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設立の趣意

　一国の繁栄の基盤は人間生活との調和を伴

う総合的な産業経済の発展にあり、その産業

経済の発展は、科学技術の進歩によるところ

が大きく、この進歩の成否が国の将来の隆盛

を左右すると申しても過言ではないと考えます。

　今や、世界はあげて技術革新の時代であり、

ことに欧米諸国における現状はまことに目ざ

ましく、我が国がこれに遅れをとらないよう

にすることは容易ならないことであります。

　科学技術および経済の面での熾烈な国際競

争のなかにあって、資源・エネルギーの制約、

環境の悪化等の諸問題を解決し、国民福祉と

国民経済の着実な発展を図っていくためには、

なによりも我が国の科学技術水準の向上に努

めることが急務であると痛感するものであり

ます。

　このような現状にかんがみ、ハニー化成株

式会社社長吉田昌二氏およびハニー化成株式

会社の醵出資金により当財団を設立して、い

ささかでも我が国の科学技術振興の一翼をに

なわんとするものであります。

　しかし、これまでの科学技術振興関係の諸

団体で既に研究テーマを中心とする助成がす

すめられているので、当財団は有為の研究者

が最先端の海外科学技術を吸収してさらに国

際的視野を拡げることを目途として主として、

国、公立研究機関、大学などに所属する若手

研究者の海外研究、あるいは国際研究集会出

席などを助成することを主体とし、あわせて

研究費補助、科学技術の知識および思想の普

及等に努め、我が国科学技術の一層の発展に

寄与したいと考えるものであります。

昭和50年 4 月
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巻頭言

　　科学における言葉の重要性と科学者の責任

お茶の水女子大学 名誉教授　　

（公財）吉田科学技術財団 評議員

　　細  矢　治  夫

高校生物用語の絞り込み

　今年の 9 月に、日本学術会議は高等学校の生物の教科書で教える重要語の数を512に絞り込む

案を公表した。これは、従来は教科書中にゴシック体で印刷され、暗に生徒に記憶を示唆する

ような生物用語が2000もあり、教科としての生物だけでなく、生命科学までが知識の詰め込み

の学問であるかのような誤解を排除しようという生物科学分科会の提言である。近々改訂され

る学習指導要領の議論の始まる前に関係者の注意の喚起を引き起こすためにこのタイミングが

選ばれたのだという。

　学術会議のホームページを開くと、それぞれ250前後の最重要語と重要語のリストが出てきた

ので、私の専門の化学屋の目でざっと眺めてみた。すると、物理や化学と違って、60年以上も

前に高校で習った生物とは段違いにsophisticateされた科目になっていることが推測される。伝

統的な動物、植物、遺伝だけでなく、生物化学、生物物理、医学等の急速な進歩を全て取りこ

んだ生命科学を教育しようという狙いがよくうかがえる。リストには物質名は厳選してあるよ

うだが、核酸・DNA・触媒・光合成・水素結合等の化学用語も15パーセント程度含まれている。

それに対して、数物地学用語は当然のことながら少い。

　このように、教科としての高校生物が現代科学の進歩に即応していることは評価されるのだが、

逆に先生も生徒もアップアップしている様子も外からは若干感じられる。そこで、学術会議の生

物科学分科会が乗り出して手綱をとることになったのであろうが、今回のタイミングは、文科省

や辞書の出版社の横からの動きを強く牽制するという意味で、私個人は大きく評価している。

世間の常識に対する科学者の責任

　それは何故か。中学と高校の化学の検定教科書に「凝華」という一語を入れるために三十年近

くの間苦闘し続けてきた私自身の経験からの実感なのである。その詳しい経緯は私の別文 [1] 

を読んで欲しいのだが、その要点は、長年の間にわが国の中高の教科書や辞典類の大部分に、「固

体→気体」の直接的な相変化だけでなく、「気体→固体」も「昇華」と書かれるようになり、現場の

先生達も信じきるようになってしまったこの国辱的な「世間の常識」を最近やっと覆すことがで

きたのである。
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　その経緯を追って行くと、この元凶は文部省・文科省と辞典類だけではなく、わが国の科学

教育に携わってきた全ての人達にあったのである。

　専門的から日常的なことまで、更に国際的および学際的な問題も含めて、全ての科学用語の

定義と使い方について我々科学者や教育者全体が責任をもつべきなのに、残念ながらその自覚

をもっている人は少い。そのために「昇華」の混乱が生じてしまったのである。本稿の執筆意図

はその指摘にある。なお、「科学技術」もその中の大きなターゲットではあるが、収拾がつかな

くなる恐れがあるのでここでは取り上げないでおこう。

初めはお愛嬌から

　では、こういう見方であのリストを眺め直してみよう。すると、日欧の区別なく、分野によっ

て同じ言葉がこうも違う意味で使われているのかということが実感される。

　differentiation  [生] 分化 :  [数] 微分

　excitation  [生] 興奮 :  [物・化] 励起

　operator  [生] オペレーター（遺伝子）:  [数] 演算子

　translation  [生] 翻訳 :  [物] 並進

　variation  [生] 変異 :  [数] 変分

　vector  [生]  （遺伝子）ベクター （=運び屋） :  [数] ベクトル

　ここで [生] 以外の語は私が選んだ。また、リストにはないが次の日本語は気になる。

　機構　[物]  （からくり的な） mechanism :  [化]  （分子レベルでの反応機構） mechanism:  

    [一般]  （組織としての） organization、または system　

　これらは教育の現場においても、一般常識的にも「お愛嬌」として許容されるであろう。しかし、

次のようなものになると少し緊張度が増して来る。

　nucleus  [生]  （細胞）核 :  [物]  （原子）核 :  [地]  （地球の）コア :  [化]  （錯体の）中心原子、

　　（ベンゼン）核 

　group  [生] 群れ :  [数] 群（論） :  [化] 基 （=原子集団）

　root   [生] 根 :  [数] （平方や立方）根 :  [化] （root word）=化合物群を表す語尾や語頭 （-ane, 

    -ene, anti-, bi-, poly-, iso-, 等） :  [一般] 根源

　ここまでに出て来た言葉で、それぞれどの専門領域に優先権があるかということは難しい問

題であるが、比較的新しい分野の遺伝子がらみの言葉（operatorやvector）の命名に関しては疑

問が残った。ベクトルという言葉は古くから数学に定着しており、それと全然関係ない意味の

生物用語に私は違和感を感じたのだが、よく調べると、それは「運び屋 （carrier）」という意味の

vectorというラテン語に由来しているそうで、むしろ数学用語の方が新参者らしい。従って、

この学際問題は「お愛嬌」話の方に入れておこう。

化学用語の問題

　学術会議のリスト中の化学関係の用語は、専門的にも教育的にも問題になるものは少いが、
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二つほどが気になった。最重要語の中の「バイオマス」と重要語の中の「抗原抗体反応」であるが、

後者から行く。

　化学でreactionと言えばchemical reactionで、nuclear reactionは物理の問題である。しか

し物理では、一般にreactionは「作用」に対する「反作用」でもあるし、初等力学の「抗力」である。

従って、学際的な混乱を避けるために、化学者は気安く「反応 （reaction）」と言わずに「化学反応 

（chemical reaction）」と言うべきであろう。

　これに対してmassには多くの問題がある。原子量と分子量の英語は、それぞれ、atomic 

weightとmolecular weightである。しかし、weightというのは「地球上の重さ」であって不変量

ではない。そういう後ろめたさがあるので、学際を意識する場合にはrelative atomic mass （相

対原子質量）という長々しい言葉を使わなければならない。でも、relative molecular massとい

うのは聞いたことがない。その意味では、日本語の「原子量」「分子量」は無難な用語である。

　実は、今から四十年位前のことであるが、東大名誉教授の朽津耕三先生がIUPACの用語委員会

の委員長を務められており、その国際的な会議でatomic weightに代わる用語をどうするか近々議

論するというので、私の意見を聞かれた。即座に私は“atomass”と“molemass”はどうですかと

答えた。しかし、議論百出で結局何も決まらなかったそうである。今でも残念で仕方がない。

　高校の化学の教科書の初めの方に「質量作用の法則 （law of mass action）」という高校生には

人気のない大事な法則が載っている。でも、このmassは濃度の意味である。2015年10月に日本

化学会の化学用語検討小委員会はこれを「化学平衡の法則」と呼ぶように正式な提案を行った。

　高校生物で最重要語の中に選ばれた「バイオマス」には「現存量」という分り難い日本語が併記

されている。英語では standing cropだそうであるが、これは工業的には「エネルギー源、また

は工業原料として利用可能な生物体」、生態学では「特定地域に生息する生物総量」だそうで、何

れにしてもmassは「高校生泣かせ」というより「科学者泣かせ」の言葉である。

国際的な用語問題

　このように、科学用語は専門家が勝手に決めることも難しく、学際的にも国際的にも深い議

論が必要である。国語辞典や「世間の常識」の入り込む余地も正当性の根拠も全くない。

　一方、昨年世界に認知されたニホニウムの命名は快挙であった。陰でお呪いをかけた者の一

人として悦に入っている[2]。日本発信の貴重な科学用語ではないか。

　本稿の最後にお役所へのいやみを一つ。文部科学省の英語訳はMinistry of education, 

culture, sports, science, and technologyで、それをもじって MEXTと気取っている。私の提案

は、Ministry of culture, education, science, technology, and sports、その頭文字を忠実に並べ

てCESTSではどうだろうか。2020年の東京オリンピックも災いして、わが国の科学研究への予

算配分が悲劇的な下降線を辿っている。Sportsが何でscienceとtechnologyの上位にあるのだろ

うか。

　[1] 細矢治夫, 現代化学, 2017年9月号, 62.

　[2] 細矢治夫, 現代化学, 2016年3月号, 69.
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慶　祝

宮田清藏先生

叙勲　瑞宝中綬章

　当財団の選考委員宮田清藏氏には、平成29年春の叙勲

において上記の通り、叙勲の栄に浴されました。誠に

おめでたく心よりお慶び申し上げます。

　今後とも、ご健康に留意され益々のご健勝を心より

お祈り申し上げます。

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

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

［Ⅰ］平成28年度事業概況

１．国際研究集会派遣研究者助成　　　　　　　　　　　

年度別 採用件数 助成額（千円）

平成28年度 19件 3,325

設立以来の累計 1,882件 537,822

２．海外研究派遣研究者助成　　　　　　　　　　　　　

年度別 採用件数 助成額（千円）

平成28年度 1件 150

設立以来の累計 511件 339,506

３．国内開催国際研究集会等助成　　　　　　　　　　　

年度別 採用件数 助成額（千円）

平成28年度 2件 1,000

設立以来の累計 187件 61,810

［Ⅱ］選考委員会

●平成28年度第 1 回選考委員会

【平成28年 6 月 3 日（金）】中濱委員長以下 6 名出席

申請者21名　採択12名

●平成28年度第 2 回選考委員会

【平成28年 9 月 5 日（月）】中濱委員長以下 7 名出席

申請者15名　採択 7 名（内、 1 名辞退）

●平成28年度第 3 回選考委員会

【平成28年11月24日（木）】中濱委員長以下 2 名出席

申請者 1 名　採択 1 名

●平成28年度第 4 回選考委員会

【平成29年 3 月 7 日（火）】中濱委員長以下 7 名出席

申請者 3 名　採択 3 名
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平成28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

佐藤　和秀

名古屋大学・大学院医学研究科・病態内
科学分野呼吸器内科学講座・客員研究員

2016 World Molecular Imaging Conguress (2016 
WMIC)

（アメリカ・ニューヨーク）　
28.9.7-28.9.10

太田礼伊也
大阪大学・大学院薬学研究科・創成薬学
専攻

博士後期課程1年

第17回テトラへドロンシンポジウム（TETR 2016）
（スペイン・シッチェス）

28.6.28-28.7.1

石井　佑弥

豊橋技術科学大学・大学院工学研究科・
電気・電子情報工学系・助教

マテリアルサイエンス博士
（北陸先端科学技術大学院大学）

9th International Ｓymposium on Flexible Organic 
Electronics(ISFOE 16)

（ギリシャ・テッサロニキ）
28.7.4-28.7.7

臼田　初穂

筑波大学・大学院数理物質科学研究科・
化学専攻

博士前期課程2年

Joint Meeting of The Japan Society of Calorimetry 
and Therrmal Analysis and The Calorimery 
Conference

（アメリカ・ハワイ）
28.7.31-28.8.4

岡田　和也

秋田県立大学・大学院システム科学技術
研究科・機械知能システム学専攻

博士前期課程

30th Coference of The European Colloid and 
Interface Society(ECIS 2016)

（イタリア・ローマ）
28.9.4-28.9.9

宮田　全展

北陸先端科学技術大学院大学・マテリア
ルサイエンス研究科

博士後期課程2年

The 35th International Conference & The 1st 
Asian Conference on Thermoelectrics (ICT/ACT 
2016)

（中国・武漢市）　
28.5.29-28.6.2

桶葭　興資
北陸先端科学技術大学院大学・先端科学
技術研究科・助教

　工学博士（東京大）

252nd ACS National Meeting
（アメリカ・フィラデルフィア）　

28.8.21-28.8.25

常安　翔太

千葉大学・大学院融合科学研究科・情報
科学専攻・画像マテリアルコース

博士前期課程2年

International Meeting on Electrogenerated 
Chemiluminescence (ECL 2016)

（フランス・ボルドー）
28.8.29-28.8.31

水口　朋子

京都工芸繊維大学・大学戦略推進機構系
グローバルエクセレンス・助教

理学博士（九州大）

STATPHYS26(the 26th IUPAP International 
Conference on Statistical Physics)

（フランス・リヨン）
28.7.18-28.7.22

武元　佑紗
京都大学・大学院人間・環境学研究科・
相関環境学専攻・分子・生命環境論講座

博士後期課程2年

26th International Liquid Crystal Conference
（アメリカ・オハイオ）

28.7.31-28.8.5

清水　久史

東京大学・大学院工学系研究科・応用化
学専攻・助教

工学博士（東京大）

The 20th International Conference on Miniaturized 
Systems for Chemistry and Life Ｓciences (Micro 
TAS 2016)

（アイルランド・ダブリン）
28.10.9-28.10.13

薮塚　武史

京都大学・大学院エネルギー科学研究
科・エネルギー基礎化学専攻・助教

エネルギー科学博士（京都大）

28th Symposium and Annual Meeting of 
International Society for Ceramics in Medicine

