルクの測定

た。また、豚の膝をまるまるローストしたものを夕

が一般的な FT-IR 測定の空間分解能を飛躍的に高

飯に頂きました。現地の有名な肉料理だそうです。

めることで単一のタンパク質等のサンプルに対する

とてもワイルドな印象を受けました。

測定が可能になるからです。また、どの発表も発表
スライドがとても綺麗で実験データをもとに主張を

【謝辞】

論理的に展開しており、話の組み立て方、見せ方

最後になりますが、本国際会議に参加、発表す

が上手でした。そのため、簡潔で分かりやすく、発

るにあたって派遣助成してくださいました吉田科学

表そのものに関してもとても勉強になりました。

技術財団様に心よりお礼申し上げます。
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東京大学大学院 理学系研究科 化学専攻 博士3年
＜研究分野＞物理化学、 クラスター科学
（特に、気相金属クラスター分野にお
ける質量分析・分光分析および理論計算）

初めての発表がされたことでも知られています。今

【学会概要】
私は、2018年 8 月13日から17日まで中国・杭州
th

年の会議では、基礎研究・応用・実験技術などに

市で開催された、19 International Symposium on

関する最新の研究結果が報告され、 5 日間で招待

Small Particles and Inorganic Clusters（ISSPIC XIX）

講演22件・口頭38件・ポスター149件の発表が行わ

に参加してきました。ISSPIC はナノ粒子・ナノク

れました。

ラスターなど超微粒子研究に関して歴史的に最も
権威のある会議で、スモーリーによるフラーレンの
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表時間を有効に使って活発な議論ができました。

【研究発表の内容】
私 は 2 日 目 の ポ ス タ ー セ ッ シ ョ ン に て、
“Observation of the in-source collision-induced

【会議の模様】

dissociation process of the gold clusters protected
+

今回の会議では、各セッションで様々な研究内

by mixed ligands, [Au11
（PPh3）
8X2] （X = Cl and C ≡

容について議論が行われました。気相金属クラス

CPh）
”というタイトルで発表を行いました。私が研

ターや分子クラスター・ナノ粒子、またそれらを使っ

究対象としているのは、金属原子数個から数百個

た反応の解析や計算など、5日間に渡って広範な研

程度の集合体である金属クラスターです。離散的

究報告を聞くことができました。私個人としては、

な電子準位を持ち、金属原子数や保護配位子で性

気相ホウ素クラスターの生成・計算に関する研究や、

質を制御することができることから、バルク金属と

金属原子・クラスターによるメタン活性化に関する

は異なる新たな機能性材料や触媒の候補として注

研究が印象に残りました。

目されています。例えば、チオールやハロゲン、ア
ルキニルなどのアニオン性保護配位子を用いるこ

【その他感想】

とで、金属コアの価電子数を制御し、電子的に安

学会 3 日目には、学会が行われた杭州市にある

定なクラスターを合成することができます。本発表

世界遺産の西湖観光が行われました。西湖新十景

では、 2 種類の配位子で保護され 8 つの価電子を

の高台から西湖や杭州の町並みを見渡して、土地

+

持つ [Au11
（PPh3）
8X2] クラスターの衝突誘起解離

の広さや経済発展を感じさせる高層ビルや住宅ビ

（CID）
測定および密度汎関数法計算の結果を報告

ル群からは東京の町並みとは大きく異なる印象を受

し、配位子の結合の性質について議論しました。配

けました。また、西湖のクルージングでは西湖十景

位子の分解が見られなかったこと、フラグメントが

を3つほど見て、世界遺産の文化的な景勝を楽しむ

全て8電子系を保っていたことから、CID プロセス

ことができました。その日の観光や夕食会では、食

では電子的要因が支配的であると考えられます。ま

事や移動で一緒になった海外の先生方や学生と交

+

た、[Au11
（PPh3）
（PPh3）
8Cl2] からは PPh3および AuCl

流を深めることもできました。会期中英語を使い、

の脱離が競合して起こる一方で、本研究で新たに

慣れるにつれてどんどん積極的に話せるようになっ

+

合成した [Au11
（PPh3）
（C
≡ CPh）
8
2] の場合は PPh3

たことで、国際交流ではとにかく話すことが大切な

脱離のみが顕著に発生していることから、PPh3と C

のだと感じました。多くの国の方と研究や生活のこ

≡ CPh で保護された Au11クラスターは配位子の脱

となど様々なことを話すことができ、大変充実した

離過程においてその金属コアサイズを保つことがで

よい機会となりました。

きるということを明らかにしました。
発表では多くの方に来ていただき、本研究で新

最後に、この度の国際会議参加に際し、貴財団

たに報告したクラスターの合成や、CID を行う装置

に渡航費をご支援いただきましたことを心より感謝

の詳細、計算手法などについて質問を受けました。

申し上げます。

たくさんの方に興味を持っていただき、 2 時間の発
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荒

井

紗

瑛

東北大学大学院 工学研究科 応用化学専攻 博士課程前期二年
＜研究分野＞量子物理化学

はじめに

ストで装置の大型化が可能な液体シンチレータが

この度、吉田科学技術財団より国際研究集会派

利用されている。しかし、既報の中性子検出用液

遣研究者として助成を賜り、2018年 6 月11日から

体シンチレータは、装置作製方法が煩雑で、かつ、

14日の日程でアメリカ合衆国ミシガン州にて開催さ

パルス波高スペクトルの熱中性子ピークの観測が

れた、Symposium on Radiation Measurements and

されていないといった問題点がある。この問題を打

Applications（SORMA XVII）に参加し、研究発表を

開するため、本研究では、トルエンとエタノールを

行った。このシンポジウムは、放射線とその応用を

混合した共溶媒を用いて、6Li を多く含有する手法

題材とした技術会議である。1964年から約 4 年毎

を案出した。この手法を用いて作製した液体シン

に行われ、今年で17回目の開催であり、今回も400

チレータは、既報よりも簡易的な作製手法である

名以上の出席者や後援者、出展者が参加し、放射

ことから低コストで装置の大型化が可能であり、か

線測定の応用や技術を世界に発信し続けている。

つ、世界で初めてパルス波高スペクトルの熱中性

このうち、Poster I - New Radiation Detectors で

子ピーク観測にも成功した。

「Development of liquid scintillators based on mixedorganic solvents containing 6Li for neutron detection」

本会議の模様と感想

という演目でポスター発表を行った。

国内において、自身の研究テーマである液体シ
ンチレータを専門とした研究者は少ないが、本シン

発表概要

ポジウムにおいて、専門とした国内外の研究者と交

近年、中性子の利用は拡大の一途をたどり、中

流を図ることで自分の研究の利点や欠点を発見し、

性子検出器の需要が益々高まっている。しかし、

今後の研究に生かせるような意見交換ができた。ま

3

従来の中性子検出で主として用いられてきた He ガ

た、関連する分野の最先端の研究動向を調査する

スの価格暴騰により、代替検出手法の開発が喫緊

ことで、自身の研究の放射線検出器への応用、また、

の課題となっており、シンチレータを用いた検出手

その有用性を実感し、自信の研究結果が多くの研

3

法は、その有力な候補と目されている。 He の代替
6

として、 Li を用いたシンチレーション検出器の報

究者に大きなインパクトを与えることが出来ると感
じ、今後のモチベーションにもつながった。

告がされている。LiCaAlF6シンチレータや Li ガラ

最後に、このたびの国際会議参加・発表に際し

スシンチレータといった固体シンチレータは、製造

ましてご支援を賜りました吉田科学技術財団に厚く

コストが高く、大型化にも不向きなことから、低コ

御礼申し上げます。
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佐

藤

靖

徳

長岡技術科学大学大学院 5年一貫制博士課程 3年
＜研究分野＞ソフトマターの物理、コロイドゲルの降伏

1. 国際会議の概要
Conference on Modelling Fluid Flow（CMFF’
18）
の目的は、科学者と技術者の交流を促進させるこ
とで近年発展が著しい流体力学とそれに関連する
異分野をさらに高いレベルへ押し上げることであ
る。つまり化学と流体力学が複合した分野であり本
申請者の専門分野であるレオロジーにとっても本会
議はトップレベルのカンファレンスとなる。特に本
年は研究と実用化の両方を促進させる起爆剤とし
て最新の CFD や高度な測定方法を国際的に共有す

発表の様子

ることに力を入れている。本会議は1959年以来ブダ
ペストで開催されている国際会議であり、本会議で

そして普遍的に測定可能な手法を世界で初めて提

発表されたクオリティーの高い論文は Springer 出

案した。ツインドライブ型レオメーターとは上下平

版の流体工学ハンドブックや International Journal

板それぞれでトルクを検知することが可能であり、

of Heat and Fluid Flow など著名な国際学会誌に掲

せん断層の形成が形成された際の応力の不均一性

載されている。

を測定することができた。さらにこの応力の不均一
性は降伏挙動と相関があり、ソフトマターにおける

2. 研究発表の内容

降伏と同時に局所的にせん断層が形成されている

「Shear layer generation in yield behavior of gels」

ことが明らかになった。

と題して、口頭発表を行った。クリーム状の化粧品
や食品などは重力下では形状を保持できるが、ある

3. 会議の模様

値以上の力を加えることで流動する。これをソフト

当会議のウェルカムパーティーはハンガリー工科

マターにおける降伏挙動と呼ぶ。さらに流れ場で速

大学のカルマン研究室で開催された。
セオドア・ファ

度分布が不均一な層をせん断層と呼ぶ。従来、せ

ン・カルマンは、
流体力学を学んだ人なら誰でも知っ

ん断層の形成を評価するためには特別な装置、技

ているカルマン渦を発見した偉人である。日本では

術そして施設などが必要とされていた。そこで本研

見ることのできない大型風洞装置を眺めながら、世

究ではソフトマターの降伏に伴うせん断層の形成

界各国から参加している研究者と和気藹々と会話

を、ツインドライブ型レオメーターを用いて簡単に

を楽しんだ。翌日からの発表会は、流体工学のコ
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ンピューターシミュレーションにおいて世界トップ

装置を見学することを楽しみにしていたが、メンテ

レベルの研究内容を朝から夕方まで聞き続けること

ナンスのため見学することは叶わなかった。しかし、

ができた。他人のプレゼンを聴講していると、自分

Philippe 教授の居室がある建屋の実験室をほぼ全て

の研究を俯瞰で見るきっかけとなり新たな研究アイ

見学させてくださり、世界の最先端の研究施設を目

ディアが生まれることが多く刺激的であった。学会

にすることができた。
日本に帰国してすぐに、CMFF’
18の委員会から

が終わると、ブダペスト市内の観光に行った。夜に
なっても治安が良く、
自由の橋、
ブダ城、
国会議事堂、

私の発表内容を CMFF’
18の特集号として推薦した

くさり橋など観光名所を巡ることができた。西洋の

旨のメールを受け取った。これに応じると、私の論

趣ある街並み、豪華にライトアップされた歴史的な

文は
「The international journal Tech. Mech.」に掲載

建造物など日本では見ることの出来ない風景を楽し

されるようであるため、現在 Proceedings をリバイ

んだ。

スしているところである。

4. 会議後のフランス訪問

5. 謝辞
この度は、国際会議の参加・発表に助成してい

当会議が無事に終わって、次の目的はフランス
のパリに位置する University of Pari-Est の研究室

ただき本当に感謝しております。上述したように、

見学であった。当研究室の Philippe 教授は、日本

一流の研究者の方々と話をしたり、普段論文で目

から来た一学生である私を快く受け入れてくださっ

にしている研究室を訪問したり、特集号の推薦論

た。また、私の研究内容についてのアドバイスもし

文にセレクトされたりと、貴財団の援助のおかげで

てくださり、国際会議の参加と同じくらい実りの多

大変実りある時間を過ごすことができました。重ね

い時間を過ごした。当研究室には、MRI と粘弾性

て感謝申し上げます。

測定を同時に行える独自の装置がある。私はその

若

木

志

郎

長岡技術科学大学大学院 工学研究科 エネルギー・環境工学専攻 博士後期
課程 3回生
＜研究分野＞レオロジー、流体力学、ソフトマター、薄膜塗布・乾燥技術、分子
配向

