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豊田理化学研究所2016年度のあゆみ

　「豊田研究報告」の歴史は非常に古く，1932年に，当時の豊田自動織機製作所「豊田研究室」から発刊された「豊田
研究集報」を前身としています．これが，1941年より「豊田理化学研究所」発行の「豊田研究報告」として引き継が
れたのが始まりです．以来，戦中・戦後の混乱期の僅かな欠番を除いて，ほぼ毎年発行を続け，今回で第70号を迎え
ることになりました．元々が論文集としてスタートした「豊田研究報告」でしたが，公益財団法人としての活動も多様
化・活発化しつつある現在では，研究論文だけでなく，豊田理研内における様々な出来事を記述した，「豊田理研年報」
的な要素を具備しても良いのでは，との議論が企画・運営委員の間で起こりました．そこで，70号の節目となる今号か
ら，研究所における，一年間の出来事や活動内容の要約を記述することに致しました．

１．研究事業
1-1.	 フェロー研究活動

　1-1-1. フェローと研究テーマ
　2016年4月1日に豊田理事長，玉尾所長出席のもと，2016年度の入所式が行われ，新たに2名の常勤フェローと3名の
客員フェローが就任しました（写真１，写真２）．これにより常勤フェローは9名，客員フェローは8名となりました．
表１，表２に研究テーマを示します．

表１．2016年度　常勤フェローと研究テーマ

年　次 氏　　　名 研　究　テ　ー　マ

4年目

西田　信彦（東京工業大学名誉教授） 物質電子状態の原子長実空間測定による物性理解

三宅　和正（大阪大学名誉教授） 超伝導発現機構の多様性に関する理論的研究

森永　正彦（名古屋大学名誉教授）
金属化合物の化学結合のエネルギー表現と水素貯蔵化合物の量子設計
への応用

3年目
上田　　寛（東京大学名誉教授） 新奇強相関電子系物質の開発

野上　正行（名古屋工業大学名誉教授） ガラス中でのガス高速移動現象の解明とその応用

2年目
河本　邦仁（名古屋大学名誉教授） 高効率熱電変換材料の化学創製

小島　憲道（東京大学名誉教授） 光・スピン・電荷の相乗効果が拓く新しい分子磁性の開拓

1年目
末元　　徹（東京大学名誉教授） 汎用型フェムト秒発光計測装置の開発と金属における発光現象の研究

平田　文男（分子科学研究所名誉教授） 水溶液中の蛋白質の構造揺らぎを制御する統計力学理論の構築

写真１．辞令交付 写真２．理事長，所長と新任フェロー
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表２．2016年度　客員フェローと研究テーマ

年　次 氏　　　名 研　究　テ　ー　マ

3年目
植田　憲一（電気通信大学名誉教授） レーザー技術のパラダイムシフトを目指して

太田　隆夫（京都大学名誉教授） 非平衡ソフトマターの構造形成とダイナミクス

2年目

岩澤　康裕（電気通信大学教授） 高性能X線吸収微細構造法等による触媒反応の先導的基礎研究

齋藤　軍治（名城大学教授） 新規量子スピン液体・有機超伝導体の開発

竹添　秀男（東京工業大学名誉教授） コロイド粒子による液晶の配向欠陥と光制御

1年目

石田　清仁（東北大学名誉教授） 合金状態図（相図）と組織制御に関する基礎及び応用研究

榎　　敏明（東京工業大学名誉教授） グラフェンナノ構造の特異な電子・磁気構造と新奇物性発現

奥田　雄一（東京工業大学名誉教授） 極低温における量子固体・液体の研究

　1-1-2. フェロー研究報告会
　フェローの研究成果を発表，議論するフェロー研究報告会を，2016年度は3回開催しました．6月の報告会では，
2015年度に終了した特定課題研究の終了報告も併せて行いました．概要を表３に示します．役員，評議員のみならず，
フェロー，元フェロー，豊田中央研究所，トヨタグループ，近隣大学も含め多数の聴講者があり，活発な議論が行われ
ました．2月の報告会は，2016年度末に退任されるフェロー（常勤4年目，客員3年目）を中心に発表が行われ，報告
会後ノリタケの森レストラン「キルン」で，豊田理事長にもご出席頂き，退任フェローの歓送も含めた意見交換会を行
いました．

