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レクチャーツアー（ドイツ）開催報告
初年度の英国、二年度のスペインに次いで、今年度はド

11月6日（火）

イツにて11月 5 日から11月16日に渡ってレクチャーツアー

朝、Jürgen 氏が迎えにきてくれ、軽い観光（ポルシェミ

を行った。シュツットガルト、アーヘン、ドレスデン、ダ

ュージアム）と食事のあと、シュツットガルト大学の化学科

ルムシュタットの 4 都市、5 研究機関を訪れ、5 回のレクチ

を訪問した。何人かの教授と面会したが、Thomas Schleid

ャーをした。以下に時系列でその概要を感想とともに報告

教授と Rainer Niewa 教授との会談は非常に印象に残った。

する。

Niewa 教授とは2009年に少しだけ話したことがあるが、小
生は当時窒化物に対して経験がなかったこともあったのか、
それほどの印象はなかった。しかし、今回はアモノサーマ

11月5日（月）

ル反応など様々な手法を開発しながら、固体化学のセンス

関空からフランクフルトを経由してシュツットガルトへ

とともにユニークな窒化物を作りだしていることがわかり

向かった。9 月末のタイ出張時に急性腰痛症になり一週間ほ

興奮した。初めてお会いした Schleid 教授の研究は本講演

ど入院していたため、移動にはかなり気を使ったが、大き

旅行でのもっとも大きなサプライズであった。彼の論文の

な問題もなく到着した。空港には、Jürgen Kohler 氏
（マッ

いくつかはみたことはあったが、非酸化物の複合アニオン

クスプランク研究所）が迎えにきてくれて、ホテルで夕食を

化合物に対する圧倒的な研究の質と量に大きな刺激を受け

とった。Jürgen は、過去二回のシュツットガルト出張でも

た。物性としての興味は蛍光材料に限られていたが、他の

お世話になり、京都にも一回お呼びしたことがある。最近

物性への展開の可能性も大いにあると感じられ、今後の交

のマックスプランクの状況とともに、彼が運営する国際会

流や共同研究の可能性について話し合い、学生を 2019 年

議や最近の中国の動向について話をした。あいにく翌週に

に短期招聘する予定でいる。「Exploring novel functions

三年に一回の研究所の評価を控えているためどの先生も忙

from mixed-anion compounds」というタイトルの講演

しそうとのことであった。あまりよくないタイミングであ

をしたあと、Thomas の部屋でウィスキーのテイスティン

ったようだ。

グをしたあと、何人かの先生と食事をとった。来年 5 月の

Jürgen Kolher 教授
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右から、Shleid 教授、Niewa 教授、Song Hak 博士
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E-MRS で私とともに複合アニオンのセッション（AMIN3）
を運営する組織委員の一人である Yoon Song Hak 氏との今
後のことについて話し合った。

11月8日（木）
Simon 先生には、私が生まれる前の1967年に書かれた化
合物中の負の電荷をもつ水素
（ヒドリド）に関する論文をい
ただいた。この頃からに着眼された研究をされていたこと

11月7日（水）

に感銘を受けた。Bettina からは、ちょうど翌週の評価会議

朝、Jürgen がホテルまで迎えにきてくれ、マックスプ

でのプレゼンファイルを使いながら説明を受けた。彼女の

ランク研究所へ向かった。前回、前々回の滞在では、固体

講演は何回か聞いたことはあったが、その全体像や方向性

化学の巨匠の Arndt Simon 所長と Martin Jansen 所長が

がよくわかり、感銘を受けた。Jürgen や Bettina と食事を

おられたが、二人が去ってから、高木英典先生と Bettina

とったあと、
「The role of hydride anion in oxides: novel

Lotsch が所長となったのでどのように変わったのか興味が

properties induced by H–」というタイトルの講演をした。

あった。両グループのスタッフや学生と個別議論をし、研

50名を超える人にきていただいてありがたかった。水素の

究室をみせていただいた。磯部さんとは、上田寛研究室時

状態に対する示唆に富む指摘を受けた。その後、Jürgen に

代の同僚であり、久々に時間をとってしゃべることができた。

Stuttgart 駅に送ってもらい、17時頃にシュツットガルトを

マックスプランクではいつも驚くことであるが、高木グル

出てアーヘンに向かった。ドイツといえば、時間に厳しい

ープにも素晴らしい実験装置が数多くあり、うらやましく

と思っていたが、電車に関していうと近年いろいろな問題

感じた。高木グループの若手メンバーによる発表をきいた。

があり、遅れるのが当たり前になったと聞いた。私の場合

非常に面白い成果をいろいろとでていることを知って刺激

も Köln 駅で寒さのなか（腰痛につき荷物をもって動きたく

になった。その後、高木先生には夕食をごちそうになった。

ないので）
立ったまま 2 時間以上も待たされることになった。

3 年に一度の研究所の評価会の直前であるにもかかわらず時

ホテルについたのは23時であった。

間をとっていろいろなアドバイスをいただけたことに感謝

11月9日（金）

している。

朝、ホテルにアーヘン工科大の Richard Dronscowski 教
授にきていただき、大学へ向かった。午前中は、Richard
との雑談やボロンクラスターに関するセミナーを聞いた。
ドイツ語であったが、スライドでなんとなくわかるのでい
く つ か 質 問 し た。そ の 後、昼 食 を と っ た 後、「Exploring

novel functions from mixed-anion compounds」という
タイトルの講演をした。彼には、酸ハライド光触媒に関す
るマーデルング解析の話は是非聞いて欲しかったが、好意
的なコメントをと同時に、彼らが開発している LOBSTAR
（ Local Orbital Basis Suite Towards Electronic-

structure Recognition ）を使うと色々なことができるとい
高木英典先生

うコメントをいただいた。Dronskowski 教授には、その後、
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アーヘン市街を紹介していただいたあと食事をご馳走にな

