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New Year’s Message from the SPSJ President

あけましておめでとうございます。本年も、よろしくお願
いいたします。2019年の皆様の健康とますますのご活躍を
お祈りします。2018年の5月終わりに高分子学会長に就任
させていただきました。高分子学会は、高分子およびそ
の関連分野における研究者・技術者が集い、学問・技術
の発展に寄与し、情報交換・発信を行い、社会貢献・人
材育成を行う組織です。これらの目的に沿った活動がます
ます活発になるように力を尽くしていく所存ですので、よろ
しくお願いいたします。今や、高分子科学が生み出す新し
い材料・デバイス、またその基盤となる考え方は、従来の
学問の枠を超えて、われわれが想像するよりも、さらに広
い範囲で活躍しています。高分子科学とほかの分野間に
新しいフロンティア領域が生まれ、発展し、大きな分野と
なりつつあります。環境問題や安全安心分野へのさらなる
貢献も必要です。このような状況に対応すべく、この半年
の間、さまざまな会員の皆様・関連の他機関の皆様と対話を
させていただきました。それぞれの分野や立場での高分
子への思いやお考えがよくわかり、高分子科学、高分子
学会の重要性・新たな可能性を感じた次第です。それらに
対応すべく、理事・委員・会員の皆様の協力を得て進めて
いる具体的な取り組みの状況を紹介させていただきます。
行事：年次大会・高分子討論会・PMFの進展

年次大会・討論会は、高分子学会の中心行事です。そ
こに参加することにより、新しい情報や人のネットワークが
作られていきます。このような場としての学会の重要性は
不変です。2018年の年次大会・PMFは、大盛況でした。
もう一つの大きな出来事は、誠に残念ながら地震により北
海道大学における高分子討論会を中止せざるを得なかっ
たことです。北海道の皆様には心よりお見舞い申し上げま
す。会員の皆様は、それまでに高分子討論会の準備をい
ろいろとされてきたわけですが、そのときのアイデアやネッ
トワークをぜひ今後に活かしていただきたいと思います。

全体的な日程としては、代議員総会と年次大会を別々
に開催することが決まりました。年次大会の日程など、
状況に合った、より会員の皆様のためになる行事のあ
りかたを皆様と考えたいと思います。
出版およびHP：新しいフォーメーションへ

高分子学会の情報発信力を強化すべく、高分子学会の
定期刊行物の状況を見直し、高分子論文集を休刊するこ
とを理事会の議決を経て決定いたしました。高分子論文
集は、伝統のある雑誌です。しかし、近年は毎年大きな

赤字を計上していること、一般投稿がほとんどないこと
などのためです。論文集の総説は「高分子」に、若手企
画は「Polymer Journal誌」に移行して、この2誌をます
ます強化・発展させることにより、情報発信や出版のア
クティビティーを発展させていきます。ご理解のほどよ
ろしくお願いいたします。また、教科書やハンドブック
の出版も継続していきます。

高分子学会の顔の一つはホームページ（HP）です。高 
分子学会のさまざまな価値ある情報が詰まっています。
これまで大勢の方の努力によりHPが支えられて来ま
したが、より統一されて、より有益な情報が得やすく、
新しい情報機器にも対応したHPの構築を現在始めたと
ころです。本年半ばに皆様にご紹介できると思います。
会員：会費一括納入制度の導入

一定の資格のシニアの会員の方に、会費を一括納入
する制度を導入いたします。これにより、経験の深い
シニア層の正会員の皆様にも、永く高分子学会を支え
ていただきたいと考えています。
高分子説100周年：新しい世紀へ

Staudingerによる高分子の共有結合説が出版されて
から、2020年で100周年となります。わが国も高分子
の発展の歴史ときわめて深い関係にあり、皆様にも盛
り上げていただければと思います。高分子学会もこれ
に対応して、企画を考えているところです。ぜひとも
ご協力をお願いいたします。
新年号特集記事

本特集号は、海外から日本に研究のために来られて、
その後、日本や海外で活躍されている高分子研究者の特
集号です。私も、博士研究員で米国に留学して、異文化
に触れて、異なる考え方を知ることの重要性を知りまし
た。寄稿いただいた皆様の内容には、参考になることが
たくさん詰まっています。ぜひ、お読みください。

誌面が尽きてきました。高分子学会には、まだその他、
重要なアクティビティーが満載です。支部・研究会、行事、
国際交流、奨励・表彰、Webinar、高分子未来塾®、ア
ウトリーチ、産学連携、社会貢献、新企画などについて
は、また別の機会に述べさせていただきたいと思います。
ぜひ、高分子学会のこれらのアクティビティーを、よりいっ
そう活発に一緒に進めさせていただければと思います。

高分子科学その関連領域、また高分子学会が発展するよ
うに力を尽くしますので、本年も、よろしくお願いいたします。

高分子：新たな展開へ	

加藤隆史　高分子学会第34期会長
東京大学大学院工学系研究科化学生命工学専攻

［113-8656］東京都文京区本郷7-3-1
教授，工学博士．
専門は高分子・超分子材料，液晶材料．
kato.t.u-tokyo.ac.jp/
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Polymer Scientists, be Connected to the World!
Wherever one goes in a research laboratory of a 
Japanese university, a research institution, or a 
company, it is common to see researchers in Japan from 
abroad. It seems that this tendency will become even 
stronger in the future, and we expect to improve the 
international cooperation and interaction abilities of 
Japanese researchers working with them. We are sure 
that “being connected” to the world will be a much more 
essential concept for polymer scientists in the future. On 
the other hand, quite often there was little opportunity 
for such foreign researchers themselves to talk about 
issues like e.g. the reasons of coming to Japan, their 
experiences in the research life in Japan, the process to 
get the current position, the Japanese research system 
in general, how to acquire research funds, talk about 
the comparison with their home country such as the 
educational system, describing the positive points in 
Japan and what might need improvement, address the 
problems of language and/or childcare, their future 
dreams, and the messages they want to give about all to 
the students in their home countries.
This time, we would like to assemble a special collection 
with experiences of researchers who are currently 
engaged in polymer research in Japan and also various 
scientists who worked in Japan before and presently 
are research leaders in their home or other countries. 
Through this special issue we would like to take an 
opportunity to look back on polymer research in Japan 
and into the future.
Editors: MASHITA, KUROKAWA, TAI, and NISHIHARA
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My research career started with the goal to make new 
materials for wind instruments. In here I describe why I 
chose polymer chemistry and supramolecular chemistry, 
including research on joyful and difficult things.

Messages: “Work and Life” 23

Active Chinese Female Researchers
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This review describes the presence of three layers in 
polymer thin films, named neighborhood of film surface, 
film inside, and neighborhood of film interface contacted 
to a substrate. The presence of the three layers was 
indicated through nanoimprint technology. Sequential 
infiltration synthesis and saturated vapor infiltration with 
a reactive inorganic precursor allowed organic/inorganic 
hybridization of polymer thin films on substrates and 
indicated the presence of the three layer in thermoplastic 
and photo-cured polymer thin films from elemental 
mapping of hybridized polymer thin films by scanning 
transmission electron microscopy and energy dispersive 
X ray spectroscopy. More detailed understanding of the 
polymer thin films affected by processes will lead to 
the development of reliable nanofabrication technology 
including nanoimprint technology.
Keywords: Polymer Thin Film / Surface / Interface /  
Nanoimprint / Scanning Transmission Electron Microscopy / 
Energy Dispersive X Ray Spectroscopy / Sequential 
Infiltration Synthesis / Saturated Vapor Infiltration
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Hot Topics

Polyion Complex Micelle (PIC Micelle) Formation from 
Double-Hydrophilic Block Copolymers Composed of  

Charged and Non-Charged Segments in Aqueous Medium
Atsushi HARADA1* and Kazunori KATAOKA2

1Osaka Prefecture University
2 Innovation Center of NanoMedicine, Kawasaki Institute of Industrial 
Promotion
E-mail: harada@chem.osakafu-u.ac.jp*

Polymeric micelles formed through 
the self-assembly of multifunctional 
block copolymers have been 
attracted progressive interests to 
develop multifunctional nanosystems 
for the various application. Polyion 
complex (PIC) micelles from a pair of 
oppositely charged block copolymers 
with poly(ethylene glycol) segments 
through electrostatic interaction in 
aqueous medium are discovered by 
expanding the concept of polymeric 
micelle formation in selective 
solvents. The physicochemical 
studies on the formation of PIC 
micelle, particularly addressing 

the critical molecular factors to 
determine the self-assembly scheme 
of charged block copolymers toward 
micelle structures, are provided new 
insights on the self-assembly of block 
copolymers in thermodynamically 
equilibrium condition in water, such 
as chain length recognition and 
transition from unit PIC, which is 
the PIC with smallest neutralizing 
unit, to PIC micelle structures.

Polymer Journal, 50, 95 (2018)
Published online 25 October 2017

Linear polymer Linear polymer

4-Arm Star Polymer
3-Arm Star polymer

Topology Transformation

Rotaxane (Mechanical) 
Linkage

Over-1000 nm Near-Infrared Fluorescent Biodegradable 
Polymer Nanoparticles for Deep Tissue in vivo 

Imaging in the Second Biological Window

Topology-Transformable Polymers: Linear–Branched 
Polymer Structural Transformation via the Mechanical 

Linking of Polymer Chains

Masao KAMIMURA* and Kohei SOGA, et al.

Toshikazu TAKATA* and Daisuke AOKI

Tokyo University of Science
E-mail: masaokamimura@rs.tus.ac.jp*

Tokyo Institute of Technology
E-mail: takata.t.ab@m.titech.ac.jp*

Over-1000 nm near-infrared 
(OTN-NIR) fluorescence bioimaging 
has received considerable attention 
in biological research owing to 
its attractive features, such as 
excellent tissue penetration and 
low phototoxicity. In this report, 
OTN-NIR fluorescent dye loaded 
polymer micelles (OTN-PNPs) 
were successfully obtained by 
a simple one-pot preparation 
method. The OTN-PNPs displayed 
strong OTN-NIR emission 
under physiological conditions. 
Furthermore, the OTN-PNPs were 
readily biodegradable. Thus, it is 

Topology transformation in molecule has 
attracted much attention from viewpoint 
of its potential applicability to specific 
stimuli-responsive substances or materials 
showing macroscopic change of their 
appearance or property. However, such 
topology transformation has been limited 
mainly to small molecules. Because 
topology-transformable molecule which 
requires structural characteristics 
enabling chemical bond cleavage and 
rebondage is essentially impossible for 
usual molecules with robust structure 
connected by the covalent bonds. If 
polymers containing rotaxane-linked 
polymer chains are constructed, prominent 
polymers capable of changing their bulk 
property corresponding to stimuli via 
the topology change are obtained. In this 
review, dynamic polymer systems capable 

anticipated that the renal clearance 
of the degraded material will 
occur after imaging experiments. 
Moreover, in vivo imaging of a live 
mouse was successfully performed. 
The blood vessels of a live mouse 
could be clearly observed by 
using OTN-PNPs. Therefore, the 
OTN-PNPs is promising candidates 
for novel NIR imaging probe.

Polymer Journal, 49, 799 (2017)
Published online 27 September 2017

of undergoing topology change without 
cleavage of covalent bond and with 
related property change are summarized. 
Topology changes from linear to cyclic, 
branched, and star ones in polymers 
having rotaxane-linked polymer chains 
can be accomplished using the component 
mobility of the macromolecular [2]rotaxane 
(M2R) units placed in the junction point of 
the polymer chains. M2R is a two-station-
type macromolecular switch in which 
the relative component position can be 
controlled using two interactions between 
sec-ammonium or urethane moiety in axle 
and crown ether wheel. These stimuli-
responsive systems would enable a variety 
of unique and sophisticated applications 
which are not achieved so far.
Polymer Journal, 50, 127 (2018)
Published online 25 October 2017
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日々を静かに過ごしていくことに精一杯なのに、日
本留学に関する本特集号「世界につながれ！高分子研
究者」に「素描」を寄せて、という依頼メールが届いた。
辞退しようとしたが、そうはさせてくれなかった。書
くしかないか、と迷いの最中、多くの記憶が頭の中を
飛び回った。1989年6月、世界を震撼させた天安門事
件の後だった。私は住み慣れた北京の町をあとに、東
京へと飛んだ。乗った飛行機にはわずか6人の乗客だ
けだった。これはまさしく私にとっては歴史を刻むよ
うなフライトであった。というのは、それを機に、も
う30年も日本に住み続けているからだ。

90年代のはじめ頃、ベルリンの壁崩壊を機に、東西
冷戦が終焉期を迎えると同時に、世界はグローバル化
に向けてうごめいた。学を目指す若者には、大いに喜
ぶ時代が始まったのである。その当時、日本は依然バ
ブルの盛りで、全国民がウキウキするほどの異常な景
気に踊っていた。そのような時代背景のもと、高分子
学の修得を目指してポスドクを転々とした。上智大、
神奈川大、東大の順に、日本の高分子学を、身をもっ
て経験した。それぞれの環境で生まれる研究が一流な
のか、二流なのか、あるいは三流なのか、という視点
で高分子学を見ることはしたくなかった。研究を主宰
する教授の人格の閃光点がどこかを探り、そこからど
のような高分子学が演出されるのかを、無心に楽しんだ。
それぞれのステージでオリジナリティを打ち出すこと
は、その人が無名か有名かを問わず、実に素晴らしく、
当然一流に当たることが多かった。もっとはっきり言
うと、一流の国立の東大でも、あるいはごく普通の私
大でも、それぞれが自分の持ち味で世界と挑戦し、何
かを究めている。日本の高分子学にはこのようなこと
が実に多く、それが着々と高分子学の成果を実らせる。
私は今もそう思っている（もちろん、研究予算の獲得
という現在の不気味な制度下で疲弊して犠牲になる人
材もいるけど）。

やや個人的な見解に傾くが、科学と文化は表裏の関
係にある。躾を重んじる日本の文化は独特の科学を生
み出す土壌でもある。日本の高分子学はその土壌で成
り立って、絶えず異彩を放つわけである。その異彩に
憧れ、21世紀から大量の留学生が日本に流れ込み、高

分子学に励んでいる。当然、私が留学した当時とは全
く違って、高分子学会の発表イベントには当たり前の
ように多くの留学生が活躍している。まさに人は流動
していると実感する。留学の目的そのものは多種多様
であろうが、身を置いた環境の文化を無視してはいら
れない。その結果、無意識に日本での体験を蓄積し、
日本文化に身を染めた優れた外国人研究者が成長する。

話が多少変わるが、漢字文化には言葉で表現された
知恵が溢れている。中国では「人は動いてこそ生き、
木は動かすと死ぬ」（「人挪活、樹挪死」）という諺が、
よく人の口から出てくる。別に論語の警句・名言でも
ないが、実に哲理に富んでいる言葉だと思う。留学は
まさにこれにあてはまる。人は好奇心に駆動される生
き物であることには異論がない。自分と違った何かを
見るまたは見いだす、あるいはもう一つの自分を作っ
てみるためには、巧みに居場所を替えることこそ、ポ
ジティブな生き方であろう。留学はそのための手段で
ある。東西を問わず、留学をきっかけに大発見を成し
遂げた人、または自分自身を成熟・成功へ跳躍させた
人は数えきれない。当然なことだが、日本での留学を
バネに母国または他国で活躍する高分子学研究者も数
えきれない。これはすでに国境を超えた人的ネットワー
クを形成している。そしてそれは新しい人的資源であ
り、日本の高分子学の伝統と魅力を国際的に共有する
リソースであると考えざるを得ない。もはや留学とい
う行為は一方通行的なone-wayではなく、両面通行的
なtwo-wayである。国を行き来する留学はこれからの
高分子学構築には欠かせないプロセスになるだろう。
本特集号で執筆された日本での留学経験をもつ方々は
多かれ少なかれ、この意識をもっているのではないだ
ろうか。

私は留学生の身分のとき、日本の高分子学の先達が
書かれた本誌の「素描」を好んで読んだ。洗練された日
本語、しなやかな表現力、透明なメッセージなど、生
き生きとした記述に心が打たれた。自分がここで「素描」
を書くには、どうしてもしっくりいかない。これは時
の流れに身をまかせたことへの仕返しだろうか。さも
あれ、これからの人生、弛まず日本そして高分子学を
存分に楽しまなければと思う次第である。

特集 世界につながれ！高分子研究者
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1．Introduction
Japan was an early pioneer in the area of 

environmental frendly polymers and plastic waste. As a 
graduate student, during my literature research, I came 
across names of many scientists publising in the field 
from Japan. A grant from the Swedish-Japan Foundation 
gave me the opportunity to meet these scientists in 
Japan. A trip organized by Professor Okamura from 
Tokyo and the Swedish Embassy in Tokyo presented 
fantastic inputs on renewable, degradable and 
environmental friendly polymers and also included a 
visit to the Plastic Waste Management Institute.

2．Kyoto 1975
Japan was one of the very first countries that 

recognized the problems in future with plastic waste 
and that also foresaw solutions via mimicking nature. 
When as a graduate student I started my literature 
studies about degradation of plastics and degradable 
polymers, I found many references to Japanese research 
and I was curious to learn more about their work. 
Support from the Swedish Japan Foundation, made 
it possible for me to meet these scientists and I went 
to places like Tokyo, Kyoto, Nagoya and Sapporo, and 
visited laboratories at the universities, institutes and 
industries there. During my first three-week stay in 
Kyoto, I took off time on the weekends to visit the 
nearby shrines and temples and explore the Japanese 
culture which I had always admired and been fascinated 

by as well. I loved Japan from the instant I landed there 
and was touched by everyone’s kindness and polite 
manner ; in fact, I often wondered if I might have been 
rather impolite from their point of view. Not only did 
the young researches as well as senior professors show 
me their research, they also welcomed me into their 
beautiful homes and taught me about their culture. 

The ongoing scientific work in Japan was impressive 
and my collaborations there helped me take a large 
step forward in my insights into the field of degradable 
polymers and their interaction with the environment. 
I often found the Japanese mannerisms to be more 
similar to my parent’s generation than my own. Once 
I asked a young researcher why they addressed each 
other with their last name instead of the first and he 
replied “we are not kids at a day nursery”. I found this 
quite unusual coming from Sweden. 

Of course, language was a huge barrier as in those 
days most of the people in Japan did not speak English 
and neither did I know Japanese. When venturing on 
my own, I would often carry with me pieces of paper 
with translations into Japanese for any questions I 
may need to ask. I would often purchase train tickets 
showing little notes that said “Please help this woman 
buy a train-ticket from Tokyo to Kyoto”. While I had 
been very nervous before my first long trip to Japan, I 
learnt quickly and made many new friends who made 
my stay memorable.

3．Tsukuba 1986
When I was invited to return and stay at Tsukuba 

in 1986 by The Ministry of International Trade and 
Industry（MITI）as a researcher for three months, I 
immediately said “yes”. This time I was more excited and 
less nervous. At the Research Institute for Polymers and 
Textiles in Tsukuba Science City I was greeted by Dr 
Watanabe. He had been to Sweden at KTH in Stockholm 
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and now we could continue our research that we had 
started in Sweden. Soon after Dr Hoye Hatakeyama joined 
us, who had been a postdoc in Sweden the same time as I 
was I was a graduate student. 

Owing to my previous visit to Japan, this time it 
was easier for me to travel and almost every weekend 
I took the train to Tokyo and also explored different 
parts of Tokyo using the subway. But it was not 
always an easy adventure and here is one of the 
stories as Professor Tatsuko Hatakeyama liked to tell 
in her own words: 

One day adventure of A-C

Once upon a time, there stayed a tall Swedish woman 
scientist at a hotel in Tsukuba Science City. In the day 
time, she worked at the institute of MITI as a guest 
researcher and every weekend, she made a small trip 
to the megapolis Tokyo, 50 km south from the local city 
where she stayed. One weekend, she decided to make 
a trip to downtown Tokyo (Shinjuku) without anyone 
accompanying, even though she could not speak any 
Japanese except “thank you” and “wait a moment, please.”

