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公開シンポジウム「極圏・雪氷圏と地球環境」

1.研究集会の名称：公開シンポジウム「極圏・雪氷圏と地球環境」
2.開催期間：平成19年10月20日（土）10:30～17:15
3.開催場所：日本大学文理学部・百周年記念館・国際会議場
4.主催：日本大学文理学部地球システム科学科
5.組織代表：山川修治（日本大学文理学部・地球システム科学科）
6.参加人数：50名
7.研究集会の趣旨：

2007年は，国際極地年であると同時に，IPCC第4次報告書が出版され，地球温暖化に関連する雪氷圏の動向が
クローズアップされている。学会の最先端で関係研究を推進されている学内外の研究者に最新の情報を交え講演・
議論していただくことになった。地球の過去を探り，現状を正確に認識することによって，現在問題点として残さ
れている種々の事柄を解く鍵をみつけようという展望をもって，本シンポジウムが開催された。地球温暖化時代の
雪氷変動についてなど，活発な討論を交わすことができた。

8.プログラム
10:30～10:35　開会の辞 中山裕則（日本大学文理学部・地球システム科学科）

10:35～11:15　「極圏・雪氷圏と地球環境科学への誘い」 遠藤邦彦（日本大学文理学部・地球システム科学科）

11:15～11:20　＜コメント＞ 小森次郎（日本大学文理学部・非常勤講師）

11:20～12:05　「最近の山岳氷河変動の意味するもの―消滅する氷河と拡大する氷河湖―」
岩田修二（立教大学・観光学部）・小森次郎（日本大学文理学部・非常勤講師）

12:05～12:10　＜コメント＞ 藁谷哲也（日本大学文理学部・地理学科）

13:15～14:00　「チベット高原での気象観測と環境変動」 上野健一（筑波大学・生命環境科学研究科）

14:00～14:45　「北極振動とユーラシアの気候変動」 山崎孝治（北海道大学）

14:45～14:55　＜コメント＞ 加藤央之（電力中央研究所）

河合隆繁（日本大学文理学部・非常勤講師）

15:10～15:55　「海氷変動に診る地球環境変動―温暖化の兆しがみえるのか？―」
西尾文彦（千葉大学・環境リモートセンシング研究センター）

15:55～16:40　「南極雪氷コア分析と地球環境」 藤井理行（国立極地研究所）

16:40～16:45　＜コメント＞ 森　和紀（日本大学文理学部・地球システム科学科）

16:50～17:10　総合討論　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
17:10～17:15　閉会の辞 中山裕則（日本大学文理学部・地球システム科学科）

9.講演概要
（1）「極圏・雪氷圏と地球環境科学への誘い」遠藤邦彦教授
氷期・間氷期サイクル，第四紀開始の年代，鮮新世以来の北半球氷床の発達過程と IRD（Ice rafted debris），ダス
トの発生と超大規模砂丘（Draa）について述べられた。さらに，温暖化，氷河・氷床変動，海面変動と気候変動・
環境変動のリンケージについて説明がなされた。
（2）「最近の山岳氷河変動の意味するもの―消滅する氷河と拡大する氷河湖―」岩田修二教授・小森次郎非常勤講師
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最近の山岳氷河の縮小と氷河湖の拡大，氷河変動とその原因，気候メータとしての氷河，アジアの高山と赤道付
近の高山における氷河変動の実態，氷河縮小の海面上昇への影響，氷河縮小による氷河湖の拡大と決壊洪水の危険
性が論じられた。
（3）「チベット高原での気象観測と環境変動」上野健一准教授　　　　　　　　　　　　
チベット高原における独自の現地観測データ解析に基づいて，不均一な積雪による大気陸面相互作用，春先の積

雪現象の総観場と広域気候へ及ぼす影響などについて，多数の解析図を用いて紹介された。
（4）「北極振動とユーラシアの気候変動」山崎孝治教授
まず北極振動の紹介から始まり，北極振動のユーラシアの気候への影響，およびその季節変化が論じられた。ま

た，冬のNAOが夏のNAMに影響すること，環状モードにトレンドがあること，冬・夏のリンクが太陽活動によっ
て変調することにも言及された。
（5）「海氷変動に診る地球環境変動―温暖化の兆しがみえるのか？―」西尾文彦教授
北極海の海氷分布の現状と将来予測，南半球の海氷変動が，リモートセンシングの技術による鮮明な画像解析で

