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平成２３年度 先端研究拠点事業―国際戦略型― 

事後評価資料  

 
１．概要 

領域 複合 

分科 ナノ・マイクロ科学 

細目 ナノ構造科学 

研究交流課題名 

（和文） 

先進微粒子ハンドリング科学 

（英文） 

Advanced Particle Handling Science 

実施期間 

（拠点形成型時含む） 
２００６年 ４月 １日 ～ ２０１１年 ３月３１日（６０か月） 

日本側拠点機関名 京都大学大学院工学研究科 

実施組織代表者 

所属・職・氏名 
大学院工学研究科・研究科長・小森 悟 

コーディネーター 

所属・職・氏名 
大学院工学研究科・特命教授・東谷 公 

協力機関数      ９  機関 参加者数   ８１  名 

交流相手国 アメリカ合衆国 

拠点機関名 フロリダ大学 微粒子工学研究センター 

コーディネーター 

所属・職・氏名 
研究センター長・教授・Brij M. Moudgil 

協力機関数      ０  機関 参加者数    ７  名 

マッチングファンド

（出資機関名） 

State/University/Industry Partner funds/National funding agencies 

(NFS, NIH) 

交流相手国 英国 

拠点機関名 リーズ大学 微粒子科学・工学研究所 

コーディネーター 

所属・職・氏名 
研究所長・教授・Simon Biggs 

協力機関数      ０  機関 参加者数   １２  名 

マッチングファンド

（出資機関名） 
EPSRC/EU/British Council & University of Leeds 

※交流相手国数に応じて記入欄を追加して記入してください。 

【公表用】 
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交流相手国 オーストラリア 

拠点機関名 メルボルン大学 微粒子流体プロセスセンター 

コーディネーター 

所属・職・氏名 
センター長・教授・Geoff W. Stevens 

協力機関数      ０  機関 参加者数   １４  名 

マッチングファンド

（出資機関名） 
The Australian Research Council(ARC) 

交流相手国 ドイツ 

拠点機関名 
フリードリッヒ・アレキサンダー大学 エアランゲン－ニュールンベルグ 

微粒子技術研究所 

コーディネーター 

所属・職・氏名 
研究所長・教授・Wolfgang Peukert 

協力機関数      １  機関 参加者数   １０  名 

マッチングファンド

（出資機関名） 
German Research Association DFG, State Government Bavaria 

交流相手国 スイス 

拠点機関名 スイス連邦工科大学（チューリッヒ） 微粒子科学・工学研究室 

コーディネーター 

所属・職・氏名 
室長・教授・Sotiris E. Pratsinis 

協力機関数      ０  機関 参加者数    ４  名 

マッチングファンド

（出資機関名） 
Particle Technology Laboratory -ETH Zurich 

※交流相手国数に応じて記入欄を追加して記入してください。 
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２．研究交流目標 

 移行審査申請時に計画した研究交流目標とその達成度について記載してください。（２頁以内） 

○移行審査申請時の研究交流目標（移行審査資料に記載した目標を転載のこと） 

日本の微粒子工学は 50 年の歴史を有し、京都大学化学工学専攻が中心となって常に国内外をリードしてきた。世

界では、日本の微粒子研究、並びに微粒子材料の重要性に触発されて、本プログラムの相手側拠点となっている３研

究施設が、1995 年以降次々と設立され、昨年、ドイツのエアランゲン大学にも微粒子に特化した Institute of Particle 

Technology が設立された。一方、日本では、研究室単位の活発な研究が行われているものの、海外のような効率的で

集約的な研究施設が存在しない。今後の急速な技術発展をリードしてゆくためには、従来の研究室単位の研究のみ

ならず、効率的・集約的な研究施設並びに緊密な研究ネットワークが、日本の「物造り」には必要不可欠と考えてい

る。 

 

「国際戦略型」に移行できれば、「拠点形成型」における数多くのセミナー、研究者派遣、共同研究で形成した確固

たる国内外の研究ネットワークを核とし、京都大学工学研究科インテックセンター内に、研究科、大学の枠を超えた横

断的な「先進微粒子科学技術・高等研究院」を設立する。この高等研究院を中心に、従来の研究ネットワークをよ

り強固なものにすると共に、連携研究者の枠組みを、将来を見据えた分野に広げ、世界をリードする研究体制作り、並

びに微粒子ハンドリング科学の体系化を行う。また、その成果を、新たに京都大学内に設置が計画されている「グロー

バルリーダシップ大学院工学教育推進センター」を通して、京都大学の世界戦略の一角を担う大学院高等教育に貢

献する。さらに、本プログラム終了時には、本高等研究院を基にし、大学横断的な微粒子科学技術研究センター化へ

の可能性を模索する予定である。 

 

 

