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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 １２月 ９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）           ふるかわ  よしのり 

職・氏 名  教授 ・ 古川 義純     
 
 
 

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２０年１０月２０日 ～ 平成２０年１０月２３日（ ４ 日間） 

 

 

4． 開 催 地 

（都市名と会場名）  札幌市 ホテル ガトーキングダム                          

 

5． 参加者数   日本側                ３２名 
（代表者を含む） 

相手国側      １２名    計 ４４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 

＊古川義純 

＊佐崎 元 

＊Zepeda,  
  Salvador 

＊内田 努 

＊小川直久 

＊塚本勝男 

＊横山悦郎 

＊灘 浩樹 

 

＊今井宏明 

＊松岡正邦 

＊斉藤幸夫 

＊上羽牧夫 

＊上野 聡 

＊戸田昭彦 

＊山中淳平 

＊金子文俊 

＊佐藤正英 

＊木村勇気 

稲富祐光 

澤田 勉 

 

和泉研二 

丸山美帆子 

三浦 均 

嶋村圭輔 

池田絵梨子 

佐々木真梨 

三島尚子 

村本尚子 

村上祥子 

勝野弘康 

野沢 純 

スリバスタバ, 
 アトゥル  

北海道大学・低温研・教授 

北海道大学・低温研・准教授 

北海道大学・低温研・博士研究員 
 

北海道大学大学院・工学研究科・准教授

北海道工大・総合教育研究部・准教授 

東北大学大学院･理学研究科・教授 

学習院大学･計算機センター・教授 

独立行政法人産業技術総合研究所･環境

管理技術研究部門・主任研究員 

慶応大学･理工学部・教授 

東京農工大学･工学部・教授 

慶応義塾大学・理工学部・教授 

名古屋大院・理学研究科・教授 

広島大院･生物圏科学研究科・准教授 

広島大院･総合科学研究科・教授 

名古屋市立大院・薬学研究科・准教授 

大阪大院・理学研究科・准教授 

金沢大・総合メディア基盤セ・准教授 

北海道大学・低温研・博士研究員 

JAXA・宇宙科学研究本部・准教授 

独立行政法人物質・材料研究機構･主席研

究員 

山口大学・教養部・教授 

東北大院・理学研究科・博士課程３年 

東北大院・理学研究科・助教 

広島大院･生物圏科学研究科・修士１年 

広島大院･生物圏科学研究科・修士１年 

広島大院･生物圏科学研究科・修士１年 

広島大院･生物圏科学研究科・修士２年 

広島大院･生物圏科学研究科・修士１年 

広島大院･生物圏科学研究科・修士１年 

名古屋大院・理学研究科・博士研究員 

東北大院・理学研究科・博士研究員 

東北大院・理学研究科・博士研究員 

結晶成長・氷物理・生物物理 

結晶成長・氷物理 

氷物理 

生物物理・氷物性 

形態形成・素粒子 

結晶成長・惑星科学 

結晶成長理論 

結晶成長理論・シミュレーション
 

結晶成長 

工業晶析・結晶成長 

結晶成長理論・パターン形成 

結晶成長理論・表面科学 

有機・高分子結晶成長 

高分子科学・結晶成長 

コロイド結晶成長 

コロイド結晶成長 

高分子結晶成長 

結晶成長理論・シミュレーション

惑星科学・結晶成長 

結晶成長・微小重力科学 

コロイド結晶成長 

 

タンパク質結晶成長 

結晶成長実験 

結晶成長理論・惑星科学 

有機結晶成長 

有機結晶成長 

有機結晶成長 

有機結晶成長 

有機結晶成長 

有機結晶成長 

結晶成長パターン形成 

惑星科学 

光学測定法 
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  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名  Radboud University Nijmegen・Professor･Elias Vlieg      

 

(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 

○Elias Vlieg 

Hugo Meekes 

Marcel Rost 

Alfon  
  van Blaaderen 
Joop ter Horst 

Guus Reijnders 

Herman Kramer 

Paul Hageman 
 
Eckhard Floster 

Arno Smets 
 
Raoul van Gastel 

Gerjan Koster 

Radboud University Nijmegen・Professor 

Radboud University Nijmegen・Professor 

Leiden University・Asociate Professor 

University of Utrecht・Professor 
 
Technical University Delft・Associate Prof．

University of Twente・Associate Professor 

Technical University Delft・Associate Prof．

Radboud University Nijmegen・ 
            Associate Professor 
Unilever Research・Researcher 

Technical University Eindhoven・ 
             Assoiate Professor 
University of Twente・Associate Professor 

University of Twente・Associate Professor 

結晶成長界面解析 

薄膜結晶成長 

工業晶析 

コロイド結晶成長 

 

核生成 

表面科学・ナノ構造 

工業晶析 

窒化物結晶成長 

 
油脂結晶成長 

気相成長 

 

ナノ構造 

エピタキシー 
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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。） 

惑星圏や地球圏における固体の多くは、結晶として存在する。さらに、シリコンに代表される半

導体結晶は、IT 機器やレーザーなど電子産業技術を支える最も基本となる工業材料である。また

近年では、タンパク質の結晶成長など生命現象に関連するバイオミネラリゼーションも重要な研究

対象となっている。これらの結晶が成長するメカニズムを扱う結晶成長基礎の分野で、オランダは

世界をリードする多くの成果を上げている。かつては、応用一辺倒といわれた日本においても、結

晶成長の基礎研究が急速な発展を遂げ、世界をリードするまでになっている。このことから、本分

野で世界をリードする日本とオランダが定期的に研究集会を持つことは、双方の研究者の研究交流

の機会を提供するとともに、世界の結晶成長の基礎研究の発展にも大いに貢献できる。 

 今回のシンポジウムは、上記のような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-2008)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）の開

催を経て、今回が 4 回目であった。本シンポジウムには、オランダ側から１２名、日本側から３２

名の計４４名の参加者（過去最高）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。

講演発表は、日本側（１２件）とオランダ側（１１件）の計２３件が招待講演として口頭発表のセ

ッションを構成した。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分ずつが

割り当てられた。さらに、日欄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。このため、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２３件の発表が行われた。 

今回のセミナーでは、タンパク質などの巨大サイズの分子を成長単位とする結晶成長から、表

面・界面での分子レベルでの結晶成長機構まで広い範囲にわたる結晶成長基礎のトピックスが取り

上げられた。主要なトピックスは、以下のようなものである。 

まず、タンパク質分子や有機分子などのマクロな分子が関与する結晶成長機構が、従来の小分子

で解明された結晶成長機構がそのままあてはまるのか、あるいは新しい結晶成長機構が存在するの

かについて活発な議論が行われた。これは、生体高分子に制御される無機物質の結晶成長にも関連

し、生体内の結晶成長に倣って新しい機能性材料を創製するという試みも行われるようになるなど、

研究が盛んになりつつある最新の話題である。また、高分子の結晶成長やコロイド粒子の自己組織

化なども、光学機能性マテリアルの設計開発とも関連して基礎から応用まで広い範囲で議論がなさ

れた。一方、工業晶析の分野からも、結晶の核生成、添加物分子の持つキラリティの効果が結晶成

長に及ぼす効果などが議論された。特にキラリティの問題は、最近のトピックスとして注目を集め

ている問題で、理論と実験の双方からの活発な議論が展開された。さらに、有機薄膜、ナノワイヤ

ーの生成などの最新のトピックスについても興味深い発表がなされた。


