
　専門を異にする研究者や海外からの留学生と交わって学ぶ。元素戦略プロジェクトの研究拠点は人材育成の
格好の場です。拠点研究を担う研究者となった人、プロジェクトを卒業して国内で研究している人、活躍の場を世
界に広げた人、それぞれの声を聞いてみました。   
＊このページはアンケートの回答からピックアップして作成しています。詳細はhttps://elements-strategy.jp/に掲載しました。
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に、に、に、に、ににににに、に、に デーデーデーデーデーデーデデデデデデ タ駆タ駆タ駆タ駆タ駆駆タ駆タ駆タ駆タ駆タ駆動型動型動型動型動型動型動型動動型動型動型型科学科学科学科学科科学科学科学科学科学科科科学科学を用を用を用を用をを用を用を用を用を用を用をを用いていていていていていいていてていていていていて大量大量大量大量大量大大大量大量大量大量大量の新の新の新の新の新の新の新の新の新の新の新のの 材料材料材料材料材材料材料材材料材料材料材料候補候補候補候補補候補候補候補候補候補候補補を探を探を探を探をを探ををを探探探をを探
索し索し索し索し索し索し索し索し索しし索し索し索しして提て提提て提て提提て提提て提提案し案し案案案案案案案案案案案 ていていていていていていていててていていていていて ますますすすすますますすすすすす。。。。。。。。。

計計計計計計算材算材算材算材算材算材材算材算材材材料科料科料料科料料科料料料料科学に学に学に学学学に学 基づ基づ基づ基づ基づいていていていていていていて先先先先先先先先先先先先
端的端的端端的端端端端端端端端 な構な構な構な構な構な構な構なな構な構なな構造材造材造材造材材造材造材造材造材造材造材材材料や料や料や料や料や料や料や料や料料料料 機機機能機能機能機能機機機機機機 材料材料材料材料材料材料材料材材材料材料料料をををを
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ていていますますますますますますすす。既。既。既。。。既。既。既存の存の存の存の存存の存 仮説仮説仮説説説説に新に新に新に新に新に新新新新たたたたたたたたたたたた
な洞な洞な洞な洞な洞洞洞洞洞洞洞察を察を察をを察ををを察をををもたももももももももも らすらすらすらすらすらすらすらすらすらすすことことこととことことこ がでがでがでがでがががががでががが きるきるきるきるきるきるきるきるきるきるきるきる
かもかもかもかもかもかかもかもかもかもか しれしれしれしれしれしれれれしれしれれしれれないないないないないないないないとことことことことことことことことこところがろがろがろがろががろがろがろがろがろがが私の私の私の私の私の私の私の私の私の私 研研研研研研研研研研
究究究究究究の究の究の魅力魅力魅力魅力魅力魅力魅力魅力魅力魅力魅力魅 ですですですですですですですですですすすす。。。。。。。
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と生生生生生生生生生生生産技産技産技産産技産技産産技産産技産産産技産 術、術、術、術、術、術、術、術術術術、術術、解析解析解析解析解析析技術技術技術技技技技技術術術術を活を活を活を活を活をを活を活を活を活を活を活をを 用し用し用し用し用し用し用し用し用し用し用しし用し用 てて、ててててててててて そのそのそのそのそのそのその夢を夢を夢を夢を夢を夢をを夢をををををを
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だだだけだけだけだけだだだだ でなでなでなでなでなでなでなでなでなででなででなく、く、く、、、、、内部内内内内 の微の微の微の微の微微微微視的視的視的視的視的視的的視的視的視的的視的な構構構構な構構構な構な構構
造・造・造・造造造造・造造 組織組織組織組織組 に大に大大に大に きくきくきくきくきくきくきくきくきくききくく左右右左右左右右左右右右左右左左 されさささ ますますますすすすすすます。。。
そのそのそのそのそのそのそののののののメカメメメメメメカメメカメメメカニズニズニズニズニズニニニニズニズニニ ムをムをムをムをムををムをムをムをムをムをムをムを明ららららら明ら明らららららららかかかにかかかかかかかかか してしてしてしててしてしてしてしてししてして、、、
新新新規新新新新規新規新規新新規新規構造構造構造構造構造構造構造構造構造構造構造造材料材材料材料料材料材料材料材料材料材料料開発開開発開発開発開開発開発開発開発開発開開 の基基の基の基のの基の基の基の基の基の基基礎を礎を礎を礎を礎を礎を礎を礎を礎を礎を礎をを礎を礎 築いいいい築い築い築い築い築いいいい
ていていていてててていてててててて きたたきたきたきたいでででででででででででででですすす。す。す。す。す。すすすすすす。す
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