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 昨年 10 月 28 日には、多友会の総会を兼ねた、設立 15 周年記念式典・懇親会を、多数の

同窓生のご臨席の下、東北大学片平キャンパス・さくらホールで開催いたしました。 

講演会では、東北大学名誉教授の八木順一郎先生が「私のブラジルとの交流」、京都大学

の宇田哲也教授は「製錬研究で感じる魅力と鍛えた力の異分野への展開」、そして、東京

大学の大越慎一教授は「新規機能性を備えた相転移物質の創成」と題して講演を行ってい

ただき、昔懐かしい話から最近の研究の動向まで、詳細にわたってお話をしてくださいま

した。 

 記念講演会終了後に催された祝賀会では、東北経済産業局の田川和幸局長をはじめ、名

誉教授の宮下徳治先生、記念講演会の登壇者である八木順一郎先生、宇田哲也先生、大越

慎一先生から祝辞を頂戴し、60 名の参加者とともに賑やかな時間を過ごしました。 

 多元研においては、昨年度末に 1 名の職員の方が定年退職されましたが、今年度も多元

研を支えてくれる新しい人材を、多くお迎えすることができました。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 1 年の多元研の近況をお知らせさせて頂

きます。 

 

１．多元研行事報告 

・第２回多元研キャリア支援交流会が開催されました。 

 2016 年 5 月 31 日、片平さくらホールにおいて、第 2 回多元研キ

ャリア支援交流会が開催されました。第 1 部の講演会では、グロ

ーバルラーニングセンターの田中香織准教授から「海外でのイン

ターンシップについて」と題し、日本と欧米におけるインターン

シップの位置づけの違いをはじめ、海外で参加する際の心構えや

情報の探し方などについて具体的に説明がありました。続いて、

高度教養教育・学生支援機構キャリア開発室の高橋修准教授から

は「インターンシップの実施状況と意義」と題して、インターンシップの一般的な意義や、

これまでの実施状況について、データを交えて紹介がありました。講演会の最後には、多

元研和田研究室の大学院生、豊岡壮太さんが「インターンシップから学んだこと」と題し

て、実際に参加した体験談を紹介し、講演を締めくくりました。第 2 部の企業との交流会

には、11 社、1 研究機関が参加し、学生や大学院生がそれぞれのブースを訪れて熱心な説

明を受けました。 



 

 

・学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ 2016に出展しました。 

 2016 年 7 月 17 日（日）に、東北大学川内北キャン

パスにおいて、『学都「仙台・宮城」サイエンス・デ

イ』が開催され、多元物質科学研究所から 7 ブース

出展しました。このイベントは、現代社会でブラッ

クボックス化して実感する機会の少ない科学や技術

のプロセスを子供から大人まで五感で感じられる場

づくりを目指す、体験型・対話型の科学イベントで

す。多元研からの出展は、「ナノって何ナノ！？おどろきの金ナノ粒子」、「空気のない世界

を体験してみよう」、「スライムを作ってみよう」、「身の回りの放射線を測ってみよう」、「ワ

ールドオブメタルズ」、「ものすごい粉」、「ガリウムマン」でした。当日は多くの来場者がブ

ースを訪れ、科学の楽しさを体感してもらうことができました。 

 

・八戸北高等学校生が多元研を見学しました。 

 2016 年 8 月 4 日に青森県八戸北高等学校の 2 年生

と 3 年生の計 20 名が多元研を見学しました。副所

長の福山博之教授による多元研についての簡単な

説明を受けてから、2 つのグループに分かれて見学

しました。A グループは、福山研究室（高温材料物

理化学研究分野）を訪問し、研究内容について説明

を受け、結晶成長装置や実際に溶融ニッケルが浮遊

する様子を見学しました。その後、ガラス工場で装置や作業の様子を見学し、一人一人技

術職員の指導を受けて実際にガラス工作に挑戦しました。B グループは寺内研究室（電子回

折・分光計測研究分野）を見学し、寺内正己教授から原子を見る顕微鏡の仕組みや構造に

ついて説明を受けました。ほんの少しの振動でも画像が揺れるほどの影響があるため、地

上よりも振動の少ない半地下に実験室をつくり、音による空気の振動を抑えるために天井

に防音シートを貼るなどの工夫について説明を受けてから、実際の電子顕微鏡の画像を観

察しました。続いて訪れた機械工場では、レーザー加工システムや旋盤の装置、設計室な

どを見学しました。 

 