表３．フェロー研究報告会概要

通算回数 開　催　日 発表テーマ数
聴講者数 

（意見交換会　有／無）

第19回 2016年06月17日
特定課題研究：3テーマ
客員フェロー：3テーマ

聴講者数　122名
（意見交換会　有）

第20回 2016年10月18日
常勤フェロー：4テーマ
客員フェロー：2テーマ

聴講者数　070名
（意見交換会　無）

第21回 2017年02月23日
常勤フェロー：3テーマ
客員フェロー：3テーマ

聴講者数　077名
（意見交換会　有）

写真３．フェロー研究報告会 写真４．意見交換会
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　1-1-3. 豊田理研ワークショップ
　豊田理研ワークショップは，国内外の著名な研究者を招聘し，特定の研究分野に関して集中的に議論をする場を提供
し，各分野の研究進展に寄与することを目的に，2015年度から開始しました．参加者から高い評価が得られ，2016年
度はトヨタ産業技術記念館を会場に2回のワークショップを開催しました．表４に概要を示します．プログラムには研
究の議論に加え，トヨタ産業技術記念館内のガイド付きツアーも組み込まれ，見学者から好評を博しています．

表４．豊田理研ワークショップ概要

通算回数 開　催　日 テ　ー　マ 代　表　者 参加者数

第3回
（国際Ws）

2016年7月1日
　　　　　～ 7月3日

dynamics of electron Vortex and spin Vortex 西田　信彦　フェロー 36名

第4回
2016年11月18日
　　　　　～ 11月20日

キラル対称系の電磁応答 張　紀久夫　理事 64名

1-2.	 名古屋大学「リーディング大学院」への協力
　2012年度より名古屋大学の要請に応え実施してきた，「リーディング大学院」プログラムに，2016年度も協力しまし
た．表５に示す内容で，2名のフェローが客員教授として「連携研究所講義」1単位を受け持ち，2日間にわたり名古屋
大学内で大学院学生18名の教育にあたりました．

表５．名古屋大学「リーディング大学院」講義概要

開催日 客　員　教　授 講　義　テ　ー　マ

7月11日 上田　　寛　フェロー 遷移金属酸化物の酸素不定比性と構造，物性

7月14日 野上　正行　フェロー 非晶質材料物性

図１．	豊田理研ワークショップアブストラクト集表紙
 （左：第3回，右：第4回）
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1-3.	 豊田理研懇話会
　豊田理研懇話会は，豊田理研研究棟が完成したことを記念して，「最先端で活躍している著名な先生をお招きして，
難しいことを易しく」話して頂くセミナーとして，2012年度から開催しています．2015年度までに12回を数え，2016

年度も3名の講師をお招きして，活発な討議を行いました．特に第14回の甘利俊一先生の講演は，オープンコミュニ
ティの収容人数を大幅に上回る聴講希望者数があり，約半数の方には後日ビデオ録画の映写で対応いたしました．

表６．豊田理研懇話会概要

通算回数 開　催　日 講　　　演　　　者 講演題目（聴講者数）

第13回
2016年
　4月25日

NdFeB株式会社　代表取締役，
インターメタリックス株式会社　最高技術顧問
　佐川　眞人　先生

Nd-Fe-B磁石の発明と発展
─技術は核発生と拡大により発展する─
（聴講者数：125名）

第14回
2016年
　8月30日

国立研究開発法人　理化学研究所　特別顧問，
東京大学　名誉教授
　甘利　俊一　先生

人工知能と脳科学
（聴講者数：253名）

第15回
2016年
　12月23日

京都大学　物質─細胞統合システム拠点（iCeMs）
拠点長，京都大学大学院工学研究科　教授
　北川　　進　先生

ナノ世界の立体パズル
─夢を現実にする最も小さい空間を持つ材料─
（聴講者数：138名）

写真５．	豊田理研懇話会で講演される講師 （左上：佐川眞人先生，右上：甘利俊一先生，左下：北川進先生）及び最後に挨拶を行う
豊田理事長（右下）
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２．研究助成事業
2-1.	 豊田理研スカラー

