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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 の発展にあり、その産業

経 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 来の 盛

を 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 の面での 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 と

国民経 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 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 二氏およびハニー化成株式

会社の 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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巻頭言

コロナは黒船？

東京工業大学・東京薬科大学名誉教授

共和化工環境微生物学研究所

　　大　島　泰　郎

　今年は年が明けて間もなく、新型コロナ感染症 Covid-19の流行に振り回された。ワクチンが

開発されるまでは、人と人の接触を断つのが、唯一、かつ究極の感染防止策である。こうして、

私が依頼されていた講義は、キャンパスが封鎖されオンラインに、世話する予定の講演会は中

止。3月が定年の先生方は最終講義が開催できず、学位取得者のお祝いもごく内輪の会になって

しまった。

　正式な学名が「Sars-Cov-2」と呼ぶ今回のウイルスは、その名が示すように、かつて流行し

た Sars ウイルスの仲間である。報道や日常の会話の中では「ウイルスが死んでーーー」などと

表現するが、厳密にはウイルスは「生命」ではないので、死ぬことはなく「不活性化」という

べきである。生命の定義は「自己増殖」「エネルギー代謝」「細胞構造」の三条件を備えている

ものとされるが、コロナウイルスに限らずウイルスは、この三条件のすべてを欠いているから「生

命体」ではない。でも、「感染後はヒト体内で増えるから増殖するでしょう」と反論されるかも

しれないが、ウイルスの増殖はヒトなど他の生命の「自己増殖能」をつかさどる細胞内の装置

を借りて「増殖」するので、「自己」増殖ではない。コロナに限らずすべてのウイルスが、他の

生命体の装置を借りて「増殖」するので、この点だけでも「ウイルスは生命ではない」。

　同様にウイルスは「エネルギー代謝」、すなわち食物を食べ、そこから利用可能な形のエネル

ギーを引き出す能力もない。また、袋状の構造ではあるが、その袋は細胞膜ではなく、単なる「殻」

である。これらの点からもウイルスは生命体ではない。ウイルスが生命でなく「物質」である

ことは、大昔、1955年にカルフォルニア大のフランケルコンラートが実験的に証明した。彼は

タバコの葉に感染するウイルスを分離、精製して2種類の物質、核酸とタンパク質から構成され

ていることを証明し、さらにそれらを分離し、純化して－すなわち単なる物質として別々の
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試薬瓶に収め長期間にわたり放置し、のちに混合してタバコの葉に塗ると、タバコはウイルス

病に「感染」することを実験で証明した。余談になるが、フランケルコンラートはノーベル賞

を受けていない。いうまでもなく、ノーベル賞受賞者は立派な業績を上げた科学者たちである。

が、賞に漏れた人の中にも、それに匹敵する以上の科学者は少なくない。

　今回のいわゆる「新型ウィルス」は、元来、コウモリの病原体であったらしい。これが稀少

動物であり、かつ極めて原始的な初期哺乳動物でセンザンコウと呼ぶ珍獣を介して、ヒトに感

染したと推定されている（センザンコウの介在には異論もあり、確定していない）。センザンコ

ウは中国南部からマレー半島にかけての極めて限られた地域にのみ生息している夜行性の超絶

滅危惧種で、もちろん厳重に保護されているはずなのだが、極めて高い値段で超お金持ちの愛

玩動物として、あるいは漢方の秘薬の材料として、闇取引されているという。いずれにせよ、

昨年12月初頭に、中国南部の都市「武漢」において、のちに Covid-19と名付けられた感染症の

最初の患者が出現し、全世界に広がっていった。

　日常生活と同じように、学界も混乱している。私の専門にかかわる国際会議は、隔年に開催

されていたが、今年の開催は1年先送りとなった。しかし、ことは簡単ではない。関連した別の

国際会議は、上記の会が開催されない年に、やはり隔年に開催されていたから、影響は多岐に

わたり、混乱は今も収まっていない。

　が、思いもよらなかった新型講義・新型会議が始まった。オンライン講義・オンライン会議

である。むろん、講義では学生の反応が読みにくいので話すペースが取りにくいとか、講演会

では講師の口調にいつもほどの熱意が感じられないなど難点はある。しかし、私はここで、感

染防止とか、経費がかからないとか、参加者数を制限する必要がないとか、従来言われてきて

いるオンラインの利点に加えて、新たな形の国際会議が開けるという利点のひとつを紹介した

い。

　私がほんの「枯れ木も山の賑わい」で参加していた国内の研究会がある。本年度の会はもち

ろんオンライン。ところが、主催者が素晴らしい着想を得た。オンラインなら旅費なしで、国

内はおろか世界中から参加できる。話題提供者や参加者を招くこともできる。もちろん、従来、

国内の会合だったから用語は日本語だが、日本からの頭脳流出者や留学生はもちろん、かつて
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日本で学んだ元外国人留学生も参加できる。要するに、オンラインを使うと「手軽に準国際会議」

ができる。主催者は、mail を海外の知人や元留学生らに送り続けたようだ。

　素晴らしい会だった。「世界中から参加が可能」と述べたが、時差の問題はある。ある海外か

らの参加者は会の終わり近くに「時差があるので、もう眠くなりました。抜けます。おやすみ

なさい」とコメントして退席していった。この会に参加していて、私は「新型コロナは黒船で

はないか」と思いはじめた。オンラインの効能を知っていた情報の専門家はいただろう。だが、

一部の専門家が知っていても、何も始まらない。改革とか革命は「太平の眠りを破る」何かが

ないと始まらないのであろう。そういえば、江戸末期にも民衆は黒船を恐れていたようだ。い

まのコロナを恐れるように。そして、やがて文明開化がやってきた。
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◇財団の概況

［Ⅰ］2019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）

2019年度 27件 5,060

設立以来の累計 1,964件 552,482

２．海外研究派遣研究者助成　　　　　　　　　　　　　

年度別 採用件数 助成額（千円）

2019年度 3件 660

設立以来の累計 521件 341,766

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）

2019年度 1件 500

設立以来の累計 191件 63,710

［Ⅱ］選考委員会

● 2019年度第 1 回選考委員会

【2019年 5 月30日(木)】　中濱委員長以下 7 名出席

申請者23名　採択14名

● 2019年度第 2 回選考委員会

【2019年 9 月13日(金）】　中濱委員長以下 6 名出席

申請者22名　採択 8 名（内、 1 名辞退）

● 2019年度第 3 回選考委員会

【2019年12月 6 日(金）】　中濱委員長以下 6 名出席

申請者 6 名　採択 4 名

● 2019年度第 4 回選考委員会　　　

【2020年 3 月10日(火）】　中濱委員長以下 7 名出席

申請者11名　採択 9 名（内、 4 名辞退・派遣中止）
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2019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

吉岡　祥平

大阪大学・薬学研究科・創成薬学専攻

　博士後期課程1年

20th IUPAC International Symposium on 

Organometallic Catalysis Directed Towards Organic 

Synthesis（OMCOS20）　

（ドイツ・ハイデルベルク）　

2019.7.21-2019.7.25

関根　康平

九州大学・先導物質化学研究所・物質基

盤化学部門・機能分子化学分野・助教

理学博士（慶応義塾大学）

20th IUPAC International Symposium on 

Organometallic Catalysis Directed Towards Organic 

Synthesis （OMCOS20）　

（ドイツ・ハイデルベルク）　

2019.7.21-2019.7.25

大洞　光司

大阪大学・大学院工学研究科附属・オー

プイノベーション教育研究センター・助

教　

（同研究科応用化学専攻・助教を兼任）

工学博士（大阪大学）

9th International Symposium on Bioorganometallic 

Chemistry　

（イギリス・ヨーク）　

2019.7.28-2019.8.1

阿部　圭佑

北海道大学・工学研究院附属・エネル

ギ ー・ マ テ リ ア ル 融 合 領 域 研 究 セ ン

ター・非常勤研究院

工学博士（北海道大学）

SHS（燃焼合成）2019　

（ロシア・モスクワ）　

2019.9.15-2019.9.23

岡田　和也

秋田県立大学・大学院システム科学技術

研究科・総合システム科学専攻　

博士後期課程2年

The 33rd Conference of The European Colloid 

and Interface Society （ECIS2019）　

（ベルギー・ルーヴェン）　

2019.9.8-2019.9.13

水井　侑希

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　

博士課程2年

2019 Controlled Release Society Annual Meeting & 

Exposition　

（スペイン・バレンシア）　

2019.7.20-2019.7.24

松山　嗣史

大阪市立大学・大学院工学研究科・化学

生物系専攻・特任助教

理学博士（東邦大学）

第68回デンバー X 線会議（第25回 X 線光学・微量分

析国際会議との合同会議）　

（アメリカ・イリノイ州）　

2019.8.5-2019.8.9

土田　　新

京都大学・工学研究科・マイクロエンジ

ニアリング専攻

　博士後期1回生

理化学研究所・開拓研究本部・新宅マイク

ロ流体工学理研白眉研究チーム・研究生

ASME-JSME-KSME Joint Fluids Engineering 

Conference 2019　

（アメリカ・サンフランシスコ）　

2019.7.28-2019.8.1

梅野　智大
長崎大学・大学院医歯薬総合研究科・生

命薬科学専攻　

博士後期課程3年

ACS Fall 2019 National Meeting in San Diego

（アメリカ・サンディエゴ）　

2019.8.25-2019.8.29

阪本　怜央

大阪大学・大学院理学研究科・化学専攻・

反応物理化学研究室　

修士課程2年

ANM 2019 14th International Conference on 

Advanced Nanomaterials　

（ポルトガル・アヴェイロ）　

2019.7.17-2019.7.19

坂野　文菜
千葉工業大学・大学院工学研究科・工学

専攻　

博士後期課程2年

8th European Conference for Aeronautics and 

Space Sciences　（スペイン・マドリード市）　

2019.7.1-2019.7.4
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氏　　名 所属機関・役職 会議名・開催地・期間

 グエン  チー
 リエン

兵庫県立大学・大学院工学研究科・応用

化学専攻・高分子化学グループ　

博士後期課程1年

Joint 5th International Symposium on Frontiers in 

Materials Science&3rd Nano-materials,Technology 

and Applications

（ベトナム・ダナン）　

2019.11.10-2019.11.12

堀川　孝史
金沢大学・大学院自然科学研究科・物質

化学専攻　

博士前期課程2年

ECME2019　

（スウェーデン・リンショーピング）　

2019.8.27-2019.8.31

末永　泰広

慶応義塾大学・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　

博士前期課程2年

The23rd  International Conference on  Miniaturized 

Systems for Chemistry and Life Sciences

（スイス・バーゼル）

2019.10.27-2019.10.31

岡田　雅弘

東京理科大学・大学院理工学研究科・機

械工学専攻　

修士2年

The 72nd Annual Meeting of the American Physical 

Society's Division of Fluid Dynamics

（アメリカ・シアトル）　

2019.11.23-2019.11.26

金坂　青葉

茨城大学・大学院理工学研究科・量子線

科学専攻・化学・生命コース　

博士後期課程2年

The 13th International Symposium on Crystalline 

Organic Metals, Superconductors and Magnets　

（ポルトガル・トマール）　

2019.9.22-2019.9.27

濵嵜　容丞
防衛大学校・応用化学群・応用物理学科・

助教　

工学博士（東京工業大学）

Materials Research Society 2019 Fall Meeting

（アメリカ・ボストン）　

2019.12.1-2019.12.6

畔堂　一樹

大阪大学・大学院工学研究科・精密科学・

応用物理専攻・藤田研究室・特任研究院

（常勤）

工学博士

SCIX2019

（アメリカ・カリフォルニア）　

2019.10.13-2019.10.18

水谷　夏希
大阪大学・大学院医学系研究科・医学専

攻・統合生理学教室　

博士課程1年

Biophysical Society 64th Annual Meeting

（アメリカ・サンディエゴ）　

2020.2.15-2020.2.19

三澤　和史

慶應義塾大学・大学院理工学研究科・総

合デザイン工学・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

PITTCON 2020 Conference and Expo　

（アメリカ・シカゴ）　

2020.3.1-2020.3.5

五月女　光

大阪大学・大学院基礎工学研究科・物質

創成専攻・未来物質領域・助教

理学博士（東北大学）

Trombay Symposium on Radiation & 

Photochemistry

（インド・ムンバイ）　

2020.1.5-2020.1.9

土谷　　澪

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・マルチディシプリ

ナリ・デザイン科学専修

博士前期課程2年

The 33rd IEEE International Conference on Micro 

Electro Mechanical Systems

（カナダ・バンクーバー）

2020.1.18-2020.1.22

西田　　慶

九州大学・先導物質化学研究所・JSPS

特別研究院 PD

工学博士（東京医科歯科大学）

11th World Biomaterials Congress 2020　

（イギリス・スコットランド）

2020.5.19-2020.5.24

2020年12月に延期



－8－

氏　　名 所属機関・役職 派遣先機関・国名・出張期間

岡　　弘樹
早稲田大学・先進理工学研究科・先進理

工学専攻　

一貫制博士課程3年

Uppsala University, Ångström Laboratory
（スウェーデン・ウプサラ）　

2019.6.1-2019.6.28（28日間）

植田　圭祐

千葉大学大学院・薬学研究院・助教

薬科学博士（千葉大学）

Purdue University, College of Pharmacy, Department 
of Industrial and Physical Pharmacy

（アメリカ・インディアナ州）　

2019.6.8-2020.3.31（298日間）

上田　倫久
東京大学・大学院工学系研究科・化学生

命工学専攻・相田研究室　

博士後期課程3年

Humboldt-Universität zu Berlin
（ドイツ・ベルリン）　

2019.9.1-2019.11.30（91日間）

2019年度海外研究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

太田　　俊

弘前大学・大学院理工学研究科・物質創

成化学コース・助教

理学博士（名古屋大学）

International Congress on Pure & Applied 

Chemistry Kota Kinabalu 2020　

（マレーシア・コタ・キナバル）　

2020.6.27-2020.6.30

2020.10.20-2020.10.23に延期

ロビン
ラジャン

北陸先端科学技術大学院大学・先端科学

技術研究科・マテリアルサイエンス系・

助教

11th World Biomaterials Congress 2020

（イギリス・スコットランド）

2020.5.19-2020.5.24

2020年12月に延期

照月　大悟

東京大学・先端科学技術研究センター・

特任助教

工学博士（東京大学）

30th Anniversary World Congress on Biosensors

（韓国・釜山広域市）

2020.5.26-2020.5.29

2021.7.26-2021.7.29に延期

保田　侑亮

東京大学・大学院新領域創成科学研究

科・物質系専攻・伊藤・横山研究室

博士課程3年

International Cyclodextrin Symposium 2020

（イタリア・ジャルディーニ = ナクソス市）

2020.5.26-2020.5.29

2021.6.7-2021.6.10に延期

2019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

4th Organic Battery Days 

2020

(第4回有機電池国際会議）

早稲田大学・理工学術院・

講師(任期付）

畠山　　歓

2020/05/14-2020/05/17

2020年10月～12月に延期

早稲田大学
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［Ⅲ］2019年度会計報告

１．貸借対照表（2020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 7,947 　　　１．流動負債 52

　　　２．固定資産 869,566 　　　２．固定負債 0

　　　負債合計 52

Ⅲ　正味財産の部

　　　１．指定正味財産 0

　　　２．一般正味財産 877,461

　　　正味財産合計 877,461

資産合計 877,513 負債・正味財産合計 877,513

２．正味財産増減計算書（2019年4月1日～2020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 18,041
　　　　　（2）経常費用計 15,325
　　　　　　評価損益等調整前当期経常増減額 2,717
　　　　　　評価損益等計 0
　　　　　当期経常増減額 2,717
　　　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 2,717
　　　　　　一般正味財産期首残高 874,745
　　　　　　一般正味財産期末残高 877,461

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 877,461
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［Ⅳ］役員・評議員・選考委員等（2020年 6 月19日現在）

１．役員等

（役　職）　　  （氏　名）  　　　　  （現　　職）

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　鐘ヶ江　茂登樹　元ハニー化成株式会社　監査役

　  〃  　　小　林　恭　一　東京理科大学　研究推進機構総合研究院　火災科学研究センター　教授

　  〃  　　鈴　木　啓　介　東京工業大学　栄誉教授　

　　　　　　　　　　　　　東京工業大学　科学技術創成研究院　特命教授

　  〃  　　中　濱　精　一　東京工業大学　名誉教授

　  〃  　　西　出　宏　之　早稲田大学　理工学術院　名誉教授

監　　事　中　田　好　昭　丸の内仲通り法律事務所　弁護士

　  〃  　　浜　村　浩　幸　太陽グラントソントン税理士法人　代表取締役社長・代表社員

２．評議員

（役　職）　　  （氏　名）  　　　　  （現　　職）

評 議 員　江　口　太　郎　大阪大学　招聘教授、大阪大学生活協同組合　理事長

　  〃  　　大　澤　　　登　元 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、東京薬科大学　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　名誉教授