○目標に対する達成度 

□目標は想定以上に達成された。 

 ■目標は想定どおり達成された。 

□目標はある程度達成された。 

□目標はほとんど達成されなかった。 

【理由】 

国際戦略型への移行後、予定通り、専攻・研究科横断型の集約的研究拠点「先進微粒子科学・技術部門」を、

京都大学・工学研究科・高等研究院内に設置した。本部門を中心に、国内的には、京都大学内は勿論のこと、

他大学の優秀な若手研究者が、それぞれ所属組織の壁を越えて、新たに加わり、最終的には班員数 81 名にも

及ぶ、緊密な国内研究ネットワークを構築した。国際的には、前段階 2年間の拠点形成型プログラムにおける

相手国研究機関、アメリカ・フロリダ大学、イギリス・リーズ大学、オーストラリア・メルボルン大学に加え

て、ドイツ・エアラーゲン・ニュールンベルグ大学、マックスプランク研究所（マインツ）、スイス連邦工科

大学の各微粒子科学技術研究機関を加えることにより、微粒子ハンドリング研究に関する世界トップレベルの

研究機関と、世界初の強固なネットワークを築いた。この世界的ネットワークを基に、世界トップレベルの研

究者と日本の主に若手研究者との face-to-face の濃密な接触を可能にする企画を数多く行い、互いの研究レ

ベルの向上、及び若手研究者育成を行なってきた。 

具体的な企画・活動は下記の通りである。 

（１）研究者派遣：派遣希望の班員をグループ分けし、毎年数十名を、5相手国 6研究機関に派遣し、相手側

研究機関で開催されるセミナーやワークショップでは、必ず口頭発表を行うことを義務づけた。更に、毎年、

1回、会議中は缶詰状態となる”Young Researchers’Meeting“を、若手研究者自身に企画させ、日本と相手

国の持ち回りで開催した。これらの研究者派遣による濃密な情報交換により、互いの研究レベルの高さの確認

と共に、この間に深まった研究者間の個人的関係が多くの国際共同研究の端緒となった。 
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既に、相手国研究者と共同研究している研究者については、研究の進捗状況と互いの都合を勘案して、派遣

時期、派遣期間を決定したが、共同研究の実が上がるように、出来る限り長期派遣を促進してきた。 

これらの活動により、日本の若手研究者が臆することなく堂々と活動し、その発表力、ディベート力、国際

交渉力等が格段に向上した。このことは、相手国研究者が遍く認めるところである。 

（２）セミナー：相手側研究者や著名な研究者が来日したときには、班員の講演と組み合わせ、講演時間を１

人 1時間程度の内容の濃い半日セミナーを開催し、互いの最新の研究内容の情報交換を行った。年間、約 8回

のセミナーを行ない、拠点形成型プログラムの 2 年間を加えて、通算、43 回のセミナーを行なった。その内

容は、アブストラクトを含め、下記の Websiteで公表している。 

http://www-tph.cheme.kyoto-u.ac.jp/c2c/index.php?FrontPage 

（３）共同研究：上記の研究者派遣事業、セミナーなどによる濃密で頻繁な”face-to-face”の情報交換によ

り、国際共同研究件数は、総数 25 件と年毎に増加した。成功裡に終了したものもあり、最終年度には、国際

共同研究 20件、国内共同研究 12件となり、若手研究者を中心に、所属や分野の違いを超えた共同研究が自然

発生的に形成された。 

 上記のように、京都大学工学研究科内に本プログラム

の拠点として設立された高等研究院・先進微粒子科学技

術研究部門において、本プログラムの主目的として JSPS

が 明 記 し て い る ”to advance collaborations of 

research activities, scientific meetings and 

researchers exchanges” に関し、活発な情報交換、共

同研究を行ない、若手研究者の育成と、右図のような確

固たる世界的研究者ネットワークの構築に成功した。次

世代の微粒子ハンドリング科学・技術の担い手が育つ基

礎が築かれ、予想以上の結果が得られたと考えている。

このことは、大半の相手国研究機関のコーディネーター

が等しく認めるところで、相手国側研究機関から本プロ

グラムの継続の要望が寄せられていること、並びに、相手国が同様のプログラムの立ち上げを試みていること

からも伺える。 

本プログラム終了時には、京都大学工学研究科内への微粒子科学技術センターの設置を目指していたが、大

学内の諸事情により、「微粒子材料の製造プロセス技術開発ラボ」としての存続となった。しかし、本プログ

ラムの波及効果は極めて大きく、班員が中心となった種々のプログラムが立ち上がっている。具体的内は、 

（1）押谷准教授（岡山大学）―フランクス准教授・ダガスティン准教授（メルボルン大学）の若手研究者間

に対する「NEDO産業技術研究助成事業」 

（2）同志社大学に私立大学戦略的研究基盤形成支援プロジェクト「先進微粒子材料の科学と工学の融合」 

（3）化学工学会・粒子・流体プロセス部会・粉体プロセス分科会「先端微粒子ハンドリング講演会」 

（4）化学工学会、粉体工学会、日本化学会における若手研究者による分野の壁を越えた新規研究分野の開発

を目指した数多くのセミナーやワークショップ（例えば、相手側研究者 R.Williams（Leeds 大学）による

International Workshop on ”Application of Intelligent Particles and Sensors in Environmental and 

Process Engineering”24-28, August (2008)、や飯村准教授、新戸講師による粉体工学会・第 46回夏期シン

ポジウム「ナノ粒子・人口材料と相互作用する生物－細胞を中心に生体関連物質から生体まで－、8 月 9-10

日、(2010)、 他多数） 
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の立ち上げに成功している。 

このように、本プログラムによる膨大な最新情報収集や研究者個人間の世界的な強固なネットワークは、参

加した研究者の更なる成長に必要不可欠なものになるものと思われる。現在進行中の共同研究は、今後も個別

に長く続くと予測されると共に、更に新しい国際共同研究を予定している班員も数多くいる。従って、本プロ

グラムは、日本のみならず相手国研究者の国際的成長にも寄与し、次世代の微粒子ハンドリング科学・技術の

発展に大きく寄与する基礎を築いたと考えられる。 
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３．これまでの交流を通じて得られた成果 

