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（様式５） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成２５年１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：  ＯＰ  ） 

 

 

2． セミナー名  第４回学際領域における分子イメージング技術に関する日独共同セミナー     

 

 

3． 期   間  平成 ２５年 ９ 月 ２３日 ～ 平成２５年 ９ 月２５日（ ３ 日間） 

 

 

4． 開 催 地 

（都市名と会場名） ドイツ連邦大学ミュンヘン校/流体力学および空気力学研究所（ミュンヘン）  

 

5． 参加者数   日本側      １６ 名（うち、滞在費等本会負担   １３ 名） 
（代表者を含む） 

相手国側    ２０ 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 

＊天尾  豊 

＊三ツ石 方也 

＊亀田  正治 

＊坂村  芳孝 

＊江上 泰広 

長谷川 靖哉 

＊永井 大樹 

＊中北 和之 

小池 俊輔 

＊亀谷  知宏 

＊上山 淳一 

＊小西  翔太 

＊杉村  幸寿 

＊古川  聖 

 洞桐 健人 

（国内報告会のみ） 

＊新美 智秀 

大倉 一郎 

宮下 徳治 

＊矢野 重信 

＊蒲池 利章 

＊森  英男 

＊小幡  誠 

半田 太郎 

坂上 博隆 

＊小栗 一将 

沼田 大樹 

松田 佑 

倉田 隆一郎 

北嶋 福子 

大阪市立大学・人工光合成研究センター・教授 

東北大学・多元物質科学研究所・教授 

東京農工大学・工学研究院・教授 

富山県立大学・工学部・教授 

愛知工業大学・工学部・教授 

北海道大学・大学院工学研究院・教授 

東北大学・工学研究科・准教授 

独立行政法人宇宙航空研究開発機構・航空本部・研究領域リーダー 

独立行政法人宇宙航空研究開発機構・航空本部・研究員 

名古屋大学大学院・工学研究科・博士研究員 

愛知工業大学・工学研究科・博士課程前期２年 

愛知工業大学・工学研究科・博士課程前期 1年 

愛知工業大学・工学研究科・博士課程前期 1年 

愛知工業大学・工学研究科・博士課程前期 1年 

東北大学・大学院工学研究科・博士課程前期２年 

 

名古屋大学・工学研究科・教授 

東京工業大学・名誉教授 

東北大学・名誉教授 

奈良先端科学技術大学院大学・物質創成科学研究科・客員教授 

東京工業大学・生命理工学研究科・准教授 

九州大学・工学研究院・准教授 

山梨大学・大学院医学工学総合研究部・准教授 

九州大学・総合理工学研究院・准教授 

独立行政法人宇宙航空研究開発機構・航空本部・研究員 

独立行政法人海洋研究開発機構・海洋･極限環境生物圏領域・技術研究員 

東北大学・工学研究科・助教 

名古屋大学・工学研究科・助教 

東洋インキ SC ホールディング株式会社・ＴＩＮ本部・ＧＲＣ 

東北大学・大学院工学研究科・博士課程前期２年 
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  (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 

Ulrich Henne 

Walter Beck 

Uwe Fey 

Waldemar Lang 

Steffen Risius 

Christian Kähler 

Rainer Hain 

Christian Cierpka 

Sven Scharnowski 

Simon Übelacker 

Uwe Beifuss 

Vladimir Ondrus 

Robert Johannes Meier 

Jürgen Quest 

Michael Zielinski 

Gerhard Holst 

Hiroshi Yamashita 

Daisuke Yorita 

Michael Zielinski 

DLR – Göttingen・Researcher 

DLR - Göttingen・Researcher 

DLR - Göttingen・Researcher 

DLR - Göttingen・Researcher 

DLR - Göttingen・Researcher 

Universität der Bundeswehr München・Professor 

Universität der Bundeswehr München・Researcher 

Universität der Bundeswehr München・Researcher  

Universität der Bundeswehr München・PhD student 

Universität der Bundeswehr München・PhD student 

Universität Hohenheimn・Professor 

Universität Hohenheim・Researcher 

Universität Regensburg・Assistant Professor 

European Transonic Windtunnel GmbH・Principal Researcher 

MTU Aero Engines GmbH・Senior Engineer 

PCO AG・Senior Engineer 

DLR – Oberpfaffenhofen・Researcher 

DLR - Göttingen・Researcher 

MTU Aero Engines GmbH・Research Engineer 

 

(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） 

Michael Schäferling 

Friedrich Leopold 

University of Turku・Researcher（フィンランド） 

ISL (French-German Research Institute of Saint-Louis)・Researcher

（フランス） 
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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。） 

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直感的に可視化する技術の重要性が高

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「分子イメージング技術」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・空間的な変化を捉えることのできる強力な可視化ツールと考えら

れており，各種センサーの開発を目指した基礎研究とそれを利用した応用研究が行なわれている。 

日独両国は分子イメージング技術の学術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するものである．本共

同セミナーはこれまで 3 回開催されており，第１回セミナーは JSPS/DFG の国際交流事業の一環として平成 20 

年に東北大学（仙台）で，その翌年には，第 2 回共同セミナーをドイツ側が主催でレーゲンスブルグ大学で実施

している．また，平成 24 年には，第 3 回の共同セミナーを宇宙航空研究開発機構（JAXA）と東北大学が共同で

東京で開催している． 

分子イメージング技術の研究開発には，機能性化学，光計測工学，情報処理などの知識が必要とされ，これ

らの多分野を統合してはじめて，現象解析に有用なツールが開発できる．これまで航空宇宙やバイオメディカル

等の分野を中心に基盤となる技術の開発が行なわれてきたが，近年，第３の波とも言える新しい研究開発の波

が押し寄せており，新規ナノ材料・デバイスの研究開発が急速に進展する一方，燃料電池内部やハードディスク

摺動面などのマイクロ領域での計測や，深海底の酸素濃度分布の可視化，食品科学への応用など，分子イメー

ジング技術の適用範囲の新領域への拡大が顕著になってきている． 

第 4 回の共同セミナーでは，このような背景のもと，会場をドイツに移して，両国における分子イメージング技

術の研究開発の現状と環境・エネルギー問題への適用可能性について集中討論を行った．日本側からは，東

北大学（代表機関）のほか，名古屋大学，東京農工大学，富山県立大学などの熱流体計測の専門家グループ，

大阪市立大学，北海道大学など材料研究の専門家グループ，また，JAXA を中心とした実用化グループから，

計 17 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：代表機関)を中心に，ドイツ連邦大学ミュ

ンヘン校などの熱流体グループ，ホッヘンハイム大学，レーゲンスブルグ大学等の基礎化学グループ，ETW や

PCO，MTU などの企業グループから計 20 名，それ以外にフィンランドとフランスから各１名の参加があった．  

分子イメージング技術は，高いエネルギー効率を有する機械や輸送機関の開発，大気海洋における炭素循

環プロセスの解明などの人類の将来に係わる学際分野に広く適用可能な技術である．3 日間にわたるセミナー

では，日独双方の高いポテンシャルをもった最新の研究成果が発表され，この分野の研究開発で両国がイニシ

ャティブをとるべき立場にあることが確認できた．セミナー終了後，仙台で行われた国内報告会にはドイツでのセ

ミナーに参加できなかったメンバーを中心に計 23 名の参加があった．次回は 2015 年度に開催国を日本に移し，

環境問題やエネルギー問題への貢献と言う観点で分子イメージング技術のさらなる発展の可能性について議

論する予定である． 


