
Words to Live by
人生を変えた師からの言葉

物理化学を専門に研究する田旺帝（チョン,ワンジェ）
先生と、田先生に背中を押されて化学の道に進むこと
を決めたという三田寺舞さんにお話を伺いました。

We sat down and talked with Professor Wang Jae Chun, 
specializing in physical chemistry, and Ms. Mai Mitadera, 
who was encouraged by Professor Chun to pursue the 
study of chemistry. 
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三田寺　入学後から私を担当してくださっていたアドヴァイザーの

先生が、ICUを離れられることになり、その後任として担当してい

ただいたのが田先生でした。ちょうど化学メジャーに興味を持ち始

めていた時期だったので、心強く、幸運な出会いだと感じたのを覚

えています。とても親切で面倒見の良い方で、初めての研究室訪問

では1時間にわたってご説明いただきました。
田　今では自ら課題を見つけたり、 実験手順を工夫して取り組ん

だりと大きく成長してくれた三田寺さんですが、当初は化学の授業

に対する葛藤もあったと聞いています。

三田寺　当時は、田先生の授業をはじめ、他の化学の講義でも理

解度に不安がある状態で、本当に化学メジャーを選んでいいのか

悩んでいました。そんな私に田先生がかけてくださった、「大事なの

は一度で理解することではなく、時間をかけて理解すること」とい

う言葉が今でも印象に残っています。化学の道へ進むかどうか迷っ

ていた私の背中を、強く押してくれた言葉でした。

田　実はこのアドバイスは、大学時代に私自身が恩師からいただ

いた言葉です。「すぐに分かったら学問じゃない。単なる知識だか

ら使い物にならない。今できなくても時間が経つにつれ少しずつ分

かるようになれば、いずれは全体像が見えてくる」と言っていただ

き、心のもやもやが晴れるような感覚になりました。それで三田寺

さんにも同じことを伝えたのです。

三田寺　ICUには優秀な学生が多く、周りと比較して焦りを感じ

ていましたが、コツコツ努力することは得意だったので肩の荷が下

りた気がしました。また、茨城県つくば市にある高エネルギー加速

器研究機構にも連れて行っていただくなど、化学に触れる多くの機

会をいただいていることにも大変感謝しています。

Mitadera  My advisor since my enrollment was to leave ICU 
and was replaced by Professor Wang Jae Chun. I remember 
that I felt reassured and lucky as I met Professor Chun, 
because I was becoming interested in majoring chemistry just 
around that time. He is very kind and helpful, and he gave me 
guidance for an hour when I first visited his laboratory.
Chun  Mitadera-san has made a great deal of progress. Now 
she is able to find her own challenges and devise experimental 
procedures. But I have heard from her that she struggled with 
chemistry classes at the beginning. 
Mitadera  At that time, I had less confidence in my ability to 
understand lectures on chemistry given by Professor Chun 
and other lecturers and was wondering whether the selection 
of chemistry as my major would be the right decision. And then 
Professor Chun told me, “What is important is not the ability to 
understand at once but the ability to understand over time.”  
His words gave me a supportive push to major in chemistry, 
and still impress me.
Chun  Actually, these are words my mentor gave me when I 
myself was a university student. He said, “If you can under-
stand the things that you have studied in an instant, you are 
not partaking in academic study, you are just acquiring knowl-
edge, and that is utterly useless. What is important is gradually 
becoming able to understand what you cannot at the moment. 
Then, eventually, you will see the whole picture.” I felt my heart 
lift by his words. So I gave the same advice to Mitadera-san. 
Mitadera  As there are many highly capable students at ICU, I 
had felt impatient comparing myself with them. But Professor 
Chun’s words certainly took a weight off my mind because I 
knew I was good at making steady efforts. I am also grateful to 
him for providing me with many opportunities to be exposed to 
chemistry, including a visit to the High Energy Accelerator 
Research Organization in Tsukuba City, Ibaraki Prefecture. 

