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研 究 交 流 題 名 物質・光・理論分子科学のフロンティア 

日 本 側 

拠 点 機 関 名 
自然科学研究機構 分子科学研究所 

コーディネーター 

所属・職・氏名 
分子科学研究所  教授 大森 賢治 

相手国側 

国名 拠点機関名 コーディネーター 所属・職・氏名 

中国 
中国科学院 化
学研究所 

Institute of Chemistry, Chinese Academy 

of Sciences・Professor・Minghua Liu 

韓国 
韓国科学技術
院 自然科学部 

Korea Advanced Institute of Science and 

Technology(KAIST)・Professor・Yoon Sup 

Lee 

台湾 
台湾科学院 原
子分子科学研
究所 

(平成１８年度-平成２０年度) 

Institute of Atomic and Molecular 

Sciences(IAMS) 

Research Fellow and Deputy Director 

Wen-Bih Tzeng 

(平成２１年度-平成２２年度) 

Institute of Atomic and Molecular 

Sciences(IAMS) 

Research Fellow and Deputy Director 

Ching-Ming Wei 



 総合的評価  

 

評  価 

 Ａ 想定以上の成果をあげており、当初の目標は達成された。 

 Ｂ 想定どおりの成果をあげており、当初の目標は達成された。 

 Ｃ ある程度成果があがり、当初の目標も達成された。 

 Ｄ 成果が十分にあるとは言えず、当初の目標はほとんど達成されなかった。 

コメント 

 

分子科学研究所は、学術的側面での研究拠点として機能しており、また、３分野 11 グ

ループを中心に、相手国側の拠点機関である中国科学院、韓国科学技術院、台湾科学院と

の対等な協力体制により、本事業の目標である分子科学の東アジアに於ける教育研究拠点

を構築するという目的は達成されたと言える。 

 

共同研究は、分子研の 11 の研究グループを中心に行われ、相手国側との共著論文とい

う形で結実したものはこれまでのところ計 16 報に留まるものの、派遣や受入状況の規模

から見て、十分活発に実施されたと言える。また、分子・物質の創成と機能解析などの各

拠点機関の研究者の成果を基に、優れた研究業績を発信している。 

 

毎年行われた「冬の学校」での分野横断的な勉強会では、毎回 100 名以上の参加者を集

め、「若手セッション」の実施など、若手研究者の養成が考えられたプログラムも実施さ

れた。また、個別のテーマのシンポジウムも多数開催され、それらの活動に国内協力機関

の研究者も含めた若手の教員やポスドク、院生の派遣を積極的に行い、本事業に関係する

相手国の研究機関との間で活発な交流も行われた。特に本事業の特徴の一つである「冬の

学校」は今後も継続して実施されるようであり、将来にわたって持続可能な協力体制が確

立された点は大いに評価できる。 

 

 ただし、交流面ではたしかに、シンポジウム、冬の学校、年次会議などいろいろの会合

を企画したが、はたして相乗的なシナジー効果が上がったのかが明確ではない。学生の交

換の機会を与えるだけなら良いとしても、「研究交流」という点では、研究そのものの焦

点（あるいは方向性・ポリシー）が必要であるが、個別の研究機関間の交流経費、出張費

に利用したのではないかと言われても仕方がないのではないか。この成果報告について

も、事実の羅列となっており、この研究交流の実証事業を通じて、経験的に拠点形成の布

石としてどのような準備、方法が有益であることがわかり、それによって何が新たに構築

されたのかについて具体的に述べられていないことが残念である。 

 

今後さらに、日本の分子科学の研究教育を束ね且つ代表する役割を担う拠点への成長が

期待される。現在、国内の有力な一研究機関としての分子科学研究所を経由したアジア３

か国 1 地域とのネットワーク化事業として充分機能していることからも、２ヶ国間だけの

協力に留まらず東アジアの主要国間で強固な教育研究拠点が形成されたことの意義は大

きいと思われる。今後は、国内の協力機関との連携もさらに深めて、資金確保に裏打ちさ

れた中長期計画の下、all Japan の国内組織に成長し、国内でのリーダーシップを発揮す



る世界に冠たる分子科学の研究教育拠点に成熟して本事業が発展的に展開していくよう

努力されることを期待したい。 

 



１．これまでの交流を通じて得られた成果  

 

観  点 

・研究交流活動を通じて「学術的側面」「若手研究者の養成」「研究教育拠 

点の構築」の観点から成果があったか。 

・研究交流活動の成果として優れた研究業績が発表されたか。 

・本事業により得られた成果の社会への還元があったか。 

・当初予期していなかった活動成果があったか。 

 

評  価 

□ 想定以上の成果があがっている。  

■ 概ね成果があがっている。  

□ ある程度成果があがっている。 

□ 成果があがっているとは言えない。 

コメント 

 

