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多元物質科学研究所長・多友会会長 

村松 淳司 

前任の河村所長に代わり、本年 月に所長を拝命いたしました村松淳

司（むらまつあつし）でございます。宜しくお願いいたします。

さて、震災から５年目の夏を迎え、皆様方におかれましてはいかがお

過ごしでしょうか。

お陰様で、多元物質科学研究所が誕生して１５年目、多友会も発足し

て５年目を迎えております。多元研では、震災復旧の関係で科学計測研

究棟 棟改修も無事終わり、研究環境の整備が順調に進んでいるところです。また、昨年

度末に 名の教職員の方々が定年退職し、今年度も多元研を支えてくれる新しい人材をお

迎えすることができ、これも皆様のご支援の賜物と心より感謝申し上げます。

さて、この「多友会だより」では、皆様にこの 年の多元研の近況をお知らせさせて頂

きます。

 
１．「多友会」第３回総会および講演会、懇親会が開催されました。

平成 26年度多友会総会および講演会、懇親会が 2014年 7月 17日（木）に所内にて開催

されました。総会では、2013（平成 25）年度の事業報告と決算に加え、2014（平成 26）年

度の事業案と予算案が承認されました。その後、作家 瀬名秀明氏を迎え、「今、  の 

で未来を創造することについて」という演題で講演会が行われました。懇親会には、多く

の会員の方々が参加し、親睦を深めました。

 
２．「夏休み大学探検２０１４」が行われました。

仙台市教育委員会主催の「夏休み大学探検2014」が2014年7月23日（水）に開催され、19

名の中学生が多元研を訪れました。この企画は、仙台市内の中学生が  大学の教員によ

る講演を受講し、研究施設の見学や実験など

を体験して、科学の面白さにふれてもらうこ

とを目的としています。今回、多元研では「ナ

ノって何なの？」（村松淳司教授がご担当）、

「身の回りの放射線を調べてみよう」（佐藤

（修）教授がご担当）の２つのコースを設

けました。参加者は、最新の研究施設や実験

装置の見学に加え、様々な観察・実験を通し
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て、科学の面白さを体験しました。 写真：夏休み大学探検２０１４で説明を受ける中学生の様子

３．多元研の透過型電子顕微鏡が分析機器・科学機器遺産に認定されました。

「分析機器・科学機器遺産」は、社団法人日本分析機器

工業会（JAIMA）と一般社団法人日本科学機器協会（JSIA）

が始めた認定制度で、日本国民の生活・経済・教育・文化

に貢献した貴重な分析技術/分析機器や科学機器を、文化的

遺産として後世に伝えることを目的としています。第 3 回

目となる今回、多元物質科学研究所が所有する「HU-11 形

TEM透過型電子顕微鏡（以下 TEM）」が他 15件と共にこの

遺産に認定されました。HU-11 形 TEM は日立が 1959 年か

ら発売し、1973年までの 14年間に国内外に累計 731台納入

したロングセラー機です。さらに、1965 年に日本で初めて

TEM 用の WDX（波長分散型分光器）が付属装置として発

売されるなど、科学技術の発展に寄与しました。

  大学科学計測研究所（現 多元研）には 1966年 2月に設置され、1969年に TEMの格

子分解能 0.88 Å（0.088 nm）を記録して、当時ギネスブックに掲載されました。また、1971

年にはウルトラミクロトームを用いて作製したアスベスト繊維の超薄切片試料の超高分解

能写真から、アスベスト繊維の微細構造の解明に寄与しました。

URL: http://www.jasis.jp/2013/information/heritage.html 

４．仙台向山高校生が多元研を見学しました。

2014年11月28日（金）に仙台向山高等学校理数

科１年の生徒39名が引率の教員2名とともに来所

し、研究室や工場を見学しました。  及川副研究

所長による多元物質科学研究所の概要説明の後、4

グループに分かれて、石島教授、本間教授、中村

教授、進藤教授のいずれかの研究室と機械工場ま

たはガラス工場を見学しました。

５．第１４回東北大学多元物質科学研究所

研究発表会が開催されました。

2014年 12月 5日（金）片平さくらホールにて、

多元物質科学研究所研究発表会が開催されました。

昨年度は多元物質科学研究所の源流である選鉱製

錬（素材工学）、科学計測、非水溶液化学（反応化

学）の旧３研究所が設立されてから７０周年を迎

えることを記念した多元レジェンド講演会、さら

写真：平成２６年度『旗野奨学基金』

第９回多元物質科学研究奨励賞授賞式 

写真：機会工場を見学する向山高校生の様子

写真：認定証
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に５附置研アライアンスの協同組織として設立されたファイブスター・アライアンス主催