（アメリカ・ノースカロライナ）
28.10.18-28.10.21

吉田　　剛
東京工業大学・大学院理工学研究科・化
学専攻

博士課程3年

Stereodynamics 2016
（台湾・台北）

28.11.6-28.11.11
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氏　　名 所属機関・役職 会議名・開催地・期間

渡辺　寛和

東京農工大学・工学府・生命工学専攻 Pacific Rim Meeting on Electrochemical and 
Solid-state Science 2016

（アメリカ・ハワイ）
International Conference on Miniaturized 
Systems for Chemistry and Life Sciences

（アイルランド・ダブリン）
28.10.2-28.10.13

照喜名孝之

武蔵野大学・薬学部・薬学研究所製剤学
研究室・特別研究員

薬学博士（名古屋市立大）

American Association of Pharmaceutical 
Scientists 2016 Annual meeting and exposition

（アメリカ・コロラド）　
28.11.13-28.11.17

髙田　瑶子
大阪府立大学・大学院工学研究科・物質・
化学系専攻・化学工学分野

博士後期課程3年

2016 MRS Fall Meeting & Exhibit
（アメリカ・マサチューセッツ）

28.11.27-28.12.2

清水美智子

京都工芸繊維大学・大学戦略推進機構
系・グローバルエクセレンス・テニュア
トラック助教

農学博士（東京大）

253rd American Chemical Society (ASC) National 
Meeting & Exposition

（アメリカ・サンフランシスコ）
29.4.2-29.4.6

大島　孝仁
佐賀大学・大学院工学系研究科・電気電
子工学専攻・特任助教

工学博士（京都大）

Compound Semiconductor Week 2017
（ドイツ・ベルリン）

29.5.14-29.5.18

モニカ
パテル

北陸先端科学技術大学院大学・マテリア
ルサイエンス研究科

博士後期課程3年

The 12th International Conference on Advanced 
Polymers via Macromolecular Engineering 
(APME 2017) 

（ベルギー・ゲント）
29.5.21-29.5.25

平成28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

RadTech Asia 2016 
(The 14th International 
Conference on Radiation 
Curing in Asia)

大阪府立大学・大学院工
学研究科・名誉教授

白井　正充

28.10.24-28.10.27
ヒルトン東京お台場
（東京都・台場）

13ヶ国
316名

（うち海外51名）

第11回国際極限環境生物学会 京都大学・大学院工学研
究科・合成・生物化学専
攻・教授

跡見　晴幸

28.9.12-28.9.16
京都大学 百周年時計台記念館

（京都市・左京区）

29ヶ国
369名

（うち海外180名）

氏　　名 所属機関・役職 派遣先機関・国名・出張期間

中村　佳代
東京工業大学・理学院　化学系・研究員

理学博士（東京工業大）

University of Hawaii at Manoa 
（アメリカ・ハワイ）

28.9.1-29.8.31（365日）

平成28年度海外研究派遣研究者助成一覧
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［Ⅲ］平成28年度会計報告

１．貸借対照表（平成29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 8,103 　　　１．流動負債 40

　　　２．固定資産 868,403 　　　２．固定負債 0

　　　負債合計 40

Ⅲ　正味財産の部

　　　１．指定正味財産 0

　　　２．一般正味財産 876,465

　　　正味財産合計 876,465

資産合計 876,506 負債・正味財産合計 876,506

２．正味財産増減計算書（平成28年4月1日～平成29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 13,856
　　　　　（2）経常費用計 14,927
　　　　　　評価損益等調整前当期経常増減額 △ 1,071
　　　　　　評価損益等計 0
　　　　　当期経常増減額 △ 1,071
　　　２．経常外増減の部
　　　　　（1）経常外収益計 0
　　　　　（2）経常外費用計 0
　　　　　当期経常外増減額 0
　　　　　　当期一般正味財産増減額 △ 1,071
　　　　　　一般正味財産期首残高 877,536
　　　　　　一般正味財産期末残高 876,465

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 876,465
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［Ⅳ］役員・評議員・選考委員等（平成29年 6 月13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　片　岡　一　則　公益財団法人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

　　　　　　　　　　　　　東京大学政策ビジョン研究センター　特任教授 

　  〃  　　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　総合研究機構火災科学研究センター　教授　　　 

　  〃  　　鈴　木　啓　介　東京工業大学　理学院化学系　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　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　代表社員

２．評議員

（役　職）　　  （氏　名）  　　　　  （現　　職）

評 議 員　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

　  〃  　　生　越　久　靖　京都大学　名誉教授

　  〃  　　神　門　　　登　ハニー化成株式会社　専務取締役

　  〃  　　中　條　善　樹　京都大学　教授

　  〃  　　細　矢　治　夫　お茶の水女子大学　名誉教授

　  〃  　　増　子　　　曻　東京大学　名誉教授

　  〃  　　松　川　公　洋　京都工芸繊維大学　分子化学系　研究員
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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　公益財団法人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

　　　　　　　　　　　　　　東京大学政策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、神奈川大学　工学部　客員教授

　　〃　　　鈴　木　啓　介　東京工業大学　理学院化学系　教授

　　〃　　　西　出　宏　之　早稲田大学　理工学術院　教授

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（アイウエオ順）
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佐　藤　和　秀
名古屋大学大学院医学系研究科　呼吸器内科学　医員

＜研究分野＞生物化学、イメージングを利用した新規診断、蛍光イメージン

グ、光を用いた標的治療法の開発など。

平成28年度国際研究集会派遣研究者報告書

会議名：世界分子イメージング会議2016

期　間：2016/9/7 ～ 2016/9/10

開催地：米国ニューヨーク州ニューヨーク市

国際会議の概要

　2016 World Molecular Imaging Congress は、

イメージングを中心として、工学、薬学、化学、

医学、生物学、物理学などの専門家が意見を交換

する世界規模の国際会議である。世界各地から関

連研究者が集まり、参加者は毎回2,000名を超え

ている。また、企業の出展も盛んで、様々な産学

連携の場となっている。世界会議であり、これま

で、ソウル、ハワイ、サバンナ（アメリカ）、ダブ

リン（アイルランド）、京都、モントリオール（カ

ナダ）、ニース（フランス）など世界各地で開催さ

れている。今回は、アメリカのニューヨーク市で

開催された。若手研究者のためのレクチャーや、

女性研究者のための特別講義などもあり、先進的

な会議であると感じている。本会では様々なイ

メージング機器、PET、MRI、蛍光・生物発光

イメージング、光学顕微鏡、新規イメージング法

の開発、診断応用、などを議題として基礎から応

用までを幅広く入り混じった学会で、最終的には

ヒトへの臨床応用を目指す事を目的としたものが

多い。今回はアメリカの東海岸での開催とあって、

前回のハワイでの開催とくらべて日本人が極端に

少なくやや残念であった。前回のハワイでは、私

は幸いにもExhibitor Poster Awardを頂いたが、

今回はAWARD nominateされたものの惜しくも

逃してしまった。

私の発表テーマと内容について

　今回、私は将来の医学臨床領域において特に蛍

光気管支鏡での応用を目的として新規開発した近

赤外蛍光領域の新規Cyanine Dyeの構造において

のChargeや電荷の分布がその後のターゲット抗

体とconjugateした際に及ぼす影響を、Cyanine

の主骨格は換えずに側鎖のみを換えることで、

dye分子の電荷とその分布のみを変化させ、生体

内での薬物動態への影響を検討した。この結果は、

今後の有機蛍光合成化学者が指標とするに値する

結果と考えられ、訪問する研究者も有機化学の研

究者が多かった。本研究結果は高く評価され幸い

なことに幾つかの応用化学雑誌に掲載されている

（Sato K et. al, Mol Pharm. 2015 Sep 8;12（9）:3303-

11.、Sato K et. al, Bioconjug Chem. 2016 Feb 

17;27（2）:404-13.、Sato K et. al, Mol Biosyst. 

2016 Jul 25. [Epub ahead of print]）。

　蛍光イメージングにおいてはTumor-Background 

Ratio〈腫瘍バックグラウンド比〉を高める事が必

要であり、低分子であるdyeの僅かな側鎖の違い

が、高分子である抗体に付加した際に生体内の薬
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物動態に多大な影響をあたえるという研究結果が

多くの研究者にとってインパクトが有ったと考え

る。

本国際会議に参加した成果

　New Yorkは米国立衛生研究所（NIH）留学中に

家族と旅行で訪れて以来の 2 回めの訪問であっ

たが、昨今の国際情勢により、主要な場所には多

数の軍人が警戒にあたっており（ちょうど、9.11

から15年めで日程も近かったこともあるとは思う

が）、物々しい雰囲気であった。Times Squareも

多数の武装軍人が警戒にあたっており、緊張感が

あった。

　会議では、様々なイメージング機器を組み合わ

せた研究や、今後の発展が期待できる再生医療・

感染症などの新規分野でのイメージング法・新規

顕微鏡ライブイメージング、新規生物発光方法の

開発についての発表が多数なされており、今後の

自らの研究で活用することが出来るであろう夢の

あるイメージング技術が発表されていた。様々な

研究者と有意義に意見交換、メールアドレス交換

をすることが出来た。また、若手を対象としたセ

ミナーは、様々なイメージング方法についてのも

ののみならず、グラントの書き方にいたるまで

様々なサポートが組まれており、有意義であった。

　最後になりましたが、今回の国際学会参加は吉

田科学技術財団の援助なくしては実現し得ないも

のでした。吉田科学技術財団の設立の趣意を読ま

せていただきましたが、財団の我々若手研究者へ

の熱い想いが伝わり、益々頑張らねばと思った次

第であります。ご支援頂きました、吉田科学技術

財団と関係者の方々にこの場を借りて御礼申し上

げます。

太  田　礼  伊  也（R. Ohta）
大阪大学大学院　薬学研究科創成薬学専攻　博士後期課程 1 年

＜研究分野＞有機合成化学、創薬化学

　この度、私は公益財団法人吉田科学技術財団の

国際研究集会派遣者として助成を賜り、平成28年

6 月28日から 7 月 1 日の日程で、スペイン国カタ

ルーニャ州バルセロナ県シッチェス市で開催さ

れた国際会議 “17th Tetrahedron Symposium” に

参加し、研究成果の発表を行いました。

　本会議は、生物の“Cell”や化学の“Tetrahedron”

を発行する出版社のエルゼビア社が主催する国

際会議で、毎年開催されています。討論内容は創

薬化学、天然物化学、ケミカルバイオロジー、有

機合成化学と多岐にわたります。18件の招待講演

と約400件のポスター発表から構成され、活発な

討論が行われました。特別講演にはETH-Zürich

のJeffery Bode 氏 や イ リ ノ イ 大 学 のChristina 

White氏などの第一線で活躍する研究者が招待さ

れ、日本からは理化学研究所の長田裕之氏が講演

されていました。

　私は本会議において、“In  situ  protection 

methodology for selective one-pot allylation 

and alkylation of carbonyl functions in the 
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presence of α,β-unsaturated ketones” という

題目で、これまでの研究成果をポスターにて発表

致しました。有機合成化学において、類似した反

応性を有する官能基間の化学選択的な変換反応の

開発は、未だ重要な課題です。中でも、カルボニ

ル基は有機合成化学上、最も用いられる官能基の

1 つであり、その選択的な変換反応の開発は創薬

化学や有機化学の発展に不可欠です。これらは非

常に類似した反応性を示すため、同一分子内に 2

種類のカルボニル基が存在する場合、両方が反応

してしまうという問題がありました。そのため、

どちらか一方のみを選択的に反応させる新しい合

成手法の開発が望まれています。

　最近、所属する研究室では「ケトンとアルデヒ

ド」間での反応性の逆転に成功しています。通常、

ケトンよりアルデヒドの方が反応性は高く、ケ

トンのみを選択的に反応させたい場合には保護

基を用いた 3 行程の変換が必要となります。す

なわち、先に反応性の高いアルデヒドを保護基

で保護して反応性を落とし、続いてケトンを変

換し、最後にアルデヒドの保護基を脱保護する

という工程です。一方、トリフェニルホスフィ

ン（PPh3）とルイス酸のトリメチルシリルトリフ

ラート（TMSOTf）を作用させることで、ケトン

存在下にアルデヒドのみをホスホニウム塩中間体

（一時的な保護基として保護した状態）に変換する

ことができます。その間にケトンの変換反応を行

うことで、反応性の逆転を達成しています。最後

に後処理でホスホニウム塩中間体は加水分解さ

れ、元のアルデヒドを高収率で回収することがで

きます。これら一連の反応は、一工程で行うこと

ができる非常に強力な合成手法であると言えま

す。我々は、本手法をin situ protection法と命名し、

独自の化学を展開し有機合成化学の常識に挑戦し

てきました。

　今回、私はこれまで反応性の制御が困難であっ

た「ケトンとα,β-不飽和ケトン（エノン）」間での

選択的変換反応の開発を目的としました。「ケト

ンとアルデヒド」間と同様に、PPh3とTMSOTfを

用いるin situ protection法を利用することができ

れば、「ケトンとエノン」間でも反応性の制御が可

能ではないかと考えました。ケトンとエノンの1:1

混在化、1.5等量のPPh3とTMSOTfを作用させる

と、エノンのみを選択的にシリルエノールエーテ

ル型のホスホニウム塩中間体（一時的な保護基と

して保護した状態）に変換することができました。

それに続く、アルキル化もしくはアリル化反応に

よりケトンのみを高選択的に変換することができ

ました。最後に、後処理でシリルエノールエーテ

ル型のホスホニウム塩中間体は加水分解され、元

のエノンが再生し、高収率で回収可能です。本法

は制御が困難である非常に類似した官能基間を市

販の試薬のみで区別化することができる実用性の

高い手法です。すなわち、これまで反応性の制

御が困難であった「ケトンとα,β-不飽和ケトン

（エノン）」間での選択的変換に世界で初めて成功

しました。本手法を用いることで、医薬品や生

物活性物質の高効率合成が簡便に行えると期待

しています。本研究成果は、学術誌 “Tetrahedron” 

に掲載されています （Tetrahedron, 2016, 72, 2420.; 

highlighted in J. Synth. Org. Chem. Jpn., 2016, 74, 

925.）。

　これらの研究成果を基に、多数の海外研究者に

発表することができ、興味を持ってもらうことが

できました。著名な研究者とも議論する機会があ

り、研究内容についてディスカッションをして頂

き、今後の研究に有益なアドバイスを頂戴しまし

た。また、同年代の研究者が質の高い研究を行っ

ており、一層研究に励まなければいけないと、良

い刺激を受けました。
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　ほとんどの参加者が半袖半ズボンというラフな

