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平成 29 年 3 月 2 日

国立研究開発法人 産業技術総合研究所
平成 28 年度 研究評価委員会（材料・化学領域）
議事次第
日 時：平成 29 年 3 月 2 日（木）10:00-17:25
場 所：国立研究開発法人 産業技術総合研究所 中部センター 産学官連携研究棟 連携会議場
開会挨拶
委員等紹介・資料確認

評価部長 加藤 一実
評価部研究評価室 大橋 文彦

領域による説明（質疑含む）
１．領域の概要と研究開発マネジメント
（説明 30 分、質疑・評価記入 35 分）

10:00-10:05
10:05-10:10

（議事進行：平尾 一之 評価委員長）
10:10-11:15
材料・化学領域長 村山 宣光

２．
「橋渡し」のための研究開発
（１）
「橋渡し」につながる基礎研究（目的基礎研究）
（説明 30 分、質疑・評価記入 35 分）

11:15-12:20
材料・化学領域長 村山 宣光

昼食・休憩（45 分）

12:20-13:05

現場見学会（60 分）

13:05-14:05

（２）
「橋渡し」研究前期における研究開発
（説明 30 分、質疑・評価記入 35 分）

14:05-15:10
材料・化学領域長 村山 宣光

（３）
「橋渡し」研究後期における研究開発
（説明 30 分、質疑・評価記入 35 分）

15:10-16:15
材料・化学領域長 村山 宣光

休憩（15 分）

16:15-16:30

総合討論・評価委員討議・講評
総合討論（領域等への質疑を含む）
評価委員討議（領域等役職員 退席）
評価記入（領域等役職員 退席）
委員長講評（領域等役職員 着席）

（議事進行：平尾 一之 評価委員長）
（15 分）
16:30-16:45
（15 分）
16:45-17:00
（15 分）
17:00-17:15
（5 分）
17:15-17:20

閉会挨拶

理事 島田 広道
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17:20-17:25
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評価委員
材料・化学領域
委員長
○

氏名

所属

役職名

平尾 一之

京都大学大学院 工学研究科 材料化学専攻
無機構造化学分野

教授

安藤 元英

株式会社 日産アーク デバイス解析部

技術コーディネー
ター

大江田 憲治

株式会社 住化技術情報センター

取締役

渋江 和久

株式会社 UACJ

取締役兼常務執行
役員

鷹野 景子

国立大学法人 お茶の水女子大学 基幹研究院 自然科学系

教授

長瀬 公一

東レ株式会社 研究・開発企画部

主席部員
所属・役職名は委員会開催時。
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国立研究開発法人 産業技術総合研究所
平成 28 年度 研究評価委員会（材料・化学領域）
評価資料（主な業務実績等）

１．領域の概要と研究開発マネジメント

（１）領域全体の概要・戦略

材料・化学領域では、材料技術と化学技術の融合による、部素材のバリューチェーン強化
の実現を念頭に、機能性化学品の付加価値を高めるための技術開発、および新素材を実用化
するための技術開発を通じて、素材産業や化学産業への技術的貢献を目指す。第 4 期におけ
る研究開発においては、最終製品の競争力の源となる革新的部材・素材を提供することを目
指し、材料の研究と化学の研究との統合によって、グリーンサステイナブルケミストリーの
推進及び化学プロセスイノベーションの推進に取り組む。また、ナノカーボンをはじめとす
るナノ材料の開発とその応用技術、新たなものづくり技術を牽引する無機機能材料、及び省
エネルギー社会構築に貢献する先進構造材料と部材を開発する。これら研究開発課題を領域
に所属する研究者 424 名(内、常勤研究職員 373 名)が以下の５つの研究部門（Research
Institute: RI）
、４つの研究センター（Research Center: RC）において実施する。
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平成 28 年度では、環境、エネルギー、資源問題を材料から解決し、持続社会の構築に寄与
するとともに、ものづくり日本の経済成長を材料から支えることが可能な優れた機能材料で
あるバルク磁性材料とそれらを活用するデバイス技術を集中的・効率的に開発することを目
的として、磁性粉末冶金研究センターを新たに設立した。大学等の基礎研究と、産総研の目
的基礎研究・応用技術開発を融合し、産業界へ技術の「橋渡し」を推進する目的で、大学等
のキャンパス内に設置する産学官連携研究拠点「オープンイノベーションラボラトリ」、通称
「OIL（オー・アイ・エル）
」の整備として、材料・化学領域では、実環境動的計測技術の高
度化で新材料・革新デバイスの実現を目指す産総研・東大

先端オペランド計測技術オープ

ンイノベーションラボラトリ（OPERANDO-OIL）と、計算科学による部素材の機能向上等の産
業利用に関わる橋渡し研究として、数理活用材料解析での世界に先駆けた 卓越研究シーズの
提供を目指した、産総研・東北大

数理先端材料モデリングオープンイノベーションラボラ

トリ（MathAM-OIL）をそれぞれ設置した。
領域の運営にあたっては、領域長、研究戦略部長、研究企画室長、
（以下「領域三役」）
、研
究ユニット長の間で常に情報共有を図り、十分な議論を踏まえて領域の運営を行う。特に、
予算執行、職員採用、人事異動については、領域全体の最適化を基本として合理的かつ機動
的に行う。
時 間 軸 を 意 識 し た 研 究 開 発 の PDCA マ ネ ジ メ ン ト を 徹 底 化 す る た め 、 Technology
Readiness Level (TRL)を用いる。TRL とは、技術開発研究過程において、重要な要素技術の
成熟度を推定するため用いられる方法である。通常、TRL=9 を最も成熟した技術とし、1 か
ら 9 までの値でスケールすることによって、異なるタイプの研究・技術でもそれらの成熟度
を均一にチェックすることが可能になる。各研究課題が第 4 期開始時に TRL 上でどのフェー
ズにあり、第 4 期終了時にどのフェーズまで進めるのかを定め、常にこの目標と進捗状況と
を比較することで、重点化する研究課題の選択や研究計画の見直しを機動的に行う。具体的
には、各研究ユニットで数名の外部有識者をアドバイザーとして招へいし、11 月頃に各研究
ユニットでアドバイザーとの意見交換を実施する。その結果を踏まえて、12 月に領域戦略部
による各研究ユニットのヒアリングを実施する。以上の進捗確認を行って TRL のリバイスを
実施する。
研究開発の進め方に関しても、目的基礎研究と「橋渡し」研究の両立のために、
「民間資金
を獲得すると目的基礎研究が加速され、それが新たな民間資金の獲得につながる」新しいモ
デルの構築を目指す。研究者個人だけではこのモデルの実現は困難であり、研究グループ／
チームの総合力によって、企業との調整時間の増大や論文化へのタイムラグ等の課題の解決
を図る。同時に、民間資金獲得の成功事例から抽出される方法論の職員全員での共有、（株）
産業革新機構とユニットとの意見交流会による知財マネジメント強化といった、領域主導の
アクションにより、職員一人一人の意識改革を行う。
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さらに本領域の目指す新しい研究推進のモデル構築への意識改革を明確にし、その浸透を
図るために、昨年度、「夢の素材で人を巻き込み、グローバルな価値を創る」との領域ビジ
ョンを策定した。本ビジョンは、グローバルな価値創造に向けた研究課題を明確化し、領域
の強みとコア技術、そして強化すべき課題を整理するものであると同時に、新事業のヒント
提供等、材料・化学分野の企業経営者との対話ツールとしても、領域の活動の象徴となるも
のである。平成 28 年度は、領域ビジョンを全職員で共有し、主要な項目についてのアクショ
ンを開始した。具体的には、領域研究戦略を、平成 28 年 6 月 28 日に公表した産業技術総合
研究所の 2030 年に向けた研究戦略へ反映（環境調和を牽引する新素材・新化学プロセス技術、
コンピュテーショナルデザインによる新機能性材料開拓、環境変化にアクティブに応答する
高付加価値材料、食糧や水の安定供給を実現する新素材やシステムに資する研究での４項目）
した。さらに、それらの具体的な研究展開検討のための若手・中堅でのワーキングの立上げ
と議論を実施した。また、人材育成の一環として、ユニット長のロールモデルの作成と職員
との共有と議論を進めた。
領域の研究ユニットが所在する東北センター、中部センター、関西センター、中国センタ
ーとつくばセンター間での連携した研究開発を実施し、地方創生に貢献する。そのため、関
連する地域センターの研究拠点としての魅力向上に向け、平成 28 年度では、つくばセンター
から地域センターへの研究人材の異動を伴う研究の支援と、地域センターにおける大型の先
端装置導入支援を実施した。

（２）技術的ポテンシャルを活かした指導助言等の実施

領域が掲げたビジョンに則り、
「夢の素材」による「産業界、経済界、行政の方々と連携」
した、
「グローバルな価値の創造」に向け、受託研究だけでなく、領域各研究ユニットの持つ
ポテンシャルを活かした技術コンサルティングの獲得に向けた活動を行った。具体的には、
産業技術連携推進会議での活動、企業との交流会実施などが挙げられる。技術相談において、
領域、研究ユニット、関係地域センターによって回答した案件が 1,394 件であった。今年度、
12 月末時点で共同研究・受託研究契約数は、大企業 178 件、中堅・中小企業 83 件（契約総
数に対する中堅・中小企業の比率は 31.8％）となり、橋渡し研究が展開されている。また、
技術コンサルティングとして、平成 27 年度は 2 社であったが、平成 28 年度は計 10 社から依
頼があり、コンサルティング契約が成立（コンサルティング収入は今年度 14,704 千円：27
年度 3,500 千円）し、目に見える成果を上げた。
また、領域が持つ技術シーズの紹介、産業応用に向けた提言、
「橋渡し」研究強化のプラッ
トフォームとして、接着・接合技術コンソーシアムが新規に設立されるなど、本領域戦略部
及び所属ユニットが主体で、計 12 の産総研コンソーシアム（全産総研コンソーシアムの約 3
割）が活動している。
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さらに、エネルギー・環境領域との連携により、産総研がハブとなって、燃料電池の飛躍
的な電極反応向上や高電流密度を達成する革新材料・セルスタック技術を創製するため、企
業連携での固体酸化物エネルギー変換先端技術の開発を推進する「固体酸化物エネルギー変
換先端技術コンソーシアム（ASEC）
」を 13 機関と立上げる等、領域間の枠組みを超えた取り
組みでも目に見える成果を上げた。
また、高熱伝導窒化ケイ素材料の高出力パワーモジュール用メタライズ放熱基板への実用
化に重要な信頼性評価に関する国際標準化の動きとして、
「高熱伝導窒化ケイ素メタライズ放
熱基板」に関して、薄板の破壊靭性測定法に関する国際標準化活動も進めている。

（３）マーケティング力の強化

領域のマーケティング力強化策へのアクションとして、平成 28 年度は、全研究ユニットで
の企業相談等の状況報告を毎月集約し、研究戦略部として解析を行い、適宜研究ユニット幹
部と情報共有を進めた。それにより、領域ビジョン「夢の素材で人を巻き込み、グローバル
な価値を創る」により、職員一人一人の意識改革を徹底すると同時に、研究戦略部の企業と
の連携窓口としての連携主幹を 3 名増員し、企業とのコミュニケーションを円滑に実施し、
マーケティング力強化も推進した。また、産総研で年に一度開催されるテクノブリッジフェ
アにおいては、理事長・領域長と領域アテンド招待企業との面談により、13 社と意見交換を
行った。
技術を展開する新たな企業等の開拓を目的とし研究戦略の中身を構築するための内部議論
として、平成 27 年度に設置した「スポーツ工学プロジェクト」に加え、新たに「食糧・水
WG」、「アクティブマテリアル WG」設置し、さらに平成 29 年 1 月に「環境調和材料 WG」を立
ち上げ、ニーズ調査、トレンド分析から素材調査研究までをカバーするとともに、新規の技
術領域の創成による研究マーケティング拡大を図った。
また、材料・化学領域の企業連携担当と研究者間の情報共有のために地域センターでの意
見交換会を行うことで、更なる技術シーズ発掘を図っている。
これら、領域独自の組織的マーケティング力強化の取り組みにより、民間資金獲得目標額
を着実に増加（12 月末で昨年度の民間資金獲得額を達成）することができている。さらに、
マーケティング情報収集の機動性向上により、これまで領域として未開拓で、今後大きな受
託研究が期待される業界とのマッチングを進めるといった着実な成果も上がっている。さら
に、例えば食料や水に関する材料といった新たな分野での素材技術活用も検討し、展示会で
の調査やヒアリングを進め、技術マーケティングの解析により、新たに材料･化学領域で開拓
すべき研究テーマの検討につながっている。
以上、マーケティング力の強化が、民間資金獲得額の増加に結びつくとともに、未開拓で
あった研究市場の発見、開拓に向けた研究体制構築の始動につながった。
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（４）大学や他の研究機関との連携強化

平成 26 年度より導入されたクロスアポイントメント制度を積極的に活用し、組織を越えた
連携により領域の研究開発力強化を進めている。特に、平成 28 年度は、新たなフロー精密化
学に関するコンソーシアム設立や、オープンイノベーションのための大学キャンパス内への
オープンイノベーションラボラトリ（OIL）設立に伴い、東京大学及び東北大学との４名のク
ロスアポイントメントを成立させ、昨年度の北海道大学、名古屋大学、神戸大学、東京工業
大学、筑波大学等と合わせ、計 15 件のクロスアポイントメントを成立させることで、人的交
流と連携強化に向けたプラットフォーム構築を引き続き推進した。
また、大学との研究マッチング検討のための研究交流会として、領域主導にて東京理科大
学との連携交流会の実施や、北海道大学、理化学研究所、物質・材料研究機構等と触媒材料
の新たな設計手法を議論するためのキャタリストインフォマティックスに関する連携シンポ
ジウムなども実施した。
海外の研究機関との連携については、フラウンホーファー生産技術・応用マテリアル研究
所 IFAM での接着技術に関するワークショップ実施、フラウンホーファーセラミック技術シス
テム研究所 IKTS への訪問、スイスの材料科学研究所（Empa）との MOU 締結を行い、順調な成
果を上げた。

（５）研究人材の拡充、流動化、育成

産総研では、優れた研究開発能力を持った大学院生等をリサーチアシスタント(RA)として
雇用し、社会ニーズの高い研究開発プロジェクトに参画させる、産総研 RA 制度を実施してい
る。本領域では、領域が一元的に RA の雇用予算を管理し、従来の採用だけでなく、クロスア
ポイントメント制度と RA 雇用を組み合わせた採用を推進している。熊本大学とは、この方式
により、優秀な若手人材の確保と同時に、効率的な「橋渡し」研究人材の育成と拡充を図っ
ている。さらに、平成 28 年度では、大学キャンパス内への産総研設置による OIL 開設にとも
なって、東京大学等からの産総研 RA の採用を積極的に推進した。その結果、本年度は目標数
を超える RA28 名（実績値）の採用を進めた。また、イノベーションスクール制度による 5 名
の育成を担当した。
材料・化学領域の職員の人材育成としては、産総研フェローシップ制度による若手研究職
員の海外在外研究（今年度新規３名）を実施した。また、領域戦略部が企画したワーキング
グループにおいて、若手・中堅職員の育成も領域として計画的に進めている。さらに、領域
ビジョンの共有をしっかりと進め、領域に所属する全研究職員に、領域が解決すべき課題の
共有や連携研究のマインドを形成させるために、領域ワークショップを開催し、各研究ユニ
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ットにおける研究開発の進捗状況を相互理解し、研究ユニット間の交流を深めることで、個々
の研究職員の研究開発へのアクティビティをより高める活動を行った。
次に人材の流動化については、上記記載の通り、イノベーションスクール制度等、流動化
を前提とした採用・育成を継続的に行っており、また、「橋渡し」機能•マーケティング機能
強化に資する企業からの人材受け入れも 29 名に及んでいる。これとは別に、領域が担当する
５件の技術研究組合から計 30 名をパートナー研究員または産学官来訪者として企業から受
け入れた。また、省庁や NEDO などへの外部出向 6 件、企業や大学への異動 5 件、地方自治体
関係機関 1 件と、活発な人材流動実績を挙げた。
また、新規採用として、文部省が進めている卓越研究員制度により 2 名の採用を進め、有
能な人材の雇用に努めるとともに、企業経験キャリアのある実践力の高い職員の採用も積極
的に行った。
人材育成の目標数 12 名に対して RA 採用及びイノベーションスクール人材での件数として
実績値 33 は目標値を既に超え、その他企業人材の受け入れ、外部出向についても 71 の流動
化の実績をあげている。

２．「橋渡し」のための研究開発

「橋渡し」のために目的基礎研究、
「橋渡し」研究前期、「橋渡し」研究後期を推進する上
で、材料・化学領域では戦略課題として５つの研究開発課題項目を設定した。それぞれの課
題項目における第４期中長期計画は次の通りである。
【 課題項目① 】 グリーンサステイナブルケミストリーの推進
再生可能資源等を用いて、高効率かつ低環境負荷で、各種の基礎及び機能性化学品を製
造し、高度利用するための基盤技術を確立する。また、空気を新たな資源として利用可能
な触媒技術の開発にも取り組む。
【 課題項目② 】 化学プロセスイノベーションの推進
各種の基礎及び機能性化学品等の製造プロセスの高効率化・省エネルギー化を実現する
ための化学プロセス技術を開発する。また、高温・高圧等の特異な反応場を積極的に利活
用し、精密な制御が可能な新しい化学プロセス技術を開発する。
【 課題項目③ 】

ナノカーボンをはじめとするナノ材料の開発とその応用技術の開発

ナノカーボン高効率合成及びナノカーボン複合材料製造技術等、ナノ材料のナノ構造精
密制御技術や複合化技術、及び先端計測技術を開発する。また、材料・デバイス開発促進
のために、高度な計測技術、理論・計算シミュレーションを利用した材料開発を行う。
【 課題項目④ 】 新たなものづくり技術を牽引する無機機能材料の開発
無機系新素材の創製とスケールアップ製造技術及び部材化技術を開発し、資源制約の少

-10-

ない元素だけを使った高耐熱磁石等の、耐環境性及び信頼性に優れた各種の産業部材を提
供する。
【 課題項目⑤ 】 省エネルギー社会構築に貢献する先進構造材料と部材の開発
省エネルギー社会構築を目指し、軽量構造材料などの設計やプロセス技術の開発によっ
て、輸送機器の軽量化に資する構造部材、ならびに広い温度領域を想定し、各温度領域に
適した熱制御部材を開発する。

（１）「橋渡し」につながる基礎研究（目的基礎研究）

研究開発の初期として、基本的には TRL「1.基本現象の発見、原型装置の開発」から「2.
原理・現象の拡張」、「3.技術コンセプトの確認」までの段階を目的基礎研究と位置づけ、
課題項目①－⑤に対応させ主要な研究成果を記載する。
まず、課題項目①では、単層カーボンナノチューブ分散剤として、従来のスチルベン系と
は異なり、アゾベンゼンのシス-トランス光異性化を利用した分散剤を開発することで、光に
よる可逆的な分散制御が可能となった。また、昨年度までの徐放性に関わる分子会合制御技
術を活かし、今年度は水に濡れると内包物を放出する球状ナノカプセルの大量合成に成功し
た。さらに、これまで合成が困難もしくは多段階合成を必要とした構造制御シロキサン化合
物において、イリジウム触媒とホウ素触媒の利用によりシロキサン結合を 3 つの触媒反応を
ワンポットで形成する技術を開発した。課題項目①に対応付けられる研究成果で IF10 以上
の論文の発表数は今年度 12 月末時点で 1 報となる。
次に、課題項目②では、新規高機能界面活性剤として、昨年度の環状ペプチド界面活性剤
（サーファクチン）の開発で得られた知見を活かし、今年度は洗剤酵素を阻害しない新規環
状界面活性剤の合成に成功した。さらに、界面評価手法「減衰振動法」を活用し、天然由来
のカゼインペプチドの界面活性を向上させた。また、酵素反応場の高度化を目指し、2 種類
の酵素をメソポーラスシリカに固定化することで、高効率・持続的な酵素反応を可能にする
物質変換システムを構築し、酵素の繰り返し使用への耐久性が 5 回（昨年度は 2 回目で急激
に低下）へと向上した。さらに「高圧 CO2 噴霧技術の開発」における成果を活用し、高圧 CO2
を利用した大処理量(t/h)を実現できるマイクロ混合器を開発し、黒液(ろ過液)からのバニリ
ン抽出に適用することで、疎水性有価物を含む水溶液から有価物を抽出する高速液液分離技
術を実証した。
課題項目③では、蛍光マーカーの高度化を目指し、カーボンナノチューブ（CNT）構造分離
技術の中で 3 種類の界面活性剤を用いたゲルカラム法で分離した近赤外発光可能な単一構造
CNT を蛍光マーカーに用いることで、血管造影感度が従来と比較して 100 倍向上した。また、
電子顕微鏡等による原子レベルでの評価技術としての適用範囲拡充を目指し、昨年度の構造
イメージングの成功に加え、今年度は電子銃単色化(エネルギー分解能 20 倍以上向上)により、
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CNT1 本毎の電子状態や、欠陥構造における原子構造と電子状態を原子レベルで解明した。さ
らに、材料機能を原子レベルで理解する上で材料を構成する原子配列を簡潔に表現する手法
として、アモルファス材料などの不規則構造を有する物質の表記のために、多面体タイリン
グを用いて不規則原子配列を簡単に表記できる数理的手法を開発した。課題項目③に対応付
けられる研究成果で Nano Lett., ACS Nano, J. Am. Chem. Soc. などの IF10 以上の論文の
発表数は今年度 12 月末時点で 11 報となる。
課題項目④では、チタン酸バリウムナノキューブ集積体における昨年度の特異な高誘電特
性の発見について、今年度は、計算科学的アプローチを用いてこの現象が界面での格子歪に
起因していることを明らかし、基本的原理の確証を得た。また、エントロピクス材料では、
昨年度の磁気熱量金属材料の部材化促進に加え、本年度は金属絶縁体転移を利用したスピン
＋電荷の複合エントロピー増大によってセラミックス系に拡張したエントロピクス材料の開
発に成功した。課題項目④に対応付けられる研究成果で IF10 以上の論文の発表数は今年度
12 月末時点で 2 報となる。
課題項目⑤では、電析バルクナノ結晶合金の熱脆化を抑制する技術として、昨年度第一原
理計算で探索した硫黄を無害化する可能性のある軽元素を添加する技術を開発することで、
バルクナノ結晶の耐熱性を向上させた。また、自己修復機能を有するこれまでにない耐久性
に優れた防曇処理技術として、水溶性ポリマーであるポリビニルピロリドン（PVP）とアミノ
基終端したナノメートルサイズの粘土粒子から構成される超親水性ハイブリッドゲルを用い
たコーティング技術を開発した。さらに、CFRP(炭素繊維強化プラスチック)製造に伴う廃棄
物の低減のための再利用化技術として、リサイクル炭素繊維を用いてサイジング剤フリーで
高曲げ強度を有する CFRP の成形プロセスを開発した。
領域では、各課題項目における目的基礎研究を強化すべく、萌芽的研究プロジェクトにお
いて、昨年度 21 件に対して今年度 28 件の研究提案を採択することでシーズ技術の開発を拡
充した。総発表論文数は 12 月末時点の実績値 325 であり、年度末には目標の 450 報を達成で
きる見通しである。IF 値 5 以上の雑誌への掲載率が約 2 割(64 報)と高く、また、2013 年-2015
年までの論文被引用数は 10,359(実績値)で今年度目標値 10,400 にほぼ到達している。
特に、
被引用数 50 以上の論文が 13 報ある。さらに、材料・化学領域には、今年度、John Jeppson Award
（米国セラミックス協会)、日本セラミックス協会学術賞、文部科学大臣表彰 科学技術賞、
電気科学技術奨励賞、日本セラミックス協会進歩賞、井上研究奨励賞受賞、トライポロジー
学会奨励賞、日本油化学会オレオマテリアル部会オレオマテリアル賞、日本化学会コロイド
および界面化学部会科学奨励賞、マテリアルライフ学会奨励賞などを受賞した多数の研究職
員が所属しており、研究水準の高い人材が多いことは特筆すべきことである。