の講演会を行いました。ポスターセッションでは、各研究分野等に所属する教員と学生に

よって、71件の最新の研究成果が発表され、活発な議論が行われました。また、研究発表

会に先立ち平成 26年度『旗野奨学基金』第９回多元物質科学研究奨励賞ならびに『科学計

測振興基金』科学計測振興賞・多元物質科学奨励賞の授賞式が行われ、19名が日頃の研究

成果を評価され表彰されました。今年度の研究発表会も 12月に開催を予定しております。

６．青色発光ダイオード技術のノーベル物理学賞記念講演会を開催しました。

2014年12月26日（金）仙台市民会館大ホールにて、青色発光ダイオード（LED）の発明で

2014年ノーベル物理学賞を受賞した天野浩教授（名古屋大学）を迎え、「明るく省エネ効果

抜群の白色LED光源を可能にした高効率な青色LEDの発明」についてご講演いただきました。

７．東北未来プロジェクトレクチャーシリーズが開催されました。

2015 年 1月 31日（土）  大学百周年記念会館 川内萩ホールにて、青色発光ダイオー

ド（LED）の発明で 2014年ノーベル物理学賞を受賞した中村修二教授（カリフォルニア大

学サンタバーバラ校）を迎え、  みらいプロジェクトレクチャーシリーズ「光技術 革新

と進化がもたらす社会」が開催されました。最先端の光技術と、その技術によってもたら

される未来社会の展望についてご講演いただきました。

８．８名の多元研教職員の方々が定年退職されました。

2015年 3月 31日をもちまして、齋藤正男教授、田中俊一郎教授、中村崇教授、栁原美廣

教授、佐上博准教授、伊 益雄技術専門員、荒井彰技術専門職員、嶺岸宏治技術専門職員

が定年退職されました。3月 12日（木）に多元研全所送別会が片平さくらホール 1階で開

催され、記念品と花束が贈呈されました。

写真：左から栁原美廣教授、中村崇教授、田中俊一郎教授、齋藤正男教授、佐上博准教授、

嶺岸宏治技術専門職員、荒井彰技術専門職員、伊東益雄技術専門職員

９．村松淳司教授が第５代多元物質科学研究所長に就任されました。 
2015年 4月 1日付けで、村松淳司教授が第５代多元物質科学研究所長に就任されました。

- 3 -



１０．新任教授のご紹介 
■放射光ナノ構造可視化研究分野 高田 昌樹（たかた まさき）教授

播磨の大型放射光施設（SPring-8）より、2015年 4月 1日付けで、放

射光ナノ構造可視化研究分野に着任しました。広島大学理学研究科で、

高分解能電子顕微鏡による合金粒界構造の研究で学位を取得、1987年よ

り名古屋大学科助手として、放射光と情報理論を用いた構造物性の研究

を行いました。1997年からは島根大学で構造生物学への応用をめざしタ

ンパク 3000に参画しました。

2000年からは名古屋大学へ助教授として戻り、2003年より SPring-8にある（公財）高輝

度光科学研究センター部門長、2006年より理化学研究所主任、副センター長と転々とした

末に、学都・仙台に参りました。  放射光の実現に向けて頑張ります。御指導・ご鞭撻、

そしてご支援のほど、御願い致します。

■自己組織化高分子材料研究分野 陣内 浩司（じんない ひろし）教授

2015年 月 日付けで九州大学先導物質化学研究所より赴任いたしま

した。京都大学工学研究科で学位取得後、京都工芸繊維大学から九州大

学を経て、このたびご縁を得て  大学にお世話になることとなりまし

た。とても評判の良い仙台と言う土 、世界有数の実績を誇る  大学

で研究・教育に携わる機会に恵まれたことを幸せに思っております。

これまで、電子顕微鏡による３次元イメージングを開発しながら、ソ

フトマテリアルの物性を構造面から研究してきました。今後は、電子顕微鏡を様々な環境

下・変形下での３次元イメージングへと展開させることで、ソフトマテリアルの動的現象の

解明に努めていきたいと考えています。どうぞ宜しくお願い致します。
 
■金属資源循環システム研究分野 柴田 悦郎（しばた えつろう）教授

2015年 4月 1日付で金属資源循環システム研究分野の教授に昇任しま

した柴田悦郎と申します。研究内容としましては、非鉄製錬を基盤とし

た金属リサイクル、廃棄物の資源化処理、環境負荷元素の抽出･安定固

定化に関することなど、鉱物処理も含めて非鉄製錬技術全般に関わる仕

事をしています。非鉄製錬業は成熟産業とされていますが、各種製品産

業への素材供給、ならびに資源循環型社会を形成する上では必要不可欠

の産業であり、廃棄物処理も含め金属資源循環の中心を担うことで今後、成長産業へ転換

する可能性を持っています。

私は生まれも育ちも九州ですが、平成 11年に助手として素材工学研究所に着任以来、今

後も  、仙台という大変豊かな風土と精神文化に恵まれた で、選鉱製錬研究所の伝統を

受け継ぐ多元物質科学研究所にて仕事をさせていただけることに感謝しています。今後もご