格好で、日本の学会とは全く違う雰囲気に初めは

慣れませんでした。昼食は豊富な種類のバイキン

グが提供され、海外研究者達とも会話が弾みまし

た。夕方まで学会に参加した後、シッチェスの街

を観光したり、パエリアなどのスペイン料理や小

料理のタパス、ワインを楽しんだりしました。シッ

チェスは欧州で有名な保養地であり、美しい町並

みと夏の爽やかな空気が心地よかったです。学会

会場は海岸沿いに面しており、息抜きにビーチへ

行くこともできました。

　最後になりましたが、本国際会議への参加に際

して多大なるご支援を下さいました貴財団に、心

より御礼申し上げます。

石　井　佑　弥
豊橋技術科学大学　大学院工学研究科　電気・電子情報工学系　助教

マテリアルサイエンス博士

＜研究分野＞機能性高分子、有機光エレクトロニクス

　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、2016年

7 月 4 日～ 7 日に開催された9th International 

Symposium on Flexible Organic Electronics

（ISFOE16）に参加し、研究成果を発表する機会

を頂いた。本国際会議は、2008年から毎年1回ギ

リシャで開催されているフレキシブル有機・印刷

エレクトロニクス分野で世界最大規模の専門家会

議である。対象分野は、基礎科学から産業用途の

プロセス、デバイスまで幅広い領域を対象とし

ており、毎年世界各国から第一線の専門家が集

まり、最先端の研究成果発表と議論が行われる。

ISFOE16では、申請者の研究と非常に関連の深

い「Smart Textiles & Wearable Technologies」

や「Internet of Things（IoT）」が 重 点 テ ー マ と

して設定され、最先端の研究成果発表や議論が

活発に行われていた。また、13th International 

Conference on Nanosciences & Nanotechnologies, 

International Summer Schools "N&N, OE & 

Nanomedicine",  6th NANOTEXNOLOGY Expo 

2016と “NANOTEXNOLOGY 2016”という名前で

共同開催され730件以上の研究発表が行われた。

　本会議において私は、「Submicron   poly（N- 

vinylcarbazole）fiber waveguides」（ポリビニル

カルバゾールからなるサブミクロンファイバ導

波路）という題目で一般講演の口頭発表を行った

（発表者：石井佑弥、里園翔太、大森啓翔、福田

光男）。本発表の内容を以下に述べる。ポリマサ

ブミクロンファイバは、直径が1 μm未満という

極小の直径を有し、軽量、機械的に柔軟、そのも

のが導波路構造というユニークな特徴を有する。

このポリマサブミクロンファイバを電気的、光学

的な機能を有する材料から作製すれば、上記のユ

ニークな特徴に加えて、新たに電気的、光学的機

能を付与したサブミクロンファイバの創出が期待

される。このように新たな機能を付与したサブミ

クロンファイバは、次世代の軽量かつ機械的に柔

軟な光電子デバイスの基材として大いに可能性

を有する。これまでに、絶縁性高分子からなる

サブミクロンファイバの光導波性は報告されてい
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臼　田　初　穂
筑波大学大学院　数理物質科学研究科　化学専攻　博士前期課程 2 年

＜研究分野＞コロイド科学、有機小分子を含むリン脂質二重膜の相挙動

るものの、電界発光性やキャリア輸送性を示す材

料からなり、新しい機能を付加するような機能性

サブミクロンファイバの光導波性の報告例は限ら

れていた。本研究では、高分子有機EL材料とし

て使用されており、高い可視光透過性を示すpoly

（N-vinylcarbazole）（PVK）に着目した。始めに、

エレクトロスピニング法を用いて直径が500 nm

未満のPVKサブミクロンファイバの作製に成功

した。次に、同ファイバ中を光ファイバのように

光が導波することを世界に先駆けて明らかにし

た。しかし、ファイバによって導波光スペクトル

が異なるという現象が観察された。この原因とし

て考えられる物理現象を一つ一つ検証していくこ

とで、最終的にファイバの直径の差異に由来する

実効屈折率の違いが異なる導波光スペクトルの原

因であることが分かった。最後に、劣化も考慮し

た厳密な測定と解析により正確にPVKサブミク

ロンファイバの光伝播損失を評価することに成功

した。得られた伝播損失の値は、これまでに報

告されている機能性高分子からなるサブミクロン

ファイバの伝播損失と同程度の値であることが分

かった。本研究成果により、そのものが電界発光

する極小の光ファイバといった独創的な素子が実

現される可能性がある。このような素子は極小の

フレキシブル光源として、フレキシブルエレクト

ロニクス分野や光遺伝学分野での応用が期待され

る。

　本発表を通して第一線の研究者と議論すること

により、研究の改善点や新しい研究の方向性の糸

口が得られ大変有意義であった。加えて、関連す

る分野の最先端の研究動向調査により、研究動向

のアップデートや新しいアイデアを着想すること

が出来た。最後になりましたが、このような貴重

な機会を与えてくださった吉田科学技術財団の皆

様に厚く御礼を申し上げます。

　このたび、吉田科学技術財団よりご支援いただ

き、2016年 7 月31日～ 8 月 4 日にアメリカ合衆国

ハワイ州オアフ市にて開催された国際会議Joint 

Meeting of The Japan Society of Calorimetry 

and Thermal Analysis and The Calorimetry 

Conferenceに参加し、研究成果の口頭発表を行

いました。この会議は、日本熱測定学会とアメリ

カのカロリメトリー会議との合同会議です。日本

熱測定学会は、1965年に大阪で行われた第 1 回熱

測定討論会が発端となっており、今では世界の熱

測定研究の中において権威を持っています。アメ

リカのカロリメトリー会議は、世界の中で熱測定

に関しては最も長い歴史を持っており、今年で71

周年を迎えます。これら 2 つの学会は 4 、 5 年に

一度の割合で合同会議を開催し、熱測定に関わっ

ている研究者たちの討論により、科学技術を進歩

させてきました。本会議では、熱測定により得ら

れた最新の研究成果と、熱測定の正確さを向上す
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るための技術が発表されます。内容は多様であり、

物理、化学、生物の基礎から応用、さらには学際

的な新しい分野まで含んでいます。今回は口頭発

表73件、ポスター発表21件という構成でした。

　本会議にて私は、“A Rigid Core Part and an 

Alkyl Chain in nCB Bring Contrasting Effects 

on the Phase Behavior of Lipid Bilayers”という

題目で、口頭発表を行いました（発表者：臼田初穂、

菱田真史、山村泰久、齋藤一弥）。生体膜の基本

構造であるリン脂質二重膜にnCB（nはアルキル

鎖の炭素数）という液晶分子を添加して膜の相転

移挙動の変化を調べた研究について発表しまし

た。コレステロールのような硬く嵩高いコア状分

子は膜のゲル相から液晶相への転移温度を下げま

すが、ドデカン、テトラデカンのような柔軟な直

鎖分子はその転移温度を上げることが知られてい

ます。生体分子の多くはコア部分とアルキル鎖を

両方持っているため、本研究ではコア部分とアル

キル鎖を両方含む液晶分子nCBをリン脂質膜に

添加し相転移挙動への影響を調べました。アルキ

ル鎖の炭素数をn = 0-8と変化させました。その結

果、 液晶分子を添加した膜の転移温度はすべて低

くなりましたが、鎖長が短い（n = 0-3）場合には転

移温度はアルキル鎖長に対して一定であり、鎖長

が長い（n = 4-8）場合にはアルキル鎖の伸長ととも

に転移温度が高くなりました。これらの結果から、

同一分子内においてもコアとアルキル鎖は相反す

る効果を持つことがわかりました。ただし、鎖長

が短い場合、アルキル鎖はコアと一体となってふ

るまうことがわかりました。本研究は添加物効果

を系統的に理解するという新たな視点の有用性を

示すものです。添加物効果を系統的に見ることの

有用性とその視点によって得られた興味深い知見

を本会議にて発表することができました。本発表

に対しては日本、ドイツ、アメリカの研究者から

質問やコメントをいただくことができました。

　本会議はアメリカと日本の学会の合同会議でし

たが、世界各国の研究者が参加しており、私自身

もフランス、ドイツの研究者と交流することがで

きました。美しい景色と豊かな自然に囲まれた開

放的な雰囲気の中で交流も深まりました。他の研

究者の発表からは、新しい測定方法や興味深い研

究成果について知ることができ、今後の研究をよ

り柔軟に進めていくのに有意義な経験でした。

　最後に、このたびの国際会議参加に際しまして

ご支援を賜りました吉田科学技術財団に厚く御礼

申し上げます。

岡　田　和　也
秋田県立大学大学院　システム科学技術研究科　機械知能システム学専攻

博士前期課程

＜研究分野＞非球状磁性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、2016年 9 月

4 日から 9 日にイタリアのローマで開催された

30th Conference of The European Colloid and 

Interface Society（ECIS2016）に参加し研究発表
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を行いました。 

研究発表の内容

　私は、“Phase Change in Aggregate Structures 

of Magnetic Cube-like Particles on a Plane 

Surface by Means of Monte Carlo Simulations”

のタイトルにて口頭発表を行った。

　本研究では、対角方向に磁化されたキューブ状

磁性粒子からなる分散系を対象に粒子間の磁気的

な相互作用の大きさと印加磁場の強さを変化さ

せ、粒子の凝集構造の形態の転移現象をモンテカ

ルロ・シミュレーションにより検討した。ここで

は、材料の表面特性を磁性粒子の付着配向により

改質する表面改質技術への応用を念頭に置いてい

るため、 2 次元系を対象としている。結果の一部

を以下に示す。

　粒子間相互作用の大きさが熱エネルギーに対し

て十分支配的な場合、格子構造を有する大きな塊

状のクラスタを形成する。この状態で磁場を増す

と磁場方向に配向する格子構造をもつ太い鎖状ク

ラスタへと凝集構造が転移する。これは、磁場の

影響により粒子の磁気モーメントが磁場方向に配

向するため、等方的な凝集形態から太い鎖状クラ

スタの形態へと転移が生じる。このように凝集体

の内部構造の形態転移が磁場の影響や粒子間相互

作用の要因により生じることを明らかにした。

　発表後には、凝集形態の転移は何が支配的なの

か、またどのような応用に期待されるのかなどの

質問をいただいた。

会議の模様

　本国際会議では、世界のコロイド界面科学の研

究者が一堂に会して、研究発表を行いコロイド界

面科学分野の研究進展と研究学者の情報交換を主

とした目的としている。参加者は約300名であり、

ローマ・ラ・サピエンツァ大学で開催された。 4

パラレルセッション方式で発表が行われ、活発な

研究討議がなされた。ポスターセッションは約

550名である。私は主に、サスペンション、コロ

イド関係のセッションに参加し、世界の参加者と

の交流や情報収集を行い、磁性粒子創製に関する

貴重な情報が得られた。また、私の研究と関連が

あるキューブ状粒子に関する研究が口頭発表およ

びポスターセッションで行われていた。それら

の内容は、私の行っているシミュレーションとは

異なり、実際にキューブ状粒子を創製して実験を

行ったものであったためとても興味深かった。

その他の感想

　今回で 2 度目の国際会議でしたが、英語による

口頭発表はとても緊張しました。発表後の質疑応

答では、自身の英語のスキルが足りないため、指

導教員に補助してもらいました。私は現在、修士

1 年であり博士課程に進学することを考えている

ので、いつか質疑応答を自分だけで答えられるよ

うに英語のスキルを高めていきたいと考えていま

す。 日本人の学生の大半は、口頭発表ではなく

ポスターセッションにまわされていたので、口頭

発表を行えたことがとても貴重な経験であるとい
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うことを再認識しました。

　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。

宮　田　全　展
北陸先端科学技術大学院大学　マテリアルサイエンス研究科　博士後期課

程2年

＜研究分野＞無機材料化学、新奇熱電変換材料の創製と物性解析、第一原理計

算による計算科学

＜研究発表の内容＞

　私は第35回熱電変換国際会議にて“Exploration 

of novel sulfide thermoelectric materials using 

first-principles calculation” という題目で口頭

発表を行った。

　近年、熱電発電への応用に向け、希少元素Te（テ

ルル）を含まない環境調和型高性能熱電材料の開

発が求められている。私たちは、Teの代替元素

として同じ16族である硫黄Sに注目し、Sで構成

される硫化物の熱電物性について研究を行って

いる。従来の硫化物熱電材料の材料探索の指針

は、実験的な経験則に基づくものであり、多大な

コスト・時間を要するものであった。スーパーコ

ンピュータの演算能力向上に伴い比較的現実的

な時間内で第一原理計算が実行可能となった今、

新規材料の創製において計算科学によるマテリ

アルデザインが有効な手段の一つとして注目を

集めている。 

　私は、34種類の硫化物材料に対し第一原理電子

状態計算によるスクリーニングを行い、最終的

に候補材料としてV4-xTrxGeS8 （Tr = Cr, Mn）を絞り

込んだ。第一原理電子状態計算から母体V4GeS8

はバンドギャップが非常に狭く、化学ポテンシャ

ルμ近傍でバナジウムVの3d軌道とSの3p軌道か

らなる急峻な状態密度を持つ特徴的な電子構造

を有し、熱電材料として有望であることを示し

た。Vサイトを他の元素で置換し電子ドープを行

うことでパワーファクターが向上することを明

らかにし、性能向上の指針を確立した。実験では、

気相固相反応法により母体V4GeS8および置換系

V3.98Tr0.02GeS8 （Tr = Cr, Mn）の合成に成功した。母

体は半導体的でバンドギャップは狭く、室温で高

い正のゼーベック係数を示した。これは第一原理

電子状態計算の結果とよく一致した。Vサイトを

Crで置換した試料V3.98Cr0.02GeS8は母体と比べ出

力因子が向上したことから電子ドープが生じて

いることを明らかにした。

　質疑応答においては、第一原理電子状態計算で

は、電荷ドーピングをどのように計算に繰り込ん

でいるのかと質問を受けた。本研究では、リジッ

ドバンドモデルを仮定し、化学ポテンシャルμの

みを動かすことで電荷ドーピング量を制御して

いる旨を説明した。発表終了後、質問者と本研究

で使用した第一原理電子状態計算ソフトウェア

パッケージOpenMXの詳細についてディスカッ

ションを行い、若手研究者と交流を深めることが

できた。

　

＜会議の模様＞

　国際熱電学会（ICT；International Conference 
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桶　葭　興　資
北陸先端科学技術大学院大学　先端科学技術研究科　環境・エネルギー領域

