
最近 10 年のあゆみ 

１．フェロー制度の発足と展開 

 

１. フェロー制度発足と現状 

 豊田理化学研究所（理研）では研究所として独自の研究を充実・発展させたいという年

来の希望を持っていたところ、井口洋夫理事の発案で平成１５年の早い時期から「フェロ

ー制度」創設の検討を開始した。井口先生の呼びかけに応じて、生嶋明理事、石橋善弘理

事、高橋理一元理研常務理事が集まり、数回の会合の後、フェロー制度について、以下の

点で大凡の合意を得た。 

 

１）目的と名称：研究実績があり、研究意欲のあるシニア研究者（主として大学を定年退

職した研究者）に研究活動を継続できる場を提供し、深く真理を探求するための研究基

盤の強化と充実をはかるため、「フェロー制度」を発足させること。 

２）フェローの専門分野：フェローは基礎科学（物性物理学・物性化学の基礎）を専門と

すること。 

３）フェローの種類：理研において研究に従事する常勤フェロー（フェローＡ）とそれぞ

れの居住地において研究・著作に従事する非常勤フェロー（フェローＢ）を設けること。 

４）フェローの定員および任期：フェローＡは毎年３名、フェローＢは毎年１−２名採用

し、いずれも任期は３年とすること。（従って、フェローＡに関しては常時９名在職と

いう状態になる） 

５）科学研究費の申請：フェローはできるだけ科学研究費を申請し、研究費の確保に努力

すること。 

６）フェローの選考および採用：当分の間、フェロー選考委員会は井口（委員長）・生嶋・

石橋・高橋で構成し、ただちにフェローの選考にあたること。また、フェロー選考の結

果は、豊田章一郎理事長に答申し、最終的な承認をうること。 

７）フェロー候補者：フェロー候補者は豊田理研理事の推薦によること。 

８）試行錯誤：「フェロー制度」は出来るだけ早期に発足させ、不都合な点が明らかにな

った場合は、それぞれの時点で改善の努力をすること。 

９）事務的諸問題の処理：フェロー制度発足に伴う法律的諸問題は理研事務局で対処する

こと。 

 

 この新事業「豊田理研フェロー制度」は平成１５年６月３０日理事会・評議員会に提案

され、承認された。 

理事会・評議員会の承認後、フェロー選考委員会は早速フェローの選考を開始し、平成

１５年７月２５日、８月２２日、９月８日、１０月３日の委員会を経て、多数の候補者の

中から、フェローＡとして大東弘二（元山形大教授）、岡田正（阪大名誉教授）の２氏、

フェローＢとして井上久遠氏（北大名誉教授）を最終候補者として選出した。 

 



その後、１１月６日の理事長懇談会を経て、３氏の採用が決定し、平成１５年度内に「フ

ェロー制度」を発足させることとなった。なお、このフェロー選考及び採用プロセスは、

その後も踏襲され、現在では完全に定着している。 

 

 このようにして発足したフェロー制度であるが、時を経ずして手直しすべき点がいくつ

か明らかになった。その第１は、実験系フェローの研究は単独で実施するのが困難な場合

もあるということである。この点に関して、平成１７年９月以降実験系フェローの研究活

動を補助すべく技術補助員（４名）が採用され、研究の効率が飛躍的に上昇した。第２は、

フェローＡの任期３年は短すぎることである。これについては、任期３年のフェローＡ 

全員に１年間の任期延長をもって対処した。また、平成２０年度からはフェローＡの任期

４年（５年までの任期延長あり）に改めた。ただし、フェローＢについては、任期３年（延

長なし）で、フェロー制度発足時と変更はない。 

 

 その間、フェロー選考委員会では、委員長が井口理事から石橋理事に代わり（平成１９

年４月）、井上博允理事が委員として加わった。 

 

 さらに、平成１９年１１月頃から、研究所としての理念を明確にして、尚一層の独自色

を出すべく検討を重ね、「２１世紀の情報社会を維持・発展させるには、光科学の成果の

応用および光を利用した情報通信網・情報処理技術を支えるための機能性材料の発展が必

要不可欠である」との認識にたち、主要テーマとして、 

（１）「光と物質の相互作用」 

（２）「機能性材料の探索」 

を決定した（平成２０年１月２１日フェロー選考委員会）。現在、フェローの選考にあた

っては、この方針が尊重されている。 

 

