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（様式５） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成２４年 ８月３１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 北海道大学・低温科学研究所   

（ふりがな）        さざき  げん 

職・氏 名  教授・佐﨑 元  
 
 
 

1． 事 業 名 相手国名（ オランダ ）とのセミナー（振興会対応機関： NWO ） 

 

 

2． セミナー名  結晶成長—理論とその場測定—に関する日本−オランダ共同シンポジウム  

 

 

3． 期   間  平成２４年 ７月２２日 ～ 平成２４年 ７月２５日（４日間） 

 

 

4． 開 催 地 

（都市名と会場名） 仙台市，ホテル佐勘  

 

5． 参加者数   日本側      ２７ 名（うち，滞在費等本会負担 ２４ 名） 
（代表者を含む） 

相手国側    ９ 名（うち，滞在費等本会負担 ０名） 
 

その他の国  ２ 名 
 

参加者  計 ３８ 名 
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6．セミナー参加者 

  (1) 日本側参加者（代表者は除く．また，振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと．） 

氏    名 所属・部局・職名 

*村上 恭和 

*岡田 至崇 

*山田 啓文 

*藪 浩 

*灘 浩樹 

*上羽 牧夫 

*齋藤 幸夫 

*奥津 哲夫 

塚本 勝男 

*田口 健 

*鈴木 良尚 

*田川 美穂 

*佐藤 正英 

*勝野 弘康 

長嶋 剣 

*麻川 明俊 

*橋本 華織 

*森行 和哉 

*山崎 健太 

*中岡 愛美 

*泉川 沙耶 

*野崎 壮一郎 

*阿部 有記 

*小隅 誠司 

伊平 寛 

坪川 和広 

東北大学・多元物質科学研究所・准教授 

東京大学・先端科学技術研究センター・教授 

京都大学・大学院工学研究科・准教授 

東北大学・多元物質科学研究所・准教授 

産業技術総合研究所・環境管理技術研究部門・主任研究員 

名古屋大学・大学院理学研究科・教授 

慶応義塾大学・理工学部・教授 

群馬大学・大学院工学研究科・教授 

東北大学・大学院理学研究科・教授 

広島大学・大学院総合科学研究科・准教授 

徳島大学・大学院ソシオテクノサイエンス研究部・准教授 

名古屋大学・大学院工学研究科・准教授 

金沢大学・総合メディア基盤センター・教授 

学習院大学・計算機センター・助教 

北海道大学・低温科学研究所・助教 

北海道大学・低温科学研究所・博士研究員 

徳島大学・先端技術科学教育部環境創生工学専攻・博士後期課程３年 

広島大学・大学院生物圏科学研究科・修士１年 

広島大学・大学院生物圏科学研究科・修士１年 

広島大学・大学院生物圏科学研究科・修士１年 

広島大学・大学院生物圏科学研究科・修士１年 

東北大学・大学院理学研究科地学専攻・修士２年 

東北大学・大学院理学研究科地学専攻・修士２年 

東北大学・大学院理学研究科地学専攻・修士２年 

群馬大学・大学院工学研究科・修士２年 

群馬大学・大学院工学研究科・修士２年 
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  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名  Delft University of Technology・Assistant Professor・ 

Joop ter Horst  

 

(3) 相手国参加者（代表者は除く．また，振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと．） 

氏   名 所属・職名 

Richard Lakerveld 

Harold Zandvliet 

Rob Geertman 

Hugo Meekes 

Elias Vlieg 

Joost Frenken 

Wim Noorduin 

Beulah McKenzie 

 

Delft University of Technology・Scientific staff 

University of Twente・Professor 

DSM・Principal scientist 

Radboud University Nijmegen・Assistant professor 

Radboud University Nijmegen・Professor 

Leiden University・Professor 

Radboud University Nijmegen・Post doctoral researcher 

Eindhoven University of Technology・Post doctoral researcher 

 

