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交流目標の達成（見込）状況
① 平成１８年度事業計画における達成目標

Ａ 学術的な成果

多くの先端材料は、微粒子（結晶を含む）やナノ粒子を原材料または中間体として、

創製される。微粒子をデバイス、超薄膜、多孔質材料、規則構造材料などの高機能性材料にするためには、
「高度な微粒子ハンドリング技術」が、微粒子生成の技術と同等以上に重要である。特に、ナノ粒子は、
比表面積が大きく、不安定で、ハンドリングが難しい。すなわちナノ粒子になればなるほど、また高い機
能性を求めれば求めるほど、精度の高い微粒子ハンドリング技術が重要となる。本事業では、分子オーダ
の科学的視点からマクロ現象を理解し、微粒子ハンドリング技術を、「ノウ・ハウ」から「科学」に発展
させることを目指した。
Ｂ 持続的な協力関係の基盤構築／Ｃ 若手研究者養成における成果

ここ十数年間に微粒子ハンドリ

ング技術に特化して新たに創設された米国、英国、オーストラリアの３ヶ国の３大微粒子研究機関（リー
ズ大学、フロリダ大学、メルボルン大学）と提携し、互いの長所を生かしながら、次世代材料と技術の創
出を可能にする「微粒子ハンドリング科学」の構築を目指す。東谷、増田を除くほとんどの班員は若手研
究者であり、今後の日本の微粒子工学の優秀な担い手である。彼らを頻繁に海外派遣することにより、海
外若手研究者と人脈形成をさせ、互いの研究能力を向上させることを目指した。
Ｄ 国際的学術情報の収集整備

上記３ヶ国の３研究組織では、多くの若手研究者が次世代技術の研究

に携わると共に、国内外から有能な研究者の受け入れも活発に行っている。従って、上記のような日本側
の若手研究者の海外派遣により、その研究組織のみならず、世界中の有能な若手研究者との専門的な研究
交流とネットワーク作りが期待される。日本側研究拠点を含む４研究組織については、創設者の属する学
会の系統の違いから、今まで一堂に会する機会は無かった。そこで、古くからこれら３研究組織の代表者
を個人的に良く知っているコーディネーター東谷が、４大研究組織を一堂に会する合同セミナーを企画・
開催した。
Ｅ 事業の波及効果

上記の成果は、今後、日本が微粒子工学分野で従来以上の世界的リードを継続す

ることにつながった。
② 平成１８年度事業計画の達成状況

Ａ 学術的な成果

平成１８年度は、ほぼ計画通りに実施された共同研究、セミナー、研究者派遣の国

際的交流（別表参照）を通じて、「微粒子ハンドリング科学」の方向性を決定し、その基盤を構築した。
Ｂ 持続的な協力関係の基盤構築／Ｃ 若手研究者養成における成果

各班員は、最も関係の深い研究組

織へ数週間のオーダで派遣され、派遣先の教授はもとより、相手方の将来を担う若手研究者との人脈形成
を確実に行った。これにより、日本の若手微粒子研究者の研究能力および国際性が向上し、若手研究者間
独自のネットワークが構築された。
Ｄ 国際的学術情報の収集整備

本事業により、世界の微粒子ハンドリング科学の情報網が整備され、

互いの迅速、緊密で詳細な情報収集が可能となった。
Ｅ 事業の波及効果

(1８00４

上記のような成果により、当該研究分野の飛躍的発展が期待される。

拠点機関：京都大学)
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実施状況
研究交流計画実施にあたる実施体制
3 相手国研究機関との連携は極めて良好で、
「交流目標の達成（見込）状況」でも記したように、各相
手国機関から合計 20 名の研究者を受け入れた。一方、相手国機関は、日本側研究者合計 29 名（Leeds：
11 名、Melbourne：11 名、Florida：7 名）を受け入れ、それぞれの研究機関で、セミナーをはじめ、意
見交換の場を提供し、活発な情報交換が行われ、研究者間のネットワーク作りに大きく寄与した。
日本国内の連携も密に行われ、合計７回行ったセミナーには数多くの班員研究者が参加し、活発な討論
に参加した。また、付随的に国内の研究機関間の共同研究も行われた。

日本側拠点機関における研究交流課題への取り組み（事務支援体制等の観点より）
日本側の研究交流は、全体会議ならびに多くのセミナーに班員が多数参加し、研究者間で活発な議論
がなされ、順調に推移している。一方、国内の協力体制に対する事務的なサポートは、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り、極めて順調に推移した。経費支出もほぼ計画
書に沿ったものとなった。