これまでの交流を通じての成果を「国際学術交流拠点の形成」、「成果の学術的価値」、「若手人材育成への貢献」、

「情報集約性」、及び「社会貢献性」の観点から記載してください。（３頁以内） 

○国際学術交流拠点の形成 

国際戦略型プログラムの国際学術交流拠点として、専攻・研究科横断型の集約的研究拠点「先進微粒子科学

技術部門」を、京都大学・工学研究科・高等研究院内に設置した。国際戦略型の全プログラムは、本先進微粒

子科学技術部門を拠点として、企画・運営された。 

構成員は、東谷 公特命教授を本プログラムのコーディネーターとし、京都大学内から、専攻・研究科横断

的に、化学工学専攻を中心に、高分子化学専攻、マイクロエンジニアリング専攻、薬学研究科、再生医科学研

究所、物質-細胞統合システム拠点から、総計 27名が参加した。学外からは、同志社大学理工学部、岡山大学

自然科学研究科、神戸学院大学薬学部、兵庫県立大学工学研究科、福島工業高等専門学校、山口大学理工学研

究科、大阪府立大学工学研究科、産業技術総合研究所、九州工業大学工学研究院、自然科学研究機構分子科学

研究所、東京理科大学理工学部、東京工業大学総合理工学研究科、広島大学工学研究科、大阪工業大学工学部、

筑波大学生命環境科学研究科、信州大学ファイバーナノテク国際若手研究者育成拠点並びに理学部、早稲田大

学理工学術院、関西大学化学生命工学部、名古屋工業大学セラミック基盤工学研究センター、岩手大学農学部、

甲南大学理工学部、徳島大学ソシオテクノサイエンス研究部、横浜国立大学環境情報研究院から、54 名が参

加し、本拠点は、大学、研究科、学部、専攻を越えた「先進微粒子ハンドリング科学」に造詣の深い研究者及

び大学院生の総勢 81名で構成された。 

相手国研究機関としては、ナノ粒子・微粒子ハンドリング科学の研究では第一級で、かつ独自の研究所を有

する研究機関を選んだ。相手国研究機関は、フロリダ大学・微粒子工学研究センター7名、リーズ大学・微粒

子科学工学研究所 12名、メルボルン大学・微粒子流体プロセスセンター14名、エアランゲン大学・微粒子技

術研究所 8名、マックスプランク研究所（マインツ）2名、スイス連邦工科大学・微粒子科学工学研究室 4名

の総勢 47名の研究者で構成した。 

 

○成果の学術的価値 

本プログラムの学術的価値の最も大きな成果は、国、大学、研究科、専攻の壁を越えた共同研究により、新

規で独創的な研究が可能となったところに有ると考えている。従って、第一義的な学術的価値としては、分野

の壁を越えた班員間の濃密な情報交換を通して、研究者同士がファーストネームで呼び合える強固な世界的ネ

ットワークの形成に成功したことである。このような分野や国境の壁を越えた親密なネットワークこそが、次

世代の若手研究者の独創的な研究に大きく寄与すると考えている。 

国際共同研究件数は、総数 25 件と年毎に増加した。成功裡に終了したものもあり、最終年度には、国際共

同研究 20件、国内共同研究 12件が、大学や専門分野の従来の枠組みを超えて、進行している。現在の共同研

究は大きな成果と共に、一定期間後に、終了すると思われるが、上記の強固な世界的ネットワークが存在する

故、更なる共同研究に発展することが期待される。既に、新たに、日本の班員と欧州、豪州、米国の班員との

間で、数件の国際共同研究を行なうことが予定されている。 

プログラム遂行中の直接的な学術的成果としては、学術論文 535 件の内、本事業名が明記されているもの

102件、相手国参加研究者との共著 39件と、年毎に増加しており、共同研究の実が上がっていることが分る。

なかでも、本プログラムの国際共同研究としての重要性が認められたものとして下記のプロジェクトがある。 

●共同研究者：押谷 潤（岡山大学）―George Franks・Raymond Dagastine（メルボルン大学） 

NEDO産業技術研究助成事業「枯渇地域での水資源確保かつ省エネルギー化が可能な乾式選鉱プロセスの構 
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築」（年度：H21-H24） 

 

