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多元物質科学研究所長・多友会会長 

村松 淳司 

昨年９月２９日（金）に、第 6 回多友会総会、講演会、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

大学名誉教授の宮下徳治先生による「プリンテッドエレクトロニクスに向けた新規ハイブ

リッド材料開発―企業での開発と社会貢献―」と、東北大学名誉教授の梅津良昭先生によ

る「非鉄精錬漂流記」の二つの講演を頂き、昔懐かしい話から最近の研究動向や健康談義

まで、詳細にお話しくださいました。 

講演会終了後に催された懇親会では、講演をしていただいた宮下徳治先生、梅津良昭先

生との懐かしい思い出話など、50名ほど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、皆様に平成 29年度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

・講演会「3 GeV東北放射光SLiT-Jとは」を開催しました
2017年 4月 17日（月）、カタールサイエンスキャンパスホール（東北大学青葉山キャン

パス）において、東北放射光施設に関する講演会を開催し、大学内外から 70名を超える参

加者を集めました。多元研の高田昌樹教授（東北大学総長特別補佐）が「３GeV 東北放射

光 SLiT-Jとは」と題して、東北放射光施設計画 ”SLiT-J” について、その背景と概要、既存

の放射光施設との違いや特徴について、どんなことができるのか等、ユーザー側の視点か

ら詳しく説明しました。講演後には、実際にどん

なことを調べるのかなどについて、具体的な質疑

応答がありました。司会を務めた多元研所長の村

松淳司教授は、東北放射光施設 SLiT-Jの利用に向

けたセミナーを、研究者や開発技術者の皆さんの

意見を取り入れながら、今後も継続して開催して

いきたいと述べて、講演会を締めくくりました。 
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・第 4回 多元研キャリア支援交流会を開催しました
2017年 6月 9日（金）東北大学片平キャンパス・さくらホールにて「第 4回 多元研キャ

リア支援交流会」を開催し、およそ 80名の学生や大学院生らが参加しました。第 1部の講

演会では、キャリア支援センターの加藤修三先生（東北大学名誉教授）が「インターンシッ

プの重要性－日本と他国を比較して」と題して基調講演を行いました。日本とアメリカや韓

国など他国における就職環境の違いについて、具体的なデータを示しながら解説しました。

金属材料研究所計算物質科学人材育成コンソーシアム（PCoMS）の寺田弥生先生は、「PCoMS

による博士人材のためのインターンシップ・キャリアパス形成支援」と題して、PCoMS が

取り組む若手研究者育成プログラムについて、

実際の参加者の例や感想などを交えて分かり

やすく紹介しました。第 2 部の企業との交流

会には 14 社、1 研究機関が参加しました。学

生や大学院生、若手研究者らは、企業の概要

やインターンシッププログラムの内容などに

ついて、それぞれの担当者から熱心に話を聴

きました。 

 

・聖ウルスラ学院英智高等学校生が多元研を見学しました

2017年 8月 24日、聖ウルスラ学院英智高等学校より、理系クラスの 2年生 26名が多元

研を訪問し、機能性粉体プロセス研究分野（加納研究室）を見学しました。はじめに加納

純也教授から、東北大学と多元研についての紹介と、加納研究室で進めている研究につい

ての説明があり、研究室のスタッフや学生から、それぞれが取り組んでいる研究の内容や、

毎日どんな大学生生活を送っているのかについて紹介がありました。午後には実験室の測

定装置などを見学し、そのしくみや、結果としてどんなことが分かるのかなどについて説

明を受けました。実験室では、高校生の皆さんが事前に用意してきた「粉」の分析に挑戦

しました。研究室見学の後は、加納教授による模擬

講義がありました。高校生の皆さんからは、実験に

ついてだけでなく、加納研究室で進めている研究に

ついてなど、たくさんの質問があり、加納教授がひ

とつひとつに答えました。最後に、高校生を代表し

て、八木さんから、「今日の経験を活かして、明日

からも頑張ります。」とお礼の言葉がありました。 

 

・「片平まつり 2017多元研」を開催しました
2017年 10月 7日、8日の 2日間にわたって、「片平まつり 2017」を開催しました。第 10

回目を迎えた「片平まつり」ですが、今回は「おどろき！はっけん！科学ワンダーランド
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～仙台発信～」をテーマに掲げ、子供たちに、最先端の研究に触れて科学の興味・関心を

