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（様式４） 

二国間交流事業 共同研究報告書 
 

平成 27 年  4 月 17 日 
 

 独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 
 

共同研究代表者所属・部局  名古屋大学大学院理学研究科                

（ふりがな）               つちいず   まさひさ 

職・氏 名  助教・土射津 昌久                
 

1. 事 業 名 相手国（  フランス  ）との共同研究  振興会対応機関（  MAEE      ） 

2. 研 究 課 題 名  有機ラジカル物質と分子ジャンクション: 強相関効果のマルチスケール解析                                       

3. 全 採 用 期 間 

平成  25 年  4 月  1 日 ～ 平成  27 年  3 月  31 日 （  2 年  0 ヶ月） 

4. 経 費 総 額 

（1）本事業により執行した研究経費総額  1,800,000  円 

初年度経費 900,000 円、 ２年度経費 900,000 円、 ３年度経費    円 

（2）本事業経費以外の国内における研究経費総額   0  円 

5．研究組織 

（1）日本側参加者（代表者は除く） 

氏 名 所 属・職 名 

珠玖 良昭 名古屋大学・博士研究員 

（2）相手国側研究代表者 

所属・職名・氏名  ストラスブール大学・教授・ROBERT, Vincent                                  

（3）相手国参加者（代表者は除く） 

氏  名 所 属・職 名 

 FROMAGER, Emmanuel 

 

 DOMINGO, Alex 

ストラスブール大学・准教授 

 

ストラスブール大学・博士研究員 
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6．研究実績概要（全期間を通じた研究の目的・研究計画の実施状況・成果等の概要を簡潔に記載してくださ

い。） 

 

The Sakura project has given us the opportunity to strengthen an ongoing collaboration between the 
Universities of Nagoya and Strasbourg. The aim was to combine the expertises of both groups with 
a common interest in electron correlation description. The robustness of physicists (Nagoya) and 
chemists (Strasbourg) approaches were used to pursue that goal. The discussions were fruitful and 
led to (i) the definitions of new strategies (density functional theory-based methods), (ii) the 
participations of new members to the consortium (Emmanuel Fromager, professor; Shuku Yoshiaki, 
postdoc) who greatly contributed to the emergence of problematics, and (iii) to pave the way for 
future joint developments. 
 
As a result of these regular exchanges between Nagoya and Strasbourg in 2013 and 2014, 3 papers 
were published in international Journals (J. Chem. Phys., Mol. Phys., Phys. Rev. Lett.), 2 seminars, 
2 oral communications and 3 invited pleanary lectures were given in International conferences. The 
dissemination of the outcomings of this Sakura project has also much contributed to extend its 
original scope. Bridging the gap between the physicists and chemists communities has been very 
effective and prompted us to launch different projects, including a Summer School to be held in 
June 2015 (International summer School in electronic structure Theory: electron correlation in 
Physics and Chemistry) and collaborations with the group of Professor K. Awaga (Nagoya 
University, Chemistry department).  
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7．派遣・受入実績 

（１） 全研究期間中に相手国または相手国以外の国を訪問した日本側参加者氏名、派遣期間、主たる訪問

先（年度毎に並べ、相手国以外の国における訪問先には下線を引き、国名を明記してください。） 

氏名 
期      間 

（現地到着日～現地出発日） 
主たる訪問先 

土射津 昌久 

 

土射津 昌久 

 

珠玖 良昭 

 
土射津 昌久 

平成 25年 11月 19 日〜 

 平成 25年 12 月 29日 

平成 26年 12月 11 日〜 

平成 26年 12月 28 日 

平成 26年 12月 16 日〜 

平成 26年 12月 22 日 

平成 27年 3 月 7日〜 

平成 27年 3 月 17日 

ストラスブール大学 

 

ストラスブール大学 

 

ストラスブール大学 

 

ストラスブール大学 

計  4 名（延べ人数） 計 77 日 

（２）全研究期間中に受け入れた相手国参加者氏名、来日期間、主たる訪問先（年度毎に並べ、振興会か

ら滞在費等の支給を受けた研究者に＊印をつけてください。） 

氏名 
期      間 

（来日日～離日日） 
主たる訪問先 

Vincent ROBERT 

 

Alex DOMINGO 

 

Emmanuel FROMAGER 

 

Vincent ROBERT 

 

Emmanuel FROMAGER 

平成 25年 10月 14 日～ 

    平成 25 年 10月 27日 

平成 25年 10月 14 日～ 

    平成 25 年 10月 20日 

平成 26年 4 月 21日～ 

    平成 26 年 5月 11 日 

平成 26年 10月 28 日～ 

    平成 26 年 11月 6 日 

平成 26年 10月 28 日～ 

    平成 26 年 11月 6 日 

 

名古屋大学 

 

名古屋大学 

 

名古屋大学 

 

名古屋大学 

 

名古屋大学 

計  5 名（延べ人数） 計 62 日 