○若手人材育成への貢献 

本プログラムでは、日本の次世代科学技術研究の担い手である若手研究者や博士後期課程の学生を、上記の

世界的ネットワークに組み込んで、第一級の研究者と face-to-face の濃密な接触の機会を多く持たせ、その

育成に力を注いできた。 

 日本で行なう約年 8回のセミナーでは、海外の第一級の研究者の講演と日本側の若手研究者の講演を組み合

わせ、英語でのディスカッションに充分な時間を取ったセミナーとした。 

派遣事業では、毎年数十人を派遣し、現地での合同セミナーやワークショップでは、口頭発表させることを

義務づけており、発表力、交渉力、ディベート力、国際的感覚などの向上を図るようにした。その他、研究施

設・設備の見学、交流会などを通じて、face-to-face の接触をさせ、各自の個人間ネットワークが構成され

るように組み立てた。これらは、日本で開催されたセミナーによる接触だけでは、期待できないもので、その

成果は、多くの国際共同研究並びに共著論文の出版に現れている。国際共同研究や共著出版が出来なかった班

員からも、彼らの今後の研究に極めて有用であったとの報告を得ている。 

 また、毎年” Young Researchers’ Meeting”と称する“合宿形式の若手研究者による若手研究者のための

セミナー”を各国、持ち回りで行なった。2006年度は京都大学、2007年はメルボルン大学、2008年はエアラ

ンゲン大学・マックスプランク研究所共催で、2009年はリーズ大学で行なった。最終年度の 2010年は、”Young 

Researchers’ Meeting”の最終セミナーとして、また本プログラムの実質的な締めくくりのセミナーとし

て、”Core-to-Core 2010 World Network Seminar on Advanced Particle Science and Technology”と称し、

3日間の会議を京都で開催した。相手側研究機関のコーディネーターを始め、優秀な研究者（班員）の殆どが

来日し、相手国 27名、日本側 63名の大きな会議になった。この会議においても、相手国との交渉、会場設定、

宿泊準備、プログラム作成等、殆ど全てを日本の若手研究者が手分けして行った。ポスター発表は作らず、発

表者には全て口頭発表を義務づけ、タフな会議となったが、情報量が極めて多いレベルの高い会議となった。 

 また、上記の国際共同研究 25件、国内共同研究 12件は、主に若手研究者が行なっており、若手研究者が国

や分野の壁を越えて行なう連携研究の重要さを意識したもので有り、これらの共同研究は、今後も続いて行く

と思われる。 

 これらの活発な活動により、研究者として、また国際的なリーダーとしての若手の成長は目を見張るものが

有ることは、相手国コーディネーターをはじめ、参加した研究者が等しく認めるところである。 

 

○情報集約性 

 本プログラムのセミナーから得られた情報は、その講演者構成、テーマ名、アブストラクトとして集約し、

下記の Websiteに、興味をもつ研究者に対し一般公開している。 

http://www-tph.cheme.kyoto-u.ac.jp/c2c/ 

また、纏まった論文集としては、下記の様に、国際誌 Advanced Powder Technology 誌の特集号として 3 回

出版している。 

(1) Advanced Particle Handling Science: JSPS Young Researchers' Meeting 2006, (Eds. H. Shinto, X-Z. 

Wang, R. R. Dagastine and P. Sharma), Advanced Powder Technology, 18, 599-844 (2007). 

(2) Application of Intelligent Particles and Sensors in Environmental and Process Engineering (Eds. 

R.A. Williams and Y. Mori), Advanced Powder Technology, 20, 419-514 (2009). 

(3) Advanced Particle Handling Science: Core-to-Core Young Researchers Meeting 2008, (Eds. W. Peukert, 

http://www-tph.cheme.kyoto-u.ac.jp/c2c/


様式１ 

 

8 

 

K. Higashitani and R. Marczak), Advanced Powder Technology, 21, 1-92 (2010).  

また、班員の森貞真太郎による Core-to-Core Program Young Researchers Meeting 2008 in Germany の報告

を粉体工学会誌、47、553-554 (2010)に掲載した。 

 さらに、最終年度の”Core-to-Core 2010 World Network Seminar on Advanced Particle Science and 

Technology”の 121頁に及ぶアブストラクト集を作成し、情報の集約と共に、研究者間での情報の共有を図っ

た。 

 また、本プログラムの情報集約の内容の一部を、班員である東谷、森、新戸、石田により、粉体工学叢書「液

相中の粒子分散・凝集の分離操作」粉体工学会編、日刊工業出版社（2010）として出版し、更に多くの班員が

執筆者となる予定の「粉体工学ハンドブック」粉体工学会編、朝倉書店が編集中であり、近日、出版予定であ

る。 

 