深めてもらいたい、という目的で、東北大学の 8 つの研究所の他、センターと史料館にて

開催しました。多元研会場へは、2日間合計で 4,680人が来場し、普段は見ることのできな

い多元研を探検しました。子供たちだけでなく大学生や大人の皆さんも、多元研の研究ス

タッフの説明に熱心に耳を傾けたり、一緒に実験や体験に挑戦しました。 

 
 

・多元研技術室で中学生の職場体験を受け入れました

多元研技術室機械工場では、仙台市教育委員会が「自分づくり教育」の一環として推進

する職場体験授業を受け入れ、2017年 10月 31日から 3日間、仙台市立八乙女中学校 2年

生 3名の職場体験を実施しました。製図ソフト CADを用いて「ハンドスピナー」を設計し

たり、ガラス細工を体験したり、Xステージの組み立てに挑戦したりと、大学附属の技術室

ならではの設計・工作を体験しました。最後に中学生の皆さんから「この 3 日間の経験を

糧に、明日からも頑張ります。ありがとうございました。」とお礼の言葉があり、職場体験

は終了しました。また 12月 12日、八乙女中学校に

おいて、職場体験の報告会がありました。中学生の

職場体験を受け入れた事業所の方々も見守る中、写

真などを用いた資料を使って報告しました。体験の

内容について、クイズ形式で説明したり、実際に作

製した作品を見せたりと工夫されていて、とても分

かりやすい発表でした。 

・イノベーション・エクスチェンジ 2017を開催しました
2017年 12月 5日、東北大学片平キャンパス・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 2017」を開催し、企業

29社から 59名、官公庁・財団等 4箇所から 15名、団体法人 6団体から 8名、一般の方 2

名、取材関係 2名を含め、合計で 124名の参加者を集めました。まず初めに、多元物質科学

研究所長の村松淳司教授から多元研の概要について紹介があり、続いて福山博之教授の司会

により基調講演と東北大学からのショートプレゼンテーションが行われました。ショートプ
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レゼンテーション終了後にはポスター交流会が行

われました。ポスター展示には、企業 17社、多元

研 20研究室、産学連携先端材料研究開発センター

(MaSC)、と合わせて 38 の出展がありました。70

名以上が参加したポスター交流会では、企業の皆

さんと多元研の教員スタッフが直接交流し、研究

の領域や分野を超えた意見交換が行われました。 

 

 

２．新任教員のご紹介

所属 ナノ機能物性化学研究分野（組頭研究室）

教授 組頭 広志（くみがしら ひろし）

2018年4月1日付けで着任し、ナノ機能物性化学研究分野として新しい研究室を

立ち上げることになりました。2000年に東北大学理学研究科物理学専攻で学位取得

後に1年半の学振ポスドクを経て、2001年に東京大学工学系研究科応用化学専攻、

2011年から高エネルギー加速器研究機構物資構造科学研究所（Photon Factory）と、

物理と化学の分野を渡り歩いて、17年ぶりに東北大学に戻ったことになります。 

これまでの研究内容は、「先端計測に立脚した物質設計」になります。ここ十数

年は、高輝度放射光を用いた光電子分光装置の開発とそれを用いた酸化物ヘテロ構

造の機能設計に関する研究を行ってきました。これからは新しい研究室で多元物質

科学研究所の有機から無機、先端計測および計算科学に至るまでの多様な専門の先

生方と協力・連携することで、物質設計と最先端計測開発を車の両輪とした研究を

行って、多元研の異分野融合研究の一翼を担えればと思います。どうぞ、ご指導・

ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。

所属 光機能材料化学研究分野（中川研究室）

助教 伊東 駿也（いとう しゅんや）

2018年 4月 1日付で光機能材料化学研究分野の助教に着任しました伊

東駿也と申します。同研究分野にて 2017年 3月に学位取得、昨年度は博

士研究員として研究を進めてきました。光ナノインプリントリソグラフ

ィを中心とした微細加工技術における界面分子の振る舞いを明らかに

し、一桁 nmサイズの超微細加工を実証したいと考えております。研究、

教育に関して精進して取り組みます。ご指導ご鞭撻の程、よろしくお願

い申し上げます。
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所属 機能材料微細制御研究分野（鈴木研究室）