（２）「橋渡し」研究前期における研究開発
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基本的には TRL「3.技術コンセプトの確認」から、「4.応用的な開発」「5.ラボテスト」
までを、「橋渡し」研究前期と位置付け、研究項目①−⑤に対応させ主要成果を記載する。
課題項目①では、D-アミノ酸の生産技術開発では、昨年度に得られた生産酵素の高次構造
情報をもとに、基質特異性の改変を進め、酵素活性の向上に成功した。また、生産物からは、
L-アミノ酸は検出されず、高純度な D-アミノ酸であることが分かった。また、酵母によるエ
タノール製造に関しては、昨年度に大量培養装置の設計及び予備運転を実施したことで、今
年度、遺伝子組み換え酵母の有効性（２種の糖を同時発酵）をパイロットスケールで確認し、
１トンの乾燥バイオマスから 380 L 以上のエタノール生産に成功した。さらに、エネルギー
キャリアとしてアンモニアから高純度水素を生成できる新規の Ru/MgO 触媒を共沈法により
開発し、1,000 ppm 以下までアンモニアを分解できることを確認し、加えて、10 倍スケール
での触媒調製技術を確立した。
課題項目②では、CREST 事業で進めている高圧水素製造技術において、昨年度得られた水
素製造技術に関する指針を基に、製造・精製を連続化するため、本年度はイリジウム触媒の
利用によりギ酸からの効率のよい高圧ガス発生に成功し、高圧水素精製法を開発した。省エ
ネ化への膜分離技術開発では、昨年度得られた無機物質の膜化に関する設計指針を踏まえ、
企業との共同研究で高シリカチャバザイト長尺管状膜(1 m)製造の歩留まりをほぼ 100％(昨
年度 10%)に向上させた。さらに、有機ハイドライド由来水素精製用の炭素膜において、昨年
度見出した膜製造条件の最適化により、水素選択性の要求スペックを満足しつつ水素透過速
度を向上させることに成功した。また昨年度見出した膜製造技術を膜メーカーへ技術移転し、
モジュール化に成功した。
課題項目③では、昨年度の工業用グラフェンの高品質化（透過率 95 %、平均シート抵抗 130
Ω）に加え、今年度は、良質な粒界接続により高移動度のグラフェンの合成を可能にする反
応容器の H2O 分圧制御法を開発し、連続成膜時に大張力を印加した銅箔基材上で、歪のない
グラフェン粒界の接続に成功した。また、物質吸蔵・変換用ナノ粒子の開発において、プル
シアンブルーをベースに金属置換、組織制御により、ppm オーダーの希薄アンモニアを短時
間で除去でき、多孔質材料では最高の 21.9 mmol/g の容量のアンモニア吸着材を開発した。
さらに、材料機能シミュレーション技術において、劣化現象が重要な対象であるフィラー充
填高分子材料において破壊挙動を粗視化 MD シミュレーションで解析し、破壊時におけるキャ
ビティの生成・合一過程がフィラー・高分子間相互作用に依存することを明らかにした。
課題項目④では、ナノクリスタルの開発において、企業との共同研究によって、チタン酸
バリウムナノキューブの量産技術として、パイロットスケールでの 50 L バッチ合成 2 回で、
約 100 g のキューブ状粉末を得ることに成功した（従来のラボスケールでは 100 mL 容器で数
100 mg）。無機多孔質粒子を用いた抗体医薬精製カラム担体の開発では、昨年度開発した様々
な粒子形状を持つ多孔質シリカ粒子を用いて検討し、本年度、担体形状と表面構造の最適化
によって、企業との共同研究で 50 回程度の使用に耐えうる高リサイクル特性を実現した。
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Sm-Fe-N 系異方性磁石の開発では、
プレス圧力や潤滑材料の検討により、
配向度が 95 %以上(昨
年度 80 %)に向上した。また、磁性微粉末合成では、低温での還元拡散法によってサブミク
ロンサイズの微細粉末の合成に成功し、保磁力 2.5 T 以上(従来のマイクロメーターオーダ
ーの粒子は約 1.5～2 T)を達成した。
課題項目⑤では、輸送機器用の軽量構造部材である難燃性マグネシウム合金に関して、晶
出物密度の極小化と晶出物形状の球状化によって、引張強度 367 MPa, 破断伸び 17 %(平均値)
と機械的強度を向上させ（昨年度強度 352 MPa、伸び 14 %(平均値)）、1 m 級のマグネシウ
ム合金押出材の作製にも成功した。また、企業・大学等と共同でセラミックス３D 造形法の
うち「粉末積層造形法」の開発と技術プラットフォーム構築を進め、今年度、アルミナ多孔
体や反応焼結炭化ケイ素を対象に造形条件の探索を行い、従来の成形技術では作製困難な構
造・形状の各種モデル部材の作製が可能になった。セラミックス基高気孔率ファイバーレス
断熱材料の開発では、耐熱性の向上と低熱伝導・高強度を両立させるプロセス因子を検討し、
1450 ℃耐熱（平成 27 年度は 1400 ℃耐熱）で、高強度・低熱伝導率（15 MPa, 0.3 W/（m･K））
を有する材料が得られた。
国家プロジェクト（PJ）の新規獲得に関しては、NEDO 事業「超先端材料超高速開発基盤技
術プロジェクト」の採択、NEDO エネルギー・環境新技術先導プログラムにおける「ナノクリ
スタルエンジニアリングによる材料・デバイス革新」と「ファインケミカルズ製造のための
フロー精密合成の開発」の 2 件の採択、さらに、農水省 革新的技術開発・緊急展開事業(う
ち地域戦略プロジェクト：実証研究型）では「畜舎内環境管理と悪臭対策技術確立による養
豚生産性向上」の採択が主要な PJ として特筆すべきものである。
この他の成果を含め、12 月末時点で知財出願 118 件（内、単願 65 件）であり、昨年同時
期と比較して上回っている。
所内全領域(7 領域)の出願数(385 件)に対する比率は 3 割である。
国外(PCT)出願は 33 件である。実施契約等件数 200 件(全て実績値)であり、年度末までに実
施契約等件数目標値 230 の達成が見込める。

（３）「橋渡し」研究後期における研究開発

TRL「6.実証・プロトタイプ機（システムレベル）」以降の位置付けを「橋渡し」研究後期
と位置付け、研究項目①−⑤に対応させ主要成果を記載する。
課題項目①では、天然物(砂など）からのテトラアルコキシシラン直接合成において、本年
度は、コルコート株式会社と共同で、無機脱水剤であるモレキュラーシーブを利用すること
で、昨年度報告した有機脱水剤を用いる技術よりも高効率に一段階で直接合成できる技術を
開発した。今後２～３年でパイロットスケールでの検証を行い、テトラアルコキシシラン販
売の事業化を目指している。
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課題項目②では、昨年度得られた改質リグニンと粘土鉱物からなる耐熱性ガスバリア膜材
料に関して、膜前駆体である塗工液の塗布条件検討により長尺膜化に成功し、共同研究先企
業において 30 cm 幅の均一厚の長尺膜の試作が進んでいる。また、産総研で開発した透明不
燃粘土膜「クレースト」をプラスチック表面に塗工することで、軽量、強固、透明性そして
不燃性を有する新規材料ができ、企業と共同でこの材料よる不燃照明カバーを開発した。さ
らにこのクレースト塗工技術を用いた照明カバーが東京の地下鉄駅に設置された。
課題項目③では、カーボンナノチューブ（CNT）に関しては、CNT 合成法として産総研が開
発したスーパーグロース法に関する蓄積技術を基に、企業冠ラボとして「日本ゼオン-産総研
カーボンナノチューブ実用化連携研究ラボ」（2016/7/1-2020/6/30 年１億円）を設置し、第
二工場用の低コスト化技術開発に着手した。さらに、今年度、NEDO プロジェクトにおいて単
層 CNT 融合新材料研究開発機構と共同で世界最高水準の耐熱・高強度の CNT 複合体であるス
ーパーエンジニアリングプラスチックを開発した。また、これらの研究開発過程で蓄積した
複合化技術などの基盤技術を基に、CNT 複合材料の新規用途研究、共通基盤技術研究、部材
製造プロセス技術研究、及び営業戦略検討を進める目的で「日本ゼオン・サンアロー・産総
研

CNT 複合材料研究拠点」がスタートした。
課題項目④では、ハイブリッドアクチュエータ（HBA）の開発では、薄型点字ディスプレイ

開発に向けて企業と共同で HBA 試験用プロトタイプの試作・評価を進めた。また、健康管理
のために開発した呼気ガス検出器に関して、プロトタイプ機を病院に設置し、平成 28 年度は
健康状態モニタリング実証を進めている。今後は検出器とシステムの課題抽出を行い、平成
29 年の実用化を目指し改良研究を行っている。さらに、マイクロチューブ SOFC 高性能化・
耐久性向上に関して、産総研研究成果である DFT 法による電気化学評価アルゴリズムを基に
企業が開発したインピーダンス解析支援ソフトウェアが販売開始となり、橋渡し研究が順調
に進展した。
課題項目⑤では、企業と共同で開発した常圧焼結セラミックス製法によって、高性能な
B4C(炭化ホウ素)製スピーカー振動板が企業により製品化され、車載用スピーカーの構成部品
として販売開始された。この他に、産総研で開発した木質流動成形技術をシーズにした企業
との共同研究よって、木・竹材のスピーカー部材（一体薄肉振動板と任意局面をもつエンク
ロジャー）が実用化されるとともに、課題項目②で企業と共同開発した素材「ポリマー・ク
レイ・ナノコンポジット」がハイルドライバー方式スピーカーの振動フィルムとして実用化
された。また、ミクロ領域の評価装置の実用化研究として、透明プローブと光学顕微鏡を組
み合せ、高い圧力が発生する先端部に光を透過させる顕微方式により開発した顕微インデン
ターについて、ベンチャーの設立を目指して技術開発を進めている。さらに、窒化ケイ素メ
タライズ放熱基板では、昨年度過酷な温度サイクル化でのメタライズ放熱基板の劣化・損傷
メカニズムを解明したことにより、企業との共同実施によって 1000 回サイクルにも耐えうる
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高い耐熱温度サイクル性と放熱性を併せ持つ窒化ケイ素メタライズ基板を実現した。本開発
技術をもとに、今後２～３年で薄板基板の供給体制を整備し事業化を目指している。
以上、その他の研究成果に加え、平成 28 年 12 月末時点で民間企業から 1,005,000 千円（実
績値）の研究資金を獲得し、昨年度の確定値(924,000 千円)をすでに超えている。そのうち
約 30 %の研究契約件数が中堅中小企業からのものである。なお、年度末までには更なる民間
資金の獲得が見込まれる。

３．前年度評価コメントへの対応

（１） 領域全体の概要・戦略

◎ フラウンホーファー研究所など、類似した研究所と材料・化学領域とのベンチマークを行
い、一層の実力アップにつなげていくべき。
対応）平成 28 年度は、研究テーマや研究体制での規模感等が近い、海外機関としてのベンチ
マークとなるスイスの材料科学研究所（Empa）等とのトップ面談と研究所と領域でのロード
マップ議論や研究連携の議論を進める MOU 締結を進めた。また、セラミックス系でフラウン
ホーファー研究所とのトップ面談等での意見交換を実施した。

◎ 化学、材料の場合、実用化までに時間がかかる、当初予定していなかった分野で実用化で
きる、という事がしばしばある。この点をマネジメントにどのように取り組んでゆくか検
討して欲しい。
対応）幅広い領域研究の活用展開を検討するように、領域としてはユニットからの企業等で
の面談状況の情報把握や、企業の種々のセクションとの面談や議論を積極的に進めた。また、
領域内で、食糧・水・農業素材技術や新たなスマートアクティブ素材技術など関する若手と
のワーキングを設置・議論をし、2030-2050 年を見据えた研究戦略についても議論を進めた。

◎ 地域センターの強化では、具体的活動を示し、望むこととすれば、数値化をし、経年変化
を議論して欲しい。
対応）平成 28 年度の地域センターの強化策として、つくばセンターから地域センターへの研
究者の移動と地域センターでの研究立上げを支援する領域戦略予算を実施した。さらに、地
域センターの研究能力や魅力を向上するために通常予算では導入しにくい数億円規模の大型
先端機器導入支援を行った。

◎ NIMS でも企業との連携を強めている様子が見えるので、回答にもあった「切磋琢磨と連携」の
姿勢で、国の研究機関として、大学（学）との連携も含めて将来計画を立てて欲しい。
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対応）平成 28 年度は、大学の研究シーズや人材連携を活用する新たなオープンイノベーショ
ンの仕組みとして、大学への産総研研究拠点の設置（オープンイノベーションラボラトリ：
OIL）を積極的に行っている。材料・化学領域が担当する OIL として、東京大学 柏キャンパ
スにおいて実環境での動的計測技術開発を活用する新素材やプロセス研究を実施し、産業界
への橋渡しを進める「産総研・東大

先端オペランド計測 OIL」、および、東北大学 片平キ

ャンパスにおいて計算科学や数理技術を活用する、
「数理マテリアルインフォマティクス」で
の部素材技術開発拠点として「産総研・東北大 数理先端材料モデリング OIL」を設置し、
学との連携による「橋渡し」のスピードアップの仕組みを構築した。

◎ 産総研で量産化できる訳では無いので、常にベンチャーも含めた民間企業との連携を視野
に入れる様なロードマップにするべきだと考える。
対応）ナノチューブ実用化研究センター等では、
「日本ゼオン-産総研 カーボンナノチューブ
実用化連携研究ラボ」を設立し、企業での開発ロードマップに沿って研究を行うために、企
業技術者が産総研に常駐し、次世代合成技術開発などを加速する仕組みを実施した。

（２）技術的ポテンシャルを活かした指導助言等の実施
◎ 技術コンサルティングの件数は増やしたほうが良い。金額はともかく、件数は大幅に増や
すべき。
対応）平成 28 年度では 10 社との技術コンサル件数となり、昨年度（2 社）よりニーズおよ
び件数が増加し対応を進めた。

◎ 公設試験所等との連携を取り、地方での取り組みを進めて欲しい。
対応）産技連を通じた公設試験所との意見交換を進めるとともに、平成 28 年度は、産総研
IC を軸とした連携での地域拠点としての石川サイト、福井サイトの開設に伴い、公設試験所
等の担当者と相談をし、複合材料などの地域企業ニーズの把握と材料・化学領域での研究の
マッチング等を進めた。

（４）大学や他の研究機関との連携強化
◎ グローバル化の大きな流れの中、国際連携は必要となってきた。海外との連携では、一層
の積極的な推進が望まれる。
対応）平成 28 年度では、スイス Empa、ドイツ フラウンホーファー セラミックス・シス
テム研究所（IKTS）との連携についてトップ面談等での意見交換を進めた。また、アジアの
材料関係研究所との連携支援として、海外からの若手研究者の受入への支援を進めた。
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◎ クロスアポイントメントの実施は先進的な取り組みなので、成果や課題を発信するなど、
国内の他機関におけるクロスアポイントメント実施の先行好事例を示して欲しい。
対応）接着・接合界面解析技術の産総研への構築の為、東工大とのクロスアポイントメント
で接着・界面現象研究ラボのラボ長として活躍頂くとともに、接着技術に関するコンソーシ
アム型共同研究制度により複数企業との連携へ展開した。また、新たなフロー精密化学合成
での国内の産学連携研究を進める為に、触媒化学融合研究センターでは東大よりキーパーソ
ンをクロスアポイント招聘し、国内化学企業等を含めた産総研コンソーシアム FlowST を設立
し、国家プロジェクトを立ち上げる活動等を行った。

（５）研究人材の拡充、流動化、育成
◎ 産業界とのより密接な連携の為、企業からの研究者を産総研のキャンパスに受け入れ、少
なくとも 5 年程度の共同研究を進めて行く事が重要。
対応）共同研究については企業の希望に沿って進めているが、連携での協議によってはより
長いスパンで、産総研への常駐研究で、研究を進めるよう議論ができるよう進めた。具体的
には、平成 28 年度より開始した冠ラボ制度では、より大型かつ長期的に企業が産総研に滞在
してメリットをもって研究できるよう進める事が可能となった。また、材料・化学領域で牽
引した大型の国プロ等での集中研では、技術研究組合等との共同研究により、企業技術者の
常駐研究が３～５年で実施できるよう体制づくりを進めた。

◎ 大学との人事交流や大学生のインターシップ受入によって、若い世代に研究職というもの
を知ってもらい、研究者を目指す若者を増やす事に貢献して欲しい。
対応）材料・化学領域として、大学との連携交流会の実施、産総研 RA 制度を活用する学生の
受入と産総研での研究実施を積極的に支援した。
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䞉⏘⥲◊ฟᒎ䝯䜲䞁䝔䞊䝬䛂䝇䝬䞊䝖䝷䜲䝣᪂⣲ᮦ䛃䛷௳䛾ฟᒎ



ᗈሗάື
㼚㼍㼚㼛 㼠㼑㼏㼔 㻞㻜㻝㻣㻌㈹䠄䝥䝻䝆䜵䜽䝖㈹䠅䛾ཷ㈹

㧗ᛶ⬟䜰䞁䝰䝙䜰྾╔䛾ศᏊ䝰䝕䝹䠄ᕥ䠅䚸
ᐇ≀䠄୰ኸ䠅䛸ᝏ⮯ᑐ⟇䛷䛾⏝䝰䝕䝹䠄ྑ䠅

䇿␆⏘⌧ሙ䛾䜰䞁䝰䝙䜰⮯䜢ຠ⋡䜘䛟㝖ཤ䛩䜛྾╔䇿䛜
䛂㼚㼍㼚㼛 㼠㼑㼏㼔㻌㻞㻜㻝㻣㻌➨㻝㻢ᅇ ᅜ㝿䝘䝜䝔䜽䝜䝻䝆䞊⥲ྜᒎ䞉ᢏ
⾡㆟㻔㻞᭶㻝㻡䡚㻝㻣᪥㻕䛃䛻䛚䛔䛶䚸㼚㼍㼚㼛 㼠㼑㼏㼔㈹䠄䝥䝻䝆䜵
䜽䝖㈹䠖䝷䜲䝣䝘䝜䝔䜽䝜䝻䝆䞊㒊㛛䠅䜢ཷ㈹䚹
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Ꮫ䜔䛾◊✲ᶵ㛵䛸䛾㐃ᦠᙉ
䕺䜽䝻䝇䜰䝫䜲䞁䝖䝯䞁䝖
䞉ᖹᡂ㻞㻤ᖺᗘ䠄᪂つ䠅
ᮾிᏛཬ䜃ᮾᏛ 㻔㻠ྡ㻕
䞉ᖹᡂ㻞㻣ᖺᗘ䠄⥅⥆䠅
ᾏ㐨Ꮫ䚸ྡྂᒇᏛ䚸
⚄ᡞᏛ䚸ᮾிᕤᴗᏛ䚸
⟃ἼᏛ ➼
ィ 㻝㻡௳ 䜽䝻䝇䜰䝫䜲䞁䝖䝯䞁䝖ᡂ❧