○社会貢献性 

 本プログラムの日本でのセミナーは、全て、京都大学工学研究科附属グローバルリーダーシップ大学院工学

教育推進センターとの共催で開催され、工学研究科の学生の横断的高等教育へ貢献した。また、班員の内 19

名は拠点機関及び協力機関の大学院生で、これらの大学院生への高等教育としての貢献は極めて大きいと考え

られる。さらに、協力機関の大学で行なったセミナーは完全な自由参加で行なわれ、多くの一般学生が参加し、

その教育的効果も大きいと推測される。 

派遣事業として相手国で行なわれたセミナーやワークショップ、並びに Young Researchers’ Meetingは、

完全に自由参加で行なわれ、参加した相手国の大学院生の教育へも大きく貢献していると考えられる。 

また、京都大学工学研究科・高等研究院・インテックセンター 平成 22年度成果報告会が平成 23年 3月 2

日に京都大学東京オフィスで開催され、本プロラムの内容をポスター発表し、活動の一般公開を行い、本プロ

グラムの重要性を周知し、多くの賛同を得た。 

更に、世界第一級の研究者だけを集めて行なう 3 日間の Nisshin Engineering Particle Technology 

International Seminar（NEPTIS と略す）において、2008 年の第 17 回 NEPTIS ”Interactions between 

biomaterials and solids”では、東谷がオーガナイザーで、日本側招待講演者の半数の 4 名が本プログラム

の班員で占められ、更なる社会への発信・要旨集の発行を行なった。また、2011年の第 20回 NEPTIS “Modeling 

of Nucleation and Growth on Crystallization Processes”では、班員の白川教授（同志社大学）がオーガ

ナイザーとして企画し、日本側招待講演者に班員 2名が含まれており、本プログラムでの成果が発揮されるも

のと思われる。 

また、2007年の本プログラムの一環である Leeds大学でのワークショップ後に、8th UK Particle Technology 

Forum 2007, Cambridge に招待され、若手研究者が研究発表を行なうと共に、東谷が本プログラムの紹介の紹

介をした。更に、2008年には、世界第一級の研究団体である International Fine Particle Research Institute 

(IFPRI)の年会に招かれ、班員数人が研究発表すると共に、本プログラムの紹介をした。 

このように、種々の機会を捉えて本プログラムの成果を社会に公開し、還元している。この他にも、個人レ

ベルでは、多くの班員が、学会や講演会を通じて研究成果を発表することにより、また企業との共同研究に発

展させることにより、その研究成果を社会に還元している。 
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４．実施状況  

（１）戦略性 

移行審査申請時に記載した拠点機関の将来構想及び全体戦略を踏まえて、拠点機関全体として、どのように戦略

的かつ計画的に本事業を実施したかを記載してください。またそれがどのように拠点機関及び日本のプレゼンスを高

めるのに役立ったか記載してください。 

国際戦略型への移行後、予定通り、専攻・研究科横断型の集約的研究拠点「先進微粒子科学・技術部門」を、

京都大学・工学研究科・高等研究院内に設置した。それと同時に、コーディネーター東谷が、京都大学工学研

究科附属グローバルリーダーシップ大学院工学教育推進センター所属の工学研究科国際交流委員会委員とな

ると共に、京都大学工学部国際交流ニュースレターNo.28(2007)に JSPS Core-to-Core Program ”Advanced 

Particle Handling Science”と題する紹介記事を掲載し、学内での本プログラムの周知徹底を行なった。 

セミナーに関しては、グローバルリーダーシップ大学院工学教育推進センターとの共催とし、毎年、数多く

の国際セミナーを行ない、その内容を郊外型大型ディスプレーにて周知した。また、粉体工学会春期・秋期研

究発表会や文部科学省特定領域「非平衡ソフトマター物理学の創成」、更には”5th International Conference 

Interface Against Pollution 2008”との共催セミナーも行い、学域を越えて、そのプレゼンスを高めた。 

また、国際的には、相手国研究機関の数多くの研究者が、本拠点を訪問し、セミナー講演や工学研究科長へ

の表敬訪問を行なったこと、並びに、セミナー、派遣事業、共同研究における情報交換を通じて、日本側研究

者の高い研究能力に接したことにより、本プログラム並びに本拠点の意義は高く評価された。また、上記「社

会貢献性」の欄で紹介した多くの国際会議で本プログラムを紹介したことも日本のプレゼンスを高めた。これ

らの評価は、相手国研究機関のコーディネーターが本プログラムの延長を求めていることからも判断される。 

また、本プログラムの成功は、その膨大な事務を極めて順調に処理された京都大学・工学研究科・事務部ス

タッフによる献身的なサポートによっていることを付記する。 

 

（２）拠点形成に向けた実施体制 

拠点機関及び協力機関においてどのような運営体制をとっていたかについて、国内外の連携体制にも触れながら

記載してください。 

当初計画の運営体制では、分野ごとに 4研究班に分類して、班ごとの検討会議を通して、活動計画を練る予

定であったが、年度初めの Kick-Off-Meeting で、派遣先希望や共同研究希望に関する検討を行なったところ、

班分けの枠組みを超えた希望が多く、4研究班の分類に拘らないこととし、本プログラムの目的に明示されて

いる通り、”to advance collaborations of research activities, scientific meetings and researchers 

exchanges”の精神が最も重要との観点から、本拠点の運営を行なうこととした。 

例年 4月に、本学術交流拠点にて、海外からの研究者を交えた第一回目セミナーを開催すると共に、本プロ

グラムの年間計画に対する班員の提言や要求に対して討論を行なう Kick-Off-Meeting を開催し、その場で年

間計画を作成した。また、年度の最終セミナーでは、次年度に対する提言や要求を次年度の Kick-Off-Meeting

までに充分な準備（例えば、共同研究の場合は相手側研究機関との打ち合わせなど）をしておくように、要求

した。本プログラムの全ての情報交換・企画は、本学術交流拠点にて、関係者が集まって、適宜検討されるよ

うにした。 

最重要視したのは、国際共同研究で、派遣事業は日本側研究者が相手側研究者と分野的にも個人的連携が可

能で、国際共同研究に繋がる派遣を優先した。一旦、国際共同研究を行なうことが決まった場合には、将来に

繋がる強固なネットワーク形成と、研究の実が上がるように、優先的に長期の派遣を促進した。派遣事業やセ

ミナーは、班員の一般的な情報収集の場であると共に、互いの研究内容を知ることにより、共同研究の切っ掛

けを作る場でもある。従って、講演者の組み合わせを工夫して、個人的接触の機会を多く設けるようにした。 
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５．今後の展望 

