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先端研究拠点事業 

平成２４年度 実施計画書 

－拠点形成型－ 

 

採用年度 平成 23 年度 採用番号 23002 領域 数物系科学 

分科 物理学 細目 生物物理・化学物理 
分科細目 

コード 
4310 

 

１．日本側拠点機関名   京都大学大学院理学研究科                           

  日本側コーディネーター（所属部局・職・氏名）  理学研究科・教授・太田 隆夫          

 

研究交流課題名 （和文）ソフトマターの非平衡ダイナミクスに関する国際研究ネットワーク         

          （英文）International research network for non-equilibrium dynamics of soft matter     

  研究交流課題に係るホームページ http://softmatt-net.xsrv.jp/                    

             

２．採用期間  平成 23  年 4 月  1 日 ～  平成 25 年 3 月 31 日( 24 ヶ月)          

 

３．先端研究拠点事業としての全期間を通じた交流目標（＊申請書に記入した交流目標を転載すること） 

 

４．前年度までの交流活動による目標達成状況（＊拠点形成型については平成２３年度採用課題のみ記入。 

国際戦略型平成２４年度採用課題は拠点形成型における目標達成状況を記入のこと） 

本計画は、液晶、高分子、エマルジョン、ゲル、粉流体など、いわゆるソフトマターを対象とした、熱平衡構造、

ゆらぎダイナミクス、および、非平衡ダイナミクスの実験と理論による物理学としての包括的基礎研究を行う。 

ソフトマターはわれわれの生活や現代技術で重要な役割を果たしている物質である。生体および食品のほぼすべ

て、医療材料の大部分はソフトマターからつくられている。液晶ディスプレーをみてもわかるように、軽量、省エ

ネの材料開発にもソフトマターは欠かせない。 

ソフトマターの特徴は構成分子が大きく、メゾスコピックな構造を形成し、かつ、流動性があることである。その

ため、メゾスコピック構造形成のメカニズム、普遍性、構造と流動の相関、揺らぎ・輸送などについて広帯域に研

究し理解する必要がある。日本や欧州の研究者はソフトマターの基礎研究でも世界をリードしてきた実績がある。

本先端研究交流計画では、１分子レベルのミクロスケールから、多数の分子の協同運動までの先導的な研究を行っ

ている日欧の実験・理論の研究者による国際研究ネットワークを組織し、先端研究に関する緊密な交流を通して若

手研究者の育成をはかる。 

 学術的成果に関しては、アクティブソフトマター、ガラスダイナミクス、脂質膜などの分野での論文が発表済

み、印刷中、あるいは投稿中である。持続的な協力関係の基盤構築に関しては、ドイツには１９名、フランスには

２６名を派遣し協力関係の一層の強化と次世代への継承の両方をはかった。若手研究者育成の成果に関しては、若

手研究員、大学院学生、１９名を派遣し、その育成と長期的視野にたった協力関係構築をめざした。特に、そのう

ち５名（のべ）は（のべ）３０日以上前後、ドイツ、あるいは、フランスに滞在し研究に従事した。また、参加者

リストに記載の若手研究者、和田浩史、柳澤美穂、竹内一将の３名がソフトマターの非平衡ダイナミクス関係で日

本物理学会若手奨励賞を受賞した。国際的学術情報の収集整備に関しては、ドイツ、フランスでの国際会議に積極

的に出席し、得た情報はニュースレターとして本事業ホームページで公開している。事業の波及効果に関しては、

まずソフトマターという言葉を世間に認知していただくことが肝要であると考えている。その意味で、メンバーで

ある今井正幸教授（お茶の水女子大学教授）の研究が日刊工業新聞、平成２３年１２月５日に掲載され、協力研究

者である菅原正特任教授（東京大学）の研究が朝日新聞など、２３年９月６日に掲載され、協力研究者である沙川

貴大特定助教（京都大学）の研究が日本経済新聞電子版、平成２３年６月２５日に掲載された意義は大きい。この

ように申請時に目標とした項目について、概ね順調に達成していると判断できる。
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５．本年度の交流計画の概要 

（共同研究） 
本交流計画の国内研究拠点は、ソフトマターダイナミクスを理解する上で重要なそれぞれの研

究領域をカバーしている。ソフトマター研究において世界のトップレベルにある独・仏、２つの
海外の研究拠点との、持続性のある研究ネットワークの構成を昨年度から進め研究を強力に推進
している。日本側４人の拠点研究者（吉川の拠点退職に伴い同研究室の市川に班長を変更）に、
国内共同研究者を１３名加え、多くの協力研究者を獲得した。このネットワークをもとに研究成
果・情報の交流を強化する。研究拠点の４名の研究者に対応して以下の４班を構成する。(下線は
班長である。） 
（１）液晶の非線形応答と非平衡ダイナミクス：山本（潤）、甲斐、多辺、好村 
（２）コロイドのスローダイナミクス：荒木、山本（量）、田中、宮崎 
（３）非平衡揺らぎとダイナミクス：市川、早川、櫻井、佐々、 
（４）アクティブソフトマターのダイナミクス・輸送：太田、佐野、坂上、今井、川勝 
昨年に引き続き、今年度もキックオフミーティングをスタートとして、拠点コロキウムを各月 1~2
回（昨年度実績 19 回）を開き、研究会情報はＨＰ（http://softmatt-net.xsrv.jp/seminars.html）
通じて構成員や国内のソフトマター関係研究室に発信する。 