　2-1-1. 2016年度の状況
　博士の学位を有し，所属大学の推薦を受けた優秀な若手研究者の中から，研究課題が当所の設立趣旨，目指す方向と
合致する方を選定し，研究費用の一部を助成する豊田理研スカラーを，2016年度は表７に示す33名を採択し，助成を
行いました．なお2017年度の募集から，これまでの工学部に理学部も加え，対象分野を拡げました．

表７．2016年度豊田理研スカラーの所属と研究テーマ

No. 大　　学 氏　　名 職　位 研　究　テ　ー　マ

01

北海道大学

真栄城　正寿 助 教 3次元アミロイド構造体を利用した免疫測定チップの開発

02 松元　慎吾 准教授 水素エネルギーを活用した腫瘍内の遺伝子変異計測システムの開発

03 山崎　憲慈 助 教 ヨクトリットル溶液セル容量制御法の開発

04 東北大学 越水　正典 准教授
無機半導体ナノ粒子と有機リガンドとの複合体を利用した励起共鳴
状態に基づく新規光学材料開発

05

東京大学

高橋　英俊 助 教 アザミウマの毛状翼を規範とした気圧変化センサ

06 松井　裕章 講 師 酸化物半導体プラズモニックマテリアルの材料設計と機能制御

07 百瀬　　健 講 師 ナノ櫛歯型有機薄膜太陽電池の開発と材料探索

08

静岡大学

石原　　進 准教授
浮流型無線観測ノードを用いた下水管内画像診断システムのための
高速映像転送方式の開発

09 居波　　渉 准教授 無染色の細胞を高コントラストに観察可能な超解像顕微鏡の開発

10 佐藤　浩平 助 教
新奇環状ペプチド骨格の高効率的構築手法創出を基盤とする新たな
中分子創薬戦略の開拓

11 武田　正典 講 師
生体磁気計測応用を目指したジョセフソン接合を用いない新奇超伝
導マグネットメータの動作実証

12
豊橋技術科学大学

荒川　優樹 助 教 室温付近で液晶性を示すπ共役系棒状分子の開発

13 石井　佑弥 助 教 ポリマサブミクロン光ファイバの伝播損失低減に関する研究

14

名古屋大学

岡本　佳比古 准教授
パイロクロア格子系に創出する高性能熱・エネルギー変換材料の開
拓

15 徳　　悠葵 助 教
コアシェルナノ構造を利用した応力誘導による超微細ナノウィス
カーの創製に関する研究

16 羽尻　哲也 助 教 新規窒化物スキルミオンの探索

17

名古屋工業大学
籠宮　　功 准教授 速い表面反応速度を有する酸素透過性セラミックスの探索

18 白井　　孝 准教授
MW/MC相互外部刺激による熱的非平衡特異反応場を利用した
siO/C複合粒子合成手法の確立

19 名城大学 藤田　典史 准教授 分子集合体内電荷移動相互作用を利用した比色不斉分子認識

20 豊田工業大学 松波　雅治 准教授
新規熱電材料開発のための重い電子系超格子の創製と in-situ光電子
分光法の確立

21

岐阜大学

池田　　将 准教授 ナノ繊維埋め込み型マイクロゲルカプセルの創製

22 岡　　夏央 准教授
グルカンスクラーゼ阻害活性を有する希少糖複合体の化学合成法の
開発

23 松下　光次郎 助 教 頭皮脳波・事象関連電位にもとづく学習の偏り評価システムの開発

24
三重大学

秋山　　亨 准教授 計算科学的手法による二次元原子層物質の材料設計開発

25 松井　龍之介 准教授 自己組織化液晶マイクロシステムの新規光学機能探索
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No. 大　　学 氏　　名 職　位 研　究　テ　ー　マ

