
アジア研究教育拠点事業 
平成１９年度 実施報告書 

 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関 ： 自然科学研究機構 分子科学研究所 
（中国側）拠点機関： 中国科学院 化学研究所 
（韓国側）拠点機関： 韓国科学技術院 自然科学部 
（台湾側）拠点機関： 台湾科学院 原子分子科学研究所 

 
２．研究交流課題名 

（和文）：物質・光・理論分子科学のフロンティア        
                   （交流分野：分子科学 ）  
（英文）：Frontiers of material, photo- and theoretical molecular sciences             
                   （交流分野：molecular science）  
 研究交流課題に係るホームページ：http://www.ims.ac.jp/AsianCORE/link.html        
 
３．開始年度 
平成 １８年度（ ２年目） 
 
４．交流実施期間（業務委託期間） 
  平成１９年５月２２日 ～ 平成２０年３月３１日 
 
５．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：自然科学研究機構 分子科学研究所 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：分子科学研究所・所長・中村宏樹 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：分子科学研究所・教授・大森賢治 
協力機関：名古屋大学、北海道大学、東北大学、名古屋市立大学、神戸大学、理化学研

究所、早稲田大学、日本女子大学、大阪大学、京都大学、広島大学、東京工

業大学、福井工業大学、横浜国立大学、大阪府立大学、大阪市立大学、愛媛

大学、宇宙航空研究開発研究機構、東京大学、徳島大学 

 事務組織：岡崎統合事務センター総務部 
 
相手国（地域）側実施組織（拠点機関名・協力機関名は、和英併記願います。） 
（１）国（地域）名：中国 
拠点機関：（英文）Institutes of Chemistry, The Chinese Academy of Sciences 
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      （和文）中国科学院 化学研究所  
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Institutes of Chemistry・Professor・ 

Minghua Liu 

 協力機関：（英文）Peking University, Zhejiang University, Henan University,  
Shanghai Jiao Tong University, Tsing-Hua University, Fudan University, 
South China University of Technology, Shanghai Institute of Organic 
Chemistry, Changchun Institute of Applied Chemistry, Chinese Academy of 
Sciences, Yangzhou University, Jinlin University, Wuhan Universty, 
Southeast University, East China University of Technology, Nanjing 
University  

（和文）北京大学、浙江大学、河南大学、上海交通大学、、清華大学、复旦大学、

華南理工大学、上海有機化学研究所、長春応用科学研究所、中国科学

院、揚州大学、吉林大学、武漢大学、東南大學、華東理工大学、南京

大学 
 経費負担区分：パターン１ 
 
（２）国（地域）名：韓国 
拠点機関：（英文）Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST),  

The College of Natural Science 
      （和文）韓国科学技術院 自然科学部 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）KAIST・The College of Natural Science・

Professor・Yoon Sup Lee 

 協力機関：（英文）Seoul National University, Kwangju Institute of Science & Technology,  
POSTECH, Kangnung University, Kyunghee University, Chung-Ang 
University 

（和文）ソウル国立大学、光州科学技術院、浦項工科大学、江陵大学、 

慶熙大学、中央大学 
 経費負担区分：パターン１ 
 
（３）国（地域）名：台湾 
拠点機関：（英文）Academia Sinica, Institute of Atomic and Molecular Sciences (IAMS) 

      （和文）台湾科学院 原子分子科学研究所 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）IAMS・Research Fellow and Deputy 

Director・Wen-Bih Tzeng 

 協力機関：（英文）National Taiwan Normal University, National Tsing Hua University,  
National Central University, National Yang-Ming University,  
National Chao Tung University, Academia Sinica Genomics Research Center, 
National Cheng-Kung University, Institute of Biological Chemistry 
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（和文）国立台湾師範大学、国立清華大学、国立中央大学、国立陽明大学、 