䕺Ꮫ䜔ᅜෆ䛾◊✲ᶵ㛵䛸䛾㐃ᦠ
ᾏ㐨Ꮫ䚸⌮Ꮫ◊✲ᡤ䚸≀㉁䞉ᮦᩱ◊✲ᶵᵓ➼
䋻 䜻䝱䝍䝸䝇䝖䜲䞁䝣䜷䝬䝔䜱䝑䜽䝇䛻㛵䛩䜛㐃ᦠ䝅䞁䝫䝆䜴䝮䠄ゐ፹ᮦᩱ
䛾᪂䛯䛺タィᡭἲ䜢㆟ㄽ䠅䛺䛹䜢ᐇ

䕺ᾏእ䛾◊✲ᶵ㛵䛸䛾㐃ᦠ
䝣䝷䜴䞁䝩䞊䝣䜯䞊⏕⏘ᢏ⾡䞉ᛂ⏝䝬䝔䝸䜰䝹◊✲ᡤ䠄㻵㻲㻭㻹䠅
䋻 ᥋╔ᢏ⾡䛻㛵䛩䜛䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥ᐇ


ᅾእ◊✲
ᖹᡂᖺᗘ 㡿ᇦ䝣䜵䝻䞊䝅䝑䝥
䕺䛂㟁ゎ㉁㧗ศᏊ䛾䜲䜸䞁⤖ྜᶵᵓ䜢⏝䛔䛯୕ḟඖつ๎ᛶ
ከᏍ㉁ᮦᩱ䛾㛤Ⓨ䛃
䝯䝹䝪䝹䞁Ꮫ 㻔䜸䞊䝇䝖䝷䝸䜰䞉䝡䜽䝖䝸䜰ᕞ㻕
䕺䛂ከᏍ㉁ᮦᩱ䛾㛤Ⓨཬ䜃ศ㞳ᛂ⏝䛻㛵䛩䜛◊✲䛃
䜹䝸䝣䜷䝹䝙䜰Ꮫ䝞䞊䜽䝺䞊ᰯ䠄䜰䝯䝸䜹ྜ⾗ᅜ䞉䜹䝸䝣䜷䝹䝙䜰ᕞ䠅
䕺䛂⎔ቃᛂ⏝ᆺ䜸䝹䜺䝜䝀䝹䜢⏝䛔䛯╔㜵Ṇ䝁䞊䝔䜱䞁䜾ᮦᩱ䛾
䝖䝻䞁䝖Ꮫ
㛤Ⓨ䛃
䝖䝻䞁䝖Ꮫ䠄䜹䝘䝎䞉䝖䝻䞁䝖䠅
䜹䝸䝣䜷䝹䝙䜰Ꮫ
䝞䞊䜽䝺䞊ᰯ
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䝯䝹䝪䝹䞁Ꮫ

◊✲ேᮦ䛾ᣑ䚸ὶື䚸⫱ᡂ
䕺䜸䞊䝥䞁䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䝷䝪䝷䝖䝸䠄㻻㻵㻸䠅㛤タ䛻క䛖ேᮦᣑ
䋻㻌ᮾிᏛ➼䛛䜙䛾ேᮦ䠄⏘⥲◊㻾㻭䠅䛾᥇⏝䜢✚ᴟⓗ䛻᥎㐍

䕺䝸䝃䞊䝏䜰䝅䝇䝍䞁䝖㻔㻾㻭㻕
䞉┠ᶆᩘ䛾ಸ௨ୖ㉸䛘䜛
㻞㻤ྡ䠄ᐇ⦼್䠅䛾᥇⏝

䕺䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䝇䜽䞊䝹ไᗘ
䞉㻡ྡ䛾⫱ᡂ䜢ᢸᙜ

䕺᭷⬟䛺ேᮦ䛾㞠⏝
䋻㻌ᩥ㒊┬䛜㐍䜑䛶䛔䜛༟㉺◊✲ဨไᗘ䛷㻞ྡ᥇⏝

䕺ᐇ㊶ຊ䛾㧗䛔⫋ဨ䜢⿵
䋻 ᴗ⤒㦂䜻䝱䝸䜰䛾䛒䜛ேᮦ䜢᥇⏝


๓ᖺᗘホ౯䝁䝯䞁䝖䜈䛾ᑐᛂ

+ᖺᗘホ౯䛷䛿䚸᭦䛺䜛䜾䝻䞊䝞䝹䜢ᮃ䜐䛸
䛔䛖㊃᪨䛾䝁䝯䞁䝖䛜せ䛺䜒䛾䛷䛒䛳䛯䚹
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䜾䝻䞊䝞䝹ᡓ␎

䕺(PSD䛸䛾028

䕺䜰䝆䜰䛾◊✲ᶵ㛵䛸䛾㐃ᦠᨭ

䕺䝣䝷䜴䞁䝩䞊䝣䜯䞊 䝉䝷䝭䝑䜽䝇䞉䝅䝇䝔䝮◊✲ᡤ
䠄,.76䠅䛸䛾㐃ᦠ


䝇䜲䝇㐃㑥ᮦᩱ⛉Ꮫᢏ⾡◊✲ᡤ (PSD
(PSD6ZLVV)HGHUDO/DERUDWRULHV
IRU0DWHULDOV6FLHQFHDQG7HFKQRORJ\
㻱㼙㼜㼍㻘䝇䜲䝇䛾㻱㼀㻴䝗䝯䜲䞁䛾ᮦᩱ⛉Ꮫᢏ⾡䛻㛵䛩䜛ᅜ❧◊✲ᡤ
䠄ᡤ㛗 㻰㼞 㻳㼕㼍㼚㻙㻸㼡㼏㼍㻌㻮㼛㼚㼍Ặ 㻕
䞉⫋ဨᩘ 㻥㻠㻞ྡ䠄◊✲⪅㻡㻜㻝ྡ䚸䝔䜽䝙䜹䝹䝇䝍䝑䝣㻠㻜㻜ྡ䚸䛭䛾㻠㻝ྡ䠅
䞉ண⟬⣙㻝㻢㻥䝭䝸䜸䞁䝇䜲䝇䝣䝷䞁䠄㻝㻣㻤㻚㻟൨䠜㻞㻜㻝㻡ᖺᗘ䠅
䠒䠌䠂䛿ᨻᗓ㈨㔠䚸බⓗ䝣䜯䞁䝗䠎䠌䠂䚸Ẹ㛫㈨㔠䠎䠌䠂䚹
䞉䝏䝳䞊䝸䝑䝠ᕤ⛉Ꮫ䛸䛿ᘵ㛵ಀ䠄ேὶ䠅䚹
䞉䝣䝷䜴䞁䝩䞊䝣䜯䞊䛸䝬䝑䜽䝇䝥䝷䞁䜽䛾୰㛫䠄ᇶ♏◊✲䛾⥔ᣢ䚸ㄽᩥⓎ⾲ᐇ⦼䜒㔜ど䠅䚹
䞉㻱㼙㼜㼍䛷䛿ᅜෆእ䛾䝖䝑䝥◊✲⪅䚸ᴗ㻯㼀㻻䛸䛾ពぢ䛻䜘䜚䝡䝆䝵䞁䜢సᡂ䚹
䞉◊✲ᡂᯝ䛾䝧䞁䝏䝱䞊䜒㔜ど䠄㻡ᖺᚋ䛻䠔䠌䠂䛿ṧ䛳䛶䛔䜛䠅䚹
䞉ᴗ䛸䛾䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮ᙧᘧ䛷䛾䝟䜲䝻䝑䝖ᐇド䠄᪥ᮏ䛷䛾ᅜ䝥䝻䠅ᐇ䚹
䞉㻵㻮㻹➼䛸䛾ศᯒᢏ⾡㛤Ⓨ䛷䛾㐃ᦠ䜒ᐇ䚹
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䠎㻚䛂ᶫΏ䛧䛃䛾䛯䜑䛾◊✲㛤Ⓨ



䛆 ㄢ㢟㡯┠ẖ䛾せ䛺◊✲ᡂᯝ 䛇

ㄢ㢟㡯┠䐠䛾◊✲ᡂᯝ


-35-

䠄䠍䠅䛂ᶫΏ䛧䛃䛻䛴䛺䛜䜛ᇶ♏◊✲䠄┠ⓗᇶ♏◊✲䠅



◊✲㡯┠䐟䛂䜾䝸䞊䞁䝃䝇䝔䜲䝘䝤䝹䜿䝭䝇䝖䝸䞊䛾᥎㐍䛃

◊✲䝔䞊䝬
⢭ᐦᵓ㐀ไᚚࡢࡓࡵࡢࢩࣟ࢟ࢧࣥ⤖ྜᙧᡂᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ
┠ⓗ䛸ィ⏬
䞉᭷ᶵ㧗ศᏊ㒊ᮦ䜢㥙䛩䜛䝅䝸䝁䞊䞁㒊ᮦ〇㐀ἲ䛾㛤Ⓨ䚹
䞉㐃⥆䛩䜛」ᩘ䛾䝅䝻䜻䝃䞁⤖ྜ䜢୍ᣲ䛻䚸䛛䛴⢭ᐦ䛻ᙧᡂ䛩䜛
䝽䞁䝫䝑䝖ྜᡂᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䚹
◊✲䜰䝥䝻䞊䝏
ᚑ᮶ᢏ⾡
䠄༢㞳⢭〇➼䛜ᚲせ䛺
ከẁ㝵ᕤ⛬䠅
ཎᩱ

᪂ᢏ⾡
䝽䞁䝫䝑䝖ᛂ䜢
ᐇ⌧䛩䜛䛯䜑䛾
ᛂ⣔䛸ゐ፹䛾
㛤Ⓨ

㦵᱁⏤᮶䛾≉ᛶ䜢ぢฟ䛫䜛
ᵓ㐀ไᚚ䝅䝻䜻䝃䞁ྜ≀䛾ྜᡂ
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◊✲㡯┠䐟䛂䜾䝸䞊䞁䝃䝇䝔䜲䝘䝤䝹䜿䝭䝇䝖䝸䞊䛾᥎㐍䛃

ᚑ᮶ᡭἲ

ᅇ䛾ᡭἲ
䞉䝠䝗䝻䝅䝸䝹

䞉ຍỈศゎ䠋⬺Ỉ⦰ྜἲ䛾

䞉㌿ᛂ

䞉ᕪ⦰ྜἲ䛾
㔠ᒓ㘒యゐ፹

䞉⬺ⅣỈ⣲⦰ྜ



◊✲㡯┠䐟䛂䜾䝸䞊䞁䝃䝇䝔䜲䝘䝤䝹䜿䝭䝇䝖䝸䞊䛾᥎㐍䛃

+ᖺᗘᡂᯝ

䝠䝗䝻䝅䝸䝹ĺ㌿ᛂĺ⬺ⅣỈ⣲⦰ྜ䛻䜘䜚
㐃⥆䛩䜛」ᩘ䛾䝅䝻䜻䝃䞁⤖ྜ䜢୍ᣲ䛻ᙧᡂ
ૡਜ਼ખૢ
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2
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6L

2

2
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2
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ଡୗ౪ঌথॱ३টय़१থ

䘟୍䛴䛾ᛂᐜჾ䛻䐟ĺ䐠ĺ䐡䛾㡰䛻ヨ⸆䜢ධ䜜䜛䛰䛡䛷
ᵓ㐀ไᚚ䝅䝻䜻䝃䞁䜢⡆౽䛻ᙧᡂ䛩䜛ᢏ⾡䜢㛤Ⓨ
ᡂᯝⓎ⾲ Angew. Chem. Int. Ed. '2,DQLH 9,3 䠄9HU\,PSRUWDQW3DSHU䠅
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◊✲㡯┠䐟䛂䜾䝸䞊䞁䝃䝇䝔䜲䝘䝤䝹䜿䝭䝇䝖䝸䞊䛾᥎㐍䛃

%\3URGXFW)UHH6LOR[DQH%RQG)RUPDWLRQ
DQG3URJUDPPHG2QH3RW2OLJRVLOR[DQH
6\QWKHVLV
$XWKRUV
'U.D]XKLUR0DWVXPRWR
'U.DSSDP 9HHWWLO 6DMQD
'U<DVXVKL6DWRK
'U.D]XKLNR6DWR
'U6KLJHUX6KLPDGD
)HEUXDU\
'2,DQLH

Angew. Chem.Int. Ed. 䠄䠅䛾
⾲⣬䛻ᥖ㍕


◊✲㡯┠䐟䛂䜾䝸䞊䞁䝃䝇䝔䜲䝘䝤䝹䜿䝭䝇䝖䝸䞊䛾᥎㐍䛃
◊✲㡯┠䐡䛂䝘䝜䜹䞊䝪䞁䜢䛿䛨䜑䛸䛩䜛䝘䝜ᮦᩱ䛾㛤Ⓨ䛸䛭䛾ᛂ⏝ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䛃䛸䛾

㐺⏝ྍ⬟Ⅳ⣲
ᮦᩱ叏ᣑ

᭷ᶵ⁐୰
又⏝ྍ⬟

ศᩓ呍
จ㞟
ྍ㏫ไᚚ叏㛤Ⓨ

ศᩓྜᡂ䛛䜙䛾䜰䝥䝻䞊䝏

㧗ゎീᗘ

㐺⏝ᇶᮦ叏
ᣑ

ᇶᮦ⾲㠃叏
ගᛂㄏ㉳

ගຍᕤ᪉ἲ䛛䜙䛾䜰䝥䝻䞊䝏

จ㞟㏿ᗘ
㧗㏿

吡吥Ⅳ⣲ᮦᩱ叏ศᩓᛶ可
ග双叩叫ไᚚ

厘 ගᛂ⟅ᛶศᩓ叏〇厙

◊✲䝔䞊䝬 㐃ᦠㄢ㢟
ࢼࣀⅣ⣲ᮦᩱࡢศᩓ࣭ຍᕤᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ
┠ⓗ䛸ィ⏬
䞉䝣䝺䜻䝅䝤䝹䝕䝞䜲䝇䛾㛤Ⓨಁ㐍䚹
䞉ගᛂ⟅ᛶศᩓ䜢⏝䛔䛶䚸ศᩓ䛜ṧ␃䛧䛺䛔&17䝟䝍䞊䝙䞁䜾ᢏ⾡
䜢㛤Ⓨ䛩䜛䚹
◊✲䜰䝥䝻䞊䝏
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㧗ᛶ⬟
䝣䝺䜻䝅䝤䝹
㟁Ꮚ㒊ᮦ

䝇䝬䞊䝖䝕䝞䜲䝇
〇ရ

◊✲㡯┠䐟䛂䜾䝸䞊䞁䝃䝇䝔䜲䝘䝤䝹䜿䝭䝇䝖䝸䞊䛾᥎㐍䛃

+ᖺᗘᡂᯝ
䘟༢ᒙ&17䛾Ỉ୰䛷䛾ศᩓ䞉จ㞟䜢䚸ග䛻䜘䛳䛶ྍ㏫ⓗ䛻
ไᚚ䛩䜛䛣䛸䛻ᡂຌ䛧䛯䚹
ᚑ᮶䛾ගᛂ⟅ᛶศᩓ

᪂つ㛤Ⓨ䛧䛯ගᛂ⟅ᛶศᩓ

䝇䝏䝹䝧䞁ᆺ

䜰䝌䝧䞁䝊䞁ᆺ

䜰䝌䝧䞁䝊䞁ᆺศᩓ

ศᩓᾮ䛾྾䝇䝨䜽䝖䝹

ྏਗසೝ
ศᩓ
จ㞟

&17⏤᮶䛾྾䝢䞊䜽
૭ଳසೝ

ᡂᯝⓎ⾲ Chem. Lett. 45   


◊✲㡯┠䐟䛂䜾䝸䞊䞁䝃䝇䝔䜲䝘䝤䝹䜿䝭䝇䝖䝸䞊䛾᥎㐍䛃
䛆 䝟䝍䞊䝙䞁䜾ᕤ⛬ 䛇

ীങද岶ลା峁峉ಽ&17

ਗ島峉ীങද

ಽ&17
ীങั

੦౫

ග↷ᑕ๓

崔嵑崡

崟嵒崛嵛崜嵈

සೝ

ග↷ᑕ䛻䜘䛳䛶ศᩓ䛜
␗ᛶ䛧እ䜜䜛

੦ഝ峕ෲল

ศᩓᛶ䜢ኻ䛳䛯༢ᒙ㻯㻺㼀䛜
ᇶᯈୖ䛻ᯒฟ䛧䛶⭷

3(7

PP

䠄ᕥ䠅ᵝ䚻䛺ᇶᯈୖ䛻స〇䛧䛯༢ᒙ&17䛾䝟䝍䞊䞁ⷧ⭷
䠄ྑ䠅ཎᏊ㛫ຊ㢧ᚤ㙾ീ

䘟䜰䝌䝧䞁䝊䞁⣔ศᩓ䜢⏝䛧䚸
ග↷ᑕ䛻䜘䛳䛶స〇䛧䛯༢ᒙ㻯㻺㼀䝟䝍䞊䞁ⷧ⭷
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PP

◊✲㡯┠䐠䛂Ꮫ䝥䝻䝉䝇䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛾᥎㐍䛃
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㻞㻜㻜㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻹 㻵 㼀㻦 㻌㻹
㼑 㼠㼍 㼘㻌㻵 㼚 㼟㼡 㼘㼍 㼠㼛 㼞 㻌㼀㼞 㼍 㼚 㼟㼕㼠㼕㼛 㼚 㻌
㔠ᒓ⤯⦕య㌿⛣

䘟䝉䝷䝭䝑䜽䝇⣔䛻ᣑᙇ䛧䛯䜶䞁䝖䝻䝢䜽䝇ᮦᩱ䛾㛤Ⓨ䚹
ᡂᯝⓎ⾲ Phys. Chem. Chem. Phys.   


◊✲㡯┠䐣䛂┬䜶䝛䝹䜼䞊♫ᵓ⠏䛻㈉⊩䛩䜛ඛ㐍ᵓ㐀ᮦᩱ䛸㒊ᮦ䛾㛤Ⓨ䛃

◊✲䝔䞊䝬
㟁ᯒࣂࣝࢡࢼࣀ⤖ᬗྜ㔠ࡢ⇕⬤ᢚไ㸸㟁ᯒ㒊ᮦࡢ㛗ᑑྥࡅ࡚
┠ⓗ䛸ィ⏬
䞉ᙉᗘ䛸ᘏ䜃䜢୧❧䛧䛯㠉᪂ⓗ䛺㔠ᒓᮦᩱ䛾㛤Ⓨ䚹
䞉㟁ᯒ䝥䝻䝉䝇䜢⏝䛧䛯䝞䝹䜽䝘䝜⤖ᬗྜ㔠䠄⢏ᚄ㻝㻜㻜㻌㼚㼙௨ୗ䠅䛾㛤Ⓨ䚹

䝞䝹䜽䝘䝜⤖ᬗྜ㔠䛾ྍ⬟ᛶ䛸◊✲ືྥ
䝘䝜⤖ᬗ㔠ᒓ䛾ᘬᙇఙ䜃䛸⢏ᚄ䛾㛵ಀ

㧗ᙉᗘ䛸㧗ᘏᛶ䛾୧❧䠖䝖䝺䞊䝗䜸䝣䛾ᡴ◚
 䝩䞊䝹䝨䝑䝏๎䛻
ᇶ䛵䛔䛯㧗ᙉᗘ䚹




ఙ䜃 

ᙉᗘ

ᙉᗘ ҃ ⢏ᚄ



⢏ᚄ




 ⢏⏺䜢䛧䛯
᪂䛯䛺ኚᙧᶵᵓ䛾
Ⓨ⌧䠖㧗ᘏᛶ䚹







⢏ᚄ QP



㧗ᘏᛶ䜢ᐇ⌧䛧䛯䛿䜋䛸䜣䛹䛺䛔
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◊✲㡯┠䐣䛂┬䜶䝛䝹䜼䞊♫ᵓ⠏䛻㈉⊩䛩䜛ඛ㐍ᵓ㐀ᮦᩱ䛸㒊ᮦ䛾㛤Ⓨ䛃

◊✲䜰䝥䝻䞊䝏
ᚑ᮶ᢏ⾡

⌧≧䠖㧗ᙉᗘ䛸㧗ᘏᛶ䜢᭷䛧䛯㟁ᯒ䝞䝹䜽䝘䝜⤖ᬗ1L±:ྜ㔠䜢ฟ䚹

㟁ᯒ䝥䝻䝉䝇䛻䜘䜛㧗ᘏᛶ
䝞䝹䜽䝘䝜⤖ᬗ1L±:

ၥ㢟Ⅼ

ᑐ⟇

䞉 ⇕⬤

䞉 ⢏⏺⤖ྜᙉඖ⣲䛾᥈⣴

ᙉᗘ 䠄*3D䠅







1L±6±;⢏⏺䝰䝕䝹

⬤

䞉 ⁐㉁㛫┦స⏝䛾⌮ゎ




 
ఙ䜃䠄䠅



せᅉ䠖◲㯤䛾⢏⏺೫ᯒ
э ⢏⏺⤖ྜຊ䛾పୗ

ㄢ㢟䠖㟁ᯒ䝥䝻䝉䝇䛻⏤᮶䛾⣧≀䠄◲㯤䠅䛻㉳ᅉ䛧䛶⇕⬤䛜Ⓨ⏕䚹
ᑐ⟇䠖◲㯤䜢↓ᐖ䛩䜛ඖ⣲䜢⌮ㄽィ⟬䛻䜘䜚᥈⣴䛧䚸䝥䝻䝉䝇䛻ᫎ䚹


◊✲㡯┠䐣䛂┬䜶䝛䝹䜼䞊♫ᵓ⠏䛻㈉⊩䛩䜛ඛ㐍ᵓ㐀ᮦᩱ䛸㒊ᮦ䛾㛤Ⓨ䛃

+ᖺᗘᡂᯝ
⇕⬤䛾ᢚไ䜢ᐇ⌧

䝞䝹䜽䝘䝜⤖ᬗ1L±:±%ྜ㔠

⇕ฎ⌮䠄ΥK䠅ᚋ䛾ᘬᙇᣲື

䕔 䝩䜴⣲౪⤥※䛾༢⣧ῧຍ э ᆒ୍䛺ヨᩱ

䕔 䝩䜴⣲ῧຍᢏ⾡䛾㛤Ⓨ э ᆒ㉁䛺ヨᩱ

䘟 䝩䜴⣲ῧຍᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䛻䜘䛳䛶
㟁ᯒ㒊ᮦࡢ⪏⇕ᛶྥୖࠋ
э㟁ᯒ㒊ᮦࡢ㐺⏝⎔ቃࡢᣑࠋ
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◊✲㡯┠䐣䛂┬䜶䝛䝹䜼䞊♫ᵓ⠏䛻㈉⊩䛩䜛ඛ㐍ᵓ㐀ᮦᩱ䛸㒊ᮦ䛾㛤Ⓨ䛃