2018年 9 月 4 日 か ら 7 日 の 4 日 間 に わ た り、

議は、1959年以来ブダペストで開催されている国

Conference on Modelling Fluid Flow（CMFF’
18）

際会議であり、科学者と技術者の交流を促進さ

がハンガリーのブダペストで開催された。このた

せることで近年発展が著しい流体力学の分野をさ

び、報告者は公益財団法人吉田科学技術財団のご

らに高いレベルへ押し上げることを目的としてい

支援により、国際研究集会派遣研究者として、本

る。さらに、本会議で発表されたクオリティーの高

会議に参加し、研究成果の発表を行った。本会

い論文は Springer 出版の流体工学ハンドブックや
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International Journal of Heat and Fluid Flow など著

造の変化はせん断粘度および光学異方性に明らか

名な国際学会誌に掲載されている。

な変化を与えるため、レオメータを用いて過渡的な
せん断流れ場を作り、同時に偏光解析装置で試料
の複屈折変化を測定した。また、小角光散乱や顕

【研究発表の内容】
報告者は
「Rheo-optic properties of chromonic liquid

微鏡を用いた流動中の可視化を行い、それぞれの

crystal dye in transient shear」
という題目で口頭発表

結果から、ドメイン構造とせん断流動の関係性を多

を行った。

角的に評価した。これらより、ドメイン融合や会合

薄膜塗布技術の開発において近年では塗布材料

体の配向にはある値より高いせん断速度が必要で、

の多様化が急速に進み、塗布材料の特性を考慮し、

その配向を維持するためには、さらに高いせん断速

それぞれに合わせた塗布技術の研究が重要となっ

度を与える必要があることが明らかとなった。

てくる。報告者は塗布により分子配向膜を形成す
ることができる液晶性色素に着目し、塗布による分

【会議の模様と感想】

子配向について研究を行ってきた。液晶性色素は

本会議では、25ヵ国以上の研究者によって約

静止状態ではマルチドメインのネマチック相であ

130 本の論文および Proceedings が提出され、当

り、ドメインごとにネマチック相のダイレクター
（配

日発表件数は94本であり、多くの海外の研究者と

向方向）
が異なっている。そのため、平均的には無

交流することができた。さらに、発表 Proceedings

配向に近く単純な塗布では配向膜は形成されない。

においても専門家による査読が行われたため、す

そこで、塗布過程において、せん断流動を与える

べての発表が高い質を保っており、最先端の研究

ことでドメイン構造の融合を促進し、モノドメイン

の情報を得ることができた。報告者の研究テーマ

状態に近づけてから流動配向を発生させ、配向膜

である塗布薄膜形成技術は、流体力学の中でもレ

は形成される。

オロジーと呼ばれる分野に分類され、現象が非常

本研究報告では、ドメイン構造の融合とせん断

に複雑で高度な研究対象であり流体力学、化学工

流動の関係性を明らかにし、配向膜形成における

学、物理学などさまざまな分野から世界中で研究

最適塗布条件の導出を目的としている。ドメイン構

がおこなわれており、多角的な視点が求められる。
その中で、本会議に参加したことで、流動数値解
析技術や、複雑な流れ場に対するアプローチにつ
いて今後の研究活動につながる情報を得ることが
できた。また、会議期間中に行われた懇親会では、
様々な研究者と話すことができ、研究者として経
験を積んでいく上で役立つ人とのつながりを少な
からず作ることができ、今後に活かしていきたい
と感じている。
本会議を通して、研究対象に対する様々アプロー
チ方法を学ぶことができ、報告者の研究対象であ
る薄膜塗布技術の社会的重要性・必要性、さらに
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新規性について考えを深められる機会を得られた

【謝辞】

ことは、今後の研究者として成長するうえで貴重な
機会であったと感じる。

末筆ながら、このたび貴財団のご支援により、有
意義な研究発表を遂行することができました。御関
係者各位に深く感謝申し上げます。

佐

藤

恵

太

岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 助教
＜研究分野＞動物が持つ非視覚性光受容タンパク質の分子特性と生理機能

貴財団の助成を受け、2018年 9 月24日から29日の

究集会では新たな光遺伝学ツールとして、アニオン

6 日間、カナダ・オンタリオ州の Hockley Valley

チャネルとして働くチャネルロドプシンに加え、グ

Resort に お い て 開 催 さ れ た18th International

アニル酸シクラーゼやホスホジエステラーゼといっ

Conference on Retinal Proteins に参加した。 2 年に

た細胞内セカンドメッセンジャーを産生・分解する

一度開催される本国際会議は、ビタミン A の誘導

酵素を駆動するエンザイムロドプシンと呼ばれるサ

体であるレチナールを発色団として機能する、レチ

ブタイプについて、分子特性や構造の報告が複数

ナールタンパク質に関する研究集会である。

のグループからなされた。ますます多様な光遺伝学

レチナールタンパク質は古細菌、細菌から脊椎

的ツールが日進月歩で開発されてきているという印

動物まで広く存在するタンパク質であり、いずれも

象があり、この分野のさらなる隆盛を感じさせる様

７回膜貫通型のアルファヘリックス構造を持つアポ

子であった。

タンパク質に、発色団としてレチナールを結合する

さらに近年、メタゲノム解析の導入によって細

という共通の構成、及びレチナールの光異性化を

菌の単離・培養をせずとも候補遺伝子の配列情報

初期反応とする共通の機能発現メカニズムを有す

を得られるようになり、新たなレチナールタンパク

る。一方でその分子機能は多岐にわたり、イオンポ

質の発見が加速しているようである。今回、Oded

ンプ、イオンチャネル、細胞内シグナル伝達系の

Beja, Keiichi Inoue らから、これまで発見されたい

駆動など様々な機能を持つレチナールタンパク質

かなるレチナールタンパク質とも相同性のない配列

がこれまでに発見されている。本国際会議では種々

を持ち、細胞膜に入る方向も逆になっている新た

のレチナールタンパク質について、多岐にわたる研

なレチナールタンパク質、ヘリオロドプシンの報告

究発表が行われた。

があり、レチナールタンパク質の世界がますます広

本会議の一つの大きなトピックスは光遺伝学で

がっていくものと感じられた。

ある。現在、神経生物学において一般的なツール

今回最も印象的だったのは、以前にも増してタ

となっている光遺伝学では、レチナールタンパク質

ンパク質の構造に関する報告が増えていたことで

が光駆動分子として広く用いられている。今回の研

ある。その背景には X 線自由電子レーザー
（XFEL）
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やクライオ電子顕微鏡法などの構造生物学的な技

性と機能について研究を行ってきた。最近私たち

術の進展があると考えられる。特に XFEL につい

は Opn5のサブタイプ Opn5L1において、レチナー

て、既に論文として発表されているバクテリオロド

ルがタンパク質中で光依存的に近傍のシステイン

プシンの光異性化を室温・実時間でとらえた Eriko

と共有結合を作ることを見出した。これはこれまで

Nango, Przemyslaw Nogly らの研究だけでなく、光

発見されているどのレチナールタンパク質でも見ら

遺伝学に用いられるアーキロドプシン3、視物質の

れない反応である。これと同様の反応を別のオプシ

モデルであるウシロドプシンについて、XFEL を用

ンでも再現できるかどうかを確認するため、Opn5m

いた解析を行っているという報告があった。これら

と呼ばれる、Opn5L1に近縁であるが光反応は通常

の講演を聞いて、光反応の過程をシミュレーション

のレチナールタンパク質と同様に異性化反応のみ

ではなく、実験的に決定された 3 次元構造の動画

であるタンパク質にシステインを導入し、反応を調

で見ることのできる時代になってきたのだという実

べた。結果、レチナール－システインの共有結合

感があった。

形成が変異タンパク質中でも起こっていると考えら

今 回 私 は「Functional conversion of molecular

れる結果が得られ、この付加反応が普遍的にレチ

property of Opn5 by key amino acid substitution」と

ナールタンパク質中で起こりうることを示した。発

いうタイトルで口頭発表を行った。動物がもつレチ

表後、数人の研究者と議論する機会を得て、生理

ナールタンパク質オプシンは G タンパク質共役型

的な意義について、また反応時の電子状態等につ

受容体の一種であり、その代表は視覚の光受容を

いて議論し、今後の研究方針について示唆をえる

担う視物質である。私を含む研究グループは、非

ことができた。
最後に、本国際会議への参加に当たり支援頂い

視覚性の光受容機能に関わると考えられるオプシ
ン、Opn5および近縁な光受容タンパク質の分子特

濵

中

晃

た吉田科学技術財団に心より御礼申し上げます。

弘

九州大学大学院 工学研究院 地球資源システム工学部門 助教
＜研究分野＞鉱山環境工学、鉱山跡地における酸性坑廃水問題、鉱山跡地の再
緑化、
石炭地下ガス化など

Management in Energy and Mineral Production

期間：2018年11月20日
（火）
～11月22日
（木）

（SWEMP 2018）が開催された。SWEMP は資源開

場所：チリ・サンティアゴ

発に伴う災害の管理、環境汚染の制御、尾鉱や廃
石の管理、環境モニタリング技術、鉱山終掘後の

【国際会議の概要】
2018年11月20日から22日までの 3 日間、チリ・サン

環境修復、その他環境問題に関わる技術など資源

ティアゴの CentroParque において、18th International

開発に伴う環境問題に関連する分野の諸問題・研

Symposium on Environmental Issues and Waste

究・技術などに関して議論を行う国際会議である。
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今年の国際会議における参加者は20ヵ国程度の国

いる。我が国においても、休廃止鉱山より AMD が

から200人程度であった。

継続的に発生しており、鉱山開発が終了して何十

本国際会議では、11月20日にオープニングセレ

年も経過した今においても、その発生はとどまるこ

モニーが開催され、チリの鉱山省を含む7名の来賓

とを知らないという現状がある。また、露天掘り鉱

から鉱山開発の現状および鉱山開発に伴う環境問

山開発では、地表の森林を伐採し、剥土を行うため、

題への取り組みに対する今後の展望に関して講話

鉱山開発終了後には再緑化を実施する必要がある

があり、持続的な鉱山開発に向けた環境保全の重

が、AMD の発生により採掘跡地が酸性土壌となり

要性、環境低負荷型のクリーンな鉱山開発の展望、

植物生育が阻害されていることも確認されている。

ゼロエミッションに向けたディーゼルフリーマイニ

そこで、本研究ではアルカリ性を示す材料の混合

ング、鉱山開発に伴って発生する廃滓の処理など

による酸性土壌の中性化、さらには植物生育の改

の内容に関して、今後取り組むべき問題提起がな

善を目的とし、産業廃棄物であるフライアッシュの

されていた。オープニングセレモニーが終わると20

有効利用を検討した。本研究では、黄鉄鉱を混合

日の内に 3 件、21日の午前中に 5 件の合計 8 件の

するとこで作製した模擬酸性土壌とフライアッシュ

基調講演が行われ、チリ、スウェーデン、
ポーランド、

を種々の混合割合で混合し
（0~50%）
、混合後の土

オーストラリア、南アフリカ、中国といった鉱山開

壌の基礎特性として、Paste pH, EC、透水係数、溶

発が盛んな各国の研究者あるいは会社の経営者が

出イオンの把握を行い、室内植栽実験を行うこと

講演を行っていた。講演の内容は幅広いものであっ

で植物生育への影響を検討した。結果として、フ

たが、化学という観点で言えば、鉱山開発に伴っ

ライアッシュの混合により酸性土壌の矯正および植

て生産される副産物の廃滓の処理や廃滓によって

物生育の改善は可能であるが、酸性土壌の金属イ

生じる廃水をいかに浄化して環境への影響を最小

オンの溶出ポテンシャルが大きい場合やフライアッ

限にするかといったことが述べられていた。

シュを過度に混合した場合には、酸性土壌の植栽
土壌としての改善は困難であり植物生育も改善で
きないことが明らかとなった。

【研究発表の内容】
申 請 者 は11月20日 の 午 後 の セ ッ シ ョ ン で
“Application of Fly Ash to Acidic Soil to Improve

【本国際会議に参加して】

Plant Growth in Disturbed Land of Open-cut Mining”