助教 志村 玲子（しむら れいこ）

2017年 10月 1日付けで機能材料微細制御研究分野に着任しました。

専門分野は結晶材料科学で、結晶成長技術開発、Ｘ線構造解析、多結晶

体微細組織解析を得意としています。結晶構造や微細組織の解析に基づ

いた新規機能性材料開発を目指しています。本分野では主として振動発

電用磁歪材料である FeGa 合金の高機能化研究に携わっています。どう

ぞよろしくお願いします。 
所属 原子空間制御プロセス研究分野（小俣研究室）

助教 鈴木 一誓（すずき いっせい）

2018年 3月より小俣研究室に着任しました鈴木と申します。東京練馬

出身ですが、大学入学と共に大阪に移り、2016年 3月に学位を取得しま

した。その後の 2年間は、前任地のドイツ・ダルムシュタット工科大学

でポスドクとして過ごしました。大学院時代より新しい酸化物半導体の

探索を行っています。気持ち新たに精一杯頑張ります。ご指導ご鞭撻の

ほど、宜しくお願い致します。

所属 エネルギーデバイス化学研究分野（本間研究室）

助教 中安 祐太（なかやす ゆうた）

2018 年 4 月 1 日付けで金属資源プロセス研究センター本間研究室

助教に着任いたしました中安祐太と申します。これまでは亜・超臨界流

体を利用した太陽電池材料や電極材料の合成研究に携わり、NZ・ヴィク

トリア大学ウェリントン校への一年間の留学を挟み、3 月に東北大学で

学位(環境科学)を取得しました。環境調和性を意識したエネルギーデバ

イス材料合成を行っていきたいと考えております。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。 
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所属 生命機能制御物質化学研究分野（和田研究室）

助教 西嶋 政樹（にしじま まさき）

2018年 3月 1日付で着任しました西嶋政樹です。前職は大阪大学産学

共創本部にて、産学コーディネータとして、企業からの技術相談・シー

ズマッチング・研究成果アウトリーチを主務としながら、研究に携わっ

てきました。今後は産学連携業務経験を活かし、基礎研究を念頭に置き

ながらも、産業応用を指向した研究テーマを展開したいと考えています。

これまでの研究内容は、有機光化学、キラル超分子、生体関連化学を基

盤とした環境負荷低減型新奇キラル合成法の開発です。東北大学では、

これまでの研究の深化に加え、新しいコンセプトに基づく、より有益な

キラル光反応系への提案だけでなく、異分野研究者との積極的な学内

学外連携による融合研究を進めていきたいと考えています。和歌山県で

生まれ、これまでの人生のほとんどを関西で過ごしてきました。東北地

方の文化を新鮮に感じるとともに、研究者仲間・研究環境・学生たちか

らの“多元”的な刺激を受け、わくわくどきどき感を大切にしながら、

研究・教育に邁進する所存です。ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い

申し上げます。

所属 電子回折・分光計測研究分野（寺内研究室）

助教 森川 大輔（もりかわ だいすけ）

2018年 4月 1日付で寺内研究室の助教に着任いたしました．私は 2012

年 3月に同研究室にて学位を取得し，その後，理化学研究所にて 5年間，

ドイツのフンボルト大学ベルリンにて 1 年間のポスドクを経て，6 年ぶ

りに仙台へと戻って参りました．これまで一貫して透過型電子顕微鏡

（TEM）を用いた研究を行っておりますが，今後この多元研で，様々な

分野の方々との共同研究ができることを楽しみにしております．どうぞ

よろしくお願いいたします．

所属 構造材料物性研究分野（木村研究室）

助教 山本 孟（やまもと はじめ）

2018年 4月 1日付けで木村研究室助教に着任しました、山本孟と申し

ます。昨年度まで高圧合成法を用いた新規遷移金属酸化物の合成と磁性

や強誘電性などの物性に関する研究を行い、この 3月に東京工業大学大

学院総合理工学研究科物質科学創造専攻を修了しました。今後は、新規

物質探索と物性評価に加え、量子ビーム実験を駆使した物理現象の発現

機構の詳細な解明にも携わっていきたいと考えております。よろしくお

願い申し上げます。
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所属 ハイブリッド炭素ナノ材料研究分野（京谷研究室）

助教 山本 雅納（やまもと まさのり）

2018年 4月 1日付でハイブリッド炭素ナノ材料研究分野の助教に着任

しました山本雅納と申します。これまで取り組んできた合成化学の知見

をいかし、仙台ではナノ構造炭素材料による機能化と分子レベルでの構

造活性相関解明を行いたいと考えています。よろしくおねがいいたしま

す。

所属 無機材料創製プロセス研究分野（垣花研究室）

助教 温 大尉（ ）

After obtaining my doctoral degree (chemical engineering) in the group of 

Kakihana in 2018.03, I started to work as an assistant professor in the group of 

Kakihana. I worked on developing novel phosphors for solid state lighting 

application in my master and doctor’s period. I will continue the same research 

theme. Let’s have a good time.