今後、当該拠点の研究交流活動を持続的に展開してく上での将来展望について記載してください。 

国際戦略型への移行に際の予定通り、本プログラム拠点して、専攻・研究科横断型の集約的研究拠点「先進

微粒子科学・技術部門」を、京都大学・工学研究科・高等研究院内に設置した。当初予定では、本プログラム

終了時には、京都大学工学研究科内への微粒子科学技術センターの設置を目指していたが、大学内の諸事情に

より、京都大学工学研究科インテックセンター内の「微粒子材料の製造プロセス技術開発ラボ」（研究代表者：

化学工学専攻 大嶋正裕教授）としての活動の存続となった。 

本プログラム終了後のハード面での形態は縮小されたが、ソフト面では、本プログラムに参加研究者には、

その発表力、交渉力、ディベート力、国際的感覚などが格段に向上し、科学技術国際競争力が身につき、研究

者間には信頼できる確固たる国内・国際的研究者ネットワークが形成された。このネットワークは、単に国内、

国際会議に出席しただけでは得られない信頼関係並びにネットワークで、終生、研究者の「研究の柱」となる

と考えられる。また、本プログラムの主目的である”to advance collaborations of research activities, 

scientific meetings and researchers exchanges”の精神にも合致する。 

既に、若手研究者を中心に、化学工学会・界面材料部会シンポジウム、粉体工学会・夏期シンポジウム、講

演会、ワークショップ、日本化学会・コロイドおよび界面化学討論会シンポジウムなど、多くの講演会が、上

記のネットワークを利用し、分野の壁を越えた学際的講演会として企画・開催されており、若手研究者の新規

分野の開発を図ろうとする熱意が伝わってくる。 

本プログラムのその他の波及効果としては、本プログラムの班員が中心となって、同志社大学に私立大学戦

略的研究基盤形成支援プロジェクト「先進微粒子材料の科学と工学の融合」（代表：日高重助 同志社大学教

授）が 2009年に産官学連携微粒子研究拠点として形成されたこと、更には、2011 年度に、化学工学会・粒子・

流体プロセス部会・粉体プロセス分科会「先端微粒子ハンドリング講演会」（代表：後藤邦彰 岡山大学教授）

が立ち上がったことなどが上げられる。 

 

何れにしても、本プログラムを通して、研究者としての資質が格段に向上した若手研究者が育ったことと、

国内・国際的ネットワークが形成されたことは、本プログラムと同じ形態での継続は難しいとしても、相手側

研究機関も継続を望んでいることから、形を変えた国内・国際研究連携が輩出する基礎が築かれたことを意味

し、次世代微粒子ハンドリング科学の発展に大きく寄与するものと期待される。現状では、ドイツ・エアラー

ゲン・ニュールンベルグ大学が本プログラムと似たプログラムの立ち上げを試み、日本側の連携への打診が来

ている。 
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６．活動実績 

（１）実施した「共同研究」について概略を記入してください。 

1 研究課題・テーマ名 荷電微粒子分散系における電気流体力学現象の解析 

 実施期間 平成１８年４月１日～平成２２年３月３１日 

 代表者 国名 日本、英国 

 所属機関・職・氏名 京都大学・教授・山本量一、University of Leeds・Director・Simon Biggs 

2 研究課題・テーマ名 粒子の帯電の測定と制御 

 実施期間 平成１８年４月１日～平成２０年３月３１日 

 代表者 国名 日本、英国 

 所属機関・職・氏名 京都大学・教授・松坂修二、University of Leed・Professor・M. Ghadiri 

3 研究課題・テーマ名 薬物ナノ粒子・運搬体－生体間の相互作用に関する研究 

 実施期間 平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日 

 代表者 国名 日本、米国 

 所属機関・職・氏名 
神戸学院大学・准教授・市川秀喜、University of Florida・Research 

Associate、P. Sharma・University of Florida・Director・B. Moudgil 

4 研究課題・テーマ名 超平坦化における微粒子ハンドリング制御 

 実施期間 平成１８年４月１日～平成２０年３月３１日 

 代表者 国名 日本、米国 

 所属機関・職・氏名 
京都大学・特命教授・東谷 公、University of Florida・Director・

B. Moudgil 

5 研究課題・テーマ名 単分散粒子の規則構造を利用したナノ粒子ネットワーク構造の形成 

 実施期間 平成２０年４月１日～平成２１年３月３１日 

 代表者 国名 日本、ドイツ 

 所属機関・職・氏名 
京都大学・特命教授・東谷 公、Max Planck Institute・Visiting 

Professor・Qin Li 

6 研究課題・テーマ名 帯電粒子の計測と応用 

 実施期間 平成２０年４月１日～平成２３年３月３１日 

 代表者 国名 日本、英国 

 所属機関・職・氏名 京都大学・教授・松坂修二、University of Leed・Professor・M. Ghadiri 

7 研究課題・テーマ名 
がんの診断及び中性子捕捉療法に適用可能なガドリニウム含有ナノ粒

子の開発 

 実施期間 平成１９年４月１日～平成２３年３月３１日 

 代表者 国名 日本、米国 

 所属機関・職・氏名 
神戸学院大学・准教授・市川秀喜、University of Florida・Research 

Associate、P. Sharma・University of Florida・Director・B. Moudgil 

8 研究課題・テーマ名 コロイド結晶形成プロセスの現象解明 

 実施期間 平成１９年４月１日～平成２３年３月３１日 

 代表者 国名 日本、米国 

 所属機関・職・氏名 
京都大学・助教・渡邊哲、 University of Florida・ Assistant 

Professor・Peng Jiang 

9 研究課題・テーマ名 固気流動層を用いた乾式比重分離法の選鉱技術としての利用 

 実施期間 平成２０年４月１日～平成２３年３月３１日 

 代表者 国名 日本、豪州 

 所属機関・職・氏名 
岡山大学・准教授・押谷潤、The University of Melbourne・Associate 

Professor・George Franks 
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 ※ 記入欄が足りない場合には、適宜追加してください。 