分子科学研究所は従来、我が国における学術的側面での研究拠点として機能し、中国、

韓国および台湾の主要な研究機関と連携し、分子科学の発展に寄与してきた実績があ

る。本事業を通じて、相手国との個々の共同研究を深化させ、機能性物質の創成・光科

学・理論などの分子科学の「学術的側面」での成果をあげている。同時に「若手研究者

の養成」による人材育成面での強化を図り、院生の教育においてもセミナー共催などの

協力体制を一層緊密化させることができた。さらに、これらの活動を通じて、若手を中

心とする研究者間の交流も進み、分子研と東アジアの主要な研究機関との間で、将来に

わたる継続的な協力関係が構築できた点は高く評価できる。 

一方、東アジア地区の分子科学の発展のための研究交流が目的とは言っても、研究テ

ーマがあまりに分散しており、ある程度の教育交流はつながっても研究の焦点がしぼら

れていないという点で、この拠点体制の構造あるいはテーマの設定自体に問題があるこ

とは否めない。 

 

個々の共同研究においては、分子研から物質分子科学分野で５グループ、光分子科学

分野で３グループ、理論分子科学分野で３グループの成果が報告されており、各グルー

プから相手国の研究者との共著論文もいくつか報告されている。本当の基礎科学として

の成果は、今後さらに時間をかけて検証されるべきものと思われるが、ナノ構造体の創

成、物性解析、基本分子とその集合体などのダイナミクスなどの各拠点機関の研究者の

成果を基に、優れた研究業績をあげつつある。ただし、一流雑誌に論文出版がされてい

るが、分子研と海外研究機関３か所のレベルがもともと高いことから、この支援がなく

てもこの程度の論文数は出ている可能性も予測できる。 

なお、日本側から共同研究という形態で参画している研究者の数が、100 名以上リス

トアップされているにも関わらず、相手国研究者との共著論文が５年間で 16 報に留ま

っている点はやや物足りなさを感じる。また、成果報告の有った分野を見る限り、研究

のキーワードは、①π電子系有機分子と機能性ナノ構造体（このタイトルも漠然として

いる）、②自己組織化金属錯体、③次世代触媒創製、④コヒーレントレーザー分光、⑤

タンパク質フォールディング、⑥生体分子の量子過程計算などがあり、有機化学から光



学、分光学、細胞学まで網羅する漠然とした内容となっている。教育効果を出すために

は、ある程度領域がまとまっていなければ、若い学生もその領域を理解し、知識を共有

し、分野を超えて議論し、学ぶ刺激を共有することができないと思われる。 

  

 若手を中心とした勉強会である「冬の学校」をこの５年間で、分子研で２回、中国、

韓国および台湾でそれぞれ１回ずつ開催し、毎回 100 名の参加者を集めた。特に、若手

が主体的に進行および発表を行う「若手セッション」は、若手研究者の養成に大きな効

果があったものと思われる。また、個別のテーマで比較的小規模なセミナーも多数開催

され、緊密な研究ネットワークの構築にも本事業は大きな役割を果たしたと言える。 

 

サイエンス、並びに人的交流の成果はクリアである。本事業による直接的な社会への

還元は本事業目標の成果としてはなじまないが、やや抽象的なものの報告に留まってお

り、より具体的な（研究成果の情報発信等）観点のものがあってもよかったのではない

かと思う。将来、長期的な社会貢献として、明らかになることが期待される。 

 

なお、「予期せぬ成果」の欄には、学生の短期研修につながったことが書かれている

が、これはこの交流計画の中では通常に期待したい成果であり、特別な成果とは言えな

いのではないか。 

 

 



２．研究交流活動の実施状況 

 

観  点 

・研究交流目標達成に向けて、「共同研究」「セミナー」「研究者交流」を適

切に計画し、実施したか。 

・国内外の拠点機関及び協力機関間の実施体制・協力体制等は適切であっ

たか。 

・研究交流活動の実施にあたり、適切に経費が執行されたか。 

・相手国において交流を行うに十分なマッチングファンドが確保されてい

たか。 

 

評  価 

□ 想定以上に効果的に実施されている。  

■ 概ね効果的に実施されている。  

□ ある程度効果的に実施されている。  

□ 効果的に実施されているとは言えない。 

コメント 

 

共同研究は、物質分子科学分野において、「π電子系有機分子のナノ構造体の構築」

などの７テーマ、光分子科学分野において、「ナノ分子システムのナノ光学」などの３

テーマ、理論分子科学分野において、「生体分子中における量子過程」などの３テーマ

で実施され、延べ 131 人 608 人日の派遣と 34 人 1107 人日の受入による人的交流により

推進された。また、出版論文は年に８～10 報が出版されており、著者名で見る限り国

を超えた「共同研究」はある程度行われたと考える。 

しかし、異分野間の交流について特別な効果が上がったかは確実でない。 

 