解明されてきていることが紹介された。特に2007年9月に北極海の海氷面積が史上最少を記録した直後であったの
で，実にタイムリーな呈示であった。
（6）「南極雪氷コア分析と地球環境」藤井理行教授
南極雪氷コアが地球環境のタイムカプセルとして役割を果たしていることが説明され，ドームふじ氷床コアの分

析に基づいて，過去34万年の気候・環境変化が復元されつつあることが示された。
　

10.刊行物：
①シンポジウム要旨集「極圏・雪氷圏と地球環境」を刊行した（残部がありますので，ご希望の方は地球システム
科学科事務室にお問い合わせください）。

②本シンポジウムの成果を中心に，学内外の研究者に加わっていただき，普及図書を編集中である。
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第2回計算物質科学フォーラム研究会

1.研究集会の名称：計算物質科学フォーラム研究会
2.後援：日本化学会
3.開催場所：日本大学会館701会議室
4.開催期間：平成19年12月8日（土）
5.組織代表者：里子允敏（日本大学文理学部）
6.参加者数：50名
7.研究集会の趣旨：

計算物質科学フォーラム研究会の第1回が平成11年11月に実施され，今回は第2回目となる。計算物質科学の重
要性については，今日，誰しも認めるであろう。しかし，多くの研究が新規物質への応用計算にとらわれ，計算方
法についての研究が見過ごされているのが実情である。そこで，この研究会は，日本における種々の方法による電
子状態計算方法開発グループとその周辺の理論研究者が集まり，計算方法の特徴と理論の現状と今後への問題点を
発表・討論することを目的として開催した。
日本大学の責任者が里子教授，補助者が久保教授・石田教授が担当して会を運営し，50名あまりの出席者が参加
した。各講演時間30分・討論時間10分程度としてプログラムを作成したが，討論が延び，時間的なゆとりがなく，
会の終了時間が大幅に遅くなった。予算（50万円）の都合上，会期日数を2日に亘ることができず，できれば2日
間欲しかった。また，研究会予稿を作成し，参加者に配布した。

8.プログラム
第2回計算物質科学フォーラム研究会プログラム
9:55～10:00　事務連絡 里子允敏（日本大学文理学部）

10:00～12:00　座長 久保康則（日本大学文理学部）

10:00～10:40　Berry位相分極理論に基づく誘電物性第一原理計算 山本武範（東邦大学理学部）

10:40～11:20　エムベッディッドGreen関数法を用いた半無限表面・界面の電子伝導計算
石田　浩（日本大学文理学部）

11:20～12:00　磁性 f電子系のスピンと軌道モーメントに対する相対論的バンド理論
山上浩志（京都産業大学理学部）

12:00～13:30　　　　　　　　　　　　　　　　―昼休み―
13:30～15:30　座長 伊藤　聡（東芝研究開発センター）

13:30～14:10　超大規模電子構造計算とナノ構造プロセス 星　健夫（鳥取大学工学部）

14:10～14:50　量子分子動力学法に基づくマルチフィジックスシミュレーション
久保百司（東北大学大学院工学研究科）

14:50～15:30　量子多分子系ダイナミクス・シミュレーションによる低温物質の物性の解明
衣川健一（奈良女子大学理学部）

15:30～15:50　　　　　　　　　　　　　　 　―休憩―
15:50～17:50　座長 大西樽平（東邦大学理学部）

15:50～16:30　エネルギー密度解析 (EDA)の開発・応用・発展 中井浩巳（早稲田大学理工学術院）

16:30～17:10　有効ハミルトニアン構成法としてのCASCI参照 -密度汎関数法 草部浩一 （大阪大学基礎工学部）
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17:10～17:50　長距離補正密度汎関数法と最新の理論的進展 常田貴夫（東京大学大学院工学研究科）

17:50～18:00　まとめ 塚田　捷（早稲田大学理工学術院）
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多元系機能材料研究会二十周年記念講演会