The previous weekend, her friend Tastuko gave her 
some training on how to go to a local station and a buy 
ticket etc.  Main difficulty was changing the line at Ueno 
terminal station, where more than ten lines to the northern 
part of Japan were concentrated in a complex manner.

Tokyo is a quite safe city even at midnight. She 
enjoyed  a full day, successfully transiting through the 
complicated Ueno Station, despite the instructions  
given only in Japanese, and safely returned to the local 
station at around 11 p.m.  She had a timetable of the 
local busand caught the last bus showing red sign. She 
sat in the bus as several passengers curiously watched 
a tall lady with blond hair on her own.

Unfortunately, she did not know that the last bus 
finished transportation service at the bus terminal 
and would not drop her in the central part of Tsukuba 
Science City. The bus driver was quite astonished to see 
a foreign lady still in her  seat at the terminal bus stop. 

When he tried to explain the bus schedule to her, she did 
not understand anything and instead smilingly showed 
him a card with the name of the hotel where she stayed. 
Finally, the driver was completely upset and gave up. 
The driver then for the very first time ever, proceeded to 
break the company’s rule and drove the large bus with 
the foreign lady to her hotel at midnight. All around the 
forests and wide fields were so dark, and he didn’t want 
her to travel alone.”

Personally, all I remember is that everyone always was 
very helpful and nice. My colleagues organized many bier-
parties and everyone would offer me beer even though I 
do not drink, but it brought us all very close. 

4．Roundtrip in Japan 1987
Soon after, I was back again in 1987 with 21 

undergraduate students and one graduate student, 
all specializing in polymer technology. A fantastic 
trip was organized by Professor Hyoe Hatakeyama 
in cooperation with the Swedish Embassy. Where we 
visited the Tsukuba Science City and continued to 
the Nippon Electric Cooperation, Yokohama Rubber, 
Toyota Motor, Japan Synthetic Rubber, Mitsubishi 
Petrochemical, Toray Industries, Kyoto University, 
Daicel Chemical Industries, Tokyo Institute of 
Technology and finally stopped at the University of 
Tokyo. This was a very ambitious trip and interesting 
view of the Japanese research in industry, at institutes 
and at universities. During the whole trip Dr Amano 
from Bunkyo International Tour Center, Tokyo, 
accompanied us. The students from Sweden were a 
little more independent than expected by the Japanese 
and took their own detours in the evenings. One 
evening the students disappeared at a Karaoke bar and 
took part in the singing. The students to their surprize 
soon realized that also nervous representative from the 
Tour centre were there and he did not believe that the 
students could take care of themselves. 

 After 20 years, Professor Hatakeyama met a lady 
who was a student joined the roundtrip. She was 
working at the Swedish Embassy in Tokyo. I am 
very happy to know that my effort to make good 
relationship between Sweden and Japan is successful.

5．Osaka 1993
Through the years I have been back in Japan many 

times and take part in several conferences and followed 
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the research about the interaction between polymers 
and the environment. Many Japanese researchers were 
also coming to Sweden to the series of conferences we 
organized.

In 1988, many of us from different parts the 
world interested in degradable polymers of met at a 
conference in Kuming about and we decided to have a 
Biodegradable Polymer Society and start with a series 
of workshops. Already 1989 we met in Toronto and 
1991 in Montpellier. The Third International Scientific 
Workshop on Biodegradable Plastics and Polymers was 
held in Osaka 1993. A conference book “Biodegradable 
Plastics and Polymers” were edited by Professor 
Yoshiharu Doi and Dr Kazuhiko Fukuda came out 
1994. Again we had the possibility to discuss the future 
and environmental problem from different angels in a 
way that is only possible when you meet each other. 
In 1998 the fifth International Scientific Workshop on 
Biodegradable Plastics and Polymers were organized 
in Stockholm and a book with the title “Degradability, 
Renewability and Recycling - Key Functions for Future 
Materials.” summarize the outcome. Already 1997 we 
organized a conference with more focus on degradable 
polymers and development of medical devices, 
biosensors and new materials for tissue engineering. 
The title was “International Symposium on Molecular 
Architecture for Degradable Polymers: Molecular 
Design of Polymeric Materials of Tomorrow.”

6．Biomacromolecules
In 2000, I established the ACS journal Biomacromolecules 

and from the very beginning we had great support from 
our Japanese colleagues. About one third of the manuscripts 
in the first issue were from authors in Japan. One of our 
Associate Editors, Professor Kazunori Kataoka, was also 
from Japan and so were four of the Editorial Advisory 
Board members - Professors Yoshiharu Doi, Kazukiyo 
Kobayashi, Shiro Kobayashi and Hoye Hatakeyama. 

With the focus on integration between both polymer 
science and biological sciences, Biomacromolecules 
continues to be a home for interdisciplinary 
investigations interfacing polymers not only with 
biology, biochemistry and biotechnology but also 
medicine. It remains an ongoing challenge to 
understand how nature uses polymers, both in 
materials and processes in a complicated yet highly 
sophisticated manner. 

As part of this ongoing pursuit for the journal, 
at the ACS National meeting in Boston this year, 
Biomacromolecules organized a symposium “Rational 
design of multifunctional renewable- resourced 
materials”. Three of the invited speakers were from 
Japan, namely, Professor Akiro Isogai who spoke on 
“Advanced TEMPO-mediated oxidation of cellulose. 
Preparation of TEMPO-CNCs and layer by-layer-
layer peeling of surface cellulose molecules on 
cellulose microfibrils”, Professor Tadahisa Iwata who 
gave a talk on “Synthesis and physical properties of 
polysaccharides linear and branched ester derivatives”
and Dr Keiji Numata on “Chemo-enzymatic synthesis 
of silk and elastin-like polypeptides as renewable 
materials”, which were all brilliant lectures. All 
these contributions are connected to the deep-rooted 
tradition in Japan to find solutions to environmental 
issues and will be compiled along with other articles in 
a forthcoming special issue in the journal.  

7．Sweden and Japan
From geographic view point, Japan is far from 

Sweden. However, relationships among scientists of 
both countries are very close. One reason is that our 
friendship is established on the same experience co-
worked together when we were young. Co-working 

was not only scientific 
experience, but also 
everyday life enjoyed 
together. I hope, young 
s c i e n t i s t s  o f  b o t h 
countr ies establ ish 
good relationship which 
will attribute future 
progress of scientific 
field and at the same 
time good relationship 
between Sweden and 
Japan. 
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1．Opportunities to learning Japanese  
and study in Japan

1.1　First meeting with the Japanese language
In 1996, I took a short-term Japanese course during 

summer vacation opened at my University. I had 
been interested in learning foreign languages, so I fell 
deep into the pleasure of learning Japanese. I was not 
content with taking the short-term Japanese course, so 
I concentrated on studying it by signing up a intensive 
group study course. 

Meanwhile, a one-year senior in the department 
passed the Japanese Government（Monbusyo）
Scholarship Test and would proceed to Kyoto 
University, so, I came to visit Japan with him for the 
first time during a winter vacation. At the time, since 
I had not yet experienced graduate school, either in 
Korea or Japan, street scenery and food in addition 
to the lab facility in Japan were unfamiliar to me, 
but vaguely thinking that it would be good to study 
abroad, I came to prepare for the test for Japanese 
Government Scholarships in earnest. The system 
might be changed now, but at the time, the first 
exam included Japanese language proficiency test 
and English test, the second exam consisted of short-
answer questions about Japanese, and an interview at 
the Japanese culture center was the final step. Finally, 
I passed the test and came to study at Tokyo Institute 
of Technology（Suzukakedai campus）, a prestigious 
science and engineering univeristy in Japan.
1.2　Life in Japan

Japan’s school system has a unique course called a 
research student course（Kenkyusei）in addition to 
the master’s and doctoral courses, which is an intrim 
step for studing Japanese language and preparing the 
formal entrance exam. I thought that I was good at 
speaking Japanese because I passed the exam, but, 
I had a difficulty even with communication in the 
supermarket. For a period of about one year, through 

learning practical Japanese and adaptation in Japan, I 
entered an official master’s course in Japan.

The lab I belonged to was Akaike-Maruyama Lab, 
and I belonged to the group of Prof. Maruyama, an 
assistant professor at the time and began to study the 
interaction of polymer with DNA and its application 
to DNA analysis. Although I intensively studied 
Physics and Chemistry for university entering exam, I 
studied only the very basics of Biology and knew little 
about DNA. In my undergraduate years, since I only 
studied industrial polymer synthesis, I just knew that 
DNA was a double strand, but I came to know what 
structure it concretely had while studying. In the field 
of biomaterials I studied, the labs of several universities 
near Tokyo gathered, stayed together, exchanged their 
research subjects and promoted friendship, each year

（It is called “Wakate Kenkyukai”. Thus, students who 
studied similar fields came to know each other, and are 
active in many universities, so they have been helpful 
for each other till now）.

Immediately after completing the master’s course, 
I continued the ongoing research, proceeding to a 
doctoral course. The title of my doctoral dissertation 
was “Cationic comb-type copolymers for DNA analysis,” 
which was mainly concerned with polymer application 
for DNA detection.

2．Research experience in the U.S.
Since I decided to go to the academy, and thought 

that experience of research in Korea, Japan and U.S. 
would be helpful for my career, I went to the U.S. for 
my post-doctoral research. Fortunately, I was able to 
join the Prof. Sung Wan Kim’s group in the University 
of Utah, the world-leading research group in drug 
delivery and biomaterials. To talk about the difference 
between the research experience in Japan the U.S., in 
Japan, since most instruments required for research 
were in the individual lab, I conveniently used them, 
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while in the U.S., since most of the equipments were 
for common use, which was inconvenient for me to 
use because I had to make a reservation in advance. 
Perhaps, in Japan, since there were less burden for 
personnel expenses, most financial resources can be 
spent for costs of materials and equipments, while in 
the U.S., much costs are spent for students’ personnel 
expenses, which might be one of the reasons.

3．Independent research after returning to Korea
3.1　Survival struggle as a newly appointed assistant 

professor
In August 2007, I completed my post-doctoral career 

for 3 years and finally started my independent research 
in the Chemistry Department, Pohang University 
of Science and Technology（POSTECH）in Korea. 
POSTECH is a famous research-oriented university 
in Korea, which usually evaluates researchers with 
three indices, including teaching, research and service. 
Especially, the most important virtue as a researcher is 
whether the researcher can conduct original research, 
being independent from their previous research history 
and whether they are recognized internationally 
with their original research. It is very hard and risky 
for a young faculties to start a new research totally 
different from that he or she has conducted before. For 
young researchers to get recognized as independent 
researchers, there are important factors, such as original 
research topics, sufficient research funds, excellent 
papers and the peer reputation of the academy. To 
write many excellent papers, they need research funds, 
and to get the research funds, they should choose a 
research subject in which people are very interested. 
In other words, they should follow the research trend 
in the latest fashion. And yet, if they just follow the 
research trend, they would get gradually distant from 
the chance to build their original research. What is the 
most ideal is to create their unique research field and let 
others follow their own research. However, this is not as 
easy as it sounds.
3.2　Enjoying research life

All researchers in the world are burdened by the 
pressure of excellent research results, no matter 
whether they like or not. It may be good if they 
get this as positive stress, but if they feel it only as 
a negative burden, they would be unable to do the 
research they like forever. I still experience trials and 
errors concerning how to do research, but I have a 
word to tell assistant professors who just take their 

first step in research. The happiest thing in the world 
is getting paid while enjoying their work. 

4．Active exchanges of Polymer Science 
between Korea and Japan

As a member of the International Exchange Committee, 
the Society of Polymer Science, Japan（SPSJ）, I am in 
charge of the role of pursuing the internationalization 
of the SPSJ through the vitalization of exchange with 
foreign scholars as well as the role of exposing them to 
international communities. Korea and Japan keep a very 
close relationship in the field of polymer for a long time 
and hope that they would be good partners that lead the 
trend of Polymer Science throughout the world through 
active mutual exchanges forever.

5．Summary of my stay in Japan
From 1998 to 2004, I have been studying specific 

research theme as a research student and graduate 
student for 6 years in Japan. I have chosen specific 
research topic that others have not done before, and 
I am satisfied with my accomplishment. However, 
the most important thing is that I have experienced 
various aspects of Japanese culture including festivals, 
food, lifestyle, etc., which I have never touched before, 
and this is a valuable asset that I can not buy with 
money. In addition, I think that the deep relationship 
with the Japanese teacher, the lab members, and 
various foreign students during staying in Japan has 
become a valuable foundation for my current active 
international network. Finally, I have one comment to 
young students, if possible, go abroad and experience 
various cultures when you are young. Then it will be a 
valuable asset for you in the future.

A group photo taken during cheery blossom in 2018
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”You cannot teach a man anything, you can only help 
him find it within himself.”
— Galileo Galilei

While viewing the dawn of polymer research in 
Bangladesh, I look back to my days in Japan and recall 
my experiences in the Laboratory of Macromolecular 
Electrochemistry, Yokohama National University, Japan 
and realize how the reflection of the famous quote by 
the Italian polymath helped me in the development of 
my professional career and contribute in the evolution 
of polymer research in this part of the globe.

In 1996, I first visited Japan for doctoral studies in 
Yokohama National University, as a MEXT scholar 
under the guidance of Prof. Masayoshi Watanabe. 
My experiences with research at that time spanned 
from chemical kinetics to colloid chemistry with focus 
on micellar catalysis. I was supposed to work on 
Molecular Specific Swelling Change of Hydrogels. But 
at that time I was rather worried of my serendipitous 
involvement in polymer research. My undergraduate 
as well as graduate studies in the Department of 
Chemistry, Dhaka University did not give me enough  
opportunity to learn much of polymer chemistry. There 
were very limited scopes for research, in particular, 
on advanced and modern aspects of polymer science 
due to resource constraints. It was enthralling for me 
to get the opportunity to work in Japan on polymers, 
but I preferred to work on a topic where I have more 
acquaintance. Prof. Watanabe was kind to allow me 
to work on Electrochemical Behavior of Redox-Active 
Surfactants. I felt immediately that I missed the chance 
to become a polymer chemist. But, did I truly miss this  
opportunity?

I am proud to say that the answer is no. It is true 
that I went up to the shore but did not jump in to the 
sea. I ambled along the shore long time, somewhat 

drifted. But at the end, I now feel happy that I have 
polymer chemistry not only in my understanding, but 
also in my study, in my research, and in my recent 
publications. Students working under my supervisions 
are doing well and after graduation they have been 
working in renowned laboratories including Japan to 
contribute for the innovation in polymer science. I am 
thankful to Professor Watanabe who really helped me 
to find thirst for knowledge in polymer chemistry in 
myself.

In my early days, when I was struggling to cope with 
a new environment entirely different in culture, food 
habit, religion, etc. my tutors and co-workers extended 
their helping hands with memorable complaisance and 
support. The research at that time in Watanabe lab 
was focused on polymer electrolytes, lithium batteries, 
polymer gels, biosensors with extensive exploitation 
of polymer chemistry. I found myself in trouble since 
even the term “polymer electrolyte” was new to me. 
But the members of Watanabe lab helped to make 
different aspects of polymer chemistry interesting to 
me. I am fortunate that I could attend national and 

Author with Professor Masayoshi Watanabe of Yokohama 
National University during his visit in 2013. 
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international conferences related to polymers. After 
completion of my Ph.D. in March 2000, when I got the 
chance to work as a visiting researcher and later on 
as a JSPS Fellow, I aimed at learning more of polymer 
chemistry. I worked extensively on ionic liquids- both 
protic and aprotic, but focused on the use of these for 
electrochemical applications like fuel cells, solar cells, 
capacitors, and actuators. I was fortunate to have Dr. 
Yukikazu Takeoka（currently Associate Professor 
of Nagoya University）beside me with a big heart; 
much bigger than a giant polymer! After my return 
to Bangladesh, I devoted myself to establish Material 
Chemistry Research Laboratory（MCRL）in my 
department and now with more than 40 members, it 
has been a pioneer laboratory of scientific research in 
Bangladesh. Polymers, the most important component 
of material research, has also received significant 
attention in MCRL. Students graduated from MCRL are 
getting opportunities for higher studies in renowned 
laboratories of the world working on polymer with a 
great proportion in Japan. Other than my supervisor, 
other notable polymer scientists who supported 
them are Prof. Jian P. Gong of Hokkaido University, 
Prof. Takahiro Seki and Dr. Yukikazu Takeoka of 
Nagoya University, and Prof. Hidemitsu Furukawa of 
Yamagata University. A good number of them have 
returned to Bangladesh and joined as Faculties in 
Dhaka University, Jagannath University, Bangladesh 
University of E and Technology, Khulna University, 
Independent University, and Jessore University of 
Science and Technology. They have initiated courses 
and research on polymers of technological applications 
in their respective institutions. Research on various 
aspects of polymers has thus, in fact, crossed the 
rudimentary stage. 

The advances in polymer synthesis and characterization 
techniques and application of polymers as smart and 
intelligent materials for manifold applications are 
important development to be achieved. Bangladeshi 
students and researchers in close association with 
distinguished polymer chemists of Japan have rendered 
themselves as experienced work force. However, often 
they cannot serve the nation well due to resource 
constraints and the knowledge and experiences thus 
remain unutilized. The Government of Bangladesh 
has been increasingly friendly and supportive. Still 
continued supports from Japanese scientists are badly 

required to initiate collaboration and promote and 
strengthen research in Bangladesh. I am fortunate 
to have been invited several times for post-doctoral 
fellowship and short-time visits in last two decades. 
More amazingly, I find myself always in immense 
pleasure to recall that my academic advisor, Professor 
Watanabe, my then Co-worker, Prof. Shinichiro 
Imabayashi and Dr. Yukikazu Takeoka came to Dhaka 
in 2013 to celebrate my promotion as a Professor. 
MCRL has also been blessed to experience visits and 
suggestions from other polymer chemists and material 
scientist from Japan in many occasions.

There have been significant research on various 
aspects of polymer science – covering fundamental 
aspects, design, fabrication, and applications. In 
MCRL, we have also developed facilities including 
computational software to synthesize, and characterize 
polymeric materials. There are several ongoing projects 
on polymer research as consequences, continuation, 
and outcome of learning from Japan, which inter alia 
include: functional polymers, polymer composites, 
polymers for water structure modification, biopolymers, 
conductive polymers. The scope has not been limited, 
rather being expanded day by day based on the need 
of the nation. I am confident that the young polymer 
scientists through the use of their expertise gained 
in Japan would build up the nation by exploring the 
possibility of new polymers for a prospective future. 
Collaborative efforts and the utilization of Japanese 
approach are certainly a gleam of hope for polymer 
research in Bangladesh.