指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
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１１．平成２７年度 技術室 新入職員のご紹介

■小川 紗也加（おがわ さやか）

平成 27年 4月 1日付けで多元研技術室に配属となりました、岩手県出

身で、本学の生命科学研究科をこの春修了しました。趣味はクラシック

音楽鑑賞に楽器演奏（クラリネット）と、根っからの文化部系です。

初めての分野での業務は不慣れな点も多いですが、経験を積んで早く

一人前の技術職員となって研究を支えられるように頑張ります。ご指導

の程、よろしくお願い致します。

■小澤 眞美子（おざわ まみこ）

平成 27年 4月 1日付けで多元研技術室に採用となりました。この度は

出身である仙台で働く機会をいただき大変感謝しております。出身校は

  大農学部で、スポーツや音楽鑑賞など体を動かすことが好きです。

多元研では慣れないことばかりだと思いますが、まずは一つ一つ丁寧に

業務をこなし、信頼される技術職員を目指して精進したいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

■佐野 修幸（さの しゅうこう）

平成 年 月 日付けで多元研技術室の機械工場に配属となりました。

前職は機械加工の仕事をしておりました。出身は仙台で、趣味としては

釣りやバイクでツーリングなどをしています。これからは、前職の経験

を生かして業務を行っていくとともに、新たな知識と技能を修得して自

身のスキルアップをし、技術室に貢献できるよう努力して参ります。ど

うぞよろしくお願いいたします。

写真：秋の片平キャンパス
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１２．寄稿

創意への固執

水崎純一郎 
私たちの日常は刻々に光情報として宇宙に放射されている。テレビを見ていて感じる海

外支局と国内スタジオの間での対話のタイミングに生じる独特なずれが、電磁波による情

報伝達と時の流れの交差を教えてくれる。私たちが今見ている月の表面は約 1.3 秒前の姿、

今見ている太陽の表面は、8分 19秒前の様子である。 

日本大 震による 球上 日本の異変は、太陽から一番

近いとされる 4.22光年彼方の恒星、Proxima Centauri、の

周辺に漸く届く頃である。私が  大学を定年退職して

から 3年経った。空間に放射された 3年前の仙台は既に

太陽系を超えている。そして、放射状に広がる波面に垂

直な径に沿って、起きた様々な出来事・歴史が刻まれて

いる。3 年前に小学校を卒業した子供は中学生生活を終

え、中学を卒業した生徒の多くは高校時代の一部始終を

体験し終える。私は、学部教育から離れたところに本務

があった現役時代とは趣を変え、学生実験の世話や学部

講義など、学部中心の教育現場での非常勤講師が生業と

なって、いつの間にか長いところでは 3サイクル目も半

ばを過ぎている。

10 代前半の頃，たぶん中学の保健体育か何かの授業で，人間の脳の発達についての話が

あり、記憶、感性、理解力などのピークは 10代半ばに来ること、その後は知識・経験を広

げることで、基本的な脳力の衰えを補償し、結果として、総合能力は歳と共に向上する、

というようなことを教えられた。要するに年取ると頭は悪くなるが悪知恵が増えてそれを

補うと言うこと。勿論、子供の頃から石橋をたたき割ってしまうタイプの私は、いろいろ

な本を読んでこの授業の内容の裏を取った。そして、自ら強く肝に銘じたこと、それはま

ず、10 代の感性と感じた事々をずっと記憶しようということ。そして、自己疎外を起こし

てしてしまう風の 10代の柔らかい感性を自ら保持し続ける努力をしようということ。さら

に、自分が 10代から離れた年齢になったときは、若者に学べ、若者のことばに耳を傾けよ、

であった。そして、これらの感覚を持ち続けることが，頭が硬くて駄目だと私が感じた多

くの大人のように自らがなってしまわないための方策である、と考えていた。そして今に

至るまで、実はずっと継続して、そう考えている。

もう一つ、学生院生時代から感じていたこと、それは、研究能力の高い院生や若手研究

者には研究をどんどんやらせろ、そして、予算獲得のテクニックに走ったり基礎科目や一

般科目の講義を行ったりするのは研究能力が衰え始めた年寄りがやれ、ということであっ

た。私は幸か不幸か、殆どずっと頑強に研究をやって来た。私の実験技術は不器用でいた

自宅と近所の中山競馬場の間に

ある桜の並木路。然るに，仰ぎ

見れば一本一本が個性的。 
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だけないので、共同研究で手を動かしてくれるのは