印象に残っている先生の言葉 Professor’s words that impressed me strongly すことは大事だと考えています。優れた研究者は専門＋αの知識

を豊富に持っています。学生たちにも、いろんな分野の知識を切り

口にして答えを見つける力を身に付けてほしいですし。リベラル

アーツを学ぶ本学の学生にとって、この力は大きな強みになると感

じています。三田寺さんも徐々に研究の中で自分なりに創意工夫

できるようになってきましたね。

三田寺　研究者というと最初から豊かな独創性を持っていないと

いけないというイメージでした。しかし、田先生は基本を丁寧に教

えてくださり、そこから徐々に考える幅を広げていけばいいという

考え方だったので、気負うことなく研究に取り組めています。

田　今では、アカデミックなディスカッションも活発にできるよう

になりました。私が思いつかなったアイデアを提案してくれること

もあり、とてもうれしく感じます。授業や研究指導で学生たちに身

に付けてほしいのは、知識ではなく知恵です。そのため、できるだ

け私から答えを提示するのは避けるようにしています。答えを与え

てしまうと、考えることをやめてしまいますから。

田　私は「餅は餅屋」をポリシーにしていて、各分野のスペシャリ

ストと共に進める共同研究に重きを置いています。スピーディに研

究が進むことに加え、さまざまな知識や考え方に触れることで、新

しい発想が生まれるからです。ICU着任後は、学生への指導でも

異分野との交流を意識してもらうことを心掛けています。

三田寺　先生から、「一般的に、大学が主催する交流会や学会で

は、化学の分野なら化学の視点しか持っていない参加者が多い。

そんなとき、幅広い分野に触れているICU生がいれば面白い」とい

う話を伺ったことがあります。学問の枠を超えた広い知見を得た上

で、専門性を深める学びを改めて肯定的に捉えられるようになりま

した。

田　専門の分野を深掘りする以上に、自分の中の引き出しを増や

リベラルアーツを学ぶ意味 Reasons for studying liberal arts

大事なのは一度で理解することではなく、時間をかけて理解すること
What is important is not the ability to understand at once, but the ability to understand over time

Chun  According to my motto “Better leave it to the specialist,” 
I value joint research where I can work in collaboration with 
specialists in different fields. It may expedite the progress of 
research and generate many ideas through the exposure to 
different knowledge and ways of thinking. Since taking up my 
post at ICU, I have been emphasizing the importance of 
cross-disciplinary interactions when guiding students.
Mitadera  Professor Chun once said, “Many participants at 
academic meetings or university-organized exchange meet-
ings—in the field of chemistry, for example—have only the 
viewpoint of chemistry. It will be interesting if ICU students 
who are exposed to a wide range of fields are among them.” 
His words reassured me of the positive aspects of learning to 
deepen expertise after acquiring a broad range of cross-
disciplinary knowledge.
Chun  I think it is more important to have a larger stock of 
cross-disciplinary knowledge than to deepen knowledge in 
your areas of expertise. Good researchers have rich extra 

knowledge on top of their expertise. I really hope that students 
gain the ability to find an answer utilizing their knowledge in 
various fields. I feel that such ability will become a significant 
advantage for the students studying liberal ar ts at ICU. 
Mitadera-san, you are now able to conduct your study with 
creativity and originality.
Mitadera  I used to think that researchers should be very 
creative from the beginning. But Professor Chun meticulously 
taught me the basics, and suggested that I gradually broaden 
the scope of my thinking. Thanks to that attitude, I can now 
undertake research without putting too much pressure on 
myself.
Chun  Now we can share lively academic discussions. I am 
very pleased when she proposes from time to time ideas that I 
haven’t been able to come up with. What I would like my 
students to learn in classes and from research guidance is not 
knowledge but wisdom. Therefore, I try to avoid giving answers 
to my students. If an answer is given, they stop thinking.

写真背景…田教授が自ら基本設計を行い、完成させた複合表面分析装置。低速電子線回折、高分解能電子エネルギー損失分光、
　　　　　X線光電子分光などの手法により、化学種や電子状態、吸着構造などを決定する。
Basically designed by Professor Chun himself, the multi-purpose surface scientific analysis system has been completed. It is used to determine 
the chemical species, electronic state and absorption structure of substances using such techniques as low energy electron diffraction, 
high-resolution electron energy loss spectroscopy, and x-ray photoelectron spectroscopy.19 The ICU No.40 July 2017 20The ICU No.40 July 2017