・イノベーション・エクスチェンジ２０１６を開催しました。 

 2016 年 10 月 27 日（木）さくらホールにおいて、企業と多元物質科学研究所との産学連

携イベント「イノベーション・エクスチェンジ 2016」を開催し、企業 40 社から 50 名、官

公庁 7 箇所から 11 名、団体法人 3 団体から 4 名、一般の方 2 名を含め、合計で 114 名の参

加者を集めました。特許庁審査官を務める法学研究科の秋田将行教授は「特許制度を味方

にするために」と題して、特許制度の概要や、特許を取得するために留意するべきことな



 

 

どについて説明し、東北大学におけるサポート体制

も紹介しました。講演会終了後に開催された交流会

では、技術相談会、ショートプレゼンテーション、

ポスター展示が行われました。技術相談会では、事

前に申し込みのあった 4 社の相談に加えて、当日の

申し込みも受け付けました。ショートプレゼンテー

ションには多元研の 16 の研究室が参加、教授や教

員スタッフがそれぞれの研究内容を約 3 分にまとめて紹介しました。ポスター展示には多

元研の 26 の研究室が参加し、それぞれの研究内容を紹介しました。 

 

・多元物質科学研究所設立１５周年並びに旧選鉱製錬研究所設立７５周年記念

式典、記念講演会を開催しました。 

 2016 年 10 月 28 日（金）さくらホールにおいて、

多元物質科学研究所設立 15 周年並びに旧選鉱製錬

研究所設立 75 周年記念式典および記念講演会を開

催し、およそ 80 名が参列しました。東北経済産業

局長を代理して資源エネルギー環境部の中村仁部

長より、多元研の研究成果が新たな産業の創出およ

び生産性の向上に繋がることを期待していますと

の祝辞を頂きました。産業技術総合研究所東北センターの松田宏雄所長からは、今後も様々

なテーマで多元研と協力して技術開発を進めていきたいとの祝辞を頂戴しました。式典に

続いて開催された記念講演会では、東北大学名誉教授の八木順一郎先生、京都大学の宇田

哲也教授、東京大学の大越慎一教授から最新の研究動向やご自身の経験などについてご紹

介いただきました。 

 

・第２５回素材工学研究懇談会が行われました。 

 2016 年 11 月 16・17 日の 2 日間、さくらホールに

おいて第 25 回素材工学研究懇談会「放射性物質と素

材プロセッシング」を開催しました。素材工学研究

懇談会は、かつて素材工学研究所が主催し、2001年

に多元研として再編統合されてからも続く 25年の歴

史のある会です。放射性物質に関する素材プロセス

や、福島第一原発廃炉に向けた放射性物質のデブリ

の取り出し、廃棄物処理などに関連して講演が行われ、2日間で合計約 90名の参加者らと

福島第一原発廃炉に向けた研究の現状と、今後の研究に向けての活発な議論が交わされまし

た。 



 

 

・平成２８年度定年退職者送別会が開催されました。 

 2017 年 3 月 2 日（木）片平さくらホールにおいて、

多元研教職員交流会「平成 28 年度定年退職者送別会」

を開催しました。当日は、多元研の教員スタッフ 95

名が参加し、この 3 月 31 日をもって定年退職されま

した事務部経理課管理係の佐々木久紀主任を囲んで、

和やかな時間を過ごすことができました。また、3 月

末に多元研を離れられる高見先生からもご挨拶を頂

きました。 

 

２．新任教員のご紹介 

 

所属 高分子物理化学研究分野（陣内研究室） 

准教授 阪本 康弘（さかもと やすひろ） 

 2017年4月1日付けで，高分子物理化学研究分野に着任しました。東北大学理学

研究科で電子顕微鏡法を用いた規則性多孔質材料の三次元構造解析の研究で学位

を取得、ストックホルム大学アレニウス研究所ジュニアリサーチフェロー、大阪府

立大学21世紀科学研究機構特別講師を経て、2014年よりJSTさきがけ専任研究者・

大阪大学理学研究科招へい准教授として教育・研究活動を進めてきました。 

 電子線照射ダメージの非常に大きいゼオライトやメソポーラスシリカを始め、ナ

ノ粒子やコロイド結晶などのナノ構造材料がもつ構造と物性の相関解明を目的に、

電子顕微鏡法を用いた研究をこれまで行ってきました。16年ぶりの仙台となります

がこれまでの経験を活かしポリマー材料の構造物性の研究、そして多元研の異分野

融合研究の一翼を担えればと思います。今後ともご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い

申し上げます。 

 

所属 環境無機材料化学研究分野（殷研究室） 

助教 朝倉 裕介（あさくら ゆうすけ） 

 2016年10月1日付で新機能無機物質探索研究センター環境無機材料化学研究分

野の助教に着任しました朝倉と申します。2015年に早稲田大学先進理工学研究科応

用化学専攻で学位取得後、東京大学工学系研究科化学システム工学専攻で1年半ポ

スドクをしておりました。精密な無機合成化学に基づく新規(新奇)な材料合成を行

いたいと考えております。どうぞご指導・ご鞭撻のほどお願いいたします。 

 