今回の国際会議は、世界各国の様々な研究者お

と題して、露天掘り鉱山の環境修復で生じている

よび技術者の方と意見交換および交流を深める良

土壌の酸性化に対して、産業廃棄物であるフライ

い機会であったと感じている。自身の講演に関して

アッシュを有効利用することで土壌の改善および

は、自身が行ってきた研究成果をしっかりと発表で

植物生育の改善を検討するという内容で質疑応答

きたのみならず、本研究に興味を示していただい

を含めて合計25分間の講演を行った。露天掘り鉱

た聴講者の3名の方から酸性土壌の作製方法、フラ

山では、剥土に伴い地下に埋まっている黄鉄鉱な

イアッシュの種類による溶出金属イオンの違い、混

どの硫化鉱物が空気中にさらされ、水と酸素と反

合土壌の溶出金属イオンの制御方法に関する本研

応することで酸性水を発生する Acid Mine Drainage

究の本質的な質問を受け、今後の研究を進めてい

（AMD）
という問題が世界中で大きな問題になって

くにあたり大きなヒントを得ることができた。また、
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その中でお互いに深い議論および情報交換を行う

に行っていきたい。

ことができただけでなく、自身の研究に手応えを感

最後になりましたが、このような場で研究成果を

じることができたため、今後の研究を進めていく上

発表でき、かつ世界中の研究者と交流することが

での自信にもつながった。このような場で構築され

できました。このような貴重な機会へご支援してい

たヒューマンネットワークや、研究に関する新しい

ただいた吉田科学技術財団の皆様に、心より御礼

知識を活用して、今後の自身の研究活動を精力的

申し上げます。

門

田

健太郎

京都大学 工学研究科 分子工学専攻 博士後期課程二年
＜研究分野＞無機化学・錯体化学・配位高分子

える科学者が参加しました。同年、ウルフ賞を受賞

【研究集会の概要】
th

研究集会：MOF2018, 6 International Conference

した UC Berkley の Yaghi 教授をはじめとする本分

on Metal-Organic Frameworks & Open

野を牽引する科学者達による活発な議論が行われ

Framework Compounds

ました。

開 催 地：ニュージーランド・オークランド
【研究発表の内容】

開催期間：2018年12月9～13日
発表タイトル：Synthesis and Reactivity of Borohydridebased Coordination Polymer Crystals

私は本学会において、CP 構造を緻密に設計する
ことでボロハイドライドイオン
（BH4-）
の化学環境を
制御し、通常相反する化学安定性と水素放出反応

このたび、吉田科学技術財団よりご支援いた
だき、ニュージーランド・オークランド市で開催
th

性の両立を実現した、という趣旨の研究結果を発
表いたしました。BH4- を含む材料は加熱に伴い、

さ れ た MOF2018, 6 International Conference on

水素ガスを放出することから水素貯蔵材料として

Metal-Organic Frameworks & Open Framework

注目されています。一方で、BH4- 含有材料におい

Compounds
（以降、MOF-2018）
にてポスター発表を

て放出温度は材料の安定性と二律背反の関係にあ

行いました。MOF-2018は、世界規模で精力的に研

ります。すなわち、100度付近といった温和な条件

究されている金属有機構造体
（MOF）
・配位高分子

で水素放出するものは、空気中の水分で発火する、

（CP）
・共有結合性有機構造体
（COF）
に関する基礎・

禁水条件でも徐々に室温で分解してしまうなど課

応用研究の発展、研究情報の交換、研究者の交流

題があります。このような背景から空気中で安定か

を目的としています。当該分野では最も大きな規模

つ100~200度の比較的温和な条件で水素を放出で

かつ重要な国際会議です。今年度は、Plenary talk

きる BH4- 含有材料が求められています。

6 件、Keynote talk 34件、世界各国から600名を超
－38－

本研究では、これまで BH4- 含有材料に組み合

わせられることのなかった有機物を用い、CP 結晶

することができました。特に、水素放出過程の化学

をくみ上げることで反応性の制御を検討しました。

反応をいかに追跡するかという点について、NMR

CP は金属イオンと架橋性有機配位子から自己集積

測定を専門とする方と議論することができました。

的に構築される有機－無機ハイブリッド材料です。

これは、上述の未発表データを論文として出版する

合成条件の検討の結果、
10を越える CP 結晶を合成・

上で大変有意義なものであり、非常に貴重な機会

解析し、多様な化学環境を示す BH4- を系統的に

であったと思います。

実現することができました。亜鉛イオンと窒素系配
位子というもっとも親和性の高い組み合わせ、疎水

【研究集会の模様と感想】

性の高い架橋配位子を BH4- 近傍に集積させること

MOF-2018では、研究発表における質疑応答に加

で、安定性と水素放出特性を両立しました。室温

え、コーヒーブレイクやバンケットなど様々な研究

加湿条件でも一週間以上、大きな化学変化がなく

者とリラックスして議論を行う機会があり有意義な

安定に取り扱えることができ、これは従来の BH4-

ものでした。特に、私と同年代である博士後期課

含有材料にはない特性の一つです。また、130~170

程の学生やポスドクの方たちとお酒を交わしなが

度の温度域で不純物を含まない純粋な水素ガスを

ら、自分たちの研究について議論を行うことはこの

放出することも確認できました。これらの特性は、

ような国際会議を通してしか得られない貴重な経

系統的な構造設計が可能な CP 結晶工学の考え方

験であったと思います。
最後になりましたが、MOF-2018での研究発表と

を、BH4- 含有材料に適応したことにより実現可能

いう貴重な機会をご支援くださった吉田科学技術

となったものです。
MOF-2018のポスター発表では、上記の研究内容

財団に改めて深く御礼申し上げます。

を多様な専門性を有する研究者たちと活発に議論

立

溝

信

之

京都工芸繊維大学大学院 工芸科学研究科 電子システム工学専攻 博士後期
課程2年
＜研究分野＞無機材料科学、
薄膜物性、
光電変換材料

会議の概要

はじめに

本国際会議は、ナノサイエンス、ナノテクノロ

この度、私は公益財団法人吉田科学技術財団
より国際研究集会派遣研究者としてご支援頂き、

ジー分野の最新研究を議論する会議で、アカデミッ

2018年10月24日～26日にドイツのポツダムにて開催

ク、産業の両分野から研究者が集まります。2011

された国際会議 The 8th Annual World Congress of

年から毎年開催されており、2018年の会議は第 8

Nano Science &Technology
（Nano S&T-2018）
に参加

回目になります。過去 7 回までの発表者は3000人

し口頭発表を行いました。

超、聴講者も含めると4000人以上になります。今回
－39－

の第 8 回目の会議では、10ブロックに分かれ議論

添加した AlN の合成を行い、紫外から可視、赤外

が行われ、物理と化学といったカテゴリー間の垣根

に渡る広い波長領域で高い吸収係数を示す物質に

や、アカデミックと産業界の垣根を取り払うことを

なることを見いだしています。本発表では、これら

念頭に置いたプログラムが組まれていました。日本

TM を添加した AlN について、光電子分光や X 線

でいう産学連携の機会としての交流会や、学生や

吸収分光から得られた実験的なバンド構造、理論

若い研究者がキャリアを考える機会も設けられてい

バンド構造を議論し、人工光合成デバイスの材料

ました。

設計指針、デバイス設計指針を提案しました。
発表後には日本、韓国、ポーランド、カナダの研
究者から質問を受け、有意義なディスカッションを

研究発表の内容
私は、世界各国のナノテクノロジー研究に従

行うことが出来ました。

事する若手研究者達が情報交換・国際交流を行
うことを目的としたブロック8のヤングサイエン

感想

テ ィ ス ト フ ォ ー ラ ム に て、
“Engineering of Band

本国際会議のヤングサイエンティストフォーラム

Structure and Crystal Structure of Aluminum Nitride

では、修士・博士課程の学生からポスドクまでが

Semiconductor via 3d-Transition Metal Doping”とい

活発に発表し議論を交わすだけでなく、海外の博

うタイトルで発表を行った。

士課程学生が座長を任されているなど、国際交流

本発表では、3d 遷移金属
（3dTM）
を添加した窒

だけでなく若手の研究者としての成長が図られてい

化アルミニウム
（AlN）
薄膜の結晶構造や電子バンド

ました。私も、海外の研究者とのディスカッション

構造について議論しました。高濃度に3dTM を添

を行い、今後活発に研究活動を行うための良い刺

加した AlN 薄膜は、多段階電子遷移による広帯域

激を得ることが出来ました。

高効率光電変換材料
（マルチバンドギャップ物質）
になると期待されています。我々は、これを人工光

謝辞

合成デバイスの光電極に利用し、高効率で実用的

本会議への参加にあたり、多大なご支援を頂き

なデバイスを実現することを目指し、材料合成と物

ました吉田科学技術財団関係各位に心より感謝申

性評価を進めています。これまで Ti、V、Cr 等を

し上げます。
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藤

崎

省

吾

慶應義塾大学大学院 理工学研究科 総合デザイン工学専攻 マテリアルデザ
イン科学専修 分析化学研究室 修士課程2年
＜研究分野＞マイクロ流体紙基板分析デバイスの開発

この度、公益財団法人吉田科学技術財団の国

路の作製にはワックスプリンタ、試薬の配置にはイ

際研究集会派遣研究者として助成を賜り、2018年

ンクジェットプリンタを用いることで、高い再現性

12月 2 日～ 7 日にタイ、バンコクにて開催された

での大量生産を可能としました。また、その場診断

14th International Conference on Flow Analysis
（Flow

への応用のために、3D プリンタで作製した傾斜の

Analysis XIV）
に参加し、研究成果のポスター発表

ある台を使用することで、重力を駆動力とした、電

を行いました。本研究集会は1979年に第１回集会

力不要のサンプル自動運搬を達成しました。吸光

が開催され、今回が14回目の権威ある学会であり、

度測定の結果、紙基板デバイスでの比色分析に比

フロー分析分野に関わる世界中の研究者が一堂に

べて、低い検出限界が得られたため、高感度化を

会する大規模な学会です。分子インプリントポリ

達成したと言えました。また、比色指示薬と鉄イ

マーやポリマーモノリスといったナノマテリアルの

オン錯体の特異的な波長に基づく吸光度測定によ

基礎研究に従事する研究者から、マイクロ流体シ

り、阻害イオンに対する高選択性が確認すること

ステムや紙基板分析デバイスの開発を行う研究者、

ができました。本研究は、マイクロ流体デバイスの

さらにはグリーンケミストリーや計量化学の専門家

さらなる発展のために非常に有用な研究であると

まで、参加者の専門は多岐にわたります。今回の学

言えます。本会議において、本研究の有用性およ

会は、口頭発表75件、ポスター発表128件という構

び新規性を発表することができ、タイやインドネシ

成でした。

ア、ポルトガルやポーランドなどの研究者から意見

本会議にて私は、
“Printed low-cost microfluidic

やコメントを頂くことができました。また、このポ

analytical devices based on a transparent substrate”

スター発表において、
“14th International Conference

という題目で、ポスター発表を行いました
（発表

on Flow Analysis Outstanding Poster Presentation

者：藤崎省吾、柴田寛之、山田健太郎、鈴木孝治、

Award”
を受賞することができました。

Daniel Citterio）
。マイクロ流体紙基板分析デバイ

本会議では、アジアだけにとどまらず、ヨーロッ

スの主な分析方法の一つに比色分析がありますが、

パやアメリカの研究者とも交流することができ、英

紙の白さに由来する測定感度の低さに課題がありま

語でのコミュニーションの練習としての素晴らしい

した。この問題を解決するために私は、吸光度測

機会となりました。また、自身の研究分野だけでな

定に基づく高感度分析を行える透明基板デバイス

く、幅広い分野の研究者の講演を聞くことで、多岐

を開発しました。本研究では、透明基板として安

にわたる知識を得ることができ、今後の研究をより

価な OHP フィルムを使用し、血清検査項目の一つ

多角的な視点から捉え、柔軟に進めていくために非

である鉄イオン検出の高感度化を目指しました。流

常に有意義な経験となりました。
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最後に、このような貴重な経験を得ることができ
た国際学会への参加に際しまして、多大なるご支

