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2020年度豊田理化学研究所の活動

　2020年は豊田理化学研究所創立80周年の記念すべき年でした．しかし，2019年末に発生した新型コロナウィルスの
感染拡大は，年間を通じて社会全体に多大な影響を及ぼし，豊田理研もその例外ではありませんでした．フェロー，事
務局職員共に，断続的に在宅勤務や分散執務を余儀なくされました．出張，会議も可能なものはオンラインへと移行し
ましたが，やむを得ず中止となった行事もありました．このような厳しい状況の中，創立80周年記念行事として，何
とか植樹式や記念講演会などを行うと共に，80年史を発行することができました．
　本稿では，2020年度コロナ禍の中での豊田理研の活動を紹介します．

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
　2020年4月1日入所式を行い，新たにフェロー 3名，客員フェロー 1名が就任しました（写真１，写真２）．今年は，
新型コロナ感染症拡大による緊急事態宣言が全国に発令される直前のタイミングであったため，豊田章一郎理事長，玉
尾皓平所長，新任の尾崎幸洋客員フェローも出席を見合わせ，在宅勤務者を除く常勤のフェローと事務局スタッフのみ
で入所式を執り行いました．玉尾所長からの祝辞は斎藤卓常務理事が代読しました．
　これによりフェローは10名，客員フェローは5名になりました．表１，表２に各フェローの研究テーマを示し
ます．

表１　2020年度　フェローと研究テーマ

年　次 氏　　　　　　名 研　究　テ　ー　マ

4年目

黒田　新一
（名古屋大学　名誉教授）

電場誘起ESRによる有機半導体のキャリア観測と物性の
制御

冨宅　喜代一
（神戸大学　名誉教授）

気相イオンの核磁気共鳴分光法の研究

3年目

齋藤　弥八
（名古屋大学　名誉教授）

ナノカーボンを用いた電界放出顕微鏡法と新物質合成の
研究

松本　吉泰
（京都大学　名誉教授）

単一粒子分光による光触媒反応機構の解明

写真１　斎藤常務理事から辞令を受ける伊藤フェロー 写真２　右から伊藤，川村，松下フェローと斎藤常務理事
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年　次 氏　　　　　　名 研　究　テ　ー　マ

2年目

今田　正俊
（東京大学　名誉教授）

強相関電子系の新原理，新機能の理論的追究

大門　　寛
（奈良先端科学技術大学院大学　名誉教授）

原子分解能ホログラフィー顕微鏡Compact DELMAの開
発とその応用

西川　惠子
（千葉大学　名誉教授）

複雑凝集系の静的・動的ゆらぎの研究とゆらぎから生じ
る機能の解明

1年目

伊藤　敏幸
（鳥取大学　名誉教授）

イオン液体水溶液の水蒸気吸放出機構の解明

川村　　光
（大阪大学　名誉教授）

フラストレーションが創るスピンテクスチャ

松下　裕秀
（名古屋大学　名誉教授）

ブロック共重合体新分子設計によるメソスケールアルキ
メデスタイリングの踏破

表２　2020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

安藤　恒也
（東京工業大学　栄誉教授）

グラフェン上の2次元電子が示す不思議な性質の解明

山下　晃一
（東京大学　名誉教授）

ナノ界面におけるキャリアダイナミクスと光エネルギー変換
の分子論

2年目

喜多村　曻
（北海道大学　名誉教授）

顕微レーザー光化学の研究展開

菅原　洋子
（北里大学　名誉教授）

mSRの生命機能解析への展開

1年目
尾崎　幸洋
（関西学院大学　名誉教授）

凝集体の遠紫外分光法の基礎と応用

　入所式に引き続いて，新任フェロー 3名のテーマ紹介を行いました（写真３）．この新任フェローテーマ紹介は，例
年，歴代フェローをはじめとする関係者も多数聴講しますが，今回は，出勤フェローのみの参加で開催しました．
　新型コロナの感染状況がやや落ち着いた6月9日には，新任の尾崎客員フェローに来所していただき，改めてテーマ
紹介を行いました．ここで新任フェロー全員が揃い，常勤のフェローとの意見交換が出来ました（写真４）．