器用な人という形は 30 代前半にできてしまったが、

ずっと、行政的な話しは極力避けて、研究現場をや

っていた。定年を期に、若いときから考えていた通

りに、それまでは落ち着いて取り組めなかった基礎

教育・学部授業の現場を味わいながらやってみよう。

そして実際に今、学部の学生さんたちと基礎的な物

理や化学の実験を楽しみ、彼ら彼女らに好奇心が掘

り起こされてくる様子に魅せられている。お仕着せ

学生実験と軽視する向きもあろうが、スルメのよう

に噛めば噛むほど味が出る。

科学において、物の理が最優先であるとはいうまでもない。然るに、研究室の一員であ

るとき、特に教授になってから、常に気にしていたのは、物の理に反さない限り、共同研

究者の意向と矛盾しない範囲で自分の考えを出していく、ということであった。退職して、

そのあたりへの配慮がそれほど気にならなくなり、単名で書くときは内容、文書の構成法

その他いろいろなチャレンジをさせて頂いている。2014 年 10 月号 Electrochemistry の

Headline や 2015 年 6 月号セラミックス誌のセラミックスレビューでは、ちょっと個性の強

い原稿を編集委員の皆様に受け入れて頂き、感謝である。最近、日本原子力研究開発機構

研究嘱託の中村彰夫さんの編纂に私が少しお手伝いした本、New Research Trends of 

Fluorite-Based Oxide Materials, From Basic Chemistry and Materials Science of Engineering 

Applications, ed by A. Nakamura and J. Mizusaki, Nova Science Publishers, Inc., New York ISBN 