所属 広報情報室 

特任助教 伊藤 智恵（いとう ともえ） 

 2016年4月に東北メディカル・メガバンク機構広報・企画部門から異動した伊藤

です。多元研を取り巻くさまざまな人々との間に、より良い関係、継続的な「信頼

関係」を築いていけるような広報活動のお役に立てるよう取り組んでまいりますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 



 

 

 

所属 エネルギーデバイス化学研究分野（本間研究室） 

助教 小林 弘明（こばやし ひろあき） 

 2017年 4月 1日付けで本間研究室助教に着任致しました。これまで有

機反応の触媒やリチウムイオン電池正極の研究に携わり、3月に東京大

学大学院工学系研究科で学位を取得致しました。駆け出し者ですが、研

究、教育ともに早く一人前になれるよう頑張ります。ご指導ご鞭撻のほ

ど、宜しくお願い申し上げます。 

 

所属 細胞機能分子化学研究分野（水上研究室） 

助教 小和田 俊行（こわだ としゆき） 

 2016年 11月 1日付で細胞機能分子化学研究分野の助教に着任しまし

た小和田俊行と申します。生まれは奈良、学位取得は京都大学（2010年）、

2014年秋まで特任助教として大阪大学、と関西で育ちました。その後、

前任地の米国スタンフォード大学で 2年間を博士研究員として過ごし、

昨秋より東北大学にお世話になることになりました。 

 これまでの研究内容は、有機合成化学を基盤とした生体分子機能の可

視化であり、今後は、生命現象のより深い理解のために生体分子機能の

操作技術を開発していきたいと考えております。海の幸・山の幸・日本

酒、そして四季折々の景観を楽しめる仙台で研究を行えることを幸せに

思います。今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。 

 

所属 量子光エレクトロニクス研究分野（秩父研究室） 

助教 嶋 紘平（しま こうへい） 

2017年 3月に博士（工学）の学位を取得し、4月 1日付けで秩父研に赴

任しました。大学院では、半導体集積回路やセラミックス基複合材料の

製造プロセスを開発していました。新しい分野・新しい環境を楽しみつ

つ、精一杯頑張りたいと思います。 

 

所属 ナノ・マイクロ計測化学研究分野（火原研究室） 

助教 福山 真央（ふくやま まお） 

京都工芸繊維大学より、2017年 1月 1日付で着任しました福山真央と申

します。ご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます。 



 

 

３．寄稿 

 多元研を退職して 

桜井 伴明 

  

 この 3月 31日で廃電子・電気機器からレアメタルを回収・再生する技術を開発する目的

で発足した希少元素高効率抽出技術拠点プロジェクトが無事終了し退職しました。この期

間、先生方はじめ、技術職員、事務職員の方々には大変お世話になりました。有り難うご

ざいました。改めてこの紙面をお借りして御礼申し上げます。 

 早いもので退職してひと月が経過しましたが、現在、交通安全のボランティア活動や好

きな卓球等に取り組んでいるところです。 

 阿武隈川の河口に位置する我が家は、四百年、千年に一度ともいわれる東日本大震災に

より発生した津波により被災しましたが、皆様の温かいご支援により元の場所に再建する

ことが出来ました。 

 亘理町は温暖な気候と自然災害が少なく住みやすい所と思っていましたが、あの震災で

一変しました。二十数名の隣人、亘理町で三百名を超える方々が亡くなり、常に災害に備

えておくことが大切であることを痛感しました。そして今後、再び発生するであろう震災

で悲しい思いを繰り返すことの無いようあの惨状を後世に伝えて行かなければと思ってい

ます。 

 震災から 6 年が経過し、この間、鳥の海の防潮堤、阿武隈川の堤防等がほぼ完成しつつ

あります。避難道路も着々と施工され、あの甚大な被害をもたらした津波の痕跡はほぼ消

えつつあります。復興はまだまだですが、亘理町には鳥の海温泉があり、そして美味しい

イチゴ、リンゴ等の果物が採れ、また、はらこ飯、ほっき飯等の丼物もあります。是非亘

理町においで頂いてご賞味頂ければと思います。 

 科研時代を含めて 47 年余りの長きに渡り、技術職員として過ごすことが出来ましたのは、

先生方はじめ、技術職員、事務職員の方々のご支援とご指導の賜物と心から感謝しており

ます。最後に、多元研の皆様方の益々のご発展とご活躍をお祈り申しあげます。 

 