　  〃  　　野　崎　京　子　東京大学大学院工学系研究科　教授

　  〃  　　細　矢　治　夫　お茶の水女子大学　名誉教授

　  〃  　　松　川　公　洋　京都工芸繊維大学　新素材イノベーションラボ　特任教授
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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　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、東京薬科大学　名誉教授

　　〃　　　小　野　幸　子　工学院大学　名誉教授、関東学院大学　客員教授

　　〃　　　片　岡　一　則　東京大学　名誉教授

　　　　　　　　　　　　　　（公財）川崎市産業振興財団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　特任教授

　　〃　　　川　口　春　馬　慶應義塾大学　名誉教授

　　〃　　　鈴　木　啓　介　東京工業大学　栄誉教授

　　　　　　　　　　　　　　東京工業大学　科学技術創成研究院　特命教授

　　〃　　　西　出　宏　之　早稲田大学　理工学術院　名誉教授

　　〃　　　宮　田　清　藏　東京農工大学　名誉教授（元学長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（アイウエオ順）
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2019年度国際研究集会派遣研究者報告書

吉　岡　祥　平
大阪大学　薬学研究科　創成薬学専攻　博士後期課程1年

＜研究分野＞有機金属化学、反応開発

【学会の概要】

　20th  IUPAC  International  Symposium  on 

Organometallic Chemistry Directed Towards 

Organic Synthesis （OMCOS20）は、2019年 7 月21

日~25日、ドイツ・ハイデルベルクで開催されま

した。本学会は有機金属化学分野における世界最

大規模の権威ある学会の一つです。参加者数が多

いにも関わらず、会期中の口頭発表会場は一つと

いう、珍しい国際学会です。この理由として、参

加者全員で世界最先端の化学反応の発表を聞き、

全員でディスカッションをすることで、より理

解を深め、化学の最先端を学ぶことを代々守っ

ていることが挙げられます。今回は、野崎先生

（東京大学）や Sarpong 先生（米国 UC Berkeley）、

Ackermann 先生（ドイツ Universität Göttingen）な

ど世界的に著名な先生方の口頭発表がありまし

た。また、今年は400件を超えるポスター発表が

ありました。

【研究発表の内容】

　ケイ素は炭素と同じ14族の原子ですが、炭素よ

り電気陰性度が小さいことや原子半径が大きいこ

とから、含ケイ素化合物は独自の反応性、機能性

を有しています。例えば、ケイ素のβ効果はカル

ボカチオンを安定化する効果を持ち、これを応用

した細見・櫻井アリル化反応やピーターソン反応

などがよく知られています。また、ケイ素を機能

性分子に用いる例としては、脂溶性の向上による

医薬品への利用、HOMO-LUMO の差が小さいこ

とを活かした色素への応用、シロール環の電子受

容性の高さから有機 EL への導入などが知られて

います。しかし、色素や有機 EL 分野で頻繁に用

いられる多環式含ケイ素化合物の合成法の例は少

なく、リチオ化やラジカル反応を使った環化反応

に限定されていました。

　また、メタセシス反応で利用される Grubbs 触

媒は、様々なヘテロ環化合物の合成に数多く用い

られています。しかし、ヘテロ原子直結型オレフィ

ンのメタセシス反応は難しく、特にトリアルキル

ビニルシランのメタセシス反応の報告例はありま

せんでした。そこで私は、合成方法の少ない多環

式含ケイ素環状化合物の新規合成法の開発を目的

として、トリアルキルビニルシランのメタセシス

反応の研究に着手しました。

　トリアルキルビニルシランとメタセシス反応が

進行しない理由として、Pietraszuk らは中間体で

あるルテナシクロブタンからβ- シリル脱離が起

こり、触媒の不活化により反応が停止したためと

考察していました。そこで私はビニル基の末端に

置換基（メチル基）を導入することでβ- シリル脱

離を抑制することができると考えました。実際、

トリアルキルプロぺニルシランを用いて種々条件
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検討した結果、メタセシス反応が85% の収率で

進行しました。また、本方法は閉環メタセシス反

応にもエンインメタセシス反応にも有効であり、

それに基づく多環式含ケイ素蛍光化合物を合成す

ることにも成功しました。

　ビニルシランがメタセシス反応に与える影響を

調べるために、31P-NMR を用いて、ビニルシラン

共存下での第 2 世代 Grubbs 触媒の時間変化を追

跡しました。その結果、29 ppm の Grubbs 触媒の

ピークが減り、新たに35 ppm にカーバイド錯体

のピークが出現しました。このことから、カーバ

イド錯体への変化が Grubbs 触媒を不活化してい

る要因ではないかと考察しています。

　今回トリアルキルビニルシランではなく、トリ

アルキルプロぺニルシランを用いることにより、

第2世代 Grubbs 触媒の活性が低下することなく、

メタセシス反応が進行することを見出しました。

本反応を利用し、多環式含ケイ素蛍光化合物の合

成にも成功しました。また、トリアルキルビニル

シランによる第2世代 Grubbs 触媒の不活化機構

について新たな知見を得ました。

【感想】

　本学会では著名な先生方の研究発表に延々と感

銘を受けていました。特に Sarpong 先生の sp3炭

素 - 炭素結合の切断反応は新しい切り口の研究で

あり、大変興味を持ちました。私自身もこのよう

な発見をしてみたいと新発見への意欲が高まりま

した。また、同年代の学生と、研究の話はもちろ

ん、普段の生活などについても話ができて、とも

に食事をすることでより仲が深まりました。次の

国際会議で再び会えることを楽しみに研究を頑張

ろうという気持ちになりました。私のポスター発

表では様々な方々に来ていただいて自分が気づい

ていなかった今後の課題についてディスカッショ

ンし、大変有意義な時間を過ごすことができまし

た。

　最後に、このような機会を与えていただいた吉

田科学技術財団及び関係者各位に感謝申し上げま

す。今後とも研究に精進いたします。

関　根　康　平
九州大学　先導物質化学研究所　物質基盤化学部門　機能分子化学分野　

助教　博士（理学）

＜研究分野＞有機合成化学・有機金属化学・有機材料化学

研究集会名：20th IUPAC International Symposium on

　　　　　　Organometallic Catalysis Directed 

　　　　　　Towards Organic Synthesis (OMCOS20)

開　催　地：ハイデルベルク大学、ドイツ連邦共

和国

会　　　期：2019年7月21日～7月25日

【会議の概要】

　20回目を迎える IUPAC International Symposium 

on Organometallic Catalysis Directed Towards 

Organic Synthesis （OMCOS20）は、長年にわたり

有機金属触媒反応の分野において先導的な国際学

会です。有機金属化学の有機合成化学への貢献は

重要であり、特に、従来では達成が困難であった
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新規反応の開発への原動力となっています。今年

は、ドイツ・ハイデルベルク大学で開催され、基

調講演 8 件、招待講演15件、口頭発表24件、ポ

スター発表400件以上という規模でした。同規模

の学会では複数の会場に分かれて講演が行われま

すが、本学会は大きなひとつの会場で一人ずつ講

演を行うことが特筆すべき点です。会場が一体と

なって最先端の研究を楽しめるとともに、同一の

テーマに対して活発に議論することができます。

【研究発表の内容】

　私は本学会において、“Gold-Catalyzed Annulation 

of Tetraynes: Facile Access of Pentalenes as Organic 

Transistors” という題目でポスター発表を行いま

した。有機半導体への応用が期待されるπ共役化

合物ですが、多段階合成や有機溶媒への難溶性が

しばしば問題となっています。そのため、新規π

共役化合物の簡便かつ新しい合成法の開発は合成

化学および材料化学の両分野において重要な研究

課題です。そこで、金触媒を利用する新規π共役

化合物の簡便な合成法の開発とその物性評価に着

手しました。有機化学分野における均一系金触媒

反応の研究は、1986年の伊藤・林らによる不斉

アルドール反応の報告を皮切りに、2000年頃か

ら本学会を取りまとめたハイデルベルク大学の

Hashmi らによって精力的に行われてきました。

金触媒特有の反応形式が見出されるとともに、複

雑な化合物群の合成に大きく貢献してきました。

しかし、天然物合成に利用されてきた一方で、材

料化学分野への貢献は限れていました。

　わたしは、市販品から簡便に調製可能なテトラ

エチニルベンゼンに対して金触媒を作用させる

と、π拡張されたビスペンタレン誘導体が得られ

ることを明らかにしました。この反応では、U 字

型と S 字型をした 2 つの幾何異性体が生成しま

すが、金触媒の配位子の大きさによりその選択

性を調整可能です。単結晶 X 線構造解析により、

π拡張された S 字型の化合物は、有機半導体へ

の応用が期待される一次元的な層状構造をしてい

ることを明らかにしました。そこで、その有機電

界効果トランジスタ特性を評価したところ、S 字

型のビスペンタレン骨格が p 型半導体に適切であ

ることがわかりました。

【会議の様子や感想】

　開催地であるハイデルベルクは、古城街道の一

部であり観光地としても有名です。また、ドイツ

で最も古い大学街のひとつであり、学術研究も古

くから盛んに行われてきました。旧市街地を歩け

ば、科学者にとって馴染みのあるキルヒホッフ、

ブンゼン、ケクレなどの研究者が住んでいた家や

研究所跡を見つけることができ、研究の歴史を体

感できました。学会期間中は記録的猛暑となりま

したが、その暑さに負けずと活発な議論がかわさ

れました。講演内容は、最新の有機金属触媒反応、

新規π共役系分子の合成、複雑な天然物化合物の

全合成など多岐にわたっていました。とくに、新

進気鋭の Sarah E. Reisman（カリフォルニア工科

大学）と Richmond Sarpong（カリフォルニア大学

バークレー校）の発表からは、自身の研究を魅力

的に伝える重要性も学びました。ポスター発表で

は、アルコール飲料を片手にリラックスしながら

最新研究について議論し、様々な情報やアイデア

が得られ有意義でした。懇親会やエクスカーショ

ンでは、世界で活躍する研究者と交流することが

でき、新たな人的ネットワークを構築できました。

　最後になりましたが、OMCOS20に参加するに

あたり、多大なご支援をいただいた吉田科学技術

財団に改めて深く感謝申しあげます。
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大　洞　光　司
大阪大学　大学院工学研究科　附属オープイノベーション教育研究センター

助教　博士（工学）

＜研究分野＞生物無機化学、 特にヘムタンパク質を基盤とする人工酵素およ

びバイオ材料の開発

【研究集会の概要】

研究集会名：9th International Symposium on

Bioorganometallic Chemistry

（ISBOMC19）

開　催　地：イギリス・ヨーク

開 催 期 間：2019年 7 月28日~2019年 8 月 1 日

　この度、吉田科学技術財団からのご支援を賜

り、上記の国際研究集会に参加し、研究発表を行

いました。ISBOMC は隔年（ただし、諸事情によ

り今回は前回から 3 年空いています。）で開催され

る生物有機金属化学に関する国際会議で、生体に

関与する金属 - 炭素結合を含む有機金属化学に関

する学会であり、有機金属化合物を用いたバイオ

インスパイアード型触媒や生体内で機能する医薬

品などを研究対象とした非常に幅広い分野の研究

者が、世界各国から集い、意見を交わしています。

今回は第 9 回目で、ヨーク大学の化学棟において、

Jason Lynam 教授が実行委員長として開催され、

約80名の研究者が参加しました。会場は 1 つで、

5 つの異なるトピックに関して、14のセッション

が組まれました。

【研究発表の概要】

　私は、“Hemoproteins  reconstituted  with  metal 

corrinoids as functional models of natural enzymes 

related to bioorganometallic species” のタイトルで

40分の講演（質疑込み）を行いました。今回は出

版社である Elsevier 社による Early Career Award

の 受 賞 も あ り、 非 常 に 光 栄 な こ と に Keynote 

Lecture として講演させていただきました。私の

研究ではタンパク質と合成した人工金属錯体を組

み合わせ、非天然の触媒能を示す新たな人工金属

酵素や天然金属酵素のモデルを開発しています。

本発表では、複雑な構造を持つ 2 つの天然酵素の

モデルの詳細について報告しました。 1 つはアミ

ノ酸であるメチオニンの合成酵素で、もう1つは

古細菌に存在するメタン発生酵素をそれぞれター

ゲットにした系です。前者のメチオニン合成酵素

はコバルトを中心金属とするビタミン B12を補因

子として含み、メチル基転移反応を促進します。

我々は、単純な構造のヘムタンパク質であるミオ

グロビンの天然の金属補因子であるヘムを除去

し、ビタミン B12に似た人工コバルト錯体を挿入

しました。結果として、天然酵素の1/5程度の分

子量（大きさ）しか持たない小さな人工タンパク質

で、メチオニン合成酵素におけるメチル基転移反

応の再現とその中間体である低原子価コバルト種

の結晶構造を解明し、金属の配位環境が非常に特

徴的な4配位であることを直接的に示しました。

また低原子価コバルト種がヨウ化メチルと反応し

て形成される、天然酵素におけるもう1つの重要

な中間体であるメチル基がコバルトに結合した有

機金属化学種の観測、同定および反応性の制御機

構の解明を達成しました。後者のメタン発生酵素

は、ニッケルを中心金属とする F430を補因子と
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して有し、嫌気化でメタンを発生します。前述と

同様にミオグロビン中のヘムを F430に似た人工

ニッケル錯体に置換し、モデルタンパク質を調製

した。天然酵素においてニッケルの低原子価種が

重要とされているが、本系でも同様の化学種が調

製可能であり、電子スピン共鳴法を中心とする各

種分析法により同定しました。さらにこの化学種

が還元剤（電子の供給剤）存在下でヨウ化メチルと

反応して、メタンを触媒的に発生させることを確

認しました。これまでに補因子の構造を模した金

属錯体のみで同様の反応を示したものは報告され

ていますが、いずれも非常に強い還元剤が必要で

した。本系は、比較的温和な還元剤で、水中、タ

ンパク質を利用した機能性モデルを世界ではじめ

て達成しました。今後、これらの天然酵素の作用

機序の解明に貢献し、さらに天然酵素のエッセン

スを抽出した人工金属酵素の開発に挑戦していき

たいと考えています。

【感想】

　ISBOMC は、取り扱う化学種が限られるため、

同分野の他の学会に比べても、比較的小さな学会

ですが、研究トピックは基礎的な錯体化学から医

薬関連のアプリケーションまで多岐に渡り質疑も

活発で、どの参加者にとっても非常に有意義な会

であったと感じました。また、研究発表に加えて、

1 つのセッションで座長を務めました。ヨークは

歴史を感じさせる非常に良い都市で、初めて訪れ

ましたが、とても楽しむことができ、このような

素晴らしい場所で、新しくたくさんの研究者と知

り合えたことは今後の糧になると大いに実感しま

した。

【謝辞】

　最後になりますが、本国際会議の参加にあたり、

多大なご支援をいただいた吉田科学技術財団に厚

く御礼申し上げます。今回、得た経験を生かして、

今後の研究に一層励む所存です。

阿　部　圭　佑
北海道大学　工学研究院附属エネルギー・マテリアル融合領域研究センター

非常勤研究員　博士（工学）

＜研究分野＞製錬・燃焼合成・エネルギー・化学工学・触媒

はじめに

　この度、吉田科学技術財団より国際研究集会派

遣研究者として採択され、2019年 9 月15日から 9

月23日までの 8 日間、ロシアのモスクワで開催さ

れた国際会議“SHS2019”に参加し研究発表を行

いました。本国際会議参加をご支援していただい

た吉田科学技術財団には厚く御礼申し上げます。

以下、本会議の概要・研究発表内容・感想を報告

させていただきます。

会議概要

　本国際会議 SHS2019は「燃焼合成」という燃

焼を利用した高速・省エネルギーな各種材料合成

法に関する国際会議であり、1991年に第一回が

アルマトイ（現カザフスタン、当時ソビエト連邦）

で開催されてから今年で第15回を迎えます。参加
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者は開催国ロシアを中心に、他ヨーロッパ（アル

