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（様式５） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成 ２５年 １２月 ２５日 

 

独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

                                     セ ミ ナ ー 代 表 者 所 属 ・ 部 局  大阪大学大学院工学研究科    

（ふりがな） 

職・氏 名  教授・伊東 忍
いとう しのぶ

        

 
 
 

1． 事 業 名 相手国名（ フランス ）とのセミナー（振興会対応機関：  CNRS  ） 

 

 

2． セミナー名 第 2 回日仏錯体化学セミナー 〜環境・エネルギー問題解決に向けた錯体化学の取り

組み〜  

 

3． 期   間  平成 ２５年 １１月 ２４日 ～ 平成 ２５年 １１月 ２８日（ ５日間） 

 

 

4． 開 催 地 

（都市名と会場名） 奈良市 東大寺総合文化センター                                  

 

5． 参加者数   日本側       ８８名（うち、滞在費等本会負担  ２５名） 
（代表者を含む） 

相手国側     ２１名（うち、滞在費等本会負担   ０名） 
 

その他の国    ０名 
 

参加者 計  １０９名 
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6．セミナー参加者 

  (1) 日本側参加者（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏    名 所属・部局・職名 

加藤昌子＊ 
山下正廣＊ 
大塩寛紀＊ 
塩谷光彦＊ 
西原 寛＊ 
野崎京子 
藤田 誠＊ 
山元公寿 
井上晴夫＊ 
巽 和行＊ 
田中健太郎＊ 
渡辺芳人＊ 
増田秀樹＊ 
北川 宏＊ 
北川 進＊ 
田中晃二＊ 
菊地和也＊ 
林 高史＊ 
福住俊一＊ 
真島和志＊ 
中沢 浩＊ 
棚瀬知明＊ 
酒井 健＊ 
芳賀正明＊ 
小寺政人＊ 
 
三方裕司 
中島隆行 
梶原孝志 
浦 康之 
久禮文章 
 
小野田 晃 
杉本秀樹＊ 
森本祐麻＊ 
Sayantan Paria 
 
江川 朋志 
岩本 勇次 
高野 弘都 
伊藤 昌輝 
井関 柾登 
西口 佳範 
早坂 和将 
筈谷 真企 
Goulven Cosquer 
白瀧 千夏子 
Then Poh Ling 
竹原 千香 
佐藤 悠貴 
井田 博道 
竹内 沙彩 
大西 理沙 
納富 由貴 
下川 礼奈 
青柳 望 
山科 友香里 
藤野 佐紀 

北海道大学大学院理学研究科・教授 
東北大学大学院理学研究科・教授 
筑波大学大学院数理物質科学研究科・教授 
東京大学大学院理学研究科・教授 
東京大学大学院理学研究科・教授 
東京大学大学院工学研究科・教授 
東京大学大学院工学研究科・教授 
東京工業大学大資源化学研究所・教授 
首都大学東京大学院都市環境科学研究科・教授 
名古屋大学大学院理学研究科・教授 
名古屋大学大学院理学研究科・教授 
名古屋大学大学院理学研究科・教授 
名古屋工業大学大学院工学研究科・教授 
京都大学大学院理学研究科・教授 
京都大学物質−細胞統合システム拠点・教授 
京都大学物質−細胞統合システム拠点・教授 
大阪大学大学院工学研究科・教授 
大阪大学大学院工学研究科・教授 
大阪大学大学院工学研究科・教授 
大阪大学大学院基礎工学研究科・教授 
大阪市立大学大学院理学研究科・教授 
奈良女子大学理学部・教授 
九州大学大学院理学研究科・教授 
中央大学理工学部・教授 
同志社大学理工学部・教授 
 