◊✲䝔䞊䝬
䝸䝃䜲䜽䝹Ⅳ⣲⧄⥔䛾&)53⏝ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ
┠ⓗ䛸ィ⏬
䞉ᗫᲠฎ⌮䜈䛾ᑐᛂ⟇䛸䛧䛶䛾䝸䝃䜲䜽䝹Ⅳ⣲⧄⥔⏝ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䚹
䞉䝸䝃䜲䜽䝹Ⅳ⣲⧄⥔䜢⏝䛔䛯㻯㻲㻾㻼䛾≀ᛶ䛸ಙ㢗ᛶྥୖ䚹
◊✲䜰䝥䝻䞊䝏
䝸䝃䜲䜽䝹Ⅳ⣲⧄⥔䜢⏝䛔䛯&)53䜈䛾
⏝ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ

Ⅳ⣲⧄⥔⏝䛾ᚲせᛶ
䞉〇㐀䛾➃ᮦ䛾ቑຍ
䠄&)53䛾䡚䠂䚸ᩘ䝖䞁䚸
ᗫᲠ䛿ᇙ❧䠅

0:

䝬䝖䝸䝑䜽䝇
Ⅳ⣲⧄⥔䠄&)
ᶞ⬡

⏝䛻䜘䜛
ᗫᲠⅣ⣲⧄⥔䛾
పῶ

䞉⮬ື㌴䝸䝃䜲䜽䝹ἲ

䝸䝃䜲䜽䝹Ⅳ⣲⧄⥔䛾ㄢ㢟

&)53䜈䛾䝬䜲䜽䝻Ἴ䠄0: ↷ᑕ
э &)䛾㑅ᢥຍ⇕䠄⧄⥔⏺㠃䛛䜙䛾ᶞ⬡◳䠅
&)

䞉㐃⥆⧄⥔䛷䛒䜛䛯䜑
䝃䜲䝆䞁䜾䛜ᅔ㞴
䞉䝸䝃䜲䜽䝹ฎ⌮䛻䛚䛡䜛
ᶵᲔ≉ᛶపୗ䛸䝃䜲䝆䞁䜾䛾
㝖ཤ䛻䜘䛳䛶&)53䛾ಙ㢗ᛶపୗ

&)

ෆഃ䜈
䝬䝖䝸䝑䜽䝇䛾䜶䝫
⦰

◳
᪉ྥ

ᶞ⬡

䜻䝅ᶞ⬡䛾⦰⋡
䛿a

⧄⥔䛻ྥ䛛䛳䛶ᶞ⬡䜢⦰
э ⏺㠃ᐦ╔ᛶ䛚䜘䜃ᶵᲔ≉ᛶྥୖ䛜ᮇᚅ


◊✲㡯┠䐣䛂┬䜶䝛䝹䜼䞊♫ᵓ⠏䛻㈉⊩䛩䜛ඛ㐍ᵓ㐀ᮦᩱ䛸㒊ᮦ䛾㛤Ⓨ䛃

+ᖺᗘᡂᯝ

䝬䜲䜽䝻Ἴ↷ᑕ䛻䜘䛳䛶ᐦ╔ᛶ䛜ྥୖ
䋻䝃䜲䝆䞁䜾䝣䝸䞊䛾䝸䝃䜲䜽䝹Ⅳ⣲⧄⥔䛸
ᶞ⬡䛾ᐦ╔ᛶྥୖ䛻ᡂຌ
䝬䜲䜽䝻Ἴ↷ᑕ䛻䜘䛳䛶䝸䝃䜲䜽䝹⧄⥔䜢⏝
䛔䛯㻯㻲㻾㻼㒊ᮦ䛾ᙉᗘ䛜㻝㻜䠂ྥୖ

䘟䝸䝃䜲䜽䝹Ⅳ⣲⧄⥔䛾&)53䜈䛾⏝䝥䝻䝉䝇䜢㛤Ⓨ䚹
ᡂᯝⓎ⾲Composite Interfaces     䚸 Advanced Composite Materials  
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䠄䠎䠅䛂ᶫΏ䛧䛃◊✲๓ᮇ䛻䛚䛡䜛◊✲㛤Ⓨ



◊✲㡯┠䐟䛂䜾䝸䞊䞁䝃䝇䝔䜲䝘䝤䝹䜿䝭䝇䝖䝸䞊䛾᥎㐍䛃

◊✲䝔䞊䝬
ࣂ࣮࢜࣋ࢫᏛရ⏕⏘ࡢ㧗ຠ⋡
┠ⓗ䛸ィ⏬
䞉㓝⣲䜢⏝䛧䛯䝞䜲䜸䝧䞊䝇ᡂရ䛾⏕⏘䚹
䞉⏕⏘㓝⣲䛾ᵓ㐀ゎᯒ䚸ᵓ㐀ሗ䜢ά⏝䛧䛯㓝⣲ᨵኚ䛻䜘䛳䛶䚸
'䜰䝭䝜㓟⏕⏘ຠ⋡ྥୖ䚹
◊✲䜰䝥䝻䞊䝏
䝞䜲䜸䝧䞊䝇ᡂရ䛾⏕⏘ຠ⋡
⪏⇕ᛶ䞉ᇶ㉁≉␗ᛶ䛾ᨵኚ

㓝⣲
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◊✲㡯┠䐟䛂䜾䝸䞊䞁䝃䝇䝔䜲䝘䝤䝹䜿䝭䝇䝖䝸䞊䛾᥎㐍䛃

+ᖺᗘᡂᯝ

ᮏ㓝⣲䛾⏝䛻䜘䜚'䜰䝭䝜㓟䜢
㑅ᢥⓗ䛻⏕⏘ྍ⬟

'䜰䝭䝜㓟⬺Ỉ⣲㓝⣲䠉άᛶ୰ᚰ
ᵓ㐀ሗ䜢ᇶ䛻㓝⣲䜢ᨵኚ
䠄᳨ฟ䛥䜜䛺䛔䠅

㓝⣲άᛶ

㓝⣲ᨵኚ䛻䜘䜚䠈㓝⣲άᛶ䛜ቑຍ
䠄㻰㻙䜰䝭䝜㓟⏕⏘ຠ⋡䛾ྥୖ䠅

ᖺᗘ

+ᖺᗘ

䘟༢⤖ᬗ;⥺ᵓ㐀ゎᯒ䠄#63ULQJ䠅䛷ᚓ䜙䜜䛯ሗ䜢䜒䛸䛻䚸
㓝⣲䜢ᨵኚ䛧䚸㧗⣧ᗘ'䜰䝭䝜㓟䛾⏕⏘ຠ⋡䜢ྥୖ䚹


◊✲㡯┠䐟䛂䜾䝸䞊䞁䝃䝇䝔䜲䝘䝤䝹䜿䝭䝇䝖䝸䞊䛾᥎㐍䛃
䜶䝛䝹䜼䞊䜻䝱䝸䜰㛵㐃◊✲ᡂᯝ 䛭䛾䠍
◊✲䝔䞊䝬
ࣥࣔࢽศゎࡢࡓࡵࡢ㧗ᛶ⬟᪂つゐ፹ࡢ㛤Ⓨ
┠ⓗ䛸ィ⏬
䞉⇞ᩱ㟁ụ⏝䛾Ỉ⣲〇㐀䛾䛯䜑䛾ᢏ⾡㛤Ⓨ䚹
䞉ඹỿἲ䛻䜘䛳䛶㧗ศゎ⬟䜢᭷䛩䜛᪂つゐ፹䛾㛤Ⓨ䛸䚸䝟䜲䝻䝑䝖
䝥䝷䞁䝖⏝ゐ፹ㄪ〇ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䚹
◊✲䜰䝥䝻䞊䝏

䜰䞁䝰䝙䜰ศゎ
ゐ፹䛾㛤Ⓨ
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◊✲㡯┠䐟䛂䜾䝸䞊䞁䝃䝇䝔䜲䝘䝤䝹䜿䝭䝇䝖䝸䞊䛾᥎㐍䛃

+ᖺᗘᡂᯝ

6,3䛂䜶䝛䝹䜼䞊䜻䝱䝸䜰䛃3-

5X0J2ゐ፹
ᕤᴗ䛷䛝䜛⪏ஂᛶ⬟䠄ᩘᖺ⛬ᗘ⏝ྍ⬟䠅

1+FRQFHQWUDWLRQSSP
䜰䞁䝰䝙䜰⃰ᗘ
SSP

㛫⛬ᗘゐ፹ᛶ⬟䜢
⥔ᣢ䛷䛝䜛䛣䛸䜢☜ㄆ


㏿ᗘㄽゎᯒ䛻ᇶ䛵䛟ゐ፹
ᛂ䝅䝇䝔䝮䛾タィ

ゐ፹䛾㔞ㄪ〇䜔ᡂᆺᢏ⾡䛺䛹
䛾ᕤᴗゐ፹㛤Ⓨ




ᕤ
ᴗ
ゐ
፹














5HDFWLRQWLPHK
ᛂ㛫
K





䞉㻝㻜㻜㻜㼜㼜㼙䠄䜰䞁䝰䝙䜰ศゎᛂ
䛾Ꮫᖹ⾮್䠅௨ୗ䜎䛷ศゎ
䋻 ṧ␃䜰䞁䝰䝙䜰䛻䜘䜛
㟁ᴟ䛾ຎ䜢పῶ䛷䛝䜛
䞉㻡㻜㻜䉝䛷Ꮫᖹ⾮್䛻฿㐩
䠄ᚑ᮶ゐ፹䛷䛿䚸㻢㻜㻜䉝௨ୖ䛷䜒
฿㐩䛷䛝䛺䛔䠅

㻝㻜 ಸ䛻
䝇䜿䞊䝹䜰䝑䝥

䘟䜰䞁䝰䝙䜰ศゎ䛻䜘䜛㧗⣧ᗘỈ⣲〇㐀䛾䝅䝇䝔䝮䚹


◊✲㡯┠䐠䛂Ꮫ䝥䝻䝉䝇䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛾᥎㐍䛃
䜶䝛䝹䜼䞊䜻䝱䝸䜰㛵㐃◊✲ᡂᯝ
◊✲䝔䞊䝬
㉸㧗⣧ᗘỈ⣲⢭〇⏝ࡢⅣ⣲⭷ࣔࢪ࣮ࣗࣝࡢ㛤Ⓨ

䛭䛾䠎

┠ⓗ䛸ィ⏬
䞉Ⅳ⣲⭷䛻䜘䜛᭷ᶵ䝝䜲䝗䝷䜲䝗ᆺỈ⣲䜶䝛䝹䜼䞊䜻䝱䝸䜰䛾ᐇ⌧䚹
䞉୰✵⣒Ⅳ⣲⭷䛾〇㐀᪉ἲ䛾᭱㐺䛻䜘䜛ศ㞳ᛶ⬟䛾ྥୖ䚹
◊✲䜰䝥䝻䞊䝏
Ỉ⣲䠋䝖䝹䜶䞁
ΰྜ䜺䝇䜈㌿

㧗ᛶ⬟Ỉ⣲⢭〇⏝Ⅳ⣲⭷䛾㛤Ⓨ
㧗ᛶ⬟Ⅳ⣲⭷䛾
㐺⏝

᭷ᶵ䝝䜲䝗䝷䜲䝗
䠄䝯䝏䝹䝅䜽䝻䝦䜻䝃䞁䠋䝖䝹䜶䞁⣔䠅

+ э )&9
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◊✲㡯┠䐠䛂Ꮫ䝥䝻䝉䝇䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛾᥎㐍䛃
6,3䛂䜶䝛䝹䜼䞊䜻䝱䝸䜰䛃3-

+ᖺᗘᡂᯝ

ᖺᗘぢฟ䛧䛯ᐇ⏝ⓗ䛺Ⅳ⣲⭷〇㐀ᢏ⾡䜢
⭷䝯䞊䜹䞊䛻ᢏ⾡⛣㌿
⭷䝯䞊䜹䞊స〇୰✵⣒Ⅳ⣲⭷
䝰䝆䝳䞊䝹ヨసရ䛷䜒ᛶ⬟☜ㄆ

Ⅳ⣲⭷䛾ศ㞳ᛶ⬟䛻ᙳ㡪䛩䜛䛺ᅉᏊ
z ↝ᡂ ᗘ䚸↝ᡂ㛫
z ↝ᡂ㞺ᅖẼ䠄Ⅳ⣲※䛸䛺䜛䝥䝻䝢䝺䞁䜺䝇
䜢ྠ౪⤥䠖≉チฟ㢪䞉බ㛤῭䠅
䛻䛴䛔䛶䚸㔜Ⅼⓗ䛻᳨ウ


൦እᵍἳἑὅᢠ৸ࣱ

ႸἻỶὅ

〇㐀᮲௳᭱㐺䛻䜘䛳䛶䚸ᚲせ
㑅ᢥᛶ䜢⥔ᣢ䛧䛴䛴㏱㐣㏿ᗘྥୖ



ႆ໗እᐏ
ί+ὸ


)&9⏝㉸㧗⣧ᗘỈ⣲⣧ᗘ䛾䝇䝨䝑䜽
⢭〇Ỉ⣲୰ⅣỈ⣲⃰ᗘSSP௨ୗ &⟬

䘟Ỉ⣲䝖䝹䜶䞁ΰྜ䜺䝇᮲௳ୗ
䛷䜒せồỈ⣲⣧ᗘ䜢㐩ᡂ䚹

ႆ໗እᐏ
ί+ὸ
3-ڼЭ





൦እᡢᢅᡮࡇ *38



䘟 ⭷䝯䞊䜹䞊䛷Ⅳ⣲⭷䝰䝆䝳䞊䝹
ヨస䚸ඃ䜜䛯ศ㞳ᛶ⬟䜢☜ㄆ䚹



◊✲㡯┠䐠䛂Ꮫ䝥䝻䝉䝇䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛾᥎㐍䛃
䜶䝛䝹䜼䞊䜻䝱䝸䜰㛵㐃◊✲ᡂᯝ 䛭䛾䠏
◊✲䝔䞊䝬
ࢠ㓟ࡽࡢ㧗ᅽỈ⣲〇㐀ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ
┠ⓗ䛸ィ⏬
䞉⇞ᩱ㟁ụ㌴➼䛻ᚲせ䛺㧗ᅽỈ⣲䛾⡆౽䛺౪⤥䝅䝇䝔䝮䛾㛤Ⓨ䚹
䞉㧗ຠ⋡䜲䝸䝆䜴䝮ゐ፹䛻䜘䜛䜼㓟䛾ศゎᛂ䛛䜙䛾䜺䝇Ⓨ⏕⌧㇟
䜢⏝䛧䛯㧗ᅽỈ⣲〇㐀ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䚹

◊✲䜰䝥䝻䞊䝏
㧗ᅽ䜺䝇 +&2 

㧗ᅽỈ⣲
䜺䝇

㉸⮫⏺ὶయ┦

෭༷
䜼㓟Ỉ⁐ᾮ

㧗ᅽୗ䛷䛾ゐ፹䛾
⪏ஂᛶ䛸άᛶྥୖ

㧗ᅽ῝෭䜺䝇
ศ㞳⨨
Ẽᾮ䠄ᅛẼ䠅┦
ศ㞳 ᗘ䠖㻙㻝㻜䉝
ศ㞳ᅽຊ䠖㻟㻜㻹㻼㼍

㧗ᅽ⬺Ỉ⣲⨨
ᛂ ᗘ䠘㻤㻜䉝
ᛂᅽຊ䠖㻟㻜㻹㻼㼍

ᾮ
㓟Ⅳ⣲
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◊✲㡯┠䐠䛂Ꮫ䝥䝻䝉䝇䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛾᥎㐍䛃

+ᖺᗘᡂᯝ

-67&5(67䛂⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼䞊䛛䜙䛾䜶䝛䝹䜼䞊䜻䝱䝸䜰䛾〇㐀䛸䛭䛾⏝䛾䛯䜑䛾㠉᪂ⓗ
ᇶ┙ᢏ⾡䛾ฟ䛃3-䛻䛚䛡䜛䛂䜼㓟䛾⬺Ỉ⣲ᛂ䛻䜘䜛㧗ᅽỈ⣲䛾㧗ຠ⋡〇㐀ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䛃

䝬䜲䜽䝻⇕ჾ䜢⏝䛔䛯㻙㻝㻜䉝䜈䛾ᛴ෭
㉸⮫⏺ὶయ┦䛛䜙Ẽ┦䞉ᾮ┦䛾䠎┦ศ㞳

㧗ᅽ䜺䝇 㻴㻞䠖㻯㻻㻞㻌䠙䠍䠖䠍

㧗ᅽỈ⣲
䜺䝇

㉸⮫⏺ὶయ┦

㧗ᅽ῝෭䜺䝇
ศ㞳⨨

䜼㓟Ỉ⁐ᾮ

ゐ፹

Ẽᾮ䠄ᅛẼ䠅┦
䝬䜲䜽䝻
㧗ᅽ⬺Ỉ⣲⨨
ศ㞳 ᗘ䠖㻙㻝㻜䉝
⇕ჾ
ศ㞳ᅽຊ䠖㻟㻜㻹㻼㼍
ᛂ ᗘ䠘㻤㻜䉝
෭༷
ᾮ㓟Ⅳ⣲
ᛂᅽຊ䠖㻟㻜㻹㻼㼍
㻤㻡㼙㼛㼘䠂 䠄㻴㻞㻣ᖺᗘ䠅䛛䜙
㻥㻡㼙㼛㼘䠂 䠄㻴㻞㻤ᖺᗘ䠅䛻
⡆౽䛺Ỉ⣲㐃⥆⢭〇ᢏ⾡

䘟 㧗ᅽ䜺䝇䛾┦ᖹ⾮ไᚚ䛻䜘䜛
⡆౽䛺㧗ᅽỈ⣲〇㐀ᢏ⾡䜢㛤Ⓨ䚹



◊✲㡯┠䐡䛂䝘䝜䜹䞊䝪䞁䜢䛿䛨䜑䛸䛩䜛䝘䝜ᮦᩱ䛾㛤Ⓨ䛸䛭䛾ᛂ⏝ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䛃

◊✲䝔䞊䝬
ࣇࣞ࢟ࢩࣈࣝࢹࣂࢫྥࡅࡓᕤᴗ⏝ࢢࣛࣇ࢙ࣥࡢ㛤Ⓨ
┠ⓗ䛸ィ⏬
䞉㧗ရ㉁䜾䝷䝣䜵䞁䛾㧗䝇䝹䞊䝥䝑䝖ྜᡂᢏ⾡䛸ᛂ⏝ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䚹
䞉䛂䜾䝷䝣䜵䞁䛾㧗㏿䝥䝷䝈䝬&9'ἲ䛃䚸䛂䝻䞊䝹䝒䞊䝻䞊䝹ྜᡂ
ᢏ⾡䛃䚸䛂㧗ရ㉁㌿䞉䝗䞊䝢䞁䜾ᡭἲ䛃䛻䜘䜛䜾䝷䝣䜵䞁㏱᫂ᑟ㟁
䝣䜱䝹䝮ᙧᡂᢏ⾡䛾☜❧䛸㠉᪂ⓗ䝕䝞䜲䝇䛾ᐇド䚹
◊✲䜰䝥䝻䞊䝏
䝻䞊䝹䝒䞊䝻䞊䝹䛻䜘䜛
䜾䝷䝣䜵䞁㐃⥆ྜᡂ䛾㛤Ⓨ

㧗ရ㉁㌿䞉䝗䞊䝢䞁䜾ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ
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㧗㏿䞉పᾘ㈝㟁
ຊ䞉㧗ឤᗘ䞉䜶䝛
䝹䜼䞊⮬❧ᆺ䝕
䝞䜲䝇

◊✲㡯┠䐡䛂䝘䝜䜹䞊䝪䞁䜢䛿䛨䜑䛸䛩䜛䝘䝜ᮦᩱ䛾㛤Ⓨ䛸䛭䛾ᛂ⏝ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䛃

+ᖺᗘᡂᯝ

పⅣ⣲♫䜢ᐇ⌧䛩䜛䝘䝜Ⅳ⣲ᮦᩱᐇ⏝3䠄䝘䝜Ⅳ⣲ᮦᩱ䛾㠉᪂ⓗⷧ⭷ᮦᩱᙧᡂᢏ⾡䠅
+2ศᅽไᚚ
⛣ືᗘ䠖
䡚㻠㻜㻜㼏㼙㻞㻛㼂㼟㻌㻌

䡚 㻝㻘㻢㻜㻜㼏㼙㻞㻛㼂㼟

䛭䛾ሙ䜺䝇ศ
ᯒ䝅䝇䝔䝮䛾
⤌䜏㎸䜏
⌧ᅾ䛿䛥䜙䛻ྥୖ䛧䛶㻡㻘㻜㻜㻜㼏㼙㻞㻛㼂㼟䜢㐩ᡂ

㐃⥆ྜᡂ䛧䛯䜾䝷䝣䜵䞁

⢏⏺䛷䜒㻯㻙㻯⤖ྜ㛗䛿䝞䝹䜽
㻔㻝㻠㻞㻌㼜㼙㻕䛸ྠ䛨䛷ṍ䜏䛾✚
䛜䛺䛔䛣䛸䜢☜ㄆ

䘟㧗⛣ືᗘ䜾䝷䝣䜵䞁ྜᡂ䜢ྍ⬟䛻䛩䜛
+2ศᅽไᚚἲ䜢㛤Ⓨ䚹
䘟ṍ䛾䛺䛔䜾䝷䝣䜵䞁⢏⏺䛾᥋⥆䛻ᡂຌ䚹

ᡂᯝⓎ⾲ Carbon    䚸
JJAP  LQSUHVV



◊✲㡯┠䐡䛂䝘䝜䜹䞊䝪䞁䜢䛿䛨䜑䛸䛩䜛䝘䝜ᮦᩱ䛾㛤Ⓨ䛸䛭䛾ᛂ⏝ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䛃