国立交通大学、中央研究院ゲノム研究センター、国立成功大学、 

生物化學研究所 
 経費負担区分：パターン１ 
 
６．アジア研究教育拠点事業としての全期間を通じた研究交流目標 
 
 分子は社会における物質循環の中心に位置し，分子の関わる科学および科学技術は２１

世紀の社会の発展に対して大きな役割を担っている。分子科学は，分子が関わる様々な現

象を解明し，また新たな分子物質を開発することを目指す研究分野であり，自然科学全体

において一つの極めて重要なコアとしての役割を担っている。分子科学研究所は，国際的

に開かれた，分子科学分野における最先端の研究所として高い評価を受けるとともに，分

子に関わる科学研究を先導的に推進するために，理論分子科学*，レーザー・放射光*科学，

生体分子・機能物質及びナノサイエンス*など，常に最新の研究領域を取り入れ，自然科学

のフロンティアを開拓する事に貢献してきた。一方，近年，東アジア諸国の著しい発展に

伴い科学研究の国際的位置も著しく向上し，今後世界の科学のフロンティアを支える人材

を輩出し，科学の新たな流れを発信するようになるものと予想される。 
 分子科学研究所ではこれまで長期にわたり，分子科学分野で中国，韓国および台湾を代

表する研究機関である中国科学院化学研究所，韓国科学技術院自然科学部および台湾科学

院原子分子科学研究所と研究協力協定を結び，緊密な交流・協力を通じて，特に東アジア

地域の分子科学の発展に務めてきた。これらの３研究機関と分子科学研究所とは研究上補

完性，相補性があり，また分子科学研究所同様，大学院を擁したそれぞれの国・地域にお

ける重要研究機関である。本事業では，分子科学研究所が保持している最先端の研究設備・

研究環境・高い研究水準を活かし，また上記３研究機関との協力・交流をより緊密に行う

ことで，「物質・光・理論分子科学*」の最先端の研究課題について共同研究・研究交流を

推し進め，分子科学の研究および教育の世界的拠点を構築する。このことを通して，アジ

ア諸国の分子科学の一層の活性化を促すとともに，世界をリードできる若手研究者を育成

し，日本およびアジア諸国の将来に亘る継続的な科学研究の進展に資することを目標とす

る。分子科学研究所では，国際共同研究の新たな発展のため，平成１６年度に自主努力に

よる「分子科学研究所国際共同研究プロジェクト」を試験的にスタートさせた。本事業に

より東アジアの代表的な研究機関との交流をより緊密なものとし，分子科学の世界的研究

教育拠点を構築する。具体的には，物質・光・理論分子科学におけるいくつかの重要課題

について，４拠点の研究者を中心とした共同研究を推進し，それらの課題の研究を発展さ

せる。また４拠点での全体会議やセミナー等，学術会合を定期的に開催し，研究の進展を

議論し，研究交流を進め，分子科学の新分野の萌芽を見いだすことを目指す。本事業の研

究交流・共同研究には若手研究者を積極的に参加させ，若手人材の相互交流を促すととも

に，若手研究者のための研究会の開催などを通して，次世代を担う若手研究者の育成に務
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める。 
 
 
（用語解説：文中*を記した用語について解説） 
【理論分子科学】量子力学等の基礎理論やそれに基づくコンピューターによる計算を駆使

して，分子の構造，機能，反応などの実験結果を説明してその原因や起源を考察したり，

未知の現象を予測したりする，分子科学の研究領域。 
【放射光】シンクロトロンと呼ばれる装置で光速に近い速度にまで加速された電子が磁場

によって曲げられる時に，指向性の高い白色光（連続スペクトルを持つ光）が発生する。

これを放射光といい，その特長を生かして分子の様々な特性が研究されている。 
【ナノサイエンス】物質をナノメートルレベル（10 億分の 1〜100 万分の 1 メートル，通常

の原子・分子よりは大きく，顕微鏡で見えるミクロンレベルよりは小さい）の大きさにす

ると，通常の物質とは異なる性質を示すことがある。そのようなナノメートルの物質に特

有な物性や反応を理解し，制御するための基礎的研究分野がナノサイエンスである。ナノ

テクノロジーはナノサイエンスの基礎の上に成り立つ技術である。 
【物質・光・理論分子科学】ユニークな性質を持つ分子を作り，その特性，分子構造や反

応を明らかにしたり，生体分子の構造と機能の解明，新しい物質の合成法の開発等を研究

する分野である物質分子科学，光を用いた分子の構造や性質の解明，分子の特性を光で制

御する方法の開発等を行う研究分野である光分子科学，及び前出の理論分子科学をまとめ

て，ここではこのように記している。これらの３つは，現在の分子科学における最も重要

な研究分野を形成している。 
 
 
７．平成１９年度の研究交流実績の概要 
７－１ 共同研究 

 物質・光・理論分子科学の各分野において研究交流を活発に展開した。 

（１） 物質分子科学 

 分子科学研究所の江東林准教授と中国科学院化学研究所の Deqing Zhang 教授は、浙江大

学（中国）の Zhiquan Shen 教授と共に「π電子系有機分子を基盤とする機能性ナノ構造体

の構築と機能開拓」に関する共同研究を進めている。本共同研究は従来の炭素ナノ素材で

は実現できない光機能性に着目し、光機能性π電子系有機分子を設計し、様々な光機能性

ナノ構造体を合成することを目的としている。江東林准教授グループの物質合成と化学研

究所の Deqing Zhang 教授グループの自己組織化との異分野のシームレスな融合により新し

い物質科学の創出および世界をリードするアジア若手の育成を目指している。平成１９年

度では、２月に日本から４名の研究者を中国科学院化学研究所に派遣し、化学研究所の

Deqing Zhang 教授の実験室を訪問し、π共役系を有する金属集積体の自己組織化の実験を

行った。その結果、溶液状態からキャスティングによりナノファイバーを作成することが
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できた。さらに、フィルム状態でのＦＥＴ効果を検証するための素子の組み立てなどの実