 

２．フェローの研究活動 

 現在在任中もふくめてこれまで在籍し研究活動に従事したフェローと主たる研究テー

マを第１,２表に示す。 

 

 フェローＡ の研究成果はフェロー発表会（毎年１回）、フェローＢ の研究成果はフェ

ロー講演会（毎年１回）で報告されている。また、フェローの内部研修的な意味合いを持

つフェロー・セミナーも随時の開催されている。このような会合は豊田理研外の研究者に

も開かれており、発表会・講演会には５０〜１００名程度、セミナーには１５名程度の参

加者がある。 また、フェローＡ、フェローＢの研究成果は、毎年刊行されている豊田理

研報告にも掲載されている。 

 

 

 

 



第１表 フェローＡの主たる研究テーマ 

氏 名 任 期 専門分野 研 究 テ ー マ 

大東弘二 

（元山形大教授） 

2004.1.1 ～

2007.12.31 
高分子物性 

強誘電性高分子単結晶の製法、構造および

物性の研究 

岡田 正 

（阪大名誉教授） 

2004.1.1 ～

2008.3.31 
液体構造 

液体・溶液の分子間相互作用に関する 

基礎研究 

吉原經太郎 

（分子研名誉教授） 

2004.10.1   

～2009.3.31 
光化学 紫外光照射による湿潤空気からの水滴生成 

田中一英 

（名工大名誉教授） 

2004.10.1 ～ 

2008.3.31 
金属物性 

ナノ構造合金における水素吸蔵放出機構の

研究 

若林 肇 

（元山村硝子 

研究所所長） 

2004.10.1   

～2008.9.30 

 

ガラス工学 

任意の屈折率分布を持つガラス材料の 

実現に向けて 

－多成分系拡散理論を用いたガラス中のイオ

ン交換過程の予測－ 

水谷宇一郎 

（名大名誉教授） 

2005.4.1 

～2009.3.31 
固体物理 

複雑構造を持つ Hume-Rothery 合金の 

相安定化機構に関する研究 

正畠宏祐 

（名大名誉教授） 

2005.4.1 

～2009.9.30 
反応速度論 

分子-固体表面間相互作用が顕在化する 

表面反応素過程の解明 

張紀久夫 

（阪大名誉教授） 

非常勤フェロー 

2004.4.1 

～2006.3.31 

2006.4.1 

～2010.3.31 

量子光学 微視的非局所応答理論の新展開 

北川禎三 

（分子研名誉教授） 

2006.4.1 

～2010.3.31 
酵素化学 

ヘム蛋白質におけるアロステリック効果の 

構造化学 

松井正顯 

（名大名誉教授） 
2007.4.1～ 

磁気物性 

材料物性 

超磁歪現象の発現機構とモルフォトロピック相

境界に関する研究 

岩田末廣 

（分子研名誉教授） 

（総合研究大学院大

名誉教授） 

2008.4.1～ 

理論化学 

量子化学 

計算化学 

分子間相互作用理論とその分子クラスターへ

の応用 



樋渡保秋 

（金沢大名誉教授） 
2008.4.1～ 

物性理論 

計算科学 

分子シミュレーション法によるナノスケール現

象の研究 

中山恒義 

（北大名誉教授） 
2008.10.1～ 物性理論 複雑不規則系の物理に関する理論研究 

山口 兆  

（阪大名誉教授）   

非常勤ﾌｪﾛｰ 

2008.4.1 

～2009.3.31 

2009.4.1～ 

量子化学 化学反応における対称性の破れの理論 

大野公一 

（東北大名誉教授） 
2009.4.1～ 物理化学 ポテンシャル表面解析法の開発と応用 

元島栖二 

（岐阜大名誉教授） 
2009.4.1～ 無機合成化学

カーボンマイクロコイル（CMC）の成長メカニズ

ムの解明 

佐藤正俊 

（現名大教授） 

 

2010.4.1～ 

 

固体物性 物質開発の科学 

中島信昭 

（現阪市大教授） 

 