奈良女子大学理学部・准教授 
奈良女子大学理学部・准教授 
奈良女子大学理学部・教授 
奈良女子大学理学部・准教授 
奈良女子大学理学部・助教 
 
大阪大学大学院工学研究科・准教授 
大阪大学大学院工学研究科・准教授 
大阪大学大学院工学研究科・特任助教 
大阪大学大学院工学研究科・特別研究員 
 
同志社大学大学院理工学研究科・大学院生 
同志社大学大学院理工学研究科・大学院生 
同志社大学大学院理工学研究科・大学院生 
大阪市立大学大学院理学研究科・大学院生 
大阪市立大学大学院理学研究科・大学院生 
大阪市立大学大学院理学研究科・大学院生 
大阪市立大学大学院理学研究科・大学院生 
大阪市立大学大学院理学研究科・大学院生 
東北大学大学院理学研究科・大学院生 
名古屋大学大学院理学研究科・大学院生 
奈良女子大学大学院化学専攻・大学院生 
奈良女子大学大学院化学専攻・大学院生 
筑波大学大学院数理物質科学研究科・大学院生 
筑波大学大学院数理物質科学研究科・大学院生 
奈良女子大学大学院化学専攻・大学院生 
奈良女子大学大学院化学専攻・大学院生 
奈良女子大学大学院化学専攻・大学院生 
奈良女子大学大学院化学専攻・大学院生 
奈良女子大学大学院化学専攻・大学院生 
奈良女子大学大学院化学専攻・大学院生 
奈良女子大学大学院化学専攻・大学院生 
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坂本 美由紀 
墨谷 志輝 
佐野 三記江 
大滝 理紗 
山本 知依 
畠田 聡子 
中前 佳那子 
濱尾 孝志 
麻生 健太 
加藤 友香 
石賀 慎 
世永 秀平 
辻 朋和 
古松 大尚 
吉田 圭佑 
斎藤 輝彦 
原田 裕史 
田中 雄大 
岡本 泰典 
西田 侑介 
遠藤 真理子 
黒沼 景子 
坂野 希望 
高原 葵 
三原 のぞみ 
Stéphane Diring 
Julien Reboul 
梶原 隆史 
松田 亮太朗 
林 幹大 
北尾 岳史 
上坪 祐介 
 

奈良女子大学大学院化学専攻・大学院生 
大阪大学大学院工学研究科・大学院生 
奈良女子大学大学院化学専攻・大学院生 
奈良女子大学大学院化学専攻・大学院生 
奈良女子大学大学院化学専攻・大学院生 
奈良女子大学大学院化学専攻・大学院生 
奈良女子大学大学院化学専攻・大学院生 
同志社大学大学院理工学研究科・大学院生 
同志社大学大学院理工学研究科・大学院生 
同志社大学大学院理工学研究科・大学院生 
同志社大学大学院理工学研究科・大学院生 
同志社大学大学院理工学研究科・大学院生 
同志社大学大学院理工学研究科・大学院生 
同志社大学大学院理工学研究科・大学院生 
同志社大学大学院理工学研究科・大学院生 
大阪大学大学院工学研究科・大学院生 
大阪大学大学院工学研究科・大学院生 
大阪大学大学院工学研究科・大学院生 
大阪大学大学院工学研究科・大学院生 
大阪大学大学院工学研究科・大学院生 
奈良女子大学大学院化学専攻・大学院生 
奈良女子大学大学院化学専攻・大学院生 
奈良女子大学大学院化学専攻・大学院生 
奈良女子大学大学院化学専攻・大学院生 
名古屋大学大学院理学研究科・大学院生 
京都大学大学院理学研究科・大学院生 
京都大学大学院理学研究科・大学院生 
京都大学大学院理学研究科・大学院生 
京都大学大学院理学研究科・大学院生 
京都大学大学院理学研究科・大学院生 
京都大学大学院理学研究科・大学院生 
京都大学大学院理学研究科・大学院生 
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  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名 CNRS-Universite de Rennes 1 • Research Director • Lahcene Ouahab      

 

(3) 相手国参加者（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏   名 所属・職名 

Jean-François Carpentier
Yves Le Mest 
Talal Mallah 
Olivia Reinaud 
Marius Réglier 
Christian Serre 
Jean-Pierre Sauvage 
Philippe Sautet 
Didier Bourissou 
Rinaldo Poli 
Dominique Luneau   
Bruno Chaudret 
Azzedine Bousseksou 
Avarvari Narcis 
Fabrice Odobel 
Karine Costuas 
Christian Amatore 
Jean-Cyrille Hierso 
Katerina Soulantica 
Yves Journaux 

University of Rennes 1・教授
CNRS-University of Brest・主任研究員 
University of Paris 11, Orsay・教授 
University of Paris Descartes・教授 
CNRS- University Aix-Marsaille・主任研究員 
University of Versailles Saint Quentin・教授 
University of Strasbourg・教授 
CNRS-ENS Lyon・主任研究員 
University of Toulouse・教授 
LCC-Toulouse・教授 
University Claude Bernard Lyon 1・教授 
CNRS - LCPNO Toulouse・主任研究員 
LCC-Toulouse・教授 
CNRS-Universty of Angers・主任研究員 
CNRS- University of Nantes・主任研究員 
CNRS-University of Rennes 1・主任研究員 
ENS Cachan・教授 
University of Dijon・教授 
CNRS-LCPNO Toulouse・主任研究員 
University of Paris 6, Jussieu・主任研究員 