物質が持つ、幾何学的な美しさに魅了されて
　日常生活において、整然と並んでいるものに魅力を感じる人

は多いと思います。それは化学の世界でも同じで、私が研究の対

象にしているMOFs（多孔性配位高分子）もその一つ。MOFsは

金属イオンと有機配位子分子で構成される化合物で、ジャング

ルジムのように規則的な構造をしています。　　　その幾何学

的な美しさに引かれて合成や制御原理の研究を続けています。

　MOFsは、設計の自由度が高いことから、近年では触媒や分

子篩だけでなく、分子やイオンなどを認識できるデバイスとして

の応用が注目されています。これには薄膜化技術が欠かせま

せん。MOFsの薄膜化は粉末状または溶液に分散させたMOFs

を基板に直接塗布するのが一般的です。しかし、この方法だと

MOFs粒子の向きがバラバラで、効率よく分子やイオンなどを認

識することができません。例えて言うなら、ちぐはぐの水道管に

水を通しているような状態です。そこで私は、MOFs粒子が同じ

方向を向いて並んだ状態で成長させるための研究を始めたので

す。その切り口として選んだのが、もともと専門にしていた「触媒

表面化学」の研究で蓄積していた「単結晶酸化物表面」に関する

知見でした。この表面は原子レベルで表面構造が規定されてい

るだけでなく、規則正しく有機配位子分子を並べることができま

す。これに金属イオンと有機配位子分子とを交互に反応させる

と、粉末では得られない成長方位が揃ったSURMOFs (Surface 

Fascinated by the geometric beauty 
of substances
I think that many of us in everyday life are fascinated by 
things that are arranged orderly. Same can be said about 
the world of chemistry, and metal-organic frameworks 
(MOFs), also called porous coordination polymer, which is 
the subject of my study, are one of them. MOFs are com-
posed of metal ions and organic ligand molecules regularly 
arranged like a jungle gym.            Attracted by this geomet-
ric beauty, I have continued research on their synthesis and 
control principles. 

MOFs have attracted attention in recent years not only 
for its applicability as a catalyst or a molecular-level sepa-
rator — but also as devices capable of recognizing mol-
ecules and ions due to its high design flexibility. For use as 
such devices, the technology to make thin films is indis-
pensable. Thin films of MOFs are made in general by apply-
ing MOFs in a powder form or dispersed in solution directly 
on the substrate. However, in the thin films thus made, MOF 
particles are arranged in different directions, and conse-
quently, the molecules and ions cannot be recognized 
efficiently. It is like using water pipes of different sizes and 
directions to run water through. This inspired me to launch 
the research on growing MOF particles arranged in the 
same direction. To this end, I used the knowledge of single 
crystal oxide surface I had accumulated in my research in 
surface chemistry of catalysts, which had been my original 
field of specialization. The surface has a well-defined struc-
ture at the atomic level, and organic ligand molecules can 
be adsorbed regularly on the surface. By reacting metal ions 
and organic ligand molecules alternately on the surface, 
orientation controlled SURMOFs (surface MOFs)  growth 

潜入！ 研究室
学問の深奥を究め、文化の進展に寄与するICUの研究活動をレポートします。
We report research activities at ICU that plumb the depths of scholarship 
and contribute to the development of culture. 

Let’s Explore the Lab!