　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」は，例年年2回，夏（6–7月）と冬（1–2月）に開催
していました．特に冬は，退任フェローの終了報告会を兼ねていましたが，2020年2月の報告会（2019年度退任フェ
ローの報告会）は新型コロナウィルス感染拡大の影響で開催できず，延期になっていました．当初は，感染状況の好転
を期待していましたが，集会方式では開催不可能と判断し，9月にオンライン形式で2019年度退任フェローの報告会を
行いました．続く11月の報告会は，発表者5名全員が常勤のフェローであったため，講演は井口ホールで行い，それを
オンラインで配信するという方式を採りました．また2021年2月の退任フェロー報告会は，発表者が遠隔の客員フェ
ローを含むため，再びオンラインのみの実施としました．また，第27回と第29回の報告会後には，オンラインツール
（Remo，Spatial Chat）を用いた意見交換会も試みました．フェロー研究報告会の概要を表３に示します．
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表３　フェロー研究報告会概要

通算回数 開　　催　　日 開　催　方　法 発　　　表　　　者 聴講者数 意見交換会

第27回 2020年 9 月29日 オンライン

末元　　徹　元フェロー
平田　文男　元フェロー
石政　　勉　元フェロー
前田雄一郎　元客員フェロー

59名
オンライン 

実施

第28回 2020年11月26日
井口ホールで講演

＋
オンライン配信

齋藤　弥八　フェロー
松本　吉泰　フェロー
今田　正俊　フェロー
大門　　寛　フェロー
西川　惠子　フェロー

97名 無し

第29回 2021年 2 月25日 オンライン

冨宅喜代一　フェロー
黒田　新一　フェロー
安藤　恒也　客員フェロー
山下　晃一　客員フェロー

91名
オンライン
実施

写真３　4月1日，入所式後の新任フェローテーマ紹介で講演する伊藤フェロー（左）と松下フェロー（右）

写真４ 6月9日，2回目の新任フェローテーマ紹介で講演する尾崎客員フェロー（左）と集合写真（前列：新任フェローと斎藤常務理事，
後列：常勤のフェロー）
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　1-1-3.	 豊田中研との技術交流会
　基礎科学，基礎工学の分野で顕著な業績を挙げた豊田理研フェローと，豊田中研の若手研究者が交流する場として，
技術交流会が企画，実施されました．伊藤敏幸フェローから「イオン液体の現状と展望」と題して，井口ホールで表４
に示すように3回に渡って講義が行われました．

表４　技術交流会概要

講　　　師 会　　　場 開　催　日 テ　　　ー　　　マ 聴講者数

伊藤敏幸フェロー 井口ホール

10月23日 イオン液体入門 24名

10月30日 イオン液体溶媒による化学反応 26名

11月 6 日 イオン液体材料科学のすすめ 28名

写真６　第28回フェロー研究報告会（左：オンラインで挨拶する玉尾所長，右：会場で講演する松本フェロー）

写真５ 第27回フェロー研究報告会
 （左：オンラインで講演する末元　元フェロー，右：玉尾所長と発表者のオンライン意見交換会）．

写真７　第29回フェロー研究報告会（左：挨拶する玉尾所長と聴講者，右：講演する冨宅フェロー）
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２．研究助成事業
2-1.	 豊田理研スカラー
　博士の学位を有し，所属大学の推薦を受けた優秀な若手教員の中から，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制度です．2020年度は，表５に示すように29名を豊田理研スカラーと
して採択しました．2011年度の制度発足以来，採択者合計は276名になりました．