26

京都大学

櫻井　庸明 助 教
絶縁体─半導体界面における電荷輸送特性を計測する非接触評価法
の開発

27 平井　義和 助 教
フレキシブル電極を搭載した創薬プラットフォーム「Body-on-a-
Chip」の開発

28 森本　大智 助 教 細胞内NMR測定によるタンパク質の構造安定性の解明

29 山田　崇恭 助 教 仮想物理モデルに基づく幾何学的制約付トポロジー最適化法の構築

30

大阪大学

布谷　直義 助 教 室温付近で揮発性有機化合物を完全除去可能な新しい環境触媒

31 石河　孝洋 特任助教 酸素─水素系化合物における高温超伝導相の第一原理的探索

32 満留　敬人 助 教
コア─シェル型複合金属ナノ材料を一段階で合成する革新的グリー
ン技術の開発とその触媒機能の探索

33 九州大学 嶌越　　恒 准教授 無機材料と生体由来材料の複合化による革新的物質変換触媒の開発

　2-1-2．豊田理研異分野若手交流会
　これまで豊田理研スカラーは，審査委員会にて採択された助成対象研究者に，年度始めに助成金を交付し，年度末に
一年間の研究成果をレポートして頂く，というスタイルを採っておりました．しかし，新たに就任した玉尾所長より
「優秀な異分野の研究者同士や，若手研究者と豊田理研のベテランフェローとが直接コンタクトできる場を提供したい」
という提案のもと，表８に示す内容で豊田理研異分野若手交流会を開催しました．異分野間の情報交換やネットワーク
構築を行うことができ，参加者から高い評価を頂きました．

表８．豊田理研異分野若手交流会概要

日　時 2016年7月23日（土）～ 24日（日） 場　所
株式会社豊田自動織機
グローバル研究センター　幡豆アカデミー

参加者
スカラー（25名），特定課題研究代表者（3名），常勤フェロー（9名），研究員（1名）
所長，企画・運営委員（4名），事務局（4名）合計46名

内　容 研究紹介プレゼンテーション，ポスターセッション，フェロー特別講演，意見交換会，車座座談会　など

写真６．	豊田理研異分野若手交流会
 （左上：研究紹介プレゼンテーション，中央上：ポスターセッション，右上：フェロー特別講演，左下：車座座談会，右下：集合写真）
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　2-1-3. スカラー共同研究
　2-1-2で実施した「豊田理研異分野若手交流会」に於いて，異分野のスカラー間で共同研究の芽が生まれてきました．
これを支援する目的で，交流会出席者を対象に追加の助成制度，「豊田理研スカラー共同研究」を2016年度下半期に試
行しました．その結果，表９に示す2テーマ4名が採択されました．本試行結果を受け，期間を延長することで更に大
きな進展が期待できるテーマに対して，企画・運営委員会で審査を行った結果，2テーマ共延長が承認され，1年間に
限って2017年度も助成を行うことになりました．

表９．豊田理研スカラー共同研究の所属と研究テーマ

No. 所　属・氏　名 共同研究テーマ名

1
東京大学　助教　高橋　英俊

超臨界流体堆積法を用いたMeMs圧力センサの作製に向けた基礎検討
東京大学　講師　百瀬　　健

2
京都大学　助教　櫻井　庸明 ナノ─マクロスケールの階層秩序構造を有するπ共役系液晶材料の開発と

その異方的電荷輸送特性豊橋技術科学大学　助教　荒川　優樹

2-2.	 特定課題研究
　中長期的な視点から見て重要と思われる萌芽的な研究課題に対し，研究代表者が核となり数名のコアメンバーと共
に，その研究の進展を図り，新しい研究領域の開拓を目指す活動を支援するのが特定課題研究です．2016年度は表１０