 

  
 

写真  避難道路と堤防 

 



 

 

名古屋の名物について 

名古屋大学大学院工学研究科 教授 髙見 誠一 

 

 向暑の候、多友会会員の皆様はいかがお過ごしでしょうか。私は３月までプロセスシス

テム工学研究部門超臨界ナノ工学研究分野阿尻研究室で准教授として勤務していましたが、

４月より名古屋大学大学院工学研究科物質プロセス工学専攻に着任致しました。名古屋は

全く不慣れな土地だったのですが、１ヶ月ほど経ち、ようやく学内のどこに何があるのか、

また市内の様子などもわかって来ました。名古屋への着任前、多元研の多くの先生方から

「名古屋は暑いから」と伺っていましたが、幸いにもその暑さはまだ体験しておりません。 

 私が多元研にお世話になったのは2002年7月から2017年3月までですが、この間の2005

年 5 月から 2008 年 3 月まではつくばの（独）物質・材料研究機構に人事交流で赴任してい

ました。研究は、化学反応を利用したナノ材料の合成、そのナノ材料の表面制御手法の開

発などを対象としていました。最初は東１号館（反応棟１号館）に研究室があり、つくば

より戻った後は南１号館（素材棟１号館）に、その後 2011 年 8 月より AIMR 本館におり

ました。東１号館の時には、大雨のたびに雨漏りがあったり、軒下にスズメバチの巣がで

きて大騒ぎになったり、屋上でバーベキューをしたりと、様々な思い出があります。また、

南１号館では夏にビアパーティーが開かれて大いに楽しんだのですが、学生が飲みすぎて

仙台市急患センター に連れて行ったり、その学生の下着が必要になり鍵を借りて家から持

って来たことも、今ではいい思い出です。このような出来事の中で多くの先生方とも親し

くさせていただきました。研究上の連携や学科行事でお話する機会があるとともに、片平

まつりや多元研発表会などでも多くの先生とご一緒させていただきました。分野の異なる

色々な先生と一緒になる機会が多いことが、多元研の魅力の一つではないでしょうか。 

 このようなこともあり、名古屋に来てから間もないのですが既に何名かの多元研の先生

方、もしくは多元研に在籍された先生方にいらしていただき、お会いする機会がありまし

た。そうすると、今度は名古屋の食についても研究しなければと感じてきます。いろいろ

と聞いてみると、ひつまぶしや味噌煮込みうどん、手羽先、きしめんなどが有名なようで

す。着任後、学会全体での歓迎会でこれらの名物とともに、スガキヤのラーメンも食べた

いと言ったら多くの方から、あれはいいからと言われました。その辺りの研究成果を是非

ご紹介したく思いますので、名古屋にお越しの際には、お声がけいただければと思います。 

 

 

写真 東１号館に作られたスズメバチの巣。業者に

より取り除かれた巣は、しばらく研究室に飾ってお

きました。 

 

 



 

 

東北放射光施設計画に声援を送ります 

渡邊 誠 

 