表５　2020年度豊田理研スカラーの所属と研究テーマ

大　　　学 所　　属 氏　　名 職　　位 テ　　　ー　　　マ

北　海　道

工　　学

磯野　拓也 助　　教
糖鎖セグメントの導入を鍵とする高付加価値バイオベースポリマー
の設計

百合野大雅 助　　教
複数のアンビデント反応剤の同時精密制御による構造異性体の作り
分け

小笠原泰志 助　　教 一次代謝の違いを利用した経路特異的な阻害剤の探索

理　　学
清水　洋平 講　　師 光学活性フッ素化アミノ酸の迅速合成法の開発

石垣　侑祐 助　　教 分子構造スイッチングに基づく革新的応答系の開発

東　　北 理　　学
井口　弘章 助　　教 自在な化学ドーピングが可能な多孔性分子導体の開発

川上　洋平 助　　教 トポロジカル強相関電子の超高速光磁気ダイナミクス

静　　岡
工　　学

新谷　政己 准　教　授 DNA配列の特徴に基づくプラスミドの宿主域の予測と検証

大多　哲史 助　　教
マルチコア構造磁性ナノ粒子における磁化応答モデルの探索と解析
手法の確立

理　　学 阪東　一毅 准　教　授 高Q値有機結晶リング共振器のフーリエ分光によるQ値解析

豊橋技術科学 工　　学 原口　直樹 准　教　授 連続フロー合成に有効なコア─コロナ型高分子キラル触媒の開発

写真８　技術交流会での講義と聴講者の様子
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大　　　学 所　　属 氏　　名 職　　位 テ　　　ー　　　マ

名　古　屋

工　　学
畝山多加志 准　教　授 高分子材料の分子構造を反映した粗視化流動特性計算モデルの開発

伊藤　淳一 講　　師 電子供与性配位子を有する新規高機能鉄触媒の開発

理　　学 篠原　秀文 講　　師 基部陸上植物のペプチドホルモン─受容体ペアの機能解明

生命農学 田畑　　亮 特任講師
新規植物ペプチドシグナリング解明に向けたゲノム科学および化学
的研究手法の開発

名古屋工業 工　　学
近藤　政晴 助　　教 近赤外蛍光タンパク質を利用した光合成生物の明反応機能の拡張

瀧川　佳紀 助　　教 2周波液晶混合物の誘電特性の解明と現象論による解析

豊田工業 工　　学 浮田　宗伯 教　　授
受精卵画像からの妊娠成否確率の推定と深層学習による推定根拠の
可視化

京　　都

工　　学

中尾　章人 助　　教
電位依存性Ca2+チャネルサブユニットが司るエピジェネティクス
制御における新規分子複合体の探索

坂本　良太 准　教　授
革新的ナノカーボン材料「単層グラフィジイン」の精密合成とその
半導体特性の解明

久保　拓也 准　教　授 π相互作用クロマトグラフィーによる微弱分子間相互作用の解明

理　　学
足立　俊輔 准　教　授 水の窓域軟X線による液相の生体分子の反応ダイナミクスの観測

成田　秀樹 特定助教 微小センサーを用いた電流誘起電子相の検出技術の創製

大　　阪　

基礎工学 山元　淳平 准　教　授
光遺伝子治療を志向した近赤外光に応答する人工DNA修復酵素の
開発

理　　学

中島　正道 助　　教
異なる磁気揺らぎのフラストレーションが生み出す新奇量子相の探
索

山川　智子 助　　教
血球細胞における小胞体形態かく乱に起因するNotchシグナル阻害
因子の産生機構

九　　州
工　　学

加地　範匡 教　　授 人工腸管デバイスによる腸内フローラ構成細菌の解明

小野　利和 助　　教
らせんキラリティを持つ多核金属錯体の創製と円偏光発光材料への
応用

理　　学 大橋　英治 助　　教 DNA損傷応答キナーゼATR活性化の分子機構
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2-2.	 特定課題研究
　特定課題研究は，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ものです．期間は2年間で
すが，継続には審査委員会での審査を必要とします．2020年度は表６に示す継続2件，新規1件の計3件を採択し，助
成を行いました．2011年度の制度発足以来，採択数の合計は15テーマになりました．