Members of Material Chemistry Research Laboratory
（MCRL）in the Department of Chemistry, Dhaka University, 
Bangladesh （August 2018）.
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Polyman画PolyMANGA

国籍、宗教、人種、性別などが多様な人材からなる
チームは、ビジネス、アカデミア、日本国中で普通に
見られるようになりました。私は、ゴム会社で新しい
技術に基づいた事業開発企画をしております。社内で
も、事務所の私の机の周りには、フランス系、インド
系、米国系などなど、多様な人材がいて、それが日常
風景です。

会誌「高分子」にも、多様な国々の方が寄稿されてい
ます。もちろん、それらの多くは高分子科学の内容で
す。ところが、研究を進めるには、その基盤になる研
究体制、資金、設備、もっと基本的なところでは日々
の安定した生活が欠かせないわけです。では、それらの、
日本人でも苦労すること、日本人には当たり前なこと、

日本人は意識すらしていないことを、海外から来られ
た方々はどう感じ、理解し、乗り越えられたのだろう
と常日頃関心をもっておりました。

実は本企画は、編集委員長の東工大教授の芹澤さん
と、そんなお話をしてスタートしました。今まであま
りなされていない企画だから、ほかにも新しい試みを
しよう！　と「妄」想はどんどん膨らみ、今回は、寄稿
だけでなく、自撮りのムービーをお願いし、今までに
ない試みをしていただいています。事務局や仲介いた
だいた諸先生方の大車輪の活躍も頂戴し、本当に多く
の方々のご尽力の結果、完成いたしました。

寄稿いただいた体験談は、書いていただく項目案を
作りましたが、原則自由に書いていただきました。こ
の2019年1月号が、私たちが日本での高分子研究を考
える上で、貴重な1次資料になればと思います。さらに、
今後日本へ来られる後進の方にとっても有用なだけで
なく、送り出された恩師、親族、そして、執筆者ご本
人にも嬉しい記録になってほしい。そう切に願ってお
ります。

繋がり、理解し、さらに良くなりたい

illustrator: 野中晶史

1月号特集チーフ
真下成彦

世界につながれ！高分子研究者

特集の語り

世界につながれ！高分子研究者
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Whoever travels or lives in Japan has seen Maneki-neko 
(“beckoning cat” or “lucky cat”), a lucky charm displayed at 
the entrance of restaurants to bring good luck. As for me 
and accompanied by a great deal of work before and after, 
luck has indeed a non-negligible impact on my researcher’
s life. Nothing marked me out for coming to Japan four 
years ago. And it was yet the lucky happy ending of a 
combination of bad news – being let go from my former 
laboratory in Luxembourg – but good acquaintances 
introducing me to the fellowship program of the Japan 
Society for the Promotion of Science (JSPS) and chance 
but decisive encounter in a conference in Switzerland 
with Dr. H. Sato who was going to become my supervisor 
as a JSPS fellow. Once settled three years ago knowing 
nothing about it, the land of the rising sun fortunately 
turned out to be a promised land for a young scientist 
specialized in mass spectrometry for polymer chemistry. 
Academically speaking, the same number of papers are 
presented as posters and talks at the annual conference 
of the Mass Spectrometry Society of Japan (MSSJ) as at 
the annual conference of the American Society for Mass 
Spectrometry (ASMS) unofficially known as the World 
conference on that topic with ten times more attendees. 
Industrially speaking, several world class companies 
manufacturing mass spectrometers or allied instruments 
together with numerous chemical companies producing 
polymers or polymeric materials form a superbly 
stimulating corporate network within which an analyst 
has a multi-faceted role to play as inventor, developer, 
consultant and user. Two years ago, serendipity turned 
the happy ending into a happy beginning instead. 
The post-doctoral work at the National Institute for 
Advanced Industrial Science and Technology (AIST) 
indeed culminated in an unplanned discovery while 
manipulating for the umpteenth time mass spectral 
data from an American collaborator. A failed attempt to 
compute a conventional “compositional map” as proposed 
fifty years ago and never improved since then from an 
unconventional dataset lead to an unexpected resolution- 

enhanced map with unrivaled visualization features. It 
eventually became the cornerstone of my application 
as a researcher at AIST last year as both the main 
achievement and the main prospect. After one year of 
improvements and applications as a major research 
topic of mine, it emerges as a promising data processing 
toolkit to help academic and industrial users interpreting 
complex mass spectra (Fig. 1) with the view of structural 
and molecular analyses (e.g. deformulation of blends, 
ageing). Maneki-neko who secretly but undoubtedly took 
residence on my shoulder did a great job generating 
sparks, and persistence later paid off.

Even so and after only three years in Japan, there is 
still so much left to learn. The domestic dissemination 
of research results remains challenging and constitutes 
a major goal for my next four years of engagement in 
polymer research in Japan as scientist and resident 
– hoping for a strong support from co-workers and 
executives. On-going and forthcoming collaborative 
projects overseas in France and the US will also be as 
many chances to find new ideas from apparent limitations 
or unsuspected failures. The beckoning gesture never 
stops and before he becomes “the cat that walks by 
himself”, Maneki-neko on my shoulder may keep bringing 
good luck. Luck is infectious, and it will be a work of noble 
note to do our utmost turning it into discoveries and 
shared enthusiasm throughout Japan.

Fig. 1　�Regular�and�resolution-enhanced�compositional�maps�
to�get�simpler�and�simpler�filtered�mass�spectra.
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中国には『万巻の書を読み、万里の道を行く』という
言葉があり、それは本から得た知識以外に自らの足で
各地を遊学し、見聞を広めなければいけないという意
味である。筆者は大学時期に『万里の道を行く』の抱負
をもち、留学の進路を決めた。9年前に、大連理工大学

（出身校）と熊本大学の短期留学プログラムで初めて日
本に渡り、短い時間でも日本の先進と日本人の勤勉が
印象づけられ、日本への長期留学を決心した。修士号
を取得後、最先端の高分子科学技術を学びたいという
願いをもち、東北大学の博士後期課程へ入学した。大
文豪魯迅（東北大学の中国留学生第一人者）が文学への
転向を決意したところで、自分の留学暮らしを始めた。
博士号を取得後、東北大学原子分子材料科学高等研究
機構の助手、東京工業大学の特任助教を経て、今東京
工業大学の助教を務めている。来日以来、高分子材料
のナノスケール力学物性とバルクの力学物性の相関性
に着目し、ナノスケールの空間分解能でかつピコニュー
トンという微小な力の検出が可能である原子間力顕微
鏡（AFM）を活用して、高分子材料などの材料表面の
ナノ力学物性を評価できるナノ触診AFMによる研究
を行っている。微小な領域における機能機構を理解す
ることで構造制御へのフィードバックを通じ、高分子
物性の高性能化と機能化を実現することに興味をもっ
ている。最近、従来のナノ触診AFM手法を拡張し、伸
長下の試料のナノ構造とナノ応力分布を同時に取得す
るという手法を開発し、高分子材料の補強機構と破壊
メカニズムを解明する研究を行っている。従来のナノ
触診AFMは研究者から大きな注目を浴びており、ナノ
応力分布計測への拡張は将来の研究に強いパワーを発
揮することが期待される。ナノ触診AFMという技術が
高分子材料の開発と評価に実用化できることから、民
間企業との共同研究も多数行っている。日本が企業と
大学の提携の弱い時代を踏み越え、産学官連携と知的
財産の活用時代になったことに感心させられる。一方、
中国では、大学からの学術論文数が米国を抜いて世界
一になったのに、中国企業のイノベーションが不足で
ある現状に応じ、「壁」の打破と連携強化が必要だと感

じている。また、急速な発展時期における日本の科学
研究に対する姿勢や政策は、経済が飛躍的に発展して
いる中国に対して参考の価値があると思う。

9年間の留学と研究の生活を振り返って見ると、恩師
からの教え、いろいろな人との出会い、研究の面白さ
および異国暮らしの辛さなどもあった。その中で、最
も印象に残るのは日本の教育である。最近、1歳半の長
女が保育園に入り、2週間の保育でいろいろな良い習慣
を養成した。大学の助教である筆者は日常仕事として
大学生に専門知識を教えているが、長女の経歴から日
本の教育理念に驚かされた。日本の暮らしから、日本
人と日本文化を再認識して、日本の先進文明、真の知
識への探求などが日本経済の飛躍の原因であることが
理解できた。外国人として、新しい社会と文化を知る
ためには身をもって洞察しなければならないことが『万
里の道を行く』の意味だろう。それは本来の研究の成
果とは別に貴重な人生体験をもたらしてくれた。

今の時代では、私たちが万里の道を行くことは簡単
に実現できるけれど、その万里道から万巻書に等しい
知見と視野を得るためには、異文化や習慣への理解と
ともに、周りの人とコミュニケーションすることが重
要である。留学という万里道では、夢を忘れずに一歩
一歩しっかりと自分の道を踏み出すことで、楽しいこ
とも、辛いことも人生の大きな財産になる。

魯迅と魯迅の仙台故居跡
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The goal of my Ph.D. research was to create adhesives, 
inspired by the gecko. The concept was to enable high 
adhesion strength while maintaining easy release, to enable 
humans to climb on buildings like a real-life Spiderman. By 
analyzing the problem from a mechanics viewpoint, we 
arrived with an equation to guide this design, but we were 
perplexed by its message; we needed a material as soft as 
possible to make complete contact with the surface, yet as 
stiff as possible to resist deformation. These contradictory 
properties, we quickly realized, were impossible to achieve 
with one materials system. However, through utilizing 
composite designs, we quickly learned that these properties 
can easily be combined. Coating stiff fabrics, such as woven 
glass or carbon fiber, with soft materials like silicone rubbers 
enables us to have both soft contact as well as high stiffness, 
with force capacities for 100 cm2 adhesive pads reaching 
nearly 300 kg. An early lesson I learned was that often, rather 
than spending significant effort to make a single “dream” 
material which has perfect properties, we can achieve similar 
results by compositing together two different materials and 
utilizing their strengths. Interestingly, this has not only led to 
my current research, but also taught me about how to best 
work in a foreign country like Japan.

My current research at Hokkaido University focuses on 
hydrogel composites. The laboratory of Soft and Wet Matter, 
led by Professor Jian Ping Gong, has a long reputation as a 
world leading laboratory in hydrogel research. To expand 
the possible mechanical properties of hydrogels, which 
are traditionally very soft but often very brittle, I aimed to 
create composite materials, based on my experiences during 
my Ph.D. This work was quickly very successful; we were 
able to develop materials, composed primarily of hydrogel, 
with extremely high stiffness and toughness far surpassing 
traditional hydrogels. We now look to create composites with 
reinforcement ranging in size scale, from the nanometer 
scale (liquid crystal reinforcement) up to millimeter scale 
(3D printed macrostructures). These designs are easy to 
understand, yet easily lead to a deeper understanding of 
the materials systems we use. Being able to explain to a 

general audience how my composite systems work has 
helped connect society, ultimately the funding source of our 
research, to the outcomes which will in the future influence 
their lives through the development of new structural and 
biomedical materials.

As an international researcher (we prefer this term to 
“foreigner”) working in Japan, I have also learned about the 
strengths of a “composite” research group. Within the last 
year, I have had about 15 students work with me, from not 
only Japan but also the United States, China, Austria, and 
France. We have attempted to achieve strong diversity; 50% 
domestic and 50% international, as well as 50% male and 
50% female. While some might worry that a diverse mixture 
of students could cause disagreements, this could not be 
farther from the truth. As a group we work extremely well 
together, because we want to spend time together and learn 
about each other’s differences and similarities. Similar to 
composite materials, the weakness of one person can easily 
be complimented by the strength of another. For Japanese 
students especially, who have grown up and attended school 
in a very homogenous society, this has strengthened their 
ability to work in diverse groups and reduced the discomfort 
often present in Japanese researchers surrounded by people 
who may look or act differently from themselves.

I can distinctly see the impact that increasing diversity 
has on students. Early in my career, a Japanese student 
approached me, and stated that meeting me changed his life. 
He said he never disliked foreigners but did not understand 
why learning English was required for Japanese students; 
he was Japanese and planned to spend his life in Japan. Why 
spend significant effort learning a language he would not 
use? But by interacting with people from other countries, 
he noticed that not only did it improve his work, but it was 
enjoyable learning about the life and experiences of people 
very different from himself.

I realize that, in all likelihood, I could do similar research 
anywhere in the world. However, working in Japan has 
allowed me to utilize my unique traits as an outsider to 
strengthen the education of students in Japan.
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高専の留学生活
1.1　自己紹介

私の出身はマレーシアの東にある小さな町クチンで、
山と海に囲まれたとても綺麗な街です。2007年に留学
生として来日し、現在日本企業に勤めています。

日本の大学院では無機材料関係の研究室に所属し、
触媒について研究しました。修士論文は脱塩素化農業
用塩化ビニル（PVC）を用いた新規機能性炭素材料の検
討についてまとめました。大学在籍中は、授業の単位
取得や研究を行いつつ、学生実験の指導やケーキ屋で
のアルバイトをしていたごくごく普通の留学生でした。
日本で身につけた語学力や専門知識を活かしたく、日
本で就職活動をし、現在日立化成株式会社で開発の仕
事に携わっています。
1.2　高専での学業

マレーシアのセカンダリースクールを卒業し、ちょ
うど進路に迷い始めたとき、日本への留学オファーが
来ました。日本での生活はどんなものになるのであろ
う？　日本人の友達がたくさんできるといいなと期待し、
日本へ行くことを決めました。そして日本語の学習期
間はわずか1年8カ月でしたが、2007年4月に来日し高
専の3年生に編入しました。

最初に過ごした春から夏までの授業はとにかく大変で
した。それはほかならぬ日本語の壁でした。専門用語
が聞き取れなかったため、授業の内容についていけな
く、挫けそうな毎日でした。おまけに有機化学、分析
化学等の専門授業をはじめ、数学や英語の一般科目に
も小テストがあり、毎日夜遅くまで小テストの勉強を 
していました。さらに、週2回の手書きでの実験レポー
トのノルマが重なり、成績をキープすることで精一杯
でした。幸い留学生にはチューターがいたため、毎日
のようにお互いの部屋まで行き来し、勉強を教えても
らっていました。また、先生方もとても優しく丁寧で
あり休み時間を利用し補習していただきました。おか
げさまで単位を落とすことがなく無事に高専を卒業し、
推薦で大学へ進学することができました。

1.3　体育と部活動について
運動があまり得意ではない私にとって留学生活でも

う一つの試練は体育の授業でした。高専の体育の授業
で人生初めてバレーボールをやったことが最も印象に
残っていました。あまりの不器用さおよび運動神経の
なさでサーブさえできなかったため、先生が採点に困っ
ていたことを未だに鮮明に覚えています。在籍してい
たマレーシアの小中学校の体育ではやったことがなかっ
たため、バレーボールだけでなく、日本に来るまでま
ともにサッカー、テニス、ソフトボール、ドッジボー
ルなどもやったことがありませんでした。体育は基本
自由行動で、自分の好きな球技をすることや、また体
育授業そのものがほかの授業の補習になったりするこ
ともありました。

また、日本の部活はとても興味深いところでした。
毎日授業後疲れ果てているはずなのに、インターハイ
や県大会出場のため、体育館やグラウンドで練習して
いた学生たちが素晴らしかったです。さらに、合宿な
どを通じ休みの日も惜しまず懸命に練習する姿に感動
しました。その中でも学業と部活を両立している日本
人学生も少なくありません。これはマレーシアではと
ても珍しいことだと思います。マレーシアのセカンダリー
スクールでは授業が終わってから、塾へ直行する学生
が少なくありません。いい大学に入れるように学年トッ
プを競い必死に勉強していました。

日本に留学したことにより、マレーシアと日本の教
育方針が異なることがわかりました。マレーシアの義
務教育では学業の成績を重視し、体育や部活動はあま
り評価されないことに改めて気づきました。

振り返りますと、社会人になるまで学業で悩まされ
た毎日でした。しかしながら、日本の高専に留学した
からこそ、マレーシアと日本の高校の違いがわかるよ
うになり、たくさんの人々に助けられながら、とても
充実した留学生活が送れました。

最後となりますが、これまでお世話になりました恩師・
友人にお礼を申し上げます。

特集 世界につながれ！高分子研究者
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t-sim@hitachi-chem.co.jp
www.hitachi-chem.co.jp/

Country: MALAYSIA
The Length of Stay in JAPAN: 2007/4–Present
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To be entirely honest, Japan was never a place imagined 
going when I was younger. It was only thanks to a 
research exchange program that I first truly became 
interested in Japan. Up until that point I knew Japan 
existed and probably could have told you Tokyo was 
one of the cities in Japan, but beyond that I was about 
as ignorant as your average American (and yes, it is 
very sad). Through the Global COE Program I had the 
opportunity to visit Nagoya , Japan midway through 
my doctoral program at the University of Michigan. 
Among the chief of my impressions from the amazing 
experience was the thought that Japan and I were a 
surprisingly good fit, even if being in a place where I didn’t 
speak the language or share most cultural values was at 
times challenging. Japan simply felt like home, even when 
it is quite obvious that I am not Japanese. 

This experience also was my first chance to explore the 
world of polymer chemistry research. True confession, 
my degree is in Materials Chemistry, which as far as my 
research was concerned meant a thorough knowledge of 
organic crystals, from how to make them to almost any way 
you can imagine to analyze them, including running and 
solving my own single crystal X-ray structures. Although 
I thoroughly enjoyed researching crystals, I could not 
shake the impression that most polymers were much more 
useable than your average organic crystal. Since Japan 
has a rich history and continuing excellence in polymer 
chemistry, my two interests combined nicely. So, when it 
came to planning the future, I became determined to come 
to Japan and to study polymer chemistry while there. 

My goals became reality through post-doctoral 
research. I am very thankful to Professor Sadahito 
Aoshima  who was willing to take a post-doc with 
chemistry know-how, but limited experience with 
polymers. I had taken some polymer courses during my 
Ph.D. studies, but it is entirely different to take a class than 
to have something as the main focus of one’s research.

Thanks to that experience I entered the world of 
polymer chemistry and am currently still doing polymer 

research in Japan. I started at Kyoto University in 2016 
where they have a program for foreign faculty to teach 
regular classes in English (the Institute for Liberal Arts 
and Sciences) . Under the umbrella of this program, 
I teach several classes a year, but am still able to pursue 
research. I was also given the daunting task of starting an 
entirely new research lab. Currently we are using living 
cationic polymerization to synthesize various polymer 
structures that contain moieties capable of “weak” 
intermolecular interactions. The goal being to form larger 
structures from the synthesized polymers based on these 
intermolecular interactions.

As a foreigner in Japan, life is always just a little more 
interesting than it would be in my home country. Language 
barrier-related problems will probably never cease to arise. 
For instance, it always takes just a little longer to do normal 
tasks at work, and on more than one occasion, I have had 
miscommunication slow things down. Most Japanese I 
know are hesitant about using their English, but, if I could, I 
would encourage everyone to try to use whatever amount 
of English they have. Mistakes are a part of language 
learning, and I am much more grateful for poor English 
than being left out with Japanese I do not understand. 

As a further challenge, the culture of overwork in Japan 
still remains difficult for me. In general, the work ethic 
in Japan is highly commendable and I have the highest 
admiration for those around me. It is hard to imagine my 
fellow Americans being quite so hard-working and devoted. 
On the other hand, though, it is possible to take a good thing 
too far. In fact, this is probably the biggest concern I hear 
from most Americans who might have otherwise come 
to Japan. Admittedly, even science academia in the U.S.A. 
is not free from overwork, but still the excess of hours is 
worrying; I fear that it is crushing creativity and efficiency.

For all the difficulties with language or cultural 
differences, I do truly love Japan and I cannot imagine 
what my life would have looked life if I had not chosen 
to move overseas. I dream of a future where exchange 
between the U.S.A. and Japan increases.