978-1-63117-350-9 が印刷になった。見返すと、我ながら意外と濃い個性的な本になってい

ると、珍しく満足感あり。何かの折りに一見頂ければ幸いである。

なお、写真は時たま押すシャッターが最近拾った、私が気に入った画像である。請う、

ご笑覧下。

写真：冬の片平キャンパス

電気化学会専務理事の定年退職で有

志少人数により慰労伊豆旅行。然る

に，撮れた一番鮮明なスナップは修

善寺温泉バス停を守る猫一匹。 
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仙台から福岡へ移動して

九州大学 大学院工学研究院 村上恭和

九州大学への異動から二ヶ月が経ちます。福岡の生活にも徐々に慣れてきた次第ですが、

19 年間過ごした仙台の思い出が随所で頭をよぎります。思い出とは、人との関わりから生

じるものかもしれませんが、改めて、多元研でお世話になった皆様のご厚情に感謝を申し

上げます。

多元研だよりの発行に際して、近況報告の機会を頂きました。お引き受けしたものの、

さて何を書いたらよいものか、少々頭を抱えましたが、ここは素直に福岡の生活を紹介し

ます。西日本生活が初めての小生にとっては新鮮な事柄も多く、ちょっとした異国情緒を

味わいました：福岡に縁のある方、もしお気に触る内容があれば、どうかご容赦下さい。

バスの乗り方：子供が福岡ドーム（ヤフオクドーム）で開催されるイベントに参加したい

と言うので、博多駅からドーム方面に向かう路線バスを利用することになりました。駅前

のバス停は規模が大きく、多方面に向かうバスが頻繁に停車します。しかし仙台駅西口の

バスプールにあるような、目的別の表札（例えば動物園方面、大和町方面など）がなく、

暫くの間うろうろしていました。そうこうしているうちに目的のバスが到着し、乗客はそ

れを見つけて、四方八方から集まってくるという具合でした。しかし、必ずしも早い者勝

ちで乗り込むという訳でなく、皆さん周囲へ絶妙の気配りをしながら、きれいに乗車され

ていました。

食文化：福岡は、仙台同様に海の幸に恵まれています。魚の種類も  とは少々異なり、

舌鼓をうっています。ところで、こちらの刺身醤油には甘みがあります。これまで関 、

  で生活してきた私にとっては、この甘さがちょっとした障壁でしたが、なれるととて

も美味しいのです。ちなみに、お馴染みの「おかめ納豆」にも「うまくち」というタレが

付いており、こちらの人の口にあった仕様になっています。また福岡では、皆さんうどん

をよく食べるのですが、コシのある稲庭うどんや讃岐うどんとは対照的に、福岡のうどん

は離乳食に使えるほど、クタクタに柔らかくなっています。これも最初は不思議な食感で

したが、薄味のお出汁との相性が絶妙で、体にスッと入って行きます。

ちなみに、素材研時代から親しくお付き合い下さった柴田悦郎先生から、九州大学工学

部がある伊都キャンパス周辺では、野菜や魚介類がとても美味しいという紹介を頂きまし

た。松島を思い起こす牡蛎小屋もあるようで、家族と訪れたいと思っています。

まだまだ日常生活で紹介を差し上げたい事がありますが、今後機会があれば、お話させ

て下さい。今年度は、アライアンスの全体会議が 4 月に九州大学伊都キャンパスで開催さ

れ、 上先生、蔡先生、津田先生と夕食をご一緒させて頂きました。9月には日本金属学会

秋期大会も開催されます。福岡へお越しの際には、是非、お声がけ下さい。それまでに、

お店のレパートリーを広げておきたいと思います。
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「振り子のように動きつつ」

大阪大学産業科学研究所 教授 関野 徹 
多元物質科学研究所には 2007年秋から約 6年半お世話になり、昨年 4月に現所属に異動

して研究室を立ち上げました。とは言え、もともと  大の出身で、最初の赴任 が阪大

であったため、実質的には仙台—大阪—仙台—大阪、と振り子のように行ったり来たり、

1.5往復したことになります。その間、大阪では阪神淡路を、仙台では 日本大震災を経験

しながらも、無事に今日でも研究を続けていられるのは本当にありがたく感謝です（私が

赴任して数年のうちに大きな震災が来るというジンクスが出来つつ有ります。ちょっと複

雑ですが、関西 区の皆様に限らず、改めて充分対策されるようにご留意頂ければと思い

ます）。

さて、皆様ご承知のとおり多元研と産研は以前から多様な連携を行っており、特に最近

は物質・デバイス領域共同研究拠点や附置研究所間アライアンスで他の 3 附置研と共に極

めて密な連携が進められています。そのためもあり、産研へ異動したのちも多元研の多く

の先生方と共同研究などを進めさせて頂いており、私にとって多元研はいまだに身近な研

究所です。その様な環境の中で材料研究を進められることはとても貴重かつ有りがたいと

思っています。

産研では材料・ビーム系研究を行っている部門に属する先端ハード材料研究分野を担当

しています。研究内容は先端セラミックス材料や低次元酸化物ナノ材料などの研究を中心

に行っています。いずれも次世代の社会基盤とすべく、材料構造を結晶レベルから微細レ

ベルまで階層的に制御することで、従来の材料特性を更に深化させると共に機能集約を図

ることを目的としています。例えば、従来の構造用セラミックスに電気的や磁気的機能を

付与させることで機能性構造材料として深化させたり、自己組織化ナノ複合構造形成プロ

セスを援用してヘテロ構造由来の半導体機能をバルクセラミックスに付与させるなど、全

く新しいコンセプトでの材料創成研究を進めています。一方で、ナノチューブ構造などを

持つ酸化物半導体材料の構造機能チューニングにより、吸着機能と触媒機能をひとつに集

約した従来にはない多機能性環境浄化材料の創成と機能化や、ナノ構造の特異性を最大限

に発揮させてエネルギー創成・変換材料への

応用、更には生体適合材料、高性能センシン

グ材料へと進化させるといった研究も精力

的に進めています。研究室自体はまだ起動後

1年余りですが、今後ますます多様な連携を

進めつつ、これからの社会を支える「縁の下

の力持ち」型の次世代先端材料の創成と体系

化を推進したいと考えています。皆様どうぞ

よろしくお願いいたします。
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「杜の都と光の都と博士の都」