MOFs)を実現できます。すなわち、分子やイオンなどを効率よく

認識できるデバイスの素ができるのです。

研究を影で支えることへのやりがいと誇り
　個人で研究に取り組むだけでなく、新しい発想を生み出すた

めに、共同研究に参加することが多いのが私の特徴です。

SURMOFsの研究においても同じことが言えますが、基本的に

共同研究での私の役割は、より簡易で容易な制御原理や設計指

針を発見することにより、他の研究者が時間を有意義に使える

環境を作ること。今では研究をスムーズに進めるための「黒子」

として活躍することに大きなやりがいと誇りを感じています。

　黒子に徹するようになったのは、元 「々物質を作ること」よりも

「構造や原理を解き明かすこと」に興味を持っていたからだと思

います。さまざまな材料に応用できる基礎的知見をたくさん引き

出しに持っていて、必要な時にすぐに出せる状態にしておく。そ

うすることで一緒に研究に取り組んでいるメンバーが少しでも時

間を有効に使えれば、私にとってこれ以上の喜びはありません。

小さな物質に大きな夢を乗せて
　他にも、ナノより小さいサブナノの金属粒子を対象としたプロ

ジェクトに参加し、その生成過程をはじめ、機能の本質に迫る研

究を進めています。現在の燃料電池や触媒は数百～数千個単位

の白金（プラチナ）原子が集まったナノ粒子が使用されています

が、実際に化学反応に用いられているものはその一部にすぎま

せん。より少ない数で現在と同等の力を発揮するサブナノの金属

粒子を作ることができれば、資源の節約はもちろんのこと、白金

の産出に関する環境破壊や紛争も抑えることができるでしょう。

　化学の世界には、誰もが当たり前に感じていても、明確には証

明されていない現象がまだまだ存在します。先のことは分かりま

せんが、それらにも目を向けつつシンプルで美しい原理を一つで

も発見し、共同研究の相乗効果によって学問の発展に貢献でき

ればと思っています。

can be achieved, which could not be obtained by using the 
powder form. Namely, it can create the base of a device 
capable of efficiently recognizing molecules and ions. 

Pride and fulfillment in supporting 
research behind the scenes
I often participate in joint research in order to generate a 
new idea, rather than just being engaged in individual 
research. Same applies to the research of SURMOFs. My 
basic role in joint research is to build an environment in 
which other researchers can use their time effectively, by 
discovering simpler and easier control principles and design 
guidelines. I now feel a great sense of pride and fulfillment 
in working as a “prompter” for smoother development of 
research. 

I think the reason why I throw myself into the role of a 
prompter is that I was originally interested in elucidating 
structures and principles rather than producing substances. 
Keeping a large quantity of basic knowledge applicable to 
various materials and making them available promptly when 
needed. By doing so, if members in joint research can make 
use of their time even a little more effectively, that will give 
me great pleasure.

 

Dreaming big while studying 
tiny substances
I’m also taking part in the project on sub-nanoparticles, 
whose size is smaller than that of nanoparticles, and pur-
suing research that delves into the nature of their func-
tions including their formation process. Current fuel cells 
and catalysts use nanoparticles consisting of several 
hundred to several thousand platinum atoms, however, 
only a part of which is used in chemical reaction. If metal 
sub-nanoparticles that can work as efficiently as they do 
now with a smaller number can be produced successfully, 
they will contribute not only to saving resources but also 
reducing environmental destruction and conflicts caused by 
platinum production.

There are still many phenomena in the world of chemis-
try that everyone takes for granted but are not clearly 
proved yet. I don’t know what will happen in the future, but 
while paying attention to such phenomena, I would like to 
discover as many simple and beautiful principles as pos-
sible and contribute to the development of the study of 
chemistry bolstered by the synergy of joint research.

田  旺帝 教授
触媒表面化学、X線吸収微細構造分光
東京大学大学院理学系研究科 修士・博士課程修了後、三菱化学株式会社へ入社、その後
Virginia Polytechnic Institute and State University、北海道大学触媒化学研究センター
（現 触媒科学研究所）を経て現職。

Professor  Wang Jae Chun
Specialized Fields: Surface chemistry of catalysts, X-ray absorption fine structure spectroscopy
Biography: Professor Chun completed master and doctoral courses at the Graduate School of Science, 

the University of Tokyo, and joined Mitsubishi Chemical Corporation. Subsequently, he worked 
for Virginia Polytechnic Institute and State University and the Catalysis Research Center 
(now the Institute for Catalysis) of Hokkaido University before assuming his current post at ICU. 

研究者たちを原理や理論で支える
唯一無二の「黒子」でありたい

I want to be the one and only “prompter” 
that supports researchers 
with principles and theories