私は現在佐賀県鳥栖市の西隣のみやき町に住んでおります。このはるか九州の地から 

東北放射光施設計画（SLiT-J: Synchrotron Light in Tohoku, Japan）に声援を送りたいと

思います。この計画を初めて知ったのは 2012 年の鳥栖市で開催された日本放射光学会年

会・合同シンポジウムの総会のときでした。当時の会長の水木純一郎先生が挨拶のなかで、

東北国立七大学学長の連名の提案として紹介されました。その後、早稲田嘉夫先生からも

知らせていただきました。この計画におけるリング型光源の性能は「最新」のものであり、

放射光学会としては設置場所にはふみこまず、次世代中型放射光施設計画として“All 

Japan” で推進することになったと記憶しています。2014 年には、東北大学が文部科学省

の調査費の執行機関として認められたと聞きました。その後計画がさらに練られ、計画推

進の組織も充実し、本年 1 月の放射光学会でのユーザーコミュニティ（SLiT-J UC）の発足

にまで至ったのだと理解しています。この会に私も出席しました。壇上でお話になったユ

ーザーコミュニティ会長の河村純一先生や事務局の高桑雄二先生ら懐かしい方々の席は壇

の近くで、私は遠くに座っており、また、途中で退席し「SOR-RING の分析機器・科学機

器遺産認定記念」特別講演をされた佐々木泰三先生を囲む会に出席したものですから、挨

拶をすることができませんでした。 

ここで放射光光源の歴史と私の関わり、そしてリング型光源の「最新」について少し書

きたいと思います。放射光の利用が高エネルギーの電子円型加速器に寄生していた時代を

第一世代と呼んでいます。日本では 1963 年に東京大学原子核研究所の電子シンクロトロン

（1.3 GeV）を使った放射光利用実験が全国の大学の研究者の協力によって開始され、その

数年後に大学院生の私も参加しました。私は第一世代の若手でした。東北大学では佐川 敬

先生が中心となって活躍しておられました。やがて放射光専用のストレージリングと呼ば

れる加速器を建設することが世界的に望まれるようになり、日本では 1971 年から

SOR-RING（300 MeV、東京大学物性研究所）の建設が始まって私も参加しました。専用

の光源を持つというのが第二世代です。私は分子科学研究所の UVSOR（750 MeV）の建

設にも携わりました。濱 広幸先生も後程着任されました。第三世代の光源はアンジュレー

タを多用する高輝度光源で電子ビームのエミッタンスが数～十数 nm・rad のものです。日

本では SPring-8 が当初から第三世代のものでした。現在世界中で 50 以上の光源があり、

その多くは第三世代のものです。1990 年代の放射光施設のあり方の世界的な潮流は、硬 X

線専用の大型のものと真空紫外線・軟 X 線専用の中型のものに分けて設置するというもの

でした。このような考えのもとに作られた施設は大型のものは ESRF、APS そして

SPring-8 であり、中型のものは ALS、ELETTRA、BESSY-II などです。私は 1993 年に東

北大学科学計測研究所に赴任し、前任者の波岡 武先生が推進してこられた X 線多層膜の研

究を、山本正樹先生や柳原美広先生らと協力して引き継ぎました。それら多層膜の研究に



 

 

放射光は必須でしたし、勿論放射光は生命物質を含むあらゆる物質科学に必須の光であり

ます。東京近辺および以西には合計 9 台のリング型光源があるものの、北日本には皆無で、

東北地方にも放射光施設が必要だと痛感したものです。1995 年ごろから提案された「東北

大学放射光施設計画」（代表者：佐藤 繁先生）の光源は真空紫外線・軟 X 線専用の中型の

もので、超伝導ウィグラーを使って硬 X 線も出そうというものでした。私もこれに協力し

ましたが、残念ながら実現しませんでした。その後世界ではさらに高輝度の第四世代光源

が議論され、線型加速器を用いた自由電子レーザーとエネルギー回収型線型加速器が提案

されました。前者は成功しましたが（日本では SACLA、2011 年）、後者のエネルギーの高

いものはまだ成功していません。一方、1990 年代に北村英男先生らによって真空封止型ア

ンジュレータが開発され短い周期長のものが実現し、アンジュレータを用いて良く利用さ

れる 10 keV 程度の硬 X 線の高輝度光を得るには、必ずしも 6~8 GeV の光源を必要としな

いことになりました。このことにより 2000 年ごろから 1 台の光源で高輝度の真空紫外線・

軟 X 線から 10 keV 程度の硬 X 線まで得られる、第三世代の 3 GeV 程度の光源が作られる

ようになり、最近ではエミッタンスが 0.5～1 nm・rad とこれまでの第三世代のものより一

桁小さい高輝度のものが、磁石の配列をさらに工夫したり、偏向磁石の磁極に勾配をつけ

たりして、実現しています。究極の「回折限界」を目指したリング型光源と呼ばれていま

す。今回の濱 広幸先生が中心となって設計されている東北放射光光源（SLiT-J、3 GeV、

0.9 nm・rad）はまさにこの「最新」のリング型高輝度光源です。 

この「最新」の光源施設は“All Japan”の施設として、広く日本中の研究者に利用される

ことが期待されています。すでに計画の立案には多くの大学や研究機関の方々が参加して

おられ、またエンドステーション・デザインコンペの外部委員会（委員長：寿栄松宏仁先

生）や建設地選定諮問委員会（委員長：福山秀敏先生）など、全国の多くの方々の英知が

結集されており、大変好ましいことと思っています。Photon Factory や SPring-8 が東北地

方の多くの方々にも利用されているように、この施設も東北地方のみならず、全国各地の

研究者に利用されるように、光源、エンドステーションの高度化だけでなく、ユーザーフ

レンドリィな対応ができる人員配置の施設にしていただきたいと思います。旅費や共同利

用宿舎の充実など、種々の工夫もお願いします。最近日本では地域的で比較的小規模の、

新しい設置・運営形態の放射光施設が作られています。大学が計画を提案し、活発な利用

が進んでいる産業界が後押し、地方自治体が運営主体を担うというものです。佐賀県立九

州シンクロトロン光センターは県が設立した財団が運営しています。センターは産業界の

利用に力を入れており、学術研究の中核は九州大学と佐賀大学です。愛知県のあいちシン

クロトロン光センターも同様で、学術研究の中核は名古屋大学です。最近東北放射光施設

計画において産業利用を中心的に担う財団法人光科学イノベーションセンターが発足した

と伺いました。一歩前進と理解しています。1 月のユーザーコミュニティ発足式では、お話

になった産業界の方の熱意が伝わってきました。理事長には高田昌樹先生が就任されたと

伺いました。高田昌樹先生にはこれまで放射光学会でお会いする度に、「よろしくお願いし



 