に示す継続2件，新規3件の計5件を採択し，助成を行いました．各テーマ共上記趣旨に則り，活発に研究会／情報交換
会等を実施しています．

表１０．特定課題研究の研究代表者と研究テーマ

No. 分類 研究代表者
コア 

メンバー数
研 究 テ ー マ

1 継続
東北大学　教授
　木村　宏之

5名 マルチプローブ融合利用による新奇強誘電体材の物性解明

2 継続
大阪工業大学　准教授
　長森　英二

9名 生体アクチュエーターを用いた持続可能な動力供給システムの創出

3 新規
北海道大学　教授
　西浦　　博

6名
感染症数理モデルの解析に基づく新規ワクチンの定期接種導入に関
する判断の客観化

4 新規
東京工業大学　教授
　東　　正樹

8名 多元秩序制御による熱・体積機能の開拓

5 新規
大阪大学　准教授
　土井　祐介

8名 非線形エネルギー輸送による新しい物性理論の探求

2-3．「学術談話会」の開催
　2-3-1．「物性談話会」
　東海地方の物性物理学研究者の啓発を図ることを目的として，名古屋大学と共催で1963年より開催しています．
2016年度は表１１に示す8回の談話会を開催し，通算の開催回数は豊田理研創立70周年記念講演会を含めて2017年3

月末で385回になりました．
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表１１．物性談話会の講演者，講演テーマ

回 実施年月 講　演　者 講 演 テ ー マ

1 2016年6月30日
理化学研究所　上級研究員
　　小椎八重　航　氏

磁気スキルミオンの実時間ダイナミクス

2 2016年8月9日
北海道大学　准教授
　　浅野　泰寛　氏

異方的超伝導体が示す異常な電磁気的性質
─低温常磁性およびコンダクタンスの量子化と指数定理─

3 2016年9月28日
京都大学　教授
　　陰山　　洋　氏

複合アニオン化合物の合成，構造，機能

4 2016年11月11日
理化学研究所　チームリーダー
　　玉作　賢治　氏

X線の非線形光学

5 2016年11月25日
東京大学　教授　
　　岩佐　義宏　氏

ナノ構造物質のデバイス物性：遷移金属ダイカルコゲナイド

6 2016年11月28日
東京大学　教授
　　押山　　淳　氏　

炭化ケイ素の酸化機構と固有点欠陥

7 2016年12月16日
理化学研究所　チームリーダー
東京大学　教授
　　岡田　康志　氏

高速超解像・一分子イメージングの開発と細胞生物学への
応用

8 2016年12月22日
東京工業大学　教授
　　斎藤　　晋　氏

ナノカーボンなど共有結合性ナノ物質の物性解明と物質設計

　2-3-2．「分子科学フォーラム」 
　分子科学の発展を希求する幅広い研究者に討論の場を提供する事を目的に，分子科学研究所と共催で1996年より開
催しています．2008年からは，一般市民も対象にした公開講座としています．2016年度は表１２に示す4回のフォー
ラムを開催し，通算の開催回数は豊田理研創立70周年記念講演会を含めて2017年3月末で113回になりました．

表１２．分子科学フォーラムの講演者と講演テーマ

回 実施年月 講　演　者 講演テーマ

1 2016年6月3日
東京大学　総合研究博物館　教授
　　米田　　穣　氏

化学分析で読み解く古代人の食生活

2 2016年9月9日
spiber株式会社　取締役兼執行役
　　菅原　潤一　氏

クモ糸から始まる素材革命

3 2017年2月3日

分子科学研究所　准教授
　　椴山　儀恵　氏
分子科学研究所　准教授
　　古賀　信康　氏

分子をデザインする
　・分子建築の匠をめざして
　・タンパク質分子の合理デザイン

4 2017年3月24日
大阪大学　産業科学研究所　教授
　　永井　健治　氏

生物発光が拓く生命科学と未来社会
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３．建築，工事関係
3-1.	 井口洋夫記念館建設
　2014年3月に急逝された井口洋夫前所長の功績を称え，後世に伝え
ると共に，フェロー研究をはじめとする公益事業を，より多くの方に
向けて発信する場として，「井口洋夫記念館」建設の声が挙がってき
ました．表１３に示す経緯の中，2016年度は設計・施工コンペ，基本
設計，トヨタ自動車による深田池の購入，浚渫工事を行いました．記
念館本体は2018年2月末完成予定です．