セミナーおよびシンポジウムも、各国持ち回りで合計 30 回、延べ 263 人 1143 人日に

及ぶ派遣と 124 人 545 人日の受入を行い、開催地の内訳は、日本 10 回、中国 12 回、韓

国５回、台湾２回、米国１回となっている。また、延べ派遣人数 7 人 17 人日の「研究

者交流」を実施し、研究交流目標達成に向けた人的交流活動を企画・実施した。以上よ

り、「セミナー」「研究者交流」も適切に、定期的に計画し、適切な規模と回数が実施さ

れたと考える。 

ただし、研究分野別にばらばらである感があるのが残念である。 

 

この報告のみでは評価が難しいが、国外の拠点機関との実施体制・協力体制は適切で

あったと考えられる。 

 

研究交流活動の実施に必要な経費は、執行予算の７割以上は派遣旅費に使用されてお

り、経費の内訳も適切であったと考える。 

 

マッチングファンドに関しては、相手国側が日本と同種の予算を同じタイミングで同

じ期間獲得するということは実際には困難であったと思われるが、中国では日本を上回

るセミナーを実施し、韓国、台湾でも妥当な回数を実施し、それぞれが開催経費を負担



しているので、相手国でも予算の獲得に最大限の努力が払われていたと言える。また、

今後のマッチングファンドの確保の有無については、この拠点の共同研究成果をもとに

して、協力機関間の連携によって、将来に向けたファンドの提案がされると考える。 

 

羅列ではなく本事業の 4 機関（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ）のどこが互いに協力した成果なのか

を、また、交流の成果として“新たに”生まれたものが何か、それが今後継続可能な体

制を作るに及んだのかを、まとめた記載があれば、より実態が分かりやすくなるのでは

ないか。「アジア冬の学校」の継続については、成果といえる。 

 

 



３．今後の研究交流活動計画 

 

観  点 
・事業終了後も世界的水準の研究教育拠点として、継続的な研究交流活動の 

実施が期待できるか。 

 

評  価 

□ 想定以上の成果が期待できる。  

■ 概ね成果が期待できる。   

□ ある程度成果が期待できる。  

□ 成果が期待できない。 

コメント 

 

本事業において、日中韓台の各研究機関の間での個々の共同研究は活発に実施され、

機能性物質の創成に関しては、ナノ構造体の構築、自己組織化金属錯体触媒の開発、蛋

白質-ペプチド相互作用の精密解析、アミロイドベータの凝集と脂質二重膜との反応、

遷移金属錯体触媒システムの開発などが顕著な成果としてあげられる。光分子科学に関

しては、特異なナノ分光システム光学、テラヘルツ分光による分子振動および構造解析、

コヒーレント分光による反応ダイナミクスの解明などが顕著な成果としてあげられる。

また、理論分子科学に関しては、生体分子中における量子過程のシミュレーション、ナ

ノ構造体における光学応答理論、蛋白質フォールディング病の分子動力学などが顕著な

成果としてあげられる。今後もこの共同研究の流れは発展的に継続していくことが期待

できる。 

なお、日本からの共同研究での派遣は、一人あたりの滞在期間が平均で５日弱程度と

短い。この数字はセミナーでの派遣とほとんど変わらないものになっており、先方でじ

っくり研究に取り組む環境にはほとんどなかったものと推察される。将来的には、これ

らの研究拠点間での大学院生の交換制度など個々の周辺の環境を整えつつ、中韓台から

の留学生の受け入れだけでなく、相手国の研究機関にある程度まとまった期間滞在し、

腰を据えて研究活動に取り組める環境を実現することが望まれる。そのためには、分子

研の独自予算だけでなく、国として新たなサポート体制の整備も必要になると思われ

る。 

 

また、本事業の特徴の一つである「アジア冬の学校」は、分子研独自の予算で継続さ

せており、これらの活動を通じて、将来に渡って持続可能な研究教育拠点として発展し

ていくことが期待される。 

 

適切な資金の継続的な確保が今後もあれば、事業終了後も世界的水準の研究教育拠点

として継続的な研究交流活動の実施が期待できるが、現時点では「世界的水準の拠点」

というレベルには達していないと考える。水準を高める前にまず必要な、研究のフォー

カスが形成されていないと考えられるからである。 

また、この活動によって、今後の拠点形成をいかに効率よくスムーズに進めるかのイ

ンフラ（ノウハウ、経験）がどこまで得られたかについても、事実を羅列しただけのこ

の報告書の範囲では、研究交流支援を受けた成果が不透明である。 



 「国際交流、教育効果」という観点において、４機関Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄについて、Ａ＋

Ｂによる交流の成果、Ａ＋Ｂ＋Ｄによる交流の成果、のように項目を作って、このなか

で①実施内容、②実施によって生まれた成果、③さらなる交流に発展的につながったこ

と、のように内容を示してもよかったのではないか。 

 

 