◊✲䝔䞊䝬
ᝏ⮯≀㉁㝖ཤࡢࡓࡵࡢ≀㉁྾ⶶ⏝ࢼࣀ⢏Ꮚࡢ㛤Ⓨ
┠ⓗ䛸ィ⏬
䞉㣴㇜⯋䛺䛹䛻䛚䛡䜛䜰䞁䝰䝙䜰㝖ཤ䛾䛯䜑䛾྾╔ᮦ䛾㛤Ⓨ䚹
䞉ከᏍᛶ㓄㧗ศᏊ䝘䝜⢏Ꮚ䛾ᵓ㐀タィ䛻䜘䜚䚸≉ᐃ䛾≀㉁䜢
㑅ᢥⓗ䛻྾╔䛩䜛䝘䝜⢏Ꮚ䜢㛤Ⓨ䚹
◊✲䜰䝥䝻䞊䝏
䝥䝹䝅䜰䞁䝤䝹䞊㢮ఝయ䛻䛚䛡䜛
䝬䜲䜽䝻Ꮝ䡚䝬䜽䝻Ꮝ䜢⏝䛧䛯྾╔ᮦ䛾㛤Ⓨ

䝥䝹䝅䜰䞁䝤䝹䞊㢮ఝయ䛾ᵓ㐀タィ䛸ከẁ㝵✵Ꮝタィ

䝬䜲䜽䝻Ꮝ

䝯䝋Ꮝ

䝬䜽䝻Ꮝ
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Ẽ୰䛾ᝏ⮯≀㉁㝖ཤ

◊✲㡯┠䐡䛂䝘䝜䜹䞊䝪䞁䜢䛿䛨䜑䛸䛩䜛䝘䝜ᮦᩱ䛾㛤Ⓨ䛸䛭䛾ᛂ⏝ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䛃

+ᖺᗘᡂᯝ
␆⏘䛻䛚䛡䜛ᝏ⮯㝖ཤ䜈䛾⏝䜢┠ᣦ䛧䛯䝔䞊䝬䠖
㎰ᯘỈ ⏘┬㠉᪂ⓗᢏ⾡㛤Ⓨ䞉⥭ᛴᒎ㛤ᴗ 䛖䛱ᆅᇦᡓ␎䝥䝻䝆䜵䜽䝖 ᥇ᢥ

㓄䝃䜲䝖
䠄1+྾╔䠅

✵㝽䝃䜲䝖
䠄1+1+䠇྾╔䠅

&R>&R &1 @






䜲䜸䞁ᶞ⬡ 䝊䜸䝷䜲䝖

⣙㻝㼜㼜㼙䛾ప⃰ᗘ㻺㻴㻟
䜢㧗㏿྾╔㻔㻞㻌㼙㼟㻕
䜰䞁䝰䝙䜰⃰ᗘ SSP

䜰䞁䝰䝙䜰ศᏊ

䜰䞁䝰䝙䜰྾╔㔞 PPROJ



ඖ⣲⨨䞉⤌ᡂไᚚ䛷㧗䛔
䜰䞁䝰䝙䜰྾╔ᛶ⬟䠄㻞㻝㻚㻥㻌㼙㼙㼛㼘㻛㼓䠅

άᛶⅣ



     
ᅽຊ DWP

PV

 PV

䘟䝥䝹䝅䜰䞁䝤䝹䞊㢮ఝయ䛾ඖ⣲⨨䞉⤌ᡂ᭱㐺䜘䛳䛶䚸
ከᏍ㉁ᮦ䛷䛿᭱㧗ᛶ⬟䛾䜰䞁䝰䝙䜰྾╔ᮦ䜢㛤Ⓨ䚹
ᡂᯝⓎ⾲ J. Am. Chem. Soc.   


◊✲㡯┠䐡䛂䝘䝜䜹䞊䝪䞁䜢䛿䛨䜑䛸䛩䜛䝘䝜ᮦᩱ䛾㛤Ⓨ䛸䛭䛾ᛂ⏝ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䛃

◊✲䝔䞊䝬
⢒ど0'ࢆ⏝࠸ࡓࣇ࣮ࣛሸ㧗ศᏊᮦᩱࡢ◚ቯ
┠ⓗ䛸ィ⏬
䞉䝘䝜䝁䞁䝫䝆䝑䝖ᮦᩱ䛻䛚䛡䜛ᮦᩱᶵ⬟䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁ᢏ⾡㛤Ⓨ䚹
䞉䝂䝮➼䛾㧗ศᏊᮦᩱ䛾㛤Ⓨ䛻㐺⏝䛷䛝䜛䠄ຊᏛⓗ≉ᛶ䜔◚ቯᣲື䛾
ண ➼䛻㐺⏝ྍ⬟䛺䠅⢒ど㻹㻰䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䚹
◊✲䜰䝥䝻䞊䝏
ᮏ◊✲䛷䛿䝂䝮ᮦᩱ䛾ఙᙇ◚ቯ䛻
╔┠䛧䚸ᐇ㦂䛷䛿ゎᯒ䛜㞴䛧䛔䢁䢅
䡹䡵䡬䢕䛾◚ቯ䛾䡼䢚䡮䢁䢌䡴䡹䜢ゎᯒ
⢒ど0'䡸䢌䡩䢖䡬䡸䡪䢙
䜢⏝䛔䛯ᮦᩱタィ
ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ
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◊✲㡯┠䐡䛂䝘䝜䜹䞊䝪䞁䜢䛿䛨䜑䛸䛩䜛䝘䝜ᮦᩱ䛾㛤Ⓨ䛸䛭䛾ᛂ⏝ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䛃
䝣䜱䝷䞊䞉㧗ศᏊ㛫ᘬຊ┦స⏝

+ᖺᗘᡂᯝ

㧗ศᏊ㒊ศ䛻
䜻䝱䝡䝔䜱䞊⏕ᡂ

1('2䛂㉸ඛ➃ᮦᩱ㉸㧗㏿㛤Ⓨᇶ┙ᢏ⾡䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛃
ᩥ⛉┬
Ꮫ㝿つᶍሗᇶ┙ඹྠ⏝䞉ඹྠ◊✲ᣐⅬཬ䜃㠉᪂ⓗ
䝝䜲䝟䝣䜷䞊䝬䞁䝇䞉䝁䞁䝢䝳䞊䝔䜱䞁䜾䞉䜲䞁䝣䝷䛻䛚䛡䜛◊✲

䝣䜱䝷䞊
䜻䝱䝡䝔䜱䞊
䛾ྜ୍

䜻䝱䝡䝔䜱

䘟 䝣䜱䝷䞊ሸ㧗ศᏊᮦᩱ䛻䛴䛔䛶㧗
ศᏊ⢒ど䝰䝕䝹䜢⏝䛔䛶䝰䝕䝹
䛧䚸䛭䛾ఙᙇ◚ቯᣲື䛻䛴䛔䛶䚸
KdͬK'E䜢⏝䛔䛶⢒どD䝅
䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䜢ᐇ⾜䛧䛯䚹

䝣䜱䝷䞊䞉㧗ศᏊ㛫᩺ຊ┦స⏝
䝣䜱䝷䞊⏺㠃䛷
䜻䝱䝡䝔䜱䞊⏕ᡂ

䘟 䝣䜱䝷䞊䞉㧗ศᏊ㛫┦స⏝䠄ᘬຊ䞉
᩺ຊ䠅䛻౫Ꮡ䛧䛶䚸䜻䝱䝡䝔䜱⏕ᡂ䛚䜘
䜃ྜ୍㐣⛬䛜␗䛺䜛䛣䛸䛜♧䛥䜜䚸␗
䛺䜛䝯䜹䝙䝈䝮䛷◚ቯ䛜㐍⾜䛩䜛䛣䛸䜢
♧䛧䛯䚹
ᡂᯝⓎ⾲䠖 Polymer   

ู䛾䝣䜱䝷䞊䛻฿㐩䛧䛯㝿䛻
䜻䝱䝡䝔䜱䞊⫧䛾Ṇ
䝣䜱䝷䞊ሸ㧗ศᏊ䛻䛚䛡䜛ఙᙇ◚ቯ䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁


◊✲㡯┠䐢䛂᪂䛯䛺䜒䛾䛵䛟䜚ᢏ⾡䜢≌ᘬ䛩䜛↓ᶵᶵ⬟ᮦᩱ䛾㛤Ⓨ䛃

◊✲䝔䞊䝬
ḟୡ௦ㄏ㟁ࢹࣂࢫྥࡅࡓࢼࣀࢡࣜࢫࢱࣝྜᡂࡢ㔞⏘
┠ⓗ䛸ィ⏬
䞉㧗ᛶ⬟䞉᪂ᶵ⬟䝘䝜䜽䝸䝇䝍䝹䝕䝞䜲䝇䛾ᐇ⌧䚹
䞉ᴗ䛸䛾ඹྠ◊✲䛻䜘䜚䚸䝏䝍䞁㓟䝞䝸䜴䝮䝘䝜䝏䝳䞊䝤䛾㔞⏘ᢏ⾡㛤Ⓨ䚹
◊✲䜰䝥䝻䞊䝏
⏺㠃ᩚྜ

䝘䝜䜻䝳䞊䝤䛾㞟✚䛻䜘䜛
㧗ㄏ㟁⋡Ⓨ⌧
⏺㠃ᩚྜ

༢⤖ᬗ
䠇⏺㠃

ㄏ㟁⋡

༢⤖ᬗ%D7L2
䝘䝜䜻䝳䞊䝤䛾㞟✚

%D7L2䝘䝜䜻䝳䞊䝤䛾
㔞⏘ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ

㧗ᛶ⬟䞉᪂ᶵ⬟
䝘䝜䜽䝸䝇䝍䝹䝕䝞䜲䝇䜈
䞉 ᙉㄏ㟁య䝯䝰䝸
䞉 䝞䝸䝇䝍䚸᪂䝁䞁䝕䞁䝃➼

ཌ䛥䠄QP䠅
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◊✲㡯┠䐢䛂᪂䛯䛺䜒䛾䛵䛟䜚ᢏ⾡䜢≌ᘬ䛩䜛↓ᶵᶵ⬟ᮦᩱ䛾㛤Ⓨ䛃

+ᖺᗘᡂᯝ

⏘⥲◊
䝘䝜䜽䝸䝇䝍䝹
ᢏ⾡

ඹྠ◊✲ඛ
ᴗ
㧗ᗘ⢊ᮎ〇㐀
ᢏ⾡

䞉1('2䜶䝛⎔ඛᑟ3᥇ᢥ䞉㛤ጞ
䞉-67$6WHS᥇ᢥ䞉㛤ጞ
䞉ᩥ㒊⛉Ꮫ⮧⾲ᙲ䞉⛉Ꮫᢏ⾡㈹
䞉᪥ᮏ䞉⡿䝉䝷䝭䝑䜽䝇༠䝣䜵䝻䞊⾲ᙲ
䞉᪥ᮏ䝉䝷䝭䝑䜽䝇༠㐍Ṍ㈹ཷ㈹

䘟ඹྠ◊✲ඛᴗ䛻䛚䛔䛶%D7L2䝘䝜䜻䝳䞊䝤䛾䝟䜲䝻䝑䝖䝇䜿䞊䝹
䠄䠑䠌/䠅䛻䜘䜛ᙧ≧ไᚚ䛸J䜸䞊䝎䞊ྜᡂ䛾ᡂຌ䚹


◊✲㡯┠䐢䛂᪂䛯䛺䜒䛾䛵䛟䜚ᢏ⾡䜢≌ᘬ䛩䜛↓ᶵᶵ⬟ᮦᩱ䛾㛤Ⓨ䛃

◊✲䝔䞊䝬
ࢿ࢜ࢪ࣒☢▼ࢆ㉸࠼ࡿ␗᪉ᛶ6P)H1☢▼ࡢ㛤Ⓨ
┠ⓗ䛸ィ⏬
䞉䝰䞊䝍䞊⏝㏵䛻ྥ䛡䛯㧗⪏⇕ᛶ↝⤖☢▼䛾㛤Ⓨ䚹
䞉㧗ᛶ⬟6P)H1⣔␗᪉ᛶ↝⤖☢▼䛾䛯䜑䛻䝪䝖䝮䜰䝑䝥䛷☢▼
⢊ᮎ䜢ྜᡂ䛩䜛䚹
◊✲䜰䝥䝻䞊䝏
☢Ẽ≉ᛶ䞉⪏⇕ᛶ䛾㧗䛔6P)H1☢ᛶᮦᩱ
☢ᛶᮦᩱ䛾ᇶᮏ≀ᛶ
☢ᛶᮦᩱ

␗᪉ᛶ☢⏺
H$
0$P

㣬☢
JV
7

䜻䝳䝸䞊 ᗘ
TF
䠄Υ䠅

6P)H1
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㻟㻜㼏㼙ᖜ䛾ᆒ୍ཌ䛾
㛗ᑻ⭷స〇䛻ᡂຌ

ඹྠ◊✲ඛᴗ䛾ሬᕤ⏝ᐇᶵ䛷
㛗ᑻ⭷䛾ヨస᳨ウ୰

◊✲㡯┠䐠䛂Ꮫ䝥䝻䝉䝇䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛾᥎㐍䛃

◊✲䝔䞊䝬
㏱᫂⇞ᛶ⢓ᅵ⭷ࡢሬᕤᢏ⾡ࡼࡿ⇞ᛶ㏱᫂ᮦࡢ㛤Ⓨ
┠ⓗ䛸ィ⏬
䞉⇞ᛶ㏱᫂ᮦ䛾ᐇ⏝䚹
䞉⏘⥲◊䛜㛤Ⓨ䛧䛯㏱᫂⢓ᅵ⭷䛂䜽䝺䞊䝇䝖䛃䜢䝥䝷䝇䝏䝑䜽⾲㠃䜈
ሬᕤ䛩䜛䛣䛸䛷䚸⇞ᛶ↷᫂䜹䝞䞊䜢㛤Ⓨ䚹
◊✲䜰䝥䝻䞊䝏
䝇䝥䝺䞊ሬᕸྍ⬟䛺
⢓ᅵ䝨䞊䝇䝖

⇞ᛶ↷᫂䜹䝞䞊䛾㛤Ⓨ
ሬᕤᢏ⾡㛤Ⓨ䛻䜘䛳䛶
䝥䝷䝇䝏䝑䜽⣲ᮦ䜈⇞ᛶ



◊✲㡯┠䐠䛂Ꮫ䝥䝻䝉䝇䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛾᥎㐍䛃

+ᖺᗘᡂᯝ
㛤Ⓨ䛧䛯⇞↷᫂䜹䝞䞊
䞉㕲㐨㌴୧⏝ᮦᩱ ⇞↝ヨ㦂 ⇞ྜ᱁
䞉䝥䝷䝇䝏䝑䜽ගᣑᩓᯈ䜘䜚䜒㧗䛔ග㏱㐣ᛶ 䠄㻢㻜䡚㻣㻜䠂䠅

ᯈ≧↷᫂

䘟 ᰴ ᐑᇛᡂ䛸䛾ඹྠ◊✲䛷䚸㏱᫂⇞⢓ᅵ⭷
ᮾி䝯䝖䝻⁀ụᒣ⋤㥐 䝩䞊䝮䛻タ⨨
䛾ሬᕤᢏ⾡䛻䜘䜛⇞↷᫂䜹䝞䞊䜢㛤Ⓨ
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◊✲㡯┠䐡䛂䝘䝜䜹䞊䝪䞁䜢䛿䛨䜑䛸䛩䜛䝘䝜ᮦᩱ䛾㛤Ⓨ䛸䛭䛾ᛂ⏝ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䛃

◊✲䝔䞊䝬
&17ࡢపࢥࢫࢺ㔞⏘ᢏ⾡㛤Ⓨ
┠ⓗ䛸ィ⏬
䞉⤌⧊㛫⼥ྜ䛻䜘䜛ᢏ⾡㞟⤖䛷&17ྜᡂ䛾ᢏ⾡㛤Ⓨಁ㐍䚹
䞉䝇䞊䝟䞊䜾䝻䞊䝇༢ᒙ䜹䞊䝪䞁䝘䝜䝏䝳䞊䝤䛾䛥䜙䛺䜛ప䝁䝇䝖
㔞⏘ᢏ⾡㛤Ⓨ䛻ྥ䛡䛯ྜᡂᢏ⾡䜢☜❧䛸〇㐀䝁䝇䝖పୗ䚹
◊✲䜰䝥䝻䞊䝏
⤌⧊㛫ᇉ᰿䛾ྲྀ䜚ᡶ䛔䜘䜚
ᢏ⾡㛤Ⓨ䛾ຠ⋡
&17ྜᡂ䛾୍ᒙ䛾
䝁䝇䝖䝎䜴䞁䛸⏕⏘ᛶྥୖ

⤌⧊㛫⼥ྜ

⏘⥲◊

᪥ᮏ䝊䜸䞁♫


◊✲㡯┠䐡䛂䝘䝜䜹䞊䝪䞁䜢䛿䛨䜑䛸䛩䜛䝘䝜ᮦᩱ䛾㛤Ⓨ䛸䛭䛾ᛂ⏝ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䛃

+ᖺᗘᡂᯝ
㐃ᦠ◊✲䝷䝪タ❧䛷
➨䠎ᕤሙ⏝ప䝁䝇䝖ᢏ⾡䛻╔ᡭ

䘟ᴗෙ䝷䝪䛸䛧䛶䛂᪥ᮏ䝊䜸䞁⏘⥲◊䜹䞊䝪䞁䝘䝜䝏䝳䞊䝤ᐇ⏝
㐃ᦠ◊✲䝷䝪䠄䠅䛃䛾タ⨨䚹
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◊✲㡯┠䐡䛂䝘䝜䜹䞊䝪䞁䜢䛿䛨䜑䛸䛩䜛䝘䝜ᮦᩱ䛾㛤Ⓨ䛸䛭䛾ᛂ⏝ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䛃

◊✲䝔䞊䝬
&17ࣉࣛࢫࢳࢵࢡࡼࡿ⪏⇕࣭㧗ᙉᗘࡢ&17」ྜయࡢ㛤Ⓨ
┠ⓗ䛸ィ⏬
䞉 &17䛾㍍㔞䞉㧗ᙉᗘ䞉⪏⇕ᛶ䜢⏝䛧䛯ᶞ⬡⣔ᮦᩱ䛾㧗ᛶ⬟䚹
䞉䝇䞊䝟䞊䜾䝻䞊䝇ἲ䛻䜘䛳䛶ྜᡂ䛧䛯༢ᒙ䜹䞊䝪䞁䝘䝜䝏䝳䞊䝤䠄6*&17
䛸䝫䝸䜶䞊䝔䝹䜶䞊䝔䝹䜿䝖䞁䠄3((. 䛸䛾」ྜ䛻䜘䜚䚸⪏⇕䞉㧗ᙉᗘ䛾
&17」ྜయ䜢㛤Ⓨ䚹
◊✲䜰䝥䝻䞊䝏
䝫䝸䜶䞊䝔䝹䜶䞊䝔䝹䜿䝖䞁
䠄㼜㼛㼘㼥㼑㼠㼔㼑㼞㼑㼠㼔㼑㼞㼗㼑㼠㼛㼚㼑㻘㻌㻼㻱㻱㻷䠅

㧗⪏⇕䜶䞁䝆䝙䜰䝸䞁䜾
䝥䝷䝇䝏䝑䜽6*&17」ྜయᮦᩱ䛾㛤Ⓨ

㻯㻺㼀ศᩓ

䞉⁐⼥ᡂᙧྍ⬟䛺䜶䞁䝆䝙䜰䝸䞁䜾
䝥䝷䝇䝏䝑䜽
䞉㐃⥆⏝ ᗘ䠖䡚㻞㻠㻜䉝

㧗ᛶ⬟䜶䞁䝆䝙䜰䝸䞁䜾
䝥䝷䝇䝏䝑䜽」ྜయ
䞉㧗⪏⇕ᛶ
䞉㧗ᶵᲔⓗᙉᗘ

ΰ㘐

6*&17
䞉㧗ᙉᗘ
䞉⪏⇕ᛶ

ᶞ⬡䛸&17䛸䛾ΰ㘐䛻䜘䜛
㧗ᛶ⬟&17」ྜయ

⮬ື㌴䛾䜶䞁䝆䞁䞉䝷䞁䝥
࿘㎶㒊ᮦ



◊✲㡯┠䐡䛂䝘䝜䜹䞊䝪䞁䜢䛿䛨䜑䛸䛩䜛䝘䝜ᮦᩱ䛾㛤Ⓨ䛸䛭䛾ᛂ⏝ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䛃