メニア、ジョージア、イタリア、トルコ、スペイ

ン、ポルトガル、ギリシャ等）、アジア（日本、中

国、韓国、インド、カザフスタン、イスラエル等）、

その他地域（米国等）から多数集まりました。本年

は、基調講演・招待講演を含めた口頭発表が123

件、ポスター発表が83件でした。

研究発表内容

　本 国 際 会 議 で の 発 表 タ イ ト ル は “ R A P I D -

HEATING-TYPE COMBUSTION SYNTHESIS OF 

METALLIC IRON: EFFECTS OF TEMPERATURE 

AND ATMOSPHERE” で、燃焼合成を製鉄に適用

した研究について発表しました。

　鉄は我々の生活に必要不可欠な金属であり、生

産量は全金属の93% にも達します。一方で、近

年の鉄生産量の増加に伴いこれまで使用してきた

高品位の製鉄原燃料が枯渇しつつあるという問題

があります。また、現状の高炉を使用した製鉄

プロセスおよびその関連プロセスからの CO2発生

量が非常に大きいことも問題です。以上の理由か

ら、劣質原料、副生・廃棄物の製鉄プロセスでの

積極利用が必要です。本研究で注目した劣質ゲー

サイト（FeOOH）鉄鉱石は、300℃程度の低温で処

理すると結晶水が脱離して内部に数ナノメートル

サイズの細孔が形成し反応性の良い魅力的製鉄原

料になるにも関わらず、従来は超高温・長時間の

プロセスで処理された後高炉に投入されます。本

研究では、劣質ゲーサイト鉱石と製鉄プロセスの

副生物であるタールを組み合わせ、低温処理のみ

で多量の炭素を内装する高強度炭材内装鉱石を製

造し、その高速還元を目的としています。特に、

炭材内装鉱石の還元方法として、鉱石表面に析出

した炭素膜を酸素流通下で急速加熱し燃焼させ、

その燃焼熱を利用して内部の還元反応の熱補償を

おこなう「燃焼合成」を提案し実施しました。特

に、本研究発表では燃焼合成製品におよぼす加熱

温度や酸素分圧の影響を詳細に調査した内容を報

告しました。本プロセスは、酸素流通下で鉱石の

高速還元が可能であるため、製鉄業の電気炉や転

炉、高炉の羽口などの既存プロセスに適用される

可能性があります。

感想

　国際会議について：本国際会議にて、私は発表

15分、質疑応答 5 分の口頭発表を行いました。英

語での研究内容発表は約 5 回目になりますが、慣

れない英語での発表は回を重ねても緊張しまし

た。発表後の質疑応答では 3 人の方から質問を頂

き、とても充実した発表になりました。質疑応答

中はもちろん、セッション後の休憩時間や後日行

われた晩餐会（Banquet）では各国様々な研究者と

さらに研究内容を議論することができ、全体を通

じて非常に有意義な国際会議になりました。

　モスクワについて：私が在住する札幌市は比較

的寒冷な都市ですが、今回訪問したモスクワは札

幌よりもさらに高緯度に位置し、 9 月の滞在であ

りながら滞在中の最低気温は 2 度と非常に寒く、

またにわか雨が多い印象を受けました。モスクワ

内はセキュリティ対策が万全であり、地下鉄に乗

る際やデパートなどの建物に入る際は毎回簡単な

セキュリティチェックがあり、特に空港には入る

だけでも全荷物の X 線検査があるのが非常に驚

きでした。このように様々な点で日本との違いを

感じ、国による考え方の大きな違いを実感しまし

た。
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岡　田　和　也
秋田県立大学　大学院 システム科学技術研究科　総合システム科学専攻　

博士後期課程2年

＜研究分野＞キュ ーブ状ヘマタイト粒子分散系を対象とした分子シミュレー

ション的研究

はじめに

　この度、私は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受けて、2019年 9 月

8 日から13日にベルギーのルーヴェンで開催さ

れた33rd Conference of The European Colloid and 

Interface Society （ECIS2019）に参加し研究発表を

行った。 

研究発表の内容

　 私 は、“The  Characteristics  of  Attachment  of 

Charged Magnetic Cubic Particles at the Surface of 

an Electrode”のタイトルにてポスター発表を行っ

た。

　本研究では、陽極平板と接地極平板からなる平

行平板間に置かれた、負に帯電したキューブ状磁

性粒子からなる分散系を対象に外部電場および外

部磁場の環境下において、平板平面上への付着特

性と凝集構造の形成に関してモンテカルロ・シ

ミュレーションを用いて検討した。本研究は、磁

性粒子の帯電という新しい概念を導入することに

より、外部磁場に加えて外部電場を用いて、物質

表面上での付着特性ならびに凝集体の凝集構造・

配向特性を高度に制御するものである。外部磁場

は、平板間に作用する電場方向（z 軸）に垂直な方

向（x 軸）に作用させた。外部電場の影響が大きい

状況下では、キューブ状粒子は陽極平板へ面接触

した状態で吸着する。この状況下において、粒子

間の磁気的な相互作用を増加させると、陽極平板

に吸着した状態でキューブ状粒子は互いに面接触

するようになる。粒子間の磁気的な相互作用が外

部電場の影響より支配的になる状況下では、陽極

平板に吸着した 1 つの粒子を起点とし、 2 平板間

のスペースに鎖状クラスタが形成されるようにな

る。印加磁場を作用させることにより、電極板と

キューブ状粒子が点接触をした鎖状クラスタが形

成される。印加磁場の影響により、粒子の磁気モー

メントが磁場方向へ非常に強く拘束されるため、

非常に安定した鎖状クラスタを陽極平板に付着さ

せることが可能である。

会議の模様

　本国際会議は、ヨーロッパのコロイド界面科学

分野の最高峰の学会である ECIS （European Colloid 

and Interface Society）が主催し、毎年開催される主

要なコロイド界面科学の国際学会であり、ヨーロッ

パの研究者以外に米国や日本から多くの一線級の

研究者が一堂に会して研究発表を行う。参加者は、

約500名であり、発表件数は口頭発表が226件、ポ

スター発表が346件である。口頭発表は 4 つのパ

ラレルセッションにより行われ、ポスター発表は

2 日にかけて行われた。

その他の感想

　今回で 3 回目のポスター発表であったが、英語

による発表はとても緊張した。本学会の参加者の

多くが化学者ということもあり、質疑応答に関し
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ては、実験的な研究に関する質問が多かった。質

問者の中には、シミュレーション的研究しか行っ

ていないことに驚く人もいたが、スペインの共同

研究者が実験的な研究を行っており、彼らにシ

ミュレーション結果を提供するために、本研究を

行っていることを伝え納得していただいた。また、

回転磁場の状況下における磁性粒子の挙動に関す

る実験的な研究、一様磁場中における落花生のよ

うな形状をした棒状ヘマタイト粒子の配向特性に

関する実験的な研究など、非常に興味深い発表を

聞くことができた。

　最後に、このような貴重な経験をするにあたり、

ご支援をいただいた吉田科学技術財団様に心より

感謝申し上げます。

水　井　侑　希
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

ザイン専修　博士前期課程2年

＜研究分野＞生物発光を用いたバイオイメージング

　この度、吉田科学技術財団からのご支援を賜

り、2019年 7 月21日から 7 月24日までスペインの

バレンシアで開催された、46th Controlled Release 

Society  Annual  Meeting  &  Exposition に参加し、

ポスター発表を行いました。以下その報告をさせ

て頂きます。

【会議の概要】

　46th Controlled Release Society Annual Meeting 

& Exposition は Controlled Released Society が 毎

年開催するドラックデリバリー技術やバイオイ

メージング、そしてそれらの複合分野に関する

世界最大規模の国際研究集会です。招待講演を

含む口頭発表153件、ポスター発表749件であっ

たことからもその規模の大きさが分かります。バ

イオエンジニアリングやマテリアルサイエンスの

基礎研究に従事する研究者から、ドラックデリバ

リーシステムやセラノスティクス、バイオイメー

ジングの開発に従事する研究者、さらには製薬企

業の方や臨床医の専門家と、幅広い専門の研究者

たちによる活発な発表や議論が行われました。プ

レナリー講演ではノーベル賞受賞者 Yonath 教授

やハーバード大の Ralph Weissler 教授をはじめと

した著名な研究者が講演を行いました。

【研究発表の内容】

　今回私は、Development  of  Long-Term  Stable 

Bioluminescent Furimazine Derivatives Showing 

High S/N Ratio for Bioimaging という発表題目で以

下の内容のポスター発表を行いました。
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　光学イメージングは生命現象を光で可視化する

技術であり、病理や生体内物質の挙動解明のレ

ポーターとして生物医学分野において有用です。

ドラックデリバリーシステム（DDS）においても

薬剤を狙った部位に放出できているか確認するた

め、蛍光色素による標識を行うなど、光学イメー

ジング法が多く使用されています。光学イメージ

ング法の一つに生物発光が存在します。発光生物

に見られる生物発光は、ルシフェリン（発光基質）

とルシフェリン（発光酵素）による酵素基質反応で

あるため従来の蛍光法と比べ、励起光が不要であ

り高感度な分析を可能とします。私が研究対象と

している発光基質は酸化反応により発光を示しま

すが、発光酵素の非存在下においても、環境中に

存在する酸素による酸化分解が起きることが知ら

れています。発光基質が非特異的な発光を示して

しまうため、S/N 比が低くなってしまうこと、ま

た、基質の総量が減少することで長時間イメージ

ングに適さないという課題が存在しました。本研

究ではこれらの課題を克服するために、発光基質

の酸化寄与部位に、生体サンプル内に含まれるエ

ステラーゼで脱保護可能な保護基を導入すること

を提案しました。本設計により得られた誘導体群

は細胞内のエステラーゼにより徐々に脱保護さ

れ、従来の発光基質に比べ長時間の発光が可能で

あることを示しました。これにより以前は生物発

光系では検出の出来なかった、長時間スケール

で行われる生体現象や DDS キャリアの長時間ト

レースが可能になることが期待されます。

【感想】

　Controlled Released Society が主催する学会であ

り、DDS を専門とする研究者が多かった為、自

身のポスター発表において、多くの DDS 技術を

専門とする研究者の方々と活発な議論を重ねるこ

とが出来ました。DDS の研究者という立場から

のバイオイメージングへのニーズを知ることがで

き、今後の研究に活かせる貴重な知見を得られた

と共に、一部の方とは共同研究の提案も出来たた

め、世界の研究者たちとのネットワークを築くこ

とが出来ました。

　また、自身の研究発表以外の時間は、他研究者

の発表を拝聴させていたのですが、そこでは海外

の著名な研究者や若手研究者による多様な発表を

知ることができ、今後の研究活動を行っていく

上で非常に有用な、知見を広げる機会となりまし

た。本学会での発表が自分にとって初めての海外

での国際学会発表でした。このような貴重な機会

を与えて頂きました、公益財団法人　吉田科学技

術財団に心より御礼申し上げるとともに、貴財団

の益々のご発展をお祈りいたします。
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松　山　嗣　史
大阪市立大学　大学院工学研究科　特任助教

＜研究分野＞ X 線分光、微量分析、3次元分析、光電子分光

【研究集会の概要】

研究集会名：68th ANNUAL DENVER X-RAY 

　　　　　　CONFERENCE

開　催　地：The Westin Lombard Yorktown Center

会　　　期：2019年8月5日 -9日

≪研究集会概要≫

　貴財団の援助を受け、2019年 8 月 5 日－ 9 日

に ア メ リ カ 合 衆 国 で 開 催 さ れ た68th ANNUAL 

DENVER X-RAY CONFERENCE に参加し、研究

報告を行いました。

　68th ANNUAL DENVER X-RAY CONFERENCE

は、ICDD が主催する蛍光 X 線分析など X 線分

光に関する研究集会です。毎年夏に開催されてお

り、今回で68回目になります。今回は、開催地で

あるアメリカをはじめ、オーストリアやドイツな

どの様々な国の方が参加されました。日本からの

参加者も多く、大学や研究機関など様々です。本

研究集会では、X 線回折と蛍光 X 線分析のワー

クショップも開催され、X 線分光に関する基礎か

ら応用まで様々なことを学べ、知見を広げること

ができました。また、この会議は機器展示の規模

も大きく、最先端の情報収集を行うことができま

す。私は、本会議で口頭・ポスター発表それぞれ

行いました。

　ポ ス タ ー 発 表 に お い て、Confocal  line  XRF 

analysis in comparison with confocal point micro 

XRF analysis というタイトルで研究報告を行いま

した。蛍光 X 線分析法を用いて試料の元素マッ

ピングを得る場合、ポリキャピラリーなどで形成

したマイクロ X 線ビームを照射しながら試料を

走査します。しかし、この分析方法の総分析時間

は入射 X 線ビームの大きさと測定対象試料の面

積に依存するので、大きな層構造を持つ試料の深

さマッピングを得る場合に測定時間が長くなる欠

点があります。そこで、入射 X 線と試料からの

蛍光 X 線を集光するためにポリキャピラリーで

はなくソーラースリットを設置することで測定時

間の短縮が期待できると考えました。X 線管から

放出された X 線は、ソーラースリットを通過し、

平行ビームを形成します。そして、入射した平行

X 線ビームにより試料を構成する原子中の電子が

励起され、蛍光 X 線が放出されます。その蛍光

X 線も検出器の前に設置されたソーラースリット

により平行化され、検出器で計測されます。お互

いの平行ビームの“共焦線”部分での線分析を行

うことができ、試料の操作時間の短縮などが見込

めます。

　また、口頭発表において、TXRF analysis using 

carbon coated glass substrate in comparison with 

conventional sample preparation というタイトルで

研究報告を行いました。全反射蛍光 X 線分析法は、

溶液試料中の ppb オーダーの微量金属を高感度に

分析できるので、様々な溶液試料の分析に適応さ

れてきました。一般に、この分析方法では、表面

が平滑な試料基板に試料を滴下・乾燥することで
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生成した乾燥痕が測定対象になります。しかし、

スライドガラスやシリコンウェハーのような一般

的な試料基板では、試料によっては乾燥痕が盛り

上がり、標的元素から放出される蛍光 X 線が自

己吸収の影響を大きく受けます。その結果、定量

結果が実際の濃度と大きく異なる可能性が示唆さ

れます。そこで、申請者は試料基板上にカーボン

蒸着膜を生成することで、広がった乾燥痕を作製

することが可能となり、マトリックス成分が多い

試料でも自己吸収の影響の少ない分析が可能にな

ると考えました。

　私の研究分野である X 線分光に関する大きな国

際研究集会である DENVER X-RAY CONFERENCE

に初めて参加しました。ここで得た情報や知見は、

今後の研究活動を進めるうえで重要なものになり

ました。この国際会議への参加を援助していただ

いた吉田科学技術財団に心より感謝いたします。

土　田　　　新
京都大学　マイクロエンジニアリング専攻　博士後期課程1年

＜研究分野＞マイクロ流体工学

【会議の概要】

会 議 名：ASME-JSME-KSME Joint Fluids 

Engineering Conference 2019  

（AJK Fluids）

会　　　　場：Hyatt Regency, San Francisco, CA

アメリカ日付：2019年 7 月28日~ 8 月 1 日

　本会議はアメリカ機械学会（ASME）、日本機械

学会（JSME）および韓国機械学会（KSME）それぞれ

の流体工学部門が共同で開催する国際会議であり、

流体工学分野についての最新の議題について議論

がなされた。1991年に ASME 流体工学部門が Fluids 

Engineering Division Summer Meeting （FEDSM）を開

催し、以降 4 年に一度開催されている。2007年か

ら ASME、JSME および KSME が共同で開催す

る現在の形となってからは 4 度目の開催である。

今回はサンフランシスコで1999年以来二度目の

開催であり、アメリカ、日本、韓国を中心に多く

の研究者が参加し、口頭発表、ポスター発表、講

演、そして NASA 見学などの活動がなされた。

【研究発表の内容】

　マイクロ流体技術は一細胞解析の発展に大きく

貢献してきた。我々の研究チームはマイクロ流

体技術を利用し一細胞から核 RNA と細胞質 RNA

をそれぞれ分取し遺伝子発現量とそれらの関係

性を調べる SINC-seq（single-cell integrated nuclear 

and cytoplasmic RNA sequencing）法 を 開 発 し た。

SINC-seq 法では細胞質 RNA を分取する際、流路

の微小構造により集中された電場を用いて細胞膜

を選択的に破砕する。この方法により抽出された

細胞質成分にはミトコンドリアなどの細胞小器官

が含まれており、RNA とミトコンドリアの量お

よび抽出にかかる時間が細胞ごとで異なっている

事が分かった。我々は RNA とミトコンドリアの

量および電気泳動移動度が細胞の状態を反映して

いる可能性があると考えた。そこで本研究では一
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細胞から抽出した細胞質成分を電気泳動解析し、