表６　2020年度特定課題研究の体制と研究テーマ

No. 分類 研　究　代　表　者
コア

メンバー数
研究テーマ

1 継続 東京大学　准教授　　岡林　　潤 6名
先端磁気分光と理論計算の融合研究：
「界面多極子相互作用」が拓く新しい学理

2 継続 大阪府立大学　教授　戸川　欣彦 8名 キラルスピン物質科学の探索

3 新規 東北大学　准教授　　井口　史匡 6名 全固体エネルギー変換デバイスにおける力学的作用

2-3.	 豊田理研異分野若手交流会
　「分野が異なる研究者同士や，若手研究者と豊田理研のベテラン研究者とが直接コンタクトできる場を提供する」と
いう玉尾所長の提案のもと，2016年度から「豊田理研異分野若手交流会」を開催しています．例年7月に1泊2日の合
宿形式で行っていましたが，今年度は新型コロナ感染拡大の影響で実施を延期していました．しかし，集会方式で開催
できる見込みが立たず，12月18日～ 19日の2日間オンラインで開催しました．概要を表７に示します．

表７　第5回豊田理研異分野若手交流会概要

日　時 2020年12月18日（金）～19日（土）

参加者
2020年度スカラー（29名），2019年度スカラー（10名），特定課題研究代表者（3名），
所長・理事（5名），審査委員（6名），フェロー（9名）　　　　　　　　　　合計62名

内　容

＜1日目＞
　1． 全体会議
 （1）開会式，所長講演
 （2）研究紹介（予め提出された約4分／テーマのビデオを編集，連続で配信）
　2． 個別質疑 （ スケジュールに合わせて説明者がZoom会議を開設，）   質問者は関心あるテーマの会議室に入室し討議
 （1）1回目─11テーマ実施
＜２日目＞
　2． 個別質疑（続き）
 （2）2回目─11テーマ実施
 （3）3回目─10テーマ実施
　3． 全体会議
 （1）スカラー共同研究の案内
 （2）総括
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2-4.	 スカラー共同研究
　この制度は「豊田理研異分野若手交流会」の場で，スカラー間で新たに生まれた「共同研究」に対して助成を行うも
ので，2016年度から始まりました．例年，7月に行われる交流会参加者からテーマ提案があり，企画・運営委員会での
審査を経て，その年度の下期に「豊田理研スカラー共同研究（Phase 1）」として共同研究の立ち上げを支援していま
す．その結果を受け，期間を延長することで更に大きな進展が期待できる共同研究テーマに対して再度審査を行い，承
認されると「Phase 2」に移行し，1年間の追加助成を行っています．表８に2020年度実施の「Phase 2」の所属と研究
テーマを示します．
　一方「Phase 1」に関しては，前項で述べたように2020年度の交流会開催が12月になり，年度内に共同研究の立ち上
げを行う時間的余裕が無くなってしまいました．そこで2020年度はPhase 1を実施せず，採択されたテーマ（3件）は
2021年度から1年6カ月の期間，助成を実施することになりました．

表８　豊田理研スカラー共同研究（Phase 2）の所属と研究テーマ

No. 所　　　属　・　氏　　　名 共 同 研 究 テ ー マ 名

1
九州大学　教授　　　池ノ内順一

ピコリットル液体の物理化学計測を用いたがん細胞の理解
大阪大学　助教　　　大塚　洋一

2
北海道大学　助教　　柳瀬　　隆 箱型分子ペルフルオロキュバンを用いた新しい電荷移動錯体の合成と

その電子物性評価東京大学　特任助教　秋山みどり

3

岐阜大学　助教　　　高井　千加

多階層設計による複合ナノ粒子触媒の創出名古屋大学　助教　　中　　寛史

京都大学　助教　　　佐藤　喬章

4
京都大学　准教授　　菅瀬　謙治

光照射化における励起状態解析に基づく機能性分子の物性評価
京都大学　准教授　　三木　康嗣

３．学術談話会
3-1.	 物性談話会
　物性談話会は，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年から開催
しています．物性談話会も，当初新型コロナ感染拡大の影響で実施を延期していましたが，8月からはオンライン形式
で表９に示す6回を開催しました．通算の開催回数は2021年3月末で414回になりました．

