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（様式６） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成 21 年  1 月 21 日 

 

独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

                                     セ ミ ナ ー 代 表 者 所 属 ・ 部 局   京都大学大学院工学研究科         

（ふりがな）        さわもとみつお 

職・氏 名  教授・澤本光男              
 
 
 

1． 事 業 名 相手国名（アメリカ合衆国）とのセミナー（振興会対応機関：米国科学財団ＮＳＦ ） 

 

 

2． セミナー名   日米高分子合成セミナー：分子レベルの精密制御に挑む             

 

 

3． 期   間  平成 20 年 12 月 13 日 ～ 平成 20 年 12 月 17 日（ 5 日間） 

 

 

4． 開 催 地 

（都市名と会場名）     兵庫県淡路市 淡路夢舞台国際会議場                       

 

5． 参加者数   日本側              ２８ 名 
（代表者を含む） 

相手国側     １８ 名    計  ４６ 名 
 

その他の国           ０ 名 
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6．セミナー参加者 

  (1) 日本側参加者（振興会により経費を負担された参加者に＊印を付けてください。） 

氏 名 所属・部局・職名 専 門 

＊澤本 光男 

＊相田 卓三  

＊青島 貞人  

＊上田 充 

＊岡本 佳男 

＊片岡 一則 

＊加藤 隆史 

＊北川 進 

＊君塚 信夫 

＊木村 俊作 

＊高田十志和 

＊野崎 京子 

＊原田 明 

＊侯  召民 

＊増田 俊夫 

＊松下 裕秀 

＊八島 栄次  

＊横澤 勉 

 大野 重樹 

 米澤 和弥 
 宮竹 達也 
 高沖 和夫 
 西村 政通 
 寺西 直史 
 角替 靖男  

 三谷 誠 
 滝沢 健一 
 清水 史彦 
 

京都大学・工学研究科・教授 

東京大学・工学系研究科・教授 

大阪大学・理学研究科・教授 

東京工業大学・理工学研究科・教授 

名古屋大学・工学研究科・教授 

東京大学・工学系研究科・教授 

東京大学・工学系研究科・教授 

京都大学・物質－細胞統合システム拠点・教授 

九州大学・工学研究院・教授 

京都大学・工学研究科・教授 

東京工業大学・理工学研究科・教授 

東京大学・工学系研究科・教授 

大阪大学・理学研究科・教授 

理化学研究所・主任研究員 

福井工業大学・工学部・教授 

名古屋大学・工学研究科・教授 

名古屋大学・工学研究科・教授 

神奈川大学・工学部・教授 

（株）カネカ・先端材料開発研究所・主任研究員 

（株）カネカ・顧問 

住友化学（株）・石油化学品研究所・フェロー 
住友化学（株）・石油化学品研究所・研究員 
ダイセル化学工業（株）・研究開発センター・主席研究員 
ダイセル化学工業（株）・研究開発センター・研究員 
日本ゼオン（株）・総合開発センター・主任研空員 
三井化学（株）・触媒科学研究所・部長研究員 
（株）三菱化学科学技術研究センター・主席研究員 
（株）三菱化学科学技術研究センター・主任研究員 
 

高分子合成 

超分子科学 

高分子合成 

高分子合成 

高分子合成 

超分子科学 

超分子科学 

高分子合成 

超分子科学 

生体高分子 

高分子合成 

高分子合成 

超分子科学 

高分子合成 

高分子合成 

高分子物性 

超分子科学 

高分子合成 

高分子合成 

高分子合成 

高分子合成 

高分子合成 

高分子合成 

高分子合成 

高分子合成 

高分子合成 

高分子合成 

高分子合成 
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  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名  University of California Santa Barbara, Professor, Craig J. Hawker         

 

(3) 相手国参加者（代表者の氏名の前に○印を付してください。また、振興会により経費を負担された参加者に

＊印を付けてください。） 

   

(4) 日本または相手国以外の国の参加者 

氏   名 所属・職名（国名） 専    門 

な し   

氏  名 所 属・職 名 専 門 

○ Craig J. Hawker 
Alexandru D. Asandei  
Christopher W. Bielwaski 
Kenneth R. Carter 
Geoffrey W. Coates  
Jean M. J. Frechet 
Padma Gopalan 
Robert B. Grubbs 
Bertt A. Helms  
Malika Jeffreis-El 
Heather D. Maynard 
Krisztof Matyjaszewski 
Virgil Percec 
Stuart J. Rowan 
Timothy M. Swager 
David A. Tirrell 
Karen L. Wooley 
Frederic Wudl 

University of California Santa Barbara, Professor 
University of Connecticut, Associate Professor 
University of Texas at Austin, Assistant Professor 
University of Massachusetts Amherst, Professor 
Cornell University, Professor 
University of California Berkeley, Professor 
University of Wisconsin Madison, Assistant Professor 
Dartmouth College, Associate Professor 
Lawrence Berkeley National Laboratory, Staff Scientist 
Iowa State University, Assistant Professor 
University of California Los Angeles, Assistant Professor 
Carnegie Mellon University, Professor 
University of Pennsylvania, Professor 
Case Western Reserve University, Associate Professor 
Massachusetts Institute of Technology, Professor 
California Institute of Technology, Professor 
Washington University, Professor 
University of California Santa Barbara, Associate Professor 