茂

垣

里

援を下さりました吉田科学技術財団に厚く御礼申し
上げます。

奈

東京大学大学院 工学系研究科 化学生命工学専攻 博士課程3年
＜研究分野＞超分子化学、ケミカルバイオロジー

研究集会名：II International Symposium on

【発表概要】
私は“Adhesive Photoswitch for Modulation of

Photopharmacology
開 催 地：ビック
（スペイン）

Protein Functions”
という題目でポスター発表を行

開 催 期 間：2018 年 11 月 1–2 日

いました。また、
事前に提出した要旨を元にポスター
発表者の中から選出され、10分間のショートプレゼ
ンテーション
（口頭発表）
を行う機会も得ました。

【概要】
この度、公益財団法人吉田科学技術財団の国

生体分子機能の光制御は、一般に光応答性化合

際研究集会派遣研究者として助成を賜り、2018

物を標的分子に導入することで行われますが、多く

年11月 1 日 ～ 2 日 に 開 催 さ れ た II International

の場合、化学修飾の足場形成に遺伝子工学的手法

Symposium on Photopharmacology
（ISPP2018）
に参

を必要とするため、その適用範囲が限定されていま

加し、研究成果を発表する機会をいただきました。

す。私たちの研究グループでは、生体高分子に働

光薬理学
（photopharmacology）
は、薬剤や生理活

きかけるための基盤分子として、グアニジニウム基

性物質に光応答性部位を化学的に導入し、その効

を多数有する一連の高分子化合物
『モレキュラーグ

果を光刺激によって時空間的に制御することで生

ルー
（分子糊）
』
を開拓し、これがオキシアニオン性

物機能の解明や低副作用の医療への応用を目指す

官能基と多価的に塩橋を形成することで生体高分

学問領域です。化学、生物学、薬学、医学など多

子表面に強く接着することを見出してきました。本

様な分野の研究者が連携し、この 10年で大きく発

研究では、光応答性リンカーを介して酵素阻害剤

展してきた比較的新しい研究分野でもあります。本

と分子糊を共役させた
『接着性光スイッチ』
を設計

研究集会は、光薬理学に関わる世界中の研究者を

しました。さらに、接着性光スイッチが野生型酵素

一同に介し最新の研究成果を共有することで、研

に接着し、その酵素活性を可逆的に光制御できる

究者間の連携をより活発化させ、共同研究などを

ことを明らかにしました。酵素活性の光制御は、細

推進し光薬理学の今後のさらなる発展を目指すも

胞溶解液中といった夾雑タンパク質存在下でも可

のとしてはじまり、今回で 2 度目の開催となりま

能であるため、接着性光スイッチの細胞内さらには

す。

生体内への応用が期待できます。本発表では、接
着性光スイッチの設計戦略と生体分子機能の制御
－42－

れていたショートプレゼンテーション
（ポスター発

について詳細を報告しました。

表56件中 9 件）
は、国際学会で口頭発表を行う貴重
な機会となり、終了後には多くの参加者から質問や

【本会議の模様と感想】
本会議は、ビック大学にて 2 日間の日程で開催さ

コメントをいただきました。初日夜に開かれたディ

れました。光薬理学に各方面から携わる研究者20

ナーにも参加し、参加者と親睦を深めることもでき

名による講演、ならびに学生やポスドクなど若手研

ました。

究者による56件のポスター発表が行われました。講

ビックはバルセロナの中心地から70km ほど離れ

演者には、本分野の先駆者である Dirk Trauner 教

た山間部に位置する小さな街です。
立地もあってか、

授
（ニューヨーク大学）
や Ben Feringa 教授
（グロー

発表者の多くはヨーロッパの研究機関から参加して

ニンゲン大学 , 2016年ノーベル化学賞受賞）
ら光薬

おり、アジアからの参加者は私と韓国からの講演者

理学のトップ研究者たちが名を連ね、彼らの最新

の2名のみだったことも、これまで参加した国際学

の研究成果を知ることができました。また、錯体化

会とは異なり新鮮でした。また、日本の学会と比べ、

学や機械工学といった普段触れる機会の少ない分

女性が多いことも印象的でした。

野からの光薬理学に対するアプローチを知ることも
でき、大変勉強になりました。ポスターセッション

【謝辞】

はランチと合わせて行われ、私自身も気軽な雰囲気

最後になりますが、本研究集会への参加にあた

の中多くの研究者とディスカッションすることがで

りご支援いただきました吉田科学技術財団に心より

きました。ドイツの学術出版社 De Gruyter 社の編

御礼申し上げます。今回学んだことを自身の研究に

集者による審査の結果、ポスター賞を受賞しました

活かしていく所存です。

ことを、大変光栄に思います。また、事前に選出さ

石

井

恭

平

京都大学大学院 工学研究科 電子工学専攻 修士課程2年
＜研究分野＞酸化物半導体、
深紫外光物性

このたび、吉田科学技術財団より国際研究集会

【会議の概要】

派遣研究者として助成を賜り、2018年11月25日か

MRS は1973年に設立された非常に歴史の長い機

ら30日にアメリカ合衆国マサチューセッツ州ボス

関であり、毎年春と秋の 2 度講演会が開催されて

トンで開催された2018 Materials Research Society

います。本会議では半導体をはじめとする各種材

（MRS）Fall Meeting & Exhibit に参加し、研究発表

料に関する基礎研究から応用研究まで非常に幅広

の機会を頂きました。

い分野の研究を取り上げており、新しい材料・物
理の発展から、電子工学や光工学、医学など新し
－43－

い分野への応用まであらゆる面での研究をカバー

nm（5.86 eV）
の深紫外領域での発光を観測しまし

しています。材料科学の領域では世界最大規模の

た。そして、MgZnO/MgO 積層構造を作製すること

国際研究集会で、先端性が高いことから世界各国

によって発光波長が短波長化し、波長208 nm（5.96

からおよそ6000人と非常に多くの研究者が集まり、

eV）
の深紫外発光を観測しました。また、内部量子

最新成果の発表・検討が行われました。

効率が MgZnO 薄膜と比較して約6.5倍に向上しま
した。これらは MgZnO を用いた固体光源実現の第
一歩となる重要な結果であるといえます。

【研究発表の内容】
私は“Ultra-Wide-Bandgap Materials and Devices”
というセッションにおいて、
“Fabrication of rocksalt-

【会議の感想など】

structured MgZnO/MgO layered structures and their

本会議は 8 時から17時が口頭セッション、20時

DUV light emission properties”
の題目でポスター発

から22時がポスターセッションと、ほとんど一日中

表を行いました。MgZnO は最大7.8 eV と非常に大

発表が行われていたため、非常に多くの学びを得

きなバンドギャップを有する超ワイドバンドギャッ

ることができました。私は今回が初めての国際会議

プ材料の1つです。バンドギャップが大きいほどよ

であり、普段なかなか接する機会のない海外の研

り短波長での発光が可能であることから、MgZnO

究者と議論を交わすことができたことは、とても貴

は深紫外領域のみならず、波長200 nm 以下の真空

重な経験となりました。また、会議の合間にはボス

紫外領域の固体光源実現の可能性を秘めており、

トンの美しい街並みに触れたりおいしい牡蠣やロブ

水銀ランプなどの有害な深紫外光源の撤廃に繋が

スターを堪能したりと、有意義な時間を過ごすこと

る新たな光源として期待されています。
本発表では、

ができました。極寒のボストンで部屋に暖房のない

ミスト CVD 法を用いた MgO 基板上 MgZnO 薄膜

ドミトリーを宿泊先に選んでしまったことも、ある

の成長と、MgZnO/MgO 積層構造の作製に関して

意味貴重な経験です。

報告しました。まず、薄膜の成長にカーボンフリー
の原料を用いることで、転位密度が107 cm-2以下で
あることが示唆される非常に高品質な MgZnO 薄

本会議の参加にあたり、ご支援くださった貴財団
に心より御礼申し上げます。

膜の成長に成功し、CL 測定において最短波長212
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Mahmoud N. Abdelmoez
京都大学大学院 工学研究科 マイクロエンジニアリング専攻 博士後期
課程3年
＜研究分野＞マイクロチャネル内の流体力学的トラップでの集束電場を介し
た単一細胞からの RNA 抽出

会議について

した。 細胞構成要素の分析研究において、細胞膜

会議名：EMBS Micro and Nanotechnology in

の破砕および核酸の抽出は、遺伝子発現の技術的

Medicine Conference (MNM 2018)

な変動を回避し、正確な分析結果を得るために重
要なステップである。

会 場：グランドハイアットカウアイ、ハワイ、

集束電場下での一細胞からの RNA 抽出に関する

アメリカ

有限要素解析を報告する。 我々は、単一の細胞を

日 付：2018年12月10日～14日
マイクロおよびナノテクノロジー・イン・メディ

捕獲し、選択的に細胞膜を破砕するために電場を

カル会議は、科学者、エンジニア、起業家、およ

集中させ、細胞質 RNA を抽出し、そして核と細胞

び医学研究者の間での収集および交流を促進する

質 RNA を分画するための流体力学的トラップ
（幅3

国際シンポジウムである。 そのような相互作用は、

μm および深さ25μm）
を利用するマイクロ流体シ

最先端のマイクロおよびナノテクノロジーを用い

ステムを開発した。

て、対処されていない問題の解決を加速することを

本研究では、RNA 分子の拡散係数と電気泳動移

目的としている。 世界最大の生物医学技術者協会

動度が抽出ダイナミクスに及ぼす影響を調べた。

であるIEEE EMBS は、
MNM 会議を後援している。

我々は、Peclet 数を Pe =μVc /D、エレクトロポレー

これは、MNM 会議の 4 回目の会議で、2012年に最

ションの臨界電位 V（=
0.68V）
、拡散率 D、および
c

初の会議が開催された。会議は、研究者や科学者

電気泳動移動度μと定義し、種々の分子量を有す

が新たな考えに出会い、発表するための快適な環

る RNA 分子について Pe を100から106の範囲である

境を提供することを目的としている。 5 日間を通し

と推定した。長さは最大10 nt から最大104 nt である。

て、
会議は口頭発表、
ワークショップ、
ポスター発表、

我々の数値モデルは、カルセイン分子の時空間

講演、
そして遠足を含む多くの活動を組織している。

分布
（実験値）
と D=10－10m2/s およびμ= －40×10－9
m2/Vs (Pe=220) での計算結果を比較することで荷

発表について

電分子の抽出の過程を捉えることに成功した。 濃

一細胞シークエンシングは、複数の細胞の分析
においては見つけられなかった細胞の不均一性を

度の減衰の指数を使用して、抽出のタイムスケー
ル t0を特徴付けた。

定義した強力なツールである。 セントラルドグマ

2
無次元抽出時間 t0* を、t0*=t0μVc /a（aは単一セ

を構成する要素を同時に分析することは、一細胞

ルの直径）
と定義し、さまざまな Pe で t0* をまとめ

ゲノミクスと転写発現との関連付ける情報を示し、

た。 我々は、100～104付近で Pe の増加とともに t0*

核 RNA と細胞質 RNA の間の相関関係を明らかに

が減少し、高い Pe (>105) で漸近的に一定値に近づ

－45－

くことを見出した。 この結果は、電気泳動移動が

日間に渡り開催されました。 今年の会議の開催地

RNA 抽出を支配し、核酸の長さに依存しない抽出

はアメリカ、ハワイでした。議論をよりリラックス

が可能であることを支持しており、本方法が定量的

させて楽しいものにする自然と熱帯の天気が多くの

遺伝子発現解析に有利であることを示している。

オープンな場所を提供しました。 ポスターセッショ
ンは、会議開催日中に複数回行われました。 これ
により、他の研究者から複数のフィードバックや質

MNM2018会議に関する感想
EMBS MNM カンファレンス2018は、私が2015年

問を受けることができました。

に日本に来て以来初めての海外経験でした。この

会議は私に私達の仕事を同じ分野の他の研究者

カンファレンスは、私の単一細胞研究におけるマイ

から直接評価する素晴らしい機会を与えてくれまし

クロ流体応用分野の先駆的な研究者を数多く集め

た。 したがって、私は生物医学的応用のためのマ

ています。 私は会議の活動中にそれらの研究者と

イクロおよびナノテクノロジーの応用に興味がある

直接話す機会がありました。 私たちは非常に有用

研究者にこのイベントに参加することを検討すべき

な技術情報を共有し、その分野で進行中のプロジェ

だと助言します。 この会議の間に他の大学の日本

クトについて議論することができました。会議は参

人学生と会うこともできましたし、帰国した後でさ

加者間のコミュニケーションを活発にするために 5

えも良い関係を築くことができました。

山

口

真

平

地方独立行政法人 大阪産業技術研究所 応用材料化学研究部 研究員
＜研究分野＞エネルギー変換、
触媒、
燃料電池

【会議の模様】

【はじめに】
このたび、私は、吉田科学技術財団よりご支援を

ICACC は米国セラミックス学会が主催し、世界

賜り、国際研究集会派遣研究者として、2019年 1 月

45カ国から約1000人以上の研究者が参加する大規

27日から 2 月 1 日までアメリカ合衆国フロリダ州で開

模な国際会議です、参加者は大学、各種研究機関、

催された43rd International Conference and Exposition

民間企業など幅広く、その分野は、地域の特徴とし

on Advanced Ceramics and Composites（ICACC 2019）

て航空宇宙関連事業関係者が目立ちました。
会議は、セラミック材料や複合材から成る構造

に参加し、筆頭著者として発表を行いました。
また、会議期間中、前年度発表した論文

材料分野および機能性材料分野に関して、約50の

“EVALUATION OF POWER GENERATION FROM

セッションで口頭発表およびポスター発表が行わ

BIOMASS USING SOLID OXIDE FUEL CELL

れました。構造材料分野では、超高耐熱材料、軽

(SOFC) AND DOWNDRAFT GASIFIERS”
について、

量・高強度な材料およびバイオセラミックスなど、

最優秀論文賞第 3 位の表彰を受けました。

機能性材料分野としては、半導体、磁性体、誘電体、
－46－

触媒、バッテリーおよび燃料電池などのセッション

媒よりも改質活性が約 2 倍向上した。

が設けられていました。

つまり、この両触媒は700～800℃において、酸化・

私 は、Global Young Investigator Forum の 中

還元により再生し、高活性が維持できることを明ら

の Ceramic Hybrid Materials and Composites for

かにした。この研究成果は、タールの分解のみなら

Aerospace, Armor, Biomedical, Electronics, Sensors

ず、様々な燃料の改質に応用が期待される。

and Actuators, Energy Conversion and Storage,
Photo-catalysis, and Environmental Applications I の