写真９　第5回異分野若手交流会（左：全体会議開会式，右：玉尾所長の講演）
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表９　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 聴講者数

1 2020年8月19日
北京航空航天大学
　教授　土井　正男　氏

The CTR phenomena　
─中国に行ったばかりの時の研究─

51名

2 2020年 9 月25日
東北大学
　教授　若林　裕助　氏

情報科学を用いた薄膜試料における表面・界面状態
の放射光解析

23名

3 2020年10月30日
東京大学
　准教授　宇佐見康二　氏

強磁性マグノンのボース・アインシュタイン凝縮 22名

4 2020年11月18日
東北大学
　准教授　好田　　誠　氏

ヘリカルスピントロニクス　～電子スピン波が生み
出す新奇スピン物性とその制御～

19名

5 2020年12月 8 日
物質・材料研究機構構造材料
研究拠点
　副拠点長　大村　孝仁　氏

材料変形の局所力学物性評価 20名

6 2020年12月23日
筑波大学数理物質科学研究群
　教授　都倉　康弘　氏

半導体量子情報処理のトレンドとコヒーレントスピ
ン操作

21名

3-3.	 分子科学フォーラム
　分子科学フォーラムは，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年から開催しています．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．2020年度は4回
のフォーラムを予定していましたが，7月はコロナ感染症拡大の影響で中止とし，10月以降はオンライン講演会で表
１０に示す3回のフォーラムを開催しました．通算の開催回数は2021年3月末で127回になりました．

表１０　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 2020年10月23日
物質・材料研究機構
　広報室長　小林　隆司　氏

恋愛下手？　それじゃ科学は伝わらない
～何が人をその気にさせるのか～

2 2020年12月 4 日
産業技術総合研究所
　理事　臼田　　孝　氏　

科学が進めば単位が変わる
～究極の基準を求めて～

3 2021年 2 月 5 日
自然科学研究機構分子科学研究所
　准教授　草本　哲郎　氏

ラジカル─奇数個の電子をもつ分子が示
すユニークな機能

４．若手人材育成事業
　2019年度から，豊田理研はこれまでの　（1）研究事業　（2）研究助成事業　（3）学術談話会　に加え，（4）若手人材育
成事業　を開始しました．この事業は「海外大学院進学支援制度」，および「寄付制度」の2つから構成されています．

4-1.	 海外大学院進学支援制度
　科学技術の分野で，海外の大学院で博士号（Ph.D.）取得を目指す日本国籍の学生に対して，その留学を支援するこ
とにより，国際的に活躍できる人材の育成を図ることを目的にしています．2019年度の1名に続いて，2020年度も1名
が海外大学院進学コースに採択されました．期せずして，2名とも留学先はイギリスオックスフォード大学大学院の博
士課程で，コロナ禍の中，不安要素は多々ありましたが，2020年10月から留学し，元気に研究活動を行っています．
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表１１　海外大学院進学支援制度　2020年留学生

氏　　名 髙橋　拓豊 早川　知志
採　択　年 2019年 2020年
コ　ー　ス 海外大学院進学コース
応募時所属 東京大学理学部

物理学科
東京大学大学院
情報理工学系研究科
数理情報工学専攻

留　学　先 University of Oxford,
DPhil in Condensed 
Matter Physics ̶ Max 
Planck Graduate Center
for Quantum Materials

University of Oxford,
DPhil in Mathematics

留学開始 2020年10月
国際科学
オリンピック実績

第46回
国際物理オリンピック
インド大会（2015年）
銅メダル

第55回
国際数学オリンピック
南アフリカ大会（2014年）
金メダル

4-2.	 寄付制度
　若手人材育成を目的に活動している公的機関や財団，組織等の中から，その活動が当財団の目指す方向と合致する場
合，その支援のために寄付を行う制度です．2020年度は，「将来の日本の科学技術を担う高い能力と国際性をもつ人材
育成」を目的としている，科学オリンピックの活動を支援するために表１２，１３に示す2種類3件の寄付を行いました．