Knock
Knock

すことは大事だと考えています。優れた研究者は専門＋αの知識

を豊富に持っています。学生たちにも、いろんな分野の知識を切り

口にして答えを見つける力を身に付けてほしいですし。リベラル

アーツを学ぶ本学の学生にとって、この力は大きな強みになると感

じています。三田寺さんも徐々に研究の中で自分なりに創意工夫

できるようになってきましたね。

三田寺　研究者というと最初から豊かな独創性を持っていないと

いけないというイメージでした。しかし、田先生は基本を丁寧に教

えてくださり、そこから徐々に考える幅を広げていけばいいという

考え方だったので、気負うことなく研究に取り組めています。

田　今では、アカデミックなディスカッションも活発にできるよう

になりました。私が思いつかなったアイデアを提案してくれること

もあり、とてもうれしく感じます。授業や研究指導で学生たちに身

に付けてほしいのは、知識ではなく知恵です。そのため、できるだ

け私から答えを提示するのは避けるようにしています。答えを与え

てしまうと、考えることをやめてしまいますから。

田　私は「餅は餅屋」をポリシーにしていて、各分野のスペシャリ

ストと共に進める共同研究に重きを置いています。スピーディに研

究が進むことに加え、さまざまな知識や考え方に触れることで、新

しい発想が生まれるからです。ICU着任後は、学生への指導でも

異分野との交流を意識してもらうことを心掛けています。

三田寺　先生から、「一般的に、大学が主催する交流会や学会で

は、化学の分野なら化学の視点しか持っていない参加者が多い。

そんなとき、幅広い分野に触れているICU生がいれば面白い」とい

う話を伺ったことがあります。学問の枠を超えた広い知見を得た上

で、専門性を深める学びを改めて肯定的に捉えられるようになりま

した。

田　専門の分野を深掘りする以上に、自分の中の引き出しを増や

三田寺　卒業後は大学院に進むつもりですが、将来研究職に就く

と決めたわけではありません。いろいろなことに触れながら、道を

決めていきたいです。今は先生の共同研究に参加していますが、本

格的に始めたばかりなのでこれから頑張ります。

田　頑張りすぎず、「楽しむ」ことを大事にしてください。私は、答え

が出そうで出ないときが最もわくわくする時間だと感じています。

学生たちにもできないときこそ、その過程を楽しむことを覚えてほ

しいですね。三田寺さんが進学を考えているのは私の共同研究先

ですし、卒業後さらに成長した三田寺さんに会えるのを楽しみにし

ています。

Mitadera  I am thinking of going to graduate school, but have 
not decided to become a researcher. I want to decide my 
career after gaining various experiences. I am participating in 
Professor Chun’s joint research, and as I have just started to 
study in a full scale, I will do my best. 
Chun  Please do not work too hard, but value enjoying your 
research work. I feel that the time when I am on the verge of 
getting an answer makes me most excited. I want my students 
to learn how to enjoy the process of struggling to achieve a 
thing, especially when they aren’t seemingly successful. 
Mitadera-san is thinking of going to the graduate school where 
my joint research project is taking place, and I am very much 
looking forward to seeing her when she has made further 
progress after graduation.

卒業後の進路について Path after graduation

「答えを出す過程」と「できない自分」を精いっぱい楽しんでほしい
Fully enjoy the “process of finding an answer” and “yourself who is not yet able to do it” 

ふるい

専門
経歴
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Chun  According to my motto “Better leave it to the specialist,” 
I value joint research where I can work in collaboration with 
specialists in different fields. It may expedite the progress of 
research and generate many ideas through the exposure to 
different knowledge and ways of thinking. Since taking up my 
post at ICU, I have been emphasizing the importance of 
cross-disciplinary interactions when guiding students.
Mitadera  Professor Chun once said, “Many participants at 
academic meetings or university-organized exchange meet-
ings—in the field of chemistry, for example—have only the 
viewpoint of chemistry. It will be interesting if ICU students 
who are exposed to a wide range of fields are among them.” 
His words reassured me of the positive aspects of learning to 
deepen expertise after acquiring a broad range of cross-
disciplinary knowledge.
Chun  I think it is more important to have a larger stock of 
cross-disciplinary knowledge than to deepen knowledge in 
your areas of expertise. Good researchers have rich extra 

knowledge on top of their expertise. I really hope that students 
gain the ability to find an answer utilizing their knowledge in 
various fields. I feel that such ability will become a significant 
advantage for the students studying liberal ar ts at ICU. 
Mitadera-san, you are now able to conduct your study with 
creativity and originality.
Mitadera  I used to think that researchers should be very 
creative from the beginning. But Professor Chun meticulously 
taught me the basics, and suggested that I gradually broaden 
the scope of my thinking. Thanks to that attitude, I can now 
undertake research without putting too much pressure on 
myself.
Chun  Now we can share lively academic discussions. I am 
very pleased when she proposes from time to time ideas that I 
haven’t been able to come up with. What I would like my 
students to learn in classes and from research guidance is not 
knowledge but wisdom. Therefore, I try to avoid giving answers 
to my students. If an answer is given, they stop thinking.
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有機配位子分子
Metal ion