 

ます」と申し上げてきました。この計画の早期実現を祈念し、盛大な声援を送りたいと思

います。 

最後に宣伝です。2004 年の退官前に、東北大学の放射光利用研究者 30 名の分担執筆に

よる「放射光科学入門」という本を佐藤 繁先生と共編し、東北大学出版会から出版しまし

た。そして 2010 年にこの本の中国語版を上海交通大学出版社から、2016 年に英語版をイ

ンドの Narosa Publishing House から出版しました。ご利用いただければ幸甚です。 

 

 

Université Paris-Diderot 滞在の機会を得て 

機能材料微細制御研究分野 助教 藤枝 俊 

 

  科研費補助金の国際共同研究加速基金の援助を受け

て、平成 28 年 11 月 1 日よりフランスの Université 

Paris-Diderot に滞在しています。渡航の切っ掛けは、多

元研に着任した際にポリオール法と呼ばれる多価アルコ

ールを用いた液相法による磁性微粒子の化学合成の研究

を開始したことです。それまでは、溶解および熱処理な

どの高温プロセスでしか試料を作製した経験がありませ

んでしたが、ポリオール法ではそれらの方法では作製困

難な微細構造の微粒子を得ることが出来ます。特に最近

では、永久磁石への応用に向けた新素材の研究に取り組

んでいます。永久磁石はモーターおよび発電機などに不

可欠で、これから益々重要になる材料です。しかし、永

久磁石に必須の希土類元素は、数年前に輸入価格が急騰

するなど、安定な供給に懸念があります。このような背

景から、ポリオール法により微粒子を合成した後、それ

に金属学に基づいて熱処理を施すプロセスにより複合的

な微細構造制御を実現し、希土類元素を一切含まない永

久磁石用の新素材の開発を目指しています。研究の進展

にともない、ポリオール法による微粒子の合成が材料開

発の鍵になることが明らかになってきました。そこで、

本科研費では、ポリオール法を見いだした Fernand 

Fiévet 先生（写真 1 参照）の所属する Université 

Paris-Diderot を渡航先としました。Fiévet 先生は既に

御退官されていますが、その後を引き継いでポリオール

法の研究に取り組んでいる Souad Ammar 先生と共同研 写真 2: Saint-Germain 通りの
Denis Diderot 像 

写真 1： ポリオール法を見出
した Fernand Fiévet 先生 



 

 