＊ は、e！高分子のSupporting Informationにハイパーリンクされています。＊ は、e！高分子のSupporting Informationにハイパーリンクされています。
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International students and staff, regardless of their 
original remit, are often called upon to support Japanese 
students trying to improve their English. To this 
end, communicating almost exclusively in English is 
often the preferred method of teachers of English as 
a second or foreign language. They rightly extol the 
virtues of constant exposure to, even immersion in, the 
target language. Many of them refrain from using the 
students’ native tongue except as a last resort, if at all. An 
advantage is that learners, at the very least, get to listen to 
English. As listening is the foundation on which the rest of 
the skills are built, this approach has merit. After all, this is 
how babies learn.
Having said that, fluent speakers of a language often 

tend to forget that listening, especially in a language one is 
trying to learn, is hard. Too often, students valiantly try to 
keep up with the speaker but end up feeling overwhelmed 
by their incomprehension. This is especially common 
during lectures and not just those in a foreign tongue! 
Students often “switch off” and are tempted to switch to 
that ever present purveyor of effortless gratification – 
their mobile phones. Well, they are not babies anymore.
The other option is to use Japanese as appropriate, 

even often if necessary. Suitably used, this can reduce 
the chances of incomprehension induced anxiety and 
overwhelm. Students are likely to remain engaged 
and perhaps even actively participate in the particular 
activity. An obvious snag is that this presupposes some 
Japanese ability . Given that not many of those roped 
in to assist the students are sufficiently proficient in 
Japanese, is it still worth trying to use Japanese and run 
the risk of the listener misunderstanding what one is 
trying to say? All is not doom and gloom, however – this 
clear negative does have a positive aspect.
One of the less controversial ideas in second language 

acquisition is that the learner should be encouraged 
to use the target language, from the beginning, and at 

every opportunity. Japanese students are repeatedly 
told by well-meaning English speakers to try speaking in 
English and to worry less about making mistakes. After 
all, the royal road to competence is paved by the errors 
of one’s incompetence. However, in spite of abundant 
encouragement, Japanese students find this speaking 
business rather tough and most hesitate to even utter 
a word. Here, the English speaker, especially one who 
is simultaneously attempting to learn Japanese, can 
render an invaluable service. By trying to occasionally 
communicate in their still limited Japanese, they can 
encourage the learner by modeling the desired behavior. 
If the English speaker, proffering the advice is not willing 
to abide by it and risk looking the fool, why would the 
student risk it?
The flip side to the English speaker using English 

almost exclusively is insisting that the students also use 
only English. Enforcing this rule strictly usually backfires 
– many students will prefer to not say anything at all. 
Given this, if the student uses the occasional Japanese 
word or phrase, so be it. I do realize that there is the risk of 
the student resorting to Japanese whenever expressing 
something in English becomes difficult. Alas, no general 
rule will suffice – this has to be handled on a case-by-case 
basis. In addition, in trying to understand a native speaker, 
in a language one does not know and perhaps is trying 
to learn, one always runs the risk of misunderstanding 
what the speaker is trying to say – the same problem as 
before, just in reverse. Be that as it may, this might keep 
the difficulties experienced by the not-yet-fluent listener 
at the forefront of the fluent speaker’s thoughts.
Supporting Japanese students trying to improve their 

English can be challenging but also rewarding. The 
thoughts set forth above have been shaped in battle; 
they were developed while trying to support Japanese 
students in their journey towards English proficiency. I 
hope you find them useful .

＊ は、e！高分子のSupporting Informationにハイパーリンクされています。＊ は、e！高分子のSupporting Informationにハイパーリンクされています。
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In July 2013, I had the privilege of spending a month 
at RIKEN’s Biomass Laboratory, headed by Dr. Keiji 
Numata at Wako. The opportunity arose from a 
partnership between RIKEN and the State University 
of Amazon (UEA) for strengthening research in the 
Northern region of Brazil.

I realized at that moment the globalization is not 
exclusively an economic process. With international 
interdependence, people are becoming more mobile, 
affecting many other fields, including the academic 
world, and accelerating the concentration of talents in 
advanced countries. This is even true in our country, 
where it is extremely difficult to retain researchers in the 
North.  This bias favors the scientific ‘apartheid’, lead by 
knowledge dominating countries, or even regions within a 
country.  Obviously, one measure to counteract this trend 
leading to deepening of the scientific and technological 
gap is to create a favorable environment for researchers 
and specialists in new regions.

In Wako, the work proposal was focused on technical 
training aimed to produce and to identify PHAs produced 
by bacteria from the lab collection, and then replicate 
this methodology in Manaus. Actually what I learned 
at RIKEN was not only Science but also the cooperative 
research environment. Researchers from various 
countries, with different cultural backgrounds, but 
helping each other for a defined aim: biopolymers.  

Biopolymers have been attracting special attention 
from researchers around the world. There is naturally 
an expectation of the population by green technologies, 
and biodegradable polymers certainly confer an immense 
benefit to the environment by being easily degraded 
by microorganisms present in the soil. Developing this 
line of research in the economic center of the Brazilian 
Amazon has not only a scientific impact, but also a socio-
environmental one.

After 5 years, the training has reached its goal and this 
is going to be the first year that we will be able to gather 
all the elements actually start the Project.  It seems to be 
a long period without results, but there were significant 
gains during these years of struggling:  first, we were able 
to establish the line of research, which has already trained 
two undergraduate students and recently a doctoral 
student. Second, we had our research proposal approved 
by the Research Grant Agency to develop the project and 
related subprojects.  Third, we have overcome the LAG 
phase and leading us to a productive stage.

The next step is to establish the culture of mutual 
cooperation, with the awareness that the change of 
scenery is not immediate. Investment in education and 
science requires patience and perseverance,  
because the return comes after medium and long term, 
this is the real challenge that needs to be faced to achieve 
the dreamed socio-scientific development.
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北陸では毎年冬に積雪があるのは当たり前である。
大雪が降ったときには、起床後、帰宅前、帰宅後の時
間を雪かきにとられる。東北出身の身であっても心身
ともに鍛えられるものである。それでも、自然の中に
降り注いだ雪化粧は、いつも見える風景が変わって見
え、好きな光景である。

高校では吹奏楽部に所属しトロンボーンの演奏に埋没
していた。そのころ、漠然と将来やりたいことは、楽器
の製作であった。楽器の製作をするうえで、構成する材
料の知識を深めるのが重要だと考え、工学院大学に進学
し材料学を専攻した。講義では金属・セラミックス・高
分子に関して学んだ。講義を受ける中で、自然環境下で
微生物により分解される生分解性高分子が工業製品や医
療などへ応用されることを知り、高分子を中心とした研
究をしたいと考えた。同時に、楽器を高分子で作ったら
どうなるのかという興味もあった。4年生で配属された
研究室では、ポリ乳酸を利用した材料開発が行われてい
た。その中で私が行ったのは、天然資材を利用した複合
材料の作製と表面改質による導電性付与と生分解性制御
であった。これらの研究を進める中で、高分子そのもの
を創り出し、より生体に近い状況を造り出せないかと考
えた。人体を考えたとき、一番に浮かんだのは自己修復
であった。当時、分子の特性を利用した自己修復の実現
を目指して研究されていた原田明先生へ無謀ながらも連
絡をとり、超分子を中心に研究する機会をいただいた。

大阪大学に進学後は、自己修復材料の実現に向け合
成を行った。当初は、本当に作れるのか、合成ができ
るのかという気持ちと、何が何でも作り上げるという
気持ちがせめぎ合っていた。ナスフラスコすらまとも
に使ったことがない「合成初心者」だった。それでも、
合成方法を教えてもらい、先行研究をトレースし、一
つ一つをこつこつと行うことで、気づけば1人で合成
していた。その結果、シクロデキストリンとアルキル
ゲスト分子との包接錯体を重合することで、ヒドロゲ
ルを得ることに成功した。得られたヒドロゲルは、切
断後に5秒というわずかな時間で再結合し、24時間後
には初期状態まで復元する挙動を示した。この現象は、
切断部に競争ゲスト分子や競争ホスト分子が存在する
と発現せず、ホスト－ゲスト相互作用により引き起こ

されることがわかった。とくにこのヒドロゲルの特殊
な点は、切断面を選択的に見分け再結合することであ
る。これは包接錯体を形成後にヒドロゲル内部へ取り
込むことで、切断面以外では通常より安定に包接錯体
が形成されているためと考え、安定に存在している包
接錯体を利用した弾性体の作製を目指した。その結果、
架橋部位となる包接錯体が少ない条件でヒドロゲルが
形成し、弾性体のような挙動を示すことが明らかになっ
た。今ではさまざまなゲスト分子を利用した材料開発
へと発展を遂げており、包接錯体重合を行うためのさ
まざまな温度や比率で混合した時間もいい思い出だと
感じている。とくに、条件を見つけたときやヒドロゲ
ルが形成したとき、材料の自己修復が発現したときは、
思いきり叫ぶくらいに嬉しかった。この成功の喜びを
味わい、研究をしたいとアカデミックに進む決意をした。

大阪大学で博士号をいただいた後、ポストドクター
として京都大学の中條善樹先生に雇用していただき、研
究者生活を始めた。学生時代とは異なり、研究の企画
提案から実行することにとても苦悩した。何より、研
究室を変えることで、文化や研究対象が大きく変化す
るため、またこつこつと勉強しながら、研究を行った。
ここでは、カゴ型シルセスキオキサン（POSS）を利用
した、有機－無機ハイブリッド材料の開発とセンサー材
料としての適用を試みた。POSSは、八つの側鎖にさま
ざまな置換基を導入できるため、アミンを八つ導入し
たPOSSを作製した。これを有機発光色素により連結し、
発光性有機－無機ハイブリッドポリマーの作製に成功
した。とくに得られたポリマーはシリカ粒子のサイズ
を認識して発光波長が変化することがわかった。蛍光
測定でスペクトルを確認し、変化が見えたときの喜び
はこのうえない嬉しさであった。今でも不得意なとこ
ろはあるが、新規化合物を合成で作り出すという楽し
さは、実験でこそ得られると再確認した瞬間であった。

現在、金沢大学に採用していただき、同じように研究
を行っている。内容は超分子や高分子によるセンサーな
どであり、これまで学んだ超分子化学や高分子化学の知
識を有効に活かしている。成功も失敗も含めて、学ぶ知
識に無駄はないと注意し、こつこつと自分なりの研究を
進めている。一喜一憂しつつ、綺麗な雪景色を目指して。
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大学院の研究室名 / 研究テーマ
工学院大学大学院工学研究科化学応用学専攻（矢ケ崎
隆義研究室） / 生分解性高分子の表面改質および複合
材料の作製
大阪大学大学院理学研究科高分子化学専攻（原田 明研
究室） / シクロデキストリンの包接錯体を利用した自
己修復材料の開発
現在の専門は超分子化学および高分子化学．
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先輩からのメッセージ ―仕事と私事― Messages: “Work and Life”

（聞き手）以前はわずかで限られていた大学院学生を含
めた日本の女性研究者は年ごとに増え、ご活躍を目の
当たりにする機会が増えてきました。とはいえ、日本
では特に子育て世代の女性研究者のご苦労、ご負担は
大きく、大変ご苦労されながら仕事と家庭を両立され
ているようです。そのような体験談を本学会の年次大
会で毎年開催されている男女参画セミナーで幾度とも
なく拝聴させていただきました。まだまだ制度的なバッ
クアップあるいは社会の理解（これは特に男性の理解
と協力が重要であると学びましたが）が不十分である
ようです。

最近、中国からの女性留学生がとても増えている印
象があり、彼女たちの仕事だけでなく私事における元
気さに目を見張らせられることも少なくありません。
そこで今日は、日本の大学院で学位を取得し、帰国後、
中国の大学で教員となり、そして結婚、出産を経験し、
今子育ての真っ最中の、中国斉斉哈爾大学の若手女性
副教授（日本の准教授に相当）の蔵雨先生に日本の女性
の印象、日本との中国の女性の立場の違いなどをお伺
いしたいと思います。

（聞き手）蔵先生こんにちは。ではまず最初に、日本の
女性に中国の女性とどのような違いを感じられましたか？

（蔵先生）こんにちは。まず日本の女性は全般に一歩下
がったもの静かな印象を受けました。それに比べると
中国の女性は男性と同様に普通に大きな声で堂々と会
話します。現代の中国人の若い世代の女性には、日本
女性のように、男性を立てるという配慮あるいは思想
はあまりないように思います。

（聞き手）日本人の場合、大学院後期課程に進む女性は
今も人数が非常に限られ、とくに工学系で女性教員が
少ないことがしばしば問題視されます。一方、中国の
女性の理系大学院後期課程への進学率は高く、そのせ
いか、女性の大学教員がとても多いように感じていま
すが、中国の女性あるいは社会は、大学院後期課程へ
の進学をどのように考えているのでしょうか？

（蔵先生）中国では女性の望ましい仕事の大きな選択肢
として、大学の教員が含まれています。したがって、
一定の女子学生が大学院後期課程に進み、大学教員を
目指すことは少なくありません。私もその一人でしたし、
周りにも何人かそういう人が居ました。私の場合、こ
の進路決定はごく自然で、家族からも反対はなく、常
に肯定的に応援してもらいました。周りの人たちもそ
うだったと思います。

（聞き手）中国では男女の関係が、日本よりもより平等

であるように感じていますが、実際、どう感じておら
れますか？

（蔵先生）日本の状況はよくわからないですが、中国の
若い世代では家事の負担は男女で平等である場合が多
いです。たとえば、食事の準備をする夫はかなり多く、
最近ではごく自然です。

（聞き手）日本人は晩婚化が進み、かつては働く女性は
結婚をしない場合が少なくなかった印象がありますが、
中国の場合はどうでしょうか？

（蔵先生）最近の中国の博士課程の女子学生の少なから
ずは、在学中に婚約者がおり、学位取得後、早い時期
に結婚している場合が多いです。夫婦ともに大学教員
に就職する場合も少なくないです。

（聞き手）日本もそのようであれば、少子化問題の緩和
の糸口になるかもしれないですね。日本人の場合は、
社会的な背景からか、結婚にためらい、晩婚化する傾
向があるように思いますし、また、結婚しても子供を
もつことに不安を感じ、出産年齢が遅くなりがちです。
中国ではどうでしょうか？

（蔵先生）今の中国では結婚は20歳台、出産は30歳ま
でにというのが、一般的な目安としてあるように思い
ます。私も大体そんな感じでしたし、周りの同世代の
女性教員もそんな感じです。

（聞き手）中国の大学の産休はどのようでしょうか？　
代用教員はいるのでしょうか？

（蔵先生）出産後、半年間認められます。代用教員はい
ませんが、出産する女性教員は毎年居るので、お互い
に順番に助け合うことができます。

（聞き手）中国の子育て環境はどうでしょうか？　日本
では保育園の待機児童問題が叫ばれて久しく、まだ解
決に至っていないようですが。

（蔵先生）中国ではそういうことは聞きません。施設ご
との環境の差は大きいですが、受け入れ施設のキャパ
シティーは十分だと思われます。

（聞き手）保育園に預けることのできる年齢になる前は
どうされるのですか？

（蔵先生）中国では、実家の母に来てもらって、育児を
助けてもらう場合が少なくないです。私もそうですし、
周りの知り合いもそういう場合が少なくありません。

（聞き手）ありがとうございました。女性の元気な中国
の状況から、日本の問題点の解決の糸口が少し見えた
ような気がしました。今後も、研究と子育てに頑張っ
てください。

＊（聞き手）青木俊樹（新潟大学自然科学系教授）

活発な中国の女性研究者

蔵　雨
斉斉哈爾大学材料科学と工程学院（中国）

［161006］Wenhua Street 42, Qiqihar, Heilongjiang, 
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1．はじめに
ナノインプリント技術とは、表面に微細な凹凸パター

ンを有する鋳型（モールド）を被成形体に押し当て成
形し、成形体のマスクを介したエッチングにより下地
基板材料の表面に所望のパターンを転写する技術であ
る1）,2）。モールドの繰返し使用により転写材料を量産で
きる特徴がある。成形法はおもに二つに分類され、熱
方式で熱可塑性高分子などを被成形体とする熱ナノイ
ンプリント成形と、紫外線照射方式で光硬化性液体を
用いる光ナノインプリント成形がある。転写法には、
真空下の各種ドライエッチングと溶液プロセスである
各種ウエットエッチングが用いられる。被転写材料に
適したエッチング方法、エッチング耐性の高いレジス
ト材料、およびレジスト材料に適した成形法を順次選
択する。成形工程までをナノインプリントと呼び、後
のリソグラフィー工程を含むプロセスをナノインプリ
ントリソグラフィーと呼んでいる。

電子線リソグラフィー（EBL）により作製したモール
ドを用いるので、1桁ナノメートルサイズからマイク
ロメートルサイズにわたる広いサイズ領域のパターン
形成が可能である。サブ波長サイズの部材の中規模生
産が行えるため、ナノインプリント技術は次世代のナ
ノ加工の基盤技術として注目を浴びている。光学デバ
イス応用として、結晶成長制御されたLED用GaN、ワ
イヤーグリッド偏光子、ウエハーレンズ、プラズモン
回折格子、サブ波長光学素子、無反射膜等、バイオデ
バイス応用では、バイオミメティクス材料、細胞三次
元培養床、バイオセンサー、マイクロ流路デバイス等、
エネルギーデバイス応用では、太陽電池集光フィルム
など、電子デバイス応用では、磁気記録媒体、多層配
線基板、roll-to-rollフレキシブルデバイス、半導体のロ
ジックやメモリデバイス等の開発が産業界でも進めら
れている。とくに、NANDフラシュメモリへの実用化
は、日本が世界をリードしている。東芝メモリの四日
市工場に、キヤノンのナノインプリント装置が導入され、
生産試験が進められており、コンタクトホールへの適
応が検討されている3）。半導体分野では、三次元積層
化とさらなる11 nmや7 nmの微細化が検討され、原子

層堆積やヘリウムイオンビームによるリソグラフィー
などを駆使した一桁ナノ造形も研究されている4）,5）。

筆者らも、EBLで直径7 nmのホールを有するシリカ
モールドの作製に成功し、光硬化性液体の構成モノマー
や成形するための離型分子層の研究を進めている6）～ 8）。
また、高粘度の光硬化性液体の液滴を基板上に位置選
択的に配置してからモールドで成形を行う、レーザー
加工孔版印刷と光ナノインプリントを組み合わせた
print-and-imprint法9）,10）、溶融シリカ（石英）モールド
に光学機能膜を付与することなくモールドと基板の位
置合わせを行う、蛍光アライメント法11）～ 13）など独自
のプロセスを開発している（図1）。

ナノインプリント技術の詳細については、解説記
事14）や成書1）,2）を参照願いたい。本稿では、筆者が
2005年より始めたナノインプリント技術において、こ
れまで実験で通して“モヤモヤ”してきた高分子薄膜の
現象について述べる。約14年が経過して、ナノインプ
リント技術から見えてきた高分子薄膜の表面近傍・内
部・界面近傍としてまとめてみたものである。高分子
科学の最近の進歩のコーナーであるが、学術として体
系化されていない基板上の高分子薄膜を取り上げたい。

図1　	 レーザー加工孔版印刷と蛍光モアレアライメントを特
徴とする筆者らのナノインプリント技術のプロセスフ
ローと研究課題

ナノインプリント技術から見えてきた高分子薄膜の表面・界面の近傍
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本記事をご覧いただき、このような解析手段があるな
どご意見をいただければ幸いである。高分子の薄膜の
状態をより理解し制御することで、ナノ加工分野で高
信頼性のプロセスが新たに生まれることを期待する。

2．「なぜだろうか？」と思う現象
この14年間で、ナノインプリント技術を通して、な

ぜだろうと思う現象に三つ遭遇した。第一は、熱可塑
性高分子の薄膜表面近傍だけがバルクのガラス転移点
未満の温度で成形される現象である。第二は、金薄膜
上に成膜したポリスチレン薄膜が水中で容易に剥がれ
ることである。第三は、反応性無機前駆体を作用させ
ると、熱可塑性高分子と光硬化樹脂の薄膜で三つの層
が見られることである。これらのことは、熱可塑性高
分子や光硬化樹脂の薄膜に、空気側と接する表面近傍、
内部、基板界面近傍の三つの異なる状態が層状に存在
することを示唆している。