表１３．井口洋夫記念館建設の経緯
年　月 主　な　事　柄

2014年3月 井口洋夫第3代所長　急逝

2014年4月 フェロー増員計画，フェロー事業の活性化策の中で，記念館建設の声が挙がり検討を開始

2015年3月
理事会，評議員会で，建設に向けての資金積立計画承認，決議
具体的な建設候補地の検討と調整を開始

2015年9月 建設予定地を深田池西に決定

2015年11月 豊田理化学研究所，豊田中央研究所，トヨタ自動車の関係部署で建設委員会立ち上げ

2016年2月 建設会社3社に，設計・施工コンペ実施

2016年5月 設計・施工会社を竹中工務店に決定

2016年6月 基本設計開始

2016年12月 長久手市よりトヨタ自動車が深田池購入

2017年2月 深田池浚渫工事開始

2017年3月
理事会，評議員会で建物完成は2018年2月末とし，2014年度～ 2016年度に積み立てた資金の2017
年度内取崩しを承認，決議

2017年7月末
　（予定）

記念館本体建設工事着工

2018年2月末
　（予定）

記念館完成

写真７．ゼネコン大手3社による設計・施工コンペ

図２．竹中工務店の提示案を採用（左：イメージパース，右：記念館の見取り図）
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表１４．井口洋夫記念館の概要

項　　目 内　　容

構　　造 鉄骨造地上2階建

建築面積 約780 m2

延床面積 約1,100 m2

建物高さ 約8 m 

主な構成（1F）
　ホール

　ホワイエ

主な構成（2F）
　井口洋夫ギャラリー

　フェローギャラリー

　大会議室

　応接室

講演会，研究発表会等
階段教室形式　定員170名
（ホワイエと一体で定員200名以上）

ポスターセッション，立食パーティ等

井口洋夫先生の業績紹介

フェロー，フェロー OBの紹介

役員会，会議等　定員40名

来客応対，講師控室，会議等
定員12名

3-2.	 研究棟実験室改造工事
　2016年11月から2017年2月までの間，研究棟3階会議室の実験室改造工事を行いました．この会議室は，研究棟建
設時は実験室として計画されていましたが，当時フェローが少なかったこともあり，会議室として役員会や各種会議に
使用してきました．しかし，フェロー増員に伴って実験室スペースが不足してきたこと，及び2018年2月末には会議
室を有する井口洋夫記念館が完成することから，実験室に仕様変更したものです．写真８に改造前後の様子を示しま
す．本実験室は2017年4月に赴任する新任フェローのうち2人の方が使用する予定です．

４．広報活動
　2016年度は，本冊子である豊田研究報告第70号を刊行しました．また，ホームページを用いたフェローワーク
ショップをはじめとした，各種研究活動の発信を行いました．
　2016年度のトピックスとして，研究棟エントランスに沿革パネル「豊田理化学研究所のあゆみ」を設置しました
（図３）．歴代の理事長，所長の写真，各種事業の変遷に加え，豊田理化学研究所設立につながる豊田喜一郎の想いを記
載しています．特に戦後の混乱期に就任した第2代山口與平所長は，これまで所内に名前の記録はあったものの，写真

写真８．研究棟3階会議室の実験室への改造（左：改造前，右：改造後）
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表１４．井口洋夫記念館の概要

項　　目 内　　容

構　　造 鉄骨造地上2階建

建築面積 約780 m2

延床面積 約1,100 m2

建物高さ 約8 m 

主な構成（1F）
　ホール

　ホワイエ

主な構成（2F）
　井口洋夫ギャラリー

　フェローギャラリー

　大会議室

　応接室

講演会，研究発表会等
階段教室形式　定員170名
（ホワイエと一体で定員200名以上）

ポスターセッション，立食パーティ等

井口洋夫先生の業績紹介

フェロー，フェロー OBの紹介

役員会，会議等　定員40名

来客応対，講師控室，会議等
定員12名

3-2.	 研究棟実験室改造工事
　2016年11月から2017年2月までの間，研究棟3階会議室の実験室改造工事を行いました．この会議室は，研究棟建
設時は実験室として計画されていましたが，当時フェローが少なかったこともあり，会議室として役員会や各種会議に
使用してきました．しかし，フェロー増員に伴って実験室スペースが不足してきたこと，及び2018年2月末には会議
室を有する井口洋夫記念館が完成することから，実験室に仕様変更したものです．写真８に改造前後の様子を示しま
す．本実験室は2017年4月に赴任する新任フェローのうち2人の方が使用する予定です．