助教　博士（工学）

＜研究分野＞・高分子化学、光化学、ソフトマター

　　　　　　・高分子ゲルを用いた機能性材料の開発

　　　　　　・生体高分子の材料化

　　　　　　・天然高分子が形成する散逸構造の解明

on Thermoelectrics）は最先端の熱電変換技術を

研究する世界中の研究者が一同に会する会議であ

る。今回は中国・武漢市で現地の 5 月29日から 6

月 2 日まで 5 日間にわたり開催された。報告され

た材料系の中でも聴衆の注目を集めたのは、テト

ラヘドライトCu12Sb4S13という硫化物熱電材料で

ある。この材料は、Pbフリーの熱電材料の中で

高い熱電性能を示すことが2013年に末國らによっ

て報告されている。ICTでは、このテトラヘドラ

イトの熱電性能をさらに向上させるため、様々な

元素で置換したテトラヘドライトの熱電物性につ

いて報告がなされた。実際に同会議の企業ブース

にてAlphabet Energy社よりテトラヘドライトを

用いた熱電素子の製品化したものが出展されてい

た。熱電発電の応用に向け安価で環境負荷の少な

い高性能熱電材料の研究が活発化しており、その

中でも硫化物は非常に有望な材料系であることが

実感できた。

　実験とシミュレーションの双方を駆使して、材

料の熱電物性を解明、報告する研究者が多くみら

れた。安価な元素で構成される高性能熱電材料を

マテリアルデザインする上で、シミュレーション

と実験の両面から材料の電子構造を調べることの

重要性を再度認識させられた。今後のマテリアル

デザインの手法の一つとして、計算科学はより重

要性を増していくと考えられる。

＜国際会議に参加した感想＞

　ICTでは、熱電に関する各国の最先端の研究内

容が発表されており、当該分野の世界水準を肌で

感じる絶好の機会であり、研究に対する非常によ

いモチベーションとなった。また、各国の研究者

と議論する上で、英語によるコミュニケーション

能力の重要性を改めて実感した。また、中国のマ

ンパワーの凄まじさを肌で感じ、日本の研究者と

してより研究の国際的競争力を高めていく必要が

あると感じた。

　今回のICTの参加・発表という貴重な機会に多

大なご支援を頂いた吉田科学技術財団に心より感

謝申し上げます。

研究集会名：The 252th ACS National Meeting

開　催　地：Philadelphia

開 催 期 間：2016年 8 月21 ～ 25日

発表題目：

Drying-induced self-integration of megamolecular 

polysaccharide and the macro-space division

概要

　この度、吉田科学技術財団より国際研究集会

派遣研究者として助成を賜り、2016年 8 月21日か

ら25日の日程でPhiladelphiaにて開催されたThe 

252th ACS National Meetingに参 加し、 最 近 の

研究成果について口頭発表を行った。本国際会

議は、American  Chemical  Society主催で総勢
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14,000名の参加者が集まり48件のセッションが設け

られた。このうち、Division: Division of Polymer 

Chemistry,  Session: Functional  Renewable 

Polymersで、こ れ ま で の 研 究 成 果 を「Drying-

induced  self-integration  of  megamolecular 

polysaccharides  and  the  macro-space division」

という演題で発表した。

発表概要

　界面不安定性や力学的不安定性を利用すること

でソフトマテリアルの幾何構造制御が可能であ

る。例えば、粘性液体のフィンガリングパターン

やゲルの膨潤収縮の際に生じる座屈パターンが挙

げられ、物質捕捉・物質輸送など動的機能材料へ

の応用が期待されている。我々はこれまでに、ラ

ン藻Aphanothece Sacrum由来の超高分子量を持つ

多糖類「サクラン」を題材として、その液晶性・生

体適合性・レアアース捕捉能の解明、異方性ハイ

ドロゲルの作製に成功している。直近の研究では、

その高分子が液晶の構成単位として巨大ロッド状

ミクロドメイン（外径1-2 μm, 長さ20 μm 以上）

を形成し、それらが乾燥時に蒸発面で広く界面配

向することを見出している。本研究の発表では、

制限された平板状空間からの高分子析出挙動につ

いて 1）乾燥によって誘起されるピン止めとミク

ロドメインのダイナミクスの関係、2）析出される

高分子膜の配向特性について検証について報告し

た。特に経時変化について詳細に調べた結果、極

めて特異な散逸構造の形成が確認された。

本会議の模様と感想

　自身の発表がセッション最初の発表であったこ

ともあり、多数の研究者が会場に集まって質疑応

答がなされた。特に今回の発表では、多糖類水溶

液の乾燥は、生物学的にも重要な課題とのこと

で細胞生物学をバックグラウンドとする方からア

ドバイスを頂けた。発表の他にも、興味のある

セッションの発表聴講や、以前の同僚と最近の研

究について談話する時間を持つことができ、大変

有意義であった。各々の研究動向や新しい組織へ

のステップアップのみならず、今後も連携できる

チャンスを互いにつくっていこうと国際会議らし

い刺激を受ける機会となった。Philadelphia の

街並みも、近代建築物と現代高層建築物が緑と

調和して非常に美しく、Functional Renewable 

Polymers というテーマについて日常とは少し離

れて思い馳せる時間にもなった。

謝辞

　最後になりますが、本国際会議への参加・発表

に際して派遣助成くださいました吉田科学技術財

団に心より感謝申し上げます。
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常　安　翔　太
千葉大学大学院　融合科学研究科　情報科学専攻画像マテリアルコース　

博士後期課程2年

＜研究分野＞材料化学、デバイス関連化学、電気化学、電気化学反応を用いた

新規イメージングデバイス、交流電気化学発光

・報告概要

　今回、私は吉田科学技術財団のご援助を賜

り、2016年 8 月29日 よ り 3 日 間 に わ た っ て フ

ラ ン ス・ ボ ル ド ー に て 開 催 さ れ たECL'2016 : 

International Meeting on Electrogenerated 

Chemiluminescenceに参加しました。ECL'2016

は、電気化学発光（ECL）の学理、応用研究に焦点を

当てた世界で唯一の国際学会（参加者100名、口頭発

表30件、ポスター発表20件）です。31日には「Effects 

of Electron Transfer Between TiO2 Nanoparticles 

and Ruthenium（II）Complex on Alternating-

Current-Driven Electrochemiluminescence」と 題

して、自身の研究内容を口頭発表し、ECLを扱

う研究者から様々な質問や参考意見をいただきま

した。また、口頭・ポスター発表を聴講しECL

に関する研究の情報収集を行いました。

・発表概要

　本国際会議の主題であるECLとは、電気化学

的に生成された発光材料の励起状態からの発光現

象です。陽極で発光材料の酸化種、陰極で還元種

が生成されたのち、これら酸化種・還元種間での

電子授受反応の際に、一方が励起され電子励起状

態となり、発光を示します。これらの特長を活か

し、センサー、ディスプレイ、照明等への応用が

期待されています。

　本研究では、このECL現象を利用した新機軸発

光デバイスの開発を行っています。ECLデバイス

は、電極表面に形成される非常に大きな電位勾配

によって電荷注入を行うため、電極の金属種を選

ばず厚膜化も可能であるため、ワイヤー形状やフ

レキシブル形状をはじめとする自由度の極めて高

い発光デバイスへの展開が期待されています。さ

らに、交流駆動も可能であるため、交直変換によ

るエネルギーロスがありません。これまでに我々

は、交流ECLの特色を活かしたECLの高機能化、

駆動原理の解明・実証を行ってきました。さらに、

ECLを誘起する電気化学反応を利用し、発光のみ

ならず、エレクトロクロミズムや液晶の駆動によ

る反射表示も制御することで、単一素子内にて発

光と反射が制御可能な「デュアルモード表示素子」

についての研究も行ってきました。

　しかしながら、ECLデバイスは「素子寿命」が

極めて短いという、大きな問題を抱えていました。

これまでの検討より、代表的なECL材料である

Ru（II）は、酸化種の方が還元種に比べ安定性が高

く、酸化還元を繰り返すことで素子内が酸化種過

多な状態となってしまうことから、素子寿命の低

下が引き起こされていることが分かっています。

従来の検討では、精密な分子設計による活性種の

電気化学反応性・発光性の向上や素子構造のナノ

微細加工といった手法が採られてきました。しか

しながら、これらの手法では多段階の合成、電極

の微細構造制御、積層構造の検討などが必要であ

るため、本来のECLデバイスの利点である「シン

プルさ・構造の自由度」を犠牲にしてしまう恐れ
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がありました。

　このような問題に対し、本発表では、色素増感

太陽電池に代表されるRu（II）とTiO2微粒子間で

の電子移動反応に着目しました。交流ECLの系

にTiO2微粒子を共存させることで、還元反応時

にTiO2微粒子に電子を蓄積させ、酸化反応時に 

Ru（II）酸化種にTiO2微粒子からの電子移動を起

こすことで、過剰な酸化種生成の抑制を期待しま

した。実デバイスにおいて交流駆動時における素

子寿命が向上していることを明らかとし、詳細な

電気化学測定によりRu（II）とTiO2微粒子間にて

期待された電子移動反応が起こっていることを実

証しました。

・感想

　本会議において、ECLを扱う著名な研究者なら

びに若手研究者と議論できたこと、最新のECLに

関する研究発表を聴講することができたことは、

大変価値ある経験でした。海外で開催される国際

会議での発表は、本会議が 2 回目でしたが、自分

の研究を初めて聞く人に理解してもらうことの難

しさ、英語での議論の難しさを痛感しました。

・謝辞

　本会議への参加にあたり、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。

水　口　朋　子
京都工芸繊維大学　大学戦略推進機構系グローバルエクセレンス　助教

理学博士

＜研究分野＞計算科学（分子動力学シミュレーション）、ソフトマター物理（細胞

膜、ミセル）、ガラス転移とその周辺分野（過冷却液体からの結晶化、

液体－液体転移）

　このたび、貴財団の助成を受けて、2016年 7

月18 ～ 22日にフランスのリヨンで開催された

the 26th IUPAP International conference on 

Statistical  Physics,  Statphys26（第26回統計物

理学国際会議）に参加した。本研究集会は、統計

物理分野における最大の国際会議であり、IUPAP

（International Union of Pure and Applied 

Physics）の主催で 3 年に１度開催されている。今

回は50を超える国から1300人以上の研究者が参加

して、活発な議論が行われた。さらに、統計物理

学分野で非常に権威のあるボルツマン賞の受賞記

念講演が、Daan Frenkel氏およびYves Pomeau

氏によって行われた。

　会議は全部で 8 つのセッションから構成され、

私はその中の“Disordered  and  glassy  systems

（不規則・ガラス系）”において、“Local structure 

of supercooled cyclohexane extracted from 

molecular dynamics simulations（分子動力学シ

ミュレーションによる過冷却シクロヘキサンの局

所構造解析）”というタイトルでポスター発表を

行った。その概要は以下の通りである。ナノ細孔

中のシクロヘキサンに対する熱容量測定により、

液体－液体転移と見られる１次転移が観測されて

いる。この転移は、十分小さな細孔中で細孔径に

よらず154Kで起こり、結晶相への転移とは異な

ることが結論されている。我々はこの新奇な相転

移のメカニズムを解明するため、過冷却したシク

ロヘキサンの微視的構造を、分子動力学シミュ
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武　元　佑　紗
京都大学大学院　人間・環境学研究科　相関環境学専攻　博士後期課程2回生

＜研究分野＞有機物化学：有機ラジカルを常磁性成分とするメタルフリー磁性

ソフトマテリアルの合成と物性

レーションにより調べた。その結果、金属ガラス

などで見られる歪んだ二十面体構造が過冷却液体

中に存在することが分かった。温度を下げていく

とその数は増加するが、170K付近で急に成長が

止まる。この温度は、動径分布関数の第１ピーク

の強度が最も大きくなる温度と対応する。分子間

相互作用エネルギーの温度依存性からガラス転移

点は～ 110Kと推測され、また結晶構造は成長し

ていないので、過冷却液体中において局所構造に

何らかの変化が起こっていると考えられる。液体

－液体転移は、これまで水やリンなどいくつかの

物質でその存在が示唆されているが、シクロヘキ

サンのように分子間の相互作用が小さい物質では

報告されてこなかった。シクロヘキサンに液体－

液体転移が存在するのならば、この転移現象はか

なり普遍的なものであり、多くの液体に存在する

ことが期待できる。今回の研究成果から、実験で

は観測の難しいシクロヘキサンの局所構造とその

変化が明らかになった。実験で観測されている転

移温度とずれているが、これはシミュレーション

のパラメータ設定の問題であり、本質は同じ現象

を捉えていると考えられる。構造の異なる 2 つの

液体状態の存在は、特定の物質の抽出分離など、

幅広い分野への応用が考えられる。

　本研究発表には、ロシアの研究者をはじめとし

て多数の研究者が興味を持ってくださり、どうい

う物理量を計算するべきかなど、貴重な意見をい

ただくことができた。また、発表時間外にも関連

した別の研究への発展についてご提案いただいた

り、非常に有意義な時間を過ごすことができた。

関連する研究発表も数多く行われていたので、今

後の研究の発展を考える上で、大変有益な情報を

得ることができた。液体－液体転移の研究は盛り

上がりを見せており、我々の研究も急がなけれ

ばならないと思った。また、本会議では現在イギ

リスにいる共同研究者とも会うことができ、議論

する時間を持てたことも非常に意味のあることで

あった。

　最後に、本会議への参加に当たりご支援を頂き

ました吉田科学技術財団に心より感謝申し上げま

す。

　この度、吉田科学技術財団より国際研究集会派

遣研究者としてご支援を賜り、2016年 7 月31日か

ら 8 月 5 日にアメリカ合衆国オハイオ州のケント

州立大学で開催された26th International Liquid 

Crystal Conference （ILCC 2016）に参加し、研究

成果の発表を行いました。本会議は、液晶のみな

らず中間相に関する学術的な分野に関わる科学

コミュニティーの学術・技術の水準向上を目的と

した国際会議であり、1965年にケント州立大学の

Glenn H. Brown教授により創立され、隔年で開

催されています。今年は世界各国から約670名が

参加し、液晶分野における世界最大の学術会議と
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なっています。