これまで基板上の高分子薄膜において、ガラス転移
点の温度が上昇するとか、低下するとか議論がある。
九州大の田中らは、ポリスチレン薄膜と直接接するシ
リコン基板の酸化膜の厚さで、薄膜のガラス転移温度
が変わるという報告をしている15）。エリプソメトリー
では薄膜全体を1層や多層のモデルで解析されてきたが、
表面近傍で軟化している層がどのぐらいの厚みをもつ
のか未だほかの方法での証明が難しい。また、原子間
力顕微鏡で薄膜表面の粘弾性解析からガラス転移点の
低下を議論することも検討されているが、同様に表面
近傍の厚さに関する情報を得ることは難しい。

3．熱可塑性高分子の薄膜の 
表面近傍が成形される16）

熱ナノインプリント成形では、基板表面に熱可塑性
高分子の薄膜を成膜した後、ガラス転移点より高い温
度に加熱した状態にし、離型剤で表面処理したモール
ドを押し当てて薄膜を成形し、ガラス転移点より低い
温度に冷却した後に離型する。そのため、通常、成形
対象物のガラス転移点より20℃程度高い温度が望まし
いとされている。より高温での成形は、無機のモール
ド材料より成形対象の有機高分子材料の熱膨張率が大
きいため、成形体の寸法とモールドのパターンの寸法
との差が大きくなるためである。筆者らは、当時、選
択的な無電解めっきによる金属ナノ配線の作製を目指
して、下層のポリ（4-ビニルピリジン）（P4VP）と上層
のポリスチレン（PSt）の2層薄膜や、PSt-block-P4VP
のブロック共重合体薄膜の熱ナノインプリント成形を
研究していた16）,17）。

P4VPとPStは バルク 状 態 で137 ℃ と104 ℃ の ガラ
ス転移点を示すので、上層のPStだけ成形して酸素反

応性イオンエッチングによりPSt残膜を除去できれ
ば、無電解めっきによりP4VP表面から選択的に金属
を成長させることができると考えた。下層が変形する
温度を調べたところ、自然酸化膜付きシリコン基板
上の膜厚60 nmのP4VP薄膜は、バルクのガラス転移
点より十分低い80 ℃で表面近傍20 nmだけ変形した

（図2）16）。PSt薄膜も同様にガラス転移点より低い温度
で、表面近傍のある厚さだけ変形した。当時、原子間
力顕微鏡による粘弾性解析から、高分子薄膜表面のガ
ラス転移点が低下するという報告があった。しかし、
薄膜表面からどのぐらいの厚さまでガラス転移点が低
下している層が薄膜内に存在するのかということに関
しては解析が困難であった。筆者らは、バルクのガラ
ス転移点より低い温度でも、薄膜は塑性変形するのか
と当初考えていたが、なぜ、ある厚さまでしか変形で
きないのかは理解ができなかった。そこで、薄膜の表
面近傍だけ、ガラス転移温度が低下しているある厚み
の層があるようだと考えるようになり、当時の論文16）

に、“It is not known how deep the range of low glass 
transition temperature extends in a polymer thin film. 
To our knowledge, there have been no reports on the 
correlation of polymer glass transition temperature 
with applied pressure. If such a correlation could 
be understood, we would be able to determine film 
thickness from an air-side interface in which a glass 
transition temperature is low.”と記載し、ガラス転移
点が低下した表面近傍層の存在を示唆した。

4．金薄膜上のポリスチレン（PSt）薄膜は、 
水につけると簡単に剥がれる

2007年頃、水溶液を扱う湿式用のレジスト材料には、
オール炭化水素で、非晶質、ガラス転移点が室温より
十分高い、PStが適しているのではないかと着想した。
熱ナノインプリントで成形できれば、ウエットエッチ
ングでのレジスト機能が飛躍的に改善されるはず、と
考えて研究を始めた。シリコン基板に成膜した金薄膜
上に、トルエン溶液を用いたスピン塗布によりPSt薄
膜を成膜して、熱ナノインプリント成形を行うと、金
薄膜からPStの大部分は容易に剥がれる。一方、自然

i
ii

iii

T < Tg T > Tg

図2　	 基板（i）上の熱可塑性高分子の薄膜（ii）をモールド（iii）
でガラス転移点より（左）低温と（右）高温で加熱・
加圧成形・離型した後の薄膜形状の模式図
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酸化膜付きのシリコン基板上ではPStは成形できる。
また、一部成形されたスチレン薄膜をレジストマスク
に用いてウエットエッチングを施すと、容易にアンダー
カットと呼ばれる、レジスト下部へのエッチング液の
染み込みが起こり、設計どおりの金パターンが形成さ
れない。PStと金との界面での相互作用が、自然酸化膜
付シリコン基板に比べて弱いことを示唆している。酸
化膜最表面の弱酸性のシラノール基とスチレンのフェ
ニル基がH+-π相互作用が働いていることに由来するの
であろう。田中らは、和周波発生分光法によりスピン
塗布したスチレンのフェニル基がシリコン基板界面で
配向していることを証明している18）,19）。

金薄膜の最表面とPSt分子との相互作用を化学的に
強固にするための反応性密着分子層を筆者らは考案し
た。分子接着剤として、金表面に吸着するメルカプト基
と、炭化水素から水素を引き抜いて炭素－炭素再結合
をする光反応性のベンゾフェノン構造を有する分子を
設計した20）。紫外線照射により、金／分子接着剤／ PSt 
の間で化学結合を介した相互作用をもたせることがで
きる。この反応性密着分子層の導入により、引き剥が
れ欠陥のない熱ナノインプリント成形やアンダーカッ
トのない金の選択的ウエットエッチングが可能となっ
た20）。さらに、エッチング時間を延長してサイドエッ
チングを行っても、初期線幅500 nmの金パターンをア
ンダーカットによる欠陥の発生なく線幅150 nmまで縮
小できた21）。電解めっきによる選択的金属化にも効果
があった22）。アルゴンイオンミリングへの適応で、負
の屈折率材料として期待される、金の2分割リング共
振器配列体の作製と光学測定に成功した23）。

ここでの疑問は、反応性密着分子層なしの金薄膜表
面に疎水的なPSt薄膜が20 mm角で成膜された状態で、
水に浸漬すると容易に剥がれることである。なぜ、金
とPStの界面に水分子が容易に侵入して剥離するのか？　
一方、自然酸化膜付きシリコン基板では金ほど容易に
剥離しない。この違いは何か？

そこで筆者らは、PSt薄膜のレジスト機能を詳細に
調べた。精密重合で重量平均分子量が揃っている10 k、
100 k、1,000 kのPStの薄膜を清浄な金薄膜に所定の厚
さで成膜して、溶媒除去のための加熱を行った。レジ
スト膜の上に、金のエッチング溶液（KI/I2溶液）の液
滴を所定時間ごとに配置した。液滴配置に時間差を設
けて最後に同時に水洗することで、レジスト膜を貫通
して下地の金の薄膜のエッチングされた浸食面積を光
学顕微鏡観察から計測した。レジスト膜を貫通しにく
い条件は、次の三つであった。（1）溶媒除去のための
スピン塗布後の加熱前処理の温度は190℃で10分間必
要であること（図3（a））、（2）分子量は100 kが最もレ
ジスト機能が高いこと（図3（b））、（3）膜厚100 nm未
満ではレジスト機能が著しく低下する（図3（c））とい
う知見を得た24）。これらから、溶媒が抜けた分子レベ

ルの空隙を埋めるためには、PStのガラス転移点よりか
なり高い温度が必要であること、高分子量の1,000 kの
PStでは溶媒の抜けた分子レベルの空隙を埋めること
が困難なことが推察される。先の実験でPSt薄膜が金
表面から水中で剥離する現象は、溶媒が抜けた分子レ
ベルの空隙を通って基板表面に水分子が到達している
ことを意味している。しかし、シリコン基板との違い
を説明できない。シリコン基板の酸化膜表面近傍のPSt
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図3　	 PSt薄膜をウエットエッチングレジストに用いたとき
の各エッチング時間での下地の金薄膜の浸食面積：（a）
PSt薄膜のスピン塗布後の10分間の加熱処理の温度
（PStの分子量は100	k），（b）レジストに用いたPStの
重量平均分子量，（c）PSt薄膜の厚さ（PStの分子量
は100	k）に対する依存性
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分子は分子間相互作用によりガラス転移点が上昇して
いるのではないか？　一方の金表面近傍のPSt分子は、
金の表面プラズモンの影響を受けて、電子的な反発に
より電子リッチなフェニル基の運動性が向上し、ガラ
ス転移点が低下しているのではないかと想像している。
このように、薄膜内部と違う基板界面近傍にも層があ
るようだ。

5．反応性無機前駆体の浸透で見えてきた 
薄膜の3層構造

光ナノインプリントによる光硬化性液体の成形には、
熱的な寸法安定性、機械強度、紫外線透過性から溶融
シリカ製のモールドが常用される。ナノ構造を表面に
有するシリカモールドは、電子線リソグラフィーによ
り作製する。筆者らは、膜厚40 nmのポジ型電子線レ
ジストを用いて、直径7 nmのホール構造の作製に成功
したが、同一平面にある直径15 nmと20 nmのホール
構造の深さより、直径7 nmのホール構造の深さが著
しく浅くなる課題を見つけた6）。これは、レジスト膜
厚に対してレジストマスクのホール直径が小さくなり、
レジスト層のアスペクト比が大きくなった結果、反応
性イオンエッチングの際の反応活性種が基板表面に到
達することが困難になっていることを意味している。
レジストの膜厚をより薄くすることも一案であるが、
実際にはエッチング時に膜面内に斑が生じて選択的な
エッチングが困難になる。そこで筆者らは、逐次浸透
合成による有機－無機ハイブリッド化でポジ型電子線
レジスト膜のエッチング耐性の向上を検討した25）。

逐次浸透合成（SIS；sequential infiltration synthesis）
とは、有機高分子材料に気化した反応性無機前駆体を
暴露して、前駆体を高分子材料の内部に浸透させて有
機－無機ハイブリッド化する方法である26）。具体的には、
ポジ型電子線レジストであるポリメタクリル酸メチル

（PMMA）の薄膜に、反応性無機前駆体のトリメチルア
ルミニウムAl（CH3）3を暴露して薄膜内に浸透させ、酸
化剤である水の蒸気を暴露するサイクルを繰り返すこ
とで、PMMA薄膜内部にアルミナを形成させる。走査
型透過電子顕微鏡－X線光電子分光分析（STEM-EDS）
により、ハイブリッド化薄膜の断面を観察したときの
Al元素のマッピング像の模式図を図4に示す。シリコ
ン基板上の膜厚40 nmのPMMA薄膜のAl元素の分布
を見ると、気体と接触したPMMA表面からある深さま
でAlが多く検出され、内部でAlの検出は少なく、基板
界面近傍のPMMAではAlが多く検出された。このこ
とは、膜厚40 nmのPMMA膜の中でも三つの状態の異
なる有機－無機ハイブリッド化された状態があること
を意味している。なぜ、表面近傍のPMMAと基板界面
のPMMAで多くのAlが検出されるのか？　まだ、推
定の域を出ないが、表面近傍のPMMAはガラス転移点

が低下しているため、薄膜内部より自由体積が大きく、
より多くのアルミナが固定化されたのではないか？　
また基板界面近傍のPMMA分子は基板との相互作用に
より加熱前処理後の薄膜においても緻密な状態に至ら
ず、薄膜内部に比べて自由体積が大きく、より多くの
アルミナが固定化されたのではないか？　ということ
を想像させる。このようにPMMA膜においても、表面
と基板界面に支配され、三つの状態のPMMAが層状に
存在することが示唆された。レジスト耐性強化の観点
では、薄膜内の自由体積を均一化する成膜条件を見つ
けられれば、均質な有機－無機ハイブリッド化が行え
るであろう。

6．光硬化樹脂の薄膜にも三つの状態が存在
金の線幅約50 nmの2分割リング共振器配列体（double- 

split ring resonator array）が、可視光領域で負の屈折
率を示す光学メタマテリアル材料になる可能性が理論
計算から予測されている27）。筆者らは、理論計算どお
りの形状からなる2分割リング共振器の構造の作製を
ナノインプリント技術により目指して研究を進めてい
る23）,29）,30）。シリカ基板上にクロムを介して製膜した
金薄膜にレジスト膜のパターンを成形し、Arイオンミ
リングにより金薄膜を選択的にエッチングして得る方
法において、エッチング後に金の線幅の減少に対して、
分割リングのギャップ幅が著しく増大する現象が起こ
る28）。これはレジストエッジ部分がエッチング時に加
熱され、有機レジストの分解が速いことに由来するの
ではないかと考えた。そこで、Al（CH3）3の反応性無機
前駆体を用いた有機－無機ハイブリッド化によりエッ
チング時に有機レジストの形状を維持できないかと考
えた。図5に示す、ヒドロキシ基を有するモノマー 1と
ヒドロキシ基をもたないモノマー 2を主剤とした光硬
化薄膜を用いて、原子層堆積法、逐次浸透合成法、飽
和蒸気浸透法によりトリメチルアルミニウムを反応性
無機前駆体に、水を酸化剤に用いて、アルミナが薄膜
内にどのように形成されたかを検討した31）。ここでは
誌面の都合上、飽和蒸気浸透法（SVI；saturated vapor 

自然酸化膜

シリコン基板

SIS処理を施した
PMMA薄膜

観察用に堆積した
カーボン層

(iii) 表面近傍（Al元素の検出量大）

(i) 基板界面近傍（Al元素の検出量大）

(ii) 内部（Al元素の検出量小）

(iii)
(ii)
(i)

図4　	 STEM-EDSで観察されたSIS処理を施したPMMA薄
膜の断面のAl元素のマッピング像の模式図
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infiltration）での結果について説明する。
飽和蒸気浸透法では、反応性無機前駆体の蒸気を間

欠的に暴露して、有機物内に前駆体を浸透させて、最
後に水の蒸気を1回暴露して、アルミナを固定化する
方法である31）。図5（a）にモノマー1の硬化薄膜、図5（b）
にモノマー 2の硬化薄膜でSTEM-EDSで検出された
Al元素のマッピング像の模式図を示す。ルイス酸であ
るAl（CH3）3と容易に化学反応を起こすヒドロキシ基を
有するモノマー 1の薄膜では、内部に比べて、表面近
傍と基板界面近傍でより多くのAl元素が検出されてい
る。一方、ヒドロキシ基のないモノマー 2では正反対
となり、薄膜内部に比べて表面近傍と基板界面近傍で
Al元素の検出が少ない。この違いは何に由来している
のであろうか？　筆者らは薄膜内での自由体積の違い
に由来しているのではないかと考えている。薄膜内部
に比べて、表面近傍と基板界面近傍の高分子の自由体
積が大きいと考えれば説明できるかもしれない。化学
反応性の高いヒドロキシ基を有するモノマー 1の薄膜
では、Al（CH3）3が化学反応により固定化される。その
結果、より自由体積の大きい薄膜表面近傍と基板界面
近傍でより多くのAl元素が検出される。一方、カルボ
ニルオキシ基が物理吸着サイトとして働くモノマー 2
では、より自由体積が大きな表面近傍と基板界面近傍
に多くの反応性無機前駆体が浸透するが、脱着も早く、
表面近傍と基板界面近傍のAl元素の検出量が少なくな

る。このように、基板上の光硬化樹脂の薄膜において
も状態の異なる三つの高分子層が存在することが示唆
された。このことはSVI法による有機－無機ハイブリッ
ド化を通して、薄膜内部での自由体積の分布を可視化
できる可能性をも示唆している。
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「高分子論文集」休刊のご案内
高分子学会の学術論文和文誌「高分子論文集」をいつもご愛読いただき、誠にありがとうございます。

「高分子論文集」のあり方につきましての検討・議論を行ってまいりましたが、本年開催されました第 221 回理事会で
の方針審議、第 222 回理事会での議決をもちまして、休刊させていただくことになりました。
「高分子論文集」は、世界で最初に発行された高分子関連の原著論文誌であり、高分子科学の発展に大きく寄与して参

りました。しかしながら、昨今、投稿数が著しく減少していること、出版を維持するために大幅な赤字が累積すること
などが主な理由となり、上記の決定となりました。
「高分子論文集」の読者、投稿者、査読者の皆様、また、関係者の皆様には、これまで数々のご支援・ご鞭撻を賜りま

したことを深くお礼申し上げます。
「高分子論文集」は Vol.76、No.4（2019 年 7 月）まで発刊を予定しておりますので、2019 年 1 月末まで投稿をお受け

する予定です。総説は会誌「高分子」で、若手奨励のための企画は学会欧文誌「Polymer Journal」で継承・発展させて
参ります。大変恐縮ではございますが、ご理解賜りますよう、何卒、宜しくお願い申し上げます。

なお、現在「高分子論文集」をご購読いただいている会員の皆様には、2019 年度発刊予定の Vol.76、No.3（2019 年 5
月 25 日発刊）、Vol.76、No.4（2019 年 7 月 25 日発刊）については、無償でお送りさせていただきます。

公益社団法人高分子学会
第 34 期
会長　加藤 隆史
高分子論文集編集委員長　田中 敬二
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平成 30 年度文化功労者のお知らせ
本会会員の新海征治九州大学名誉教授が、11 月 3 日に文化功労者に選ばれました。

平成 30 年秋の叙勲のお知らせ
本会会員の平山忠一熊本大学名誉教授が、11 月 3 日に瑞宝中綬章を受章されました。

平成 30 年秋の褒章のお知らせ
本会会員の中條善樹京都大学名誉教授が、11 月 3 日に紫綬褒章を受章されました。
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高分子学会日立化成賞受賞候補者募集のお知らせ
SPSJ Hitachi Chemical Award

［対　象］
申請時45歳以下の本会会員で、機能性高分子、とくに電子・

情報材料に関する独創的かつ優れた研究業績をあげた研究者個
人に授与します。

［賞と表彰］
授賞件数は毎年原則2件以内で、高分子討論会開催時に表彰

式を行います。受賞者には賞状および副賞1件50万円を贈呈し
ます。

［応募方法］
応募は本会会員の推薦により受け付けます。自薦、他薦は問

いません。
応募に必要な書類は下記の1）～5）で、各正1部、コピー 5部

を高分子学会日立化成賞選考委員会へ提出してください。規程、
内規、ならびに推薦書は下記選考委員会に請求してください

（HPからも規程、内規、申請書をダウンロードすることができ
ます）。

1）	 推薦書（本会書式による申請書）
2）	 推薦承諾書（企業における研究業績を含む場合）
3）	 業績内容説明書（2,500字程度、A4判5頁以内）

i）研究の内容と成果、ii）学問的位置づけ、iii）独創的
と思われる点、iv）高分子科学・技術・産業への波及効果、
などを項目別に明確に記述する。

4）	 申請する研究業績にかかわる報文・特許リスト
5）	 代表的論文別刷、特許コピーおよびこれに準ずる技術資

料、など各5編以内
［提出期限］　2019年5月末日
［選考委員会］

委員長1名を含め5名で構成します。選考委員名は選考委員
会終了後、本会ホームページで公表します。

［選考方法］
書類選考による第1次選考と、受賞候補者による業績説明の

聴取による第2次選考を行った後、選考委員会で最終選考を行
い、理事会の議決を経て正式決定いたします。

提出先　［104-0042］東京都中央区入船3-10-9　新富町ビル　6階
高分子学会　日立化成賞選考委員会
☎03-5540-3775　FAX	03-5540-3737
URL:	http://www.spsj.or.jp