表１２　日本科学オリンピック委員会への寄付

対 象 機 関 日本科学オリンピック委員会

活 動 内 容 ・ 科学オリンピックは，7つの教科（数学，化学，生物学，物理，情報，地学，地理）で構成されている
・ 本委員会は，上記7教科の実施団体が組合を結成し，「教科，産官学の枠を超えた協同」を目指して，
一体となって活動を推進している

・ 事務局は科学技術振興機構（JST）が担当し，横断的な支援を実施している

寄付金用途 寄付金は各教科に規定の割合で配分され，各団体の国内大会実施のための活動費用の一部に充当

寄 付 金 額 1,000万円

表１３　国際科学オリンピック日本大会開催への寄付

大 会 名
第53回国際物理オリンピック
　IPhO 2023日本大会

第64回国際数学オリンピック
　IMO 2023日本大会

開 催 日 程 2023年7月10日～ 17日（東京） 2023年7月2日～ 13日（千葉）

実 施 団 体 国際物理オリンピック2023協会 数学オリンピック財団

参 加 国 数 約90ヵ国 約110ヵ国

寄付金用途 大会運営費の一部に充当 大会運営費の一部に充当

寄 付 金 額 300万円 300万円

写真１０ 2020年留学生
	 左：髙橋拓豊さん，右：早川知志さん
 オックスフォードにて（ソーシャルディス

タンスを保ってやや離れている）
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５．創立80周年記念行事
　2020年度，豊田理研は創立80周年を迎えました．80周年を記念して計画していたオープンラボは中止せざるを得ま
せんでしたが　（1）記念植樹式　（2）記念講演会　（3）豊田理化学研究所80年史発行　を行いました．

5-1.	 記念植樹式
　11月3日に豊田理事長，玉尾所長，および常勤のフェロー，事務局職員出席の下，深田池北側の高台で記念植
樹式を行いました．植樹したのは種類の異なる2本の栗の木（丹沢，銀寄）です．栗はブナ科の落葉高木で，堅
くて重く，腐りにくいという材質であり，家屋の土台や線路の枕木などに用いられています．これにあやかり，
豊田理研では日本の科学技術の進歩，発展を祈念し，研究財団として永遠の礎となるよう願いを込めて選定しま
した．

5-2.	 記念講演会
　2020年に創立60周年を迎えた豊田中央研究所と共催で，11月11日にノーベル化学賞受賞者の野依良治博士（理化
学研究所前理事長）をお招きし，東京・大手町三井ホール（500人収容）において，参加人数を100名程度に絞り込み，
記念講演会を開催しました．「科学技術は我が国の『生存の条件』である」という演題で行われた講演は，豊田理研や
豊田中研の関係者・社員にも，オンライン中継されました．

写真１１ 創立80周年記念植樹
	 左上：植樹を行う玉尾所長，右上：記念銘板の除幕式（豊田理事長，玉尾所長，斎藤常務理事）
	 左下：植樹した2本の栗の木 ─ 手前から銀寄と丹沢，右下：記念銘板を囲んで（フェローと事務局スタッフ）
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5-3.	 豊田理化学研究所80年史
　豊田理研では2000年の創立60周年に際し，豊田理研創立60周
年記念誌が発行されています．しかしこの20年間で豊田理研は大
きく変貌し，設立時の「自らの手で研究する自立した研究所」に
回帰しました．この変化を記録に残すため，2019年3月に編集委
員会を発足させ80年史の編纂を進めてきました．A4版全255ペー
ジで，以下の3部構成になっています．
　（1） 沿革編：設立からの60年間を再構成するとともに，近20