細胞質分子の電気泳動移動度とその量によって細

胞状態を調べる技術の開発を行った。本方法は集

中電場による細胞膜の選択的破砕を行った後、双

方向等速電気泳動により解析を行う。本方法は高

さ25μm、幅50μm のマイクロ流路に幅3μm の

狭窄構造を作製し、そこに細胞を捕え直流電場を

印加する事で集中電場を発生させる。双方向等速

電気泳動は対向して泳動する陽イオンと陰イオン

をそれぞれ 2 種類ずつ使い、電気泳動移動度の違

いにより検体を一時的に濃縮したのち、対イオン

の変化による流路内の局所 pH の変化により電気

泳動へ切り替えることのできる技術である。濃縮

は電気泳動の分解能と検出感度を高め、微量であ

る一細胞の細胞質分子の電気泳動解析を可能にす

る。本研究では狭窄構造より21 mm 下流で RNA

の蛍光観察を行い、一細胞 RNA の電気泳動図を

取得することができた。この電気泳動図には細胞

小器官と思われる RNA を含む粒子状の蛍光が見

られた。次に異なる細胞周期にある細胞で電気泳

動解析を行い、細胞周期による電気泳動図の違い

の評価を行った。本実験では細胞周期に応じて異

なる蛍光タンパク質を発現する HeLa/Fucci2細胞

を用いあらかじめ細胞周期の決定を行った。その

結果、同じ細胞周期にある細胞の電気泳動図は類

似していた。この類似性を定量的に評価するため、

電気泳動図の階層クラスター分析する事を行っ

た。すると、細胞周期が同じものは同じグループ

に分類され、その距離が近い傾向にある事がわ

かった。以上より電気泳動により細胞周期ごとの

細胞特性の評価ができる可能性が示唆された。

【感想】

　AJK Fluids には流体工学に関わる事象を研究対

象としている研究者が広く集っており、流体工学

分野の第一人者の研究を知る事ができました。一

概に流体工学分野といってもその研究対象は様々

であり、目的もやり方もそれぞれ異なります。そ

こで流体工学分野について様々な角度から多くの

知見を得ることができました。本会議は私にとっ

て初めて参加した国際学会でもあり、本会議に参

加した事は自信となりました。

　　さらに滞在期間中、Stanford 大学を訪れる機

会がありました。世界のトップクラスの大学の研

究室を見学しそこで研究する人たちと議論するこ

とは大変刺激的でしたし、今後の自分の研究の進

め方、取り組み方を考えるいい機会となりました。

最後になりましたが本会議の参加にご支援いただ

きました公益財団法人吉田科学技術財団に深く御

礼を申し上げます。
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梅　野　智　大
長崎大学　大学院医歯薬学総合研究科　生命科学専攻　博士後期課程3年

＜研究分野＞有機合成化学、ペプチド化学

　この度、吉田科学技術財団の国際研究集会派

遣研究者としての助成を賜り、2019年 8 月25日

から 8 月29日にかけて、米国カリフォルニア州

サンディエゴで行われた国際会議“ American 

Chemical Society Fall 2019 National Meeting in San 

Diego”に参加し、研究発表を行いましたので、

以下報告させていただきます。

【会議の概要】

　本会議はアメリカ化学会によって年に 2 回、春

と秋に開催されている国際会議であり、化学分野

で最も権威ある学会の 1 つです。アメリカ化学会

は1876年に設立された歴史ある学術組織であり、

現在ではアメリカのみにとどまらず140の国と地

域に15万人以上の学会員を抱える世界最大の化

学系学術組織となっています。本会議は、このア

メリカ化学会が主催する最も大きな会議であり、

世界各国から一万人を超える化学に関する幅広い

分野を研究する様々な身分の研究者が集う非常に

規模の大きな国際会議です。今年度は12,551人が

参加し、サンディエゴコンベンションセンターを

メイン会場として近隣の 6 つのホテルを利用し、

5 日間の日程で有機化学、無機化学、分析化学、

生化学、高分子化学など幅広い分野の研究発表が

行われました。

【発表の内容】

　本会議では“Design of helical peptide foldamers 

for asymmetric reactions”という発表題目でポス

ター発表を行いました。天然のアミノ酸のみから

なる短鎖ペプチドは配座自由度が高いため、特定

の二次構造を形成できず、機能発現が困難となっ

ています。一方でジ置換アミノ酸を導入したペプ

チドは短鎖でも配座自由度が制限され、安定な二

次構造を形成可能となります。本発表では、この

配座自由度を制限したジ置換アミノ酸含有ヘリカ

ルペプチドをキラル源とした不斉有機分子触媒と

キラルホスフィンリガンドの開発を報告しまし

た。

　ヘリカルペプチドを有機分子触媒として用いる

研究では、マロン酸ジエステル類の環状エノンへ

の不斉マイケル付加反応を行いました。本反応は

これまで、低分子の有機分子触媒を用いた報告例

が複数ありますが、いずれの場合でも基質の環の

大きさが変わるとエナンチオ選択性が低下する現

象が観察されており、 5 、 6 、 7 員環状エノンす

べてで高いエナンチオ選択性を達成することは困

難な課題とされていました。一方で、今回用いた

ヘリカルペプチド触媒は、環サイズの異なるすべ

ての基質で高いエナンチオ選択性を実現可能であ

り、中分子触媒としてのペプチド触媒の優れた能

力を明らかにすることができました。

　また、ヘリカルペプチドをキラル源としたホス

フィン配位子の開発研究では、ヘリカルペプチド

型ホスフィン配位子が、これまで知られていない

基質を用いた銅触媒的 [3+2] 付加環化反応を高ジ
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アステレオ選択的かつ高エナンチオ選択的に進行

させることを発見しました。本反応はヘリカル構

造を形成しないペプチド型配位子やヘリカル構造

を減弱させた配位子ではエナンチオ選択性の低下

が観察され、興味深い知見が得られました。

【会議の様子と感想】

　ポスター発表は 2 時間の発表時間が設けられ

ており、たくさんの方からの質問を受け、有意義

なディスカッションを行うことができました。発

表時間が２時間と比較的長かったにもかかわら

ず、ほとんどの時間をディスカッションに当てる

ことができ、多くの研究者と交流することができ

ました。また、発表時間の終盤にはポスター会場

内のステージ上にて生バンドによるライブが始ま

り、参加者がダンスを踊り始めるという日本の学

会では経験したことのないユニークな発表時間を

経験できました。

　最後に、このような有意義な国際学会に参加す

る機会を与えていただきました吉田科学技術財団

に深く御礼申し上げます。

阪　本　怜　央
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＞物理化学、分子エレクトロニクス

【会議の概要】

　この度、吉田科学技術財団からのご支援を賜り、

2019年 7 月にポルトガル共和国、アヴェイロ市で開

催された Advanced Nanomaterials 2019に参加し、

研究発表を行いました。Advanced Nanomaterials

はヨーロッパを代表するナノテクノロジー・ナノ

材料に関する国際会議の一つであり、今回で14

回目の開催となります。この会議は6つの会議で

構成されており、会議ごとにグラフェン、スピン

トロニクス、有機発光デバイスなど、ナノサイエ

ンス分野における中心的な課題や、注目の材料・

技術に主軸を置いています。私が参加したのは

この会議群の中核である Advanced Nano Materials 

（ANM） で、ナノ材料全般に関して活発な議論が

行われていました。

【研究発表の内容】

　今回、“Nonlinear Electrical Properties of Ru Complex 

Using Au-Nanoparticle Bridge Junction”というタ

イトルで口頭発表を行いました。

　ナノテクノロジーの発展に伴い、単一分子の電

子機能に関する研究が盛んに行われています。近

年では、分子の自己組織的ネットワークを生かし

たデバイス形成が注目されており、情報処理機

能の発現が期待されています。このような分子デ

バイスの実現には神経型の強い非線形性が重要で

す。

　我々の研究グループでは、微粒子架橋を用いた

トンネル接合型分子エレクトロニクスの研究を

行っています。この手法は、ナノギャップ電極表

面に目的分子の自己組織化単分子膜（SAM）を形

成して微粒子架橋を行うことで、電極間に分子架
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橋を形成するよりも制御性良く少数分子接合の形

成が可能です。微粒子架橋による接合界面は点接

触に近く，極めて小さな接合面積であるので、通

常のサンドイッチ型接合では避けられないリーク

電流をほぼ完全にゼロにすることができます。物

性測定の面からも、安定な固体デバイスであるの

で、温度変化をはじめとする多種多様な測定が可

能です。

　今回の発表では、Ru 錯体分子 N719 （di-tetra-

butylammonium cis-bis-（isothiocyanato）bis（2,2’

-bipyridyl-4,4’-dicarboxylato）-ruthenium（II））を 用

いた微粒子架橋トンネル接合に対する電気伝導

計測の結果と、その伝導機構の検討結果につい

て報告しました。N719は色素増感太陽電池など

に用いられる増感色素で、Ru の酸化還元による

分子軌道を介した伝導が期待されています。この

N719と金電極間に6- アミノ - １- ヘキサンチオー

ル（6-AHT）の SAM 膜を導入し、金微粒子（AuNP）

を架橋した Au/6-AHT/ N719/AuNP 接合に対して

電流－電圧測定を行った結果、明確な閾値を示す

非線形電気伝導特性が発現しました。得られた伝

導特性に対して、シモンズの理論を用いた伝導機

構を構築しモデル計算を行うことで、SAM 膜の

トンネル障壁に関する知見を導き出しました。

【感想・謝辞】

　本会議の開催地であるアヴェイロはポルトガル

第二の都市ポルトから電車で 1 時間ほどに位置す

る地方都市で、漁業と観光業が盛んです。街中

を運河が流れていることから『ポルトガルのヴェ

ニス』とも呼ばれ、美しい街並みが広がっていま

す。このような素晴らしい環境の中、ナノテクノ

ロジーに関する数多くの研究発表を拝聴すること

ができ、有意義な時間を過ごすことができました。

研究発表では、各国の研究者から助言を賜り、今

後の展開について改めて考える良い機会となりま

した。

　 今 回 の ご 支 援 に よ り、 会 議 後 に IEMN

（Institute of Electronics, Microelectronics and 

Nanotechnology） の Dominique Vuillaume 教授とフ

リッツハーバー研究所の熊谷崇博士の研究室を訪

問し、研究のディスカッションを行う機会もいた

だけました。Vuillaume 教授は分子を用いたナノ

スケールデバイスを、熊谷博士はナノスケールの

表面化学を専門とされている著名な研究者で、会

議での議論とはまた違った視点での質問や助言を

賜ることができ、充実した訪問となりました。

　最後になりましたが、本国際会議参加に際し、

助成を賜りました吉田科学技術財団に心より御礼

申し上げます。
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坂　野　文　菜
千葉工業大学　大学院工学研究科　工学専攻　博士後期課程3年

＜研究分野＞宇宙推進工学、ハイブリッドロケットエンジン内部における燃

焼機構、パラフィン系熱可塑性樹脂燃料の急速熱分解現象の解

明

研究集会名：8th European Conference for 

　　　　　　Aeronautics and Space Sciences

開 催 期 間：2019年7月1日～4日

開 催 場 所：スペイン、マドリード、マドリード

工科大学

概要

　このたび、吉田科学技術財団から国際研究集会

派遣研究者として助成を賜り、2019年 7 月 1 日か

ら 4 日の日程でスペインはマドリードにて開催さ

れた8th European Conference for Aeronautics and 

Space Sciences （EUCASS2019）に参加し、口頭発

表を行ないました。EUCASS は、ESA（欧州宇宙

機関）、CNES（フランス国立宇宙研究センター ）、

ONERA（フランス国立航空宇宙研究所）、DLR（ド

イツ航空宇宙センター）が共催する欧州最大規模

の航空宇宙分野に関する研究集会です。本研究集

会は、宇宙機に用いる材料の物性調査やロケット

エンジン内部の物理現象の解明といった基礎研究

寄りのトピックスが集まる傾向にあります。筆者

は、ハイブリッドロケットエンジンに関するセッ

ション“HRE 1 Paraffin composition”にて“Influence 

of Heating Rate on Pyrolysis Process of Paraffin oil 

for Rocket Fuel”という題目の発表を行ないまし

た。

　

発表概要

　私たちは、固体燃料と液体酸化剤を用いたハイ

ブリッドロケットエンジンにおける熱可塑性樹脂

燃料の燃焼機構を解明するため、分析化学的手法

を用いて研究を進めています。1000 ℃ s-1以上の

急速加熱環境で燃えるロケット燃料表面の過渡的

な熱分解現象を追うためには、反応活性の高い熱

分解生成物をリアルタイムに測定し、副反応に

よる変性を抑制する必要があります。そこで、フ

ラグメントレスなイオン化法であるイオン付着イ

オン化法（IA 法）を採用した質量分析計に急速熱

分解炉を取り付けた熱分解‐質量分析計（Py-IA/

MS）を用いて、分子量情報から熱分解生成物の推

定を行なっています。この度の研究集会では、固

体燃料の主成分であるパラフィンオイルを最大

5100 ℃ s-1で昇温させて生じる熱分解生成物と各

種昇温速度の関係について報告いたしました。昇

温速度の増加に伴い、広い分子量範囲で検出され

たアルケン類・芳香族化合物は低分子量のアルカ

ン類に変化することが確認されました。これらの

結果を用いて、燃焼表面近傍の燃料内部で測定し

た温度プロファイルに対応する熱分解ステップを

提案しました。

本会議の模様

　ロケットエンジンの燃焼環境を想定した熱分解

反応の研究はエンジンの性能向上にむけた重要な

課題とのことで、同じハイブリッドロケット界隈

で実験的アプローチをする方はもちろんのこと、

数値計算を専門とする方や異種のロケットエンジ
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Thi Lien Nguyen（チー　リエン　グエン）
兵庫県立大学　大学院工学研究科　応用化学専攻　博士後期課程2年生

＜研究分野＞高分子化学

研究集会名：Joint   5th   International   Symposium 

on Frontiers in Materials Science 

& 3rd Nano-materials, Technology 

and Appl icat ions （FMS 2019 & 

NANOMATA 2019）

開　催　地： Duy Tan University, Danang, Vietnam

開 催 期 間：2019年11月10日～12日

【会議の概要】

　この会議はこれまでベトナムで開催された

NANOMATA 2009と2014および、ベトナム、日本、

ド イ ツ で 開 催 さ れ た FMS 2013、2015、2016、

2017を統合して、ベトナムで開催されました。こ

の会議では10以上の国からの70件を超える招待

講演および口頭発表と、101件のポスター発表が

行われました。この会議では主にコロイド、高分

ンをバックグラウンドに持つ方など多数の研究者

に聴講していただき、議論する機会をいただきま

した。また、本研究集会は、同じ分野の学会の中

でも特に参加者同士の議論や交流が盛んであると

感じました。昼食会場として用意された巨大一枚

テントの中では、真昼間から用意された現地のお

酒を片手に立食形式の昼食を頂きながら賑やかに

交流する研究者たちの姿がありました。昼食を食

べている最中に地球再突入カプセルの研究者から

声を掛けていただき、研究対象は異なる一方で類

似した特殊環境における高速現象の解明について

議論を交わしたことは特に印象に残っています。

　本研究集会に参加させていただいたことで、研

究内容やアプローチに対する関心の高さや期待、

そして幅広い分野の方々と議論するための基礎体

力を培う必要性について改めて気付くことができ

ました。

謝辞

　最後になりますが、本研究集会への参加に際し

て多大なご支援をいただきました吉田科学技術財

団関係各位に心より感謝申し上げます。

子、触媒、ナノバイオシステム、フォトニクス材

料、ナノ構造ハイブリッド材料、磁性材料、環境

保護のための材料、センサーなどの多岐にわたる

分野の研究者が参加して、活発な討論がおこなわ

れました。

【発表の内容】

　本会議では「水中での生体適合両親媒性ランダ

ム共重合体の自己組織化挙動」という発表題目で、

以下の内容のポスター発表を行いました。

　近年、ランダム共重合体の自己組織化は、さ

まざまな応用の観点から多くの研究者が研究を

行っています。特にドラッグデリバリーシステム

（DDS）への応用検討が試みられています。両親媒

性ランダム共重合体は臨界ミセル濃度（CMC）以

上で、自己組織化によりミセル状の高分子会合体
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を形成することが知られています。会合体内部は