高分子合成 

高分子合成 

高分子合成 

高分子合成 

高分子合成 

高分子合成 

高分子合成 

高分子合成 

高分子合成 

高分子合成 

生体高分子 

高分子合成 

超分子科学 

高分子合成 

超分子科学 

生体高分子 

超分子科学 

高分子合成 
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7．セミナー概要（セミナーの目的・内容・成果等を簡潔に記載してください。） 

●セミナーの目的・内容 

 高分子は，タンパク質や遺伝をつかさどる DNA 等の生体関連分子として重要であるとともに，プラスチッ

クス，ゴム，繊維などの基幹材料，情報，電子，医療，エネルギー，環境保全，安心・安全など社会と地球

に貢献する分野を発展させる最先端精密材料として，現在から未来に至る人類社会に不可欠の物質・材料で

あり，その重要性はますます大きなものとなっている。このような高分子に対する認識は，学術会議や総合

科学技術会議などの提言を初めとして論を待たない。 
 これらの高分子先端材料を創成するためには，これまで培われてきた高分子合成反応をより高度に精密制

御し，目的とする機能と性能を発現するために，高度に設計・制御された高分子を合成する独創的新手法の

開拓と新規高分子材料の創成が強く求められている。とくに今後の高分子物質と高分子材料の革新的発展に

は，従来の巨視的性質に基づく開発に加えて，生成する高分子一分子ごとの生成過程の理解とそれらの構造

と機能の厳密な制御が必要であり，精緻な「分子レベルの精密制御」の重要性が認識されてある。 
 本セミナーは，このような高分子科学と高分子合成の現状および社会における要請に着目し，これらの分

野を世界的にリードする日米の第一線の研究者が一同に会して，今後の高分子合成の発展の基礎となる最新

の研究成果を発表し，密度高い議論と研究者間の交流を集中的に行うことを目的とした。とくに今回は，上

記の認識に基づき，「分子レベルの精密制御に挑む」という主題を掲げ，下記の諸点を重点的に議論した： 
 １）高分子精密合成の新展開  今後の最先端技術分野でますます重要となる，高分子の精密合成や新規

重合反応の開拓について，高分子化学の最先端成果を「分子レベルの精密制御」に焦点を当て議論する。 
 ２）新高分子精密材料の創成  電子・情報分野などの先端分野とともに，環境保全，エネルギー，持続

性ある発展などの諸分野において貢献するため，「分子レベルの精密制御」に基づく革新的機能を持つ高分子

材料の創成について，今後の展開の可能性を最新の成果に基づいて展望する。 
 ３）関連分野との連携と融合  高分子合成は有機化学・有機金属化学に，生体関連高分子化学は生物学・

生化学に，医薬・創薬などの面で医学・生化学に，また環境保全やエネルギーの面で物理学・材料科学にそ

れぞれ密接に関連して発展してきた。とりわけ，今後は，これらの関連諸分野との連携と融合が不可欠であ

り，異分野連携を図る萌芽的研究も活発化しつつある。これらの分子レベルの「異分野連携と融合」につい

ても，今後の展望を含めて積極的に議論を深める。 
 ４）社会貢献する高分子合成  環境保全，持続的発展，安全・安心，エネルギー開発，資源戦略など，

全地球的で人類の未来に関係する諸問題が顕在化しているが，高分子合成と高分子材料がこれらのすべての

分野で重要な役割を果たしていることは広く認識されつつある。このような科学全般に広く求められつつあ

る「社会と人類への貢献」にも高分子合成の立場から視点をあてて，「分子レベルの精密制御」と関連させて

討議する。 
 

●セミナーの成果 

 上記の目的に即して，日本から大学・研究機関の講演者 18 名，企業参加者 10 名，米国から大学・研究機

関の講演者 18 名，合計 46 名の第一線研究者が参加し，５日間にわたりセミナーを開催した。 
 研究成果の発表 各 30 分間の講演においては，上記の重点項目のうち，１）−３）に関して最新の研究成

果が発表され，「分子レベルの精密制御」の本質に迫る熱意ある質疑応答が時に時間を延長して続いた。また，

項目４）については，これらの講演を通じて，人類や社会に貢献する高分子合成や高分子材料に焦点を当て

た新規材料の開拓や応用に関して，議論が行われた。 
 異分野の交流 今回は意図的に，高分子合成のみならず高分子物性，超分子科学，生体高分子など，高分

子合成に密接に関連した分野の専門家も講演者としたが，高分子合成における分子レベルの精密制御に関し

てより幅広い議論が展開され，異分野や学際領域への統合と融合に基づく高分子合成の今後の拡張的発展に

関して多くの可能性が示された。 
 人的交流 講演やエクスカーションにおいて，研究者間の意見交換，情報交換が活発に行われ，旧来の交

流を深化させるとともに，新たな知己を得て，今後の共同研究と人的交流などが具体的に討議された。 