+ᖺᗘᡂᯝ

1('2䛂పⅣ⣲♫䜢ᐇ⌧䛩䜛䝘䝜Ⅳ⣲ᮦᩱᐇ⏝䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛃

䠄ᕥ䠅3((.༢య䚸䠄ྑ䠅3((.䠋6*&17䠄ZW䠂䠅」ྜᮦᩱ
䛾ᑕฟᡂᙧရ
⪏⇕ᛶ䛸ᶵᲔⓗ≉ᛶ䛾ẚ㍑
3((.༢య

3((.6*&17
ZW

㔜㔞ኚ⋡ 
ΥK





ᘬᙇᙉᗘ 03D

a

a

᭤䛢ᙉᗘ 03D

a

a

䘟 ᭷ᶵ⁐፹䛻㞴⁐䛺㻼㻱㻱㻷䜈䛾㻯㻺㼀䛾」ྜᢏ⾡䛻䜘䜚䚸
⪏⇕ᛶ㻠㻜㻜䉝௨ୖ䚸᭤䛢ᙉᗘ㻝㻚㻤ಸ䛸⇕ⓗ≉ᛶ䜔ᶵᲔⓗᙉᗘ䜢䛝䛟ྥୖ䚹
㍍㔞䛜ồ䜑䜙䜜䜛⮬ື㌴㒊ᮦ䚸⯟✵䞉Ᏹᐂ⏘ᴗ⏝㒊ᮦ䛺䛹䜈䛾㐺⏝䛜ᮇᚅ䚹
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◊✲㡯┠䐡䛂䝘䝜䜹䞊䝪䞁䜢䛿䛨䜑䛸䛩䜛䝘䝜ᮦᩱ䛾㛤Ⓨ䛸䛭䛾ᛂ⏝ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䛃

+ᖺᗘᡂᯝ

ଐஜἎỼὅὉἇὅỴἿὊὉငዮᄂ
ᵡᵬᵲᙐӳ૰ᄂᆮਗໜ

ᖺ᭶㛤ጞ

 ˊᘙ ဣជ
 ʖም ˖ಅ੩̓
 ʴՃ ᵐᵎӸ

‵⁀⁆ᙐӳ૰
∄⇟⇥∞⇶⇩⇧
মটشঝ

ቷ

&17

ঐ५ॱش
ংॵॳ

ಽ17०
2জথॢ

ਛ

ಽ&17উছ५ॳॵॡ
ਛള়౫મ

ʚ᠆ฆᥲ







ݧЈ࢟

ম८ड़থؚ१থ॔টؚشਓଢ଼भਕਃঢ়ુଢ଼
&17ള়౫મଢ଼৫&ق17०&ؚ17भঐ५ॱشংॵॳधਛ৬قكधखथ6*&17 
ૹષ৫ҩਓ॑धखञউট७५৫ૼ؛ؚଢ଼৫ؚଲୗউট७५৫॑৬दຄষ
੦ຊଢ଼भਛટ॑ဌசपૹષ৫ؚଲୗपખ
ମমभ&17ള়౫મ৫भ७থॱ॑ش৯घ


◊✲㡯┠䐢䛂᪂䛯䛺䜒䛾䛵䛟䜚ᢏ⾡䜢≌ᘬ䛩䜛↓ᶵᶵ⬟ᮦᩱ䛾㛤Ⓨ䛃
◊✲㡯┠䐡䛂䝘䝜䜹䞊䝪䞁䜢䛿䛨䜑䛸䛩䜛䝘䝜ᮦᩱ䛾㛤Ⓨ䛸

䛭䛾ᛂ⏝ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䛃䛸䛾㐃ᦠㄢ㢟
◊✲䝔䞊䝬
㉸ⷧᆺ㍍㔞ⅬᏐࢹࣂࢫ⏝+%$ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ
┠ⓗ䛸ィ⏬

䞉ᦠᖏྍ⬟䛺ⅬᏐ䝕䝞䜲䝇㛤Ⓨ䛾䛯䜑䛾䝝䜲䝤䝸䝑䝗䜰䜽䝏䝳䜶䞊䝍䠄+%$䠅
ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䚹
䞉ⷧᆺ㍍㔞ⅬᏐ䝕䝞䜲䝇㛤Ⓨ䛻ྥ䛡䛶ཎ⌮ヨసᶵ䜢㛤Ⓨ䞉స〇䚹

◊✲䜰䝥䝻䞊䝏

ᡭᖒᆺ䜿䞊䝇

+%$䛻䜘䜛ⷧᆺⅬᏐ䝕䜱䝇䝥䝺䜲
䜿䞊䝇

䜢㛤䛟

䝇䝬䝩

ⅬᏐ⾲♧ჾ

ᚑ᮶䛾ⅬᏐ䝕䜱䝇䝥䝺䜲
◳䛔䚸㔜䛔䚸ᆺ
эᦠᖏ䞉╔ྍ
㔜䛥J䠅

㍍㔞䚸ᑠᆺ
эᦠᖏ䞉╔ྍ⬟
㔜䛥J䠅
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┠ᶆ䛸䛩䜛ၟရ䜲䝯䞊䝆
ⅬᏐ⾲♧ჾ䛝䝇䝬䞊䝖䝣䜷
䞁ᡭᖒᆺ䜿䞊䝇
どぬ㞀ᐖ⪅䛜䝇䝬䞊䝖䝣䜷䞁
䛛䜙ධຊ䚸ⅬᏐ⾲♧ჾ䛷ゐᏐ

◊✲㡯┠䐢䛂᪂䛯䛺䜒䛾䛵䛟䜚ᢏ⾡䜢≌ᘬ䛩䜛↓ᶵᶵ⬟ᮦᩱ䛾㛤Ⓨ䛃

+%$䛾ᵓ㐀䛸ືసཎ⌮



◊✲㡯┠䐢䛂᪂䛯䛺䜒䛾䛵䛟䜚ᢏ⾡䜢≌ᘬ䛩䜛↓ᶵᶵ⬟ᮦᩱ䛾㛤Ⓨ䛃

+ᖺᗘᡂᯝ
ᇸ⋢┴⏘ᴗ⯆බ♫⏘Ꮫ㐃ᦠ◊✲㛤Ⓨ䝥䝻䝆䜵䜽䝖⿵ຓ㔠䠖
䛂䝘䝜䜹䞊䝪䞁㧗ศᏊ䜰䜽䝏䝳䜶䞊䝍䜢⏝䛔䛯䝇䝬䞊䝖䝣䜷䞁⏝ⷧᆺⅬᏐ⾲♧ჾ䛾㛤Ⓨ䛃

ᴗ䛸ඹྠ䛷+%$ヨ㦂⏝䝥䝻䝖䝍䜲䝥䛾ヨస䞉ホ౯
ႆẲẺᚾ˺ೞ

ϋᢿನᡯểỴἁἓἷỺὊἑίᵟᵡᵲὸѣ˺ίᵲᵭᵮ
ῦ῝ῪửٳẲẺཞ७ὸ

ໜ܌ἦὅଞᨀѣ˺

ᵏ῍ᵑ૨܌Ờ

ᵑ῍ᵔ૨܌Ờ

ඹྠ◊✲ඛ䛾
䛸ඹྠ䛷䝥䝻䝖䝍䜲䝥䜢㛤Ⓨ䞉స〇䚸
䛷ホ౯䜢⾜䛳䛯䚹䛭䛾⤖ᯝ䚸ᙜึ䛾ㄢ㢟䛷䛒䛳䛯✚ᒙᵓ㐀䛻䜘䜛Ⓨ⏕ຊ䛾ಸቑ䛾┠ᶆ
䛿㐩ᡂ䛧䛯䛜䚸+%$䜀䜙䛴䛝䛾ㄢ㢟䛜䛒䜚䚸ḟᖺᗘ䚸䛭䛾Ⅼ䛾ゎỴ䜢䛿䛛䜚䚸㛤Ⓨ䜢㐍䜑䜛䚹
ᡂᯝⓎ⾲ 䛂䜹䞊䝪䞁䝘䝜䝏䝳䞊䝤䞉䜾䝷䝣䜵䞁䛾ᛂ⏝◊✲᭱๓⥺䛃䚸SS䜶䝚䞉䝔䜱䞊䞉䜶䝇䠄䠅
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◊✲㡯┠䐢䛂᪂䛯䛺䜒䛾䛵䛟䜚ᢏ⾡䜢≌ᘬ䛩䜛↓ᶵᶵ⬟ᮦᩱ䛾㛤Ⓨ䛃

◊✲䝔䞊䝬
䝦䝹䝇䜿䜰ᛂ⏝䛾䝉䞁䝅䞁䜾ᢏ⾡
┠ⓗ䛸ィ⏬
䞉䝦䝹䝇䜿䜰᪂⏘ᴗฟ䜢┠ᣦ䛧䛯䝦䝹䝇䜿䜰㒊ᮦ㛤Ⓨ䚹
䞉⊂⮬䛾䝉䝷䝭䝑䜽䝉䞁䝃⣲Ꮚᢏ⾡䜢ᛂ⏝䛧䚸䝕䝞䜲䝇䜈䛾ᐇ䛸
ᐇ⏝䛻ྥ䛡䛯䝥䝻䝖䝍䜲䝥䛾㛤Ⓨ䚹
◊✲䜰䝥䝻䞊䝏
䝥䝻䝖䝍䜲䝥᳨▱ჾ䛾
ᐇド䞉⮫ᗋ

⪏⎔ቃᛶཬ䜃ಙ㢗ᛶ䛻ඃ䜜䛯
䝉䞁䝃㛤Ⓨ䞉䝅䝇䝔䝮䜈䛾ᐇ

⭠ෆ⣽⳦䛾
άື䜢♧䛩Ỉ⣲
䜺䝇䛾᳨ฟ

〇ရ
䝦䝹䝇䜿䜰᪂⏘ᴗฟ

⫵䛜䜣ᝈ⪅䛸ᖖ⪅䜢
㆑ู䛩䜛䛯䜑䚸
Ẽ୰䛾Ⓨᛶ᭷ᶵ
ྜ≀䠄92&䠅䛾᳨ฟ

ᗣ䝰䝙䝍䝸䞁䜾⏝䝅䝇
䝔䝮䜈ᦚ㍕䞉ᐇド䠄ྡྂ
ᒇᏛ㝔䞉⭠ෆỈ⣲䠅

⫵䛜䜣䝇䜽䝸䞊䝙䞁䜾⏝䝅
䝇䝔䝮䛾㛤Ⓨ䞉ᐇド䠄ឡ▱
┴䛜䜣䝉䞁䝍䞊䠅


◊✲㡯┠䐢䛂᪂䛯䛺䜒䛾䛵䛟䜚ᢏ⾡䜢≌ᘬ䛩䜛↓ᶵᶵ⬟ᮦᩱ䛾㛤Ⓨ䛃

+ᖺᗘᡂᯝ
3-䠄䛂▱䛾ᣐⅬ䛒䛔䛱䛃㔜Ⅼ◊✲䝥䝻䝆䜵䜽䝖 ㉸᪩ᮇデ᩿ᢏ⾡㛤Ⓨ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䠅ᚋ䛾ඹྠ◊✲

䘟㝔䜈タ⨨䛧䛯䝥䝻䝖䝍䜲䝥ᶵ䛻䜘䜚ᗣ≧ែ䝰䝙䝍䝸䞁䜾䜢ᐇド䚹
䝉䞁䝃䛸䝅䝇䝔䝮

ุᐃ⏝䝋䝣䝖䜴䜵䜰

ফাଣଛ
ुअऋ॒पऩैऩःآଫৄ٭ਈৗଆۅۈ
᭱᪂䛜䜣᳨ᰝ Ẽ䠲䠫䠟᳨▱ჾ

⮫ᗋ䛷䛾᳨ド㛤ጞ

䛜䜣䝉䞁䝍䞊䛷䛾ᐇドᐇ㦂䛾ᵝᏊ

་⒪ᚑ⪅ࡀ⡆༢࠼ࡿࣉࣟࢺ
ࢱࣉࢆᐇドࠊᐇ⏝ྥࡅ࡚ࡢ
ㄢ㢟ᢳฟ

ᖹᡂᖺ䛾ᐇ⏝䜢┠ᣦ䛧ᨵⰋ◊✲䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䜛䚹
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◊✲㡯┠䐢䛂᪂䛯䛺䜒䛾䛵䛟䜚ᢏ⾡䜢≌ᘬ䛩䜛↓ᶵᶵ⬟ᮦᩱ䛾㛤Ⓨ䛃

◊✲䝔䞊䝬
㧗ᗘ䛺㟁ẼᏛホ౯ᢏ⾡䛾ᐇ⏝
┠ⓗ䛸ィ⏬
䞉䝬䜲䜽䝻䝏䝳䞊䝤62)&㧗ᛶ⬟䞉⪏ஂᛶྥୖ䛾䛯䜑䛾ホ౯ᢏ⾡䛾ᐇ⏝䚹
䞉䝫䞊䝍䝤䝹⇞ᩱ㟁ụ䝅䝇䝔䝮ྥ䛡䝘䝜ᵓ㐀㟁ᴟ䛾㛤Ⓨ䛷✚䛧䛶䛝䛯㧗ᗘ䛺
㟁ẼᏛホ౯ᢏ⾡䜢⏘ᴗ⏺䛷ά⏝䛩䜛䛯䜑䛾ỗ⏝䝋䝣䝖䜴䜵䜰䜢㛤Ⓨ䛩䜛䚹
◊✲䜰䝥䝻䞊䝏
1L<6=

1L<6=

Z'':FP



R&+ 
1L<6=
1L<6=

䝘䝜ᵓ㐀㟁ᴟ
㛤Ⓨ䜈䛾
䝣䜱䞊䝗䝞䝑䜽


+]
N+]







Z':FP



'57g(f):V





R

 &+ 


R



1L<6=
1L<6=

D



ṇ䞉㈇ᴟ䛾ᢠศ㞳䛻ᡂຌ
F
D
R
R
RD
RF














)UHTXHQF\f+]

㧗ᛶ⬟䞉㧗⪏ஂ䝘䝜ᵓ㐀㟁ᴟ䛾㛤Ⓨ

㧗ᗘ䛺㟁ẼᏛホ౯ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ

⏘ᴗ⏺䛷䛾
ホ౯ᢏ⾡䛾
ά⏝
Ļ
䝋䝣䝖䜴䜵䜰
㛤Ⓨ



◊✲㡯┠䐢䛂᪂䛯䛺䜒䛾䛵䛟䜚ᢏ⾡䜢≌ᘬ䛩䜛↓ᶵᶵ⬟ᮦᩱ䛾㛤Ⓨ䛃

ᖺᗘ
䝫䞊䝍䝤䝹⇞ᩱ㟁ụ䝅䝇䝔䝮ྥ䛡䝘䝜ᵓ㐀㟁ᴟ䛾㛤Ⓨ䜢㏻䛨䛶䚸
㧗ᗘ䛺㟁ẼᏛホ౯䜰䝹䝂䝸䝈䝮䜢ᵓ⠏
+ᖺᗘᡂᯝ
䘟㟁ẼᏛホ౯ᢏ⾡䜢⨨䝯䞊䜹䞊䜈䝷䜲䝉䞁䝇౪䛧䚸㈍㛤ጞ䚹
䘟ᮏ䝋䝣䝖䜴䜵䜰䜢⏝䛧䛯ᢏ⾡䝁䞁䝃䝹䝔䜱䞁䜾䜢௳ᐇ䚹

䜲䞁䝢䞊䝎䞁䝇ゎᯒᨭ䝋䝣䝖䜴䜵䜰䛂=$66,67䛃
䠄ᮾ㝧䝔䜽䝙䜹ᖺ᭶᪥䝥䝺䝇䝸䝸䞊䝇䜘䜚䠅


-68-

◊✲㡯┠䐣䛂┬䜶䝛䝹䜼䞊♫ᵓ⠏䛻㈉⊩䛩䜛ඛ㐍ᵓ㐀ᮦᩱ䛸㒊ᮦ䛾㛤Ⓨ䛃

◊✲䝔䞊䝬
ḟୡ௦ᨺ⇕ᇶᯈࡢ㛤Ⓨ
┠ⓗ䛸ィ⏬
䞉䝟䝽䜶䝺ᇶᯈ䛾ᐇ⏝䚹
䞉ඃ䜜䛯⪏ ᗘ䝃䜲䜽䝹ᛶ䚸ᶵᲔⓗಙ㢗ᛶ䚸୪䜃䛻ᨺ⇕ᛶ䜢ే䛫
ᣢ䛴❅䜿䜲⣲䝯䝍䝷䜲䝈ᨺ⇕ᇶᯈ䜢㛤Ⓨ䚹
◊✲䜰䝥䝻䞊䝏
䝟䝽䞊䝕䝞䜲䝇䛾
㧗㟁ὶᐦᗘ䞉㧗
㏿䞉ᑠᆺ

䞉6L&䝕䝞䜲䝇
䠄㧗㏿䞉㧗 ືస䠅
䞉⪏ ᗘ䡷䡮䡴䢕ᛶ䞉ᨺ⇕ᛶ
䛻ඃ䜜䛯䢎䡼䢓䡮䡹䢚ᇶᯈ

䝟䝽䞊䝰䝆䝳䞊䝹䛾ᴫ␎ᅗ

䝯䝍䝷䜲䝈ᇶᯈ䛾ㄢ㢟


◊✲㡯┠䐣䛂┬䜶䝛䝹䜼䞊♫ᵓ⠏䛻㈉⊩䛩䜛ඛ㐍ᵓ㐀ᮦᩱ䛸㒊ᮦ䛾㛤Ⓨ䛃

+ᖺᗘᡂᯝ
䝕䞁䜹 ᰴ 䚸᪥ᮏ䝣䜯䜲䞁䝉䝷䝭䝑䜽䝇 ᰴ
䛸䛾ඹྠᐇ

6,3䛂ḟୡ௦䝟䝽䞊䜶䝺䜽䝖䝻䝙䜽䝇䠖6L&ḟ
ୡ௦䝟䝽䞊䜶䝺䜽䝖䝻䝙䜽䝇䛾⤫ྜⓗ◊✲
㛤Ⓨ䛃ཬ䜃ཧ⏬ᴗ䛛䜙䛾ጤク

䘟㧗
㧗䛔⪏ ᗘ䝃䜲䜽䝹ᛶ䛸ᨺ⇕ᛶ䜢ే䛫
ᣢ䛴❅䜿䜲⣲䝯䝍䝷䜲䝈ᇶᯈ䜢ᐇ⌧䚹
ᅇ䛾 ᗘ䝃䜲䜽䝹䛻⪏䛘䛖䜛
⇕⪏ஂᛶ䜢ᐇ⌧

䘟䝅
䝅䞊䝖ᡂᙧᡭἲ䛻䜘䜛
㧗⇕ఏᑟ6L1ⷧᯈᇶᯈ
䛾〇㐀ᇶ┙ᢏ⾡䜢㛤Ⓨ䚹

ヨ㦂∦
ᗘ䡷䡮䡴䢕ヨ㦂
䠄aΥ䠅 ❅ᛂ䞉䝫䝇䝖↝⤖䝥䝻䝉䝇
䛷〇㐀䛥䜜䛯6L1ⷧᯈᇶᯈ
䠄ඹྠ◊✲ඛᴗᥦ౪䠅
ᇶᯈᙉᗘ ᐃ

᪥ᮏ䝣䜯䜲䞁䝉䝷䝭䝑䜽䝇 ᰴ 䛿䚸ᚋ䠎䡚䠏ᖺ䛷
ⷧᯈᇶᯈ䛾౪⤥యไ䜢ᩚഛ䛧ᴗ䜢┠ᣦ䛧䛶䛔䜛䚹
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◊✲㡯┠䐣䛂┬䜶䝛䝹䜼䞊♫ᵓ⠏䛻㈉⊩䛩䜛ඛ㐍ᵓ㐀ᮦᩱ䛸㒊ᮦ䛾㛤Ⓨ䛃

◊✲䝔䞊䝬
Ⅳ࣍࢘⣲ࢭ࣑ࣛࢵࢡࢫ %& ࡢᖖᅽ↝⤖ἲࡢᐇ⏝
┠ⓗ䛸ィ⏬
䞉◳㉁㍍㔞㒊ᮦ⏝䝉䝷䝭䝑䜽䝇䜢Ᏻ౯䛻〇㐀ྍ⬟䛺ᢏ⾡䛾ᐇ⏝䚹
䞉㑏ඖ㞺ᅖẼ↝ᡂ䛷⢊ᮎ⾲㠃㓟≀㝖ཤ䛻䜘䜛↝⤖≉ᛶᨵၿ䚹
◊✲䜰䝥䝻䞊䝏
䝩䝑䝖䝥䝺䝇䜢⏝䛔䛯〇㐀䝥䝻䝉䝇䠄䛣䜜䜎䛷䛾ᢏ⾡䠅