【感想など】

セッションに参加し、口頭発表を行いました。

会議開催地のデイトナビーチは、フロリダ半島の

発表題目は
“Development of regenerative catalyst

中間地点に位置し、大西洋に面した場所です。約

containing spinel oxide for reforming hydrocarbons”

80 km 南にはケネディー宇宙センターがあり、周辺

です。

には、民間の宇宙関連施設が点在しています。

発表においては、研究成果をアピールし、参加

夏シーズンのデイトナビーチは、バカンスを楽し

研究者と議論を交わしました。また、時間の許す限

む観光客で混雑するそうですが、会議が開催され

りほかの研究発表を聴講し、新たなアイデアをいく

た１月下旬はオフシーズンということもあり、喧騒

つか着想しました。

とは無縁で、目前に広がる大西洋の雄大な景色を

今後、これらの知見をもとに、研究をさらに発展

ゆっくりと眺め、いろいろと思いを馳せました。

させ、セラミックスならびにエネルギー関連産業へ
還元する所存です。

日本から遠く離れた地で研究発表させていただ
ける幸運を実感するとともに、送り出していただい
た関係者皆様の期待に今後応えられるよう、改め

【研究発表内容】

て意を強くした次第です。

触媒は、熱により活性金属が凝集し不可逆的に

今回、研究発表のほか、もう一つ実践したかっ

失活する。これを防ぐために、酸化・還元により再

たのが、外国の研究者とのネットワーク作りです。

生する触媒に着目した。本研究では、バイオマスの

聴講した研究発表でディスカッションするととも

ガス化で発生するタールを効率良く分解できる高

に、セッションの合間には、ロビーで談話する研究

耐久性触媒の開発を目的とした。

者の輪にも参加しました。

スピネル酸化物 NiAl2O4を含む触媒
（NAO）
と NAO

自身ではこれまで少し苦手とした行動を実践でき

に Ru を添加した触媒
（RNAO）
をゾルゲル法により

たのは、海外発表というモチベーションを持てたこ

調製した。本研究では、両化合物の酸化・還元によ

とが大きかったと考えています。この貴重な経験を

る構造変化とトルエンの改質活性を評価した。

今後の研究活動に役立てていきたいと思います。

その結果、NAO と RNAO は約700℃以上で水素
還元されると、約10 nm の Ni 微粒子がγ-Al2O3上に

【謝辞】

高分散析出することが分かった。Ni が析出したγ

このたび、貴財団のご支援により、実りの多い研

-Al2O3を酸化すると、750℃以上で NiO とγ-Al2O3が

究発表を実施できました。関係各位に深く感謝申し

反応することで NiAl2O4が再生した。また、NAO お

上げます。

よび RNAO は、CO の吸着がえられるため、白金触
－47－

Gudeangadi Prashant Gopal
国立研究開発法人 理化学研究所 環境資源科学研究センター バイオ高分子
研究チーム 特別研究員
＜研究分野＞高分子化学、材料工学

能創発が可能であるため、ドラッグデリバリーや組

【会議概要】
会 議 名：International Conference on Functional

織工学における重要な機能材料として用いられて

Nanomaterials-2019 (ICFNM-2019)

きました。しかしながら、ペプチドには水素結合に

開 催 地：Indian Institute of Technology (BHU),

よる強い分子間相互作用があるため、熱処理によ
る加工性に乏しく、構造材料としての利用は制限さ

インド・バラナシ

れています。また、ペプチドの加熱融解よりも熱分

開催期間：2019年 2 月22日～25日

解が優先的に生じてしまいます。正確な標的配列
私は吉田科学技術財団のご支援をいただき、2019年

を構成する手法として従来の固相ペプチド合成法

2 月にインド・バラナシにて開催された International

がありますが、保護および脱保護の過程を伴う面

Conference on Functional Nanomaterials-2019

倒な多段化反応を必要とするため、大スケールで

(ICFNM2019) に参加し、研究成果を発表する機会を

の合成は困難とされています。この他、N- カルボ

いただきました。ICFNM-2019のメインテーマは、
“ナ

キシ無水物 (NCAs) の開環重合法も広く用いられて

ノの世界への挑戦”
と、
“ナノの世界における健康、

いますが、ジ - ／トリ - ブロックポリペプチドの調

エネルギーおよび環境分野の展望”
です。ナノサイ

製には有用であるものの、目的の配列にならない場

エンスは、科学から産業まで多岐に渡って応用さ

合があります。

れている新しい研究分野であり、学術的・産業的

その一方で、酵素反応法は環境に優しいという

にも広く利用されています。そして、この会議には

観点から他の合成法より有用な方法とされていま

ナノマテリアル分野で学際的活動を行っている科

す。また、産業規模にもスケールアップが可能なア

学・産業界の専門家が参加し、最先端の研究・開

トムエコノミーな方法です。私の発表では、本研究

発について活発な議論が行われました。

室で開発したトリペプチド法を用いた非天然アミノ
酸ポリペプチドの合成について報告しました。ω アミノアルカン酸 ( ナイロンモノマー ) 構成ユニッ

【発表概要】
会議では、
“Nylon-Containing Polypeptide Synthesis

トを非天然アミノ酸として、アラニンおよびグリシ

by Chemoenzymatic Polymerization for Thermal

ンは天然アミノ酸構成ユニットとして使用し、穏や

Processability”
という題目でポスター発表を行いま

かな水系溶媒下でパパインを触媒とした化学酵素

した。私は現在、酵素を用いた天然タンパク質の

重合に成功しました。また、約33 mol% のナイロン

構造模倣および新規ペプチド合成について研究し

構成ユニットを用いたポリペプチドの融点は、約

ています。ペプチドは自己組織化によって新たな機

230℃であることが明らかになりました。私は本手
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法の開発により、熱成形性に富んだバイオマテリア

他研究機関の若手研究者とこれからの研究動向や

ルの発展に寄与するものと考えています。

キャリアアップについて意見交換をするなど、交流
を深めることができました。今後、研究を発展させ
る上で大変有意義な情報収集ができたと思ってお

【会議の模様および感想】
会議では、バイオマテリアルやナノマテリアルと

ります。

いった新規材料の応用研究について議論し、研究
分野が近い BHU の先生方から有益なご意見をいた

【謝辞】

だきました。さらに、ICFNM-2019は科学から産業

最後になりますが、本国際会議への参加・発表

まで幅広い分野を対象としていたため、他分野の

に際しご支援をいただきました吉田科学技術財団

知見も得ることができ貴重な経験となりました。ま

に心より感謝申し上げます。

た、レセプションパーティーにも参加し、BHU や

横

田

晋一朗

甲南大学大学院 フロンティアサイエンス研究科 生命化学専攻
＜研究分野＞生体分子科学、ペプチド工学

この度、公益財団法人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、2019年 6

できない最新鋭の HPLC やペプチド自動合成機が
展示されていた。

月22日～27日に開 催され た26th American Peptide

国際会議において私は
“Generation of Cell Culture

Symposium（26th APS）
に参加し、研究成果を発表

Substrate by Protease Digestion of Amyloid beta

する機会を頂いた。本国際会議は The American

Peptide”
という題目でポスター発表を行った。本研

Peptide Society が主催し、口頭発表85件、ポスター

究は、自己組織化能を有するアミロイドペプチドを

発表300件近く、世界各国の外国人研究者が参加し

用いてボトムアップ的に形成させた線維状の構造

ており、ペプチドに関する最先端の研究発表と議

体
（アミロイド線維）
をプロテアーゼを用いてトップ

論が盛んに行われている国際研究集会である。今

ダウン的に分解することによって複数の部分配列

回においても、細胞膜透過ペプチドやペプチド医

から成るナノ構造体を作製することを試みた研究

薬の開発といったバイオ分野から自己組織化ペプ

である。

チドを用いた材料への応用といったナノ分野まで

具体的には、アミロイドペプチドを自己組織化さ

幅広い研究が発表されていた。また、2018年ノー

せることによってアミロイド線維を作製し、 3 種類

ベル化学賞を受賞した Frances H. Arnold 先生が

のプロテアーゼをそれぞれ用いて、途中分解するこ

opening speaker を務められていた。スポンサー企

とによって複数の部分配列から成るナノ構造体を

業や出展ブースでは国内会議ではあまり見ることが

作製した。まず、アミロイド線維の凝集指示薬であ

－49－

る ThT（Thioflavin-T）
を用いて3種類の分解サンプ
ルの蛍光測定を行ったところ、各分解サンプルに
おいてそれぞれ異なる蛍光値を示したため、プロテ
アーゼを変化させることによって異なるナノ構造体
が作製できていることが示された。また、透過型電
子顕微鏡を用いてアミロイド線維と各分解サンプ
ルの形状観察を行ったところ、各分解サンプルが
アミロイド線維とは異なる形状を有していることが
示された。次に、各分解サンプルおよびアミロイド
線維の細胞接着能を比較するために数種の細胞を
用いて細胞接着試験を行った。その結果、P19細胞
においてトリプシンで分解したサンプルの細胞接着
能が最も高いことが示された。さらに、本研究では
トリプシン分解サンプルに着目し、高速液体クロマ

写真１

ポスター発表中の質疑応答

トグラフィーと質量分析機器を用いてサンプル中の
部分配列を同定した。今後、これらの部分配列単

ナノ構造体に着眼した研究テーマでアワードを受

体を用いて細胞接着試験を行うことで、細胞接着

賞しており、複数のペプチド配列から成るナノ構

能に寄与している配列を見出す予定である。

造体を主題とした研究が最近、盛んに行われてい

ポスター発表では、本研究に関心を持って頂

ることを実感した。よって、同様の主題を掲げる本

いた外国人研究者が大勢発表を聞きに来てくだ

研究も早急に仕上げて、論文投稿を行う必要性が

さった。特に、病気の原因物質であるアミロイド

あると感じ、現在、鋭意論文を執筆中である。国

ペプチドを材料として使用している点や、ボトム

際会議開催中には、質問していただいた先生方と

アップ的に形成させたアミロイド線維をトップダ

夕食を供にするなどの交流を行い、先生方の昔話

ウン的に酵素処理し、新たな機能を有するナノ構

やペプチド研究の現状などのお話を拝聴したほか、

造体を作製するといった点が非常に斬新で、新

将来のことなどの相談にも乗っていただき、貴重な

規的であると評価していただいた。質疑応答で

体験となった。

は、今まで疑問に思わなかった点など、数多く

以上のように、今回の国際会議参加は、様々な

の鋭い質問をいただいたので、今後の本研究の

交流、貴重な体験もでき、今後の私の研究の発展

重要な考察材料として活用したいと思った
（写真1）
。

において重要な糧となる有意義なものとなりまし

他の研究者の発表では、国内会議よりもアミロイド

た。このような本国際会議への参加に際して多大な

ペプチドに関するものが多く、発表者の方々と非常

るご支援を承りました公益財団法人吉田科学技術

に有意義な議論を行うことができた。さらに、海外

財団に心より御礼申し上げます。

の若手研究者が複数のアミロイドペプチドから成る
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メルヴィン

ゴー

ウェイ

シェン

豊橋技術科学大学院 環境・生命工学専攻 博士前期課程2年
＜研究分野＞界面科学、生体膜の物理化学

筆者は
「Division of Colloid and Surface Chemistry」

研究集会名：American Chemical Society（ACS）
National meeting & Expo

の生体膜研究に関するシンポジウム
「Symposium

開 催 期 間：西暦2019年 3 月31日～ 4 月 4 日

on Biomembrane Synthesis, Structure, Mechanics &

開 催 地：Orange County Convention Center,

Dynamics 」
で口頭発表を行った。本研究集会では

Orlando, America（オーランド市、

細胞膜を含む生体膜の研究に関わる化学・生物・

アメリカ国）

物理分野の研究者が、5日間に渡って成果発表と議

主催機関・団体名: American Chemical Society（ACS）

論を行った。

【研究発表の内容】

【研究集会の概要】
この度、吉田科学技術財団のご支援を受けて、

発表タイトル：Cholesterol-induced microdomains

アメリカのオーランド市にて開催された American

formation in completely miscible

Chemical Society（ACS）National meeting & Expo

ternary lipid bilayers which promotes

において口頭発表を行った。ACS National Meeting

the fusion of proteoliposome.