所属 有機・バイオナノ材料研究分野（笠井研究室）

助教

I started my academic study in Japan from 2010, as a master student. After 

obtaining doctoral degree of materials science, I worked as a postdoctoral 

researcher of a JST R&D program for 3 years. From April 2018, I become 

assistant professor in Kasai Lab-IMRAM and carry out research for anticancer 

drugs-related applications. I am excited to be a member of IMRAM and 

Tohoku University. I’m looking forward to meeting and cooperating with 

everyone in the university. 

写真：春のさくらホール 
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３．寄稿

名古屋に来てはや１４年

名古屋大学 未来材料・システム研究所 教授 齋藤晃

名古屋に来てもう 年になろうとしております。多元研には、その前身のひとつである

科学計測研究所の頃から学生時代をふくめて約 年間おりましたので、今年で名古屋に着

任してからのほうが長くなっております。名古屋大学では、多元研で学んだ電子顕微鏡技

術をベースに、新しい材料解析の手法開発や装置開発を進めております。最近では、らせ

ん状の波面をもつ新しい電子線の研究も行っております。

私の所属する未来材料・システム研究所は多元研同様の附置研ですが、多元研と比べて

各研究科とのつながりが強いと感じております。私の研究室は、大学院では工学研究科応

用物理学専攻、学部では工学部物理工学科の協力講座として、学生の教育、研究指導を行

っております。物理工学科の学生は、量子力学、回折結晶学、光学およびそれらに必要な

数学を学ぶので、電子顕微鏡をもちいた材料に関する研究テーマは卒研・修論の課題によ

くマッチしていると思います。

名古屋大学の学生は東海地区出身の比率が高く、就職先も地元の企業を選ぶ傾向がある

ので、東海地区から一歩も外に出ずに一生を終える方も多いようです。なかには親子２代

同じ会社で働いている方もおります。確かに名古屋の周辺には世界 の自動車企業もあ

りますし、ものづくり関連の優良企業も多いですし、文化施設、商業施設も整っているの

で、そう考えるのも無理ないかもしれませんが、是非他所の世界も見て欲しいと、おせっ

かいながら思う次第です。という訳で、残念ながら応用物理の学生にはアカデミックキャ

リアを考える方はそれほど多くありません。名古屋大学には電子顕微鏡研究のよい伝統が

あり、現在でも電顕研究者が多く、設備も充実しているのですが、その研究環境が後進の

育成に生かされておらず、忸怩たる思いでおります。

３年前（ 年） 月に教授となり、現在研究室の立ち上げがひとまず落ち着いたとこ

ろですが、学生時代に過ごした研究室が目指すモデルになっております。当時の研究室に

は厳父と慈母がおり（誰とは申しません）、最新鋭の装置が自由に使え、また第一線の研

究者との交流がある等、大変理想的な環境でした。現在の私の研究室はまだまだその理想

からはほど遠いですが、少しでもその理想に近づき、後進の育成を行いつつ、良い成果を

挙げられればと考えております。

話は変わって名古屋の街についての私の雑感です。１）道路が広い：名古屋の街の特徴

のひとつは広い道路です。道幅 の道路が中心部に３本はあります。道路が広いぶん建

物がゆったり建っていて、私には少々落ち着かない感じです。この広い道路はしばしば一

方通行で、対面通行できそうだと思って車で侵入すると大変なことになります（私はなり

ました）。２）高級車が多い：ポルシェ、マセラティ、ベントレー、キャデラック、フェ

ラーリ、ロールスロイス等の高級車が街中を走っているのはそれほど珍しくありません。
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ランボルギーニの販売店もあり、様々なカラーリングの実物を見ることができます。スー