　学会に先立ち、 7 月31日はtutorialがあり、液

晶分野を先駆ける著名な先生方 6 人の講演を聞く

ことができました。学会期間中も、多種多様なレ

クリエーション（サッカーゲームやフルーツパー

ラー）も用意されており、研究を肴に参加者間の

活発な議論や意見交換等、研究者間の交流も活発

でした。

　本会議では、私は“Preparation and Magnetic 

Properties of All-Organic Diradical Discotic 

Liquid Crystal”という題目で、口頭発表を行い

ました。我々は、分子内に環状ニトロキシドラジ

カル構造をもつキラル有機常磁性液晶に弱い磁場

を印加すると、液晶中で特異な強磁性的相互作用

が発現することを見出し、これを磁気液晶効果と

命名しました。さらに、分子中に二つのラジカル

構造をもつビラジカル液晶が、従来のラジカル構

造を一つだけもつモノラジカル液晶よりも強い磁

気液晶効果を示すことが分かりました。本発表で

は、新たに合成した分子のコアにシクロヘキサン

構造を有するジラジカル化合物の物性について報

告しました。このジラジカル化合物は、棒状の液

晶性化合物としては珍しく、カラムナーレクタン

ギュラー相を示しました。さらに、磁化率測定の

結果、低温域では強い反強磁性的相互作用を示し、

液晶相から等方相への相転移温度である367Kで

磁化率が30％も上昇することが分かりました。こ

れまでに、ラジカル構造を有するカラムナー液

晶はわずか 4 例しか報告されておらず、それらは

全てモノラジカルでした。それに対して、我々は

カラムナーレクタンギュラー相を示すジラジカル

液晶化合物の合成に世界で初めて成功し、それら

は非常に特異的な相転移挙動や磁気的性質を示し

ました。もとより磁性を有する液晶化合物の報告

例は数少なく、金属錯体液晶もしくは反磁性液晶

に磁性ナノ粒子を組み合わせた研究が多くを占め

ています。このことから、本研究が与える学術的

なインパクトは非常に大きいと考えられます。実

際、本発表に対しては、Vanderbilt大学のPiotr 

Kaszynski博士が非常に興味を持ってくださり、

貴重な意見や有意義なコメントを多数いただくこ

とができました。そのほか、口頭発表が終わった

後の休憩時間において、同年代の学生さんたちか

ら質問をいただくことが出来、非常に有意義で充

実した時間を過ごすことができました。

　今回、世界最大規模の研究集会に参加すること

で、世界から見て我々の研究がどのような意義を

持つのか？今後この研究をさらに発展させるため

には一体何が必要なのか？など、“研究”というこ

とについて深く考える絶好の機会になりました。

　最後になりましたが、このような貴重な機会を

ご支援くださった貴財団に心より御礼申し上げま

す。
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清　水　久　史
東京大学大学院　工学系研究科　応用化学専攻　助教　工学博士

＜研究分野＞マイクロ・ナノ流体工学と光熱変換検出法の開発

研究集会名：The 20th International Conference 

on Miniaturized Systems for 

Chemistry and Life Sciences

　　　　　　 (μTAS2016）

開　催　地：ダブリン（アイルランド）

開 催 期 間：2016年10月9－13日

発 表 題 目：“Enhancement of Sensitivity of 

Photothermal Phase Contrast 

Detector Using Mach-Zehnder 

Interferometer Waveguide”, 

“Separation and Detection of 

Biomolecules in Extended-Nano 

Channel Using UV Differential 

Interference Contrast Thermal 

Lens Microscope”

　近年、数cm角の基板上に作製した10-100 μm

スケールの空間で流体を操作するマイクロ流体

工学が発展してきた。マイクロ空間は体積が小さ

く拡散による物質移動が速いことなどから、細胞

を培養したり分析を高感度化・高速化する研究

が大きく発展し、生物学の現象解明や小型高性

能な臨床診断機器の開発に大きく貢献している。

μTASは毎年1000人以上が参加する、本分野に

おける世界最大の国際会議である。一昨年はアメ

リカ、昨年は韓国で開催され、本年度はアイルラ

ンドのダブリンで開催された。

　本学会では 2 つのポスター発表をする機会に

恵まれた。一つ目の発表は、ガラス基板内に集積

化した光導波路を用いてマイクロ流路中の非蛍光

性分子を検出するデバイスの開発についてであ

る。体積の小さい微小空間では分子の数が少なく

なるため、絶対的に高感度な検出が要求される。

生化学や細胞生物学で頻繁に用いられる蛍光法は

高感度であるが、大半の化学物質は蛍光を持たな

い。そこで、物質が光を吸収した後に放出する熱

を検出する光熱変換分光法に着目した。特に本発

表では、発生した熱を屈折率の変化として捉え、

屈折率変化によって生じる光の位相遅れを光導波

路を用いて構築したマッハツェンダー干渉系で検

出するデバイスの開発を目的とした。その結果、

一般に用いられている分光光度計ではμMの濃度

を検出するのに数mmのサイズの空間（光路長）が

必要であったのに対し、同等の性能を深さ5 μm

の流路中で実現した。このような原理を用いれば、

分析機器のより一層の小型化、集積化が期待され

る。

　二つ目の発表は、マイクロ空間よりも 3 桁小

さい10-100 nmスケールの空間（拡張ナノ空間）

を利用したクロマトグラフィーの開発について

である。分離分析の歴史は試料体積の低減と分

離の高性能化の積み重ねであったが、従来技術

であるμmサイズのシリカ粒子を充填した分離

カラムは体積・分離性能ともに限界に達してい

た。そこで、ガラス基板上に作製した数100 nm

サイズの中空流路そのものを分離カラムとして
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用いればこれらの限界を打破できると考え、前

述した光熱変換検出とともに集積化すること

を 目 的 と し た。 そ の 結 果、 従 来 よ り も 7 桁 小

さい500フェムトリットルの試料体積を実現した。

また、長さ15 cmの従来の分離カラムと同等の分

離性能を長さ1 cmの拡張ナノ流路で実現した。こ

のような技術を応用すれば、単一細胞（体積10 ピ

コリットル）から少しだけ試料をサンプリングし、

細胞を生かしたまま中身を分析する革新的な分析

法が誕生すると期待される。

　今回の学会に参加して、マイクロ流体工学が医

療分野との連携をますます緊密にし、人命の救助

や健康の増進に寄与する時代が目前に到来してい

ることを実感した。また、ナノ流体工学の研究は

まだまだ始まったばかりであるが、ノースカロラ

イナ州立大学チャペルヒル校のDr. Ratnayakeや

香港科技大学のMr. Duanら同じ課題に取り組む

研究者との親交を通じて一層の研究意欲を掻き立

てられた。このような学会に参加する機会を与え

て頂いた吉田科学技術財団の関係者皆様に、この

場を借りて深くお礼を申し上げる。

薮　塚　武　史
京都大学大学院　エネルギー科学研究科　エネルギー基礎科学専攻　助教　

エネルギー科学博士

＜研究分野＞機能性バイオマテリアルの開発

　2016年10月18日 ～ 2016年10月21日 の 4 日 間 に

わたり、第28回医用セラミックス国際シンポジウ

ムが、ノースカロライナ大学シャーロット校（ア

メリカ合衆国）のAhmed El-Ghannam先生を大

会長として、ノースカロライナ州シャーロット市

のOmni Charlotte Hotelで開催された。このたび

報告者は、公益財団法人吉田科学技術財団のご支

援により、本シンポジウムにおいてエンジニアリ

ングプラスチックおよび金属材料への生体活性

付与に関する研究について成果発表を行った。

【医用セラミックス国際シンポジウムについて】

　医用セラミックス国際シンポジウムは、国際

医 用 セ ラ ミ ッ ク ス 学 会（ISCM; International 

Society for Ceramics in Medicine）の主催でほぼ

1 年に 1 回のペースで行われ、アジア圏、ヨーロッ

パ圏、アメリカ圏をはじめ世界各国を巡る形で

開催されている。ちなみに過去 3 年間では、 2013

年にルーマニア・ブカレスト市（大会長 Iulian 

Antoniac先生（ブカレスト工科大学））、2014年

にスペイン・バルセロナ市（大会長 Maria-Pau 

Ginebra先生（カタルーニャ工科大学））、2015年

にインドネシア・バリ（大会長 Ika Dewi Ana先

生（ガジャ・マダ大学））で開催されている。

　テーマは多岐にわたり、リン酸カルシウム系セ

ラミックス、生体活性ガラスおよび結晶化ガラ

ス、生体吸収性セラミックス、アルミナ・ジルコ

ニア系インプラント材料から、金属系インプラン

ト材料への骨伝導性付与、ポリマーへの骨伝導性

付与、DDS材料などに関する活発な討論を行う。

材料工学的見地に立った発表から、材料と細胞と

のインターフェイスに関する発表、さらに整形外
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科領域における臨床応用に関する発表が盛んに行

われており、様々なフィールドの研究者が世界各

国から参加するため、学際色および国際色豊かな

シンポジウムである。

　

【本シンポジウムの模様】

　本大会では、計19名の先生方によるKeynote 

Lectureが行われた。登壇された先生方からは、

バイオセラミックス研究の歴史と現況、さらに高

機能化の手法やその応用に関して示唆に富んだご

講演をいただいた。今回の大会では、2015年12月

に逝去された故Larry Hench先生、2016年 1 月に

逝去された故Sam Hulbert先生の追悼式典が行わ

れた。

　 ま た、 計13の 一 般 口 頭 セ ッ シ ョ ン と、 ポ ス

ターセッションも行われ、発表者は計111名に及

んだ。また報告者は、セッション「Bioceramics 

Processing and Characterization」において、座

長を務めた。

　 閉 会 式 で は、 来 年 の 第29回 大 会 がChristian 

Rey先生（トゥールーズ大学）を大会長としてフラ

ンス・トゥールーズ市にて、再来年の第30回大会

が大槻主税先生（名古屋大学）を大会長として名古

屋市にてそれぞれ開催されることが発表され、シ

ンポジウムの全日程を終了した。

【発表概要】

　報告者はオーラルセッションにおいて以下の

Ⅰ・Ⅱの、ポスターセッションにて以下のⅢの、

計 3 件の成果発表を行った。

　

Ⅰ．Fabrication of Bioactive Co-Cr Alloy by the 

Function of Apatite Nuclei

　ヒトの血漿とほぼ等しい無機イオン濃度に調整

した水溶液（擬似体液）のpHを高くすると、溶液

中にリン酸カルシウムのナノ粒子（アパタイト核）

が析出する。報告者は、このアパタイト核をコバ

ルトクロム合金の表面に導入することで、コバル

トクロム合金に生体活性を付与することに成功し

た。

Ⅱ．Fabrication of Bioactive Fiber Reinforced 

PEEK by the Function of Apatite Nuclei

　細孔を形成した繊維強化PEEKの細孔内にアパ

タイト核を導入することで、繊維強化PEEKに生

体活性を付与することに成功した。

Ⅲ．Fabrication of Bioactive Glass Fiber

Reinforced Polyamide with High 

Mechanical Performance

　細孔を形成したガラス繊維強化ポリアミドの細

孔内にアパタイト核を導入することで、ヒトの皮

質骨とほぼ等しい弾性率を有するガラス繊維強化

ポリアミドに生体活性を付与することに成功し

た。

【謝辞】

　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出来ました。

ご関係者各位に深く感謝申し上げます。
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吉　田　　剛
東京工業大学大学院　理工学研究科　化学専攻　博士課程3年

＜研究分野＞イオン液体中におけるO2（
1Δg）の励起状態緩和

【会議の概要】

会 議 名：Stereodynamics 2016

開 催 地：台湾 台北 国立台湾大学

開催期間：2016年11月6日～ 11日

　私は、（公財）吉田科学技術財団の支援をい

た だ き、2016年11月 に 台 湾・ 台 北 に て 開 催 さ

れ た“Stereodynamics 2016”に 参 加 し ま し た。

Stereodynamicsは、励起状態緩和や遷移状態な

どの化学反応に関係するテーマを幅広く取り扱

い、隔年で開催されている学会です。今年は、分

子線を用いた化学反応素過程の研究を切り開い

たYuan T. Lee先生のノーベル賞受賞30周年を記

念して台湾にて開催されました。講演はYuan T. 