 

(4) 日本または相手国以外の国の参加者 

氏   名 所属・職名（国名） 
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7．セミナー概要（セミナーの目的・実施状況・成果等を簡潔に記載してください。） 

 周期律表にある殆ど全ての元素を研究対象とする錯体化学は、無機化学、有機化学、有機金属化学、物理

化学、材料化学、ケミカルバイオロジー、生化学、薬学など、非常に広範な研究分野にまたがる学問と

してその重要性は益々高まっている。様々な錯体化合物の構造、物性、機能、反応性に関する研究は、

新しい触媒、反応試剤、素材、デバイス、生理活性物質などの開発に繋がるのみならず、生体内におけ

る微量金属元素の機能解明や、生体内センシング技術の開発などとも深く関連し、分野を超えた広い研

究領域で活発に研究が展開されている。特に最近では、環境・エネルギー問題を解決するために必要不可

欠な研究分野として、その役割は益々高まっている。 
 我が国においても、1942年に当該分野の研究者が集まり錯塩化学討論会（研究会）が発足されて以来、錯体

化学分野の研究が活発に行われ、世界的にも注目を集める重要な成果を多数あげてきた。この間、世界のトッ

プランナーの一員として、国際化にも積極的に取り組み、第10回および第30回の国際錯体化学会

（International Conference on Coordination Chemistry）を1967年と1994年にそれぞれ東京・日光および京都で

開催するとともに、数々の国際会議を主催してきた（詳細については、「(7)国際研究交流活動実績及びその実

績と本申請課題との関係」に記載）。しかし、これまでは主にアジアやアメリカとの交流が中心であり、ヨーロッ

パ諸国との緊密な交流関係は少なく、今後この地域との関係強化が強く望まれている。今回申請する日仏錯体

化学シンポジウムは、日本とヨーロッパ諸国の国際協力を推進し、更なる国際化を推し進めるための布石として

その意義は非常に大きい。 

 本セミナーでは、日仏両国の錯体化学分野で活躍する先端化学者が一同に会して、最近特に重要となって

いる環境・エネルギー問題と深く関わっている、１）超分子錯体の合成と機能解明および応用、２）環境調

和型機能性錯体の開発とデバイス化、３）エネルギー変換素子の開発を目指した機能性錯体の創成、４）

機能性生体分子錯体の設計と応用、などの研究課題に焦点を絞って議論した。これらの研究課題は、日仏両

国の錯体化学者が得意とする研究分野で有り、最先端の研究成果を発表（口頭発表およびポスター発表）する

とともに、それに基づく最新情報の交換と両国間の国際共同研究の発掘を行った。また、日仏間の若手研究者

や学生の交流を通じて若手の育成と将来の錯体化学や関連化学分野について意見交換を行うことを目的とし

た。 

 

具体的な実施要項は次の通りである。 

  日時：２０１３（平成２５）年１１月２４日（日）〜２８日（木） 場所：東大寺総合文化センター（奈良市） 

  ２４日（日） レセプション、開会式、歓迎式典 

  ２５日（月）〜２８日（木） セミナー（招待講演、ポスター発表）、バンケット 

  ２８日（木）午後〜夕刻 エクスカーション、閉会 

 本シンポジウムでは、フランスから約２０名、日本から約１０３名の研究者（若手研究者、学生、および企業研究

者を含む）が一同に会し、研究発表（口頭発表とポスター発表）を行い、上記研究課題に関する最新の研究成

果を共有し、議論を行った。これに基づいて、両国間の国際共同研究の可能性を探るとともに、懇親会やエクス

カーションを通じて両国間の文化や考え方の理解を深めた。特に、若手研究者の交流と育成を重点的に推進さ

せた。これにより、日仏二国間の交流を更に深め、当該研究分野での協力関係を確固たるものとし、国際レベル

で環境・エネルギー問題の解決に取り組む基盤が構築できた。また、これを手がかりにして日本とヨーロッパの

協力関係を拡大し、全地球レベルで錯体化学研究のレベルアップを図ることが確認された。 

 