1.研究集会の名称：多元系機能材料研究会二十周年記念講演会
　　　　　　　　 ～多元材料，サイエンスからテクノロジーへ～

2.後援：日本大学文理学部自然科学研究所
3.開催場所：日本大学文理学部図書館オーバルホール
4.開催期間：平成19年9月21日（金）
5.組織代表者：滝沢武男（日本大学文理学部）
6.参加者数：58名
7.研究集会の趣旨：

三元多元系化合物研究を専門とする我が国の研究者が1986年に三元多元機能材料研究会を発足させて以来，20
年間に渡り多元系材料に関する研究の推進に役立つことを目的に活動してきた。20周年を迎えるにあたり，近年着
目されている太陽電池および蛍光体材料分野で我が国および海外における指導的研究者を招聘し，講演をお願いし
た。これまでの反省と評価・批判を行うと同時に，次世代に向けて，この分野の発展と若手研究者の育成を目指し
た研究会を開催した。

8.プログラム

13:30～13:35　「文理学部にようこそ」 若槻康雄（日本大学文理学部自然科学研究所長）

13:35～13:45　「開会の挨拶」 松本　俊  （山梨大学） 

13:45～14:35　「Strategies for future developments of CIGS photovoltaic modules」
H. W. Schock （Hahn-Meitner-Institut Berlin GmbH） 

14:35～15:15　「昭和シェル石油のCIS系薄膜太陽電池－R＆Dから製造へ－」 櫛屋勝巳（昭和シェル石油） 

15:15～15:30　　　　　　　　　　　　　　　　～休憩～
15:30～16:10　「多元系発光材料の現状と課題」 岡本信治（ＮＨＫ放送技術研究所）

16:10～16:50　「スカンジウム含有複合酸化物蛍光体の発光特性と結晶構造」
下村康夫（三菱化学科学技術研究センター）

16:50～17:00　「閉会の辞」 和田隆博（龍谷大学）

9.本研究会終了後「20周年記念誌」を刊行した。以下にその目次部分を記載する。
応用物理学会　多元系機能材料研究会　20周年記念誌「20年の歩み」
目　次
巻頭言
機能と材料　次の20年に向けて ／山梨大学　松本　俊‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1

記念講演会プログラム
・「Strategies　for futurre developments of CIGS photovoltaic modules」

／Hahn－Meitner Institut H．W. Schock‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3

・昭和シェル石油のCIS系薄膜太陽電池－R＆Dから製造へ－
／昭和シェル石油（株）櫛屋勝巳‥‥‥‥‥‥‥‥‥14
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・多元系発光材料の現状と課題 ／NHK放送技術研究所　岡本信治‥‥‥‥‥‥‥‥‥20

・スカンジウム含有複合酸化物蛍光体の発光特性と結晶構造
／（株）三菱化学科学技術研究センター　下村康夫‥‥‥‥‥‥‥‥‥26

研究会の歴史と背景
・三元・多元半導体研究五十年 ／（財）電気磁気材料研究所　増本　剛‥‥‥‥‥‥‥‥‥31

・ICTMCとともに歩んだカルコパイライト研究 ／山本信行‥‥‥‥‥‥‥‥‥37

・多元系機能材料研究会にまつわる思い出あれこれ ／静岡理工科大学　飯田誠之‥‥‥‥‥‥‥‥‥41
・研究会の歴史と背景 ／東京農工大学／ JSTさきがけ研究総括　佐藤勝昭‥‥‥‥‥‥‥‥‥45

多元系材料研究の過去・現在・未来
・カルコパイライト型半導体研究の回顧と今後の展望

／松山東雲短期大学学長／愛媛大学名誉教授　磯村滋宏‥‥‥‥‥‥‥‥‥49

多様な多元系材料の研究に携わって ／東京理科大学　中西久幸‥‥‥‥‥‥‥‥‥51
・CIS太陽電池開発を振り返って ／龍谷大学　和田隆博‥‥‥‥‥‥‥‥‥55

・Cu系カルコパイライト型半導体のTHM成長
／三重大学大学院工学研究科　三宅秀人‥‥‥‥‥‥‥‥‥61

・カルコパイライト半導体のエピタキシャル成長
／東北大学多元物質科学研究所　秩父重英‥‥‥‥‥‥‥‥‥66

・多元系薄膜太陽電池材料の基礎物性とデバイス―CIS薄膜の高品質化と欠陥の同定―
／（独）産業技術総合研究所太陽光発電研究センター　仁木　栄‥‥‥‥‥‥‥‥‥70