2010.4.1～ 

 

レーザー化学

光化学 

高強度レーザーによる希土類イオンの 

価数変化 

 

 

第２表 フェローＢの主たる研究テーマ 

氏 名 任 期 専門分野 研 究 テ ー マ 

井上久遠 

（北大名誉教授） 

2004.1.1 

～2006.12.31 
光物性 

フォトニック結晶導波路の光学応答  

―非線形相互作用― の研究 

天谷喜一 

（阪大名誉教授） 

2004.12.1 

～2005.11.30 

低温磁性 

高圧物性 
圧力誘起超伝導の探索 

水崎隆雄 

（京大名誉教授） 

2006.4.1 

～2010.3.31 
低温物理 超低温物理学の基礎研究と応用的研究 

本並正直 

（前トヨタ紡織㈱社長） 

2006.6.23 

～2009.6.30 

 

 自動車将来技術調査研究 



入江正浩 

（九大名誉教授） 

2007.4.1 

～2010.3.31 
光化学 

ジアリールエテン単結晶のフォトメカニカル機

能 

梅澤喜夫 

（東大名誉教授） 
2008.6.1～ 分析化学 

見えないものを見えるようにし、測れないもの

を測れるようにする 

加藤康司 

（東北大名誉教授） 
2008.6.1～ トライボロジ トライボケミストリーの基礎研究 

 

 

 

第３表 フェローＡの専門分野および研究成果 

専門分野 研究手法 科学研究費 

年度 
在籍者

数 物理系 化学系 理論 実験 
発表論文 申請

数 
採択数 採択率（％）

16 5 1 4 0 5 28 3 0 0 

17 7 2 5 0 7 22 8 4 50 

18 9 3 6 1 8 61 3 1 33 

19 10 4 6 1 9 51 3 1 33 

20 10 5 5 4 6 80 6 3 50 

21 10 4 6 6 4  7 5 71 

22 9 4 5 5 4      

      計 30 14 47 

 

 

 第３表からもわかるように、フェローは活発な研究活動を続けており、成果も着々とあ

がっている。発表論文も、１フェロー当たり年平均で５〜８編のレベルで非常に高い。さ

らに、この表で特に注目すべき点は、科学研究費の採択率が全国平均の２０〜２５％と比

較しても、極めて高い事であり、フェローの研究活動が高い評価をうけていることが伺え

る。 

 

 

 

 

 



 

 

３. フェロー制度の発展に向けて-------結語にかえて------ 

 以上のように、豊田理研の「フェロー制度」は発足以来約６年が経過した。フェローA

の先生方が、理研に居を構え、自由な雰囲気のなかでそれぞれの研究課題をもって研究生

活を楽しんでおられるのは、フェロー制度が成功している何よりの証拠である。「フェロ

ー制度」そのものも、フェローＡ、フェローＢの先生方の活躍により全国的に知られるよ

うになり、あわせて豊田理研の知名度も明らかに上ってきている。総じて、フェロー制度

の当初の目標は徐々に達成されつつあるといえる。従って、現在のフェロー制度運営の基

本方針を堅持していって良いであろう。 

 

 しかし、フェロー制度を豊田理研の基幹事業のひとつに位置づけ、さらに充実・発展さ

せ、研究所としての研究活動の幅をひろげる為には、若干の規模拡大が望まれる。フェロ

ーの定員数として常時フェローＡ１５名、フェローＢ５名を保持したい。フェローの数が

増えることにより、物理系・化学系、理論系・実験系の間のバランスがとりやすくなる（現

在は時間経過の中で平均化されるようにつとめている）という利点のほかに、フェローの

間の協力関係の可能性が増し、より質の高い研究成果が出てくる事が期待される。 

 勿論、このように若干の規模拡大をはかったとしても、規模の点では他の巨大研究所と

太刀打ち出来ないだろう。したがって、豊田理研としては、国際的にも高い評価が得られ

るような、特徴のある研究所（「小粒でも山椒のようにピリリと辛い」研究所）の実現を

念頭において、フェロー制度を運営していくことが肝要であろう。 

 

         石 橋 善 弘 (豊田理化学研究所理事、フェロー選考委員会委員長)   