ソフトマター物理学と非平衡統計力学を束ねる概念として「非平衡相転移」を掲げ、統合的に
研究を推進していく。本年度は特に自発的に運動するアクティブマターに焦点を当てていくつか
の会議を日本・フランスで行う予定である。このように非線形性と非平衡性の強いソフトマター
に理論、実験、計算機実験が共同していどむことにより、まったく未開拓といっていい非平衡相
転移の基礎が解明され、一方では、非線形物理学や非平衡物理学に新しい潮流を引き起こす契機
になる。研究成果はＨＰ（http://softmatt-net.xsrv.jp/publications.html）を通じて発信する。
 

（セミナー）http://softmatt-net.xsrv.jp/symposium.html 
「ソフトマターの非平衡相転移」と深く関係する以下の４件を計画している。 
（１）2012 年 8 月 25 日 ドイツ・マインツ  
液晶国際会議 "ILCC2012”におけるミニシンポジウム JSPS Core-to-Core Program “Nonlinear 
response and non-equilibrium dynamics of liquid crystals”国際会議の組織委員長、ミニシ
ンポジウムのドイツ側責任者：Harald PLEINER,日本側責任者：山本 潤 
液晶国際会議(ILCC)2012 に合わせて、「液晶中の秩序と輸送の交差結合」にハイライトをあて

ワークショップを開き、液晶分野における非平衡・非線形ソフトマターの理解を深める。ILCC に
は物理のみならず化学、工学から多くの参加者があり、非平衡ソフトマターをミクロ（化学）か
らマクロ（工学）を連結して理解を深める効果が期待できる。 
（２）2012 年 9 月 24-25 日 ドイツ・ハイデルベルグ 
JSPS Core-to-Core Program “Physics of Active Soft Matter”ドイツ側責任者：Motomu TANAKA
(University of Heidelberg, Professor)、日本側責任者：太田隆夫 
生体系と関係するアクティブソフトマターの実験と理論に関する集中的討議を行い、現在の成果
と今後の課題を明らかにする。日本、ドイツ、フランスのこの分野の専門家による研究会によっ
て、このテーマの将来像が浮き彫りになり、研究ネットワークが強化される。なお、この会議の
直前に、オランダ、ライデンで"Active Dynamics on Microscales"会議がドイツ側協力機関メン
バーA. Mikhailov 教授らによって開催され、太田らが講演を要請されている。本拠点形成課題と
密接に関係しており、他に数名参加する予定である。 
（３）2012 年 9 月 30-10 月 5 日 フランス・レウーシュ 
JSPS Core-to-Core Program “Active Soft and Biological Matter”フランス側責任者：
J.F.JOANNY、日本側責任者：佐野雅己、鳥などの集団運動から分子モータまで、広く生体系のア
クティブな運動の実験的、理論的研究の統合的討議を行う。日本、ドイツ、フランス以外に米国、
イギリスなどのこの分野の先端研究者も講演を行うため、最新の情報を共有し研究ネットワーク
が強化される。 
（４）2013 年 2 月 18-20 日 日本・京都 
JSPS Core-to-Core Program “Self-organization and Emergent Dynamics in Active Soft Matter”
日本側責任者：和田浩史、山本 潤、ソフトマター物理学、非平衡統計力学、非線形動力学、流
体物理、さらには生物学にも関わる「アクティブソフトマター」を共通のテーマとして議論を行
う。非平衡ソフトマターおよび非線形ダイナミクスに関する国内外の研究者を一堂に会し、日本
発の新たな世界的な潮流の創出に寄与する。 
 

（研究者交流） 
上に述べたソフトマターの非平衡ダイナミクスに関係した国際会議に博士研究員や大学院学生が
数名ずつ参加し成果発表を行う。これまでの共同研究をさらに発展させるため、ドイツに３名、
フランスに４名、若手研究者を各々約１か月間、延べ約１９１日間派遣する。交流報告や研究成
果はＨＰ（http://softmatt-net.xsrv.jp/exchange.html）を通じて情報を発信する。 
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６．実施組織 

 ○日本側実施組織 

拠点機関 京都大学 

実施組織代表者 職・氏名 京都大学 総長・松本 紘 

コーディネーター 所属部局・職・氏名 京都大学大学院理学研究科・教授・太田隆夫 

協力機関数 7 

協力機関名 東京大学、筑波大学、千葉大学、東北大学、首都大学東京、九州大学、早

稲田大学 

拠点機関事務組織： 事務総括責任者 理学研究科事務部長 小山房男 

 事務総括担当者 将来計画・研究推進室専門職員（外部資金担当）岡田健志 

 経理管理責任者 理学研究科事務部長 小山房男 

 経理管理担当者 将来計画・研究推進室専門職員（外部資金担当）岡田健志 

 

○相手国側実施組織１ 

国名 ドイツ 

拠点機関 デュッセルドルフ大学 

コーディネーター 所属部局・職・氏名 デュッセルドルフ大学物理学教室・教授・Hartmut LOEWEN 

協力機関数 8 

協力機関名 Max-Planck Institute Mainz, University of Heidelberg, University of 

Konstanz, Fritz Haber Institute, University of Stuttgart, 

Ludwig-Maximilians University of Munich, University of Magdeburg、

University of Bayreuth 

 

○相手国側実施組織２ 

国名 フランス 

拠点機関 原子エネルギーコミッション 

コーディネーター 所属部局・職・氏名 凝縮系物理学部門・上級研究員・Hugues CHATE 

協力機関数 6 

協力機関名 ESPCI, Ecole Normale Superieure, University of Paris 6, University of 

Paris 7, University of Paris 11 

 

○相手国側実施組織３ 

国名  

拠点機関  

コーディネーター 所属部局・職・氏名  

協力機関数  

協力機関名  

※交流相手国が複数の場合、適宜、枠を追加して記入すること。 