疎水性であるため、疎水性薬物やイメージングの

ための化合物を内包できます。一方会合体の外側

を覆っているシェルは、取り込んだ化合物を外部

環境から隔離することにより副作用を低減して、

水への高い分散安定性を付与します。DDS 用途

のためには、用いるポリマーが生体適合性で、体

内で異物として認識されない設計が必要となりま

す。そのため本研究では、疎水性の2- メトキシエ

チルアクリレート（MEA）と、親水性の2- メタク

リロイルオキシエチルホスホリルコリン（MPC）

で構成されるランダム共重合体（P（MEA/MPCm））

を合成しました。MEA は疎水性で、優れた生体

適合性を示すことが知られています。また MPC

は生体膜の親水部と同じホスホリルコリン基を側

鎖に持つため、親水性で生体適合性を示すことが

知られています。ポリマー中に含まれる MPC の

割合（m）を、さまざまに調節したポリマーを合成

しました。今回合成したポリマーは、疎・親水モ

ノマーの両方が高い生体適合性を示すことが特徴

です。

　まず MEA と MPC モノマーの共重合を行う際

の単量体反応性比を Fineman-Ross 法で決定しま

した。その結果、ランダム共重合体中の MPC の

組成は、仕込みの MPC の量より、常に多くなる

ことが確認されました。動的光散乱測定法で、P

（MEA/MPCm）の水中での流体力学的半径（Rh）を

調べたところ、m が11および32 mol% の場合、そ

れぞれ Rh が78.5および64.3 nm の会合体を形成す

ることを確認しました。m の値が32 mol% より大

きなランダム共重合体は、疎水性が低いため会合

体を形成しないことが Rh の値からわかりました。

また蛍光プローブ法から決定した m が11および

32 mol% の CMC は、 そ れ ぞ れ0.013と0.033 g/L

でした。以上の結果から、これら 2 種類のランダ

ム共重合体は、疎水性の薬物などを取り込める生

体適合性ナノカプセルとしての潜在的有用性を示

せました。

【感想】

　この会議への参加は、私の研究を世界中の多く

の研究者に直接紹介して、議論するための大変良

い機会となりました。私の発表に対して、さまざ

まな国の研究者から頂いたアドバイスは、今後の

私の研究の改善と発展に役立てていきたいと思い

ます。

　本会議への参加を支援していただきました公益

財団法人吉田科学技術財団に深くお礼申し上げま

す。
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堀　川　孝　史
金沢大学　大学院自然科学研究科　物質化学専攻　博士前期課程2年

＜研究分野＞有機エレクトロニクス

【はじめに】

　この度、貴財団より国際研究集会派遣研究者と

してご支援を賜り、2019年 8 月26日から2019年 8

月31日まで、スウェーデン、リンショーピング市

で開催された European Conference on Molecular 

Electronics（ECME 2019）に参加し、研究発表をさ

せていただきました。

　本会議は分子エレクトロニクスに関するヨー

ロッパで最大の学会であり、第 1 回は1992年に、

以降 2 年に 1 回開催されてきて、今回で15回目の

会議です。ヨーロッパに限らず、全世界的にも大

きな学会であり、化学、物理学、生物学、材料科学、

ナノサイエンス、エンジニアリング、デバイスな

ど幅広い専門家が集まる会議です。リンショーピ

ング大学の Feng Gao 教授は、有機薄膜太陽電池

の先端の研究をされており、その他にも欧州の著

名な有機デバイスの研究者が集まり講演が行わ

れます。有機デバイスは物理科学、材料科学、デ

バイス設計など様々な分野が複雑に絡み合って

おり、この会議のような幅広い専門家と議論でき

る機会は、有機デバイスの研究者にとって非常に

有意義なものとなっています。

【研究発表の内容】

　 私 は 本 会 議 に お い て“ Zinc phthalocyanine-

Based Photovol ta ic  Cel ls  wi th  High Light 

Absorption Coefficient by Changing Crystal 

Phase” と い う タ イ ト ル で ポ ス タ ー 発 表 を 行

い ま し た。 有 機 薄 膜 太 陽 電 池（OPV）の 実 用

化 の た め に は 光 電 変 換 効 率（PCE）の 向 上 が 課

題 と し て 挙 げ ら れ ま す が、 本 研 究 で は 有 機

発 電 層 の 光 吸 収 を 増 大 さ せ る こ と で OPV の

PCE 向 上 を 目 指 し、 有 機 発 電 層 の 光 吸 収 を

増大させるために2種類のアプローチをしました。

まず、 1 つ目は「分子配向制御」です。OPV は

有機発電層が上下の電極で挟まれた構造をとっ

ており、有機発電層で生成した電荷が分子間の

π - πスタックを介して電荷輸送されるため、有

機材料が基板に対して寝た配向になることが望

ましいです。本研究ではドナー材料である Zinc 

phthalocyanine（ZnPc）を Cooper Iodide （CuI）基 板

上に製膜することで基板に対して寝た配向に制御

し、電荷輸送効率の向上及び光吸収の増大によっ

て PCE を改善してきました。 2 つ目は「結晶相

制御」です。ZnPc 膜は熱的に準安定なα型と安

定なβ型の結晶相を持ちます。通常、立った配向

の ZnPc の蒸着膜はα型ですが、200℃程度で加

熱するとβ型になります。このような ZnPc 膜の

α型からβ型の結晶相転移に伴い、光吸収領域の

長波長シフト及び光吸収が増大することが知られ

ています。この好ましい物性変化を OPV へ応用

することで PCE 向上を達成しました。今後はさ

らなる光吸収の増大を目指して、分子配向制御技

術と結晶相制御技術の組み合わせ技術を開発した

いと考えています。

　その他ポスターセッションでは、分子配向に関
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する最新の測定法の発表が行われており、そこで

原理を教示して頂いたり、意見交換を行ったりで

きて非常に有意義な機会でした。

【感想・謝辞】

　本会議ではポスターセッションが 2 時間が 2

日間、計 4 時間設けられており、かなりゆとりの

あるスケジュールでした。ポスターセッション外

の時間でも自身の研究の議論している研究者の方

も居て、日本国内の学会との雰囲気の違いを感じ

ました。この会議を通じて、自身の研究について

も議論できましたし、各国の研究についても知見

が得られました。本会議への参加は、研究の大き

なモチベーションになりました。そして、頂いた

意見を今後の研究に反映し新たな研究成果を残し

たいと思います。

　また、本会議への参加は、自身の語学スキルを

見つめ直す良い機会になったと思います。ランチ

やバンケットでは各国の研究者とコミュニケー

ションをとることができ、滞在中もできるだけ現

地の人と会話しようと努めました。偶然ですが、

ランチ会場で同席した方が本会議のスターティン

グメンバーで、バンケットで発表予定だった次回

の開催地を聞き出すことができました。このよう

な貴重な経験ができたのはとても良い刺激にな

り、さらに語学スキルを磨きたいと思いました。

　最後になりますが、今回の ECME2019は私に

とって初の国外学会での発表でした。このような

貴重な機会を与えていただきました、公益財団法

人吉田科学技術財団の関係者の皆様に心から御礼

申し上げるとともに、貴財団の益々のご発展を祈

念致します。

末　永　泰　広
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

ザイン専修　博士前期課程2年

＜研究分野＞分析化学：唾液中金属イオン分析のための紙基板デバイスの開発

　この度、吉田科学技術財団からのご支援を賜り、

2019年10月27日から10月31日までスイスのバー

ゼルで開催された、MicroTAS 2019に参加し、ポ

スター発表を行いました。以下その報告をさせて

頂きます。

【学会概要】

　MicroTAS 2019は Chemical and Biological 

Microsystems Society （CBMS）が開催するマイク

ロ流体技術、表面化学分析、ライフサイエンスの

ための検出技術、そしてそれらの複合分野に関す

る世界最大規模の国際研究集会です。招待講演を

含む口頭発表99件、ポスター発表653件は全て、

研究の新規性やデータの質などを元に厳しく評価

され、本学会での発表にふさわしいと判断された

ものであり、提出された要旨の採択率が66％で

あることからもその質の高さが分かります。紙基

板デバイス開発や流体力学の基礎研究に従事する

研究者から、医療診断デバイスの開発に従事する

研究者や大手メーカーの方などと、幅広い専門の

研究者たちによる活発な発表や議論が行われまし

た。プレナリー講演では2014年にノーベル賞を受
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賞したシュテファン・ヘル教授や東京大学の合田

圭介教授をはじめとした著名な研究者が講演を行

いました。

【研究発表内容】

　人の体液中のイオン濃度測定は健康診断をする

上で重要な意味を持ちます。従来法である電気化

学測定は操作手順が多く、これはイオン測定の医

療診断における更なる活躍を阻んでいます。本研

究では、唾液中のイオン測定による健康診断可能

な紙デバイスの開発を行っています。この研究に

成功すれば、高齢者を始めとした在宅患者にこの

紙デバイスを舐めてもらうだけで食事状況や虫歯

の有無などの健康状態を確認できるようになり

ます。本研究では色変化を起こす試薬として ISO

ナノ粒子を開発し、測定対象である Na+、K+、

Ca2+ についてそれぞれの最適化を完了しました。

また、人工唾液に対しての紙デバイスの色変化応

答を解析することで検量線を作製し、これを用い

ることで開発したデバイスによる実際の唾液中の

Na+ 濃度測定を実現しました。開発したデバイス

の測定結果は電気化学測定キットによる測定結果

との相対誤差率が10％未満という正確な測定に

成功しました。

【感想】

　私は、 2 時間半にわたるポスター発表の中で、

15人以上の方との議論をしました。今回の学会

は、マイクロ流体デバイスに特化したものであっ

たため、私の研究の根幹であるイオン選択性オプ

トードと紙の親和性や、唾液サンプルの液体流動

に関してなどの深い討論をおこなうことができま

した。このような、他の国内学会では言及された

ことがない専門的な内容の議論に私は興奮を覚え

ました。議論では、私の研究の抱えている大きな

課題の一つであるデバイスの再現性の悪さについ

て、多くの研究者が深い共感を示してくれるとと

もに、改善のための様々な提案をしてくれました。

逆に、私が以前克服した課題と似た問題を抱える

研究者には、私自身がどのような実験検討を通し

て問題を克服したかを詳細に伝えることができま

した。このように、課題解決のための外部へのア

プローチの重要性を実感すると同時に、自身の研

究の世界における立ち位置や世界の研究のトレン

ドにたいしての理解も深めることができました。

ポスター発表後の懇親会では、学術的な議論を通

して近づいた相手と、母国の文化やスポーツなど

の話題を通してさらに親密になることで、学会後

も連絡を取り合うことで、互いの研究を助け合え

る仲間が得られました。

　現在私は ISO ナノ粒子に詳しい研究者とのディ

スカッションから得られた知見を参考に紙デバイ

スの実用化に向けた最終検討を行っています。ま

た、より信頼性の高い診断を可能とするための唾

液サンプルの前処理や分析方法についても、学ん

だことを活かしながら検討を行っています。

　自身の研究の励み以外にも本学会への参加を通

して多くのものが得られました。例えば、学会を

通して様々な研究コンセプトに触れることによっ

て、私の所属する慶應義塾大学分析化学研究室に

おいて実現可能な新たな研究テーマの着想を得る

ことができました。慶應義塾大学分析化学研究室

がこれからもマイクロ流体紙デバイスの開発にお

いて世界をリードする研究グループとして世に価

値を提供し続けるためには、国際学会に積極的に

参加することが欠かせないと私は考えるようにな

りました。来年度に就職を控えた私は、今の研究

とは異なるテーマの研究に携わることになります

が、これらの経験は必ず私の研究への取り組みを

支えてくれるものだと考えています。
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　国際学会への参加という貴重な機会を与えて頂

きました、公益財団法人　吉田科学技術財団に心

より御礼申し上げるとともに、貴財団の益々のご

発展をお祈りいたします。

岡　田　雅　弘
東京理科大学　大学院理工学研究科　機械工学専攻　修士2年

＜研究分野＞伝熱工学、相変化を伴う界面熱流体力学

[ 会議の概要 ]

　この度、吉田科学技術財団からのご支援を賜り、

2019年11月23日から11月26日の期間にアメリカ、

シアトルで開催された The 72nd Annual Meeting 

of the American Physical Society's Division of Fluid 

Dynamics （DFD）に参加し、ポスター発表を行い

ました。本研究集会は米国、世界の学術機関、国

立研究所、産業界などの物理学者を含む55,000人

を超える会員を擁しています。今回は DFD が主

催する学術集会であり、世界中から流体力学に関

連する最新の研究発表が行われました。本会議に

おいて、私は沸騰現象に代表される相変化による

熱物質輸送メカニズムに関する研究として“Vapor 

bubble condensation in Hele-Shaw cell submerged 

in a subcooled pool”という題目で発表しました。

[ 研究発表の内容 ]

　発熱するデバイスの冷却方法として水や空気を

用いた単相冷却や沸騰現象を用いた相変化冷却な

どが挙げられます。特に沸騰冷却は高い熱伝達率

を誇ることから発熱量の大きい新幹線のインバー

ターや原子炉の冷却技術として着目されていま

す。近年では、人工衛星や惑星上の居住モジュー

ルなどの微小重力および低重力下における発熱デ

バイスの冷却方法への応用も期待されています。

沸騰冷却の中でも冷却効率が高い現象としてサブ

クール沸騰があります。サブクール沸騰はバルク

液体の温度が飽和温度より低い条件下で発現する

沸騰現象であり、伝熱面上で成長した蒸気泡が周

囲の液体によって冷却されることで凝縮するとい

う特徴を有しています。これは水を入れた鍋を急

激に熱したときに初期段階で見られる沸騰など、

私たちの身近にある現象です。蒸気泡が凝縮する

ことで伝熱面上に液体が供給されることが、サブ

クール沸騰における高い熱輸送を実現する原因に

なっていると考えられています。すなわち、水中

の蒸気泡凝縮と熱物質輸送は密接な関係があると

いうことです。しかし、固体伝熱面、液体、蒸気

の三相が相互作用する複雑さから蒸気泡の凝縮の

みに着目することは困難であり、未解明な点が多

くありました。そこで、固体伝熱面を用いるの

ではなく、プール中に直接水蒸気を射出し蒸気泡

挙動を観察することで液体と蒸気の相互作用のみ

に着目しました。これにより蒸気泡挙動と凝縮に

伴う熱物質輸送の双方を関連付けて評価すること

が可能となります。このような水中に蒸気を射出

する系は原子炉や食品といった産業分野にもある

ことから、沸騰現象の理解だけでなく、蒸気射出

系が使用される多くの工業的応用を目指すうえで

も有意義な基礎研究であると考えています。本研
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究では水中に射出した蒸気泡を高速度カメラで撮

影し、得られた画像データから気液界面の面積と

単位面積当たりの熱輸送量、および凝縮速度の解

析を行いました。先行研究ではプールの温度が蒸

気泡凝縮の要であると考えられてきましたが、本

研究によって蒸気泡界面の面積も凝縮と熱物質輸

送に大きく影響していることが明らかとなりまし

た。この成果は水中の蒸気泡挙動と熱物質輸送の

関連性を定量的に示すものであり、相変化現象に

おける熱輸送問題に関する知見構築に寄与できた

と考えています。

[ 感想 ]

　この度参加したアメリカ物理学会の DFD では

相変化以外にも多くの流体力学分野の研究者が参

加しているため、他分野の専門家の意見を聞ける

絶好の場でした。実際に撮影した蒸気泡の動画を

先生方に紹介したところ、似たような現象が他の

分野でも観察されているという興味深い話を聞

くことができました。ほかにも気液二相流体の不

安定性や分子動力学などの他分野の研究者たちと

議論できたことは非常に有意義な経験となりまし

た。また、激しく凝縮するユニークな蒸気泡を紹

介した際に多くの質問をしてもらえたことは、自

分の研究に興味を持ってくれる研究者がいるとい

う励みにもなりました。学会を通して得られた多

くの知見は自分の研究にフィードバックし、より

質の高い考察をしていきたいと思います。

　最後になりましたが、このような有意義な国際

学会発表にあたり、ご支援を賜りました吉田科学

技術財団に厚く御礼を申し上げます。

金　坂　青　葉
茨城大学　大学院理工学研究科　量子線科学専攻　博士後期課程

＜研究分野＞物性化学、有機材料開発

研 究 集 会 名：The 13th International Symposium 

on  Crystalline  Organic  Metals, 

Superconductors  and  Magnets 

（ISCOM2019）

開 催 期 間：2019年9月22日～9月27日

開 　 催 　 地：ポルトガル共和国トマール市

講演タイトル：Aggregation-Induced   Enhanced 

Circularly Polarized Luminescence 

of Chiral Perylene Diimides and 

Fabrication of  Light Emitt ing 

Diodes

　この度、国際研究集会派遣研究者として吉

田科学技術財団よりご支援をいただき、ポル

ト ガ ル 共 和 国 ト マ ー ル 市 で 開 催 さ れ た“The 

13th International Symposium on Crystalline 

Organic Metals, Superconductors and Magnets 

（ISCOM2019）”に参加、また 2 日目にポスター

発表を行う機会を賜りましたので、以下報告させ

ていただきます。

【会議の概要】

　“International Symposium on Crystalline Organic 
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Metals, Superconductors and Magnets”（以下