究を開始しています。 

  Université Paris-Diderot は、エッフェル塔、凱旋

門、ルーブル美術館などの観光名所からは少し離れた

パリの東端の 13 区にあります。Université Paris の編

成に伴い 1970～1971 年に設立された大学です。当時

の名称は Paris VII でしたが、1992 年に現在の名称に

変更されました。大学の名前は、百科事典を編纂した

18 世紀のフランス人学者の Denis Diderot に由来しま

す（写真 2 参照）。多方面に才能を発揮した Diderot の

名前を付けている通り、大学には科学だけでなく、健

康、芸術、文学、言語および社会学などの様々な部門

があります。その中で、Ammar 先生の研究グループは

化 学 の 専 門 組 織 で あ る Interfaces Traitements 

Organisation & Dynamique des Systèmes（ITODYS）

に所属してます。研究室は、フランスを代表する化学者の一人である Antoine-Laurent de 

Lavoisier から名前を取った Lavoisier 棟にあります。研究グループは Ammar 先生を中心

に 9 名程度の教員で構成されています。内 8 名が女性教員であり、全員が 30～40 代でもあ

ることが特徴です。また、御退官されている Fiévet 先生が週に数回程度は大学にいらっし

ゃいます。明るい緑色の廊下は活気に溢れる研究グループの雰囲気と良く合っており、と

ても気に入っています（写真 3 参照）。また、多様な研究および研究者を受け入れる豊かな

包容力とそれを研究の進展に繋げていく力強さも併せ持つ素晴らしい研究グループで、多

くの刺激を受けています。さらに、イタリア、ベトナム、メキシコ、チュニジアおよびア

ゼルバイジャンなど、フランス以外の様々な国々の学生も受け入れています。このような

環境での研究教育により、多くの学生は学術を習得するだけでなく、異なる文化を持つ者

と強調してお互いの力を発揮する方法を学び取っており、短期間で急成長するのを目の当

たりにしています。国際的に連携して教育および研究に取り組む面白さと重要さを実感し

ています。 

  パリには大学および研究所が沢山あり、

様々な分野で日本人研究者が大活躍していま

す。そのようなパリ在住の日本人研究者により

毎月勉強会が開催されています。私は分野の異

なる 2 つの会に参加しています。一つは、

Université Paris-Sud の Laboratoire de 

Physique des Solides で特任研究員をされてい

る若村太郎さんが中心となり活動されている

物理分野の「若物会」で、もう一つは、Institut 

写真 4: 毎月開催される若物会の勉強会 

写真 3: 研究室のある Lavoisier

棟の明るい緑色の廊下 



 

 

National de la Santé et de la Recherche Médicale（INSERM）の研究者として Institut 

Pasteur に勤務する村山英未さんが中心となり活動されている生物分野の「パリ日本人研究

者会」です。勉強会では、参加者が持ち回りで渡航の経緯などを含めた研究紹介を行いま

す（写真 4 参照）。また、その後の食事会では研究の話しだけでなく、例えば日常の些細な

トラブルの相談や週末のイベントの情報交換などもします。日々の生活では日本語を話す

ことはほぼ無いため、久しぶりに日本語での会話を楽しんで良い気分転換にもなります。

パリ在住の日本人研究者のネットワーク形成と健全な活躍に大きく貢献する素晴らしい会

だと思います。これらの会で知り合った研究者との交流も渡航で得た財産の一つだと感じ

ています。 

  渡航して 6 カ月程度が経ちますが、研究が進展するだけでなく、数多くの新たな気付

きや交流がありました。8 月初旬に帰国の予定であり、この滞在も残すところ数カ月に限ら

れてきましたが、少しでも充実した時間を過ごし、帰国後のステップアップに繋げたいと

思います。 

 

 

トライボロジー融合研究拠点 

栗原 和枝 

 

 多友会の皆様には、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 

 2017 年の４月より未来科学技術共同研究センターに所属しております。この５年間、代

表者として実施しておりました東北発素材技術先導プロジェクトの超低摩擦技術領域の活

動は３月で終了しましたが、材料と機械分野の融合する摩擦研究と産学連携そして地域貢

献の活動を続けております。 

 東北発素材技術先導プロジェクトの超低摩擦技術領域の活動は、機械と材料の研究者、

そして産業界の技術者がともに協働し、科学的な視点からナノレベルで「油潤滑」、「水潤

滑」、「固体潤滑」における摩擦現象を解明するとともに、それに基づく超低摩擦を発現す

る実用材料と界面設計技術の開発を通じて拠点を形成し、東北地区の復興に資することを

目指すものでした。産業界の技術者を迎え、本学の研究者とともに、「産学協働」と「摩擦

イノベーション」、「最先端の科学技術を活用」そして「復興」をキーワードに活動を行い

ました。 

 摩擦は日常にあふれていますが、その科学的な解明はまだ十分に進んでいません。たと

えば、自動車におけるエネルギー損失の約３割が摩擦由来です。家庭におけるエネルギー

消費の３割程度が自動車の燃料であることを考えると、低摩擦化技術の省エネルギーにお

ける貢献は、今後ますます重要になると考えられます。さらに、摩擦技術が向上すると機

械の寿命や精度が高まり、社会の安心・安全につながります。実際、摩擦制御による経済

効果が、GDP の２～３％と非常に大きいとも繰り返し見積もられています。 



 

 

 しかし、摩擦は条件が複雑な現象であり、摩擦により表面反応が進む場合があったり、

何より機械・材料など複数の分野のかかわる技術であることもあり、科学としての理解は

進んでおらず、技術開発は経験の積み重ねが多いと聞いていました。そのような状況を化

学から変えて技術の革新を導きたいというのが我々の志です。幸い、新しい材料を提案し

たり、また、地域企業の技術開発を支援したりと成果が挙がりました。 

 摩擦研究に必要な機器を共用するためのオープンラボのように使っていただければと、

４月より片平の MaSC（産業連携先端材料研究開発

センター、Material Solutions Center）にトライボ

ロジー融合研究拠点として研究室を設置しています。

トライボロジー融合研究拠点は東北大学の学際研究

重点拠点の一つです。素材先導プロジェクトでできた

地域との連携の輪を大切に、活動を続けられればと思

っています。関心を持っていただける方は是非、お立

ち寄りください。 

 