高分子学会三菱ケミカル賞受賞候補者募集のお知らせ
SPSJ Mitsubishi Chemical Award

［対　象］
本会会員で、高分子科学に基礎をおき、技術、産業に寄与す

る独創的かつ優れた研究業績をあげた研究者に授与します。
［賞と表彰］

授賞件数は毎年原則2件以内で、高分子討論会開催時に表彰
式を行います。受賞者には賞状および副賞（50万円/件）を贈呈
します。

［応募方法］
応募は本会会員の推薦により受け付けます。自薦、他薦は問

いません。
応募に必要な書類は下記の1）～ 5）で、各正1部、コピー 7部

を高分子学会三菱ケミカル賞選考委員会へ提出してください。
規程、内規、ならびに推薦書は下記選考委員会に請求してくだ
さい（HPからも規程、内規、申請書をダウンロードすること
ができます）。

1）	 推薦書（本会書式による）
2）	 経歴書（書式は自由）
3）	 推薦理由書
4）	 推薦承認書（企業における研究業績を含む場合）
5）	 業績内容説明書（5,000字程度、A4判10頁以内）

①研究の内容と成果　②学問的位置づけ　③独創的と思
われる点　④高分子科学・技術・産業への波及効果、な
どを項目別に明確に記述する。

6）	 申請する研究業績にかかわる報文・特許リスト
7）	 代表的論文別刷、特許コピーおよびこれに準ずる技術資

料、など各5編以内
［提出期限］

2019年5月末日
［選考委員会］

委員長1名を含め7名で構成します。選考委員名は選考委員
会終了後、本会ホームページで公表します。

［選考方法］
書類選考による第1次選考と、受賞候補者による業績説明の

聴取による第2次選考を行った後、選考委員会で最終選考を行
い、理事会の議決を経て正式決定いたします。

提出先　［104-0042］東京都中央区入船3-10-9　新富町ビル　6階
高分子学会　三菱ケミカル賞選考委員会
☎03-5540-3775　FAX	03-5540-3737
URL:	http://www.spsj.or.jp
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高分子学会旭化成賞受賞候補者募集のお知らせ
SPSJ Asahi Kasei Award

［対　象］
申請時45歳以下の本会会員で、環境、エネルギー、バイオ、

ライフサイエンス分野において高分子科学に基礎をおき、独創
的かつ優れた研究業績をあげた研究者に授与します。

分野は
奇数年（西暦）を「環境、エネルギー」とし
偶数年（西暦）を「バイオ、ライフサイエンス」とします。

［賞と表彰］
授賞件数は、毎年原則1件以内（受賞者は1件につき複数名

も可としますが、最大3名以内とします。）で、高分子討論会
開催時に表彰式を行います。受賞者には賞状および副賞100万
円を贈呈します。

［応募方法］
応募は本会会員の推薦により受け付けます。自薦、他薦は問

いません。
応募に必要な書類は下記の1）～ 5）で、各正1部、コピー 5

部を高分子学会旭化成賞選考委員会へ提出してください。規程、
内規、ならびに推薦書は下記選考委員会に請求してください

（HPからも規程、内規、申請書をダウンロードすることができ
ます）。

1）	 推薦書（本会書式による）

2）	 推薦承認書（企業における研究業績を含む場合）
3）	 業績内容説明書（2,500字程度、A4判5頁以内）

i）研究の内容と成果　ii）学問的位置付け　iii）独創的と
思われる点　iv）高分子科学・技術・産業への波及効果、
などを項目別に明確に記述する。

4）	 申請する研究業績にかかわる報文・特許リスト
5）	 代表的論文別刷、特許コピーおよびこれに準ずる技術資

料、など各5編以内
［提出期限］2019年5月末日
［選考委員会］

委員長1名を含め5名で構成します。選考委員名は選考委員
会終了後、本会ホームページで公表します。

［選考方法］
書類選考による第1次選考と、受賞候補者による業績説明の

聴取により第2次選考を行った後、選考委員会で最終選考を行
い、理事会の議決を経て正式決定いたします。

提出先　［104-0042］東京都中央区入船3-10-9　新富町ビル　6階
高分子学会　旭化成賞選考委員会
☎03-5540-3775　FAX	03-5540-3737
URL:	http://www.spsj.or.jp
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暑さを感じて自ら光を遮る電気不要の調光材料
木下　基、山本　悟、大野秀和、杉山茉奈、河辺友貴、細沼大樹
埼玉工業大学工学部生命環境化学科

1PB13	 リエントラント液晶を用いた感温型調光素子の開発

・温度が上昇すると自ら光を遮る電気の要らない調光素子の作製に成功

・日差しが強くなればなるほど光を通さなくなる調光素子を開発

広報委員会プレスリリース用選定　パブリシティ賞発表！

高分子学会では、年次大会、高分子討論会、ポリマー材料フォーラムで、高分子科学技術の普及のために研究発表の
いくつかを広く公表し、斯界の発展に寄与するため広報活動をしております。

広報委員会がプレスリリースのために選定したものをパブリシティ賞とし、表彰いたします。
この高分子学会広報委員会パブリシティ賞はその発表内容が学術、技術、または産業の発展に寄与するものであり対

外的に発表するにふさわしいと認められたものです。
第27回ポリマー材料フォーラムでの受賞を以下に発表します。

高分子学会広報委員会 委員長　長谷川靖哉

界面活性剤の集合形態が湿度によって無機物質中で変化	
～無機ナノ材料の新しい調製法～
原　光生1、折戸大輝1、脇谷尚幸1、永野修作2、関　隆広1

1名古屋大学大学院工学研究科、2名古屋大学ベンチャービジネスラボラトリー

1PC15	 吸湿現象を利用したリオトロピック液晶の新展開
・湿度応答性の無機物質を用いることで、無機物質中での界面活性剤の

集合形態制御に成功しました。
・集合形態の配列制御や光固定も可能であり、有機無機ナノ材料中の異

種構造の作り分け（パターニング）が簡便になりました。

植物から、カメレオンのように変色する新しい液晶ゴムを合成！　	
～わずかな力、凹凸を可視化～
府川将司1、青木瑠璃2、早田健一郎2、川口　茜2、障子雄介1、鈴木達也1、
古海誓一1,2

1東京理科大学大学院理学研究科、2東京理科大学理学部第一部応用化学科

1PC03	 セルロースを用いたコレステリック液晶エラストマー膜の創製
と圧力・凹凸センサーへの応用

・植物の主成分を原料にして、「カメレオン」の体色変化のように、微小な力で
色が可逆的に変わる新しい液晶ゴムを作り出すことに成功しました。

・この液晶ゴムを物体に押し付けると、その物体表面にある微細な凹凸を液晶
ゴムの変色によって可視化することができました。

環境に
応答

固定

2θy (Cu Kα) / degree
0 5-5

2θy (Cu Kα) / degree
0 5-5

加湿

除湿

ラメラ構造 ヘキサゴナル構造

2θy (Cu Kα) / degree
0 5-5

光照射

2θy (Cu Kα) / degree
0 5-5

加湿

除湿
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低VOC、LED光源対応で環境負荷を低減した水溶性のUV硬
化材料を開発
原　憲司、長坂一輝、小田祐史、宮田　渉、岡田光裕

（株）ADEKA

1PC33	 LED光源対応－水溶性UV硬化材料の開発
環境や人体に優しい低VOC型のUV硬化材料を目指し、水溶性材料へ光硬化

性を付与、架橋密度を最適化することで、硬化膜の耐水性を向上させた。
UV-LED光源に適した水溶性光ラジカル開始剤を開発し、UV硬化樹脂の硬

化性を向上させた。

新素材!!『紙』と蛍光タンパク質の融合に成功！
星野英人1、上垣浩一2

1（国研）産業技術総合研究所・バイオメディカル研究部門、 
2近畿大学・農学部・応用生命科学科

2PA06	 ハイブリッド材料によるクラゲGFPの発光機構を自在に利用
する技術

・紙と蛍光タンパク質の複合化に成功し、セルロース薄膜を展開すればプラス
チック表面にも適用可能。

・あの2008年ノーベル化学賞の天然発光クラゲの緑色発光機構をそのまま発光
素材として、検査試薬や特殊印刷に応用可能に。

ウイルスを素材とする新しい熱伝導性材料
澤田敏樹1,2、上田直輝1、村田裕太1、丸林弘典1、野島修一1、森川淳子1、
芹澤　武1

1東京工業大学物質理工学院、2科学技術振興機構さきがけ

1PC57	 ウイルスの階層的な集合化を利用した新しい熱伝導性材料の創製

・生体中の階層的を手本とし、ウイルスが規則的に集合化したフィルムを調製

・ウイルスを素材としたフィルムの熱拡散率が無機材料であるガラスに匹敵

エンプラの耐熱性を向上!!「ナノダイヤモンド」	
～自動車から宇宙まで適応範囲は無限～
久米篤史、梅本浩一、伊藤久義

（株）ダイセル

1PC19	 樹脂に対するナノダイヤモンドの熱安定化効果
・1/100万mmのダイヤモンドを混ぜるだけで超高耐熱性ポリマーを形成
・樹脂の利用範囲の拡大に貢献

爆ごう法によって得られる1/100万mmのダイヤモンドはダイヤモンドの高
い熱安定性を有するだけではなく、その表面に高密度の酸素官能基をもつ。

350℃以上の温度域において、少量のナノダイヤモンドを混ぜるだけで、樹
脂の熱安定性向上に成功した。

460℃1時間加熱前後の外観写真(空気中)。
ポリイミド(左)、ポリイミド+ナノダイヤモンド
5wt%(右) 
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抗炎症作用を有するスプレー型癒着防止剤、術後癒着に苦しむ
患者のQOL向上に貢献
長崎幸夫1、中川寛之1、三輪佳宏2、松本陽子3、松本　有3
1筑波大学大学院数理物質科学研究所、2筑波大学大学院フロンティア医科学専攻、 
3東京大学医学部
2PA12	 抗酸化能を有するスプレー型インジェクタブルゲルの作製と癒

着防止剤としての開発
・	術後癒着は、外科手術などで生じる酸化ストレスによる炎症が原因となり、本来は離

れていた組織同士が接着することで生じる疾患である。本研究では、抗酸化ストレス
能を搭載した、生体環境に応答しゲル化するインジェクタブルゲル（RIG）を開発した。

・	RIGは高い物理的バリアー性と持続的な抗炎症作用により、スプレー型癒着防止剤と
して優れた効果を発揮した。液体のまま注入可能なRIGは内視鏡やロボット手術のよ
うなケースにも応用可能な新規医療材料として期待できる。

プラスチックと金属をくっつける！接着剤いらずの新手法
淺原時泰、賈　燕坤、麻生隆彬、宇山　浩
大阪大学大学院工学研究科応用化学専攻

2PD34	 汎用プラスチックシート表面の革新的酸化法による金属
との異種材料接着

・革新的光酸化法によってポリプロピレンのような汎用プラスチック樹
脂表面への酸素官能基導入が可能に。

・導入官能基を活用して、プラスチックと金属との接着を接着剤やプラ
イマーフリーで達成できる。 図 酸化ポリプロピレンと金属(アルミ)の接着

混ぜるだけで測れる！細胞内に入り込む毒性の無い極小ポ
リマー粒子温度計
辻　俊一1,2、内山聖一2、小泉英樹1、井門久美子1、山田小百合1、
稲田のりこ3、徳山英利4

1キリン（株）、2東京大学大学院薬学系研究科、3奈良先端科学技術大学院大学、 
4東北大学大学院薬学系研究科
2PA10	 新規イミダゾリウム系カチオン性ラジカル重合開始剤によ

る細胞内移行性のある無毒性蛍光ナノゲル温度計の開発
・独自のカチオン性ラジカル重合開始剤（ADIP）の合成により、正に帯電

したナノポリマー粒子の簡易合成法を開発。
・この方法で合成したカチオン性ナノゲル温度計は、混ぜるだけで細胞に

入るうえ、細胞分裂などを阻害しない特徴があった。

広報委員会
委員長　長谷川靖哉（北海道大学大学院）
委　員　内藤　昌信（物質・材料研究機構）

藤井　秀司（大阪工業大学）
舟橋　正浩（香川大学）
松井　　淳（山形大学）
南方　　尚（旭化成（株））
森崎　泰弘（関西学院大学）
渡瀬　星児（大阪産業技術研究所）
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高分子学会講演会

高分子開発における
・ ・計算科学からのアプローチ

主催：高分子学会 行事委員会
日時： 年 月 日（金） ： 〜 ：
場所：東工大蔵前会館 ロイアルブルーホール

１．OCTAを基盤とする粗視化シミュレーションの産業利用 
（産業技術総合研究所） 青柳 岳司 

 
２．材料シミュレーションを活用したタイヤ用ゴム材料の開発 

（住友ゴム工業） 内藤 正登 
 
３．高分子データベースPoLyInfoのデータ収集と機能 

（物質・材料研究機構） 桑島 功 
 
４．高分子データベース・機械学習を活用した高機能高分子材料の設計および合成 

（統計数理研究所） 吉田 亮 
 
５．環状高分子鎖濃厚系におけるトポロジーの効果 

（青山学院大学） 坂上 貴洋 
 

６．反応経路自動探索法の開発と応用：人工力誘起反応法の新展開 
（北海道大学） 前田 理 

定員 100名 
参加費 ①企業10,800円 ②大学・官公庁5,400円 ③学生1,080円  
 ④名誉・終身・フェロー・ゴールド会員・シニア会員2,160円  
※当日会場でのご参加も可（ただし定員になり次第締め切らせていただきます） 
詳細・お申込み：https://member.spsj.or.jp/event/index.php?id=41 

昨今、注目度が極めて高い「MI・AI・計算科学技術」を駆使した高分子材料
開発の現状・課題・将来展望を紹介いただきます。奮ってご参加下さい。 
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月日 行事名 会場 詳細掲載
月号，頁

1/ 11 ●第2回NEXT高分子（関西）交流会 大阪府立大学I-siteなんば（大阪・大阪市） 11, 661
16,17 ●第30回高分子ゲル研究討論会 東京工業大学ディジタル多目的ホール（東京・目黒区） 12, 708

21 ●18-5ポリマーフロンティア21 積水化学工業（株）京都研究所（京都・京都市） 12, 706
24 ●第53回高分子学会北海道支部研究発表会 千歳科学技術大学本部棟（北海道・千歳市） 12, 710
25 ●18-1高分子表面研究会 東京理科大学森戸記念館第1フォーラム（東京・新宿区） 12, 711
25 ●18-2超分子研究会 中央大学 後楽園キャンパス（東京・文京区） 12, 711
25 ●第6回産学イブニングセミナー　プレミアム・イ

ブニング
高分子学会事務局会議室（東京・中央区） 12, 712

26 ●第10回高分子アドバンスト講座 東京工業大学大岡山キャンパス（東京・目黒区） 11, 662
31 ●第17回高分子ナノテクノロジー研究会講座 産業技術総合研究所臨海副都心センター（東京・江東区） 12, 712

2/ 1 ●18-2水素・燃料電池材料研究会 首都大学東京秋葉原サテライトキャンパス
（東京・千代田区）

12, 712

8 ○第22回岩国・大竹地区高分子若手フォーラム
＜高分子懇話会（岩国・大竹地区）＞

三菱ケミカル大竹事業所（広島・大竹市） 1, 38

15 ○18-2高分子学会講演会 東工大蔵前会館ロイアルブルーホール（東京・目黒区） 1, 36

3/ 1 ○18-3エコマテリアル研究会 東京大学農学部弥生講堂一条ホール（東京・文京区） 1, 38
1 ●第69回医用高分子研究会 東京理科大学葛飾キャンパス（東京・葛飾区） 12, 713
1 ●有機エレクトロニクス研究会 第8回異業種交流会 伝国の杜上杉城史苑（山形・米沢市） 12, 714

4,5 ○平成30年度東北地区先端高分子セミナー 仙台秋保温泉岩沼屋（宮城・仙台市） 1, 38
11 ○18-6ポリマーフロンティア21 東工大ディジタル多目的ホール（東京・目黒区） 1, 39
11 ●18-1高分子と水･分離に関する研究会および2018

年度界面動電現象研究会
東京大学弥生キャンパス（東京・文京区） 12, 714

11 ●精密ネットワークポリマー研究会 第12回若手シ
ンポジウム（研究発表募集）

東京理科大学森戸記念館第1会議室（東京・新宿区） 10, 614

12 ●第64回プラスチックフィルム研究会講座 東京工業大学大岡山キャンパス（東京・目黒区） 12, 715
14 ○第13回フォトニクスポリマー研究会講座 慶應義塾大学日吉キャンパス来往舎シンポジウムスペース

（神奈川・横浜市）
1, 40

5/ 29～31 ●第68回高分子学会年次大会 大阪府立国際会議場（大阪・大阪市） 11, 655

7/ 1,2 ○第48回医用高分子シンポジウム（研究発表募集） 産業技術総合研究所臨海副都心センター（東京・江東区） 1, 40

木 日 月 火火 水 金 土 日 月 火 水 木 金 土

日 月 火 水 木 金 土 日 月木 金 土 火 水 木水

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1110 12 13 14 15

16 17 18 19 2120 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1
2019
January
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February
第22回岩国・大竹地区高分子 
若手フォーラム＜高分子懇話会

（岩国・大竹地区）＞
主　催　高分子学会中国四国支部
会　期　2月8日（金）
会　場　三菱ケミカル　大竹事業所
プログラム
1.	「木材由来コンクリート混和剤の開発」

（日本製紙　研究開発本部　	
化成品研究所）　中村拓馬

2.	「ZACA反応を活用した新規キラル
化合物群の触媒的不斉合成とその
展開」

（帝人　マテリアル技術本部　	
ソリューション開発センター）　	

小田顕通
3.	「ポリウレタンの高機能化に向けた

ポリカプロラクトン製品の開発」
（ダイセル　有機合成カンパニー　	

研究開発センター）　	
紺野貴史

4.	「ポリスチレン添加によるポリカー
ボネートの流動性向上」

（三菱ケミカル　	
アクリル樹脂研究室　	

メタブレングループ）　	
萩実沙紀

5.	「エチレン－環状オレフィン共重合
体の高屈折率化」

（三井化学　研究開発本部　	
生産技術研究所　重合触媒グループ）　	

寺尾浩志
参加要領　1）定員	60名　2）参加費	無
料（懇親会費は別途）　3）申込方法　件
名に「第22回岩国・大竹地区高分子若
手フォーラム　申込」と記載のうえ、氏
名・所属・連絡先を明記し、2月1日ま
でにE-mailでお申し込みください。
申込・連絡先　三菱ケミカル　大竹研
究所　機能材料グループ　大谷　剛
☎0827-53-8507
E-mail:	otani.go.ma@m-chemical.co.jp

March
18-3エコマテリアル研究会
主題＝プラスチックの取り巻く環境を
俯瞰する

＜趣旨＞昨今、マイクロプラスチック
に代表される難分解性プラスチックに
より生じる地球環境問題がとくにクロー
ズアップされ、多くの議論や取り組み

が行われています。「生分解性プラスチッ
ク」は解決策の一つと考えられている一
方、全く解決策にはならないという意見
もあります。対して、植物バイオマスを
出発原料として生産される「バイオマ
スプラスチック」は、本当に実用化され、
持続可能な物質社会の構築に貢献する
のか、さまざまな議論もなされています。
今回は、プラスチックの取り巻く環境を
さまざまな観点から俯瞰し、事実関係
を整理し、本質的な問題が何であるか
をしっかり見極めるための議論の場を
提供します。さらに、学生および若手
研究者によるポスター発表も行い、優
秀な発表にはポスター賞を授与します。
環境にやさしいプラスチックの研究開発
に直接携わっておられる方はもとより、
この分野にご関心をおもちの方々の交流
の場として活用いただけますよう、多く
の方々のご参加をお待ちしております。
主　催　高分子学会　エコマテリアル
研究会
協　賛　	日本化学会　セルロース学会　
日本生物工学会　繊維学会　日本木材
学会（予定）
日　時　	 3月1日（金）12：55 ～ 17：30
会　場　	東京大学農学部弥生講堂一条
ホール（東京都文京区弥生1-1-1	東京大
学農学部内）
交　通　	東京メトロ南北線東大前駅（南
北線）徒歩1分　東京メトロ千代田線根
津駅（千代田線）徒歩8分
プログラム
＜12：55 ～ 13：00＞
はじめに（運営委員長挨拶）