ISCOM）は、有機物や金属錯体など分子性材料が

示す伝導性、磁性、超電導などの固体物性につい

て、最新の研究成果を持ち寄り議論するシンポジ

ウムです。前身となるシンポジウムを含めると

1995年から開催されており、分子性材料の物性に

関するシンポジウムとしては世界最大規模のもの

です。非常に学際的な性格の強いシンポジウムで

あり、物理、化学、工学などの様々な専門家が集

いました。また、この分野では古くから日本人研

究者が重要な成果を上げることが多く、ポルトガ

ルでの開催でしたが、参加者の半数近くは日本人

研究者でした。

【研究発表の内容】

　今回、“Aggregation-Induced Enhanced Circularly 

Polarized Luminescence of Chiral Perylene Diimides 

and Fabrication of Light Emitting Diodes” と い う

タイトルでポスター発表を行いました。円偏光

（Circularly Polarized Luminescence）は、光の振動

方向が回転しながら進行していく光です。電気エ

ネルギーを円偏光に変換するデバイスは、３D テ

レビや植物工場光源、量子コンピューティングな

ど様々な分野への応用が期待されています。その

1 つとして「円偏光発光有機 EL」が期待されて

おり、その開発について今回報告しました。

　一般に、円偏光発光を示す無機材料の作成は非

常に難しいことが知られています。一方、円偏光

発光を示す有機物は、有機合成技術である“不斉

合成”を用いることで難なく作成することができ

ます。さらに、そうして開発した有機材料は、薄

膜化し電極で挟み込み有機 LED（Light Emitting 

Diodes）とすることで円偏光有機 EL として利用

できます。

　そのような円偏光発光性の有機材料として、

我々は Perylene Diimide 誘導体を用いた BPP と

いう物質を開発しました。また、この BPP が、

希薄溶液中では円偏光発光を示さないものの濃厚

溶液や薄膜などの凝集状態では円偏光発光を示す

（凝集誘起円偏光発光）ことを明らかにしました。

さらに、量子化学的な手法を用いることで、凝集

誘起円偏光発光の起源を解明し、円偏光の生成過

程に電子の磁気的な性質がかかわっていることを

明らかにしました。そして、その薄膜を用いた有

機 LED の開発にも成功しました。

　無機材料を用いた円偏光発光デバイスは、「ス

ピントロニクス」達成の証拠として報告されてき

た歴史があります。「スピントロニクス」とは、

電子の電気的な性質だけでなく、磁気的な性質も

併せてコントロールするデバイスです。デバイス

が処理できる情報量が増えることから、理学・工

学の両面から盛んに研究されています。本研究で

は、円偏光有機 EL の円偏光の生成過程にスピン

トロニクスのような電子の磁気的な特性がかか

わっていることを示唆する結果が得られました。

このことから、円偏光有機 EL が応用的な観点だ

けでなく、理学的にも非常に価値があることを示

すことができたと考えています。

【感想】

　ISCOM は「分子性物質の固体物性全般に関す

るシンポジウムを行うことで化学者と物理学者の

垣根を取り払う」という趣旨のもと設立された国

際会議です。そのため、集会名に掲げられている

「伝導性」「超電導」「磁性」以外にも、「誘電性」「太

陽電池特性」「新規測定方法の提案」など様々な

テーマの発表者がいました。したがって、“分子

性物質の固体物性全般に関するシンポジウム”と

いう目的は十分果たせているように感じられまし

た。
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　その一方で、“化学者と物理学者の垣根を取り

払う”という目的は、あまり果たされていないよ

うに感じられました。「分子性物質の固体物性」

という研究テーマでは、いわゆる化学者は新規材

料の開発を、いわゆる物理学者は詳細な物性測定

や理論的な裏付けを担当することが多いです。し

かし、近年では分野の発展に伴って各研究の細分

化が進み、化学者と物理学者の相互交流が少なく

なっていることが問題となっています。本シンポ

ジウムでは、全ての発表を同一会場で行うことで

その課題の解決を図ったものの、達成は未だ難し

いという印象を受けました。

最後になりますが、本シンポジウムへの参加に際

し、渡航費の助成を賜りました吉田科学技術財団

に心より御礼申し上げます。

濵　嵜　容　丞
防衛大学校　応用科学群　応用物理学科

＜研究分野＞固体物理

　この度、吉田科学技術財団からのご支援を賜

り、2019年12月 1 日から2019年12月 6 日まで ア メ

リカ合衆国マサチューセッツ州ボストンにて開

催された MRS FALL MEETING 2019に参加およ

び発表する機会を頂きました。この国際会議は

Materials Research Society（MRS）が 主 催 し、 春

にアリゾナ州ファニックスで開催された MRS 

SPRING MEETING と共に毎年開催されていま

す。MRS は90を超える世界各国の材料研究者が

所属する学会であり、MRS FALL MEETING は世

界最大級の材料研究に関する国際会議です。今回

の 学 会 で は、Energy and Environment, Materials 

for Quantum Technology, Materials Theory, Soft 

Materials and Biomaterials など54のセッションが

企画されており、金属、セラミックス、バイオマ

テリアルに関連した基礎から応用までの研究が発

表されました。この国際会議では世界の第一線で

活躍されている研究者の講演もあり、自身の研究

を進めていく上で有用な情報を得ることができる

良い機会となった。

　私 は、“Investigation  of  interface  structure  in 

multiferroic hexagonal ScFeO3 film”のタイトルで

発表を行いました。私が研究対象としているマル

チフロイック材料は磁性と強誘電性が共存する物

質で磁場による強誘電性の制御や電場による磁性

の制御を実現可能にします。これを利用すること

で、低消費電メモリーや多値メモリーなど新規デ

バイスの開発が期待されています。私は、自然界

で得られない準安定相の六方晶 ScFeO3を単結晶

基板上にエピタキシャル成長させることで安定化

させ、薄膜の物性と界面構造について調査を行い

ました。六方晶 ReMnO3（Re= 希土類）と ReFeO3は、

磁性と強誘電性をともに示すマルチフェロイク物

質として研究されています。六方晶 ReFeO3は準

安定相のため溶液法などを用いて合成されてきた

が、六方晶 ScFeO3の合成報告はこれまでありま

せん。我々は単結晶基板上にエピタキシャル成長

させることにより常温常圧で六方晶 ScFeO3を安
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定化させることに成功しました。磁化測定より六

方晶 ScFeO3は195 K の磁気相転移温度をもつ弱強

磁性を示すことを確認し、この磁気相転移温度は

報告されている同結晶構造を持つマンガンと鉄酸

化物の中で最高温度です。さらに、強誘電性ヒス

テリシスループを観測し、初めて六方晶 ScFeO3

の強誘電性を確かめることに成功しました。また、

薄膜の界面構造は透過型電子顕微鏡を用いて観察

し、薄膜と基板の異種結晶構造の接続について調

査しました。界面構造の解析および薄膜作製の実

験結果より六方晶 ScFeO3の安定化には基板の陽

イオンの価数の大きさが影響していることを明ら

かにした。価数の大きさが薄膜の安定化に影響す

るのは初めての報告例です。これまで薄膜化によ

る準安定相安定化は格子のミスマッチを主な判断

基準として基板選択を行ってきた。この結果は最

適な基板選択に対し新たな判断材料を与え、新た

な機能性材料の発見につながると期待される。

　今回の国際会議に参加し、第一線で活躍する研

究者たちの発表を聴講や様々な研究者と意見交換

したことで、自身の研究の改善点や今後の研究の

指針が得られたと思います。

　最後にこのような機会をご支援いただきました

吉田科学技術財団に深く御礼を申し上げます。

畔　堂　一　樹
大阪大学　大学院工学研究科　精密科学・応用物理専攻　特任研究員

＜研究分野＞ナノフォトニクス・ラマン分光

会議又の概要

研究集会名：SciX （the  great  scientific  exchange） 

　　　　　　2019

開　催　地：アメリカ合衆国カリフォルニア州

　　　　　　パームスプリングス

開 催 期 間：2019年10月13日～18日

　SciX （the  great  scientific  exchange）は the 

Federation of Analytical Chemistry & Spectroscopy 

Societies （FACSS）が主催する、化学の分光分析

に関する、最も規模の大きい学会の一つである。

1974年に初開催となった本学会は2019年10月カ

リフォルニア州パームスプリングスで46回目の

開催を迎えた。今回は近赤外分光・蛍光・ラマン

分光・表面増強ラマン散乱（SERS）などの650件の

講演と49件のポスタープレゼンテーションが6日

間にわたって行われ世界各国の参加者が積極的に

意見を交換した。 

     

1）　研究発表の内容

　私自身は『SERS III』のセッションで『3D Time-

lapse SERS Imaging of Living Cells for Detection of 

Alkyne-tagged Drug Uptake』という研究テーマで

発表を行った。ラマン散乱は分子固有の振動情報

を反映することから、対象試料の非侵襲な分光分

析技術として注目を集めている。しかしながら、

信号が非常に弱く、信号の取得に時間がかかるこ

とが問題であった。それゆえ、生きた細胞へのア

プリケーションはまだまだ発展途上である。我々

はラマン散乱を、高感度に観察するために、金属
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ナノ粒子をプローブとして用いて細胞内の分子を

高感度に分光分析することを目的に研究してい

る。金属ナノ粒子は微弱なラマン散乱光を増強す

る効果を持つ。金属ナノ粒子に光照射をすると、

金属ナノ粒子近傍数 nm の領域に強い電場が発生

する。その結果として強いラマン散乱の増強を

引き起こすことが可能になる（表面増強ラマン散

乱：SERS）。細胞の内部に金属ナノ粒子を導入し、

SERS を引き起こす状態にした上で、特定の波数

領域にラマンピークを持つ薬剤を細胞の培地に添

加して経時観察を行った。観察のために自作のラ

マン散乱顕微鏡装置を開発し、20µm 程度の大き

さの細胞内に点在する金属ナノ粒子からの SERS

を 3 次元で経時的に撮像することに成功した。ス

ペクトルの解析の結果、時間経過とともに、また、

濃度に依存して薬物由来の SERS 信号の増加が見

られた。このように、細胞レベルでリアルタイム

に薬剤の取り込みを観察した例はなく、今後の創

薬開発への展開が期待できる。

2）感想

　今回の渡航の際には台風の影響で、予定してい

たフライトを 2 度変更するというハプニングに

も見舞われたが、最終的に無事に会議に参加でき、

自身の研究の発表および意見交換をすることがで

きた。

　発表は30人程度の聴衆の前で議論を行い、発表

後の質疑応答に加えて、その後も多くの研究者と

個別に議論を交わした。本会議の参加者は多くが

分光や、ナノ粒子をプローブとして利用した病理

診断・創薬への応用を目的とした研究を行ってお

り、共通の話題はもちろん、お互いの知見を補完

する形でも議論を行うことができた。休憩時間や、

夕食のタイミングには具体的に技術交流の話もい

くつかすることができ、今後、国際的な共同研究

につながる可能性を見出せた。

3）謝辞

　研究の内容以外にも、各国のアカデミアの状況

や、産業の取り巻く環境、文化について議論する

ことができ、今後のキャリアを考える上で、非常

に有意義な機会となりました。最後に、貴重かつ、

名誉ある機会を与えてくださいました吉田科学技

術財団にこの場をお借りして厚く御礼申し上げま

す。
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水　谷　夏　希
大阪大学　大学院医学系研究科　医学専攻　博士課程1年

＜研究分野＞生物物理化学、電気生理学、イオンチャネルやトランスポーター

等膜タンパク質の機能解析

研究集会名：Biophysical Society 64th Annual 

　　　　　　Meeting

開　催　地：San Diego, CA

開 催 期 間：2020年2月15日‐2月19日

【研究集会の概要】

　本研究集会は全世界から7000人を超える研究

者が毎年参加する、生物物理化学分野で最も規模

の大きい国際研究集会です。1000演題ものポス

ター発表と500演題以上の口頭発表が行われ、研

究が盛んに行われているイオンチャネルやトラン

スポーター等の演題はもちろんですが、日本国内

では研究人口の少ない分野に関する演題も数多く

あり、様々な分野の最新の研究動向を知ることが

できます。

【研究発表の内容】

　今回、“Coupling mechanisms of VSD mutants of 

Ci-VSP”という題名でポスター発表を行いまし

た。電位依存性ホスファターゼ VSP は、細胞膜

電位によって酵素機能が制御される興味深い酵素

分子で、細胞膜電位を感知する電位センサーに細

胞質酵素領域が続くユニークな構造をとります。

VSP の酵素は、細胞膜の構成成分の 1 つである

イノシトールリン脂質 PI（4,5）P2を脱リン酸化す

る機能を持ちます。発見以降、世界中で機能・構

造解析が行われた結果、膜電位の脱分極に伴う電

位センサーの活性化に共役して酵素活性が誘導さ

れるという動作原理（カップリング機構）が提唱さ

れてきました。しかしながら現在でも、電位セン

サーと酵素間の共役を生むメカニズムの詳細は完

全には明らかになっていません。

　そこで私は、電位センサーを構成する 4 本の膜

貫通ヘリックス（S1-S4）の 4 番目の S4に着目して

VSP の動作原理を解明することにしました。S4

には正電荷を持つアミノ酸が規則的に並んでおり

膜電位感知を担いますが、S4のこれらを除くア

ミノ酸部位のうち酵素活性の誘導に重要な部位を

明らかにすることを目的に研究を行いました。世

界的に最も理解が進んでいるカタユウレイボヤ由

来 VSP（Ci-VSP）を対象に、S4を構成するアミノ

酸に網羅的に変異を導入することで、膜電位感知

は正常であるが酵素活性を誘導できない変異体を

探索しました。

　本研究によって、Ci-VSP の S4の最も細胞内側

に近い部位 I233と F234では、アミノ酸の疎水性

の強さと、変異体の酵素活性の強さが比例する

ことが明らかになりました。中でも、側鎖の長

さが同程度の親水性アミノ酸を導入した I233Q、

F234Y 変異体では、電位センサーの膜電位感知は

正常でしたが、誘導される酵素活性が野生型に

比べて著しく減弱しました。すなわち、I233Q、

F234Y 変異体の膜電位感知は正常であるが酵素

活性が誘導できないことを見出しました。次

に、酵素活性誘導に関わる酵素の重要な動きがこ

れら変異体で変化しているか調べました。する
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と、I233Q 変異体ではこの動き自体が見られず、

F234Y 変異体では野生型に比べてこの動きが弱く

なっていることが分かりました。以上の結果から、

Ci-VSP の酵素活性誘導には S4の最も細胞内側に

近い部位が重要であり、この部位の疎水性が鍵で

あると考えられます。I233と F234は電位センサー

と酵素の境界に位置するため、当部位が Ci-VSP

の動作原理において中心的な役割を担うことが本

研究によって初めて示唆されました。

【感想】

　本研究集会に初めて参加し、世界最大と称され

るその規模の大きさにとても驚きました。朝早く

から夜遅くまでポスター、口頭発表会場だけでな

く施設内のいたるところでたくさんの研究者たち

が活発に議論を行っている光景は大変刺激的でし

た。VSP の研究者が国内に少ないのとは対照的に、

本研究集会では著名な先生方や VSP に興味のあ

るたくさんの研究者や大学院生がポスター発表に

来てくださり、様々な意見が得られ、これまでに

ない質の高い議論を行うことができました。研究

以外の面でも、異なる分野で研究を行う大学院生

と知り合うことができ、各自の生活や各国の文化

などについて情報交換を行うなど有意義な時間を

過ごすことができました。

　また、大学院生を対象とした Student Research 

Achievement Award （SRAA） Poster Competition に

も参加し、審査員へのポスタープレゼンテーショ

ンを経て Channels, Receptors & Transporters 部門

でポスター賞を受賞しました。審査員には VSP

に詳しくない方も含まれていたため、分かりやす

い発表ができていたという自信になったと同時

に、研究内容が評価され賞をいただけたことで今

後の大きな励みにもなりました。

　末筆ではございますが、本研究集会での発表に

当たり、吉田科学技術財団より助成を賜りました

ことを厚く御礼申し上げます。

三　澤　和　史
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　修士課程2年

＜研究分野＞分析化学、マイクロ流体デバイス、バイオセンサー

研究集会名：PITTCON 2020 CONFERENCE &

　　　　　　EXPO

開　催　地：Chicago, Illinois, USA

開 催 期 間：2020年 3 月 1 日～2020年 3 月 5 日

【研究発表の内容】

　ヒト尿中8-OHdG（8-hydroxy-2'-deoxyguanosine）は

DNA の酸化損傷レベルを反映する酸化ストレス

マーカであり、その濃度から癌や生活習慣病のリ

スクを把握できる。従来の HPLC 法や ELISA 法

などによる8-OHdG の測定は高価で大型の分析機

器や煩雑な測定操作を必要とするため、より簡易

的な測定方法が求められている。

　本研究では、尿中8-OHdG の濃度判定を短時間

で簡便に測定できるイムノクロマトチップを開発

した。測定操作は試料（尿）の滴下のみで、10分以
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内に8-OHdG 濃度に応じてチップ上に表示される