年間を追加した通史．
　（2） テーマ編：近20年間の4つのトピックス　（ⅰ）豊田理研フェ

ロー制度　（ⅱ）新研究棟の建設　（ⅲ）刈谷少年発明クラブの
分離独立　（ⅳ）井口洋夫記念ホールの建設．

　（3） 資料編：各種資料．

　年史編纂に当たっては，以下の方針で取り組みました．①元資料まで遡り，史実に即した記述を心掛ける．②読者の
興味に応える写真，資料，グラフをできるだけ多く掲載する．中でも，関係者の顔写真は，関係大学，トヨタグループ
各社，豊田中研，豊田理研OB，関係者の親族にも協力を求め，できるだけ当時撮影されたものを抽出する．新型コロ
ナ感染拡大の影響を受け，編纂作業は滞りましたが，何とか年度末の発行に漕ぎ付けました．
　本80年史は，豊田理研のホームページでも公開します．

６．新型コロナウィルス感染拡大への対応
　2019年末に発生した新型コロナウィルスの世界的な感染拡大は，豊田理研の活動全体に大きな影響を及ぼしました．
感染状況の変化に応じて，フェロー，事務局職員とも1年を通じて，在宅勤務や分散執務を余儀なくされました．海外
出張は全面禁止，国内出張や帰省も感染状況に応じて規制を行いました．やむを得ない場合は，帰着後職場での接触を
避ける等の措置を行いました．
　エントランスの各所には，非接触の体温計と消毒液を常備，事務室や会議室には，飛沫防止のパーティションを設置
しました．新規感染者数がピークとなった第3波（2021年1月～ 2月）の際は食堂の利用も中止し，パーティション設
置のテーブルで弁当を喫食する，等の対応を取りました．

写真１２　創立80周年記念講演会
 （左：会場の様子，右上：玉尾所長の質問に答える野依先生，右下 : 野依先生と歓談する豊田理事長）

写真１３　豊田理化学研究所80年史
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　各種行事も前述の通り，できるものから順次オンラインに切り換えて開催しましたが，豊田理研ワークショップ，名
古屋大学リーディング大学院，豊田理研懇話会などは実施を断念しました．一方オンラインで実施した研究報告会など
は，直接議論することは出来ないものの，地理的な障壁が無くなることで，これまで以上の参加が得られるという利点
もありました．今後コロナ禍が収束した後も，集会方式とオンラインを組み合わせた方法が主流になっていくものと考
えられます．

写真１４ 新型コロナ感染拡大防止策の一例
 左上：エントランス設置の非接触体温計と消毒液，右上：応接室設置のパーティション
 左下：事務室執務の状況　右下：パーティション設置の会議室

図１　国内での新型コロナウィルス1日当たりの新規感染者数の推移
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７．広報活動
7-1.	 豊田研究報告
　2020年5月に豊田研究報告第73号を発行しました．研究論文，報告はフェロー 10件，特別寄稿1件，豊田理研スカ
ラー 33件，スカラー共同研究3件，特定課題研究3件で，合計50件となりました．交換雑誌として広く大学，図書館
等に配付すると共に，豊田理研ホームページでも公開しています．

7-2.	 ホームページ
　2018年にリニューアルしたホームページを活用して，財団概要，事業紹介，豊田理研フェローの研究内容や成果を
掲載したフェロー紹介をはじめ，公募や講演会のお知らせ等，研究所の活動をタイムリーに発信しています．

８．人　　事
8-1.	 役員人事
　2020年度は監事の改選期でした．2020年6月22日付で好川純一監事が退任し，山口千秋評議員が新たに監事に就任
しました．また，豊田鐵郎監事は評議員に就任しました．

8-2.	 研究職員人事
　2020年度は4月1日付で伊藤敏幸，川村光，松下裕秀の3名がフェローに，尾崎幸洋が客員フェローに就任，光元亨
汰が研究員として採用されました．また2020年度末までに川村光，黒田新一，冨宅喜代一の3名のフェローと，安藤
恒也，山下晃一客員フェロー 2名が退任，光元亨汰研究員が退職しました．

8-3.	 事務局人事
　2020年10月1日付で太田充彦がテクニカルスタッフとして豊田中央研究所から出向しました．また，2020年度末
に，嘱託職員でテクニカルスタッフの宮下政則が退職，また派遣社員の三宅智美が派遣終了になりました．
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