４．広報活動
　2016年度は，本冊子である豊田研究報告第70号を刊行しました．また，ホームページを用いたフェローワーク
ショップをはじめとした，各種研究活動の発信を行いました．
　2016年度のトピックスとして，研究棟エントランスに沿革パネル「豊田理化学研究所のあゆみ」を設置しました
（図３）．歴代の理事長，所長の写真，各種事業の変遷に加え，豊田理化学研究所設立につながる豊田喜一郎の想いを記
載しています．特に戦後の混乱期に就任した第2代山口與平所長は，これまで所内に名前の記録はあったものの，写真

写真８．研究棟3階会議室の実験室への改造（左：改造前，右：改造後）
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４．広報活動
　2016年度は，本冊子である豊田研究報告第70号を刊行しました．また，ホームページを用いたフェローワーク
ショップをはじめとした，各種研究活動の発信を行いました．
　2016年度のトピックスとして，研究棟エントランスに沿革パネル「豊田理化学研究所のあゆみ」を設置しました
（図３）．歴代の理事長，所長の写真，各種事業の変遷に加え，豊田理化学研究所設立につながる豊田喜一郎の想いを記
載しています．特に戦後の混乱期に就任した第2代山口與平所長は，これまで所内に名前の記録はあったものの，写真

等が保存されておりませんでした．今回，東京大学名誉教授の小島憲道フェローを通じて東京大学理学部化学教室よ
り，大学所蔵の写真を入手することができました．パネルには研究所の今後の発展まで記載できるようになっていま
す．

５．人　　事
5-1.	 役員人事
　2016年度は監事改選期で，2016年6月14日開催の評議員会で加藤伸一，豊田鐵郎，好川純一の各監事の重任が承
認，決議されました．

5-2.	 フェロー人事
　2016年4月1日付で末元徹，平田文雄の2名が常勤フェローに，石田清仁，榎敏明，奥田雄一の3名が客員フェロー
に，それぞれ就任しました．また2017年3月31日付で西田信彦，三宅和正，森永正彦の常勤フェロー 3名が，植田憲
一，太田隆夫の客員フェロー 2名が退任しました．なお，森永正彦常勤フェローは2017年4月1日より特任フェローに
就任します．

5-3.	 事務局人事
　2016年5月31日付で，前事務局長の青木博史が退職し，それに先立って4月1日付で藤川武敏が新事務局長に就任し
ました．2016年10月1日より，実験補助員として派遣社員の長谷川均が週2日勤務しています．2017年1月1日付で，
松島悟が豊田中央研究所から部分出向でテクニカルスタッフとして赴任しました．同じく2017年1月1日付で，井口洋
夫記念館建設における企画・設計および工事監理のため，豊田中央研究所より樋田佳彦，山崎渉，村上豊の3名に一部
出向の形で協力頂いています．また，2017年2月28日付でテクニカルスタッフの八木雄二が退職しました．

5-4.	 人事制度の変更
　近年の事業拡大に伴って，経験豊富な運営スタッフを，安定的に確保することが必要となってきました．また，当研
究所の事務局スタッフは，全員有期雇用職員ですが，2013年4月に労働契約法が改正され，5年間を超える雇用を継続
するためには，雇用形態を無期雇用に転換することが必要となってきました．これらに対応するために，2017年3月
10日開催の理事会，評議員会で無期雇用に伴う就業規則および付帯する給与規程の変更が承認，決議されました．
　これに伴って総務グループの，嘱託職員　野口あゆみ，浜辺宏子，および派遣職員　加藤美香の3名が，2017年4月1

日付で，無期雇用の正社員に採用されることになりました．

図３．研究棟エントランスに設置された沿革パネル