文字を読み取ることで検査が完遂する。チップは

ニトロセルロース膜を基板とし、金ナノ粒子を標

識剤として用いた抗原抗体反応を検出原理に用い

ている。チップ上のタンパク質試薬の配置にはイ

ンクジェット印刷技術を利用したことで、複数試

薬の微細かつ自在な配置を可能にした。検出下限

濃度は従来の類似技術と比較して2-3オーダー低

い値であり、高感度な検出を可能にした。また実

際の尿サンプル分析では、実際の尿中に存在する

5-50 ng/mL という濃度帯で8-OHdG の検出に成功

した。本開発法により、一般ユーザが日常的なヘ

ルスチェックを可能にし、重大な疾患の早期予防

に寄与できる。

【会議の模様】

　PITTCON は毎年米国で開催される世界最大の

分析化学分野の研究集会であり、PITTCON 2020

はその第71回目の開催である。現在では医療、環

境、食品分野等の分析技術からバイオ、ナノテク

ノロジー、ゲノム解析技術等、幅広い研究分野を

取り込んだ集会へと発展し、2000人を超える研究

者が発表を行う。その中には著名な学術雑誌の編

集者を務めるような有名な研究者による数多くの

特別講演や、最新の動向についてのセミナーなど

も開催される。そのため、付設の展示会には世界

中から関連するメーカーやバイヤー等の企業が展

示を行う。以上から分かるように、PITTCON は

90を超える世界中の国々から研究者、企業、政

府関係者が一同に会する大規模な集会となってお

り、2019年の開催時には参加者は1万2千人を超

えている。この集会は、研究者間の新たな交流を

深めるための機会を提供することを目的としてい

る。

【感想】

　幅広い各分野の世界的権威たちの発表を直接聞

ける非常に有意義な経験であった。特に、発表の

質疑応答セッションでの彼ら同士による議論は見

ものであった。

　感想として、日本では見られない海外の“オー

プン”な性質を再確認した。例を挙げると、海外

の研究者は自身の発表以外にも、他の研究者によ

る発表に出席し質問や議論をすることや、休憩

時に挨拶や世間話をすることを当たり前のよう

に行っているように感じられた。日本の研究者

の場合は、特に対海外の研究者ということとなる

と、そういった交流は弱いであろうし、実際にそ

ういった場面を今回の会議で見ることは少なかっ

た。私は今回自身にとって初となる国際会議での

口頭発表であったのだが、国内会議と比較して

質疑応答セッションはやはり活発なものであった

し、逆に他研究者の発表で私が質問した際には発

表後にも相手側からわざわざ個人的に詳細な説明

をしてくれるなど、非常に充実した経験をした。

また、ある米国の大学の研究者とは共同研究をし

ようという話にまでなり、まさに国際会議に出席

する醍醐味を味わった。

　吉田科学技術財団からのご支援を頂いた身とし

て、国際的な交流及び科学技術の発展に微力なり

とも貢献できていたらならば幸いである。
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五月女　 光
大阪大学　大学院基礎工学研究科　物質創成専攻　助教　博士（理学）

＜研究分野＞物理化学、光化学、分子分光学

研究集会名：Trombay Symposium on Radiation & 

　　　　　　Photochemistry 2020 (TSRP-2020）

開　催　地：Bhabha  Atomic  Research  Centre,

　　　　　　Mumbai,  India

会　　　期：2020年 1 月 5 日～ 9 日

【会議の概要】

　TSRP-2020は隔年でインドのムンバイで開催さ

れる光化学・放射線化学の国際研究集会である。

アジアを中心とする各国の第一線で活躍する物理

化学分野の研究者が一堂に会し、当該領域におけ

る近年の展開を議論、共有することを目的として、

口頭・ポスター発表を含めて100件以上の研究発

表がなされる。おもな主題は、超短パルスレーザー

やパルス電子線を用いた励起状態や過渡状態のダ

イナミクスの研究や、それを可視化するための新

規分光手法の開発などであり、物理化学の王道的

なテーマが議論の的となる。対象とする分子系

は、水などの単純な骨格を有する基本分子から生

命科学や材料科学において機能発現を司る複雑分

子まで多岐にわたり、近年は基礎物理化学だけで

なく関連諸分野からの参加者も多い。私の研究対

象である6π電子系のフォトクロミック分子も光

機能性材料として重要な光スイッチング分子であ

り、その反応のメカニズム解明や制御は本研究集

会の主題とも合致する。海外からの参加者として

は日本人が最も多く本研究集会に対する関心の高

さを示している。実際、私を含めてインドの研究

者との共同研究や、留学生の受け入れなどを行っ

ているグループが多数あり、インドと密接な関係

を保っている。

【研究発表の内容】

　本国際集会において私は、“Coherent Control 

of Photochromic Reactions of 6π Electron Systems 

Using Multiple Femtosecond Laser Pulses”という

演題で口頭発表を行った。フォトクロミック分子

とは光照射に伴い可逆的に色が変化する分子であ

り、光アクチュエータ、物性の光スイッチング、

光メモリー材料などへの応用展開もなされている

分子系である。また、基礎研究としては光励起に

伴う化学結合の生成、開裂、組み換えを研究する

うえで格好のモデル分子となる。本講演では、コ

ヒーレントなレーザー光を用いて、これらの分子

系の反応ダイナミクスの解明と、複数の光パルス

を用いた反応の制御について発表を行った。超短

レーザーパルスを用いた化学反応のメカニズム解

明は、材料がどのように機能するかを理解するう

えで重要であり、より優れた材料を創出するため

の合理的な設計指針を与える。このようなアプ

ローチは材料開発において王道的であり、分子ま

たは分子集合体を用い従来では実現し得なかった

応答や機能を創るという化学の最終目標に貢献で

きる。一方、本研究は化学反応のメカニズム解明

だけでなく、照射する光の性質を変調することに

より化学反応を自在に操作するという化学反応の
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制御にも主眼を置いている。このような方法は、

既存の分子、材料であっても光の照射方法を変え

ることにより、従来とは全く異なる光応答や光機

能を実現することが可能であり、材料開発に頼ら

ない機能創出のひとつであると言える。また、こ

の種の技術は基礎物理化学分野ではコヒーレント

制御とよばれ、これまで主に気相の孤立分子系を

対象に適用されている。しかしながら、今回の対

象である凝縮相分子系では電子状態や振動状態の

位相緩和が迅速に進行するため、フォトクロミッ

ク分子系のコヒーレント制御は依然としてチャレ

ンジングな課題と認識されている。

　これらの困難を乗り越えるため、本研究では高

い時間分解能をもつフェムト秒多色励起光パルス

を利用できる分光装置を構築し、フォトクロミッ

ク分子系のコヒーレント制御を試みた。具体的に

は、ジアリールエテンとよばれるフォトクロミッ

ク分子について、 2 つの光パルスの波長やその

間の時間差を変えることによりその反応量を増幅

できることを実験的に示した。一方、同様に6π

電子環状反応を示すフルギドとよばれる分子系で

は、光の波長を長波長にチューニングすることに

より、フォトクロミック反応を逆に抑制すること

にも成功している。これらの結果は、既存の分子、

材料であっても光のパラメータを調整することに

より異なる光応答、光機能を引き出せることを実

証したものであり、新規な光機能の発現に有効な

光励起手法が確立できたと考えている。

【感想および謝辞】

　前回私が同国際集会に参加したのは４年前のこ

とであるが、当時と比べると日本や欧米の光化学、

分子科学の水準から見ても眼を見張る最先端の研

究発表が多数あり、当該分野におけるインドの学

術レベルが飛躍的に向上していると強く感じた。

このような国際的な競争のなか今回の講演は私に

とって初めての招待講演であり、日本の若手物理

化学者のプレゼンスを示す意味でも絶好の機会で

あったと考えている。また、講演後には、研究内

容についてインドの研究者らと研究内容について

議論を行った。これらのディスカッションが、今

回の学会で知り合ったインドの研究者らとの共同

研究の種となれば幸いである。最後に、本研究集

会への参加にあたり、渡航費をご支援頂いた吉田

科学技術財団に改めて御礼申し上げる。
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土　谷　　　澪
慶應義塾大学　大学院総合デザイン工学専攻　マルチディシプリナリ・デザイ

ン科学専修　博士前期課程2年

＜研究分野＞ハイドロゲル、ケミカル・バイオセンサ、ドラッグデリバリ

シ ス テ ム、 マ イ ク ロ 流 体 デ バ イ ス、MEMS（Micro Electro 

Mechanical Systems）

【研究集会の概要】

研究集会名：The 33rd IEEE International 

　　　　　　Conference on Micro Electro

　　　　　　Mechanical Systems （MEMS2020）

開　催　地：カナダ、バンクーバー

開 催 期 間：2020年 1 月18日～22日 

　この度、吉田科学技術財団からのご支援を賜り、

バンクーバー・カナダで開催された MEMS 2020

に参加し研究発表を行いました。本学会は、微細

加工技術を基盤としたシステム（MEMS）分野にお

いて最も権威のある国際会議の一つであり、機械

だけでなく、ケミカル・医療・バイオなど様々な

領域の第一線で活躍している世界各国の研究者が

集います。そのため MEMS 技術を基盤とした異

分野の最先端研究に触れることができます。

　MEMS 2020では、721件のアブストラクトが投

稿され、そのうち47%（口頭発表：66件、ポスター

発表：274件）が採択されました。このような厳

しい査読審査が行われる本国際会議は、例年、参

加者間でのディスカッションにより新しい融合領

域を生み出したり、MEMS 分野の発展を促進し

たりする大変貴重な機会となっています。本学会

では口頭発表が 4 日間・17セッションに分かれて

行われ、ポスター発表が 3 日間・ 3 セッションに

分かれて行われました。とりわけ口頭発表はシン

グルセッション形式で行われるため非常に注目が

集まる発表になっています。発表内容は、MEMS 

Physical Sensors （28%）、Bio and Mecdical MEMS 

（22%）、Micro- and Nanofluidics （14%）となってお

り、機械だけでなく医療・バイオに関連する研究

に高い関心が集まっていることがうかがえます。

【研究発表の内容】

　私は本学会において「One-step  fabrication  of 

multi-functional core-shell Janus microparticles for 

theranostics application」というタイトルで口頭発

表とポスター発表を行いました。

　治療（Therapy）と診断（Diagnosis）を同時に可能

なセラノスティクス（Theranostics）は、診断しな

がらの治療が可能になることで薬物の投与量を減

らすことができるため、近年注目されています。

セラノスティクスに応用可能な粒子は、複数の材

料を内包するためのマルチドメインや内包物の漏

洩を防ぐための保護層など、複雑な形状が必要と

されています。しかしながら従来の作製手法では

複数のステップが必要であり煩雑でした。そのた

め複雑な形状の粒子を簡便に作製する手法が求め

られていました。そこで本研究では、 2 つの異

なる半球（Janus）が外側の層で覆われた（コアシェ

ル）多機能ゲルビーズを 1 ステップで簡便に作製

し、theranostics への有用性を示しました。光で

ゲル化する材料とイオンでゲル化する材料を混合

した 2 種類の溶液を遠心力によってガラス管か

ら打ち出し、打ち出された液滴に対して光の照射

とイオンのゲル化をほぼ同時に進行させること
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で、 1 ステップでの区画化およびコアシェル化を

達成しました。また作製したビーズを生体組織断

片に埋め込み、経皮での診断（グルコース濃度に

応じた蛍光）とオンデマンドな治療（加温によるド

ラッグモデルの放出）が可能であることを確認し

ました。本ゲルビーズは作製が容易な上、生化学

物質を経皮でセンシング可能なため、適切なタイ

ミングで診断と投薬を行うシステムへ応用可能で

あると考えています。

　本発表は、Student Paper Award（採択者のうち

6%）にノミネートされており、発表論文とポス

タ ー 発 表 で の 審 査 の 結 果、Outstanding student 

paper award（ 3 名受賞）に選出されました。

【感想】

　本国際会議は MEMS に関する最新の研究がシ

ングルセッションで発表されました。そのため自

分の興味のある分野に偏って聴講するのではな

く、MEMS 全般の最新の研究を聴講する機会と

なり、知見を拡げることができました。

　研究発表では、作製手法から応用に関するもの

まで様々な質問をいただき、活発なディスカッ

ションを行うことができました。特に、「本作製

手法を他材料に応用した場合はどのような挙動に

見られるか」という問いについては、審査員の方

から興味深い考察をいただきました。また異分野

の研究者とのディスカッションでは、意外な点に

興味を持たれることに気づいたり、自分の研究発

表において説明不足な点が明らかになったりした

ため、新鮮でした。

　本国際会議では、同日に連続して私のポスター

発表と口頭発表が組まれており準備が大変なとき

もありましたが、質疑応答まで練習や対策を重ね、

当日は努力を発揮することができ嬉しく感じてお

ります。

　このように実り多きものになった本国際会議の

参加にあたり、温かいご支援を賜りました吉田科

学技術財団および関係者の皆様に、改めて深く感

謝申し上げます。
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2018年度海外研究派遣研究者報告書

矢　野　慧　一
所属機関：東京大学大学院　工学系研究科　化学生命工学専攻　博士研究員　

工学博士（日本学術振興会　特別研究員 PD）

　　　　　（現所属：清水建設株式会社　技術研究所）

研究機関：University of Michigan, Biointerfaces Institute

出張機関：2019年4月8日～2020年3月23日

研究分野：キラル磁性ナノ粒子の自己集合化と磁気光学特性

　この度、吉田科学技術財団から海外研究派遣研

究者の助成をいただき、アメリカ合衆国・ミシガ

ン大学にて訪問博士研究員として滞在した。2019

年 4 月 か ら 1 年 間、Nicholas A. Kotov 教 授 の グ

ループで研究活動に従事したので、その内容を以

下に報告する。

【研究内容】

　無機材料は極めて優れた材料特性を示す一方

で、概してデザイン性に乏しい。他方、有機材料

は、分子技術の発展に伴い多様な集合体デザイン

が可能となったが、無機材料と比較して一般に材

料特性は劣る。近年、両者の長所を取り入れた「有

機 – 無機ハイブリッド材料」の研究が世界中で注

目を集めている。Kotov 研究室では「生体模倣の

無機ナノ構造体の設計構築と物性発現」に長年取

り組んでおり、数多くの先駆的な研究成果を報告

している。特に、有機分子で表面修飾された無機

ナノ粒子の自己集合化により、ワイヤー [1]、シー

ト [2]、ねじれリボン [3]、ヘッジホッグ [4]、階層的

集合体 [5] など、多様なナノ構造体の構築に成功

してきた。私は、最近 Kotov 研究室から報告され

たキラル磁性ナノ粒子 [6] を用いて、その自己集

合化と光学特性の変調に取り組んだ。既報では、

コバルト塩と含硫アミノ酸、還元剤を用いて、表

面がアミノ酸で修飾された酸化コバルトナノ粒子

を合成し、磁場印加によりナノ粒子の光透過度が

25% ほど上昇した（磁場誘起光透明化）と報告さ

れている。

　私はまずキラル表面修飾剤の分子設計を行い、

コバルト塩と還元剤との化学量論比および合成条

件を最適化することで、類似の酸化コバルトナノ

粒子のグラムスケール合成に成功した。このナノ

粒子を様々な濃度で水中に分散させたサンプルを

調製すると、濃度の増大とともに「磁場誘起光透

明化」の度合いが大きくなることが示された。す

なわち、ナノ粒子の高濃度分散液では、光・磁場

に対してナノ粒子同士が協同的に相互作用してお

り、磁場印加によるナノ粒子同士の集合化が示唆

された。

　続いて、磁性ナノ粒子の集合化条件を精査した。

ナノ粒子分散液の pH 調整とアルカリ土類金属イ

オンの添加を検討したところ、特定条件下で直径

数マイクロメートルの球状集合体が観察された。

この集合体は、幅数百ナノメートルのプレート状

構造体が放射状に積層してできており、このプ

レートはコバルトイオン、表面修飾剤、共存金属

イオンによって構成されていることを確認した。
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磁性ナノ粒子と同様、この集合体の水分散液も「磁

場誘起光透明化」を示し、光透過度の変化の度合

いは最大70% にまで増大することが明らかとなっ

た。この研究成果は Kotov 研究室の Chung-Man 

Lim 氏に引き継ぎ、現在論文として投稿準備中で

ある。

　この他にも、有機化学の見地から以下のプロ

ジェクトに関わらせていただき、幅広い研究分

野を学ぶ契機を与えていただいた（括弧内は共同

研究者）。酸化コバルトナノ粒子の二次電池へ

の 応 用（Ahmet Emrehan Emre 氏、Hugo Francon

氏）、金ナノ粒子の腐食誘起集合化（Ji-Young Kim

博士）、銅錯体のらせん状配位集合体（Lin Yao 博

士）、ナノ粒子によるらせんポリマー合成（Ji-Young 

Kim 博士、Sang-Ho Cha 教授・京畿大学校）、ナ

ノ 粒 子 の 超 格 子 構 造 形 成（Katherine Elbert 氏、

Christopher Murray 教 授・ ペ ン シ ル べ ニ ア 大

学）、生体結晶のキラル振動解析（Wonjin Choi 氏、

Yichun Wang 博 士、Minjeong Cha 氏、Sang Hyun 

Lee 氏）。紙面の都合上詳細は割愛するが、共同

研究者の皆様および Kotov 教授にはこの場を借り

て御礼申し上げます。

[1] Science 2002, 297, 237. [2] Science 2006, 314, 274. 