（群馬大学）粕谷健一
＜13：00 ～ 13：40＞
1.	 バイオマスプラスチックに関する

環境省の施策動向
（環境省　環境再生・資源循環局）	

佐川龍郎
＜13：40 ～ 14：20＞
2.	 バイオエコノミーというトレンド、

エコマテリアルとの重なり
（NEDO・技術戦略研究センター）	

藤島義之
＜14：20 ～ 15：00＞
3.	 海洋プラスチック問題～各国の法的

枠組み・循環型経済の最新状況～
（JAMSTEC）島村道代

＜15：00 ～ 16：15＞ポスターセッション
＜16：15 ～ 16：45＞
4.	 バイオマスインキへの取り組みの

ご紹介～パッケージングの未来に
向けた環境調和～

（東洋インキ）丹羽紀人
＜16：45 ～ 17：15＞
5.	 バイオ由来化合物“β-ファルネセン”	

を活用した新規ポリマーの開発と

商業化
（クラレ）平田　恵

＜17：15 ～ 17：30＞表彰・閉会の挨拶
ポスター発表要領　今回はポスター発表

（一般枠・若手枠、各20件程度）を設け
ます。奮ってご参加ください。

【若手枠】35歳以下の研究者による研究
発表を募集します。基礎科学研究から応
用技術まで、幅広くエコマテリアル関
連の研究を対象に審査を行い、優秀発
表者にはポスター賞を授与します。完
成された内容だけでなく、研究途中の
成果であっても活発な議論が湧き起こ
る内容の発表を歓迎します。

【一般枠】若手枠欄に記載のエコマテリ
アル関連研究の成果発表に加えて、製
品紹介（ただし技術的な内容を含むこと）
も対象とします。ご希望があれば製品紹
介のためのテーブルも用意いたします。

【副賞】ポスター賞を受賞された方が、	
2020年9月6日～10日にドイツのベルリン
で開催されるMoDeSt2020（International		
Conference	of	Modification,	Degradation	
and	Stabilization	of	Polymers	2020）へ
参加される場合、参加登録費および旅
費の補助として、MoDeSt	Tokyo	Grant
より副賞を贈呈いたします。2019年秋
ごろにアナウンスされるMoDeSt2020に
参加登録および発表申込をされたのち、
忘れずにご連絡ください。当日は12：55
までにポスターを展示してください。

【参加費用】①企業	3,240円　②大学・
官公庁	2,160円　③学生	1,080円　④名
誉・終身・フェロー・ゴールド・シニ
ア会員	1,080円　⑤エコマテリアル研究
会メンバー	無料
研究発表申込締切　1月25日（金）
申込方法　会員MyPageの行事一覧もし
くは高分子学会ホームページの行事参加
申込画面からお申し込みください。以下
の情報が必要です。（1）研究発表題目　	

（2）所属・研究者名（発表者に○印）　
（3）勤務先（大学の場合は研究室名まで）　	
（4）連絡先（住所・電話・E-mail）　（5）希	
望する発表枠（一般、または若手）　（6）	
要旨原稿（A4判1枚、モノクロ、形式：
高分子学会年次大会の要旨に準じる）
※申込完了時に受理通知が届きます。
届かない場合は下記連絡先まで電話に
てお問い合わせください。
連絡先　	高分子学会　18-3エコマテリア
ル研究会係
☎03-5540-3770

平成30年度東北地区先端高分子
セミナー
＜趣旨＞東北地区でご活躍されている研
究者に加え、東北地区以外からの講師も
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お招きして一泊二日のセミナーを開催い
たします。大学・研究機関・企業などの
研究者同士の親睦・交流を深めること
で、本セミナーが新たなヒントの獲得や
連携研究活動の契機になれば幸いです。
高分子学会非会員でも参加できますの
で、高分子に興味ある方のご参加をお
待ちしております。
主　催　高分子学会東北支部
共　催　	人・環境と物質をつなぐイノ
ベーション創出ダイナミック・アライ
アンス　物質・デバイス領域共同研究
拠点
会　期　3月4日（月），5日（火）
会　場　仙台秋保温泉岩沼屋
交　通　	仙台駅より車で25分（仙台駅
から車で送迎あり）。敷地内無料駐車場
完備。
プログラム
第1日目（3月4日）
＜13：00 ～ 13：55＞受付
＜13：55 ～ 14：00＞開会の挨拶
＜14：00 ～ 14：50＞
「射出成形可能なセルロース誘導体の
開発とそれらの材料特性」

（富士フイルム）澤井大輔
＜14：50 ～ 15：40＞
「フレキシブルな高分子フィルムの力
学挙動解析」

（東工大）赤松範久
＜16：00 ～ 16：50＞
「表面修飾による薬剤ナノ粒子の高機
能化」

（東北大）小関良卓
＜16：50 ～ 17：40＞
「新たな経皮インターフェイスのため
の高分子材料・デバイス」

（東北大）甲斐洋行
第2日目（3月5日）
＜9：10 ～ 10：00＞
「ゾル－ゲル法による有機－無機ハイ
ブリッド組成モノリス型多孔体の作製
と複合化」

（東北大）早瀬　元
＜10：00 ～ 10：50＞
「相分離型イオン液体およびイオン液
体由来高分子電解質の開発と応用」

（産総研）河野雄樹
＜10：50 ～ 11：40＞
「集合体の自在配列を目指した新規π電
子系ポリマーの合成」

（山形大）山門陵平
参加要領　	 1）定員	40名　2）参加登録費	

（懇親会費を含む）　11,000円（当日徴収）　
3）申込方法　氏名・勤務先・連絡先

（住所、電話番号、E-mail）・性別・仙台
駅からの送迎希望の有無を明記のうえ、
E-mailにてお申し込みください。　4）申
込締切　2月8日（金）
申込・連絡先　東北大学　多元物質科学	
研究所　小野寺恒信

☎022-217-5645
E-mail:	 tsunenobu.onodera.a4@tohoku.
ac.jp
URL：http://res.tagen.tohoku.ac.jp/	
~polymer/event/19ev01.html

18-6ポリマーフロンティア21
主題＝メタマテリアル最前線－ここま
で来た！メタマテリアルが創る世界－

＜趣旨＞負の屈折率など、光を含む電
磁波に対して自然界の物質にはない特
性をもつ人工的に生み出された物質“メ
タマテリアル”。21世紀に入り世界中で
注目されるようになり、これまで夢のよ
うな話であった現象が今や現実のものと
なりつつあります。本企画では、メタ
マテリアルの基礎からさまざまな応用、
さらに最先端の研究や今後の展望につ
いて紹介していただきます。皆様と一
緒にメタマテリアルを学び、夢を語り
合いたいと思います。
主　催　高分子学会　行事委員会
会　期　3月11日（月）
会　場　	東工大ディジタル　多目的ホー
ル（東京都目黒区大岡山2-12-1）
交　通　	東急目黒線・東急大井町線　大
岡山駅下車徒歩約3分
プログラム
＜10：10 ～ 11：10＞
1.	 メタマテリアルの概要と最新研究

動向
（東北大）石原照也

前世紀末に生まれたメタマテリアルは
注目する波動の波長よりも十分に小さ
な人工構造をうまくデザインすること
によって、通常には生じえない応答を
生み出すような機能性材料である。本
講演では基礎的な概念と最新の研究動
向を紹介する。　

＜11：10 ～ 12：00＞
2.	 光学メタマテリアルの量産複製を

目指したナノインプリント技術
（東北大）中川　勝

ナノ構造からなる光学メタマテリアル
が発現する光学機能の原理確認にこれ
まで電子線リソグラフィが主として用
いられてきた。本稿では、実用化を意
識したナノインプリント技術による光
学メタマテリアルの量産複製への挑戦
を紹介する。

＜12：00 ～ 12：20＞－名刺交換会、参加
者・講師のふれあいの場－
＜13：20 ～ 14：10＞
3.	 ポリマー材料を基板にした屈折率

10を超える極限屈折率材料
（東京農工大）鈴木健仁

極限屈折率材料の探索の現状と課題を
解説します。10を超える超高屈折率か
つ無反射透明な材料を実現し、テラヘ
ルツ波アンテナに応用しています。メ

タマテリアルのアイデアが製品化に結
びついた超高感度偏光子の例も解説し
ます。

＜14：10 ～ 15：00＞
4.	 プラズモニック構造の大量生産に

向けて
（東工大）松下祥子

メタマテリアル、極限屈折率材料など
の興味深い材料は、金属と誘電体の組
み合わせでできることが多い。発表で
は、近年我々が取り組んでいる「金属
と誘電体の界面制御によるナノ構造作
製」について材料学的見地から紹介
する。

＜15：00 ～ 15：20＞－名刺交換会、参加
者・講師のふれあいの場－
＜15：20 ～ 16：10＞
5.	 メタマテリアルの自動車への応用

（豊田中央研究所）佐藤和夫
自動運転システムに利用される最新の
車載センサーなどの車載電子機器を紹
介し、システムの視点から必要とされ
る材料・デバイスについて述べる。さ
らに、メタマテリアルを応用したミリ
波アンテナや光デバイスなどの試作装
置について紹介する。

＜16：10 ～ 17：00＞
6.	 銀ナノディスクランダム分散構造

による光制御
（富士フイルム）谷　武晴

銀ナノディスクを平面上に高密度で分
散させた構造は、局在プラズモン共鳴
により特異な光学特性を持つメタサー
フェスとなる。本構造の光学特性を解
説するとともに、赤外線反射フィルム、
反射防止フィルムなどの応用例を紹介
する。

＜17：00 ～ 17：20＞－名刺交換会、参加
者・講師のふれあいの場－
参加要領　1）定員	100名　2）参加費　①	
企業	21,600円　②大学・官公庁	10,800円　	
③学生	1,080円　④名誉・終身・フェ
ロー・ゴールド会員・シニア会員	3,240円　	
年会費制会員※の団体からのご参加は、
何名様でも割引料金となります。　a）会
社　17,280円　b）大学・官公庁	8,640円　	
※詳細はhttp://main.spsj.or.jp/c18/
nenkaihisei.htmlをご覧ください。　3）
申込方法　会員MyPageの行事一覧もし
くは高分子学会ホームページの行事参加
申込画面からお申し込みください。参
加費用を3月末日までにご送金ください。
参加証と請求書（希望者のみ）は順次
ご送付いたします。
連絡先　	高分子学会　18-6ポリマーフロ
ンティア21係
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第13回フォトニクスポリマー
研究会講座
主題＝透明材料の高機能化最前線
＜趣旨＞当研究会では、幅広い分野の
先生方から最先端の材料や技術をご紹
介いただき、フォトニクスポリマーの
さらなる可能性のために、皆様にお役
立ていただけたらと考えています。
今回は、透明材料の高機能化最前線とし
て、自動車用途向けに応用可能な新素材
のご紹介に始まり、ポリマーの超高屈折
率化技術や異素材の融合、さらにはナ
ノ構造体を制御することによる新たな
光学材料の開発といった最近注目のテー
マの中から、最前線の研究を進めてお
られる先生方をお招きしてご講演をし
ていただきます。皆様のご参加をお待
ちしております。
主　催　	高分子学会　フォトニクスポ
リマー研究会
協　賛　	プラスチック成形加工学会　
応用物理学会　日本化学会
会　期　3月14日（木）
会　場　	慶應義塾大学日吉キャンパス
来往舎シンポジウムスペース（神奈川
県横浜市港北区日吉4-1-1）http://www.
keio.ac.jp/access/ac_hiyoshi.html
交　通　	東急東横線	日吉駅下車（徒歩1分）
※日吉駅に特急は停まりません。
プログラム
＜10：30 ～ 12：20＞
1）	［基調講演］革命的材料『しなやか

なタフポリマー』の実現
（東大）伊藤耕三

2）	 PMMAをベースとした透明樹脂の
可能性の追求

（住友化学）山崎和広
＜13：30 ～ 17：05＞
3）	 ポリカーボネート樹脂による自動

車樹脂フロントウィンドウの開発
（帝人）新見　亮

4）	 トリアジン環を有する超高屈折率
有機ポリマー

（岩手大）大石好行
5）	 天然物とガラスのハイブリッドに

よる透明新素材
（東京都市大）岩村　武

6）	 構造で光を操るメタマテリアル
（理研）田中拓男

参加要領　1）定員	100名　2）参加費（税
込）　①企業	14,040円　②大学・官公庁	
5,400円　③学生	2,160円　④名誉・終

身・フェロー・ゴールド・シニア会員	
2,160円　⑤フォトニクスポリマー研究
会メンバー　a）企業	10,800円　b）大
学・官公庁	4,320円　3）申込方法　会
員MyPageの行事一覧もしくは高分子学
会ホームページの行事参加申込画面から
お申し込みください。参加費は3月14日	
までにご送金ください。
連絡先　高分子学会　第13回フォトニク
スポリマー研究会講座係

July
第48回医用高分子シンポジウム
（研究発表募集）
主　催　	高分子学会　医用高分子研究会
会　期　7月1日（月），2日（火）
会　場　	産業技術総合研究所	 臨海副
都心センター	別館11階会議室（［135-
0064］東京都江東区青海2-41-6）
交　通　	新交通ゆりかもめ	テレコムセ
ンター駅下車	徒歩3分
http://www.aist.go.jp/aist_j/guidemap/
tokyo_waterfront/tokyo_waterfront_
map_main.html参照
発表募集・テーマ・分野　医学、歯学、
薬学分野への高分子の基礎およびその応
用に関するもので、高分子的要素をでき
るだけ多く含んでいる内容の発表を募集
します。参加者が広い分野にわたるため、
研究の背景・成果をできるだけわかり
やすく発表してください。既発表を含
んでも結構です。
発表形式・発表時間　若手および学生の
奨励発表を設けます。奮ってご応募く
ださい。過去の奨励発表者のうち、受
賞されていない方でも応募いただけます。
1.	学生奨励発表
形式：ポスター（A0サイズ予定）
参加資格：学部および大学院に在籍す
る者で、指導教員の推薦が必要となり
ます。ただし所属研究室から1名に限り
ます。
1日にポスター発表を行います。運営委
員による質疑応答を基にした採点を集
計し、懇親会にて優秀発表者の表彰を
行います。候補者は必ず懇親会に出席
してください。
2.	PostDoc奨励発表
形式：口頭発表（時間20分：発表12分、

討論8分）
参加資格：Post	Doctoral	Fellow、任期付
き研究員およびそれに準ずる職員（35歳	
程度まで）で、所属研究室責任者の推薦
が必要。ただし所属研究室から上限2名
とします。これから正規のポジション
を狙う若手の奨励を目的としています。
1日に口頭発表を行います。運営委員に
よる質疑応答を基にした採点を集計し
て、懇親会にて優秀発表者の表彰を行
います。候補者は必ず懇親会に出席し
てください。
3.	一般口頭発表（時間20分：発表12分、
討論8分）液晶プロジェクターを使用し
ます。
4.	一般ポスター発表（A0サイズ予定）
研究発表申込期間（締切）　2月15日（金）
発表申込方法　会員MyPageの行事一
覧もしくは高分子学会ホームページの
行事参加申込画面の「第48回医用高
分子シンポジウム（発表募集）」から
お申し込みください。申込には、以下
の情報が必要です。①発表形式（学生
奨励、PostDoc奨励、一般口頭、一般
ポスター）、②研究発表題目（既発表
可）、③発表者・著者の情報（氏名・所
属）、④連絡先（住所・連絡者名・電話・
E-mail）⑤学生奨励、PostDoc奨励発表
については、推薦した教員の氏名・所属　
申込完了時に受理通知がE-mailで届き
ます。届かない場合は、事務局までお問
合せください。なお、1研究室で複数件
の申込をされる場合は、優先順位をつけ
て通信欄に記載してください。申込件
数が多数の場合は運営委員会で選考し
ます。研究発表の採否およびプログラ
ム編成は運営委員会にご一任ください。
予稿原稿形式および締切　5月24日（金）
16時必着（E-mail添付）　原稿枚数：A4
判　2枚
参加登録・参加費　1）参加費（税込）　①	
企業・大学・官公庁	7,560円　②医用高
分子研究会メンバー	5,400円　③学生	
3,240円　④名誉・終身・フェロー・ゴー
ルド・シニア会員	3,240円　2）懇親会　	
7月1日（月）／懇親会参加費（税込/予定）　	
①学生以外	5,000円　②学生	2,500円　
参加費は原則事前振込で入金をお願い
申し上げます。
連絡先　	高分子学会　第48回医用高分
子シンポジウム係
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P-18001
国立研究開発法人　物質・材料研究機構　エンジニア職募集

業務内容：新規高分子コンポジットの調製、X線回折・高分
解能X線CTスキャン・温度可変SEMを用いた構造解析、各
種物性評価、ならびに新機能の開拓。
応募資格：博士の学位を有する方、もしくは博士号を目指す
修士の学位を有する方。最先端の研究設備を用いて高分子科
学の新分野を開拓できる方。
応募方法：提出書類を下記宛先まで送付してください。

・履歴書（NIMS指定履歴書・写真貼付）
・エンジニアとしての業務経歴書（A4用紙2ページ程度）
・研究提案書（A4用紙1ページ程度）
送付先：［305-0044］茨城県つくば市並木1-1　国立研究開発
法人　物質・材料研究機構
化学マテリアルズオープンプラットフォーム　一ノ瀬　泉
ICHINOSE.Izumi@nims.go.jp詳細はHPを参照のこと
URL：http : //www.n ims .go . jp/employment/data/
hdfqf100000ad8mf.html� �

求職者に対する照会は、書面でJナンバー明記の上、下記までご連絡ください。
☞［104–0042］東京都中央区入船3–10–9　新富町ビル　高分子学会求人求職係
☎03–5540–3773 　FAX 03–5540–3737　E-mail: memb@spsj.or.jp
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正会員

青木　怜子（山口大工）
赤池　知朗（山口大工）
荒井　絢斗（日大工）
磯部　朝日	（金沢大院自然科学）
大川　尚輝	（九大先導物質化研）
金　　泫澈（広島大院工）
齋藤　生真（信州大繊維）

齊藤　　剛	（山口大院創成科学）
榊原　　豊（徳島大工）
属　　皓平（山口大工）
新明　　茜（広島大院工）
高田　善機（岡山大工）
高村　竜貴（山口大工）
中根　　樹（福井大工）

納所　泰華（富山県大院工）
橋本啓太郎	（山口大院創成科学）
福田　亮介（富山県大院工）
堀田　隼矢（徳島大工）
ホン　ジンヒョク

（九大院工）
松本　寛史（山口大工）

湯浅　翔平（山口大工）
米山　圭太	（徳島大院先端技術科学）
刘　　　玲（九大工）
渡邉　　至	（金沢大院自然科学）

学生会員

飯原　　友（タツタ電線）
岩曽　一恭（三菱ケミカル）
岩田　智史（日本化薬）
小原　由希

桑本　知幸（日本触媒）
佐藤　将也（カネカ）
高垣　有作（住友理工）
高橋　理一（ファンケル）

髙村　真澄（日油）
谷口　秀樹	（大分県産業科学技術センター）
千葉　貴之	（山形大院有機材料システム）
永田　泰士（大塚製薬）

成田　岳史（富士フイルム）
和田　　崇（Spiber）

−2018年10月登録分（五十音順、敬称略）−	 会員番号は各人に送付の会員証を御覧ください。
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［Focus Review］
Development of Polymer Field-Effect Transistor-Based 