䝩䝑䝖䝥䝺䝇

ษ᩿ຍᕤ

ᙧ≧ຍᕤ

ᖖᅽ↝⤖య
⏘ᴗ⏝㧗◳ᗘ䞉
㧗ẚ๛ᛶ⣲ᮦ

↝⤖య
ୖຍᕤ

⏘⥲◊㛤Ⓨ䛾〇㐀䝥䝻䝉䝇ἲ
ᡂᙧయ ᖖᅽ↝⤖

䝥䝺䝇ᡂᆺ䛺䛹
ྛ✀ᡂᙧ᪉ἲ

↝⤖య


◊✲㡯┠䐣䛂┬䜶䝛䝹䜼䞊♫ᵓ⠏䛻㈉⊩䛩䜛ඛ㐍ᵓ㐀ᮦᩱ䛸㒊ᮦ䛾㛤Ⓨ䛃

+ᖺᗘᡂᯝ
ᶵᲔⓗ≉ᛶ䛾ẚ㍑
ヨసᖖᅽ
↝⤖ᮦ

$♫䝩䝑䝖
䝥䝺䝇ᮦ

%♫䝩䝑䝖
䝥䝺䝇ᮦ

ᐦᗘ
JFP







᭤䛢ᙉᗘ
03D







◳䛥
*3D







䝲䞁䜾⋡
*3D







㌴㍕⏝䝇䝢䞊䜹䞊䛾䝒䜲䞊䝍䞊䠄㧗㡢⏝䠅
ືᯈ䛸䛧䛶᥇⏝
䠄┿䠖ヨ⫈⏝䛻䝤䝑䜽䝅䜵䝹䝣ᆺ䜶䞁䜽
䝻䞊䝆䝱䞊䛻䝉䝑䝖䛧䛯䜒䛾䠅

䘟 ⨾⃰❔ᴗ䠄ᰴ 䛸ඹྠ䛷㛤Ⓨ䛧䛯ᖖᅽ↝⤖䝉䝷䝭䝑䜽䝇〇ἲ䛻䜘䛳䛶䚸㧗ᛶ⬟
䛺%& Ⅳ䝩䜴⣲ 〇䝇䝢䞊䜹䞊ືᯈ䛜୕⳻㟁ᶵ䠄ᰴ䠅䛻䜘䜚〇ရ䚹
䘟 ㌴㍕⏝䝇䝢䞊䜹䞊䛾ᵓᡂ㒊ရ䛸䛧䛶㈍㛤ጞ䚹ྠ♫᭱㧗䜾䝺䞊䝗䚹
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㐃ᦠඛᴗ䜘䜚〇ရ䛥䜜䛯䝇䝢䞊䜹䞊㡢Ⓨ⏕㒊ရ 䠏✀
⢓ᅵ㖔≀」ྜᢏ⾡䛻䜘䜛
䝫䝸䝬䞊䞉䜽䝺䜲䞉
䝘䝜䝁䞁䝫䝆䝑䝖⣲ᮦ䛾ά⏝

ὶືᡂᙧᢏ⾡䛻䜘䜛
ᮌ㉁⣲ᮦ䛾ά⏝

ᖖᅽ↝⤖ἲ䛻䜘䜛
%&⣲ᮦ䛾ά⏝
䞉%&䝇䝢䞊䜹䞊ືᯈ䛸䛧䛶ୡ⏺᭱
㏿䛾ẖ⛊P䛾ఏᦙ㏿ᗘ䜢ᐇ⌧
䞉㧗䛔ఏᦙ㏿ᗘ䛸᭱㐺䛺ᵓ㐀䜢ᐇ⌧
䛧䚸ཎ㡢䛻㏆䛔㡢䜢⏕

㐺ษ䛺≀㉁䛾ྵᾐ䛾ᶍᘧᅗ

䝫䝸䝬䞊䞉䜽䝺䜲䞉䝁䞁䝫䝆䝑䝖ື䝣䜱䝹䝮
㕲䝶䞊䜽䠄☢Ẽᅇ㊰䠅

⣽⬊ෆ⭍
ȝP

⣽⬊ቨ

㐺ษ䛺≀㉁
㻴

㻻
㻴

㧗๛ᛶ䝣䝺䞊䝮

㻻
㻴

㻮㻠㻯㧗㡢㉁䝇䝢䞊䜹䞊ືᯈ

㻻

QP

䝛䜸䝆䝮☢▼

㻴
㻻

㻴

㧗ศᏊᶞ⬡

㻻

ᯫᶫษ᩿ከศᏊᒙ྾╔

䝇䝢䞊䜹䞊䜻䝱䝡䝛䝑䝖

PP

㻮㻠㻯ືᯈ䜢⤌䜏㎸䜣䛰
㧗㡢⏝䝴䝙䝑䝖

䝇䝢䞊䜹䞊䝁䞊䞁

䝝䜲䝹䝗䝷䜲䝞䞊᪉ᘧ䝖䜳䜲䞊䝍䞊
㻔㧗㡢⏝䝇䝢䞊䜹䞊㻕

PP

ㄢ㢟㡯┠䐠䛾ᡂᯝ

ᖖᅽ↝⤖䝉䝷䝭䝑䜽䝇〇ἲ䠖⨾⃰❔ᴗ䠄ᰴ䠅ᵝ䛸ඹྠ㛤Ⓨ
䝇䝢䞊䜹䞊ືᯈ䠖୕⳻㟁ᶵ䠄ᰴ䠅ᵝ

䝇䝢䞊䜹䞊ືᯈ䚸䜻䝱䝡䝛䝑䝖䠖
䝏䝶䝎ᕤᴗ ᰴ ᵝ䛸ඹྠ㛤Ⓨ

䝫䝸䝬䞊䞉䜽䝺䜲䞉䝘䝜䝁䞁䝫䝆䝑䝖㻦ఫ⢭㻔ᰴ㻕ᵝ䛸ඹྠ㛤Ⓨ
㧗㡢⏝䝇䝢䞊䜹䞊䠖䜸䜸䜰䝃㟁Ꮚ㻔ᰴ㻕ᵝ



౫મ؞৲৾୩ୠ

ᮦᩱ䞉Ꮫ

䠍䠊ᖹᡂ㻞㻤ᖺᗘ䛾┠ᶆ䛸䛺ᐇ⦼
䠘ᐇ⦼䠚

䠘┠ᶆ䠚
䠄䠍䠅䜾䝸䞊䞁䝃䝇䝔䜲䝘䝤䝹䜿䝭䝇䝖䝸䞊䛾᥎㐍
䞉㻰㻙䜰䝭䝜㓟䛾⏕⏘ᢏ⾡㛤Ⓨ䛻䛚䛔䛶㓝⣲䛾⪏⇕ᛶ䞉ᇶ㉁≉␗ᛶ䛾ᨵኚ➼䜢
ᐇ䛩䜛䚹
䞉㧗ᶵ⬟䛺᭷ᶵ䜿䜲⣲㒊ᮦ䛾〇㐀䝥䝻䝉䝇䜢ᐇ⌧䛩䜛䛯䜑䛾ゐ፹ᢏ⾡ཬ䜃ゐ
፹䝥䝻䝉䝇ᢏ⾡䛻㛵䛧䚸䝅䝷䝜䞊䝹㢮䛾ຠ⋡ⓗ䛺〇㐀ἲ䜢ぢฟ䛩䚹

䠄䠎䠅Ꮫ䝥䝻䝉䝇䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛾᥎㐍
䞉⢓ᅵ⭷➼䛸䛾ᮦᩱ」ྜᢏ⾡䛻ᇶ䛵䛔䛯ศ㞳䞉㐽ⶸ≉ᛶ䜢ไᚚ䛩䜛ᢏ⾡㛤
Ⓨ䜢┠ᣦ䛩䚹
䞉㧗ᶵ⬟䛺ศ㞳⭷䛾㛤Ⓨ䜢┠ᣦ䛧䚸ᖺᗘᚓ䜙䜜䛯↓ᶵ≀㉁䛾⭷䛻㛵䛩䜛
タィᣦ㔪䜢㋃䜎䛘䛶䚸ᴗ䛸ඹྠ䛷ᨭᣢᇶᮦ䚸ྜᡂ᮲௳➼䛾᭱㐺䜢ᅗ䜛䚹

䠄䠍䠅
䞉㻰㻙䜰䝭䝜㓟⏕⏘㓝⣲䛾㧗ḟᵓ㐀ሗ䜢ά⏝䛧䛯㓝⣲䛾ᇶ㉁≉␗ᛶ䛾ᨵኚ䛻䜘
䜚䚸㻸㻙䜰䝭䝜㓟䛜᳨ฟ䛥䜜䛺䛔䜋䛹㧗㑅ᢥ⋡䛷䚸᪤▱䛾㓝⣲䜘䜚䜒⏕⏘ຠ⋡䛾㧗
䛔㓝⣲䜈䛾ᨵⰋ䛻ᡂຌ䚹
䞉ከẁ㝵ྜᡂ䜢ᚲせ䛸䛧䛯⢭ᐦᵓ㐀ไᚚ䝅䝻䜻䝃䞁ྜ≀䜢䝽䞁䝫䝑䝖䛷⡆౽䛻
ྜᡂྍ⬟䛺䜲䝸䝆䜴䝮㻙䝩䜴⣲ゐ፹ᢏ⾡䜢㛤Ⓨ䚹
䠄䠎䠅
䞉⭷๓㥑య䛷䛒䜛ሬᕤᾮ䛾ሬᕸ᮲௳᳨ウ䛻䜘䜚䚸ᨵ㉁䝸䜾䝙䞁䛸⢓ᅵ㖔≀䛛䜙䛺
䜛⪏⇕ᛶ䜺䝇䝞䝸䜰⭷ᮦᩱ䛻䛶䚸ᆒ୍ཌ䛷㻟㻜㼏㼙ᖜ䛾㛗ᑻ⭷䜢స〇䛩䜛䛻ᡂຌ䚹
䞉Ỉ⣲⢭〇⏝Ⅳ⣲⭷䛷Ỉ⣲㑅ᢥᛶ䛾せồ䝇䝨䝑䜽䜢‶㊊䛧䛴䛴Ỉ⣲㏱㐣㏿ᗘ䜢
ྥୖ䛥䛫䜛䛣䛸䛻ᡂຌ䚹⭷䝯䞊䜹䞊䜈〇㐀ᢏ⾡䜢ᢏ⾡⛣㌿䛧䝰䝆䝳䞊䝹䛻ᡂຌ䚹
䠄䠏䠅

䠄䠏䠅䝘䝜䜹䞊䝪䞁䜢䛿䛨䜑䛸䛩䜛䝘䝜ᮦᩱ䛾㛤Ⓨ䛸䛭䛾ᛂ⏝ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ 䞉䛣䜜䜎䛷」ྜ䛜ᅔ㞴䛷䛒䛳䛯䝫䝸䜶䞊䝔䝹䜶䞊䝔䝹䜿䝖䞁䠄㻼㻱㻱㻷䠅䛸㻯㻺㼀䛾」
䞉䝘䝜䜹䞊䝪䞁䛾」ྜᢏ⾡䜔㞟✚ᢏ⾡➼䛾䛥䜙䛺䜛㧗ᗘ䛻䜘䜚䚸ᚑ᮶䛾㒊
ᮦ䛷䛿ᐇ⌧䛷䛝䛺䛛䛳䛯≉ᛶ䜢᭷䛩䜛䝕䝞䜲䝇䛜సᡂྍ⬟䛺䜲䞁䜽ᮦᩱ䜔䝂
䝮➼䛾᪂ᮦᩱ䜢㛤Ⓨ䛩䜛䚹
䞉పḟඖ䝘䝜」ྜయ⢏Ꮚ䛾᭱㐺䛺ᵓ㐀タィᢏ⾡䜢᫂䜙䛛䛻䛧䚸Ỉ୰䛾䜲䜸䞁䜒
䛧䛟䛿ẼయศᏊ䜢྾╔䛩䜛䚸㧗䛔㑅ᢥᛶ䜢♧䛩ྜ≀䜢ぢฟ䛩䚹
䞉ᮦᩱᶵ⬟䚸䝕䝞䜲䝇ᶵ⬟䚸ᛂ䝥䝻䝉䝇䚸ᅛ䞉ὶయ䛾䝬䜽䝻≉ᛶ➼䛻ᑐ䛧䛶䚸
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ْ ৯੦ຊ ٓ
؞,)ਰभધपൕൗऔोञધਯमਾ؛
؞৬पमؚਗ਼ႀྰभਗ਼౺भ౦৲दਰग़ॿঝॠشীੰચऔोॊऒधपेढथਉঞঋঝदभଡୗध
৶્ਙ॑ੰखञਛટऋৈ,)ધ1DQR/HWWHUVपൕൗ؛
؞পఘఆଢ଼৩قଡୗ౫મଢ଼كऋ७ছॵॡ५౫મఐ৾ীदਥ๏ँॊ-RKQ-HSSVRQ $ZDUG䜢ཷ㈹䠄৪ব
७ছॵॡ५ੈভ؛كऽञؚ૱ൎચભଢ଼৩قਃચ৲৾ଢ଼كऋমఅ৲৾ভड़ঞड़ঐॸজ॔ঝೖृম৲৾
ভ॥টॖॻउेलੀએ৲৾ভ ఐ৾တཫೖಉ॑ਭೖ؛
ٛৈ,)ൿ୍ધॺॵউٜ
56HQJDet al(OHFWURQ6SHFWURVFRS\RI6LQJOH4XDQWXP2EMHFWV7R'LUHFWO\&RUUHODWHWKH/RFDO6WUXFWXUHWR7KHLU(OHFWURQLF
7UDQVSRUWDQG2SWLFDO3URSHUWLHV³Nano Letters   >,)@
77VXMLet al8QH[SHFWHG(IILFLHQW6\QWKHVLVRI0LOOLPHWHU6FDOH6LQJOH:DOO&DUERQ1DQRWXEH)RUHVWV8VLQJD6SXWWHUHG0J2
&DWDO\VW8QGHUOD\HU (QDEOHGE\D6LPSOH7UHDWPHQW3URFHVV³Journal of the American Chemical Society   
>,)@
$7DNDKDVKLet al+LVWRULFDO3LJPHQW([KLELWLQJ$PPRQLD*DV&DSWXUHEH\RQG6WDQGDUG$GVRUEHQWVZLWK$GVRUSWLRQ6LWHVRI
7ZR.LQGV³Journal of the American Chemical Society   >,)@

ْ ଶநखق+ফ২पৗૠपਭखञऩ1('2উটಉٓك

 ؞1('2َதഈ౫મதৈச৫੦ೕૼউট४ख़ॡॺُق3/੨്୩ୠশك
قਃચ౫મ॥থআগॸش३ঙॼঝॹ२ॖথଢ଼७থॱشಉ ఼ كඋ؛
 ؞1('2ग़ॿঝॠ؞ش୭ৗૼউটॢছَॼঀॡজ५ॱঝग़থ४ॽ॔জথॢपेॊ౫મॹ؞ংॖ५ৗُق૮ਃਃચ౫મଢ଼ؚك
َই॓ॖথॣढ़ঝ६ଲୗभञीभইটشಖഡ়ਛभ৫ُقඡᄘ৲়৾ଢ଼७থॱكشभ੯ऋ఼උ؛
 ؞ ৗૼ৫؞ಸன৫হ अठୠਅറউট४ख़ॡॺ؟ৰଢ଼ك
َႛༀ୭ଵ৶धபႝৌੁૼનয়पेॊുᆈেਓਙُ ঀॼق౫મଢ଼఼كඋ؛

ْ ଶநखق+ফ২भऩৰౚٓك

؞॥ঝ॥ॺشઙૄভधෛृ࿏ऩनऊैॣॖಞ৲৾भ੦ୌਉમभॸॺছ॔ঝ॥य़३३ছথ॑ಢৎपৈઽ૨दઉம়ਛघॊૼ॑৫؛
؞ম८ड़থઙૄভध6*&17भৈ૨়ਛ১ؚऩैलपઃ਼৻়ਛ১पेॊ&17भਓ৲पબॊଢ଼৫॑ਤघॊ
َম८ड़থਓଢ଼ ढ़شথॼঀॳগشঈৰ৷৲৴ଢ଼ছُ॑ਓଢ଼पਝয়खؚઃ਼৻়ਛૼ৫ऩन॑ਸச؛
&؞17ള়౫મभৗૠ৷ಥଢ଼ৢુؚ੦ೕૼଢ଼ؚ౫ଲୗউট७५ૼଢ଼ؚलਅറਫ਼ୈ॑ਤीॊ
َম८ड़থ؞१থ॔ট؞شਓଢ଼ &17ള়౫મଢ଼ುਡُ॑५ॱ؛ॺش
؞੫धभુଢ଼पेॉؚॡঞش५ॺૼ॑ણ৷खञ්ૌਙषभએ॥॑ૼॺش৫खؚ
ূওॺটᆙകभਙසढ़ংشपୡਹ৷؛
؞ਓଢ଼भৗಞ౫قॡঞش५ॺଞಓ൏ਛ%&ਛସ౫મ॑كણ৷घॊ५আشढ़شఠেષभଲષ৲؛
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評価資料（主な業務実績等（年度末確定値））

議事１．領域の概要と研究開発マネジメント
各種指標
委員会説明
年度実績（確定値）
民間からの資金獲得額
10.1 億円
11.6 億円
リサーチアシスタント採用
28 名
31 名
数
イノベーションスクール採
5名
5名
用数
大企業に対する中堅・中小
46.6%
41.1%
企業の研究契約件数の比率
新聞報道件数
176 件
255 件
オープンイノベーションラ
2件
2件
ボラトリ(OIL)の設立数
企業連携による冠ラボや研
3件
3件
究拠点等の設立数
国際標準（ISO/IEC 等）、国 国際 新規提案 1件 国際 新規提案 1 件
内標準（JIS)における新規
発行 1件
発行 1 件
提案・発行規格数
国内 発行 1件 国内 新規提案 1 件
発行 1 件
国内外規格・標準化活動に コンビーナ：1名
コンビーナ：1 名
おける役職者（コンビ－
プロジェクトリ プロジェクトリーダ
ナ、プロジェクトリーダ
ーダー：2 名
ー：2 名
ー）

備考

議事２．
（１）
「橋渡し」につながる基礎研究（目的基礎研究）
各種指標
委員会説明
年度実績（確定値）
備考
論文の合計被引用数
10,359 件
10,767 件
論文発表数
325 報
497 報
知的財産の実施契約等件数
200 件
218 件 合計値
IF5 以上の論文誌への掲載数
64 報
98 報
被引用数 50 以上の論文数
13 報
18 報
・[受賞実績：「省エネルギー社会構築に貢献する先進構造材料と部材の開発」に関する課題]
「セラミックス粉体の湿式解砕・分散処理技術と解砕粉体の応用」について、業界に評価
される顕著な成果を挙げ、更なる研究業績を期待できる研究テーマの研究・技術者に贈ら
れる第 34 回永井科学技術財団賞 （奨励賞）を受賞した。
（3 月 2 日）
・[プレス発表：「ナノカーボンをはじめとするナノ材料の開発とその応用技術の開発」に関
する課題]脂肪を燃焼させる褐色脂肪組織を簡便な装置でリアルタイム可視化 －メタボリ
ックシンドローム治療薬開発の加速に期待－（3 月 21 日）
http://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2017/pr20170321/pr20170321.html
(新聞掲載件数：2 件)

-73-

議事２．
（２）
「橋渡し」研究前期における研究開発
各種指標
委員会説明
年度実績（確定値）
備考
知的財産の実施契約等件数
200 件
218 件 合計値
公的資金獲得額
－*
13.6 億円
国家プロジェクト獲得数
4件
4件
*
委員会説明では、定義（一般管理費の扱い等）の異なる値を用いていたため、本表には示さ
ない。
・[プレス発表：「ナノカーボンをはじめとするナノ材料の開発とその応用技術の開発」に関
する課題]炭素繊維強化樹脂（CFRP）への密着性に優れためっき方法を開発－雷による被害
をめっきで解決－（3 月 9 日）
http://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2017/pr20170309_2/pr20170309_2.html
(新聞掲載件数：3 件)
・ [ プ レ ス発 表 ：「新 たな も の づく り 技術 を 牽引 す る 無機 機 能材 料 の開 発 」 に関 す る課
題]200 ℃から 800 ℃の熱でいつでも発電できる熱電発電装置－冷却水不要のポータブルな
空冷式熱電発電装置の開発－（3 月 23 日）
http://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2017/pr20170323/pr20170323.html
（新聞掲載件数:4 件）
議事２．
（３）
「橋渡し」研究後期における研究開発
各種指標
委員会説明
年度実績（確定値）
備考
民間からの資金獲得額
10.1 億円
11.6 億円
知的財産の実施契約等件数
200 件
218 件 合計値
企業連携による冠ラボや研
3件
3件
究拠点等の設立数
・[受賞実績：「新たなものづくり技術を牽引する無機機能材料の開発」に関する課題]「セラ
ミックス触媒を集積化したセンサデバイスの研究開発」について、業界に評価される顕著な
成果を挙げ、更なる研究業績を期待できる研究テーマの研究・技術者に贈られる第 34 回 永
井科学技術財団賞（学術賞）を受賞した。
（3 月 2 日）
・[プレス発表：
「ナノカーボンをはじめとするナノ材料の開発とその応用技術の開発」に関す
る課題]測定に必要な時間を短縮する新たなガス・水蒸気透過率測定装置を開発（3 月 31
日）
http://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2017/pr20170331/pr20170331.html
(新聞掲載件数:3 件)

【総括表：領域全体の年度実績】
（一部再掲、目的基礎、
「橋渡し」前期、
「橋渡し」後期の重複なし）
評価指標/モニタリング指標
年度実績（確定値）
領域としての目標値
民間からの資金獲得額
11.6 億円
13.3 億円
論文の合計被引用数
10,767 件
10,400 件
論文発表数
497 報
450 報
リサーチアシスタント採用数
31 名
12 名
イノベーションスクール採用数
5名
知的財産の実施契約等件数
218 件
230 件
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評価委員コメント及び評点