・多元系薄膜太陽電池のデバイス研究
　　　　　　　　 ／東京工業大学量子ナノエレクトロニクス研究センター　山田　明‥‥‥‥‥‥‥‥‥74

・非線形光学用AgGaS2単結晶の作製
／（財）電気磁気材料研究所　丹羽英二‥‥‥‥‥‥‥‥‥78

・カルコパイライト半導体の光物性研究 ／千葉工業大学　工学部　脇田和樹‥‥‥‥‥‥‥‥‥82

・多元系蛍光体材料 ／静岡大学電子工学研究所　中西洋一郎‥‥‥‥‥‥‥‥‥84

・チオガレート化合物の作製と応用 ／日本大学文理学部 日高千晴‥‥‥‥‥‥‥‥‥90

・多元化合物研究における基礎研究と応用研究
／東海大学工学部光・画像工学科　若木守明‥‥‥‥‥‥‥‥‥94

・研究会に育まれて－サイトの多様性の活用－
／新潟大学自然科学系（工学部）坪井望‥‥‥‥‥‥‥‥‥98

多元系材料研究を通しての未来
・多元系材料研究と人材育成 ／日本大学文理学部物理学科 滝沢武男‥‥‥‥‥‥‥‥ 102

・多元系材料研究を通しての未来一企業での蛍光体材料研究－
／NHK放送技術研究所　田中　克‥‥‥‥‥‥‥‥ 106

・カルコパイライト型化合物半導体材料との出会い
／宮崎大学工学部電気電子工学科　吉野賢二‥‥‥‥‥‥‥‥ 110
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自由投稿
・CdMO（M＝Co，Mn）系酸化物固溶半導体のバルク合成と磁気特性

／（財）電気磁気材料研究所 阿部世嗣，中山孝文，大沼繁弘，増本　剛‥‥‥‥‥‥‥‥ 114

・“多元半導体”雑感 ／群馬大学大学院工学研究科　安達定雄‥‥‥‥‥‥‥‥ 116

・AgInSe2，AgGaSe2半導体におけるEgの異常な温度依存性
／群馬大学大学院工学研究科　尾崎俊二，安達定雄‥‥‥‥‥‥‥‥ 118

・CuGaS2のバンドギャップとCD出版社 ／新潟大学 小林敏志‥‥‥‥‥‥‥‥ 120

・電子レンジを用いたマイクロ波焼成炉の構成
／大阪府立工業高等専門学校　総合工学システム学科　須崎昌巳，前田篤志‥‥‥‥‥‥‥‥ 122

・第一原理計算による多元系機能材料の理論的研究
／横河電機（株）　フォトニクス事業部　石川真人‥‥‥‥‥‥‥‥ 124

・ICTMCでの思い出 ／都城工業高等専門学校　赤木洋二‥‥‥‥‥‥‥‥ 126

・CIS系薄膜の電気化学プロセス ／津山工業高等専門学校　中村重之‥‥‥‥‥‥‥‥ 128

・研究の思い出と研究会への感謝 ／石巻専修大学理工学部　望月勝美‥‥‥‥‥‥‥‥ 130

・多元化合物の魅力ー不完全性の実学 ／東京理科大学　野村重孝‥‥‥‥‥‥‥‥ 132

・第一原理計算を用いたカルコパイライト系太陽電池材料に関する研究
／龍谷大学　前田　毅‥‥‥‥‥‥‥‥ 134

多元系機能材料研究会資料集
・結晶工学分科会20年の歴史 ／千葉工業大学　脇田和樹‥‥‥‥‥‥‥‥ 137

　年末講演会プログラム，シンポジウムプログラム，その他研究会プログラム
　国際会議
　書籍，出版した書籍の表紙
　研究会歴代幹事

三元および多元化合物国際会議（ICTMC）資料
・三元および多元化合物国際会議（ICTMC）資料集によせて

／東京農工大学／ JSTさきがけ研究総括　佐藤勝昭‥‥‥‥‥‥‥‥ 186

・ICTMCの歴史 ／宮崎大学　吉野賢二‥‥‥‥‥‥‥‥ 208

　国際会議報告
　ICTMCスケッチ集

あとがき