験を行った。また、１月に化学研究所より１名の研究者が分子研に訪れ、共同研究の打ち

合わせを行った。これらの共同研究の実施により本課題の成果が出つつある。 

 分子科学研究所の加藤晃一教授と韓国科学技術院（KAIST）自然科学部の Byong-Seok Choi

教授は、「超高磁場 NMR を用いた蛋白質-ペプチド相互作用の精密解析」に関する共同研究

を進めている。分子科学研究所に設置された 920MHz 超高磁場 NMR 装置はペプチドと蛋白

質の相互作用を高精度で解析するための強力なツールとなることが期待される。本共同研

究は、ペプチド合成と分子生物学的手法を駆使することによって、安定同位体標識を施し

たペプチドおよび糖ペプチドを効率的に生産し、超高磁場 NMR をはじめとする分光学的計

測手法を徹底活用して標的蛋白質との結合様式の詳細を原子レベルの分解能で解明するこ

とを目的としている。さらには、本共同研究を基盤として、超高磁場 NMR 装置の活用を軸

とした、日韓の分子科学の学術交流ひいてはアジアの研究教育の振興に資することを目標

としている。19 年度は、加藤グループの持つ糖鎖構造解析技術を Chung-Ang University の 

Ha Hyung Kim グループへ移転するために韓国へ渡航し、指導を行った。これにより韓国側

研究グループにおける糖鎖構造解析技術が確立し、今後共同研究をより進めるための技術

的基盤の構築に成功したと言える。また、2008 年 2 月 25 日に韓国ソウルの Chung-Ang 

University にてミニシンポジウムを行うことで研究の成果を報告し、若手研究者の研究成

果を中心に活発な議論が行われた。 

 分子科学研究所の宇理須恒雄教授と中国科学院化学研究所の Li-Jun Wan 教授は、河南大

学（中国）の Yu-Jun Mo 教授、上海交通大学（中国）の Changsun Wang 教授と共に、細胞

等の生体材料の水中での原子間力顕微鏡による高分解イメージングについての共同研究を

進めている。平成１９年度は、中国科学院化学研究所、上海交通大学、河南大学台湾ゲノ

ム研究センターおよび原子分子科学研究所との研究交流を行い、共焦点顕微鏡と原子間力

顕微鏡複合装置の研究成果について意見交換，分子研での放射光エッチングの共同研究、

原子間力顕微鏡実験と計算機シミュレーション，および今後の共同研究のうち合わせ等に

進展が見られた。 

 分子科学研究所の櫻井英博准教授と国立 Cheng-Kung 大学 （台湾）の Yao-Ting Wu 准教

授は、「バッキーボウルの合成と物性」に関する共同研究を新たに開始した。バッキーボウ

ルとは、お椀型構造の非平面共役化合物の総称で、フラーレンやカーボンナノチューブの

部分構造に相当する化合物群であり、お椀型構造に基づく様々な特異な物性が期待されて

いる。本研究は最先端のバッキーボウル合成研究を推進している分子研グループと、物性

を指向した展開研究を行っている台湾のグループが直接連携することにより、両研究グル

ープの飛躍的な研究の発展を促すと同時に、「アジア発」の新たな物性科学の分野創出を目

的とする。平成 19 年度は、台湾の研究機関の事情により、台湾側からの来日に関するマッ

チングファンドの獲得が困難であったため、日本から櫻井が情報交換のために７日間訪問

を行った。その結果、お互いのグループのバッキーボウルに関するはそれぞれの研究進捗

状況を正確に掌握し、20 年度以後の具体的な共同研究開始へ向けての議論を行うことがで
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きた。20 年度においては実際に日本から大学院生を含めたメンバーを派遣し、具体的な技

術交換を行う予定となっている。 

 分子科学研究所の魚住泰広教授と上海有機化学研究所の Kuiling Ding 教授は、「自己組

織化金属錯体触媒の開発」に関する共同研究を新たに開始した。この共同研究は、Ding 教

授が開発した自己組織化金属錯体触媒創製の方法論と、魚住教授・山田助教が開発した関

連手法の比較・融合により、さらに高機能な触媒開発を目指すものである。平成 19 年度は、

以下の三回にわたり相互に研究打ち合わせを持った。August 2-5, 2007 @ Nara, JAPAN 

(UOZUMI, DING, YAMADA),October 15-17 @ Shanghai, CHINA (UOZUMI, DING, 

YAMADA),December 3-7 @ Shanghai, CHINA (UOZUMI, DING, WANG) またその成果として，

以下の学術論文（総説）学術図書（成書）の取りまとめ，執筆を終えている。実験研究に

ついても議論，情報交換，実施を進めつつある。 

 

 

（２） 光分子科学 

 分子科学研究所の岡本裕巳教授と中国科学院化学研究所の Minghua Liu 教授は、「特異な

ナノ分子システムのナノ光学」に関する共同研究を進めている。本研究では、独自の高度

な技術を持つ物質開発グループ（Liu 教授グループ）と光計測グループ（岡本教授グループ）

が国際的に協力することで、ナノ構造物質の新たな光学的・物理化学的性質を見いだし解

明し、新たな機能を開発することを目標としている。19 年度は、18 年度に行った具体的な

系の選択と研究の進め方の検討を元に、日本側では測定法の検討、中国側では新たなナノ

構造の作成を進め、また互いの進捗状況について議論した。今年度は具体的な測定には至

らなかったが、来年度早々にも中国側が来日して、作成した物質の近接場測定を行う予定

である。 

 分子科学研究所の大島康裕教授と台湾科学院原子分子科学研究所（IAMS）のYen-Chu Hsu

上級研究員は、同じくIAMSのChi-Kung Ni研究員、国立清華大学（台湾）のI-Chia Chen教授、

国立中央大学（台湾）のBor-Chen Chang教授と共に「コヒーレントレーザー分光による反応

ダイナミックスの解明」に関する共同研究を進めている。本研究計画は、通常のパルスレ

ーザーに比較して格段に高いコヒーレンスを有するレーザーを開発して高分解能コヒーレ

ント分光に活用することにより、光励起した分子が引き起こす多様な化学反応や緩和過程

の詳細を解明し、さらに、そのような励起分子のダイナミックスが周辺環境との相互作用

によってどのように影響されるかを明らかにすることを目的としている。19年度は、日本

側研究者１名が12月に台湾の原子分子科学研究所を訪問し、共同で実験を行なった。具体

的には、２酸化イオウ分子における励起３重項状態のエネルギー準位構造の詳細を解明す

る目的で、超高分解能色素レーザーを用いたリン光励起スペクトルの測定を行った。さら

に、同じく12月にもう1名の日本側研究者が、台湾の原子分子科学研究所ならびに国立精華

大学・国立交通大学を訪問し、アセチレンの第１励起１重項状態に関する実験結果に関し

て意見交換を行った。特に、変角振動のエネルギー準位構造と状態間摂動に関して詳細な
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検討が行なわれた。この共同研究の成果は、まもなく論文として投稿予定である。 