１．領域の概要と研究開発マネジメント
（評価できる点）
・世界の AIST という観点から、Empa、Nanotec、フラウンホーファとの連携開始は高く評価される。外部
研究機関との連携は、大いに研究組織の強靭化につながる。
・技術コンサルティングが 10 社となり、大きく進展した。産学連携強化のよい契機並びに産総研の見える
化につながる。
・超先端材料超高速開発基盤技術開発プログラムを昨年から開始し、企業 16 社と連携し、先端素材高速開
発技術研究組合を設立し、橋渡し前期研究を加速することができた。
・2030 年を目指した研究戦略を明確にし、磁性粉末冶金研究センター、産総研・東大 OIL、産総研・東北
大 OIL などの新たな研究体制を構築することができた。
・人材育成の目標を大きくクリアし、産総研全体の特許の 3 割を出願したことは、高く評価できる。
・農水省のプロジェクトにも参画することができた。食糧や水の安定供給を目指す研究テーマのスタート
ポイントになる。
・目的基礎研究から橋渡し研究までをバランス良く管理している。ただ研究者に基礎研究と橋渡し研究を
同時に求めることは重要であるが、研究者個人としては戸惑うことも多いので、十分なケアが必要であ
る。
・TRL を用いて研究者に自分の研究のポジションを明確にさせることは重要である。
・地域センターへの研究費を付けた異動は、地域活性化にも繋がると考える。
・東大 OIL、東北大 OIL の設立は評価できるが、目的基礎研究から橋渡し研究のバランスを掲げる産総研
としては、目的基礎研究に比重が傾かないように注意が必要である。
・グローバル戦略として Empa、Fraunhofer、NANOTEC との連携は評価できるが、具体的に何を進めるかを
明確にして欲しい。大学、企業とは異なった戦略があると思う。例えば、水・食料といったグローバル
な課題において、アジア地区での共同 PJ 等に繋げることができれば面白いと考える。
・技術コンサルティング、中小企業との共同研究契約数の増加等評価できる。
・数値目標をほぼ達成している。ロードマップの見直しを適宜進めており、大学との連携による OIL につ
いては新しい取り組みであり、今後の展開を大いに期待する。
・産総研と大学の融合による成果の早期創出を狙い、東大に先端オペランドオープンイノベーションラボ
ラトリーを又東北大学に数理先端材料モデリングオープンイノベーションラボラトリーの２つを設置し
た点。
・技術コンサルティングが 10 件と前年の５倍となり、コンサルティング収入も 1,470 万円と前年の 4.2
倍になっている点。
・特許出願件数が 118 件と、前年度を上回っており、しかも産総研全体の３割を占めている点。
・TRL による課題の PDCA が機能していること。
・平成 28 年度領域目標がほぼ達成されていること。
・東大および東北大と OIL が新設されたこと。
・広報活動が化学、アグリ、ナノと他分野に亘って実施されたこと。
・グロ－バル戦略が動き出したこと。
・昨年より、かなり改善されている。この調子で進んでいただきたい。
（改善すべき点及び助言）
・地域連携については、中部、東北、中国それぞれで成果が出ているが、地域の大学との連携のほか、地
方自治体、地域の民間企業との連携にも注力が必要。
・産業界との連携では、製品化に近くなれば、会社からのプレスリリース等で成果の見える化が進む。日
本ゼオン、DIC、サンアローなどはそのような例と思う。年度報告書などに、より多くの会社名が出てく
ることが望まれる。
・産学連携は、国内企業を優先すべきであるが、パートナー企業がなければ、知的財産の手当てや契約条
件をしっかり組んで、海外企業とも連携すべきである。日本企業がすべての産業分野でトップを走って
いるわけではなく、また、財政上の制約も往々にしてある。慎重に、ではあるが、今後の可能性を追求
すべき状況かもしれない。
・材料･化学領域で全体の研究のポートフォーリオを作って欲しい。概観することで、目的基礎研究、橋渡
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し研究のバランスが図れると共に、実用化に向けたパイプラインを認識することも可能となる。
・国際的にみて女性研究者比率の低い現状があり、国の研究機関として比率向上に先頭に立って貢献して
いただきたい。積極的なインターンシップは今後の課題ということでありましたが、若手人材の育成に
つながる重要な活動ですので、前向きに検討いただきたい。
・技術相談と技術コンサルティングの定義を説明資料にも明示して欲しい。
・技術相談は地味な活動であるが、一つの情報源であり重要視し、これに費やす時間を惜しまないように
することを希望する。また、気軽に相談できるよう敷居を低くする手立て等の環境整備をして欲しい。
・民間資金獲得額の 12 月末の実績値（10.05 億円）は、共同研究・受託研究契約数の大企業 178 件と中堅・
中小企業 83 件の合計金額か？大企業と中堅・中小企業の分類は資本金で分類しているのか（製造業では
３億円）？
・民間資金の種類および企業の分類に則り、第４期期間中の内訳データを開示できる様にしておいて欲し
い。
・北米との協業の検討。
・海外留学の増員 全職員が経験できる人数を派遣すべき。
・論文の共著者に大学や海外の研究者をおおいに入れる努力をすると本領域の国内外での評価は画期的に
上がると思われる。
・民間からの資金を一層獲得できるように取り組んでもらいたい。
２．「橋渡し」のための研究開発
（１）「橋渡し」につながる基礎研究（目的基礎研究）
（評価できる点）
・ヒドロシリル化→転移反応→脱炭化水素縮合により連続する複数のシロキサン縮合を一挙に形成する技
術を開発した。炭素系部材を超える高機能有機ケイ素部材製造の道を開く成果である。
Angew.Chem.Int.Ed.の Very Important Paper に選ばれた。新たな挑戦が実を結んだ例である。
・計算機を用いた材料設計が進みだしているが、その際の不規則構造の表現方法が鍵となっている。多面
体や多面体タイリングの作り方を短くまとめて”名前”とする数理的方法（三角柱：34443 など）の創
出により、不規則元素配列の分類に規則性を持ち込み一つの基準を作ることを達成した。これに関して
は、Scientific Reports に２論文を報告した。
・環境変化に対応し、環境適応獲得が可能なアクティブマテリアルの開発は、挑戦的なテーマであり、そ
のための WG を構築したことは、評価できる。
・産業分野への応用展開が広い基礎的なテーマを研究していることは評価できる。
・シロキサン結合形成技術の開発 効率、コストが実用化の重要なファクターとなる。
・ナノ炭素材料の分散・加工技術 分散液で光を当てた場合の感度、解像度が実用化の重要なファクター
となる。
・新規面活性物質の開発 環状海面活性剤はどのような原理的利点があるか明確にしてほしい。
・電析バルクナノ結晶合金の熱脆化抑制 楽しみな成果が得られている。
・研究項目①から⑤にわたって、基礎研究として、興味深い顕著な研究成果を挙げている。
・萌芽的研究プロジェクトの採択が 28 件であり、前年度の 21 件を大幅に増加した点。
・構造制御シロキサンの簡便形成技術を開発したこと。
・セラミクス系エントロピクス材料の開発。
・当研究のいくつかは科研費にかなり採択されているので現状では大変良いが、基礎研究の段階では、さ
らにもっと多く採択されるようにすべきである。
・カーボンナノチューブ上にアゾベンゼンの光異性化を利用した分離はナノ粒子に適応しコアシェル構造
を作れると次のステージにあげられると思う。
（改善すべき点及び助言）
・研究開発課題項目の①グリーンサステイナブルケミストリーの推進、③ナノカーボンをはじめとするナ
ノ材料の開発とその応用技術の開発で、特出すべき成果が得られたが、５つの研究項目ごとの本年の評
価も重要。目的基礎研究なので、２～３年の幅で見るべきだが、論文被引用数の時系列解析、課題ごと、
個人ごとの解析等を通じて、研究グループの力量把握に努め、一層の成果達成につなげていただきたい。
もちろん、研究数、研究資金などの分母を加味した評価をお願いしたい。
・目的基礎研究として挙げているテーマのそれぞれの TRL を示してほしい。TRL の中で企業との連携のタ
イミングについても議論してほしい。昨年度からの差異を示して欲しい。目的基礎研究で特許取得数に
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ついて管理必要。
・挑戦的萌芽研究など萌芽的研究への研究助成の可能性があると考えられる。
・萌芽的研究の減少が継続されるときは、未来に対する危機的状態と認識すべきである。
・萌芽的研究が、どの様にして生まれ、どの様に発展し、終わったかの記録を残して欲しい。例えば、産
総研コンソーシアムの中で具体化し、３年間萌芽的研究として研究した後企業との共同研究に繋がった
とか、若手・中堅のワーキンググループで具体化し、２年間の萌芽的研究を経て国家プロジェクトに採
択された。また、萌芽的研究プロジェクトの採択数と共に、中止した数も明示して欲しい。
・各ステージ（基礎、橋渡し前期、橋渡し後期）における特許出願件数をまとめてほしい。
・科研費の挑戦的研究の萌芽研究にもっと応募すべきである
（２）「橋渡し」研究前期における研究開発
（評価できる点）
・バイオベース化学品生産の高効率化の研究テーマでは、微生物からの酵素精製、酵素タンパクの結晶化、
３次元構造解析、蛋白工学による触媒活性改良と、一連の解析を進め、２-オキソ酸から選択的に D-ア
ミノ酸を生成する系を構築した。このような多岐に及ぶ一括りの技術を保有していることは大きな強み
である。
・悪臭物質除去のための物質吸蔵用ナノ粒子の開発では、プルシアンブルー類似体の元素置換・組成最適
化により、多孔質材料では最高性能のアンモニア吸着剤を開発できた。農水省革新技術開発・緊急展開
事業に採択された。
・次世代誘電デバイスに向けたナノクリスタル合成の量産化では、産総研ナノクリスタル技術(NEDO 先導 P
採択、各賞受賞）と共同研究先企業との連携で、チタン酸バリウムナノキューブのパイロットスケール
（50 L）による形状制御と 100 G オーダー合成に成功した。
・新規 PJ 獲得では、NEDO では、環境技術先導プログラムの２件ほか、農水省緊急展開事業などの採択を
得た。
・知財出願では、昨年を上回るペースとなっており（118 件）
、所内７領域の約 30％となっている。
・バイオベース化学品生産の高効率化 コスト、D-アミノ酸の価格がポイントになると考える。
・フィラー重点高分子材料の破壊 破壊メカニズムは重要と考える。
・次世代誘電デバイスに向けたナノクリスタル合成の量産化は今後が楽しみな成果である。
・ネオジウム磁石を超える異方性焼結磁石の高度化は今後が楽しみな成果であり、国プロに頼らない研究。
このような研究が増えると産総研の存在感が高くなると考える。
・
「橋渡し」研究前期として、十分な研究成果が出ている。複数の外部大型資金を得ており、今後「橋渡し」
研究後期に発展的につながって行くことが期待される。
・膜分離技術開発で炭素膜の長尺管製造の高歩留まりを達成し、膜メーカーへその技術を移転し、モジュ
ール化に成功した点。
・企業との共同研究によりチタン酸バリウムナノチューブの量産化技術を開発し、次世代誘電デバイスの
早期実用化に向けプロジェクト化した点。また、多くの賞を受賞した点。さらには（元）村田製作所の
専門家を巻き込んだ点。
・3D 造形法を使って、従来、成形できなかったセラミックス部品の製作に成功した点。
・物質吸蔵用ナノ粒子で農林水産省のプロジェクトに採択された点。しかもナノテク展で表彰された点。
・目的・目標が明確であること。
・焼結技術などこれまでの蓄積された基盤技術を今日的な課題解決に向けて活用されていることで、産総
研のもつ伝統的な強みを活かしていること。
・マルチスケールシミュレータは異色だが興味ある。
・橋渡し前期らしい内容でどれも興味深かった。
（改善すべき点及び助言）
・D-アミノ酸の生産については大きなブレークスルーがあったが、ビジネス展開としての化成品のターゲ
ット選定が重要と思われる。
・産学連携の下、製品化まで持っていくことは、容易ではない。１～２年のお付き合いで製品化となると
は考えず、この「橋渡し」研究前期からの民間企業参画に力を入れてはどうだろうか。早期のニーズ把
握で、後期開発研究の成功確率が上がるのではないだろうか。
・橋渡し研究においては、進捗度合い、今後の目標がわかるように TRL をつけて欲しい。
・国プロに採択されることが橋渡し研究の条件となると、時々の科学技術政策に左右される。フランフォ
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ーファーのように企業の拠出金に対して補助金を出すようなシステムが必要。
・他領域への展開、協力をより一層進めて欲しい。ターゲットの設定、企業との連携等についても重要と
考える。
・粗視化シミュレーション計算の貢献が可能であり、計算と実験の協同が重要な時代になっている。マル
チスケール計算のシームレス化を目指して取り組んでいることは理解できたが、実験とのつながり（実
験との協同）がわかるようにして欲しい。
・歩留まりに関しては、ｎ数を増やした数値が欲しい。
・次世代誘電デバイス部品の実用化は、我が国の電子部品のさらなる国際競争力強化に繋がるもので、大
いに期待したい。
・ギ酸からの水素発生は酢酸から作れるとよい。ナノ化による保持力の増加と粒径の関係はメカニズムも
含めて詳細に調べてほしい。とくに高温にしたときの保持力と粒径の関係について、3D によるセラミッ
クス成形はレーザー照射のやり方をガルバノミラーに変えるなど改良して欲しい。以上の三つはとくに
興味深かったので提案する。
（３）「橋渡し」研究後期における研究開発
（評価できる点）
・粘土鉱物-改質リグニンからなる高付加価値製品の開発では、ガスバリア性・耐熱性膜材料の塗工条件を
検討し、耐熱性ガスバリア膜の長尺化に成功した。企業の膜連続製造技術と連携した成果。
・CNT とプラスチックによる耐熱・高強度の CNT 複合体の開発では、有機溶剤に難溶な PEEK と SGCNT との
混練により、高性能 CNT 複合体が得られた（耐熱性 400℃以上、曲げ強度 1.8 倍）
。自動車のエンジン・
ランプ周辺部材への利用が期待され、日本ゼオン・サンアロー・産総研で CNT 複合材料研究拠点を立ち
上げた。
・次世代放熱基板の開発では、高い耐温度サイクル性と放熱性を併せ持つ窒化ケイ素メタライズ基板を開
発した。今後の２～３年で部材供給体制を整備し、事業化を目指す。また、企業連携で開発した常圧焼
結セラミックス製法により、高性能な B4C(炭化ホウ素）製スピーカー振動板が製品化された。
・健康管理のために開発した呼気ガス検出器に関して、プロトタイプ機を病院に設置して、モニタリング
実証を開始した。
・粘土鉱物－改質リグニンからなる高付加価値製品の開発：メッセージとしては高いが、実用性能発揮に
リグニンが障害にならないか？
・透明不燃性粘土膜の塗工技術。
・CNT の低コスト量産技術開発、CNT とプラスチックによる耐熱･高強度の CNT 複合体の開発、複合材料研
究拠点 産総研の実用化のモデルになるかもしれない。
・前期を通らず、この時点で入ってくるテーマが増えることは、産業振興という点で意味がある。
・企業との多数の連携事例（製品化）があり、顕著な成果が挙がっていると考えられる。日本ゼオンとの
共同のラボを研究所の設立およびサンアローを加えて CNT 複合材料研究拠点の形成は、
「橋渡し」研究後
期の象徴的な成果として評価できる。
・クレーストを塗工した照明カバーが地下鉄駅に設置され、実環境での評価をしている点。
・CNT では世界最高水準の複合体スーパーエンジニアリングプラスチックを開発した点。また、次のステ
ップへの進展に向けた手立てが打たれている点（実用化連携研究ラボの設置、CNT 複合材料研究拠点の
設置）。
・パワーエレ用の高い耐熱性と放熱性を併せ持つ窒化ケイ素メタライズ基板を実現した点。
・製品化された開発品が増えた点。
・企業への橋渡し研究がうまく実施されていること。
・成果が見えている。
・シリカをテトラエトオキシシランに変える技術はコストダウンになるのですばらしい。
・ほとんどのテーマが実用化に近づいており、感心した。
（改善すべき点及び助言）
・ナノコンポジット膜の長尺化に成功したので、具体的な製品への利用に一層の注力をお願いしたい。CNT
とプラスチックによる耐熱・高強度複合体については、具体的な自動車メーカーなどとの連携を推進し
ていただければと思う。日本の CNT 複合材料開発のセンターを目指し、さらに多くの民間企業との連携
強化が望まれる。
・呼気ガス検出器はビジネス化に向けて相当の競合状態になっているので、民間企業との連携やビジネス
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モデルにつき、十分な検討が必要と思われる。
・総じてのコメントになるが、
「橋渡し」研究後期ということなので、連携した民間企業と製品開発の具体
的計画を有するレベルを目指していただきたい。
・実用化における産総研の役割、一歩踏み込んだ産業化への貢献等、CNT の事例が良い機会になるように
考える。
・企業との連携について、広く広報していくことが産総研のプレゼンスを上げることになるのではないか。
・クレーストを塗工した照明カバーは、短期間で実用化して欲しい。
・開発した商品については、年毎の売上実績（数量、金額）をまとめ明示するようにして欲しい。
（インピ
ーダンス解析支援ソフト、炭化ホウ素製スピーカー振動板、木・竹材スピーカー部材、スピーカー振動
フィルム）
・日本ではベンチャー企業が育ちにくいと言われているが、事業化に当たっては産総研材料・化学領域発
のベンチャー設立に挑戦して欲しい。
・大企業に採用してもらうためには展示会に出展して、もっとアピールすべきである。
・一方、大変困窮しているが技術力の高いベンチャー企業を支援する方策を考えてほしい。たとえば、産
業革新機構のファンドを産総研がイニシアチブをとって配布する仕組みなどが望まれる。

３．領域全体の総合評価
（評価できる点）
・毎年の評価の後、着実に改善を進めており、PDCA が機能し、年々、よい方向に向かっている。研究推進
の現場のみならず、支えるスタッフのマネジメント能力も高いものになりつつある。
・世界の産総研であり、材料・化学領域はその中核をなしていることを実績で示しつつある。
・目的基礎研究と「橋渡し」研究を同時に行える一人二役人材をつくるという目標は、的を射ている。研
究の不連続な面をしっかり意識して、基礎研究には大きなイノベーションの種があり、開発研究のブレ
ークスルーを目指す中で、まったく新たな研究領域が創出される。
・目的基礎研究、橋渡し研究と全体にマネジメントできており、実用化が近い橋渡し研究後期が増えてい
ることは、産総研の存在感を高めている。
・CNT の成功、さらにこの産業を育てるための協力の在り方等産総研の存在意義を考える上で重要である。
継続的な研究、開発支援が可能となる仕組みを確立することが重要である。
・領域長のリーダーシップのもと、各研究部門、各センターにおける研究究活動を精力的に展開し、顕著
な成果を挙げている。研究のステージに応じて、産業界との連携にも積極的に取り組んでいる。
・大学内のオープンイノベーションラボラトリーの設置、CNT の企業冠ラボや研究拠点の設置、リサーチ
アシスタント制度と結びつけた優秀な人材確保等、攻めの諸策を実施している点。
・国家プロジェクト４件が新規に採択された点。
・現時点で民間資金を前年同月比 23％増しで獲得している点。
・研究者が数々の賞を受賞している点。特に、John Jeppson Award の受賞を評価する。
・「技術を社会へ」が具体的に開発実用化例として出てきている。
・基礎研究-応用・実用化への推進が TRL を通して、推進・管理されている。また、TRL に沿って、説明を
されており、理解しやすい。
・卓越人材採用と活用が期待されます。
・すべてにわたって昨年よりもレベルが高くなっている印象をもった。
（改善すべき点及び助言）
・投入資金、人材に見合った成果が出ているかは、永遠のテーマである。民間企業ではないので、毎年と
いうよりは、２～３年くらいの時間枠で、じっくりテーマの評価をした方が、結果的に成果があがるの
ではないかと思う。
・マネジメントに 100％はないので、目を外に向けて、良いシステムは積極的に取り入れてほしい。特に、
グローバルな連携を加速して、世界のトップ研究所との密接な関係を構築してほしい。米国、ヨーロッ
パ、アジアの優秀な研究者をどう研究所に呼び込んでいくか、５年くらいの具体的な計画を立てて、進
めていくと効率的かもしれない。
・各グループの構成員の数がやや少ない印象をもった。プロジェクトでは、倍くらいの人数をかけて、一
気にワンステップあげるなどの試みも必要かもしれない。
・目的基礎研究の段階から他領域との連携が必要かもしれない。さらに最初のテーマ設定においても、領
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域間に面白いテーマがあるかもしれない。
・知財戦略については、資金面の問題もあるが実用化に結び付けるためには重要なので、強化してほしい。
・技術コンサルティング業務は、国の機関として重要な業務と考えられる。
・地方の技術の底上げ・活性化の観点で、目に見える活動も実施して欲しい。例えば、地方の企業と一緒
になって、世界的に注目される製品を生み出す等。
・特許に関し、支出と収入はどの様になっているか？また、出願数に対する審査請求率、権利（公告）化
率はどの様になっているか？
・審査請求率の 93％、権利化率の 73％は、思っていたより高いのではないか。是非、類似の機関とのデー
タと比較することも必要。特許収支は、黒字化と量の維持拡大の両面の努力が必要になり、目標値の設
定が期待される。
・国研である産総研が国益と国際協調のバランスをとりながら、グローバル市場で日本企業を支援・先導
するような研究開発が望まれる。
・卓越した人材の育成・採用をどのように実施し続けるのか？産総研のシステムとして織り込むのか？
・若手技術者に常に刺激を与え、困難な研究開発に挑戦する風土を作り上げてほしい。
・実験補助者を採用し、研究者が知的作業に没頭できる環境とすべき。
・来年は、もっとイノベーションが起きているという観点での話も聞けるとよい。

４．評点一覧
評価委員（P，Q，R，S，T，U）による評価
評価項目
領域の概要と研究開発マネジメント
「橋渡し」のための研究開発
「橋渡し」につながる基礎研究 (目的基礎研究）
基礎研究)
「橋渡し」研究前期における研究開発
「橋渡し」研究後期における研究開発
領域全体の総合評価

P
A

Q
A

R
A

S
A/B

T
A

U
S

A
A
S/A
A

A
A
S
S/A

A
S/A
S
S/A

B
A
S/A
A/B

A/B
A/B
A
A/B

A
A
S
A

５．その他のコメント
・CNT について、ビジネス化が進みだしたので、次の鍵になる材料分子を設定していくことは重要と思わ
れる。たとえば、今後の進展が期待され、わが国のアドバンテージがある CNF などは、候補のひとつで
はないか。
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