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Summary of 

Research 

Results 

 

Progress on the Multinational Life Experience and Personality Project 

(MLEPP) has continued.  With funding from the FY2013 thru FY2017 

individual research allowances together with grants-in-aid from the Science 

and Engineering Research Institute (FY2013, FY2014, FY2017) now known 

as the Harris Science Research Institute and some personal funds, the 

complete data for the first major phase of the MLEPP were collected.   

 

In FY2018 the English and Japanese versions of the questionnaire were 

updated for the second major phase of data collection and the updated 

questionnaire has been translated into German, French, Korean, Traditional 

Chinese, and Simplified Chinese.  Both Chinese translations as well as the 

French and German translations have been back-translated (i.e., verified).  

Pilot data collections were successfully completed in FY2018 in both France 

and Germany, and pilot data collections are underway (at the time of this 

writing) in Taiwan and Mainland China. 

 

A domestic conference oral presentation (with proceedings paper), as well as a 

poster presentation, were delivered based on MLEPP findings examining the 

association between educational level and psychological traits of Japanese 

adults.  One related paper was published, as was a minor report on the 

progress of the MLEPP. 
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研 究 題 目 

 

超高アスペクト比の面内一軸貫通ナノチャンネル素子による分子輸送の計測・制御 

研 究 成 果         

 

 

の 概 要         

 

 膜機能は、分離・精製・反応の基本プロセスであり、環境浄化、海水淡水

化、人工透析から，各種電池の電解質膜など工学的利用はますます増大し、そ

の分子論的設計と実用レベルの膜特性評価の効率的なフィードバックが幅広い

用途開発と技術移転の高速化に不可欠である。液晶ブロックコポリマー（ℓ

BC）の高アスペクト比の垂直配向シリンダー構造を利用し，分子の輸送・反応

を制御・計測するソフトナノチャンネル素子の創成を本研究目的とする．等方

転移温度の異なる異種メソゲン基を有する複数種類のℓBC をブレンドし、冷却

過程において、等方転移温度の高いℓBC から順番に、空気界面側より液晶相が

析出・積層することを見出した。異種メソゲン基を側鎖に有する融点 170℃の

PEO-PStb と同 120℃の PEO-PAz の二種混合した 1,1,2-トリクロロエタン溶液

からシリコンウェハなどの基板上に製膜し、190 ℃でアニーリング処理したと

ころ，明瞭な二層構造、及び RuO4 によりドメイン選択的に染色された PEO

シリンダーが膜を貫通していることが確認された。さらに、ランダム共重合

PEO-PStbAz を加えた三種ブレンドでは、三層構造が確認され、ブレンド比率

によって各層の厚みを制御可能であった。逐次液晶化による自在な階層化は，

液晶ブロックコポリマーの最大の特徴である圧損を最小化できる理想的な輸送

チャンネル構造を、透過・分離対象に適したテーラーメード機能化に大きく貢

献できると期待される． 