大阪大学の猿倉信彦教授と中国科学院化学研究所の Guo-Qiang Yang 教授は、「テラヘル

ツ時間領域分光法を用いたジシアノビニル置換芳香族分子の分子間振動および構造」に関

する共同研究を新たに開始した。近年、有機分子集合体の性質、特に高圧下での光物性に

ついて、その詳細が解明されつつある。近接分子との水素結合などの分子間相互作用は、

これら集合体の構造形成に関わっているが、分子間相互作用を特徴付ける振動の多くはテ

ラヘルツ領域の低波数モードである。テラヘルツ分光は、直接的に低振動モードの観測が

可能であり、集合体構造の決定に活用されてきている。本共同研究では、dicyanovinyl(DCV)

誘導体、Pyr-DCV、Ant-DCV および Nap-DCV を試料として、テラヘルツ分光、テラヘルツ時

間領域分光(THz-TDS)を行う。DCV 誘導体の分子集合体試料の合成については、主として中

国側研究グループが担当し、テラヘルツ測定については、主に日本側研究グループが担当

する。19 年度は、中国で日中結晶成長会議が催され、日本側代表者が参加した。また国内

では分子科学研究所・アジアコア冬の学校及び国際会議が日本・韓国・インドなど各地で

行われ、本研究に関する討論に限らず、他研究グループのメンバーらとも国際的な研究交

流がなされた。研究成果として、532 nm 波長の連続光レーザーで励起された 9-dicyanovinyl 

anthracene (9-DCV-Ant)の室温テラヘルツスペクトルを測定し、その励起光強度によるスペク

トル変化を明らかにした。 

 

（３） 理論分子科学 

 １８年度に続き、分子科学研究所の岡崎進教授と台湾科学院原子分子科学研究所（IAMS）

のDah-Yen Yang 上級研究員は、国立陽明大学（台湾）のSheh-Yi Sheu教授と共に「生体分子

中における量子過程の計算機シミュレーション」に関する共同研究を推進し、プロトン移

動の量子シミュレーション方法論の確立を目指して、量子古典混合系近似に基づいて溶媒

中のプロトンに対する断熱表示における運動方程式を導出し、生体分子の前段階としての

低分子モデル系の構築にも着手した。 

 

 

７－２ セミナー 

 分子科学研究所の江東林准教授と中国科学院化学研究所のDeqing Zhang教授は、平成20
年2月に化学研究所において、「中国・日本機能性分子の合成と自己組織化シンポジウム」

を開催した。本研究会では、様々な研究バックグランドを有する中国・日本両国の若手研

究者を一同に集め、異なる側面から自己組織化に関して集中的に意見を交換し、今後の発

展を展望するとともに、最前線の研究成果発表を通じて、共同研究の種を見つけるチャン

スを与え、今後より一層の人的・知的な交流を深め、若手研究ネットワークを構築するこ

とを目的として行われた。 

 平成18年度に引き続き、第２回JSPSアジアコア冬の学校が、総研大アジア冬の学校と融

合する形で、平成20年1月に分子科学研究所において開催された。同研究所の大島康裕教授
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が開催責任者を務めた。本学校では、東アジア地域出身で世界的に活躍している研究者と

４拠点機関の講師による各種講義と、ポスター発表ならびに研究所内見学が行なわれた。

講義は、分子科学の広範な領域における共通基盤の理解と、研究の最先端を俯瞰する能力

育成の面で、参加者に大きなインパクトを与えるものであった。また、ポスターセッショ

ンでは、学生・若手研究者による70件にも上る発表が行なわれ、研究発表能力・英語によ

るコミニュケーシン能力の涵養に多大の成果があった。会期を通じて各国学生間での積極

的な交流も広がり、若い世代が主体となった東アジア全体を通じた研究交流ネットワーク

の形成へとつながるものと期待される。 

 分子科学研究所の大島康裕教授は、平成19年９月に神戸大学において、「先端レーザー分

光シンポジウム」を開催した。本シンポジウムは、東アジア地域において先端的な光源の

開発を行っているレーザー工学研究者、レーザーを活用した高度な物理実験を行っている

原子物理科学者、さらに、分子分光や反応ダイナミックスの研究において最新のレーザー

技術を利用している分子科学者が一同に集い、各自の研究成果発表と密接な意見交換を行

うことにより、レーザーの開発と利用が融合した世界的にもユニークな研究ネットワーク

を東アジアに形成し、今後の新しい展開を目指すことを目的として行われた。 

 分子科学研究所の魚住泰広教授と科学院化学研究所のSun, Wen-Hua教授は、平成20年1月
に中国科学院化学研究所において、「次世代触媒創製を目指した機能物質シンポジウム」を

開催した。本会議は、ナノ材料，超分子材料，高分子物質などの機能開発に関して、新触

媒機能や高度触媒機能を示す次世代型物質創製の基礎研究に焦点をあて相互の情報交換と

討論をする場を設定することを目的として行われた。 

 この他、平成20年３月に韓国のKAISTにおいて、第2回年次会議を開催し，共同研究・研

究交流の推進と次年度へ向けての計画の進展について議論した。 
 

 