安岡先生は、小生が物性研の助手の時代の所長であり、評

った。2008年にフランスであった国際会議で初めてあり、

価委員の上田寛先生との縁も深い（上田先生の還暦パーティ

その後も話す機会があったが、今回は深く話すことができ

には、安岡先生にサプライズゲストとしてきていだいた）
。

てよかった。酸ハライド光触媒の研究をしている D1の加藤

年に数ヶ月、ドレスデンで NMR の実験をされているそうだ。

君をアーヘンに派遣する方向で進めている。ちなみに、日

80歳を超えてまだ現役で実験をされている！

本では、評価者の吉川先生や東北大の山根久典先生と長き
にわたる交流がある。この 8 月には LOBSTAR のサマース
クールを我々の新学術の企画で、北陸先端大で開催される
ことが決まっている
（前園先生と本郷先生が世話人）。

11月11日（日）
唯一の休日である。朝に向かいの安岡先生の部屋で奥様
と一緒に朝食をいただいた。奥様は上田先生のこともよく
ご存知で昔話をいろいろと伺った。その後、播磨新学術で
滞在中の東大・有馬研の博士課程の学生さんと安岡先生と 3
人でドレスデンの旧市街地に向かい、安岡先生のガイドで
街を紹介していただいた。昼食後、安岡先生と別れ、学生
さんと美術館などにいった。美術館の目当ては、天使で有
名なラファエロの「システィーナの聖母」である。夕方は、
ふたたび安岡先生と一緒に食事をいただいた。

Dronskowski 教授

11月10日（土）
この日はアーヘンからドレスデンの移動である。今回の
旅は地図をみるとやや非効率であるが、会いたい人も皆忙
しいため致し方ない。二日前にケルン、アーヘン間の電車
でひどい目にあったので、1つ早めの電車に乗った。ケルン

安岡弘志教授

では少し時間の余裕があったため、ケルンの大聖堂を見に
いった。二十年前の初めての欧州でみたときは感動したが、
今回はあまり何も感じなかった。幸い、ケルンからの電車

11月12日（月）
安 岡 先 生 に 実 験 室 を み せ て い た だ い た あ と、Claudia

はどれも遅れることなく時間通りに Dresden 駅に到着した。

Felser グループの Peter Adler や Chandra Shekhar らと議

駅には安岡弘志先生に迎えにきていただき、食事をご馳走

論した。Peter と Chandra は、昨年度、小生の研究室の村

になったあと、マックスプランク研究所内の宿舎についた。

上泰斗君が Claudia の研究室に滞在した際にメスバウアー
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や単結晶合成でお世話になった人である。Yuri Grin 所長は、
不在であったが、彼のスタッフやポスドクとあった。
「The

roles of hydride ions in tuning chemical and physical
properties」というタイトルの講演のあと、Claudia と一時
間ほど話した。Leibniz Institute の Martin Valldor 氏とあ
った。Martin は複合アニオン化合物を沢山作っており、今
でも自ら実験しているそうだ。彼の複合アニオンに関する
論文（例えば、Inorganics 2016, 4
（3）
, 23;）はいつも示唆
に富んでいる。その後、Peter に夕食をご馳走になった。

11月13日（火）

Clemens 教授
（左下）
と学生さん

この日も Claudia グループの 3 名の研究者と話した。世
界中から優秀なポスドクが集まるのは羨ましく感じた。た

11月15日（金）

だ、所長が忙しすぎてほとんどコミュニショーションをと

朝、ホテルをでてバスでフランクフルト空港へ向かった。

れないなど、大グループならではの難しさもあるようだ。

普段は飛行機の中でもパソコンで仕事をしているが、疲れ

その後、Peter に Dresden 駅まで送ってもらい、飛行機で

ていたのでほどほどにして睡眠をとった。もっとゆっくり

Frankfurt へ、バスで Darmstadt に移動し、ちょうど出張

滞在したいという気持ちがある一方、やはりいろいろな人

帰りの Oliver Clemens 教授と夕食をとった。Oliver から

にあって複合アニオン系を布教したいという気持ちのほう

はちょうど八月の領域会議中「11月上旬に日本にくるつい

が勝ってしまいどうしてもハードなスケジュールになって

でに京都にいきたい」というメールを読み忘れていたこと

しまう。来年度のレクチャーツアーは米国を考えているが

が最後の滞在地へとつながった。研究能力も性格も優れ、

どうなるだろうか。

これから良い関係を築ける予感がした。

11月14日（木）
Darmstadt 工科大学にいき、学生やスタッフと話した後、
「New Opportunities in Chemistry and Physics from

mixed-anion compounds」というタイトルのセミナーを
した。学生の単位にもなる科目なので異分野の学生も大
勢いた。Darmstadt 工科大学に着任されたばかりの Anke

Weidenkaff 教授とも会うことができた。その後、Oliver に
研究室をみせてもらったあと、彼の学生と一緒に食事をし
た。Olivier は電気化学を使って酸フッ化物などの新規化合
物の合成および電極材料としての応用を目指している。

（文責：A01 京都大学

陰山 洋）
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