は American Chemical Society が主催する半年に一

内容：本研究では、多価不飽和アシル鎖を持つリン脂質

回の定例学会であり、有機化学・無機化学・物理

である didocosahexaenoyl-phosphatidylethanolamine

化学・生化学など化学に関連するほぼ全ての研究

（22:6-PE）を用いることで、人工脂質二重膜へのプ

分野を網羅して開催される。今年は
「Chemistry for

ロテオリポソーム
（PL）
の融合効率が著しく向上す

New Frontiers」
という大きなテーマがあり、伝統的

ることを示した成果を発表した。医療・創薬分野で

な手法や理論を検討しつつ、現代の諸問題に対し、

の重要な研究対象である膜タンパク質は生体内の

化学からの視点を取り入れる新しい見方やアプロー

情報伝達に重要な役割を担っており、病気の発生

チを提案することを目的としている。本発表集会は

や薬剤応答・免疫反応など多くの生理的な機能に

アメリカ国内だけではなくアジア、ヨーロッパ、オ

関連する。現在ではタンパク質に作用することが分

セアニア諸国からも参加者が集まり、毎年約 1 万

かっている市販医薬品の約60% 以上が膜タンパク

人規模で開催される。約40の Division に分かれて、

質をターゲットとしていることから、今後膜タンパ

各テーマにそったシンポジウムやワークショップが

ク質に関する研究の重要性はますます高まっていく

催されている。学術界はもちろん、産業界からの研

と考えられる。膜タンパク質の機能を in vitro で評

究者の参加も多く、新しい技術開発や発見に関す

価するためには、人工的な脂質膜環境を提供した

る議論を行った。

うえで膜タンパク質を再構成する必要がある。しか
－51－

2 種類の脂質に Chol を添加することで起きるドメ
イン形成は、特異的な現象である。膜融合サイトと
して働くこの微小ドメインの組成や形成機構を知る
ことは、人工脂質膜への PL 融合効率の向上に繋が
る。本研究集会では微小ドメインの組成や形成機
構について考察し、22:6-PE を用いて PL 融合効率
の向上についても発表した。

【感想・謝辞】
今回の研究集会は 5 日間に渡って生体膜という
し、一般的に PL と人工脂質二重膜の融合率は低く、

トピックスに関する発表と議論がなされたため、発

膜タンパク質研究の課題となっている。

表後の質問時間に限らず、休憩時間などにも様々

筆者の所属研究室ではこれまでに、イオンチャ

な研究者と議論をさせていただく機会を得ることが

ネ ル 計 測 に 用 い ら れ て い る phosphatidylcholine

できた。全く新しい知識を吸収し、また、知ってい

（PC）
, phosphatidylethanolamine（PE）
, コレステロー

るつもりでも自分がこれまで見落としていた点に気

ルからなる脂質二重膜と同組成の支持脂質二重膜

づかされ、自分の研究についても別の視点から考え

（supported lipid bilayer: SLB）
にドメインが存在し、

る良い機会となった。世界各国の化学・生物・物

培養細胞から取得した PL の融合サイトとして働く

理分野の研究者と議論することができ、充実した 1

ことを報告した。その SLB の作製に用いた PC と

週間であった。この経験を活かして今後の研究活

PE は鶏卵由来であり、いずれも25℃において流動

動を進めていきます。

的な液晶
（Lα）
相にあるため、完全混合する。Lα

本研究集会への参加にあたり、ご支援を贈りまし

相と固体に近いゲル相に相分離する 2 種類の脂質

た公益財団法人吉田科学技術財団の関係者の皆様

と Chol からなる脂質二重膜での相分離は多くの報

にあらためて心より御礼を申し上げます。

告がされているが、いずれも Lα相で完全混合する

－52－

平成29年度海外研究派遣研究者報告書
大浅

翔

所属機関：北海道大学 先端生命科学研究院 細胞機能科学研究室 博士研究員
研究機関：Karolinska Institutet
出張期間：2017年8月21日～2019年8月31日
研究分野：GPCR の動態と機能の空間分布解析

ア・ベオグラード大学からの訪問研究者が数多く、

1. 研究施設の特徴
この度は、貴財団より海外研究派遣研究者助成

Aleksandar J. Krmpot博士と Stanko N. Nikolić 博士

を賜り、平成29年 8 月からおよそ二年間、スウェ

は私が使用する顕微鏡を構築したため、密に意見

ーデン・ストックホルムにあるカロリンスカ研究所

を交換する研究仲間です。そのような状況もあって、

の Lars Terenius 博士と Vladana Vukojević 博士の主

スウェーデン語とともにセルビア語も挨拶・自己紹

宰する研究グループにて研究に従事する事ができ

介できる程度になりました。研究室は、共焦点蛍光

ました。カロリンスカ研究所は、世界最大の単科医

顕微鏡のオープンファシリティーをもち、Ph.D 学

大であり、ノーベル医学生理学賞の選定委員会が

生を対象とした顕微鏡のコースも開催し、スウェー

あります。Terenius 博士はオピエート受容体の同定

デン国内外の研究者と研究連携や共同研究を行っ

によりガードナー国際賞を受賞し、現在研究室のあ

ています。

る Center for Molecular Medicine の創設者の一人で
す。Vukojević 博士は蛍光相関分光法
（FCS）
のパイ

2. 研究内容

オニアの一人である Rudolf Rigler 博士と一緒に蛍

アルコール・ドラッグはその依存性が高く、摂取

光イメージングを用いた論文を多く発表している若

障害が深刻な問題となっています。留学先ではオピ

手女性研究者です。両博士の人柄が反映されてい

オイド受容体
（OP）
を対象に、共焦点顕微鏡を基盤

る研究室は明るい雰囲気です。両博士と私を除い

とした蛍光相関分光法
（FCS）
や超解像顕微鏡を用

て、二人の Ph.D 学生と一人のポストドクターが在

いて、細胞膜上 OP のアルコール・ドラッグ効果に

籍する小さな研究グループではあるものの、個々の

ついて研究しています。FCS は共焦点領域内を通

研究スキルが高いため、少数精鋭といった印象を

過する蛍光分子の濃度や動態を簡便に明らかにで

受け、週 1 回のミーティングでは研究進捗や研究

きる蛍光測定法です。しかし、従来の FCS は細胞

室内の出来事
（研究室移動など）
について活発に議

膜のある一か所を選択し測定するため、細胞全体

論します。特に、
グループミーティング外で研究デー

での情報が欠落しています。そこで、留学先ではシ

タを議論したいと言えば嫌な顔をせず、時間をか

ングルレーザーから回折光学素子により 32×32の

けて一つ一つ丁寧にデータを見て、厳しい意見を

共焦点領域を作り、レーザー走査不要な二次元イ

もらえます。日本人にはあまり馴染みのないセルビ

メージング装置を基盤とした FCS 装置を開発して
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きました。私は開発された FCS 装置の性能実験と

間でも電光掲示板がついているのは新鮮でした。

その装置を用いて細胞膜上 OP の動態解析を行い

スウェーデンでも寿司は人気で、ストックホル

ました。得られた結果から、開発された FCS 装置

ム市内で寿司レストランを見つけるのに苦労しませ

が従来の FCS 装置と同程度の性能を保持した状態

ん。特に、中央駅の見つけやすい場所にあります。

で同時に数多くの位置を測定可能であり、細胞内

また、Japanska Torget は日本のものを買う事ができ

測定も可能である事を実証しました。また、この装

る商店です。研究面において、JSPS ストックホル

置を用いて、細胞膜上 OP の動態が空間的に不均

ム支局が日本人交流の場を設けたりしています。そ

一である事も測定結果から明らかにしました。これ

のため一般生活・研究面において、日本人が適応

らのデータは Analytical Chemistry 誌にて発表しま

しやすい環境が揃っているように思います。

した。OP 動態については別の論文として投稿準備

また、英語が堪能な人が研究所内外に多いた

中です。他にも複数の共同研究に携わり、これらも

め、英語さえできれば生活に困る事は多くありませ

すべて投稿準備中です。

ん。私は英語が堪能でないため、留学当初は言語
の壁を感じる事が多かったものの、Terenius 博士、
Vukojević 博士ともに明瞭でゆっくり話すため、研

3. 生活環境
ストックホルムは北海道・札幌市に近い気温の

究の打ち合わせの際に英語で困る事は多くありませ

ため、日本人には過ごしやすい気候であり、訪問

んでした。留学を通して研究面以外にもスウェ ー

した知り合いも口を揃えて言うほどに治安が良いで

デンやセルビアの生活スタイルや文化に触れ、本

す。日本に比べて緯度が高いため、夏には23時に

当に充実した二年間を過ごす事ができました。改め

なっても遠くの空が明るいためカーテンを閉めない

まして、このような留学機会を与えて頂き心より厚

と眠れず、冬は太陽があまり出ないため薄暗く、昼

く御礼申し上げます。
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所属機関：千葉大学大学院

医学薬学府

先端創薬科学専攻

博士課程三年

研究機関：シカゴ大学化学科（アメリカ合衆国・シカゴ）
出張期間：2018年8月31日～11月14日
研究分野：有機合成化学

【渡航目的、研究背景】

を有する天然物の合成研究を行っており、近年で

この度私は貴財団からご支援を賜り、シカゴ大学

はヘテロ原子を持たない複雑天然物や酸素が結合

化学科・Scott A. Snyder 研究室にて研究活動を行っ

した不斉 4 級炭素を有する天然物へも研究対象を

て参りました。Snyder 教授は含窒素不斉 4 級炭素

広げています。私が携わったのは
“含酸素不斉 4 級
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炭素を持つ天然物の合成研究”
ですが、標的化合物