Organic ligand molecule

物質が持つ、幾何学的な美しさに魅了されて
　日常生活において、整然と並んでいるものに魅力を感じる人

は多いと思います。それは化学の世界でも同じで、私が研究の対

象にしているMOFs（多孔性配位高分子）もその一つ。MOFsは

金属イオンと有機配位子分子で構成される化合物で、ジャング

ルジムのように規則的な構造をしています。　　　その幾何学

的な美しさに引かれて合成や制御原理の研究を続けています。

　MOFsは、設計の自由度が高いことから、近年では触媒や分

子篩だけでなく、分子やイオンなどを認識できるデバイスとして

の応用が注目されています。これには薄膜化技術が欠かせま

せん。MOFsの薄膜化は粉末状または溶液に分散させたMOFs

を基板に直接塗布するのが一般的です。しかし、この方法だと

MOFs粒子の向きがバラバラで、効率よく分子やイオンなどを認

識することができません。例えて言うなら、ちぐはぐの水道管に

水を通しているような状態です。そこで私は、MOFs粒子が同じ

方向を向いて並んだ状態で成長させるための研究を始めたので

す。その切り口として選んだのが、もともと専門にしていた「触媒

表面化学」の研究で蓄積していた「単結晶酸化物表面」に関する

知見でした。この表面は原子レベルで表面構造が規定されてい

るだけでなく、規則正しく有機配位子分子を並べることができま

す。これに金属イオンと有機配位子分子とを交互に反応させる

と、粉末では得られない成長方位が揃ったSURMOFs (Surface 

Fascinated by the geometric beauty 
of substances
I think that many of us in everyday life are fascinated by 
things that are arranged orderly. Same can be said about 
the world of chemistry, and metal-organic frameworks 
(MOFs), also called porous coordination polymer, which is 
the subject of my study, are one of them. MOFs are com-
posed of metal ions and organic ligand molecules regularly 
arranged like a jungle gym.            Attracted by this geomet-
ric beauty, I have continued research on their synthesis and 
control principles. 

MOFs have attracted attention in recent years not only 
for its applicability as a catalyst or a molecular-level sepa-
rator — but also as devices capable of recognizing mol-
ecules and ions due to its high design flexibility. For use as 
such devices, the technology to make thin films is indis-
pensable. Thin films of MOFs are made in general by apply-
ing MOFs in a powder form or dispersed in solution directly 
on the substrate. However, in the thin films thus made, MOF 
particles are arranged in different directions, and conse-
quently, the molecules and ions cannot be recognized 
efficiently. It is like using water pipes of different sizes and 
directions to run water through. This inspired me to launch 
the research on growing MOF particles arranged in the 
same direction. To this end, I used the knowledge of single 
crystal oxide surface I had accumulated in my research in 
surface chemistry of catalysts, which had been my original 
field of specialization. The surface has a well-defined struc-
ture at the atomic level, and organic ligand molecules can 
be adsorbed regularly on the surface. By reacting metal ions 
and organic ligand molecules alternately on the surface, 
orientation controlled SURMOFs (surface MOFs)  growth 

潜入！ 研究室
Let’s Explore the Lab!