Lee先生を含めた47名で行われ、ポスターセッ

ションでは、70名が参加して活気ある議論がかわ

されていました。また、エクスカーションやバン

ケットなどが開かれ、参加者同士の交流も図られ

ていました。

【発表の概要】

　私は、“Singlet  oxygen  lifetime  dependence 

on methylene chain length of ionic liquids”とい

う題名でポスター発表を行いました。イオン液体

は常温で液体の有機塩で、ユニークな溶解性や物

性を示す液体であるために電解液や気体分離膜な

どへの応用が期待されています。さらに適切なカ

チオン・アニオン種を選択することにより、用途

に応じて物性を最適化することができると考えら

れています。一方で近年のMDシミュレーション

やX線散乱の実験から、イオン液体を構成するカ

チオンの持つアルキル側鎖、アニオン・カチオン

の極性部位がそれぞれ凝集し、ナノスケールで相

分離した無極性・極性ドメイン構造を持つことも

報告されています。イオン液体の持つ多様な物性

は、構成イオンの構造の違いにより生じる局所構

造の変化がバルク相に反映されたものと考えら

れ、この構造を理解することはイオン液体の分子

デザインを行う上で重要であるといえます。現在、

このナノスケール構造の性質を調べるための手法

は、大きな双極子を持つ色素プローブ分子を用い

た光吸収や発光の測定が主流となっています。そ

の一方で、色素プローブが持つ大きな双極子はイ

オン液体のナノスケール構造を大きく変化させる

事が懸念されます。本学会ではイオン液体の構造

に与える影響が非常に小さいと考えられる分子の

一重項酸素を用いてイオン液体のナノスケール構

造を調べる手法の開発について発表しました。こ

の手法は、溶媒とプローブ分子の相互作用の強さ

が反映される一重項酸素の緩和過程に注目した測

定手法で、プローブ分子が全く双極子を持たない

ためにイオン液体の構造に対する影響を抑える事

が可能な手法です。ポスターセッションでは、以

上の手法の原理や利点、解析手法の妥当性などに

ついてのディスカッションを交わすことができま

した。
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【会議の様子】

　講演では、気相における分子線の衝突による分

子間ポテンシャルの研究、化学反応の理論計算か

ら、液相中や微小液滴中における化学反応の観測

手法まで幅広い内容の講演が行われ、活発な議論

がかわされていました。

　ポスター発表では、同じくイオン液体の研究を

行っている学生や一重項酸素の検出の研究をされ

ている先生などと情報交換やディスカッションす

ることができ、とても刺激になりました。一方で、

自分の考えを思うように相手に伝え切れなかった

部分もあり、今後のさらなる英語学習の動機づけ

にもつながりました。

【感想】

　会議では、普段はあまり意識して聞くことのな

い気相における研究の最前線を知ることができ、

大変勉強になりました。また、レセプションパー

ティー、バンケットやエクスカーションでは、国

立台湾大学の学生などとの交流ができ、充実した

時間を過ごすことができました。さらに、交流を

通じて仲良くなった学生さんを通して、国立台湾

大学のいくつかの研究室の見学をさせていただく

など、大変意義深い体験をさせていただけました。

　最後に、このような素晴らしい機会を与えて下

さった吉田科学技術財団に心より感謝申し上げま

す。

渡　辺　寛　和
東京農工大学　工学府生命工学専攻　博士前期課程2年

＜研究分野＞マイクロ加工技術により作製したデバイスを用いて形成させた人

工細胞膜中に再構成したポア形成膜タンパク質を利用したタンパ

ク質の一分子検出に関する研究

【はじめに】

　この度、吉田科学技術財団より国際研究集会

派遣研究者として助成を賜り、2016年10月 2 日か

ら 7 日にアメリカ合衆国ハワイ州ホノルルで開催

されたPacific Rim Meeting on Electrochemical 

and Solid-state Science（PRiME）及び2016年10月

9 日から13日にアイルランドのダブリンで開催さ

れた International Conference on Miniaturized 

Systems for Chemistry and Life Sciences（μTAS）

に参加し、研究成果を発表する機会を頂きまし

た。

【会議について】

　PRiMEは、世界最大級の電気化学に関する国

際学会で、アメリカ電気化学会、日本電気化学

会、韓国電気化学会の共同で開催されています。

会議には世界中の研究者が集まり、再生可能エネ

ルギー、バイオ医薬、電池、などを含む多様な電

気化学に関して議論されます。PRiME2016では、

56の研究領域に関する4000件以上の口頭発表が

行なわれ、私もケミカルセンサーのセッションで

口頭発表を行いました。また、μTASは、生物

科学や生化学のためのマイクロ流体、マイクロ加

工、ナノテクノロジーによる合成や分析技術に関

する世界最高峰の国際学会であり、様々な分野の

研究者が最新の研究成果に関して活発に議論し

ます。MicroTAS 2016では、1116件の投稿論文中、

804件（ポスター 702件、オーラル102件）が採択さ



－32－ －33－

れ、私はポスター発表を行いました。

【研究発表の内容】

　私は、パーフォリンを用いたナノポアセンシン

グによるタンパク質の一分子検出について発表し

ました。ナノポアとは、膜タンパク質が脂質二分

子膜中に形成するナノメートルスケールの微小孔

のことであり、ナノポアセンシングではこのポア

を通過する一分子を電気的に検出することが可能

です。原理は以下の通りです。脂質二分子膜中に

ナノポアを形成させた状態で電圧を印加し、ポア

を通過するイオンをチャネル電流として検出しま

す。この時、標的分子がナノポアを通過すると、

イオンの通過が阻害されるためチャネル電流が減

少し、この電流の変化から、一分子を検出するこ

とができます。また、電流減少の大きさや、継続

時間から標的分子の一分子解析が可能です。これ

までに、ナノポアセンシングは一本鎖DNAのシー

ケンスや高分子化合物であるPEGの分子量の予

測などに応用されており、一分子検出及び一分子

解析の強力なツールとして期待されています。し

かし、現状では課題があります。それは、ほとん

どの研究でα-ヘモリシンと呼ばれる直径1.4 nm

のポアが用いられており、直径1.4 nm以上の分子

はポアを通過できず検出が困難であるということ

です。そこで私は、タンパク質の一分子検出を目

指しました。タンパク質の検出は、病気の診断

や、食中毒を防ぐための食品検査等への応用が期

待されます。まず、直径5nmである可溶性タンパ

ク質の検出に最適なナノポアを探すために、五種

類の異なる膜タンパク質ファミリーから一つずつ

ナノポアを選び、ポアサイズやポアの安定性など

を比較し検出に利用するのに最適なナノポアとし

てパーフォリンを選びました。さらに、パーフォ

リンを利用したナノポアセンシングにより、直径

約5nmのタンパク質であるグランザイムBの一分

子検出及び一分子解析に成功しました。

【感想】

　学会後には、開催地を観光したり、現地の料理

を食べることができ、貴重な経験となりました。

特に、ホノルルでは、ダイヤモンドヘッドやビー

チなどの雄大な自然を、ダブリンでは石造りの美

しい街並みや大好きな芋料理を堪能しました。両

会議ともに、発表と合わせて大変有意義な時間を

過ごすことが出来ました。

照 喜 名　孝 之
武蔵野大学　薬学部　薬学研究所　製剤学研究室　特別研究員

＜研究分野＞骨の再生医療及び再建外科治療に用いられる医用材料、薬物治療

効率の向上を目指したドラッグデリバリーシステム（DDS）のため

の生体材料の研究開発

　この度、筆者は吉田科学技術財団より国際研究

集会派遣研究者としてご支援を賜り、2016年11月

13日～ 17日まで、アメリカ合衆国コロラド州デン

バーで行われた創薬・製薬研究者が集うAmerican 

Association of Pharmaceutical Scientists（AAPS）

2016  Annual  meeting  and  expositionに参加し、

Development of sustainable and controllable 

simvastatin-releasing device based on PLGA 
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microspheres/carbonate apatite cement composite 

scaffold for useful osteoporosis treatment（骨粗鬆

症治療に向けた持続放出制御が可能なシンバスタ

チン封入PLGAマイクロ粒子／炭酸アパタイトセ

メントの開発）という発表題目で研究成果の発表

を行った。

　デンバーはコロラド州最大の都市かつ州都で

あり、標高1600m近いところにあるため、Mile-

High Cityとも呼ばれる。ロッキー山脈のふもと

にあるため、水道水が飲めるくらい水が綺麗であ

り、ビール醸造所が至る所に見受けられた。最も

活気のある16th streetは約 2 kmの直線の通りで、

無料のシャトルバスが走っており、カフェ、レス

トランやコロラドのお土産屋が軒を連ね、多くの

観光客で賑っていた。ダウンタウンの歴史的な

LoDo地区には赤レンガ造りで、メジャーリーグ

に所属するコロラドロッキーズのホームスタジア

ムである、クアーズフィールドがあった（ちなみ

にクアーズはコロラドの有名なビールメーカーで

ある）。投手にとっては鬼門の球場であり、1996

年の野茂英雄投手しかノーヒットノーランを達成

していない球場を目の前にして、感慨深いものが

あった。

　ところで、本題であるAAPS 2016年会は、ダウ

ンタウンの16th streetに近いColorado Convention 

Centerで行われた。初日のオープニングセッショ

ンとレセプションパーティーに始まり、 2 日目か

らPlenaryセッション、一般のセッションやポス

ター発表が始まり、学会として本格化した。

　本会議で筆者は、骨粗鬆症治療に応用可能な薬

物徐放性炭酸アパタイト複合体の開発と評価に関

する内容のポスター発表を行った。近年、骨の自

己再生能力を活かして欠損部の骨を再建する骨欠

損部充填材料が開発されている。筆者らは、生体

骨と親和性のある炭酸アパタイト（CHAP）中に、

骨形成促進効果を有するシンバスタチン（SIM）

を ポ リ 乳 酸・ グ リ コ ー ル 酸 共 重 合 体（PLGA）

に 封 入 し たSIM封 入PLGAマ イ ク ロ ス フ ェ ア

（SPLGAMs）を 含 有 し た、SPLGAMs/CHAP複

合体を開発した。その後、骨吸収環境下での薬

物放出性骨補填材としての有用性を、in vitro及び

in vivoにおいて評価した。SPLGAMsはSBF中で約

1 か月間SIMを放出した。SPLGAMs/CHAPは、

SPLGAMsと比較して有意に初期バースト効果が

抑制され、SIMの徐放性を示した。一方、SIM/

CHAPは約 2 週間でSIMを放出した。MC3T3-E1

細胞試験では、CHAP存在下で有意に増殖する

ことが示唆された。一方で、SPLGAMs/CHAP

が有意に分化促進しており、SIM徐放能が細胞分

化能に寄与していることが示唆された。in vivo実

験では、SPLGAMs/CHAPはSIM/CHAPよりも

埋植 6 週目以降に骨量が有意に増加していた。以

上から、SPLGAMs/CHAPは、元来の骨セメン

トの骨結合誘導能に加えて、骨形成効果を有する

SIMを徐放することで、骨再生に有利な環境を作

り出していることが示唆された。なお、本発表内

容は国際誌（JDDST, Vol. 37, 74-80, 2017）に掲載

済みである。

　ポスターセッションでは、難水溶性薬物の溶解

性改善に関する技術（スプレードライ技術や加熱

溶融混錬法を用いた固体分散体の設計など）、リ

ポソームやPLGA粒子などを含むナノ粒子製剤に

関する研究をはじめ、3Dプリンター技術を用い

た錠剤設計、固形製剤の連続生産技術、レギュラ

トリーサイエンスに関する発表まで、全てを網羅

することはできなかったが、幅広い数多くの内容

の発表が行われており、世界中の研究者に質問し、

議論することで良い刺激を受けた。

　AAPSは、米国のみならず世界中の研究者及び

薬剤師が集い、特に創薬・製薬に関する学会の中
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でも最も大きな学会の一つです。最後になりまし

たが、このような場で研究成果を発表でき、かつ

世界中の研究者と交流することができました。こ

のような貴重な機会へご支援していただいた吉田

科学技術財団の皆様に、心より御礼申し上げます。

髙　田　瑶　子
大阪府立大学大学院　工学研究科　物質・化学系専攻　化学工学分野　博士

後期課程3年

＜研究分野＞新規機能性材料の開発、コスト・効率・信頼性を両立する材料プロ

セス工学、材料製造プロセスの化学工学的解析、強誘電体メモリな

どの次世代記憶素子技術、強誘電体キャパシタの信頼性向上技術

　この度私は、吉田科学技術財団より国際研究

集会派遣研究者として御支援を賜り、2016年11月

27日から12月 2 日にアメリカ合衆国マサチュー

セッツ州ボストンで開催された2016 Materials 

Research Society（MRS）Fall Meetingに参加し、

筆頭著者として口頭発表を行った。

会議の模様・研究発表の内容

　MRS主催の本会議は、アメリカの材料系会議

であり、世界中から研究者が集まる材料系では世

界最大規模の非常に権威ある国際会議である。材

料に関する基礎研究だけでなく、多様なアプリ

ケーションへの産業応用を目的とした研究成果の

発表が行われるため、世界の材料研究のトレン

ドを知ることが出来る会議でもある。本会議で

は、“Broader Impact”、“Biomaterials and Soft 

Materials”、“Electrochemistry”、“Electronics, 

Magnetics  and  Photonics”、“Energy  and 

Sustainability”、“Mechanical  Behavior 

and Failure  Mechanisms  of  Materials”、

“ N a n o m a t e r i a l s ”、“ P r o c e s s i n g   a n d 

Manufacturing”、“Theory,  Characterization 

and Modeling”のジャンルで54のシンポジウムが

開かれ、55ヵ国以上6000人もの世界的な研究者ら

が参加した。会場は、Hynes Convention Center

と隣接するSheraton Boston Hotelで行われ、 8

時から17時まで口頭セッション、20時から22時ま

でポスターセッションと、非常に密度の濃い有意

義な会議だった。

　私は、“Emerging Materials and Technologies 

for Nonvolatile Memories”セッションにて、

“Fabrication and electrical properties for 

ferroelectric capacitors with Al-doped ZnO 

films on sapphire substrate structure”と題した

研究成果を発表した。強誘電体メモリは、高速動

作、高書き換え回数、不揮発性などの特徴を有す

るため、スマートメーターやICカードなどに量

産されている。しかし、強誘電体キャパシタの電

極材料は難加工性の貴金属類（Pt, Ir, Ru等）であ

るため、高集積化に不向きかつ高価である。さら

に、貴金属電極の適用は、半導体製造工程中での

還元性雰囲気により強誘電性を劣化させる等の

課題がある。本発表論文では、貴金属に代わる電

極材料として、安価な導電性酸化物であるAlドー

プZnO（AZO）をスパッタリング法により単結晶

Al2O3（0001）基板上に製膜し、スパッタリングガ

スの流量比（アルゴン：酸素 ＝ 1：5、1：1、5：1、

1：0）と製膜後の酸素アニール温度がAZO膜に及
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清 水　美 智 子
京都工芸繊維大学　大学戦略推進機構系グローバルエクセレンス