物質・材料研究機構 研究員 永村直佳 
初夏の候、  大学の皆様はいかがお過ごしでしょうか。私はこの 3 月までサステナブ

ル理工学研究センターの本間研究室で助教を勤めておりまして、4月から茨城県つくば市の

国立研究開発法人 物質・材料研究機構（NIMS）に異動いたしました。ありがたいことに

多元研だよりでの近況報告を仰せつかったのですが、元より放射光施設に出張しているこ

とが多く、実際のところライフスタイルに大きな変化は感じていません。週末にふと仙台

の日本酒が恋しく感じることはありますが…。

NIMSでも放射光関連部署に所属しているため、研究は主に SPring-8や KEKで行ってい

ます。多元研で研究を進めていた軟 X 線顕微分光・吸収分光によるグリーンデバイスの解

析を続けつつ、今後はさらに硬 X線や XFEL（X線自由電子レーザー）まで手を広げようと

いう浮気性ぶりを発揮しています。

私が足繁く通う SPring-8 は兵庫県の山奥に位置しており、人口よりも鹿の数が多いと言

われる豊かな自然の中、おいしい空気と美しい星空の元で研究に勤しむことができます。

ビームラインにいると  大学の先生方と顔を合わせることも多く、日本全国から高性能

な光源を求めてユーザーが集結していることを実感させられます。

ビームラインは 24 時間体制で運営されているので、

ユーザー側も限られたビームタイムで結果を出すべく

昼夜問わず心して実験に励みます。腹が減っては戦が

できぬと申しますが、ありがたいことに正月三が日以

外は一年中食堂が開いています。息抜きに外食に行く

こともありますが、哀しいかな徒歩・自転車圏内のお

店は限られています。私は歩いて 15分ほどの丘の上に

あるパスタ屋さんをよく利用しています[1]。

ビームタイムが終わると、現在のホームグラウンド

であるつくばに戻るわけですが、土 柄研究者が多い

ので、何気なく入った喫茶店で「スピン」「科研費」と

いった単語が聞こえてきて、ある意味、気が休まります（笑）物理的な距離がそれ程遠く

ないせいか、  大出身という方にお会いする機会が多く、そのたびに仙台の思い出話に

花を咲かせています。こう書いていて、早速ずんだ餅が恋しくなってきました。近いうち

に、仙石線に乗りに仙台に遊びに行きたいと思っています。

つらつらと近況を書かせていただきましたが、今後もハイブリッドな研究で世界を先導

する多元研の益々のご活躍とご発展を心より願って筆を置きます。

[1] SPring-8常駐の方と共同運用している SPring-8周辺グルメマップがありますので、ご興

味がありましたらご参照下さい。

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zCMxJWme9Ivg.kN1ORc0El6j4&msa=0

丘の上のパスタ屋さんからSPring-8
を望む。新緑の季節（上）と紅葉の
季節（下）で異なる趣を見せる。 
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１３．多元研教職員の受賞 
年 月 日 官職 氏名 受賞

26 2 18 准教授 三村 耕司
助教 打越 雅仁

TMS (The Minerals, Metals & Materials Society) EPD 
Technology Award2013年度精錬部門技術賞
「高純度酸化ランタンの作製と評価」

26 3 教授 佐藤 卓
助教 南部 雄亮

日本物理学会欧文誌 Award JPSJ Papers of Editors 
Choice
「Large Negative Quantum Renormalization of 

Excitation Energies in the Spin-1/2 Kagome Lattice 
Antiferromagnet Cs2Cu3SnF12」の論文にて

26 3 4 助教 久保 祥一 トーキン科学技術振興財団 トーキン財団奨励賞
「異種材料界面制御に基づく金属ナノ構造作製とプ
ラズモニクス光学材料への展開」

26 3 21 准教授 岡本 聡 日本金属学会 功績賞
「高磁気異方性材料の高感度磁気計測とナノスケー
ルにおける動的磁化挙動に関する研究」

26 3 21 准教授 蟹江 澄志 日本金属学会 功績賞
「金属酸化物ナノ粒子の液相精密合成法の開拓と多
元ハイブリッド材料創製への展開」

26 3 21 教授 加納 純也
教授 埜上 洋
准教授 植田 滋

日本鉄鋼協会 俵論文賞
「粒子配置を考慮した充填層の熱物質移動解析」

26 3 21 教授 大谷 博司 日本金属学会 谷川・ハリス賞
「材料の熱力学物性の電子論計算と材料開発への応
用に関する研究」

26 3 21 助教 助永 壮平
他４名（他大学）

日本鉄鋼協会 沢村論文賞
「Effect of Agitation on Crystallization Behavior of 

CaO-SiO2-R2O (R=Li, Na, or K) System Characterized 
by Electrical Capacitance Measurement」