10 研究課題・テーマ名 界面に吸着した高分子微粒子の接触角に関する研究 

 実施期間 平成２０年４月１日～平成２３年３月３１日 

 代表者 国名 日本、ドイツ 

 所属機関・職・氏名 

大阪工業大学・講師・藤井秀司、Max Planck Institute for Polymer 

Research・Director・Hans-Jürgen Butt、Max Planck Institute for 

Polymer Research・Project Leader・Michael Kappl 

11 研究課題・テーマ名 無機ナノファイバーの作製とナノ流体技術への応用 

 実施期間 平成２１年４月１日～平成２３年３月３１日 

 代表者 国名 日本、英国 

 所属機関・職・氏名 
京都大学・講師・長嶺信輔、University of Leeds・Professor・Yulong 

Ding 

12 研究課題・テーマ名 感温性ポリマーの機能性凝集剤への応用 

 実施期間 平成２１年４月１日～平成２３年３月３１日 

 代表者 国名 日本、豪州 

 所属機関・職・氏名 
産業技術総合研究所・研究員・石田尚之、 The University of 

Melbourne・Associate Professor・George Franks 

13 研究課題・テーマ名 複数の環境刺激に応答可能な新規機能性粒子の開発  

 実施期間 平成２１年４月１日～平成２３年３月３１日 

 代表者 国名 日本、英国 

 所属機関・職・氏名 
産業技術総合研究所・研究員・石田尚之、University of Leeds・

Director・Simon Biggs 

14 研究課題・テーマ名 ナノ粒子の液中分散法の開発 

 実施期間 平成２１年４月１日～平成２３年３月３１日 

 代表者 国名 日本、ドイツ 

 所属機関・職・氏名 
岡山大学・教授・後藤邦彰、 Friedrich-Alexander-University 

Erlangen-Nuremberg・Director・Wolfgang Peukert 

15 研究課題・テーマ名 気液界面での粒子と分子膜の相互作用 

 実施期間 平成２１年４月１日～平成２３年３月３１日 

 代表者 国名 日本、ドイツ、豪州 

 所属機関・職・氏名 

信州大学・助教・McNamee Cathy、京都大学・工学研究科・特命教授・

東谷 公、Max Planck Institute for Polymer Research・Director ・

Hans-Jürgen Butt、The University of Melbourne・Professor・Derek 

Chan 

16 研究課題・テーマ名 ナノ粒子のセルフアセンブル技術とその応用 

 実施期間 平成２１年４月１日～平成２３年３月３１日 

 代表者 国名 日本、ドイツ 

 所属機関・職・氏名 

京 都 大 学 ・ 工 学 研 究 科 ・ 助 教 ・ 菅 野  公 二 、

Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nuremberg・Director・

Wolfgang Peukert 
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17 研究課題・テーマ名 格子ボルツマン法による固体表面上の濡れのシミュレーション 

 実施期間 平成２１年４月１日～平成２３年３月３１日 

 代表者 国名 日本、英国 

 所属機関・職・氏名 
京都大学・講師・新戸浩幸、University of Leeds・Professor・Yulong 

Ding 

18 研究課題・テーマ名 凝集する性質を有するコロイド分散系のレオロジー特性 

 実施期間 平成２１年４月１日～平成２３年３月３１日 

 代表者 国名 日本、豪州 

 所属機関・職・氏名 
筑波大学・教授・足立泰久、岩手大学・准教授・小林幹佳、The University 

of Melbourne・Professor・Peter Scales 

19 研究課題・テーマ名 メカノケミカル処理における有機系化合物粒子の構造制御 

 実施期間 平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日 

 代表者 国名 日本、米国 

 所属機関・職・氏名 
同志社大学・教授・白川善幸、University of Florida・Research 

Associate・Scott Brown 

20 研究課題・テーマ名 粒子表面官能基設計による乾式流動性制御 

 実施期間 平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日 

 代表者 国名 日本、ドイツ 

 所属機関・職・氏名 
岡山大学・助教・吉田幹生、 Friedrich-Alexander-University 

Erlangen-Nuremberg・Director・Wolfgang Peukert 

21 研究課題・テーマ名 微粒子安定化水滴の蒸発挙動 

 実施期間 平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日 

 代表者 国名 日本、ドイツ 

 所属機関・職・氏名 

大阪工業大学・講師・藤井秀司、Max Planck Institute for Polymer 

Research・Director・Hans-Jürgen Butt、Max Planck Institute for 

Polymer Research・Project Leader・Michael Kappl 

22 研究課題・テーマ名 多孔質高分子カプセルの創出 

 実施期間 平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日 

 代表者 国名 日本、英国 

 所属機関・職・氏名 
大阪工業大学・講師・藤井秀司、University of Leeds・Professor・

Simon Biggs 

23 研究課題・テーマ名 pH応答性高分子ヘアーを有するナノ粒子の表面物性 

 実施期間 平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日 

 代表者 国名 日本、英国 

 所属機関・職・氏名 

大阪工業大学・講師・藤井秀司、産業技術総合研究所・研究員・石田

尚之、東京理科大学・助教・酒井健一、University of Leeds・Professor・

Simon Biggs 
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24 研究課題・テーマ名 
化学火炎における空間温度分布がナノ微粒子径生成に及ぼす影響に関