条件下で基質の C － X( ハロゲン ) 結合が開裂して

は特異な骨格を有しており、既知の反応では合成

しまい、目的の反応は進行しませんでした。反応機

することが困難でした。そこで私に与えられた課題

構の考察により C － X 結合の開裂の原因を明らか

は、標的天然物の複雑骨格を構築できる新規反応

にし、添加剤を変えましたが、C － X 結合の開裂

の開発、およびその反応条件を元に天然物の生合

は抑制できたものの複雑な混合物が得られるのみ

成経路を提唱することです。私は日本の研究室に

でした。

おいて様々な骨格構築のための新規反応を開発し

光触媒は UV とは異なり、可視光領域の光を使

てきたため、日本で得た知識・経験を元に研究活

用する温和な条件で基質を励起することもできるた

動を行いました。

め、励起による [2+2] 付加環化反応についても様々
な条件を試みましたが、基質が異性化するのみで
した。

【研究成果】

以上のように、渡航中に天然物の合成は達成で

標的天然物はシクロブタン環を有しているため、
UV 照射によるオレフィンの [2+2] 付加環化反応か

きませんでしたが、可視光を使った基質の励起や

ら検討を始めました。まず、反応中間体を安定化す

活性な中間体への変換条件を見出すことで生合成

る官能基を持つ基質を用いたところ、低収率なが

条件に少し近づけたかと思います。機器の都合に

ら目的の反応が進行して標的天然物の基本骨格が

より期間中には試せなかった条件をシカゴ大の学

構築できましたが、天然物への変換が困難でした。

生に伝えてきたので、彼らが合成を達成することを

そこで、より天然物に近い構造の基質を用いて検

祈っております。

討を行いましたが、この基質では C － C 結合の回
転によるオレフィンの異性化が起こり、励起エネル

【生活環境】
シカゴ大学はシカゴのダウンタウンの南にあるハ

ギーが失われて目的の反応は進行しませんでした。
さらに、時間が経つにつれて UV 照射による基質の

イドパークというエリアにあり、私もこのエリアで

分解が徐々に進行したため、UV による [2+2] 付加

アパートを借りて生活していました。ハイドパーク

環化反応は断念しました。

はシカゴ市やシカゴ大学の警察が頻繁にパトロー

次に、基質の一電子還元によってラジカルアニ

ルしているため、比較的安全で閑静な住宅街です。

オン中間体を生成させる反応を設計しました。ラジ

しかしながら、ダウンタウンの南側は基本的に治安

カルアニオンは C － C 結合の回転が起こっても活

が悪いので注意が必要でした。特に大学の南側と

性を保つため、UV 条件下での問題
（異性化による

西側は急に街並みが変わり、殺人事件も多発して

エネルギー消失）
を解決できます。最終的には反応

います。私は必要がない限りこのエリアには近づか

中間体を一電子酸化する必要があるため、酸化剤

ず、夜は大学のシャトルバスを利用して帰りました。

としても還元剤としても働く Photoredox 触媒を用

シカゴに限らず、日本と同じように生活していると

いて検討を行いました。一電子酸化還元反応は生

確実に犯罪に巻き込まれるので、常に気を配って

体内でも頻繁に起こっているため、生合成経路を

生活する必要があります。

提唱するための良い反応条件になるとも期待しまし

食生活は噂に聞くほど困ることもなく、様々な国

た。しかしながら、実際に反応を行うと一電子還元

の料理を楽しめました。ただ、大学の食堂も含め、
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がいましたら、是非そのような観点からも留学を楽

値段は日本の約1.5倍です。

しんでいただけたらと思います。
【感想】
第二言語のみで数ヶ月間生活するのは非常に大

【謝辞】

変でしたが、そのような環境の中で研究活動を行っ

前述の通り、本研究留学は研究に加えて文化的

たことは大きな自信になりました。また、出発前に

な学びの機会もあり、非常に充実したものとなりま

予想していた以上に、現地での日常生活から学ぶ

した。このような貴重な経験をするにあたり、多大

こと・考えさせられることが多かったように感じま

なるご支援を賜りました公益財団法人吉田科学技

す。この報告書を読んで留学準備をされている方

術財団に心より厚く御礼申し上げます。

佐

藤

靖

徳

所属機関：長岡技術科学大学大学院

5年一貫制博士課程

3年

研究機関：Stanford University
出張期間：2018年10月4日～2019年3月2日
研究分野：ソフトマターの物理、コロイドゲルの降伏

タンフォード・ジュニア大学）
は、アメリカ合衆国

1. 派遣の経緯
派遣のきっかけは2018年 6 月韓国の済州島で開

カリフォルニア州サンフランシスコから南東60km

催された PRCR である。自身の研究分野であるコ

ほどに位置する世界トップクラスの大学である。当

ロイドゲルの降伏挙動に関する成果報告をするた

時のカリフォルニア州知事のリーランド・スタン

めに、本学会に参加したがそこで私の指導教員で

フォードが、病気で失った息子の名前をこの世に残

ある髙橋先生がポスドク時代所属していたスタン

すため、1886年に本大学は設立された。キャンパ

フォード大学のフラー先生と昼食を共にすることが

ス中央にあるメモリアル・チャーチには1886年から

できた。普段、私が目にしている教科書や論文の

一年ごとに記念のタイルが設置されており、100年

著者であるフラー先生と会うことができ非常に感

以上続く本大学の歴史を感じることができた。

動したことを覚えている。しかし、それだけでなく

フラー研究室は化学工学系の研究室であり、ポ

お互いの研究内容について歓談している途中、
「今

スドク 2 名、大学院生 9 名、学部生 6 名で構成さ

度スタンフォードで一緒に研究しないか？」と誘っ

れている。研究分野は多岐にわたるが、主にバイ

ていただけたのである。研究プロジェクトはフラー

オ系レオロジー / 界面レオロジーに関する研究を行

研究室と製薬会社の共同研究である
「ルブリチンの

う学生が多い。彼らとともに毎週水曜日にグループ

ディウェッティング現象」
に関するものである。

ミーティング
（進捗報告会）
で議論しながら、 2 週間
に 1 回ある企業とのミーティングに参加させていた
だいた。

2. 研究機関
スタンフォード大学
（正式名称：リーランド・ス
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図１ （左）メモリアル・チャーチ、（右上）
記念タイル、
（右下）
周辺の景色

た。本成果は、今春に開催される日本レオロジー学

3. 研究内容
研究内容は、ドライアイ抑制を目的としたルブ

会年会でポスター発表されるほか、本研究分野で

リチンのディウェッティング挙動に関する研究であ

国際的に著名な
“Soft matter”もしくは“ Langmuir”

る。ルブリチンは私たちの体に存在するたんぱく

に投稿される予定である。

質の一つである。主に膝の関節部や目の中に存在
しており、潤滑油の役割をしていると考えられてい

4. 生活環境

る。ルブリチンの眼球上のディウェッティング現象

大学が位置するパロアルトはアメリカの中でも非

を理解するため、人の眼球を模擬した装置である

常に治安がいいことで知られている。更に日本人

i-DDrOP を用いた。本装置は、ガラスドームをモ
バイルステージ上に設置し、ルブリチン溶液で満た
されたトラフの自由表面より1mm 上昇させる。重
力 / 乾燥 / ガラスドームの濡れ性によるディウェッ
ティング過程において、膜厚に対応するカラーパ
ターンから膜厚の時間変化を算出するとともに、画
像解析からガラスドーム上の濡れ率を算出した。
結果として、ルブリチンはガラスドームの濡れ性
によらず、ドーム表面でサンプルの蒸発に誘起され
たマランゴニ流によって振動しながら、非常に薄い
涙液膜を長期間維持することができることがわかっ

図 2 （左）
私、
（中央）
フラー先生、
（右）
シニア学生
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が多く、ダウンタウンにはラーメン、寿司、おにぎ

生生活を送っているようであったため、日本とアメ

りなど日本食を食べる機会も多くある。しかしなが

リカの大学の違いを感じる結果となった。

ら、物価は日本よりも非常に高く私が滞在した民宿
（Airbnb で予約）
は月20万円もの家賃であった。ま

5. 謝辞

たスタンフォードが私立大学ということもあり、大

この度は、貴財団の援助によって地方大学の一

学に対するサービス料や保険料で月数十万円納め

学生が経験することができない貴重な研究生活を

る必要があったため、今までの貯金をほぼ全額使う

送ることができました。研究面だけでなく精神面で

必要があった。大学の正規課程に所属している学

も強く刺激を受けることができたことに、心より感

生の多くは授業料免除＋給料を受け取りながら学

謝申し上げます。ありがとうございました。

原

田

慎

吾

所属機関：千葉大学大学院

薬学研究院

創薬科学講座

薬化学研究室・助教

研究機関：Yale University
出張期間：2019年5月17日～9月13日
研究分野：有機合成化学・有機金属化学

この度、公益財団法人吉田科学技術財団からご

意しました。

支援を承り、2019年 5 月17日から同年 9 月13日の期

研究室の生活環境に関しまして、大体午前9時ご

間、アメリカ留学を行いました。報告者が海外研

ろに研究室に到着して化学実験、分子計算および

究先に選択した研究機関は Yale 大学であり、最先

ディスカッション・セミナーなどを行い、午後10時

端の研究を推進している世界最高峰の大学の一つ

頃に帰宅する生活でした。食事に関しては、昼食

です。受け入れ先研究室の同大学化学科 Timothy

は各国の料理が楽しめるフードカーが学校付近ま

R. Newhouse 准教授は、Yale 大学で PI として研究

で来てくれているので、それらを利用しておりまし

室を構えている新進気鋭の若手研究者であり、生

た。報告者が見た範囲では、約10種のフードカー

物活性分子の短工程全合成を専門とします。報告

の中でタイ料理が一番人気、日本料理が二番人気

者は、金属カルベン種を用いる新規反応の開発と

といった印象でした。いずれも量が多いので、体重

それを鍵工程とする医薬品候補化合物の全合成研

コントロールについて少し心配しておりました。夜

究を行っており、専門分野が一部一致しています。

は自前で作ったお弁当を学校にいるうちに食べ、実

次世代の医薬品候補分子または生物活性分子の全

験を再開するという生活リズムでした。これらは有

合成研究は、
「短工程・高効率」
がキーワードとなっ

機実験を行う研究室では、比較的一般的なもので

ており、
日進月歩に合成技術が開発されております。

あろうと存じます。通学に関しまして、登校時は無

報告者はこれらのキーワードを満たす全合成研究

料のバスを利用して、帰宅時は無料の乗り合いタク

を精力的に推進している Timothy R. Newhouse 准

シーをアプリで呼んでいました。稀に、混み合って

教授の下で研鑚を積みたいと考え、海外留学を決

いる時は、20分ほどかけて、深夜でも歩いて帰宅し
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ておりました。New Haven の街は比較的に治安が

性に大きく影響するため、縮環構築反応の最適条

良くないという噂を聞いておりましたが、それは過

件を密度汎関数による理論計算により予測したと

去の話で、少なくとも近年の街中心部は安全であり

ころ、計 6 つの候補から、ブテノライド部位を有す

普通に生活可能でした。118日間の滞在で特に、危

る基質が適していることが示唆されました。この結

険な目に遭うことはなく、強いて挙げるのであれば、

果に基づき、合成計画を立案・実行しました。市

一度散歩連れの犬に噛まれたくらいです。飼い主に

販で安価な (R)-carvone に対し、立体選択的な共役

笑いながら sorry と言われ、改めてそこが海外であ

付加に続くアルキル化、ヘテロポーソン・カーン反

ることを実感しました。物価に関しまして、日本と

応によりブテノライドを58% yield で得ました。オ

比較するとかなり高く、平均して1.5倍程度ではな

ゾンと鉄触媒を用いる脱アルケニル化とα位アルキ

いかと感じました。決して大きくない一人暮らし用

ル化、ウィッティッヒ反応によりコア骨格を構築し

のアパートの家賃が月17万円、ラーメンは高く一杯

ました。鍵反応であるインドール環化反応は、還元

1500円くらいでした。それ故、昼食以外は自炊をし

的 Heck 反応で進行することがわかりました。収率

て節約生活をしておりました。

に改善の余地を残すものの、用いる配位子によって

研究内容に関しまして、まず量子化学計算を

5-exo 型の環化モードと6-endo 型の環化モードをコ

用いる合成経路探索を行いました。標的分子とし

ントロールすることが可能でした。以上の検討で標

て、多彩で有用な生物活性を示し、複雑な化学

的分子の形式全合成を達成することができました。

構 造 を 有 する paspalicine, shearilicine 及 び deoxy-

今後は各工程の高効率化が必要となります。それら

penerpene D を設定しました。以前の類縁アルカロ

は、共同研究者の博士学生が引き継ぐ形となりまし

イドの合成研究では、インドールの Friedel-Crafts

た。

型環化反応の工程において、競合するメチル基転

最後になりましたが、報告者の海外留学滞在に

移を制御できず、低収率に止まっておりました
（11%

際し、助成を賜りました公益財団法人吉田科学技

yield）
。本工程の収率改善が合成経路全体の効率

術財団に改めて心より深く御礼申し上げます。
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平成30年度国内開催国際研究集会報告書
4th Kagoshima University - North Dakota State University Joint
Symposium on Biotechnology, Nanomaterials, and Polymers (KNJS 2018)
（第4回バイオテクノロジー・ナノ材料・高分子に関する鹿児島大学－
ノースダコタ州立大学合同シンポジウム）
申 請 者：鹿児島大学学術研究院理工学域工学系・准教授 金 子 芳 郎
開催期間：2018年10月31日
（水）
～11月3日
（土）
開催場所：鹿児島大学郡元キャンパス
（鹿児島県鹿児島市）
発表件数：招待講演2件 口頭発表13件 ポスター発表54件