26 3 26 准教授 加藤 英樹 触媒学会 奨励賞
「鉄系電子伝達システムを用いた Zスキーム型光触
媒系の構築」

26 3 28 助教 佐藤 庸平 日本物理学会 若手奨励賞 領域 10
「TEM-EELSによるナノ粒子の誘電特性の解明」

26 4 1 教授 佐藤 修彰 日本原子力学会 フェロー
「原子力平和利用に関する学術技術の分野での特に
顕著な貢献」

26 4 10 助教 村岡 貴博 日本化学会 優秀講演賞（学術）
「外部刺激応答性膜挿入分子の開発」

26 4 15 教授  上 修
准教授 岡本 聡
助教 菊池 伸明

平成２６年度科学技術分野の文部科学大臣表彰
科学技術賞
「ナノサイズ磁性体の物性と機能に関する研究」

26 4 15 教授 田中 俊一郎 平成２６年度科学技術分野の文部科学大臣表彰
科学技術賞
「セラミックスと金属の接合技術開発から展開した
固体融合研究」

26 4 15 准教授 藪 浩 平成２６年度科学技術分野の文部科学大臣表彰
若手科学者賞
「自己組織化によるナノ構造粒子作製法と高機能化
に関する研究」

26 4 22 教授  村 信也
教授 柴田 浩幸
助教 丸岡 伸洋

耐火物技術協会 平成 26年協会賞（若林論文賞）
「転炉製錬用フラックスおよび耐火物からの MgO
溶解挙動」

- 11 -



26 5 2 助教 藤枝 俊 Acta Materialia Inc Excellent Reviewer Award
「論文査読に関する賞、Scripta Materialia の質の高い

論文を選出するにあたり大きな貢献」

26 6 6 助教 森戸 春彦 日本セラミックス協会 進歩賞
「ナトリウムを用いた非酸化物系化合物の合成とシ

リコン結晶の精製」

26 6 11 准教授 藪 浩 第 9 回日本画像学会コニカミノルタ科学技術振興財
団研究奨励賞
「有機・無機ハイブリッドにおける相分離構造を有

する高分子微粒子の電子ペーパーへの応用」

26 6 13 助教 有田 稔彦 平成 26 年度繊維学会年次大会 若手優秀発表賞
「高分子機能化ナノフィラーの実用化に向けた粒子

共存逐次リビングラジカル重合法の開発」

26 6 22 教授 栗原 和枝 第１９回 日本女性科学者の会功労賞
「日本学術会議において化学委員会委員長を務め、

女性研究者支援の実現と推進に貢献」

26 7 4 助教 佐藤 庸平 本多記念会 第 54 回原田研究奨励賞
「高エネルギー分解能 EELS によるナノスケール材

料の物性解明」

26 8 1 准教授 桐島 陽
他２名（他大学）

Editors’Choice2012＆2013
「Behavior of Fission Products in Sulfide Reprocessing 

Process」
26 9 教授 福山 博之

助教 打越 雅仁
他６名

2014 年度化学工学会 熱工学部会賞
「静磁場重量電磁浮遊法を利用した溶融 CuCo 合金

の垂直分光放射率測定」

26 9 12 助教 村岡 貴博 バイオ関連科学シンポジウム講演賞
「PEG の構造修飾によるタンパク質関連機能の展開」

26 9 17 助教 山本 俊介 応用物理学会 講演奨励賞
「高分子ナノシートをテンプレートとしたSiO2超薄

膜の作製」

26 9 24 助教 藤枝 俊 日本金属学会 村上奨励賞
「遍歴メタ磁性転移の制御および磁気冷凍材料への

応用」

26 10 31 教授 鈴木 茂 平成 26 年度「科研費」審査委員
「有意義な審査意見を付し公平・公正な審査に大き

く貢献」

26 11 3 名誉教授 中西 八郎 平成 26 年秋の叙勲 瑞宝中綬章
元繊維高分子材料研究所（現在の（独）産業技術総
合研究所）及び本学において研究、教育ならびに大
学運営に長年にわたり従事し、功労を挙げた。

26 11 3 教授 蔡 安邦 平成 26 年秋の叙勲 紫綬褒章
物質科学の分野において、初めて安定な準結晶合金を
見いだしたことで、準結晶という新物質の存在を証明
し、全く新しい物質分野を確立した。特に、一連の安
定な準結晶合金群の発見により準結晶の形成と安定
化機構を解明し、材料と物性の研究を可能にした。