共同研究
１）荷電微粒子分散系における電気流体力学現象の解析

（京都大学-Leeds 大学）

本共同研究では、最近日本側で開発された新しいシミュレーション法を用いて、英国リーズ大学の実験
グループと協力して、上記課題の解析を行うものである。リーズ大学の S.Biggs 教授並びに荷電コロイド
粒子系の理論的研究における第一人者である J.-P. Hansen 教授と討論し、共同研究課題に大きな進展が
得られた。
２）粒子の帯電の測定と制御

（京都大学-Leeds 大学）

本研究は、粒子・壁間の衝突による飽和帯電に達する過程、並びに電荷の移動に関する電荷収支を検証
し、粒子−壁間の電荷の移動量のオンライン測定法を開発するものである。リーズ大学の M.Ghadiri 教授
との間で、互いに研究状況を把握したのち、今年度の結果、すなわち，電荷の移動に関係する基礎実験の
結果を解析・評価した。その結果の一部は，Control of Particulate Processes VII で発表した。
３）薬物ﾅﾉ粒子・運搬体−生体間の相互作用に関する研究

（神戸学院大学-京都大学-Florida 大学）

本研究では、これまで統一的な見解が得られていないナノ粒子・生体間の相互作用を解明し、実際的な
系に対しても検討し包括的・総合的な研究を予定していた。神戸学院大学-京都大学間では上記の共同研
究に多大な進展が見られ、共同論文を数報発表した。また、神戸学院大学-Florida 大学間では、新たに「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」を共同研究として加えるこ
とになった。
４）超平坦化における微粒子ハンドリング制御

（京都大学-Florida 大学）

シリコンウェハの超平坦化技術に関し、京都大学で行っている科学的検討、特に研磨過程に対する分子
オーダの化学的、力学的検討から得られた結果と、フロリダ大学の有する実試験装置による検討を行い、
両者には類似点と異なる傾向が混在することが分かり、来年度に向けて新たな研究手法を加える必要が出
てきた。
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セミナー
第 2 回セミナーを除いて、予定通りに合計 7 回のセミナーが開催され、のべ 249 名の研究者・学生
（班員外も含む）が参加した。
セミナーの位置づけ

本年度のセミナーでは、３相手国研究機関のリーダー級の研究者（P. Scales

教授、B. Moudgil 教授、M. Ghadiri 教授）、および液相微粒子（コロイド）分野のメッカであるオラ
ンダ Wageningen University の中核的研究者 W. Norde 教授を迎え、本交流事業の基本概念の再確認
および紹介、今後さらに研究交流を推進するための意見交換などを行った。各回のセミナーでは、講
演テーマを絞り、日本側から毎回異なる２〜３名を講演者とし、当該研究テーマを中心とした活発な
議論および最新情報の交換を行った。
セミナーが果たした貢献

本セミナーの開催により、アメリカ、イギリス、オーストラリア、オラ

ンダの先端的な研究における微粒子ハンドリングに関する情報共有が行われると共に、現在、行って
いる共同研究に対する確認と今後の方向性についての議論がなされた。その結果、下記の「研究者交
流」の相乗効果として、次年度以降の新たな共同研究の計画に発展した。また、研究者間の個人的な
交流が促進された。
特に、第６回セミナー（若手研究者交流会）では、合計 25 名（日本：13 名、Leeds：6 名、Melbourne：
4 名、Florida：2 名）の若手研究者によって合宿形式の密度の濃いセミナーが行われ、次世代を担う
若手研究者どうしで緊密なネットワークが形成された。

研究者交流
日本側研究者の派遣については、下記のように行った。
１）Leeds 大学： 合計 11 名の研究者を派遣し、現地で合同セミナーと交流会を行った。
２）Melbourne 大学： 合計 11 名の研究者を 2 回に分けて派遣し、現地での合同セミナー、学会を通
して、合計 3 回の情報交換を行った。
３）Florida 大学： 若手を中心に合計７名の研究者を派遣し、単なる情報交換だけでなく、共同研
究の端緒のためのディスカッションを行い、新たな共同研究課題が２テーマ生まれた。
受け入れ研究者については、
「セミナー」で説明した通り 3 相手国他から計 20 名を受け入れ、極め
て密度の濃い情報交換、ネットワーク作りを行った。
研究者交流の位置づけ

上記のような若手を中心としたのべ 29 名の日本側研究者を３相手側研究

機関へ派遣し、現地での研究施設・設備の見学、合同セミナー、交流会などを通じて、若手研究者の
研究能力が向上し、独自のネットワークが構築されると共に、コミュニケーション能力、国際的な感
覚などが向上した。特に後者の成果は、主に日本で開催されたセミナーだけでは、期待できない。
研究者交流が果たした貢献

以上のように、本研究者交流は、先端拠点形成に相応しい最新情報交換、

ネットワークの基礎を築き、今後の共同研究の推進に貢献した。
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