けるディスカッションをきっかけに共同研究へと発

＜背景＞
大学間協定校である鹿児島大学とノースダコタ

展させ、新技術や新材料を開発することが本シン

州立大学
（USA）
は、2015年からバイオテクノロジー・

ポジウムの重要な目的である。さらに、日米の学生

ナノ材料・高分子に関する合同シンポジウムを毎

交流によるグローバル人材育成も主な目的としてお

年交互開催の形式で行っており、今回は第4回の合

り、大学院生の短期留学のきっかけにもなり実績を

同シンポジウムとして鹿児島大学で開催された。

有している。

本シンポジウムでは、教員や研究者の口頭発表
の他に、学生によるショートプレゼンテーションお

＜会議の概要＞

よびポスターセッションの枠を設け、教員・研究者

第 4 回バイオテクノロジー・ナノ材料・高分子

らと学生との垣根のないフリーディスカッションの

に関する鹿児島大学－ノースダコタ州立大学合同

場を設定し、今後の研究分野を創発し、有機的な

シンポジウムが、2018年10月31日
（水）～11月 3 日

交流のきっかけが得られる有意義なシンポジウム

（土）
に鹿児島大学郡元キャンパス
（鹿児島県鹿児島

としている。これらの口頭発表やポスター発表にお

市）
にて開催された。招待講演 2 件、口頭発表13件、

ポスター会場

講演会場での集合写真
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ポスター発表54件の合計69名の発表者に加えて、
聴講者が約20名参加し、参加人数約90名のシンポ
ジウムとなった。
本シンポジウムは、バイオテクノロジー・ナノ材
料・高分子の分野から構成されているが、異分野
交流も目的の 1 つとしており、特に分野によって
セッションを分けずにプログラムを構成した。講演
会初日
（11月 1 日）
は、京都工芸繊維大学の足立馨
先生の招待講演、ノースダコタ州立大学教員の口

Excursion
「おはら祭」

頭発表 2 件、鹿児島大学教員の口頭発表 5 件、さ
らに学生によるショートプレゼンテーションおよび

に参加することができ、異文化交流という意味でも

ポスター発表が27件行われ、活発な議論が展開さ

貴重な体験だったようである。

れた。講演会 2 日目
（11月 2 日）
は、京都工芸繊維

今回のシンポジウムでは、多くの情報交流および

大学の松川公洋先生の招待講演、ノースダコタ州

人的交流がなされ、たいへん有意義な会となった。

立大学教員の口頭発表 2 件、鹿児島大学教員の口

また、2018年度から、鹿児島大学とノースダコタ州

頭発表 4 件、学生によるショートプレゼンテーショ

立大学に加えて、台湾の国立成功大学も含む 3 大

ンおよびポスター発表が27件行われ、前日同様に

学共同教育プロジェクト
「大学の世界展開力強化事

活発な討論が繰り広げられた。

業
（日本学術振興会）
」
がスタートし、オンラインを

さらに本シンポジウムの交流イベントとして、第

用いる授業や交換留学を通して学生交流をさらに

1 日目には Welcome Party、第 2 日目には Banquet、

活発化させたいと考えているが、今回のシンポジウ

第 3 日目には Farewell Party を催行し、日米の教員・

ムは本プロジェクト推進のためにも非常に良いきっ

研究者・学生の間で親睦を深めることができた。さ

かけとなった。

らに第4日目には Excursion として鹿児島市最大の

最後になりましたが、本シンポジウムの開催にあ

お祭りである
「おはら祭」
に参加し、おはら節・ハン

たり、公益財団法人吉田科学技術財団からのご支

ヤ節・渋谷音頭を踊った。特に、ノースダコタ州

援に厚く御礼申し上げます。

立大学の教員・学生にとっては、日本の伝統行事
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International symposium on“50th anniversary of
Thermus thermophilus discovery”
（高度好熱菌 Thermus thermophilus 発見50周年記念シンポジウム）
申 請 者：台湾中央研究院生物化學研究所・客座教授 別 所 義 隆
開催期間：2018年9月28日
（金）～29日
（土）
開催場所：熱川ハイツ
（静岡県賀茂郡東伊豆町）
発表件数：特別講演
（１講演）
、招待講演
（４講演）
、口演
（21演題）
、ポスター発表
（34演題）
参加人数：73名

（会議の概要）

（背景）
高度好熱菌
（Thermus thermophilus）
は、大島泰郎

研究会は、英国、ノルウェー、フランス、シン

博士が1968年に静岡県伊豆河津町の峰温泉で発見・

ガポール、台湾など世界各国と日本から約70名の

単離した純日本産の真正細菌である。この微生物

参加者に恵まれ
（写真左）
、26題の口頭発表、34題

は85℃という高温環境下でも生存可能で、遺伝子

のポスター発表が実施された。口頭発表は、構造

操作ができる好熱菌のモデル生物として、生物学

ゲノムプロジェクト、プロテオミクス、データベー

の発展に多大な貢献を果たしてきた。日本で2000

ス、バイオリソース、ゲノムテクノロジー、極限環

年代初頭に、T. thermophilus HB8株の全ゲノム解析

境微生物学、核酸およびリボソーム科学、代謝科学、

が完了したのち、全細胞生物学を目指して構造ゲ

合成生物学、生命の起源および進化学、フロンティ

ノムプロジェクトも実施された。耐熱性のタンパク

ア生命学など、高度好熱菌をとりまく細胞から分子

質は構造生物学に非常に適した材料であり、タン

に至る様々な分野の研究が報告された。ポスター

パク質の構造から機能が予測され、生化学研究に

発表も同様に、シニア研究者が実施してきた研究

よりその機能が実証された例も少なくない。このよ

の蓄積と、学生や若手研究者による最新の研究が

うに、高度好熱菌は基本生命現象の解明に非常に

それぞれ報告され、大変盛会な研究会となった。
研究会１日目夜の特別セッション
（シンポジウム）

適したモデル生物として研究が進められ、その安
定な生体分子が多くの研究・技術開発に貢献して

では、英国エクセター大学のリトルチャイルド博士

きた。これから研究が発展するフロンティア分野に

（Prof. Jennifer Littlechild）
の招待講演があり、2019

おいても、この生物種の生体分子が引き続き有用

年 9 月に日本で開催される Thermophiles 2019カン

な試料として活用できると考えられる。2018年の秋

ファレンス
（会頭：九州大学・石野良純博士）
の概

は、高度好熱菌が日本で発見されてからちょうど50

要も報告された。また、大島泰郎博士の記念セレ

年の節目になる。日本が主導して世界の科学技術

モニーで、世界各国15人の研究者から届いた祝辞

の発展に貢献してきたこの微生物の研究を総括し、

やビデオメッセージが紹介された。T. thermophilus

また最新のフロンティア分野の研究を議論する場を

リボソームの構造研究で2009年にノーベル賞を受

設けるため、T. thermophilus が発見された伊豆の峰

賞された英国ＭＲＣ分子生物学研究所のラマクリ

温泉の近くで 2 日間のシンポジウム・研究会が開催

シュナン博士からも大島博士と研究会宛てにメッ

された。

セージが届いた。セレモニーの後、大島泰郎先生
－62－

研究会参加者の集合写真
（伊豆熱川ハイツ研修所）

高度好熱菌発見の地、伊豆峰温泉にて
大島泰郎博士の採集デモンストレーション

の特別講演があり大拍手に包まれ初日のシンポジ

究会の様子をホームページに掲載した。

ウムを終えた。

http://www.lifescience.it-chiba.ac.jp/nemoto/tth50/

2 日目の午後には、T. thermophilus が発見された

TopPage.html

河津町の峰温泉に移動し、発見者である大島泰郎

http://www.lifescience.it-chiba.ac.jp/nemoto/tth50/

博士による菌体採集のデモンストレーションが行

Photo.html
また、シンポジウム開催中、東京化学同人の現

われた
（写真右）
。峰温泉観光協会のご協力により、
参加者は自噴泉の櫓に特別に立ち入ることが許さ

代化学編集グループから取材を受け、大島泰郎博

れた。T. thermophilus が50年前に採集された実際の

士の科学に対する思いとシンポジウム・研究会の様

場所で、研究会参加者がフィールドワークの実践

子が出版された
（現代化学・2019年２月号）
。

を観察できたことは、この研究会を開催したからこ

このように大変な盛会となったこの記念シンポジ

そであり、多くの参加者から大変意義があったと声

ウム・研究会を開催できたのは、吉田科学技術財

をいただいた。学生・院生にも日本の微生物学の

団の援助をいただいたからです。ここに改めて感謝

研究の歴史を啓蒙することができ、研究会も大成

いたします。

功であった。情報発信するため、シンポジウム・研
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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審査の上、航空運賃
を助成します。

（ 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。
（例：物理化学・有機化学・無機化学・材料化学など。
）

（ 2 ）応募の資格
  次の各項の資格を具備する者とします。
①大学院修士課程在籍または、これと同等以上の学力を有する者。
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当該集会において、討議･発表を行い、あるいは聴講するのに十分な語学力を有する者。

（ 3 ）助成額
  航空運賃については、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 2 部（副はコピーで可）
、合計 3 部を提出して下さい。
（申請用紙はホームページよりダウンロードして下さい。
）
（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。
第１回
第2回
第3回
第4回

締切り月日
4 月 30 日
7 月 31 日
10 月 31 日
1 月 31 日

対象集会開始日
9 月 30 日まで
12 月 31 日まで
3 月 31 日まで
6 月 30 日まで

選考結果の通知
6 月上旬
9 月上旬
12 月上旬
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
      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
申請に係る個人情報の取り扱いにつきましては、審査の為選考委員に開示するほかは公表致しません。
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致します。
以上
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申請者氏名         印

得



6. 研究集会の

(
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、貴財団の国際研究集会派遣研究者に採用されたいの 申請します。
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期
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12. 出張期間         日間
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、

    年  月  日

3 年間の

出張

・

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。

     年      月      日
     年      月      日
・期間
に いて。
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   ◎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。

5 年間

金額              

財団記入欄

       

助金
                            円
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① 選考日

②
採用・不採用

③ 助成金額
         円

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
審査の上、航空運賃を助成します。

（ 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。
（例：物理化学・有機化学・無機化学・材料化学など。
）

（ 2 ）応募の資格
  次の各項の資格を具備する者とします。
①大学院修士課程在籍または、これと同等以上の学力を有する者。
②大学院生である場合は、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 ）出張期間

   原則として満 1 ヶ年以内

（ 4 ）助成額

   航空運賃については、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、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 2 部（副はコピーで可）
、合計 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。
（申請用紙はホームページよりダウンロードして下さい。
））

（ 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。
第１回
第2回
第3回
第4回

締切り月日
4 月 30 日
7 月 31 日
10 月 31 日
1 月 31 日

対象出発日
9 月 30 日まで
12 月 31 日まで
3 月 31 日まで
6 月 30 日まで

選考結果の通知
6 月上旬
9 月上旬
12 月上旬
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
      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
申請に係る個人情報の取り扱いにつきましては、審査の為選考委員に開示するほかは公表致しません。
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致します。
以上
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編集後記

2019年
「吉田科学技術財団年報」
をご送付申し上げます。
巻頭言には当財団理事、選考委員長、東京工業大学 名誉教授の中濱精一先生にお
申し上げましたところ、
「ノーベル化学賞を振り返る」と題し、

い

稿を賜りました。ご多用

の中、ご執筆をいただきまして誠に有難うございました。
本号の研究者報告は平成29年度、平成30年度に当財団の助成を受けられ海外での研究集
会・国際会議に出席された方々、国内にて開催されました国際研究集会についての報告書
を掲載させていただきました。ご報告を頂きました皆様方にお礼を申し上げます。また、
皆様方の今後ますますのご活躍を祈念いたしております。
引き続き、多くの研究者の方々にご活用いただけるよう、当財団設立の趣意に基づく助
成事業を継続してまいります。
発

に際しましては、役員諸氏及び社外の関係者のご助力の賜物と感謝申し上げます。

今後とも、関係各位の変わら

学

年報

ご支援・ご協力をお

2019年

い申し上げます。

発

学
102-0076
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ビラカーサ 番町404号
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