 

(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） 

Alexander A. Chernov 

Chaorong Li 

 

Lawrence Livermore National Laboratory・Professor（米国） 

Zhejiang Sci-Tech University・Professor（中国） 

 



                                       

- 4 - 

7．セミナー概要（セミナーの目的・実施状況・成果等を簡潔に記載してください．） 

 現代の産業は，シリコンに代表される半導体結晶や，鉄をはじめとした様々な金属結晶，タンパ

ク質などの生体高分子の結晶など，様々な結晶材料によって支えられている．これらの結晶が成長

するメカニズムを明らかにしようとする基礎的な観点からの研究が，特にオランダでは歴史的に古

くから行われて来た．それにならい，かつては応用一辺倒であった日本でも，結晶成長メカニズム

を明らかにするための基礎研究がここ数十年で大きく発展して来た．2010年 8月に中国（北京）で

開催された第 16 回結晶成長国際会議においても，結晶成長基礎やバイオ・有機材料の結晶成長の

分野では，日本とオランダから世界をリードする多数の研究が報告された．そのため，結晶成長基

礎やバイオ・有機材料結晶成長の分野で世界をリードする日本とオランダが，定期的に研究交流の

機会を持つことの意義は極めて大きい． 

 今回のシンポジウムは，上記の目的を達成するために，「結晶成長－理論とその場測定－に関す

る日本－オランダ共同シンポジウム」(英文名：Japan-Netherlands Symposium on Crystal 

Growth-Theory and in-situ Measurements-；略称 JANE-2012)と題して開催された．このシンポジ

ウムは，1999 年にオランダで第 1 回目が開催され，2002 年(仙台)と 2006 年（オランダ），2008

年（札幌）の開催を経て，今回が５回目であった．本シンポジウムには，オランダ側から９名，日

本側から２７名，その他の国から２名の計３８名の参加者があり，全員が同じホテルで寝食をとも

にする形で開催された．口頭発表は，日本側（１３件）とオランダ側（９件），その他の国（１件）

の計２３件が招待講演として行われた．通常の学会発表とは異なり，十分な討論を行うために，１

講演に４５分づつが割り当てられた．さらに，日本-オランダ双方の研究者がペアとなって関連す

るトピックスで発表を行う形でセッションを構成するように工夫された．そのため，それぞれのト

ピックスについての効果的でつっこんだ議論を行うことができた．一方，若手研究者や大学院学生

の参加者に対する講演発表の場として，ポスターセッションが準備され，合計１３件の発表が行わ

れた． 

 今回のシンポジウムでは，以下のトピックスが主に発表された．まず，光学顕微鏡から光干渉計，

走査型プローブ顕微鏡，電子顕微鏡，Ｘ線回折など，様々な最先端のその場観察技術を駆使した研

究について発表と活発な議論が行われた．その場観察技術の最新の現状と，それを用いた成長カイ

ネティクスの計測が，今回のシンポジウムの一番の特徴として挙げられる．また，工業晶析の観点

から結晶多形をいかに制御するか，核形成過程をどのようにモニターするか，光化学的にどのよう

にして核形成を促進させるのか，など核形成について多くの活発な議論がなされた．これは，核形

成が未だに結晶成長分野において最も解明が進んでいない，未解決な問題であることを示している．

一方，コロイド粒子の結晶化や高分子の結晶成長，高分子合成技術を駆使した様々な内部構造を持

つ微粒子の作製，DNA を利用した新規な結晶材料創成の試み，天然・人工高分子を用いたバイオミ

ネラリゼーションの制御，タンパク質結晶の高品質化など，マクロな分子が関与する結晶成長につ

いて幅広い議論がなされた．さらに，分子動力学法を用いた結晶表面での溶媒や不純物分子の挙動

や，結晶表面のステップが示す揺らぎと異方性などについての計算機実験の最新の結果について，

興味深い発表がなされた． 