MOFs)を実現できます。すなわち、分子やイオンなどを効率よく

認識できるデバイスの素ができるのです。

研究を影で支えることへのやりがいと誇り
　個人で研究に取り組むだけでなく、新しい発想を生み出すた

めに、共同研究に参加することが多いのが私の特徴です。

SURMOFsの研究においても同じことが言えますが、基本的に

共同研究での私の役割は、より簡易で容易な制御原理や設計指

針を発見することにより、他の研究者が時間を有意義に使える

環境を作ること。今では研究をスムーズに進めるための「黒子」

として活躍することに大きなやりがいと誇りを感じています。

　黒子に徹するようになったのは、元 「々物質を作ること」よりも

「構造や原理を解き明かすこと」に興味を持っていたからだと思

います。さまざまな材料に応用できる基礎的知見をたくさん引き

出しに持っていて、必要な時にすぐに出せる状態にしておく。そ

うすることで一緒に研究に取り組んでいるメンバーが少しでも時

間を有効に使えれば、私にとってこれ以上の喜びはありません。

小さな物質に大きな夢を乗せて
　他にも、ナノより小さいサブナノの金属粒子を対象としたプロ

ジェクトに参加し、その生成過程をはじめ、機能の本質に迫る研

究を進めています。現在の燃料電池や触媒は数百～数千個単位

の白金（プラチナ）原子が集まったナノ粒子が使用されています

が、実際に化学反応に用いられているものはその一部にすぎま

せん。より少ない数で現在と同等の力を発揮するサブナノの金属

粒子を作ることができれば、資源の節約はもちろんのこと、白金

の産出に関する環境破壊や紛争も抑えることができるでしょう。

　化学の世界には、誰もが当たり前に感じていても、明確には証

明されていない現象がまだまだ存在します。先のことは分かりま

せんが、それらにも目を向けつつシンプルで美しい原理を一つで

も発見し、共同研究の相乗効果によって学問の発展に貢献でき

ればと思っています。

can be achieved, which could not be obtained by using the 
powder form. Namely, it can create the base of a device 
capable of efficiently recognizing molecules and ions. 

Pride and fulfillment in supporting 
research behind the scenes
I often participate in joint research in order to generate a 
new idea, rather than just being engaged in individual 
research. Same applies to the research of SURMOFs. My 
basic role in joint research is to build an environment in 
which other researchers can use their time effectively, by 
discovering simpler and easier control principles and design 
guidelines. I now feel a great sense of pride and fulfillment 
in working as a “prompter” for smoother development of 
research. 

I think the reason why I throw myself into the role of a 
prompter is that I was originally interested in elucidating 
structures and principles rather than producing substances. 
Keeping a large quantity of basic knowledge applicable to 
various materials and making them available promptly when 
needed. By doing so, if members in joint research can make 
use of their time even a little more effectively, that will give 
me great pleasure.

 

Dreaming big while studying 
tiny substances
I’m also taking part in the project on sub-nanoparticles, 
whose size is smaller than that of nanoparticles, and pur-
suing research that delves into the nature of their func-
tions including their formation process. Current fuel cells 
and catalysts use nanoparticles consisting of several 
hundred to several thousand platinum atoms, however, 
only a part of which is used in chemical reaction. If metal 
sub-nanoparticles that can work as efficiently as they do 
now with a smaller number can be produced successfully, 
they will contribute not only to saving resources but also 
reducing environmental destruction and conflicts caused by 
platinum production.

There are still many phenomena in the world of chemis-
try that everyone takes for granted but are not clearly 
proved yet. I don’t know what will happen in the future, but 
while paying attention to such phenomena, I would like to 
discover as many simple and beautiful principles as pos-
sible and contribute to the development of the study of 
chemistry bolstered by the synergy of joint research.
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一般的な方法 SURMOFsのイメージ
General method Image of SURMOFs

粉末状のMOFsを基板に直接塗布。
容易に作成可能だが、MOFsの良さが
生かされず、効率が悪い

単結晶酸化物表面にMOFsを段階的に
積み上げる。
MOFsの良さを最大限に引き出せる

MOF powder is applied directly on the 
substrate. It is simple, but does not utilize 
the advantages of MOFs, and is inefficient

Layer-by-layer construction of MOFs on 
a single-crystal oxide surface.
Advantages of MOFs can be maximized.

光学顕微鏡（300倍）で拡大したMOFs
単結晶
Single-crystal MOFs magnified with an 
optical microscope (x 300)

SURMOFsを観測するた
めの走査型電子顕微鏡と
拡大したSURMOFsの表
面（11,000倍）
Scanning electron 
microscope for observing 
SURMOFs and a magnified 
view of SURMOFs’ surface 
(x 11,000)

SURMOFsを作る土台となる単結晶
酸化物（二酸化チタン）の基板
A single-crystal oxide (titanium dioxide) 
used as a substrate for preparing 
SURMOFs
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