７－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 
（該当せず） 
 

 
８．平成１９年度の研究交流の成果 

（交流を通じての相手国からの貢献及び相手国への貢献を含めて下さい。） 

８－１ 研究協力体制の構築状況 

 R－1 においては、昨年度に行った具体的な系の選択と研究の進め方の検討を元に，日本

側では測定法の検討，中国側では新たなナノ構造の作成を進め，また互いの進捗状況につ

いて議論した。 

 R－2 においては、分子研の江グループのメンバーが中国科学院化学研究所の Deqing 

Zhang 教授グループを訪れ、π共役系を有する金属集積体の自己組織化や、フィルム状態で
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のＦＥＴ効果を検証するための素子の組み立てなどの実験を行った。また、江グループで

は、サレン鎖体の合成を中心に、様々な構造を有するπ共役系ユニットを合成した。また、

化学研究所からも１名の研究者が分子研に訪れ、共同研究の打ち合わせを行った。 

 R－3 においては、加藤グループの持つ糖鎖構造解析技術を Chung-Ang University の Ha 

Hyung Kim グループへ移転するために韓国へ渡航し、指導を行った。また、韓国ソウルの

Chung-Ang University にてミニシンポジウムを行うことで研究の成果を報告し、若手研究

者の研究成果を中心に活発な議論が行われた。 

 R－4 においては、日本側研究者１名が 12 月に台湾の原子分子科学研究所を訪問し、共同

で実験を行なった。さらに、同じく 12 月にもう 1 名の日本側研究者が、台湾の原子分子科

学研究所ならびに国立精華大学・国立交通大学を訪問し、これまでに得られた実験結果に

関して意見交換を行った。この共同研究の成果は、まもなく論文として投稿予定である。 

 R－5においては、中国科学院化学研究所を宇理須教授が訪問し，Wan Li-Jun 教授および、

Din Hai-Tao 博士と共焦点顕微鏡と原子間力顕微鏡複合装置の研究成果について意見交換を

おこなった。また、上海交通大学の Wang Chang-Shun 教授を宇理須教授が訪問し，分子研

での放射光エッチングの共同研究の打ち合わせをおこなった。これにより、Wang 教授が分

子研に来て 3 週間放射光エッチング実験を行った。また、この実験については，台湾から

の学生が技術支援員として参加した。宇理須教授が河南大学の Mo Yu-Jun  教授と北京で面

談し、原子間力顕微鏡実験と計算機シミュレーションの共同研究について成果の意見交換

と今後の方針のうち合わせをおこなった。また、これに関連して河南大学より 3 名の研究

者が来所し共同研究を行った。さらに、宇理須教授らが台湾ゲノム研究センターおよび原

子分子科学研究所を訪問し，今後の共同研究のうち合わせを行った。 

R－6 においては、さらに水－水間のエネルギー移動に対する量子ダイナミックスについ

て、経路積分を用いた定式化に基づいたシミュレーション研究を国立台湾大学の林准教授

との共同研究として開始する準備を進めているところである。 

R－7 においては、櫻井准教授が情報交換のために７日間先方に滞在した。その結果、お

互いのグループのバッキーボウルに関するはそれぞれの研究進捗状況を正確に掌握し、２

０年度以後の具体的な共同研究開始へ向けての議論を行うことができた。 
R－8 においては、中国で日中結晶成長会議が催され、日本側代表者が参加した。また国

内では分子科学研究所・アジアコア冬の学校及び国際会議が日本・韓国・インドなど各地

で行われ、本研究に関する討論に限らず、他研究グループのメンバーらとも国際的な研究

交流がなされた。その他 9-dicyanovinyl anthracene (9-DCV-Ant)の室温テラヘルツスペクトル

に関する研究が進展した。 

R－9 においては、奈良、上海において三回にわたり相互に研究打ち合わせを持った。ま

たその成果として，学術論文（総説）学術図書（成書）の取りまとめ，執筆を終えている。 

 

 
 S－1 においては、機能性分子の合成と自己組織化分野の日中間の若手研究者のネットワ
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ークの形成・構築に貢献できたと言える。すでに、数件の共同研究の意向も示されたため、

その繋がりがより確実なものになると期待できる。全体として、多数の出席者から「両国

の若手研究者交流のよい場であった」との評価を受けており、当領域における日中若手ネ

ットワーク構築への大きな一歩が踏み出した。 

 S－2においては、中国のナノバイオの最先端の研究の状況を正しく把握する事が出来た。

また、研究討論も活発に行われ、懇親会などでの交流も非常に友好的に行うことができ、

最先端分野の研究者の友好親善と相互理解の上で大きな成果を得ることができた。 

 S－3においては、日中両国から100名を超す研究者が参加したが、特に中国側の参加者の

若がえりが著しく、若い世代を通して今後の日中の共同研究が促進されることが期待され

た。 

 S－4においては、会期を通じて各国学生間での積極的な交流も広がり、若い世代が主体

となった東アジア全体を通じた研究交流ネットワークの形成へとつながるものと期待され

る。 

 S－5においては、発表者や聴衆として大学院学生・博士研究員などの若手が多数参加し、

長時間にわたって熱心に質疑・議論を行なっており、人材育成面でも多大の成果があった

といえる。全体として、多数の出席者から「今までにない分野横断的なシンポジウム」と

の評価を受けるものとなり、東アジア地域において、光・原子・分子科学領域の多様な研

究者たちによる有機的ネットワーク構築への道を拓くものと期待される。 

 S－6においては、既に各研究者相互間で個別には将来的な大学院生の交換（短期留学）

への希望も議論されつつある．また，懇親会の席上では既に翌年度のテーマと主催者につ

いて中国側から積極的な働きかけがあった．このことは，本形式の共同シンポジウムが効

果的であり，期待も大きいことを示している． 

 S－7においては、共同研究および共同セミナーの進捗状況や開催状況をチェックすると

ともに、今後の事業推進における課題等についても有意義な議論を行うことができた。一

方、本会議の今後のあり方に関する突っ込んだ率直な意見交換も行われた。 

 

