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（様式６） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成２０年１０月２８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  東北大学･大学院工学研究科   

（ふりがな）       あさい けいすけ 

職・氏 名  教授・浅井 圭介        
 
 
 

1． 事 業 名 相手国名（  ドイツ   ）とのセミナー（振興会対応機関：  DFG     ） 

 

 

2． セミナー名  学際領域における分子イメージング技術の新展開               

 

 

3． 期   間  平成 ２０年 ９ 月 １ 日 ～ 平成 ２０年 ９ 月 ３ 日（ ３ 日間） 

 

 

4． 開 催 地 

（都市名と会場名） 宮城県仙台市 東北大学流体科学研究所 および 多元物質科学研究所                  

 

5． 参加者数   日本側                   35  名 
（代表者を含む） 

相手国側          12  名    計  47  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 

浅井 圭介 

永井 大樹 

＊新美 智秀 

＊蒲池 利章 

＊松田 佑 

山口 浩樹 

＊森  英男 

宮下 徳治 

三ツ石 方也 

早瀬 敏幸 

圓山 重直 

＊大倉 一郎 

＊和田 雄二 

＊矢野 重信 

＊小幡 誠 

＊天尾 豊 

＊坂村 芳孝 

＊亀田 正治 

＊坂上 博隆 

中北 和之 

満尾 和徳 

＊小栗 一將 

 

豊福 高志 

 

鳴海 智博 

林田 将也 

亀谷 知宏 

鈴木 卓 

石藤 美紀 

工藤 倫子 

東北大学・大学院工学研究科・教授 

東北大学・大学院工学研究科・助教 

名古屋大学・大学院工学研究科・教授 

名古屋大学・大学院工学研究科・准教授 

名古屋大学・大学院工学研究科・助教 

名古屋大学・大学院工学研究科・講師 

九州大学・大学院工学研究院・准教授 

東北大学・大学院工学研究科・教授 

東北大学・大学院工学研究科・准教授 

東北大学・流体科学研究所・所長 

東北大学・流体科学研究所・教授 

東京工業大学・理事/副学長 

東京工業大学・大学院理工学研究科・教授 

京都大学・産官学連携センター・客員教授 

奈良女子大学・大学院人間文化研究科・助教 

大分大学・工学部・准教授 

富山県立大学・工学部・准教授 

東京農工大学・工学府・准教授 

宇宙航空研究開発機構・研究開発本部・研究員 

宇宙航空研究開発機構・研究開発本部・研究員 

宇宙航空研究開発機構・研究開発本部・研究員 

海洋研究開発機構・地球内部変動研究センター・

技術研究主任 

海洋研究開発機構・地球内部変動研究センター・

研究員 

東北大学・大学院工学研究科・教育研究支援者 

名古屋大学・大学院工学研究科・学生 

名古屋大学・大学院工学研究科・学生 

名古屋大学・大学院工学研究科・学生 

東北大学・大学院工学研究科・学生 

東北大学・大学院工学研究科・学生 

実験空気力学 

実験空気力学 

マイクロナノ工学 

機能性化学 

マイクロナノ工学 

希薄気体力学 

マイクロナノ工学 

高分子化学 

高分子化学 

流体工学・科学 

流体工学・科学 

生体工学 

機能性化学 

錯体化学 

機能性化学 

機能性化学 

流体システム工学 

流体システム工学 

航空宇宙工学 

航空宇宙工学 

航空宇宙工学 

海洋科学 

 

海洋科学 

 

航空宇宙工学 

マイクロナノ工学 

マイクロナノ工学 

マイクロナノ工学 

機能性化学 

機能性化学 
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安養寺 正之 

大山 創史 

依田 大輔 

小野 直志 

河 勝元 

伊田 真吾 

 

（以上） 

東北大学・大学院工学研究科・学生 

東北大学・大学院工学研究科・学生 

東北大学・大学院工学研究科・学生 

東北大学・大学院工学研究科・学生 

東北大学・大学院工学研究科・学生 

東北大学・大学院工学研究科・学生 

航空宇宙工学 

航空宇宙工学 

航空宇宙工学 

航空宇宙工学 

航空宇宙工学 

航空宇宙工学 

 

 

 

  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名 German Aerospace Center・Group leader・Christian Klein     

 

 (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。） 

氏   名 所 属・職 名 専    門 

○Christian Klein，Dr. 