パーカー世代の私にとって、ランボルギーニを生で見ると思わず胸が高鳴ります。３）地

下鉄：名古屋の地下鉄は駅の間隔が短く、仙台の地下鉄に似ています。「名古屋大学」駅

があって大変便利です。４）緑が少ない：残念ながら街中に緑はほとんど見られず、緑が

残っているのは名古屋大学がある東山の辺りだけです。緑豊かな仙台をうらやましく思い

ます。

名古屋大学に赴任後は、しばらく大学と自宅との往復のみで、たまに妻と名古屋の街中

で食事や買い物をする程度でしたが、こどもが生まれ、お出掛けスポットが少しずつ増え

てきました。名古屋にお越しの際には、少しは案内できると思いますので、お声掛けいた

だければと思います。

 

東北大・多元研での 年

中谷 昌史

 
向暑のみぎり，多元研のみなさまはいかがお過ごしでしょうか． 

私は 3 月末日まで多元物質科学研究所・助教として働いておりました中谷と申します．企
業への転職のため，退職いたしました．2008 年 4 月より 10 年の間，先生方はじめ，技術
職員，事務職員，学生の方々には大変お世話になりました．ありがとうございました．こ

の紙面をお借りしまして，改めて御礼申し上げます． 
早いもので，退職してから 2 か月が過ぎました．そろそろ顔を忘れられているのではな
いかとも思いますが，今回の退職にあたり，仙台での生活を振り返った内容の寄稿文を，「多

友会だより」へ掲載いただく機会をいただきました． 
多元研で過ごした 10年の間，まず何を思い出すかといわれると，やはり 2011年 3月 11

日に発生した東日本大震災となります．当日は，会議のため学外におり，発生直後は電話

が通じ，幸いにも家族，研究室のメンバー，同僚らは無事であることが確認されました．

しかしながら，すぐ後には連絡が取れない状況となり，帰るに帰れず，とても不安な日と

なりました．翌日，大変な状況を目の当たりにしながらもなんとか帰宅でき，改めて家族

などの無事を確認し，やっと安心できたのを今でも覚えております．この二日間に感じた

不安は，7年経った今でも一生のうちで最も大きく感じたもので，これ以上強い印象の出来
事は今後ないものと祈っております． 
続いて思うところは，色々な人との出会いがあったことです．ご存知の通り，多元研に

は，様々な分野の研究者が数多く所属されています．このような横を見ればすぐに興味深

い話を得られる大変うれしい環境の中，同職域の助教，ポスドクの方々とは大変仲良くさ

せていただき，彼らとの交流は，私にとって刺激のあるものでした．定期的に互いの研究

を報告しあってディスカッションする場や，勉強会をする場を設けるなど，私にとっては
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多くのことを学ぶ機会となり，身になることばかりでした．そのような仲間も 10年経過し，
他機関へ異動された人も多くおりますが，いまでも友人として頻繁に連絡をいただけてい

るのは大変うれしいことであり，生涯の宝物です． 
加えて，10 年にわたり，所属研究室内外の多くの学生さんとも交流させていただく機会

が得られ，今でもお便りをもらい，大変うれしく思っており，大学教員であったからこそ，

得られた経験で，大変うれしく思っております． 
最後に，多元研の皆様に支えられ，10 年の間，楽しく研究生活を送ることができました
こと，改めて御礼申し上げます．ありがとうございました． 
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． 

 
 

海が見える街で –多元研での生活を振り返って–

宇井 美穂子

青葉山のかつての一人暮らしのアパートから見た窓の外には、山育ちの私にとって、馴

染みのない新鮮な景色が広がっていた。市街地を挟んだその先に伸びる紺碧の海に縁取ら

れた水平線を、新生活への大きな期待とともに眺めていたことを懐かしく思い出す。大学

生として仙台に生活の場を移した 18年前、歴史ある東北大学で薬学を学べることに大きな
喜びを感じていた。当初の希望通りの道ではなかったものの、ヒトの体の仕組みを理解し

新しい医薬品づくりに貢献することへ新たな希望を見出していた。 
博士課程の 3 年間は東大の津本研究室で蛋白質工学、相互作用解析学を学び、その後、

2009 年 10 月、縁あって教員として再び仙台の地を踏んだ。大学生、大学院生として 6 年
間を過ごした思い出深い仙台に戻って来られたことに感慨もひとしおであった一方、一層