[3] Science 2010, 327, 1355. [4] Nature 2015, 517, 

596. [5] Science 2020, 368, 642. [6] Science 2018, 

359, 309.

【日常生活】

　派遣先のミシガン大学は、デトロイト空港から

車で45分ほどの学園都市・アナーバーに位置す

る。中心部にあるセントラルキャンパスは、一般

生活圏と古風な大学校舎が混在している場所で、

近隣には有名レストランやバーも多く昼夜を問わ

ず活気がある。一方、中心部から車で10分ほど移

動すると、私が主に研究活動を行っていたノース

キャンパスリサーチコンプレックス（略称 NCRC）

にたどり着く。NCRC は周囲を自然に囲まれた研

究施設であり、近隣には前述のような「誘惑」も

ほとんどなく、研究に集中できる素晴らしい環

境であった。特に私が所属していた Biointerfaces 

Institute は、医学・生物学・物理学・化学などの

境界領域（Interfaces）の研究の加速を目的とした

研究組織で、週に1度はラボ間でのネットワーキ

ングの時間が設けられ盛んにアイデア交換が行わ

れていた。刺激的な環境で平日休日関係なく研究

に没頭する一方、秋口には短い休暇を複数回頂き、

ミシガン州内の保養地やナイアガラの滝、グラン

ドキャニオン国立公園、東海岸や西海岸の観光都

市へと旅行に行き、非常に充実した米国滞在生活

を送ることができた。コロナ禍中に間一髪難を逃

れて帰国することができたが、このコロナ禍が一

刻も早く収束することを切に祈っております。

　最後に、海外研究に快く送り出してくださった

相田卓三教授と伊藤喜光准教授、受入を許可して

くださった Kotov 教授、ご支援いただいた日本

学術振興会、そして海外研究派遣を助成してくだ

さった吉田科学技術財団に心より感謝申し上げま

す。
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岡　　　弘　樹
所属機関：早稲田大学　先進理工学研究科　先進理工学専攻　一貫制博士課程

３年

研究機関：Uppsala University, Ångström Laboratory

出張機関：令和元年６月１日―令和元年６月２９日

研究分野：機能性高分子（有機レドックス高分子、エネルギー材料）

　この度、公益財団法人　吉田科学技術財団様の

海外研究派遣研究者助成を賜り、令和元年 6 月 1

日から令和元年 6 月29日までの約一カ月間、ウプ

サラ大学のオングストローム研究所にて Martin 

Sjödin 教授のもと、共役高分子とレドックス分子

を組み合わせた共役レドックス高分子の合成と電

解質水溶液からなる Li 電池に関する研究に従事

させていただきました。

■研究経過

　本海外研究では、ウプサラ大学の Sjödin 教授

らが世界に先駆けて研究を進めている、全て有機

材料からなる電池（J. Am. Chem. Soc., 2017）に関す

る共同研究に参加しました。

　Sjödin 教授らが分子設計した、共役高分子と

し て ポ リ（3,4- エ チ レ ン ジ オ キ シ チ オ フ ェ ン ）

（PEDOT）、レドックス分子としてハイドロキノ

ンを組み合わせた共役レドックス高分子を合成し

ました。その酸化還元挙動・表面構造をウプサラ

大独自の電気化学測定装置・分光装置・顕微鏡

により観測 ･ 解析し、電気化学特性に関する基礎

データをはじめて得ました。さらに、同共役レドッ

クス高分子を電極、ビス ( トリフルオロメタンス

ルホニル ) イミドリチウム（LiTFSI）を支持電解質

とした広い電位窓 (4.5 V) を有する電解質水溶液

からなる Li 電池を作製しました。最近、爆発性

･ 可燃性の小さい Li 電池に向けて本電解質水溶

液に関する研究が多く報告されております。本成

果は、本電解質水溶液中での有機材料の電気化学

特性を初めて報告しており、その社会的波及効果

は極めて大きいと考えられます。

　　すでに大学院博士課程の授業でウプサラ大

学にて 3 ヶ月間研究実習しているため、短い期

間ではございましたが、すぐ研究を立ち上げら

れ、Sjödin 教授、Researcher の方々と日々ディス

カッションを重ね、共同（貴財団謝辞入れ）論文

を執筆、投稿することができました。本論文は、

International Society of Electrochemistry が出版す

る Electrochemistry Communications 誌 に 速 報 と

して掲載されました。

　K.Oka et al .  Characterization of  PEDOT-

Quinone conducting redox polymers in water-in-salt 

electrolytes for safe and high-energy Li-ion batteries. 

Electrochemistry Communications, in press, DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.elecom.2019.106489.

　今回の共同研究がきっかけとなり、2019年度 1

年間 Visiting Researcher の身分を頂戴することが

でき、今後も継続的に共同研究することとなりま

した。
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■生活環境

　研究派遣先のウプサラはスウェーデン第4の都

市です。スウェーデン最大の空港であるアーラン

ダ空港から電車で20分のところに位置しており、

夏は平日休日問わず多くの観光客で常ににぎわっ

ています。滞在した 6 月はちょうど夏至の時期で

あり、夜遅くまで暗くならない白夜でありました。

宿泊先はウプサラ大学よりバスで40分ほど離れ

ているところでありましたが、バスが 5 分に 1 本

という非常に恵まれた環境でありましたため不自

由さは全く感じませんでした。また、スウェーデ

ンは、スウェーデン語が公用語でありますが、道

を歩くどのような方でも非常にきれいな英語をお

話になられるため、不安であった言語の壁も全く

感じられませんでした。以上のような、大変恵ま

れた環境のもと研究はかなり捗りました。

　最後にこのような機会を与えてくださいました

貴財団からの助成に改めて心より御礼申し上げま

す。

植　田　圭　祐
所属機関：千葉大学　大学院薬学研究院　助教

研究機関：Purdue University, Department of Industrial and Physical Pharmacy

出張期間：2019年6月8日～2020年3月31日

研究分野：物理薬剤学

研究施設について

　この度、公益財団法人吉田科学技術財団から

の助成を賜り、2019年 6 月よりアメリカ合衆国

インディアナ州にある Purdue 大学にて Lynne S. 

Taylor 教授のもと、薬物過飽和溶解に関する研究

に従事させていただきました。Taylor 教授は物

理薬剤学の研究において著名な先生であり、難

水溶性薬物の溶解性改善を目的とした製剤の開

発、物性評価、また製剤設計指針に関する基礎

研究を主に行っています。Taylor 教授が所属する

Purdue 大学の Department of Industrial and Physical 

Pharmacy （IPPH）には製剤研究において著名な先

生が他にも多数所属しており、同じ建物内で、様々

な共同研究が行われ、製剤に関する研究を行う

上では、これ以上ない環境であると感じました。

Taylor 教授の研究室には10カ国以上の国々から研

究者が集まっており、多国籍な環境での研究の面

白さを肌で感じることができました。また、同じ

国出身のメンバーが少ないこともあって、研究室

内でグループが形成されておらず、研究室のメン

バー全員が互いに相互作用しあって、素晴らしい

研究環境が構築されていました。Taylor 教授もダ

イバーシティを推進し研究室運営を行っており、

バックグラウンドの異なる研究者たちが集まるこ

とで新しいアイデアや研究の解決法が効率的に生

まれる環境であると感じました。また、自分たち

の研究室にある機器だけではなく大学全体におい

て必要な測定があればすぐに使用できるため、研

究室のメンバーは IPPH 以外の学部に出向いて実

験することも多く、総合大学ならではの強みも感

じました。私自身も800MHz の NMR を利用する

ために毎週理学部の建物に出入りしていました。

多岐にわたる最先端の機器を必要な時にすぐに使

える環境は研究を進めるうえで大きな助けになり
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ました。Taylor 教授は必要なときにはこちらから

連絡をすれば、いつでも一対一のディスカッショ

ンを行ってくださり、必要な情報や外部で使用し

たい機器があればすぐにコンタクトを取って使用

させていただき、大変恵まれた環境で研究を遂行

することができました。

研究内容

　Taylor 教授の研究室では薬物の溶解性改善を目

的とした非晶質製剤の研究が行われています。近

年では薬物の過飽和溶解状態に関する研究が盛ん

に行われており、水溶液中における薬物の相分離

現象についての様々な報告をしています。私は今

回の滞在中、製剤添加剤が薬物の水溶液中におけ

る相分離挙動に及ぼす影響の解明を目的として研

究を行いました。Taylor 教授らのグループで用い

られている熱力学的アプローチと NMR を用いた

分子状態解析を組み合わせることにより、水溶液

中における薬物の相分離現象を定量的に評価する

ことに成功し、薬物が水溶中に溶解できる最大の

濃度、いわゆる液 - 液相分離濃度（非晶質溶解度）

がポリマーなどの製剤添加剤の共存により顕著に

低下することが示されました。また、非晶質溶解

度の減少に伴い、薬物過飽和形成による薬物の膜

透過性改善能も低下することが明らかとなりまし

た。本研究において得られた結果は薬物溶解性改

善を目的とした製剤設計において重要な知見であ

ると考えられます。

生活環境

　Purdue 大学がある West Lafayette はインディ

アナ州の北西部に位置しており、住人のほとんど

が大学の学生や関係者で構成される町です。大学

が長期休みや年末年始の期間に入ると町から人が

ほとんどいなくなり、スーパーの仕入れの量も大

学の休みの期間に合わせて変化するため Purdue

大学を中心に町が動いていると感じました。大学

関係者が住人の大部分を占めるため、治安は良く

典型的なアメリカの田舎の町の雰囲気を感じられ

ます。生活に必要な施設は十分にそろっています

が、娯楽施設はあまりなく、研究に集中できる

環境でした。Purdue 大学内にはアメリカの大学

らしい巨大なスポーツ施設やジムだけではなく、

ボーリング場やゲームセンターもあり、学生は大

学の中で生活が完結できてしまう環境が構築され

ていました。週末には大学のバスケットやアメリ

カンフットボールの試合があり、多くの人々が

キャンピングカーで朝早くから、時には前日から

集まり、バーベキューを楽しんでいました。私も

フットボールの試合を見る機会がありましたが、

大歓声の中での試合観戦からアメリカの大学の規

模の大きさを感じることができました。車がない

と生活は多少不便ですが、交通渋滞もなく穏やか

な町で、研究に集中できる素晴らしい環境でした。

　最後に、海外研究派遣研究者助成により、素晴

らしい経験を得る機会を与えていただいた吉田科

学技術財団に心からお礼申し上げます。
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上　田　倫　久
所属機関（当時）：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

派遣先機関：フンボルト大学ベルリン

派 遣 期 間：2019年9月1日～11月30日

研 究 分 野：光化学、超分子化学

　この度、公益財団法人吉田科学技術財団からの

助成を賜り、2019年 9 月よりドイツにあるフン

ボルト大学ベルリン化学科 Stefan Hecht 教授の研

究室で研究に従事することができました。以下、

その詳細をご報告させていただきます。

研究経過

　私は派遣先研究機関において、異種の波長に応

答するモノマーを用いたバイフォトクロミック

（Bi-photochromic）超分子集合体に関する研究に取

り組みました。光に応答して構造や物性を変化さ

せるフォトクロミック分子に関する研究は、1867

年にその最初の例が発見されて以降、多くの興味

深い基礎・応用研究がなされてきました。特に近

年は複数のフォトクロミック分子を組み合わせ

た系が活発に研究されてきています。本研究は、

このフォトクロミック分子の化学と私が所属機

関で研究している超分子化学を組み合わせ、新し

い超分子光化学を開拓することを目標としまし

た。異なる波長に応答する部位をモノマーとして

複数種類組み込むことで、これまでにない多波長

の光による超分子集合体の複雑な時空間制御の

達成を目指しました。

　派遣先研究機関の Hecht 教授は光有機化学分

野における新進気鋭の研究者であり、多数のフォ

トクロミック分子を開発しています。今回の派

遣研究に先立ち、私は Hecht 教授と複数回の研

究ディスカッションを行い、Hecht 教授が開発し

たフォトクロミック分子を基盤として先に掲げた

目標に挑戦することにしました。派遣期間は3ヶ

月と短いこともあり、結論からいうとすべてを達

成することはできませんでした。特に分子の合成

に関しては、派遣前にある程度準備をしていたに

もかかわらず、鍵となるカップリング反応がなか

なかうまく進まず苦戦しました。けれど、Hecht

教授や研究室のメンバーと議論しつつ様々な反応

経路や分子設計を考えては試す日々は充実してお

り、海外という馴染みのない環境でも科学を共通

言語に邁進できるのだと強く実感することができ

ました。目標としていた複数種類のモノマー分子

の合成達成はできませんでしたが、ひとつの新規

フォトクロミック分子を合成し、設計した以上の

光物性変化を確認することはできました。派遣期

間内で研究をすべて形にすることはできず残念で

はありましたが、今後も本研究を進め完成させた

いと思います。

研究・生活環境

　Hecht 研究室は、フンボルト大学の中でも数学・

物理学・化学など理科系の学科の建物が集まって

いるベルリンの東の郊外 Adlershof に位置してい

ます。キャンパスの周囲は研究施設などの大き

な建物が多く、研究に集中できる環境でした。研

究設備に関しては、機器のプログラムや試薬のラ

ベルがドイツ語だったり研究室間の共用機器が多

かったりと最後まで慣れなかった点は多くありま
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したが、研究室のメンバーの温かいサポートもあ

り、実験自体は特に問題なく実施することができ

ました。言語に関しては、ミーティングや研究の

議論はもちろん英語で行われましたが、構成員の

8 割がドイツ出身ということもあり雑談やオフで

の会話はドイツ語が多く使われていました。月並

みではありますが、自分がマイノリティの外国人

であると意識する機会はとても新鮮で、良い意味

でいまでも強烈な印象が残っています。 3 ヶ月と

いう短さのせいもありますが、ドイツ語を習得す

るせっかくのチャンスを逃してしまったような気

もしていて少し後悔もしています。

　生活面に関しては、全体を通してとても快適に

過ごすことができました。Adlershof の学生寮に

滞在していたのですが、寮内でできた多様なバッ

クグラウンドを持つ友人たちと楽しい時間を過ご

せました。スーパーマーケットでは豊富な種類の

アルコール飲料（特にビール）がかなり手頃な値段

で販売されていたので、何種類かを買って友人た

ちと比べて楽しむなどしてよく過ごしていまし

た。また、ベルリンという街自体がとても興味深

くおもしろい街に感じました。ご存知のような歴

史的背景もあり東西でいまなお建物や街並みに違

いはありますが、それを活かしたようなスポット

毎の雰囲気の違いがあり、とても奥が深い魅力的

な街に映りました。ベルリンは大きな街なので私

の短い滞在ではほんの一部しか味わえてないです

が、またぜひ訪れてみたいと思っています。

　実際に海外で研究をする・生活をすることで多

くのことを学び、気づくことができました。この

経験は代えがたい自信の礎になると確信していま

す。Hecht 教授をはじめ、温かいサポートをして

くださった研究室のみなさまには感謝申し上げま

す。最後になりましたが、このような機会へ挑戦

する支援をしてくださった吉田科学技術財団に深

く御礼申し上げます。
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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。 
 締切り月日 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 
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 

（申請用紙はホームページよりダウンロードして下さい。）
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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 
  次の各項の資格をいずれも具備する者とします。 
  ①学位を有する者、大学院に在籍する者またはこれと同等以上の学力を有する者 

②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。 
（ 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、受け入れ機関との往復文書等（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。  
（申請用紙は当財団ホームページにて掲載しております。 http://yoshida-zaidan.or.jp/josei/ ） 
（ 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。 

 締切り月日 対象出発日 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 
      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 



－57－



学 年報　2020年

　 90

2020年11月30日発行

2020　公益財団法人　吉田科学技術財団

発 　 　 学

102-0076　東京都千代田区五番町5-6

ビラカーサ五番町404号

(03)3263-4916  Fax. (03)3263-5098

http //yoshida-zaidan.or. p/

印刷所　株式会社　実業公報社

　2020年「吉田科学技術財団年報」を送付申し上げます。

　巻頭言には当財団評議員、選考委員として永年ご 力賜っております、東京工業大学・

東京薬科大学 名誉教授、大島泰郎先生にお い申し上げましたところ、「コロナは黒船 」

と題し、 稿を賜りました。ご多用の中、ご執筆いただきまして に有難うございました。

　本号の研究者報告は2018年度、2019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と共に、今後ますますのご活躍を心より祈念いたします。

　2020年は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、2019年第 4 回助成以降の国際会議は

延期や中止を余 なくされました。海外渡航が困難な状況ではありますが、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、関係各位の変わらぬご支援・ご協力を何 お い申し上げます。

編集後記