Walter Beck 

Uwe Fey，Dr. 

Ulrich Henne, Dr. 

Yasuhiro Egami, Dr. 

Steffen Niebergall, Dr. 

Uwe Beifuss, Dr.  

Vladimir Ondrus, Dr. 

Michael Schäferling, Dr.  

Lubos Polerecky, Dr. 

 

Christian Kähler, Dr. Prof 

Martin Bitter 

DLR Goettingen・Group leader 

DLR Goettingen・Researcher 

DLR Goettingen・Researcher 

DLR Goettingen・Researcher 

DLR Goettingen・Researcher 

TU-Dresden HWK・Researcher 

Univ. Hohenheim・Professor 

Univ. Hohenheim・Researcher 

Univ. Regensburg・Assistant Professor

Max Planck Institute for Marine 

Microbiology・Researcher 

HDBW München・Professor 

HDBW München・Research fellow

Aerospace engineering 

Aerodynamics 

Measurement technology 

Measurement technology 

Measurement technology 

Aerodynamics 

Chemistry 

Chemistry 

Chemistry 

Marine science 

 

Fluid engineering 

Fluid engineering 
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(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   

 

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。） 

環境問題やエネルギー問題が人類全体にとって急務の課題となっている現在，これらの問題に内在す

る輸送現象や化学反応過程において，分子や原子のダイナミックな挙動を可視化する「分子イメージン

グ技術」の重要性が高まっている．その中でも特に，蛍光性の機能性化合物を利用した光学的イメージ

ング技術は，酸素分子や二酸化炭素，各種イオン，pH 分布などの時間的・空間的な変化の可視化の強

力なツールと考えられおり，各種の新規センサーと計測装置の開発を目指した基礎研究とそれを利用し

た様々な応用研究が行われている．日独両国は分子イメージング技術の学問的重要性と実用的価値を以

前より認識し，化学と熱流体の専門家による学際的な研究活動を独立にときには共同で推進してきた． 

本セミナーはこのような両国の活動を統合して，分子イメージング技術の現状を総括するとともに，今

後の展開を学際的見地から議論することを目的として，平成 20 年 9 月 1 日から 3 日にかけて東北大学

流体科学研究所および多元物質科学研究所を会場にして開催された．このセミナーには日本側から，東

北大学（代表機関），名古屋大学，九州大学ほかの熱流体グループと東京工業大学，京都大学，奈良女

子大学，大分大学ほかの機能性ナノ材料の基礎研究グループ，また，宇宙航空研究開発機構と海洋研究

開発機構ほかの大規模研究を推進するグループから 35 名（うち学生 11 名）が参加し，ドイツ側からは，

ドイツ航空宇宙研究センター(DLR)を代表機関として，ホッヘンハイム大学とレーゲンスブルグ大学の

化学者グループ，ミュンヘン工科大学，ブレーメン大学の流体関係者，マックスプランク研究所の海洋

科学研究チーム他から 12 名が参加した．セミナーでは，分子プローブの開発に関連する機能性化学，

信号検出原理やそれに伴う要素技術の開発，光学計測技術や画像処理技術に関する基礎研究の成果に加

えて，航空宇宙，自動車，燃料電池，バイオ，電子機器，海洋科学など，多岐にわたる応用分野につい

ても講演が行われた． 本セミナーの集中的な議論によって，日独両国はこれらの学際領域における分

子イメージング技術の現状と将来に対する共通の意識を形成することができた．今後日独が世界的視野

で同分野の研究開発を推進して行く体制が固まったと言える．来年度は欧州のセンサー開発の中心拠点

であるドイツ・レーゲンスブルグ大学を会場に，環境問題やエネルギー問題の解決への貢献と言う観点

で，分子イメージング技術の開発と可能性について議論する予定である． 

 