テニュアトラック助教

＜研究分野＞ナノセルロースフィルの構造解析と特性制御、ナノセルロースを

用いた複合材料の開発

ぼす影響を調査した。酸素アニール前のAZO膜

では、ZnO（0002）の回折ピークのみ観察され、酸

素流量の減少に伴いZnO（0002）に対する半値全

幅の値が小さく（6.0から2.8 deg）なり、AZO膜の

結晶性が改善した。酸素アニール後では、アニー

ル温度の増加に伴い、ZnO（0002）の回折ピーク

強度が増大し、ZnO（0004）の回折ピークも出現

した。AZO膜の表面形態は、アニール温度600℃

まではアニール前と比較してほぼ変化しなかった

が、800℃では、アルゴン：酸素 ＝ 1 ： 5 を除き

AZOの異常粒成長が確認された。AZO膜を下部

電極に用いた（Pb,La）（Zr,Ti）O3キャパシタを作

製し、AZO膜の物性と電気特性の関係について

報告した。

感想など

　ボストンはアメリカで最も歴史の古い都市のひ

とつであり、レンガ造りの古い街並みが綺麗で印

象的でした。地下鉄が発達しているため、ローガ

ン国際空港からボストン市街へのアクセスも便利

で、ボストンの隣ケンブリッジにあるハーバード

大学やマサチューセッツ工科大学など世界最高峰

の大学にもボストン市街から地下鉄で行くことが

できます。ボストンは北海道とほぼ同じ緯度に位

置しており、さらに乾燥した気候のため、大阪と

比較すると非常に寒く感じましたが、建物の中は

暖かく快適に過ごせました（半袖姿の人も多くい

ました）。

　本会議への参加を通じて、研究に関することだ

けでなく、ネイティヴな英語やアメリカの文化を

肌で感じることができ、非常に有意義な時間を過

ごすことができました。本会議の参加にあたり、

御支援を賜りました吉田科学技術財団に心より感

謝申し上げます。

　今回、吉田科学技術財団のご援助を賜り、平成

29年 4 月 2 - 6 日の期間米国カリフォルニア州サ

ンフランシスコで開催された第253回アメリカ化

学会（ACS）春季大会に出席し、研究発表を行い

ましたので報告いたします。

　本年のACS春季大会は、サンフランシスコ市

街中心部近くのモスコーニセンターで行われまし

た。アメリカ西海岸屈指の国際都市ということも

あり、非常に多くの参加者が参集し活発な議論が

行われました。本大会は化学分野における世界最

大の学会であり、32部門の学術領域に分かれて

います。その中で筆者は、Division of Cellulose 

and Renewable Materialsにおいて発表を行いま

した。このCELL Divisionは、セルロースやバイ

オマスに関する化学を扱う研究者が年に一度集

まる国際会議であり、特に近年はバイオマスナノ

材料として注目を集めているナノセルロースに

関する発表が数多く行われました。
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【研究発表の内容】

　 今 回 筆 者 はFunctional   Lignocellulosics   & 

Nanotechnologyというセッションで、“Water-

resistant nanocellulose films with inter-fibrillar 

interactions via multivalent metal ions”（多価金

属イオンを介した繊維間結合を有する耐水性ナノ

セルロースフィルム）というタイトルの発表を行

いました。木材などを解繊して得られるナノセル

ロースは、高強度・高弾性率といった優れた特性

を有する幅約3nmのナノ繊維です。ナノセルロー

スを積層させて得られるフィルムは、優れた強度

と高い酸素バリア性を有するため、食品包装材な

どへの応用が期待されています。しかし親水性と

いうナノセルロースの特性から、フィルムの特

性は周囲環境の水分に大きく左右されます。例え

ば含水・高湿度条件下において、フィルムの機械

強度や酸素バリア性は大きく低下してしまいま

す。そこで本研究では、カルボキシル基を有する

TEMPO酸化ナノセルロースを用いて、多価金属

イオンによる架橋的繊維間結合を形成すること

で、ナノセルロースフィルムへの耐水性の付与を

目指しました。

　水中で分散した状態のTEMPO酸化ナノセル

ロースに多価金属イオンを導入した場合、架橋的

な結合により繊維は凝集してしまいます。そのた

め本研究では、フィルム状態でカルボキシル基の

イオン交換を試みました。その結果、凝集が生じ

ることなくTEMPO酸化ナノセルロースのカルボ

キシル基の対イオンを多価金属イオンへ交換する

ことができました。対イオンが一価のイオンでは、

フィルムを水に浸漬させた際には膨潤し非常に脆

くなります。しかし 3 価の金属イオンを導入した

フィルムは、含水率300％以上の状態でも一般的

なプラスチックフィルム並みの高い引張強度を発

現することが判明しました。さらにカルシウムイ

オンとアルミニウムイオンを有するフィルムは、

高湿度条件下でも高い酸素バリア性を発現するこ

とが分かりました。これらの結果から、多価金属

イオンの導入により水存在下でも強固な繊維間結

合を形成することが可能となり、ナノセルロース

フィルムに耐水性を付与できたといえます。

【本会議の模様と感想】

　CELL Division内では様々なセッションが企画

されていますが、特に毎年注目されるのがセル

ロースの発見者であるAnselme Payenの名を冠

したAnselme Payen賞のシンポジウムです。本

年はVirginia TechのKevin Edgar教授が受賞さ

れ、セルロースの化学改質などに関連した講演

が多数行われました。また個人的には、数年に

一度の頻度で開催されるCellulose Structure & 

Biosynthesis Biochemistry & Cellular Biology

セッションで、ナノセルロースを構成するセル

ロースミクロフィブリルの構造や生合成に関する

発表が数多くなされ、普段材料として扱っている

セルロースミクロフィブリルの本質に迫るサイエ

ンスに触れられたことが非常に興味深く感じられ

ました。さらに、現在共同研究計画を進めている

海外研究者の方々とディスカッションを行うこと

ができ、メールでのやりとり以上の交流を行えた

ことは非常に有意義な機会となりました。参加回

数が増えるにつれ、より多くの研究者との繋がり

が出来る一方で、一層の英語力向上の必要性も感

じられ、研究活動とともに今後とも精進していき

たいとの思いを強くしました。

　最後になりましたが、本国際学会への参加をご

支援いただきました公益財団法人吉田科学技術財

団に心から御礼申し上げます。
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大　島　孝　仁
佐賀大学大学院　工学系研究科　電気電子工学専攻　特任助教　工学博士

＜研究分野＞半導体工学、酸化物エレクトロニクス

研究集会名：Compound Semiconductor Week 

　　　　　　2017（化合物半導体国際会議2017）

開　催　地：ドイツ、ベルリン

開 催 期 間： 2017年5月14日－2017年5月18日　

【会議の概要】

　Compound Semiconductor Weekは、ISCS（化

合物半導体国際会議）とIPRM（インジウム燐系

化合物）の合同会議で、化合物半導体研究者にとっ

て参加が強く推奨される学会です。アメリカ、日

本、ヨーロッパが毎年持ち回りで開催しており、

例年約500名の化合物半導体材料の研究者が一堂

に会する大規模なものです。今回は、ヨーロッパ、

ベルリンで開催です。私は、酸化ガリウム半導体

の研究を行っており、自身の研究について発表し

ました。 

【研究発表の内容】

　私は、 2 つの研究について 2 回発表しました。

どちらも口頭講演です。

　 1 つ目は、“Successful modulation-doping for 

β-（AlxGa1-x）2O3/Ga2O3 system”という題目です。

現在の酸化ガリウム系エレクトロニクスの研究

は、β-Ga2O3のショットキーバリアダイオード・

電界効果トランジスタを中心に行われており、そ

の禁制帯幅が大きいという材料物性を活かした

高絶縁破壊電界特性が報告されています。私は、

β-Ga2O3が混晶ヘテロ接合デバイス、すなわち

β-（AlxGa1-x）2O3/Ga2O3ヘテロ接合トランジスタ

にも応用可能であると考えています。このトラン

ジスタは、原理的にヘテロ接合界面にキャリアを

閉じ込める必要がありますが、私は世界で初めて

そのキャリア閉込めを変調ドーピングにより実現

したので、本会議で報告しました。発表では、分

子線エピタキシーによる高結晶性β-（AlxGa1-x）2

O3/Ga2O3ヘテロ接合作製、ならびにその電気的

特性について議論しました。結果として、ヘテロ

接合界面に、AlGaAs/GaAs系と同じ1012 cm-2台

のシートキャリアの閉じ込めに成功し、世界で初

めてそのキャリア閉込めを変調ドーピングにより

実現しました。

　 2 つ目は、“Band-gap engineering of metastable 

γ-（AlxGa1-x）2O3 alloy system”という題目です。

近年注目される酸化ガリウム半導体は、α, β, γ, 

δ, εの 5 つの結晶多形を持ち、特にαとβ型を

中心に研究が進んでいます。そのような中、私は

準安定γ型について、世界で初めてエピタキシャ

ル安定化に成功し、薄膜の電気伝導制御も達成し

ました。そこで、本発表では、さらに混晶化によ

るバンドギャップ制御についても、世界で初めて

実現したので報告しました。分子線エピタキシー

法により、γ-（AlxGa1-x）2O3混晶を作製し、バン

ドギャップの組成依存性を明らかにしました。γ

-Ga2O3とγ-Al2O3の範囲内でバンドギャップは、

4.96-6.97 eVまで約2 eVの範囲で変化しており、

γ-（AlxGa1-x）2O3/ Ga2O3ヘテロ接合デバイスを予
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期させる結果でした。

　どちらの発表後も興味を持ってくれた方が数名

いて休憩時間にディスカッションすることができ

ました。このような生の反応が得られるため、国

際会議は良い場だと改めて思いました。

【学会の他に】

　学会期間中は、ベルリン大学の酸化ガリウム研

究者Markus R. Wagner教授と共同研究の打ち合

わせをしました。経緯として、 2 つ目の研究につ

いて事前に英文論文で報告していたのですが、そ

の論文を読んでいただき、学会前に是非サンプル

を測定させて欲しいという依頼を受けておりまし

た。ラマン分光による評価でなにやら面白いこと

ができるとのことです。あまり分からなかったの

ですが、打ち合わせにより教授の意図が把握でき

ました。サンプルは手渡ししましたので、良い成

果が得られることを願っています。

　ベルリンでは、ALDIやLidlにお世話になりま

した。これらは、ヨーロッパを席巻しているディ

スカウント食料品店です。他にもPennyもありま

したが、宿泊場所から遠く行っていません。ヨー

ロッパは物価が高いイメージがありますが、ディ

スカウントストアは日本より安いです。もしこの

報告書を読んでいる方がいらっしゃれば、次に

ヨーロッパに行かれるときは是非ディスカウント

食料品店へ。私は、生のプルーンが気に入りまし

た。お土産も沢山買えます（300gのハリボーが1

ユーロと非常に安かったです）。

【謝辞】

　公益財団法人吉田科学技術財団には、海外渡航

旅費をいただきました。心より御礼申し上げます。

Monika Patel（モニカパテル）
北陸先端科学技術大学院大学　マテリアルサイエンス研究科　博士後期課程3年

＜研究分野＞高分子化学を基盤としたドラッグデリバリー材料

研究集会名：APME 2017-Advanced Polymers via 

　　　　　　Macromolecular Engineering

開　催　地：Ghent, Belgium

開 催 期 間：2017年5月21日-5月25日

　吉田科学技術財団の国際研究集会派遣助成

をいただき、2017年5/21 ～ 5/25までベルギーの

ゲ ン ト で 行 わ れ たAPME （Advanced Polymer, 

Macromolecular Engineering）に参加しました。

APMEは2年に一回行われる高分子化学に関する

国際会議で、今回で17回目となります。世界中

から500を超える高分子化学の専門家が一同に会

し、多くの実りある議論が行われました。その

中で、私は、A  FACILE  SELF-ASSEMBLING 

AMPHIPHILIC POLYPEPTIDE SYSTEM 

CROSS LINKED FOR CONTROLLED DRUG 

RELEASEというタイトルで、ドラッグデリバ

リー（DDS）の担体として用いるための新しい高

分子ナノキャリアの研究を発表しました。ポリ

ペプチドを用いたDDS担体の研究例は多くあり
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ますが、私の研究の特徴は、二種類の異なる薬物

の徐放性を独立に制御するための材料という点に

あります。親水性アミノ酸と疎水性アミノ酸のブ

ロック共重合体が、水中でミセルを形成すること

はよく知られており、その疎水性コアに疎水性薬

物を封入することでDDS単体として用いる研究

も数多く報告されています。私は、リジンとフェ

ニルアラニンのカチオン性ブロック共重合体およ

びグルタミン酸とフェニルアラニンのアニオン

性ブロック共重合体を、αアミノ酸N-カルボキ

シ無水物（NCA）を用いた開環重合により合成し、

水中でミセルを形成させました。それぞれのミセ

ルのコアに別々の疎水性薬物を保持し、カチオン

性のブロックポリペプチドのアミノ基同士をゲニ

ピンという架橋剤で化学架橋することでハイドロ

ゲルを形成しました。そうすることで、アミノ基

が架橋されるため、カチオン性のミセルのみが共

有結合でつながったゲルの中に、アニオン性のミ

セルが静電的相互作用により保持されたコンポ

ジットゲルとなりました。このゲルを異なるpH

環境に置くことでそれぞれのミセル内からの薬

物の放出を独立に制御することが可能となりまし

た。また、興味深いことに架橋剤の濃度や各ミセ

ル構成比により、薬物の放出挙動が大きく異なる

こともわかりました。この成果は、外部環境応答

性の多剤独立放出制御型のドラッグデリバリー基

材として期待できます。APMEは高分子化学に

関する研究発表会であり、合成や物性に関する基

礎的研究発表が多く、大変勉強になりました。私

のような応用研究の発表は必ずしも数は多くあり

ませんでしたが、基礎的な合成方法や、そのキャ

ラクタリゼーションを行う上で、有用な情報を多

数得ることができました。また、多くの有名な研

究者による基調講演などを通じて大いに刺激を受

けただけで無く、ポスター発表等で身近に議論す

ることもできたことは、大きな経験となりました。

　最後に、今回の素晴らしい経験をすることがで

きたのも、吉田科学技術財団による助成のおかげ

です。ありがとうございました。
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平成28年度国内開催国際研究集会報告書

RadTech Asia 2016 (The 14th International Conference on Radiation 

Curing in Asia)
（第14回紫外線・電子線硬化技術国際会議）

申 請 者：大阪府立大学大学院工学研究科・名誉教授　白　井　正　充

開催期間：2016年10月24日（月）～ 27日（木）

開催場所：ヒルトン東京お台場（東京都港区）

発表件数：基調講演 1 件　招待講演38件　口演49件 ポスター発表36件

参加人数：316名（内国内：265名　国外（12か国/地域）：51名）

〈背景〉

　RadTech Asia国際会議は、一般社団法人ラド

テック研究会の活動の一環として開催されます。

ラドテック研究会は1986年に設立され、2014年に

は一般社団法人ラドテック研究会になりました。

本研究会は、UV・EB硬化技術に関わる分野に

おいて、技術開発や研究に携わっている産官学

の技術者・研究者に対して、総合的な情報交換

の機会を設け、UV・EB硬化技術の科学的・産

業的普及に貢献してきました。このような研究

会活動の一環として、これまで計 7 回にわたり、

RadTech Asia国際会議を日本で開催してきまし

た。この国際会議では、世界中で展開されてい

る新しいUV・EB硬化技術を日本のみではなく、

広くアジア地域にも普及することを目的として、

これまで可能な限り多くのアジア諸国の研究者、

技術者を招聘しております。

　ラドテック研究会のこれまでの活動と努力が

実を結び、1997年にRadTech Asia Organization

が発足し、アジア地域でのRadTech Asia国際会

議の開催やUV・EB加工技術の発展に関する意

見交換が行われることになりました。その結果、

2001年 5 月に中国・昆明で、2003年11月に横浜で、

2005年 5 月に中国・上海で、2007年 9 月にマレー

シア・クアンタンでRadTech Asia国際会議が開

催されました。また、ラドテック研究会では、ア

ジア地域でのRadTech Asia国際会議を一層充実

させるため、主催国側と親密に協議を行い、2005

年 5 月に上海で開催された第10回RadTech Asia

国際会議、および2007年 9 月に開催されたクアン

タンでの第11回RadTech Asia国際会議、および

2013年 5 月に上海で開催された第13回RadTech 

Asia国際会議には、日本の産業界および官学か

ら10名程度の招待講演者を推薦してきておりま

す。

〈会議の概要〉

　第14回 紫 外 線・ 電 子 線 硬 化 技 術 国 際 会 議

（RadTech  Asia  2016）は、 主 題 を「Innovation 

Challenges with New UV/EB Technologies」と

して、2016年10月24日（月）～ 27日（木）にヒルト

ン東京お台場で開催されました。国内265名、国

外12か国・地域より51名の合計316名の会議参加

者を迎え、併設の企業展示会への参加者を合せる

と600名を超える大規模な会議となりました。 

　 本 国 際 会 議 は、 講 演 部 門 と 展 示 部 門 の ２
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つの大きなブロックで構成され、講演部門は