身の引き締まる思いがした。研究では、有機化学と超分子科学を主軸とする金原研究室に

て、新たに蛋白質工学を基盤とした新規分子の構築に着手した。蛋白質の巧妙な成り立ち

の本質的な理解は難しく分子設計は一筋縄にはいかないことも多かったが、それでも、自

らがデザインした人工分子が思い通りの機能を示してくれる瞬間を体感できたことは研究

者として大きな収穫であった。また、世界の最先端を行く多くの著名な先生方の近くで研

究することができ、折に触れてお話を聞く機会、ご指導いただく機会を頂戴できたことは

大変有難く恵まれた環境であった。大学入学当初に描いていたおぼろげな青写真を少しず

つ具現化しながら、多くの先生方に魅せられた多元研での充実した研究生活であった。 
多元研で過ごしたおよそ 8 年半の間、人生の中でも大きなライフイベントを迎えた。結
婚すること、子供を持つことに思い悩む多くの女性の中の一人でもあったが、有り難いこ

とに多くの方々が支えて下さったお陰で、子供を持ちつつも今日まで断念せずに研究を続

けることができている。研究時間確保のための人材サポート、保育に関わる経済的サポー

ト、周囲の方々や家族の理解・協力、幸いにして多くのご支援をいただくことができた。

- 10 -



 
 
 

 

 
 

性別に由来する生物学的役割は変えることはできずとも、社会の仕組みや体制を整備する

ことで性別に捉われない多様な社会的役割を担うことが可能となる。少子高齢化を突き進

む日本にとって、貴重な人材であるすべての人にあらゆる選択肢が開かれていることが望

ましい。 
本年度、4月から青葉山の新しい職場に再就職した。これまで培った経験や知識を基礎に

して、新しい分野で相乗的な飛躍を可能にしたいと秘かな野望を抱いている。通勤路から

は、大学生の時に見ていた海とはまた違った色の海が見える今日である。 
 

 
カナダ渡航記

京谷研究室 准教授 西原洋知

 
2017年度、ほぼ丸一年間、カナダの University of Calgary, Department of Chemistry

の George Shimizu教授の研究室に客員教授として滞在いたしました。原資は H28から新
設された科研費の「国際共同研究加速基金」です。H27 の 6 月頃、多元研の研協殿から
everyone メールで本制度新設のお知らせを頂戴し、「これだ！」と思わず飛びつきました。
実際に利用してみますと、全くもって素晴らしい制度でして、若手研究者の方には是非と

もお勧めしたいです。もっとも、所属研究室の教授の理解は必要不可欠。当方の場合は幸

いにも、京谷先生が快く承諾して下さいました。先生には言葉に出来ない程の感謝の念を

抱いております。また実際には更に多くの方々のご支援に支えられていたのですが、紙面

の都合上詳細は割愛させて頂き、カルガリーでの生活について紹介したいと思います。 
【生活面】 
・キャッシュレスが非常に発展しており、どんな小さな個人商店でも支払いはデビットカ

ード orクレジットカードが一般的です。現金を使ったのは一年間で数回程度(!)でした。支
払いが素早いし、財布は軽いし、銀行に行く必要も殆どありません。日本もそうなればい

いのに。 
・人種多様性が凄いです。白人はマイノリティー？と思う程でした。アジア人の割合が 3
割とか。しかし中国人・韓国人ばかりで日本人は少なかったです。ビックリする程英語が

下手な人が結構たくさん暮らしています。ちょっと自信がつきました。 
・人々がいい感じで「適当」です。店員はミスを意に介さず、客もイチイチ文句を言いま

せん。気楽に過ごすことができました。 
・夏は素晴らしい（皆さんご存知カナディアンロッキー満喫）のですが、冬は寒いです。

－30℃の朝にはダイヤモンドダストが発生（非常に美しいですが）。30分以上外にいると凍
死しそうです。 
【大学】 
・Shimizu研は有機金属構造体（MOF）の研究室で、「MOFのような炭素材料の開発」を

- 11 -



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

志向していた西原は、Shimizu 研が開発した MOF に関連した研究を行っておりました。
Shimizu 先生は非常にフレンドリーかつ親切であり、何度も自宅に招いて頂きました（写
真 1）。 
・研究室はのんびりした雰囲気で、学生の活動時間はだいたい 9～17時。ポスドクは 19時
くらいまで。研究室には教授とポスドク、学生しかいないのですが、ポスドクと学生が非

常に優秀でした。修士の学生も論文を書きますし、博士は総説を書きます。学生達が「自

分は chemist」という自負と自信を持っていて、主体的に研究に取り組む姿には非常に感銘
を受けました。これをどう日本版に焼き直すかは今後の課題です。 
・研究室の課外活動も満喫しました。忘れられないのが 6月の「ラボハイク」。学生に「ハ
イキングに行きま~す」と誘われ軽い気持ちで行ってみると、急勾配を片道 3時間のイバラ
の道。最後は命がけで崖をよじ登り（写真 2）、登頂達成・・・ってコレ、登山でしょ！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真 1. Shimizu先生(一番右)宅でのパーティ
ー. 