Immunoassays
 T. MINAMIKI, Y. SASAKI, S. SU and T. MINAMI

［Original Article］
Highly Porous Polymer Dendrites of Pyrrole Derivatives 

Synthesized through Rapid Oxidative Polymerization
 K. ISHII, K. SATO, Y. OAKI and H. IMAI

Effect of AlR3 (R = Me, Et, iBu) Addition on the Composition 
and Microstructure of Ethylene/1-Olefin Copolymers Made 
with Post-Metallocene Complexes of Group 4 Elements
 J. FRYGA and M. BIAŁEK

Lyotropic Ordering for High Proton Conductivity in Sulfonated 
Semialiphatic Polyimide Thin Films
 K. TAKAKURA, Y. ONO, K. SUETSUGU, M. HARA, S. 
NAGANO, T. ABE and Y. NAGAO

Confined Film Structure and Friction Properties of Triblock 
Copolymer Additives in Oil-Based Lubrication
 S. YAMADA, A. FUJIHARA, S. YUSA, T. TANABE and K. 
KURIHARA

Adhesion Force Measurement of Live Cypris Tentacles by 
Scanning Probe Microscopy in Seawater
 S. SHIOMOTO, Y. YAMAGUCHI, K. YAMAGUCHI, Y. 
NOGATA and M. KOBAYASHI

Effect of Li Salt Addition on Electrochemical Properties of 
Poly(ethylene carbonate)-Mg Salt Electrolytes
 A. A. AZIZ and Y. TOMINAGA

Novel Phosphoric Acid (PA)-poly(ether ketone sulfone) with 
Flexible Benzotriazole Side Chains for High-Temperature 
Proton Exchange Membranes
 M. DU, L. YANG, X. LUO, K. WANG and G. CHANG

Novel Conducting Polymeric Nanocomposites Embedded with 
Nanoclay: Synthesis, Photoluminescence and Corrosion 
Protection Performance
 K. I. ALY, O. YOUNIS, M. H. MAHROSS, O. TSUTSUMI, M. 
G. MOHAMED and M. M. SAYED

Hole-Transporting Diketopyrrolopyrrole-Thiophene Polymers 
and their Additive-Free Application for a Perovskite-type 
Solar Cell with an Efficiency of 16.3%
 H. MARUO, Y. SASAKI, K. HARADA, K. SUWA, K. 
OYAIZU, H. SEGAWA, K. CARTER and H. NISHIDE

Cardiac Differentiation of Induced Pluripotent Stem Cells on 
Elastin-Like Protein-Based Hydrogels Presenting a Single-
Cell Adhesion Sequence
 Y. KAMBE, T. TOKUSHIGE, A. MAHARA, Y. IWASAKI and 
T. YAMAOKA

Vol. 76, No. 1

特集論文：ブロック共重合体Ⅰ
＜総説＞
ブロック共重合体が溶液中で形成する高分子ミセルの動力学 

 佐藤尚弘・高橋倫太郎
＜総合論文＞
1-メチルピロールと種々のアルデヒドとの構造制御したポ
リマーの合成とその擬リビング付加縮合重合
 郭　昊軒・吉田圭佑・青田浩幸
ブロックコポリマーのネットワーク構造の制御

 竹中幹人・長谷川博一・王　怡今・金　明任
＜原著論文＞
ソフトダンベルモデルに基づく対称ジブロックコポリマー
の自己無撞着場理論 畝山多加志
近赤外光照射による生体親和性ポリマーミセル中のシアニ
ン色素の発熱挙動 白木啓太・石原一彦・遊佐真一
ラクチドとε-カプロラクトンからなるステレオブロック
共重合体の合成とその性質
 中山祐正・宇野智仁・塩野　毅・白浜博幸
異常小角X線散乱によるpH応答性両親媒性ブロック共重
合体ミセルの構造解析
 木下雅貴・釘本大資・森本康介・伊藤和之・ 

坪井健吾・金沢諭史・秋葉　勇
＜ノート＞
両親媒性カチオンブロック共重合体が塩化ナトリウム存
在下において形成するシダの葉状モルフォロジー
 橋爪章仁・光上義朗・遊佐真一・森島洋太郎
側鎖結晶性ブロック共重合体を用いたポリエチレン繊維の
染色特性 石元正一・平井　翔・小渕秀明・八尾　滋

一般投稿論文
＜原著論文＞
物理架橋キトサン－ポリ（N-イソプロピルアクリルアミ
ド）ゲルの温度応答性薬剤放出
 上岡博樹・下村　修・野村良紀
過熱水蒸気処理タケ短繊維の表面特性とポリプロピレン複
合体の帯電防止特性
 野脇淳行・大田洋希・大内章史・松本健太郎・ 

Chi Hoong Chan・西田治男
エポキシ基を有するビニルエーテルとN-フェニルマレイ
ミドのラジカル共重合による新規エポキシ樹脂の合成
 漆﨑美智遠・橋本　保・阪口壽一
＜ノート＞
液晶性ポリエステルからなるポリマーネットワーク形成反
応の低温化 平岡一幸・岩壁　優・山田勝実・大嶋正人

Vol. 51, No. 1
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編集その他の都合により多少の変更があるかもしれませんがご了承下さい。

定期刊行物内容予告



Vol. 68, No. 2

特集◇匠が拓く高分子合成の新しい技
＜素描＞
高分子合成の新展開に向けて 青島貞人
＜展望＞
二核遷移金属錯体に基づく重合触媒の設計 竹内大介
C-H結合の活性化を利用した新奇重合反応

 西浦正芳・侯　召民
金属－炭素結合へのイソシアニドと不飽和炭化水素の交互
挿入反応に基づく環化共重合 神林直哉・鬼塚清孝
＜トピックス＞
N-ヘテロ環状カルベンを開始剤とする高分子合成

 高須昭則

α-機能化アクリル酸エステルの共役置換による高分子の
合成・分解・変換 髙坂泰弘
触媒設計がカギを握る次世代タイヤ材料 会田昭二郎
多成分連結反応を活用した高分子合成 覚知亮平
Polyman画
＜高分子科学最近の進歩＞
リビングアニオン重合～新規モノマーの開拓

 石曽根　隆・後関頼太
＜グローイングポリマー＞
免疫づくり 弓場英司
＜Hot Topics＞
Awards for Encouragement of Research in Polymer Science; 

The Society of Polymer Science, Japan 2017

44 高分子　68巻　1月号　（2019年）

定期刊行物内容予告



45高分子　68巻　1月号　（2019年）



            高分子基礎科学 One Point 全 10 巻      送料無料！ 

全巻完結 特別割引販売のご案内 
 

高分子学会 編集 編集委員長：渡邉正義  

編集委員：斎藤 拓・田中敬二・中 建介・永井 晃 
 
ご購入をご希望の方は、下記申込用紙を添付して、FAX、E メール、郵便にて弊社へ直接お申し込みください。 
なお、弊社ホームページからは特別割引販売はいたしておりません。 
【問合せ先】〒112-0006 東京都文京区小日向 4-6-19 共立出版株式会社 営業開発室 担当：藤本・潤賀 

        TEL 03-3947-2513 FAX 03-3947-2539  URL:http://www.kyoritsu-pub.co.jp 

【お支払方法】 書籍到着後（請求書・郵便振替用紙同封）、ご送金ください。送料は弊社で負担いたします。 

          （銀行振込ご利用の際は、振込手数料はお客様負担となります） 

＊共立出版株式会社ではお客様の個人情報の取扱いについては、プライバシーポリシーを定め、厳重に管理を行います。 
＊本注文書によりお預かりしました個人情報は、ご注文・新刊案内のご連絡のみに使用し、ご本人の同意なく、その他の目的で使用す

ることはありません。 
共立出版株式会社 営業開発室 

FAX 03-3947-2539 E メール sales@kyoritsu-pub.co.jp 

高分子基礎科学 One Point 全 10 巻 全巻一括セット ￥18,000 セット 

書 名 定価（税込） 特価（税込） 注 文 

1 巻 精密重合Ⅰ：ラジカル重合 ￥2,052 ￥1,840 冊 

2 巻 精密重合Ⅱ：イオン・配位・開環・逐次重合 ￥2,052 ￥1,840 冊 

3 巻 デンドリティック高分子 ￥2,052 ￥1,840 冊 

4 巻 ネットワークポリマー ￥2,052 ￥1,840 冊 

5 巻 ポリマーブラシ ￥2,052 ￥1,840 冊 

6 巻 高分子ゲル ￥2,052 ￥1,840 冊 

7 巻 構造Ⅰ：ポリマーアロイ ￥2,052 ￥1,840 冊 

8 巻 構造Ⅱ：高分子の結晶化 ￥2,052 ￥1,840 冊 

9 巻 物性Ⅰ：力学物性 ￥2,052 ￥1,840 冊 

10 巻 物性Ⅱ：高分子ナノ物性 ￥2,052 ￥1,840 冊 

 

ご 芳 名 

ご 所 属 

ふりがな 

送付先 

□勤務先 

□ご自宅 

〒 

TEL  FAX  

E メール  

通信欄 

□公費等の場合は、請求先・必要書類をご記入ください 

*この申込書は、書店・生協ではご利用（注文）できませんので、ご注意ください。 

46 高分子　68巻　1月号　（2019年）

http://www.kyoritsu-pub.co.jp
mailto:sales%40kyoritsu-pub.co.jp?subject=


高分子先端材料 One Point 全 11 巻   
                 特別割引販売のご案内           送料無料！ 
 
ご購入をご希望の方は、下記申込用紙を添付して、FAX、E メール、郵便にて弊社へ直接お申し込みください。 
なお、弊社ホームページからは特別割引販売はいたしておりません。 
【問合せ先】〒112-8700 東京都文京区小日向 4-6-19  

        共立出版株式会社 営業開発室  担当：藤本・潤賀・門間 

        TEL 03-3947-2513 FAX 03-3947-2539  URL:http://www.kyoritsu-pub.co.jp 

【お支払方法】 書籍到着後（請求書・郵便振替用紙同封）、ご送金ください。送料は弊社で負担いたします。 

          （銀行振込ご利用の際は、振込手数料はお客様負担となります） 

＊共立出版株式会社ではお客様の個人情報の取扱いについては、プライバシーポリシーを定め、厳重に管理を行います。 
＊本注文書によりお預かりしました個人情報は、ご注文・新刊案内のご連絡のみに使用し、ご本人の同意なく、その他の目的で使用す

ることはありません。 
共立出版株式会社 営業開発課 

FAX 03-3947-2539 E メール sales@kyoritsu-pub.co.jp 

高分子先端材料 One Point 全 11 巻 全巻セット ￥15,800 セット 

書 名 定価（税込） 特価（税込） 注 文 

1 フォトニクスポリマー ￥1,512 ￥1,360 冊 

2 高分子ゲル ￥1,620 ￥1,458 冊 

3 バイオマテリアル ￥1,620 ￥1,458 冊 

4 高分子ナノ材料 ￥1,512 ￥1,360 冊 

5 天然素材プラスチック ￥1,620 ￥1,458 冊 

6 高分子 EL 材料 ￥1,512 ￥1,360 冊 

7 燃料電池と高分子 ￥1,620 ￥1,458 冊 

8 エンジニアリングプラスチック ￥1,512 ￥1,360 冊 

9 バイオチップとバイオセンサー ￥1,620 ￥1,458 冊 

10 レジスト材料 ￥1,620 ￥1,458 冊 

別巻 高分子分析技術最前線 ￥1,836 ￥1,652 冊 

 

ご 芳 名 

ご 所 属 

ふりがな 

送付先 

□勤務先 

□ご自宅 

〒 

TEL  FAX  

E メール  

通信欄 

□公費等の場合は、請求先・必要書類をご記入ください 

*この申込書は、書店・生協ではご利用（注文）できませんので、ご注意ください。 
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通　信　欄

氏　　名

会員番号

〒

Tel
Fax

送付先住所

冊

注文冊数

3,715 円

会員特典価格

4,644 円

定価

基 礎 高 分 子 科 学

高分子学会会員特典にて書籍を注文します。

高分子学会  編“基礎高分子科学”注文書

特にご留意いただきたいこと
●会員特典による頒布は ㈱東京化学同人への直接申込みに限ります。小売書店や大学生協では通常

価格の取扱いになります。
●会員特典によるご購入には、見積書、納品書、請求書、領収書といった書類は発行されませんのでご

了承ください。

〒112－0011　東京都文京区千石3－36－7
㈱東京化学同人　営業部

Tel 03－3946－5311　　Fax 03－3946－5317　　E-mail: info@tkd-pbl.com

　高分子学会編集の書籍“基礎高分子科学 ”（東京化学同人刊）
の概要と購入の際の会員特典についてご案内します。

編集委員会
委員長　川口春馬
委　員　朝倉哲郎・伊藤紳三郎・上田　充・高原　淳
　　　　田代孝二・中壽賀　章・畑中研一

体　裁：A 5 判　2 色刷　464 ページ
定　価：4,644 円（税込）

＜会員特典＞
　本会会員が購入する場合、定価（税込）の 2 割引（3,715 円）となります。ただし、送料は冊数
に関わらず 1 回につき 200 円です。海外への送品の場合の送料は実費となります。支払いは書籍に
同封の郵便振込用紙にてお願いします。

申込み方法：本件に関する一切の処理は出版元 ㈱東京化学同人が代行します。会員特典による購
入であることを明記して、下記へご注文ください。

高分子学会  編“基礎高分子科学”
購入の際の会員特典について
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通　信　欄

会員番号

氏　　名

〒 　  　 －

Tel － －
Fax － －

送付先住所

注文冊数　　　　冊会員特典価格　2,419円定 価　3,024円基礎高分子科学 演習編

高分子学会会員特典にて書籍を注文します。
高分子学会 編“基礎高分子科学 演習編”注文書

特にご留意いただきたいこと
● 会員特典による頒布は（株）東京化学同人への直接申込みに限ります。小売書店や大学生協では通

常価格の取扱いになります。
● 会員特典によるご購入には、見積書、納品書、請求書、領収書といった書類は発行されませんので

ご了承ください。

〒112-0011 東京都文京区千石 3-36-7
㈱東京化学同人　営業部

Tel 03-3946-5311 　Fax 03-3946 -5317　 E-mail: info＠tkd-pbl.com

申込み方法：本件に関する一切の処理は出版元（株）東京化学同人が代行します。会員特典による購
入であることを明記して、下記へご注文ください。

〈会員特典〉
　本会会員が購入する場合、定価（税込）の２割引（2,419円）となります。ただし、送料は冊数にか
かわらず 1 回200 円です。海外への送品の場合の送料は実費請求となります。支払いは書籍に同封
の郵便振込用紙にてお願いします。

編集委員会
　委員長　彌田智一
　委　員　上田 充・佐藤尚弘・芹澤 武・田中敬二・中  建 介
体 裁：Ａ5 判　2 色刷　296 ページ  ／  定 価：3,024 円（税込）

　高分子学会編集の書籍“基礎高分子科学 演習編”が（株）東京
化学同人より刊行されました。本書は“基礎高分子科学”の姉妹
書です。その概要と会員特典についてご案内いたします。

高分子学会 編“基礎高分子科学 演習編”
刊行のお知らせと会員特典について
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会誌デザイン　株式会社イルミナティ　仁木洋子
発行─公益社団法人　高分子学会　　2019年1月1日発行　　頒価─2,100円（税込）会員配布
©高分子学会2019，The Society of Polymer Science, Japan　本誌掲載の論文・記事の無断転載を禁じます。

〔104–0042〕東京都中央区入船 3–10–9　新富町ビル　振替 00110–6–111688
☎03–5540–3772（出版課直通）　　FAX 03–5540–3737　　URL：http://www.spsj.or.jp/

印刷所──日本印刷株式会社 本誌は再生紙を使用しています
乱丁、落丁はお取り替えいたします。

「高分子」編集委員会
6月から編集委員が半数交代いたしました。

（＊印は新任）

委員長
芹澤　武＊ 東京工業大学物質理工学院

副委員長
大内　誠＊ 京都大学大学院工学研究科

委員
青木裕之 日本原子力研究開発機構
上村　忍＊ 香川大学創造工学部
魚津吉弘＊ 三菱ケミカル（株）
生越友樹＊ 金沢大学新学術創成研究機構
 ナノ生命科学研究所
川島康豊 住友化学（株）
佐藤絵理子＊ 大阪市立大学大学院
 工学研究科

敷中一洋＊ 産業技術総合研究所
白坂敏明 日立化成（株）
杉安和憲＊ 物質・材料研究機構
鈴木大介＊ 信州大学繊維学部
中野幸司 東京農工大学大学院工学研究院
永野修作 名古屋大学
 ベンチャービジネスラボラトリー
中村綾野 （株）資生堂
星野　友 九州大学大学院工学研究院
真下成彦 （株）ブリヂストン
三友秀之＊ 北海道大学電子科学研究所
山口浩靖＊ 大阪大学大学院理学研究科

編集企画が先行しておりますので、3月号
までは前委員も掲載いたします。

前副委員長
金原　数 東京工業大学生命理工学院

前委員
畝山多加志 名古屋大学大学院工学研究科
黒川孝幸 北海道大学大学院
 先端生命科学研究院
児島千恵 大阪府立大学工学研究科
佐々木善浩 京都大学大学院工学研究科
田井宏和
竹岡裕子 上智大学理工学部
寺尾　憲 大阪大学大学院理学研究科
西原康師 岡山大学異分野基礎科学研究所
沼田圭司 理化学研究所
三ツ石方也 東北大学多元物質科学研究所
山中正道 静岡大学理学部化学科

http://www.illuminat.co.jp/
http://main.spsj.or.jp/
http://www.npc-tyo.co.jp/
http://www.labojapan.co.jp/
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超小型装置では、デスクトップ型や混練押出機本体
を持ち運べるモバイル型のコンパクト型。成形環境
に配慮できるドラフトチャンバーやグローブボックス
に搭載可能な仕様。同時に安定成形を可能とするた
めの小型機用に0.5㎜ペレットの供給製作。最少3～
30g/hの超少量連続成形に対応し、内容積1㏄で充
満し、2㏄の試料でもサンプル採集可能。

スクリュ径φ05ｍｍの単軸押出機を販売開始いたし
ました。
好評をいただいております同方向回転２軸混練押
出機のφ06ｍｍスケールのマイクロマシンに合わせ
て超微量溶融押出が可能な単軸押出機の多数のご
要望から、今回業界最小径であるφ05ｍｍスケール
機を開発いたしました。
同方向回転2軸混練押出機同様にご利用ください。

TECHNOVEL CORPORATION
INTERMESHING CO-ROTATING MULTI SCREW TECHNOLOGY.

2軸押出機 KZW06
Micro Twin Screw Extruder
超小型２軸押出機（連続成形用）
〔複数の関連特許取得。〕

単軸押出機 SZW05
Single Screw Extruder
超小型単軸押出機

超小型
　押出機

株式会社 テクノベル
〒536-0023  大阪市城東区東中浜7-8-5　TEL.06-6964-1230　FAX.06-6965-9405

URL:www.technovel.co.jp      E-mail:200202@technovel.co.jp
本社・テクニカルセンター

セグメントスクリュ KZW108TW
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