 

８－２ 学術面の成果 

物質分子科学分野では、「π電子系有機分子を基盤とする機能性ナノ構造体の構築と機能

開拓」に関する共同研究において、分子科学研究所の江東林准教授のグループから４名の

研究者が中国科学院化学研究所の Deqing Zhang 教授の実験室を訪問し、π共役系を有する

金属集積体の自己組織化の実験を行った。その結果、溶液状態からのキャスティングによ

りナノファイバーを作成することができた。さらに、フィルム状態での FET 効果を検証す

るための素子の組み立てなども行った。このように、分子研の江グループの得意とする有

機合成技術と、化学研究所 Zhang グループが有する高い自己組織化技術が融合した、新規

な研究成果が得られつつある。また、「先端ナノバイオエレクトロニクス」に関する共同

研究において、分子科学研究所の宇理須恒雄教授は中国科学院化学研究所の Li-Jun Wan 教
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授および Din Hai-Tao 博士と協力して、共焦点顕微鏡と原子間力顕微鏡複合装置の開発なら

びに利用を進め、細胞等の生体材料の水中での高分解イメージング観測技術を確立しつつ

ある。さらに、「超高磁場 NMR を用いた蛋白質-ペプチド相互作用の精密解析」に関する共

同研究において、分子科学研究所の加藤晃一教授は、韓国 Chung-Ang 大学の Ha Hyung Kim

教授のグループを訪問して研究指導を行ない、韓国側での糖鎖構造解析技術の確立に貢献

した。分子科学研究所の櫻井英博准教授は、「バッキーボウルに関する合成・物性研究」に

おいて台湾の国立 Cheng-Kung 大学の Yao-Ting Wu 准教授と協力して研究を開始し、新奇な

バッキーボウル分子の関与する物性研究という新しい研究領域を開拓しつつある。また、

「自己組織化金属錯体触媒の開発」に関する共同研究において、分子科学研究所の魚住泰

広教授は中国上海有機化学研究所の Kuiling Ding 教授と協力し、自己組織化金属錯体触媒に

関するこれまでの業績を学術論文ならびに学術図書として取りまとめた。 

光分子科学分野では、分子科学研究所の岡本裕巳教授と中国科学院化学研究所の Minghua 

Liu 教授が共同で進める「特異なナノ分子システムのナノ光学」に関する研究において、岡

本グループが独自に開発した近接場光学顕微鏡を用いてメソスコピック構造を実験的に特

定する方法論の構築が進展した一方、Liu グループにおいては近接場顕微鏡による観測に適

した光学的特性を有するナノ物質群の作成が行われた。来年度早々にも実際の測定が行え

る状況である。また、分子科学研究所の大島康裕教授と台湾の原子分子科学研究所の

Yen-Chu Hsu 博士が共同で進めている「コヒーレントレーザー分光による反応ダイナミック

スの解明」においては、日本側研究者１名が原子分子科学研究所を訪問して共同で実験を

行ない、励起３重項状態のエネルギー準位構造の詳細解明に取り組んだ。また、もう 1 名

の日本側研究者が原子分子科学研究所ならびに国立精華大学・国立交通大学を訪問し、ア

セチレンの第１励起１重項状態における変角振動のエネルギー準位構造と状態間摂動に関

して、台湾の研究者と協力して詳細な検討を行なった。この共同研究の成果は、まもなく

論文として投稿予定である。 

 
８－３ 若手研究者養成 

当アジアコアプログラムは、分子科学の「物質・光・理論」分野において、アジアの中

心研究機関における共同研究・国際交流を活発にし、分子科学分野でのネットワークの構

築および将来において分子科学の一大潮流を起こすことのできる若手研究者を養成するこ

とを重要なミッションとしている。この目的に向けて、平成１８年度に「第１回物質・光・

理論フロンティア—冬の学校」が中国科学院化学研究所にて開催され、参加した若手研究者

から大変な好評を博した。この大きな成果を継承・発展するために、本年度も当プログラ

ムの重要な事業の１つとして「冬の学校」を開催した。 
今回は、分子科学研究所が基盤機関の１つである総合研究大学院大学の物理科学研究科

との共同主催のもとに、2008 年１月 24 日（木）～ 26 日（土）、岡崎コンファレンスセン

ターならびに分子科学研究所にて「アジア冬の学校」として開催された。中国から 18 名、

韓国 30 名、台湾７名、タイ４名、計 59 名の研究者・学生が参加した。この内、アジアコ
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ア事業の拠点機関である中国科学院化学研究所(ICCAS)・韓国科学技術院(KAIST)・台湾原