４．最近の主な成果 
平成 28年度 研究成果 

■ 進藤 大輔 研究室 

微細加工した絶縁体表面で電子の蓄積の観察に成功（H28.6.7） 

■ 栗原 和枝 研究室 

ZnO コーティングによる高性能ベアリングの開発に成功（H28.6.8） 

■ 上田  潔 研究室 

X 線自由電子レーザーの超短パルスでリボ核酸塩基分子中の電荷と原子の動きを可視化！

（H28.6.17） 

■ 京谷  隆 研究室 

導電性・耐食性に優れた 大表面積スポンジ状グラフェンの開発に成功（H28.7.14） 

■ 稲葉 謙次 研究室 

細胞内のカルシウム濃度を一定に保つメカニズムを解明（H28.9.30） 

■ 佐藤  卓 研究室 

スピン凍結状態における記憶効果とエネルギー構造（H28.10.3） 

■ 秩父 重英 研究室 

非極性面窒化アルミニウムインジウム薄膜ナノ構造を用いた新しい深紫外線～緑色偏光光

源（H28.11.24） 

■ 上田  潔 研究室 

原子の集団が数珠つなぎに電子を放出する!（H28.12.5） 

■ 本間  格 研究室 

安価で大容量なレドックスフローキャパシタの作製に成功（H28.12.12） 

■ 上田  潔 研究室 

安定なイオンが周囲の原子の電子をキャッチ& リリース!（H29.1.31） 

■ 京谷  隆 研究室 

廃棄物から高性能リチウムイオン電池負極材料を開発（H29.2.21） 

■ 笠井  均 研究室 

新規ナノ粒子点眼薬の開発と緑内障治療への応用（H29.3.14） 

写真：MaSC の実験室の様子 



 

 

平成 28年度 表彰・受賞 

■ 寺内 正己 教授 

・文部科学大臣表彰受賞 科学技術賞【開発部門】 

■ 加納 純也 教授 

・文部科学大臣表彰受賞 科学技術賞【研究部門】 

■ 藤枝  俊 助教 

・文部科学大臣表彰受賞 若手科学者賞 

■ 山﨑 優一 助教 

・文部科学大臣表彰受賞 若手科学者賞 

■ 岩泉 正基 名誉教授 

・瑞宝中綬章 

■ 樋口 剛志 助教 

・高分子学会 高分子研究奨励賞 

■ 福山 博之 教授 

・JJAP 2016 Spotlights 

■ 奥村 正樹 助教 

・ 日本蛋白質科学会若手奨励賞 

■ 森戸 春彦 助教 

・本多記念研究奨励賞 

■ 干川 康人 助教 

・ 日本セラミックス協会 第 29回秋季シンポジウム若手優秀発表賞 

■ 柴田 浩幸 教授 

・日本金属学会 学術貢献賞 

■ 釜谷  隆 技術職員 

・日本金属学会 研究技術功労賞 

■ 殷   澍 教授 

・Rare Earth Resource Utilization Research Award 

■ 福山 博之 教授 

・化学工学会 熱工学部会賞 

■ 秩父 重英 教授 

・2016年度矢上賞 

■ 安達 正芳 助教 

・日本熱物性学会 奨励賞 

■ 助永 壮平 助教 

・日本熱物性学会 奨励賞 

■ 助永 壮平 助教 

・日本鉄鋼協会 澤村論文賞 

■ 佐藤  卓 教授 

・日本物理学会 第 22 回論文賞 

■ 陣内 浩司 教授 

・高分子学会賞［科学部門］ 

■ 高   旭 助教 

・日本鉄鋼協会 研究奨励賞 

■ 助永 壮平 助教 

・日本鉄鋼協会 共同研究賞（山岡賞） 

■ 和田 健彦 教授 

・ICAPST2017 Invited Lectureship Award 



 

 

 
写真：科研棟合同お花見での一コマ 

◎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://www2.tagen.tohoku.ac.jp/tayukai/fixed/ 

また、多元物質科学研究所を紹介する動画を下記の URL からご覧いただけます。 

 多元研動画チャンネル http://www2.tagen.tohoku.ac.jp/disclosure/movies.html 

 

※多元研メールマガジン、Twitter、Facebook のご案内 

 多元研では定期的にメールマガジン、Twitter、Facebook で近況をお知らせしています。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。 

 多元研メールマガジン http://www2.tagen.tohoku.ac.jp/information/mailmagazine.html 

 多元研Twitter  https://twitter.com/team_tagen 

 多元研Facebook  https://www.facebook.com/tagen.tohoku.ac.jp 

       多友会 
        （東北大学多元物質科学研究所同窓会） 

     編集担当：石原 真吾 助教（幹事） 

          中村 崇司 助教（幹事） 

                    小野寺恒信 助教（幹事） 
 

 