する研究 

 実施期間 平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日 

 代表者 国名 日本、スイス 

 所属機関・職・氏名 山口大学・准教授・田之上健一郎、Assoiate Professor・W.J. Stark 

25 研究課題・テーマ名 多糖修飾された新材料の創造と物理的特徴 

 実施期間 平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日 

 代表者 国名 日本、ドイツ 

 所属機関・職・氏名 

信州大学・助教・McNamee Cathy、信州大学・助教・鈴木大介、 

京都大学・特命教授・東谷公、Max Planck Institute for Polymer 

Research・Director・Hans-Jürgen Butt、Max Planck Institute for 

Polymer Research・Project Leader・Michael Kappl 

26 研究課題・テーマ名 微粒子の表面間摩擦・摩耗に対する溶液の影響 

 実施期間 平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日 

 代表者 国名 日本 

 所属機関・職・氏名 京都大学・特命教授・東谷公、信州大学・助教・McNamee Cathy 

27 研究課題・テーマ名 液相合成におけるナノ粒子形態制御メカニズムの解明 

 実施期間 平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日 

 代表者 国名 日本 

 所属機関・職・氏名 京都大学・助教・渡邊哲、東京工業大学・助教・森貞真太郎 

28 研究課題・テーマ名 油滴微粒子を利用した疎水性薬剤の高度送達システムの開発 

 実施期間 平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日 

 代表者 国名 日本 

 所属機関・職・氏名 岡山大学・准教授・今村維克、岡山大学・准教授・押谷潤 

29 研究課題・テーマ名 Pickering エマルション・粒子の AFM測定、シミュレーション 

 実施期間 平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日 

 代表者 国名 日本 

 所属機関・職・氏名 大阪工業大学・講師・藤井秀司、京都大学・講師・新戸浩幸 

30 研究課題・テーマ名 微生物・微粒子間の相互作用 

 実施期間 平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日 

 代表者 国名 日本 

 所属機関・職・氏名 大阪府立大学・准教授・野村俊之、京都大学・講師・新戸浩幸 

31 研究課題・テーマ名 GFP 発現細胞を用いた AFM/TIRFM同時観測 

 実施期間 平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日 

 代表者 国名 日本 

 所属機関・職・氏名 名古屋工業大学・准教授・堀克敏、京都大学・講師・新戸浩幸 
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32 研究課題・テーマ名 QCM-D、AFMの生体分子系への応用 

 実施期間 平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日 

 代表者 国名 日本 

 所属機関・職・氏名 産業技術総合研究所・研究員・石田尚之、京都大学・講師・新戸浩幸 

33 研究課題・テーマ名 陰溶媒モデルの分子シミュレーション 

 実施期間 平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日 

 代表者 国名 日本 

 所属機関・職・氏名 東京工業大学・助教・森貞真太郎、京都大学・講師・新戸浩幸 

34 研究課題・テーマ名 粒子-細胞間相互作用 

 実施期間 平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日 

 代表者 国名 日本 

 所属機関・職・氏名 神戸学院大学・准教授・市川秀喜、京都大学・講師・新戸浩幸 

35 研究課題・テーマ名 噴霧晶析法による複合粒子作製技術の開発 

 実施期間 平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日 

 代表者 国名 日本 

 所属機関・職・氏名 同志社大学・教授・白川善幸、神戸学院大学・准教授・市川秀喜 

36 研究課題・テーマ名 エリプソメトリーによる刺激応答性ポリマーのナノ構造評価 

 実施期間 平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日 

 代表者 国名 日本 

 所属機関・職・氏名 
産業技術総合研究所・研究員・石田尚之、岡山大学・准教授・今村維

克 

37 研究課題・テーマ名 
粉粒体，スラリーなどに代表される汎用工業材の体感判別の動力学モ

デルの研究 

 実施期間 平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日 

 代表者 国名 日本 

 所属機関・職・氏名 

福島工業高等専門学校・教授・車田研一、横浜国立大学・D1・Ashraf 

Kayesh Mohammad、岡山大学・助教・吉田幹生、岡山大学・教授・後藤

邦彰 
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（２）この研究交流課題に関連した主な発表論文等（詳細は別表１により記入してください。） 

 

※ 論文等総数     １，８７５  件 内訳  論文    ５３５ 件 

 ※のうち、相手国参加研究者との共著   ３９ 件      著書     ５６ 件 

 ※のうち、本事業名が明記されているもの １０２件      総説    １３１ 件 

     その他  １，１５３ 件 

 

 

（３）共同セミナーの開催実績について記入してください。（詳細は別表３により記入してください。） 

（回） 

 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 

国内開催 7 7 9 9 6 

海外開催 1 1 1 1 1 

合計 8 8 10 10 7 

 

 

（４）派遣・受入実績について記入してください。（詳細は別表４－１、４－２により記入してください。） 

（名） 

 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 

派遣人数 29 38 53 54 44 

受入人数* 6 4 0 0 9 

   * 本事業経費により受け入れた人数を記入のこと。 

 