子分子科学研究所(IAMS)からの参加者は合計 34 名であった。また、国内からは 73 名の参

加があった（うち分子研より 66 名）。さらに米国から２名、カナダから１名の出席者があ

ったので、総勢 135 名に達する大規模な会となった。 
この冬の学校では、全体講義、一般講義、選択講義という３形態の講義と、ポスター発

表ならびに研究所内見学が行なわれた。全体講演では、物質・光・理論の各領域から東ア

ジア地域出身で世界的にご活躍の研究者を招聘し、これまでの業績を中心に研究の背景や

意義から今後の展望までを紹介頂いた。カナダ McGill 大学の Li 教授は、資源・環境問題

に対して合成化学が取り組むべき方向性を明確に指摘し、試薬・溶媒を大幅に節約する新

規合成反応の例を豊富に紹介した。東京大学の塩谷教授は、金属配位化合物を利用した超

分子構造体の創製と、その多様な機能について講演した。米国 Indiana大学のBaik准教授は、

エネルギー問題への対策として期待されている水からの水素生産に関連して、有機金属触

媒を利用した水の酸化反応に関する詳細な理論研究を紹介した。米国連邦標準技術研究所

(NIST)の Ye 主任研究員は、極低温状態の分子の生成法と物理・化学・情報分野への応用に

ついて最先端の研究成果を紹介した。台湾 Chiao-Tung 大学の Lin 教授は、光吸収・発光・

無輻射遷移に関する基礎理論を丁寧に説明し、光励起分子における動力学過程の統一的理

解の枠組みを提示した。 
 一般講義では、アジアコア事業の拠点４機関からの講師が、分子科学の各領域における

最先端のトピックスや関連事項に関する講義を行なった。ICCAS の Zhang 教授は、単一分

子素子について簡潔に基本事項を説明した後、様々な具体例を提示し分野の現状を概説し

た。IAMS の Lin 博士は、量子化学計算の利用に関して実験家の立場から問題点を整理し、

また、交差分子線実験による研究結果との対比を議論した。KAIST の Churchill 准教授は、

分子センサーとしての金属イオンの研究を例として、注目する研究領域の現状をサーベイ

する方法論を講義した。さらに、英語による学術文書作成に関する講義も行い、具体的に

文章の校正例を示しながら留意すべき重要なポイントを説明した。ソウル大学の Jung 准教

授は、過冷却液体やイオン液体の微視的構造に関する最新の統計理論的研究を紹介した。

IAMS の Chen 博士は、レーザー光による原子の並進運動の冷却に関して、基礎事項から丁

寧に解説を行なった。ICCAS の Wang 教授は、新規な構造を持つフラーレン類の創製や反

応性、さらには医薬的応用まで、豊富な研究例を示しながら概説した。 
選択講義は、同一の時間帯に行なわれる３つの講義から受講者が選択するという形式で

行なわれた。第１の時間帯では、分子研の見附・永田・柳井准教授が、それぞれ「分子の

電子構造と光イオン化過程」「光合成の分子機構」「量子化学計算の概要と応用」について、

基本事項の解説に十分な時間を割いて講義を行なった。第２の時間帯では、韓国 Kyungpook
大学の Choi 准教授・ICCAS の Liu 教授・IAMS の Wang 教授が、それぞれ「QM/MM 計算

法の概要と応用」「有機半導体の合成と応用」「表面での原子・分子の自己組織化」につい

て詳細な説明を行なった。これらの講義では、受講生ができるだけ主体的に参加できるよ

うに、参加者は 30 名以下に制限して、会場はセミナー室などの比較的小規模の部屋を利用

した。実際に、講師が、適宜、問題を出して受講生が答えたり、また、講義の途中で質問

が出たりと、双方向性の高い講義が行なわれていた。 
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以上の講義に加えて、当学校の参加者、特に、学生や若手研究者が自らの研究成果を発

表する場として、ポスター発表が実施された。全 70 件の発表が行なわれ、その内で海外か

らの発表は 39 件に上った。２時間におよぶセッションであったが終了時にも依然として議

論が盛り上がっており、「ポスター発表の時間は、もう少し長くして欲しかった」との要望

も寄せられるほどの活気であった。 
また、研究所内見学として、20 名程度のグループに分かれて、極端紫外光研究施設・計

算科学研究センター・山手キャンパス（各研究室ならびに 920 MHz NMR）の見学を行なっ

た。学生のアンケートでも「興味深かった」との評価が多く、講師として参加した海外の

研究者からも、非常に有益で参考になったとの声が上がっていた。 
以上のように、本冬の学校は、世界トップクラスのアジアの研究者が基礎から最先端ま

での実際の研究を紹介することで、次代を担う若手に「物質・光・理論」という広範な領

域にわたる分子科学の現状を伝え、将来の展望を可能とする契機となるものである。さら

に、東アジア地域の若手研究者に積極的に相互に交流する場を提供することで、若い世代

が主体となる緊密な研究ネットワークの構築をサポートするという観点からも大きな役割

を果たしたといえる。 
 
 
８－４ 社会貢献 

 新世紀の新しい科学・技術においては随所で分子の役割が重要となるであろう。本研究

交流を通じて、分子科学の分野における３カ国と 1 地域の中心的研究機関の協力体制を構

築することにより、アジア地域のこの分野全体のネットワークのハブが形成され，新世紀

の科学・技術を支える一つの重要な基礎としての新しい分子科学の学術基盤が構築される

ことが期待される。一般社会への貢献という視点に立つと、分子科学は、ナノサイエンス、

バイオサイエンス、光科学、環境科学等の基礎をなす研究分野として、これらの応用分野

を通じて、長期的に人類の健康、幸福に貢献するであろう。本年度は、昨年度に引き続き

このような目標に向かって、歩を進めることができたと考えている。 

 

 

