高分子 1 月号立ち読み
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みんなで元気に！高分子

「ダイバーシティー（多様性）
」
は日本の成長戦略に掲げられ
ており、グローバル化や高齢
化 社 会 に 直 面 す る 中 で、 性
別・年齢・出身などの異なる
さまざまな人材によって組織
を構成しようとする……

新年あいさつ
謹賀新年 ―高分子の力―
中條善樹
新 年 明 け ま し て お め で と う ご ざ い ま す。
2017 年、平成 29 年（丁酉）の初めにあたり、
高分子学会会員の皆様の御健康と御活躍を心
よりお祈り申し上げます。会長に就任して以来およそ 7 カ月
が経ちましたが、この間ずっと「高分子の力で未来を……

素描
多様性の獲得における大学の役割
グン

チェンピン

龔 剣萍

進化論の観点からは、画一的な生物群より
も多様性（ダイバーシティ）をもった生物群の
ほうが生き残りやすい。人間社会においても、
社会を持続的に維持するためにはその多様性が必要と考え
られる。実際に、人口減少、高齢化が進む日本では……

トピックス
女性研究者のあゆみ
栗原和枝
女性研究者・技術者の活躍推進が、文部科
学省のモデル支援事業など具体的な形でなさ
れ、その効果も見えるようになってきた。こ
れには、少子化や高年齢化という社会の変化、また生涯を
通じて働き続けたいと考える女性が多くなっている……

地球を4 周まわって
金原

数

配偶者のいる女性研究者のうち、夫婦揃っ
て研究者である割合は 5 割を超えると聞いた
ことがあります。また、ある大学の調査では、
配偶者のいる女性研究者の 2 割は別居しているとのことで、
単身赴任している研究者もかなりの割合でいると……

シニアの立場で研究開発にかかわる
関根千津
私は、約四半世紀前に、現在の会社に入社
し、途中、研究以外の部署も経験しましたが、
ほとんどの期間、研究業務に携わってきまし
た。1 日の時間的内訳は、入社当時、すなわち研究開発のス
タッフであったころから、テーマリーダー（ミドル）を……

トピックス
わくわく仕事しませんか？
様をつなぐ～

～研究、工場とお客

仲二見裕美
白衣に憧れ化学の世界に飛び込みました。
入社すると「作業服、安全靴、ヘルメット」が
用意されていました。プラントの中の研究部
門に配属され、「自分にできることなどあるのだろうか？」
と不安に思ったのがつい先日のことのようです。……

研究所におけるダイバーシティ：NIMS-MANAの
グローバル環境
中西和嘉
数年前から研究所に勤務しています。もと
もと有機構造化学が専門で、分子設計にて分
子構造を制御する研究を行ってきましたが、
今は動的な気水界面場を利用して、緩やかに分子を動かし
て構造・機能制御しようとしています。……

トピックス
新米女性研究者のワークライフバランス
押村美幸

網代広治
筆者は任期付き教員を数回更新した後、現
在テニュアトラック教員として、研究室を主
宰する機会に恵まれている。研究室の構成は、
修士学生 5 名、博士学生 3 名、ポスドク 1 名と、教員は自分
一人で合計 10 名である。一方、娘は小学校 1 年生、……

スイスにおける研究生活
長谷川

麗

私は、博士号取得後、スイス連邦工科大学
ローザンヌ校（EPFL）においてポスドクとし
て 4 年間勤務しました。その後、大阪大学大
学院工学研究科附属高度人材育成センターの助教に着任し、
早 5 年が経とうとしています。本稿の執筆に際して、……

企業のママさん研究者
早間美由紀
入社以来、ヘアケア商品技術開発研究に約
11 年携わっており、日本国内女性向けヘアス
タイリング剤にかかわる技術開発を担当して
います。ヘアスタイリング剤に配合されるヘアセット成分や
製剤の粘度や液性調整などには多種多様なポリマーが……

渡邉

智

このたび、「若手女性研究者の研究生活につ
いて執筆してくれませんか？」という依頼を
いただいた。職歴 6 年なので若手というには
そろそろ抵抗を感じるが、研究者としてはひよっこであり、
的確なアドバイスをできるような親鳥に成長できて……

研究の始まりを振り返ると、学部 4 年生時の
東京理科大学の阿部正彦先生の研究室に所属、
同大学の松本睦良先生の下で自己組織化膜の
一つである Langmuir-Blodgett（LB）膜中の相分離構造を
制御する研究に遡る。その当時、リン脂質単分子膜の……

お互い活かせるダイバーシティ

先輩からのメッセージ ―仕事と私事―
これからの私にワクワク

Olaf KARTHAUS
2016 年の Global Innovation Index では日本
は 16 位に過ぎなかったことをご存知ですか？
日本は、科学者を含めたあらゆる分野で海外
の優秀な人材を惹き付ける新しい仕組みを作っていくべき
だと考えさせられます。……

A Few Thoughts on Diversity
Martin VACHA

育児と仕事

グローイングポリマー
ポリマーアレイ導波路格子に至るまで

The theme of this special issue is diversity.
Why diversity? We automatically assume that
diversity is something positive, something
we need to strive for. Is it so, and why is diversity good?
We may look at examples in nature – diverse, varied……

文部科学省による女性研究者活躍促進事業
山村康子
科学技術・学術分野において、国際的に高
く評価される優れた研究を進めていくために
は、多様な視点や発想を取り入れ、研究の活
性化を図ることが不可欠です。しかし、日本の研究者の女
性割合は増加傾向にあるものの、主要先進諸国と……

浅井種美
「もう閉門だよー」「はーい、あと 1 周だけ
走らせて下さい！」夜間照明に薄く浮かび上
がる全天候型トラックで、ペース走を練習す
る自分の息遣いだけが響く。走るスピードと距離を決め、
たとえば 1 キロ当たり 4 分半で 12 キロという目標に……

高分子科学最近の進歩
メラニン模倣体「ポリドーパミン」を用いる構造色
材料

桑折道済

河村彩香		

今から 30 年ほど前、色のついた鳥の羽の化石がドイツで
発見された。4,000 万年前の化石に色が残っていたことから
話題になったそうであるが、当時はなぜ色彩が保持されて
いるのかはわかっていなかった。2010 年に Prum らは、電
子顕微鏡などによる羽の内部の解析から、この色は、……

私の本棚から

企業におけるダイバーシティ推進と人事労務制度の
整備状況
植木樹理
当社は 2008 年にダイバーシティ推進専任部
署を設置、
「多様性の尊重に関するブリヂスト
ングループの考え方」を制定し、ダイバーシ
ティ啓発、女性活躍推進、両立支援制度導入、育児休職から
の復職支援策推進など、ダイバーシティの下地作りを……

宮田隆志

古澤宏幸

PolySCHOLA：形にする 5 限目
プラスチックで精密部品をつくる：極細繊維の作
り方
鞠谷雄士
近年、極細繊維への関心が高まっています。
その背景には、ナノテクノロジーがこれからの
技術開発の重要項目の一つであるという認識
の下で電界紡糸法（静電紡糸法）の価値が見直され、多く
の研究者がこの分野に参入したことが挙げられます。……
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