26 11 23 教授 福山 博之
他３名（他大学）

日本熱物性学会賞 論文賞
「溶鉄の表面張力測定に及ぼす試料蒸発の影響」

26 11 26 教授 加納 純也
他２名

粉体工学会秋期研究発表会 技術セッション技術賞
「DEM シミュレーションによる高速粉体混合装置

の羽根形状設計」

26 11 26 教授 加納 純也
他５名（他機関）

粉体工学会秋期研究発表会 技術セッション技術賞
「DEM シミュレーションを用いた粉末固型型化粧

料の新規製造プロセスの開発」
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26 12 4 教授 栁原 美廣 応用物理学会  支部 支部貢献賞
「応用物理学会  支部の運営・発展に対する顕著
な貢献、学術活動を通じた 域産業の発展に関す
る貢献、および応用物理学に関する啓発、教育、
公益活動に関する貢献」

26 12 5 助教 安達 正芳 第 20回青葉工学研究奨励賞
「Ga-Alフラックスを用いた単結晶窒素アルミニウ
ム液相成長法の開発」

26 12 5 准教授 藪 浩 米国材料科学会 2014年秋季大会
芸術としての科学コンテスト第 1席
「複眼粒子（シリカ粒子とポリマーの自己組織化に
よるコンポジット微粒子形成）」

26 12 11 助教 南部 雄亮 日本中性子科学会 第 12回奨励賞
「中性子散乱を用いた次元性の異なる物質からの鉄
系超伝導へのアプローチ」

27 3 5 助教 小林 亮 トーキン科学技術振興財団 トーキン科学技術賞
「水熱法による酸化チタンのナノマクロ構造制御と
高機能化」

27 3 18 技術専門職員
髙橋 郁夫

日本鉄鋼協会 鉄鋼技能功績賞
「新しい素材開発のための独創的な実験装置の試
作・開発」

27 3 18 技術専門職員
嶺岸 宏治

日本金属学会 研究技術功労賞
多年にわたり卓越した技術により金属の研究に協力
し、その進歩発展に大きく貢献

27 3 18 教授 田中 俊一郎 日本金属学会 谷川・ハリス賞
「異種材料接合から展開した固体融合研究および励
起反応場でのナノ構造創成」

27 3 23 助教 西本 一恵 日本物理学会 日本物理学会論文賞
「Superconductivity and Structural Phase Transitions in 

Caged Compounds RT2Zn20 (R = La, Pr, T = Ru, Ir)」
27 3 28 助教 村岡 貴博 日本化学会 第 64回進歩賞

「生体模倣から着想した刺激応答性機能性分子の開
発」

27 4 17 教授 佐藤 俊一 平成 27年度科学技術分野の文部科学大臣表彰
科学技術賞
「ベクトルビームの開拓と応用に関する研究」

27 4 18 助教 山本 俊介 船井情報科学振興財団 平成 26年度船井研究奨励賞
「高分子を用いた有機電子デバイスの動作機構解明
と新規作製手法の開発」

27 4 20 助教 丸岡 伸洋
教授  村 信也

耐火物技術協会 若林賞
「Dissolution Behavior of FeO-MgO Solid Solutions in 

Molten Slag」
27 5 14 助教 佐藤 庸平 日本顕微鏡学会 奨励賞

「高分解能 EELSによるナノスケール物質の誘電物
性の研究」

27 5 14 教授 寺内 正己 日本顕微鏡学会 論文賞（顕微鏡法基礎部門）
「A new grating X-ray spectrometer for 2-4 keV 

enabling a separate observation of In-Lβ and Sn-Lα
emissions of indium tin oxide」
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写真：本部前

◎多友会ホームページならびに多元研紹介動画のご案内

会員の皆様への情報提供と相互の親睦を深める目的で、多友会ホームページを 2013 年 1

月に開設いたしました。多友会の組織や会則の内容、近況などがご覧になれます。ホーム

ページの URLは下記の通りです。

多友会ホームページ http://www.tagen.tohoku.ac.jp/tayukai/

また、多元物質科学研究所を紹介する動画が完成し、下記の URL からご覧になれます。

多元研紹介動画 http://www.youtube.com/watch?v=uR0vk-FQvSw

※多元研メールマガジン、TAGENニュースレター、TAGEN Forefront（電子書籍）のご案内  
多元研では定期的にメールマガジンや TAGEN ニュースレターで近況をお知らせしています。また、

TAGEN Forefrontは電子書籍として公開しています。スマートフォンでも PCでもご覧になれます。下記の
多元研のホームページにアクセスしてご覧下さい。

多元研ホームページ http://www.tagen.tohoku.ac.jp/

多友会
（  大学多元物質科学研究所同窓会）

編集担当：小野寺恒信 助教（幹事）

石原 真吾 助教（幹事）

中村 崇司 助教（幹事）

 