写真 2. 断崖絶壁に立つ若干逃げ腰の西原. 
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４．最近の主な成果

平成 年度 研究成果

■ 稲葉 研究室

細胞内の不良品たんぱく質の分解メカニズムを解明－アルツハイマー病など神経性疾患の

成因解明が可能に－（ ）

■ 陣内 研究室

世界で初めてゴムとスチールコードの接着劣化を 次元で解析する技術を開発－タイヤの

耐久性向上などに活用－（ ）

■ 上田 研究室

分子の中の電子の流れを捉えた！－国際チームが超高強度 線を照射された分子の超高速

応答を解明－（ ）

■ 北上 研究室

新たな物理現象、逆磁気キャパシタンス（ ）効果を発見－磁石の向きにより電気のた

まり方を自在にコントロール－（ ）

■ 村松・蟹江 研究室

“自己集積”で量子ドットの発光を自在に制御－太陽電池と の効率向上と高輝度化に

期待－（ ）

■ 京谷 研究室

カーボンの中に金属が規則配列した触媒－ 削減や燃料電池の白金代替に期待－

（ ）

■ 佐藤 卓 研究室

反強磁性体におけるマグノン偏光の非相反性－マグノン旋光性とスピントロニクス素子へ

の応用－（ ）

■ 高田 研究室

レーザー生成プラズマ光源の光強度増大現象を発見－生体細胞を観察する超解像顕微鏡の

実現や次世代半導体露光機の低コスト化へ－（ ）

■ 米田 研究室

ナノ磁性体の磁気異方性エネルギーの局所計測に成功－高密度磁気記録における磁気保持

性能の向上に道－（ ）

■ 鈴木 研究室

ガラス材料における全固体型潜熱蓄熱材量の創製に成功－生産性・耐久性に優れた熱マネ

ージメントの要素技術開発に向けて－（ ）

■ 本間 研究室

燃えにくい新規電解質を用いた高安全なリチウムイオン二次電池の試作に成功－容量

のラミネート型電池で基本性能を確認し、釘差し試験において不燃を実証－（ ）

平成 年度 表彰・受賞

■ 陣内 浩司 教授

・高分子学会賞

■ 秩父 重英 教授

・応用物理学会フェロー表彰 第 回（ 年度）

■ 川西 咲子 助教

・日本金属学会 奨励賞

■ 小嶋 隆幸 助教

・日本金属学会 奨励賞

■ 小嶋 隆幸 助教

・日本金属学会 若手講演論文賞
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■ 蔡 安邦 教授

・日本金属学会 村上記念賞

■ 和田 健彦 教授

・第 回高分子討論会 高分子学会広報委員会パブリシティ賞

■ 小俣 孝久 教授

・

■ 京谷 隆 教授

・

■ 西本 一恵 助教

・第 回（ 年）日本物理学会若手奨励賞

■ 進藤 大輔 教授

・韓国顕微鏡学会フェローシップ賞

■ 京谷 隆 教授

・

■ 安達 正芳 助教

・平成 年度トーキン科学技術振興財団トーキン財団奨励賞

■ 鈴木 茂 教授

・日本金属学会 谷川・ハリス賞

５．訃報のお知らせ
謹んでお悔やみ申し上げます。

平成２９年７月９日 名誉教授 松田 實 様（旧反応化学研究所）

平成３０年２月２５日 名誉教授 藤崎春雄 様（旧科学計測研究所）

写真：中庭からの夜景 
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◎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.t ohoku.ac.jp/tayukai/ 

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：中村 崇司 助教（幹事）

石原 真吾 助教（幹事）

小野寺恒信 助教（幹事）

発行日：2018年 6月 22日 

4本の曲線は、4つの研究部門・センターとそれぞれ、物理、化学、生物、
材料を表しています。
DNAの染色体にも似たその触手は、力強く天へと伸び、緑の球体で表
す地球とこれからの社会を、多元物質科学研究所が支えている様を表
しています。
全体として、IMRAMの頭文字、「i」を象徴としています。
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