８－５ 今後の課題・問題点 

 18 年度（日本）19 年度（韓国）の２回にわたり，全体会議を拠点研究機関で開催してき

たが，この開催方式に関して，再考すべきではないかとの意見が，出てきている。全体会

議ではこれまで，アジアコアの事業として開催した共同研究とセミナーを参加者に報告す

ることを一つの重要な機能として捉え，18 年度は口頭の講演で，19 年度はポスターセッシ

ョンで，全ての共同研究・セミナーの報告を行った。またこの他に，分子科学のなるべく

広い分野にわたって，４拠点と関連研究機関の研究者や，アジア出身の著名な分子科学分

野の研究者による招待講演を行ってきた。広い分野の研究者が主体的に参加できるように

との配慮から，このような方式を採ってきたが，一方でテーマが分散し過ぎ，焦点が定ま

らなくなっている面があるとの意見も多い。ビジネスミーティングは執行部の数名で毎年
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行うことは必要と考えられるが，報告・講演の場としての全体会議の方式は一旦見直して，

テーマをやや絞った会合とするなどの再検討が必要になっているかもしれない。 
 スクールに関しては，19 年度は日本で開催し，今回は参加者全員が参加する講義に加え，

各人の興味・専門領域に応じて，並行して開催する３つの分科会を選択できる方式をとっ

た。これは概ね好評のようである。ただ 18 年度と同様，今回も企画立案は執行部の研究者

が行い，若手参加者が自ら立案する機会は設けなかった。このような機会を設けることが，

次世代の若手研究者の育成の観点から重要であろう。 
 事業の実施にあたり，マッチングファンド方式の厳格な適用に対して，他の拠点からの

不満も聞かれるようになってきている。旅費・滞在費の支給の方法については，事業（共

同研究，セミナー）の種類によっても適切な方法が異なる場合もあり，柔軟な対応が可能

となることが望まれる。また日本以外の拠点では，本事業への財源が自動的に確保されて

いる状況とは限らず，年度ごとに事業を継続するための予算申請の努力を行っていると聞

く。このような状況で，全体会議やスクールの開催国になると，経済的・人的負担が大き

い。参加登録料をある程度徴収する方式の検討も今後必要となるかもしれない。 
 
 

８－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成１９年度論文総数    ５本 

（以下の論文リストの原著２報、総説３報を挙げました。不適当なものは削除し

てください。） 

   うち、相手国参加研究者との共著  ２本 

   うち、本事業が JSPS の出資によることが明記されているもの ２本 

（論文リストのうちの総説 1）, 2), 3)の掲載された書籍 1)の preface には明記

される予定） 

（※ 論文リストを別に添付して下さい） 
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論文リスト 

原著論文 

1) “Dendritic Architectures for Design of Photo– and Spin–Functional Nanomaterials,” Zheng 
He, Tomoya Ishizuka, and Donglin Jiang, Polymer J. 2007, 39, 889-922. 

2) “The expression of sialylated high-antennary N-glycans in edible bird’s nest,” H.Yagi, 
N.Yasukawa, S.-Y.Yu, C.-T.Guo, N.Takahashi, T.Takahashi, W.Bukawa, T.Suzuki, K.-H. 
Khoo, Carbohydrate Ressearch (2008), in press. 

 

総説 

1) “An Overview of Heterogeneous Asymmetric Catalysis,” Zheng Wang, Kuiling Ding, and 
Yasuhiro UOZUMI, In Handbook of Heterogeneous Asymmetric Catalysis (Eds. K. Ding 
and Y. Uozumi) Wiley-VCH, in press. （共著） 

 
2) “Heterogeneous Asymmetric Catalysis in Aqueous Media,” Yasuhiro UOZUMI, In 

Handbook of Heterogeneous Asymmetric Catalysis (Eds. K. Ding and Y. Uozumi) 
Wiley-VCH, in press.  

 
3) “Homochiral Metal-Organic Hybrid Polymers for Heterogeneous Enantioselective 
Catalysis,” Kuiling Ding, In Handbook of Heterogeneous Asymmetric Catalysis (Eds. K. Ding 
and Y. Uozumi) Wiley-VCH, in press.  

 

書籍の編集 

1) “Handbook of Heterogeneous Asymmetric Catalysis,” Kuiling Ding, and Yasuhiro UOZUMI, 
Wiley-VCH, will be published in 2008 

 

 15



 16

９．平成１９年度における総交流人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

（単位：人／人日） 

          派遣先 

派遣元 
日本 中国 韓国 台湾  合計 

日本 
実施計画  60/246 27/115 11/49  98/410 

実績 44/188 20/79 5/30  69/297 

中国 
実施計画 (28/146)     （28/146)

実績 (12/970)     (12/970) 

韓国 
実施計画 (25/122)     (25/122)

実績 (9/40)     (9/40) 

台湾 
実施計画 (24/109)     (24/109)

実績 (5/20)     (5/20) 

カナダ 
実施計画       

実績  1/4     1/4 

アメリカ 
実施計画       

実績 2/10    2/10 

ドイツ 

(日本側参加

者) 

実施計画       

実績  1/5   1/5 

合計 実施計画 (77/377) 60/246 27/115 11/49  98/410 

(77/377)

実績 3/14 

(26/1030) 

45/193 20/79 5/30  73/316 

(26/1030)

 

※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流した人数・人日数を記載してくだ

さい。（なお、記入の仕方の詳細については「記入上の注意」を参考にしてください。） 

※日本側予算によらない（相手国予算による）交流についても、カッコ書きで記入してく

ださい。 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

  36／ 165 （人／人日）    29／92（人／人日） 

 