Special Session、General Session、そしてArea 

Overviewの 3 つのセッションで構成されまし

た。Special  Session では LED 関連、3D プリン

ティング、プリンテット・エレクトロニクス、リ

ソグラフィとナノインプリントの 4 つのテーマ

が設定されました。特に、LED関連では、2014

年のノーベル物理学賞を受賞された天野浩先生

に、「Present and Future Prospect of UV/DUV-

LED & LD」と題した基調講演をして戴きました。

Area Overviewは、欧米やアジアにおけるUV・

EB硬化技術の進展と、マーケット動向の把握に

不可欠なSessionであり、アメリカ、ヨーロッパ、

中国、韓国、そして日本からの計 5 件の講演が行

われました。それぞれの地域と国の事情を反映し

た講演内容であり、いずれも貴重な情報が提供さ

れました。研究発表件数は、Area Overviewと基

調講演を除いて、口頭発表（89件）とポスター発表

（36件）を合わせて125件の発表がありました。ま

た、今回の国際会議では、国内外の関係各社から

展示出展を募り、38社の併設展示会を行いました。

会期を通して300名の来場者（展示のみ）を迎え、

UV・EB技術関連ビジネスに繋げる機会を提供す

る場として、重要な役割を果たすことが出来まし

た。

　今回の国際会義は、UV・EB硬化技術を使う産

業分野に関わる人を対象にしたユニークな会議で

す。本会議を通して、UV・EB硬化技術に関連す

る基礎科学やそれを用いた新技術の提案など、多

くの情報交換と人的交流がなされました。当該分

野の今後の発展に大きく寄与したものと確信して

おります。本国際会議は大規模な会議となりまし

たが、開催期間中の参加者や会議運営におきまし

ては、事故やトラブルも無く事業を完遂すること

ができました。貴財団のご支援に心から感謝申し

上げます。

講演会場
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パーティー ポスター会場

展示 展示

第11回国際極限環境生物学会
（11th International Congress on Extremophiles）

申 請 者：京都大学大学院工学研究科　合成･生物化学専攻　教授　跡　見　晴　幸

開催期間：平成28年 9月 12日～ 16日（5日間）

開催場所：京都大学　百周年時計台記念館（京都市左京区吉田本町）

発表件数：特別講演（6講演）、基調講演（38講演）、一般口頭発表（41講演）、ポスター発表（222演題）、

　　　　　ランチョンセミナー（1講演）、合計308題

参加人数：369人（うち海外からの参加者数 180人、国内189人）

　　　　　他に、同伴者30人（海外 25人、国内 5人）

　第11回国際極限環境生物学会（英語名：11th 

International Congress on Extremophiles, 略称：

Extremophiles2016）は、 平 成28年 9 月12日（ 月 ）

～ 16日（金）の 5 日間、京都大学百周年時計台記

念館（京都市左京区）にて開催された。

　今学会を総括すると、特別講演・基調講演・一

般口頭発表・ポスター発表・ランチョンセミナー

を合わせ、合計308題の発表があった。世界各国
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における極限環境生物分野の最先端の研究成果が

報告され、会場内外の至る所で盛んな討論が繰り

広げられた。

　海外からの参加者は、28ヶ国から180名を数え、

これに国内参加者189名を加えて、参加者の合計

は369名であった（他に、同伴者30名）。海外から

の参加者が国内参加者とほぼ同数であったことか

ら、日本開催でありながらも国際色の強い学会と

なった。国別では、アイスランド（1）、アメリカ

合衆国（26）、イギリス（9）、イタリア（11）、イラ

ン（1）、インド（5）、オーストラリア（2）、オース

トリア（2）、オランダ（3）、カナダ（1）、韓国（27）、

クウェート（1）、ケニア（1）、スペイン（5）、台湾

（2）、中国（24）、チリ（3）、デンマーク（2）、ドイ

ツ（7）、トルコ（3）、ニュージーランド（1）、ノル

ウェー（1）、パキスタン（1）、フランス（15）、ポー

ランド（1）、ポルトガル（4）、南アフリカ（1）、ロ

シア（20）、日本（189）となった。近隣国である韓

国（27名）と中国（24名）からの参加者が多いのは予

想通りであったが、前回の開催国であるロシアか

らの参加者（20名）がそれに続く規模であったこ

とは特徴的であった。また欧州から81名、北米か

らも27名の参加を頂いた。さらにアイスランド、

ポーランド、ケニア、クエート、パキスタン、南

アフリカ、トルコ、台湾、オーストラリア、ニュー

ジーランド、チリなど世界各地からの参加者が見

られ、国際会議に相応しい参加者構成であった。

　本大会の交流イベントとして、会議第 1 日目に

はWelcome Reception、第 3 日目にはExcursion、

第 4 日目にはBanquetを催行し、国内外の多く

の参加者と同伴者が参加した。今回は開催地が

京都であったため、Excursionでは世界遺産を

含む京都市内の仏閣（清水寺、金閣寺、三十三間

堂、広隆寺）を訪ね、これらの歴史的建造物や所

蔵する国宝級の仏像などの見学を行った。また、

Banquetでは鏡割り、舞妓・芸妓さんによる京舞

や、生け花（未生流）の実演を行った。これらの日

本の歴史や文化を体験する機会を通じて、日本と

いう国への関心を深める絶好の機会が提供できた

と考えている。

   

　本大会は極限環境生物に関する集まりであった

が、その研究分野は基礎生物学から産業応用分野

まで、非常に幅広いものであった。以下に、本大

会において研究発表が行われた、主要な分野を示

す。

  1）Ecology, Diversity and Evolution, 

  2）Extremophily, 

  3）Astrobiology, 

  4）DNA Replication and Repair, 

  5）Transcription and RNA, 

  6）Translation and Protein Modification, 

  7）Cell Membrane and Cell Surface, 

  8）Physiology and Metabolism, 

  9）Omics, 

10）Viruses and CRISPR, 

11）Extremozymes and Application

   

　また当該分野における世界的に著名な研究者で

ある、以下の 6 名が特別講演を行った。

大島泰郎先生（共和化工株式会社）“Polyamines 

in Extreme Thermophiles and Hyperther-

mophiles and Their Roles in Life at High 

Temperatures”

今 中 忠 行 先 生（ 立 命 館 大 学 ）  “Analysis    and 

Application of Hyperthermophiles”

Prof. Karl O. Stetter (University of Regensburg, 

Germany) “Cultivation of Unexpected and 

"Unculturable" Extremophiles - Facts and 

Ideas” 
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Prof. Patrick Forterre (Institut Pasteur, France) 

“Hyperthermophiles and the Universal Tree 

of Life”

Prof. Dieter Söll (Yale University, USA)

   “Universal Concepts Learned from Archaeal 

Translation”

Prof. Eugene V. Koonin (National Institutes 

of Health, USA) “Evolutionary Genomics of 

Archaea and a General Theory of Microbial 

Evolution”

   

　さらに今回の大会では、本大会の創始者の一人

であり本年 3 月に逝去された故掘越弘毅先生（東

京工業大学名誉教授）の追悼シンポジウムを開催

した。本シンポジウムでは、掘越先生が先駆的な

研究を行った研究分野（好アルカリ性菌、海洋性

微生物、好塩菌など）の将来を見通すことを主な

目的として、以下の 3 名による追悼講演（基調講

演に該当）が行われた。

伊藤政博先生（東洋大学）

Prof. Antonio Ventosa (University of Sevilla, 

Spain) 

Prof. Frank Robb (Institute of Marine and 

Environmental Technology, USA)

　本大会が終了して約 2 ヶ月となるが、嬉しいこ

とに国内外の参加者より「大変素晴らしい大会で

あった」との声を頂いている。運営に携わって頂

いた先生方や学生達、さらには企業やその他の組

織の方々など、数多くの方々の御支援と御尽力に

より、無事に大会を開催することができた。主催

者を代表して、その全ての方々に感謝の意を表し

ます。本会議の開催が国内外の極限環境生物研究

の発展の一助となったとすれば、主催者としてこ

れに勝る喜びは無いと考えます。

　最後になりましたが、公益財団法人吉田科学技

術財団におかれましては、本大会の開催にあたり、

多大なるご支援を賜りましたこと、厚く御礼を申

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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 国際研究集会派遣研究者申請書 

 
平成  年  月  日 

公益財団法人 吉田科学技術財団 
   理事長  吉 田 眞 也 殿 
 

申請者氏名         印 （ 男・ 女 ） 
(ローマ字)            （ 国   籍 ） 

                     生年月日        年   月   日（    歳） 
所属機関部局・職名 
（学部・学科などなるべく 
詳しく記入して下さい） 

 
 
 
 

所属機関所在地 
（電話・Faxには市外局番 
を入れて下さい） 

〒 
 
電話           Fax  

自宅住所 
（電話・Faxには市外局番 
を入れて下さい） 

〒 
 
電話           Fax 

最終学校名・卒業年月日 
 
 
 

学位名・授与大学名・ 
取得年月日 

 
 
 

現在の研究分野 
（なるべく具体的に） 

 
 
 
 
 
 

取得資格 
（例：TOEIC） 

 

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

 

1. 研  究  集  会  名 
 
 
 

2. 開     催      地  
                     国                市 

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

 
 

整理番号            受付番号    
 

 
 
 

4. 主催機関・団体名 
 
 
 

5. 責 任 者 名 
 
 
 

6. 研究集会の目的・規模・性格について。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 発表論文の題名・内容説明（400字以内）、採択通知の有無。（主な往復文書の写しを添付して下さい。） 
題目 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.  研究集会に出席の必要性。（該当項目を○で囲み、必要性を具体的に説明して下さい。） 

(ア) 招待（特別）講演。    2. 参加要請   3. 座長等。 
4. 一般参加 [ A. 講演、 B ポスター ]  5. その他 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. 発表論文が連名の場合、連名者の参加状況。 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

10. 研究集会に関する研究歴について。（主な発表論文、受賞等についても記入して下さい。代表的な原著論文 
1篇の別刷りを 1部添付して下さい。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. 研究集会前後の計画 
 
 
 
 

12. 出張期間          日間 
自     年      月      日 
 
至     年      月      日 

13. 最近 3年間の渡航歴（出張先・目的・期間等）について。 
 
 
 
 
 
 
 
14. 本研究に関連して国際共同研究（留学を含む）の経験があれば記入して下さい。 
（先方の名称、研究場所、時期、期間等） 

 
 
 
 
 
 
 

15. 研究集会出席について  
の他機関への申請状況 

 
 
 
 

16. 当財団への過去 5年間 
の申請状況 

 
 
 
 

17. 相手側からの経費援助 
の有無 

 
有（金額               ）        無 

 

18. 出張に対する補助金 
  希望額 

 
 
 
                            円 

 
 

        ◎所属機関長の推薦状出張承諾書 
1. 推薦の理由 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 出張の承諾 
    上記申請者が貴財団の国際研究集会派遣研究者に採用された場合、申請期間の海外派遣を 
   承諾します。 
 
 
    平成   年    月    日 
 
 
 
    所属機関長職・氏名 
 
 
 
 
 
                                      
 
 
 
 
 

 
職印 

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

財団記入欄 ① 選考日 ②  
採用・不採用 

③ 助成金額 
         円 
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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。） 
（ 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 

（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申請書 

 
平成  年  月  日 

公益財団法人 吉田科学技術財団 
   理事長  吉 田 眞 也 殿 
 

申請者氏名         印 （ 男・ 女 ） 
(ローマ字)            （ 国   籍 ） 

                     生年月日        年   月   日（    歳） 
所属機関部局・職名 
（学部・学科などなるべく 
詳しく記入して下さい） 

 
 
 
 

所属機関所在地 
（電話・Faxには市外局番 
を入れて下さい） 

〒 
 
電話           Fax  

自宅住所 
（電話・Faxには市外局番 
を入れて下さい） 

〒 
 
電話           Fax 

最終学校名・卒業年月日 
 
 
 

学位名・授与大学名・ 
取得年月日 

 
 
 

現在の研究分野 
（なるべく具体的に） 

 
 
 
 
 
 

取得資格 
（例：TOEIC） 

 
 

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

 

1. 研  究  機 関 
名 称： 
 
所在地： 

2. 共同研究者又は研究指導者 
（該当分に○印） 

氏 名： 
 
職 名： 
 
専 攻： 

 

整理番号          受付番号           

 
 
 

 
3相手側の受入通知 
 

 
有 （主な往復文書写添付） 

4.相手側からの経費 
援助の有無 

航空費 
 
有（金額）  研究費 
 

滞在費 
無 

 
5.出張に対する希望額 
 

 
航空費          円 

 
6出張の期間 
 

日間 
自   平成   年   月  日 
 
至   平成   年   月  日 

7.本海外研究の目的及び必要性（特に当該機関で行なわなければならい理由） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.今回の渡航が必要となった経緯を含めての研究歴について（現在までの主な発表論文、受賞等
についても記入して下さい。代表的な原著論文 1篇の別刷り 1部を添付して下さい。） 

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

 
 

 
 

9. 受け入れ研究機関における研究計画（具体的に記入して下さい。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. 本海外研究について 
他機関への申請状況 

 
 
 
 

11. 当財団への過去 5年間 
の申請状況 

 
 
 
 

12. 最近 5年間の渡航歴（出張先・目的・期間等）について。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
◎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。 
 

 
 
 

        ◎所属機関長の推薦状出張承諾書 
1. 推薦の理由 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 出張の承諾 
    上記申請者が貴財団の海外研究派遣研究者に採用された場合、申請期間の 

海外出張を承諾します。 
 
 
    平成   年    月    日 
 
    所属機関長職・氏名 
 
 
 
 
 
 
                                      

 
職 印 

 
 

財団記入欄 
① 選考日 ②  

採用・不採用 
③ 助成金額 
         円 
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　平成28年度「吉田科学技術財団年報」をご送付申し上げます。

　巻頭言には当財団評議員でお茶の水女子大学名誉教授の細矢治夫先生にお願い申し上げ

ましたところ、「科学における言葉の重要性と科学者の責任」と題し、玉稿を賜りました。

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28年度、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、今後ますます

のご活躍を祈念いたしております。

　発刊に際しましては、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・ご協力をお願い申し上げます。

編集後記


