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(様式４) 

１． 基本データ  

【事業名称】 

事業名（和文は４０字以内。） 

（和文）“ナノ材料”プレテニュアトラック若手研究者育成インターナショナルプログラム 

 

（英文）International Program for Training Pre-Tenure-Track Young Researchers in “Nano-Materials” 
 

 

【申請大学】 

大学名（和文）                              

国立大学法人 東京農工大学 

      (英文)  

 
Tokyo University of Agriculture and Technology 

大学長氏名 

小畑 秀文 

 

 

【申請専攻等】（申請大学内の研究科、附置研、研究センター、国際交流担当課等） 

大 学 名（和文）  

国立大学法人 東京農工大学 

 

  

（英文）  
Tokyo University of Agriculture and Technology 
 

  

専攻等名（和文）  

科学立国研究拠点 

 

 

(英文)  
Strategic Research Initiative for Scientific Powerhouse 
 

 

【申請大学内のその他の専攻等】（該当がある場合のみ記述してください。専攻等が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文）  

 

 

 

(英文)  

 

 

 

【申請大学以外の協力機関】（該当がある場合のみ記述してください。機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文）  

 

 

  

(英文)  

 

 

 

機関名 （和文）                            

 

 

（英文） 
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【海外パートナー機関】(機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文）  

 

分子細胞発生生物学専攻 

  

(英文)  

 

Department of Molecular, Cellular and Developmental Biology 

専攻等名（和文）  

 

工学応用科学専攻 

  

(英文)  

 

School of Engineering & Applied Sciences 

専攻等名（和文）  

 

薬学生体分子科学専攻 

  

(英文)  

 

School of Pharmacy and Biomolecular Sciences 

専攻等名（和文）  

 

分光物理学研究所 

  

(英文)  

 

Laboratories of Spectrometric Physics 

専攻等名（和文）  

 

化学専攻 

  

機関名 （和文）                            

カリフォルニア大学サンタバーバラ校 

 

（英文） 

 

 

University of California, Santa Barbara 

機関名 （和文）  

                           

ハーバード大学 

 

（英文） 

 

 

Harvard University 

機関名 （和文）  

                           

ブライトン大学 
 

（英文） 

 

 

University of Brighton 

機関名 （和文）  

                           

Ｊ．フーリエ・グルノーブル第Ⅰ大学(UJFG) 
 

（英文） 

 

 

University Joseph Fourier GrenobleⅠ  

機関名 （和文）  

                           

ローマ大学 
 

（英文） 

 

 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 
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(英文)  

 

Department of Chemistry 

専攻等名（和文）  

 

物理化学生物学専攻 

  

(英文)  

 

Department of Physics, Chemistry and Biology 

専攻等名（和文）  

 

物理電子工学研究院 

  

(英文)  

 

Institut fuer Physikalische Elektronik 

専攻等名（和文）  

 

電気情報科学専攻 

  

(英文)  

 

School of Electrical and Computer Science 

専攻等名（和文）  

 

化学・生物化学専攻 

  

(英文)  

 

School of Chemistry & Biochemistry 

機関名 （和文）  

                           

リンチョーピン大学 
 

（英文） 

 

 

Linköpings Universitet 

機関名 （和文）  

                           

シュツッツガルト大学 
 

（英文） 

 

 

Universität Stuttgart 

機関名 （和文）  

                           

サザンプトン大学 
 

（英文） 

 

 

University of Southampton 

機関名 （和文）  

                           

ジョージア工科大学 
 

（英文） 

 

 

Georgia Institute of Technology 

機関名 （和文）  

                           

カリフォルニア大学リヴァーサイド校 

 

（英文） 

 

 

University of California, Riverside 



    若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム(ITP)       
平成２１年度 実施報告書 

（平成２１年度） 

4 

専攻等名（和文）  

 

環境化学工学専攻 

  

(英文)  

 

Department of Chemical Environmental Engineering 

専攻等名（和文）  

 

化学専攻 

  

(英文)  

 

Department of Chemistry 
 

 

機関名 （和文）  

                           

ニューヨーク市立大学 

 

（英文） 

 

 

Hunter College of The City University of New York 
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２．事業実施期間を通じた事業の目標と、そのうちの平成２１年度の事業目標達成状況 

 

【実施期間を通じた事業の目標】 

テニュアトラック候補者となる若手研究者（博士後期課程学生、ポスドク、助教）を “プレテニュアトラ

ック人材”と位置づける。これらのプレテニュアトラック人材を海外のパートナー機関に派遣し、国際的

な研究現場での研修機会を提供することにより、『国際的な広い視野』、『高い独自性・独立性を持っ

て自らのテーマを構築・遂行する研究能力』、『海外研究者等との共同研究プロジェクトを推進するの

に必要な国際ネットワーク構築力』を持った、国際的に活躍できるグローバルな若手研究人材を育

成する。 

 

 

 

【２1年度の事業目標達成状況】 

当初作成の事業計画に則り、第３期の若手研究者派遣およびシンポジウム開催を行った。本

事業は単なる学生の海外研修とは異なり、将来我が国の研究・教育を担う人材の育成を目的と

し、派遣先大学において若手研究者自らが設定したテーマに基づき先方研究者との共同研究活

動を行わせることとしているため、派遣にあたる事前準備、及び派遣先との研修条件に係る交

渉を事業の重要な要素と位置付けている。第１期、第２期では、全ての事業項目の円滑な実施

を重視した事業運営を目指した。その結果、第３期８名の６ヶ月間の研究派遣を実現できた。

研究派遣に際しては、延べ１１名の教職員が現地に赴きパートナー機関との交渉に当たり、受

入研究室との研究テーマのマッチング、ビザ取得、宿舎手配等の受入体制を整備した。また、

担当教員による選考委員会の設置、公募による派遣者選考会、派遣前オリエンテーション、研

究計画の支援、事前語学指導、研究倫理教育を実践した。これらは本学及びパートナー校の理

解と協力の下、計画通り実施された。そして派遣者のレベルによる語学指導等の調整の必要性

も確認できた。また、運営母体である科学立国研究拠点コロキウム（平成２１年９月開催およ

び平成２２年３月開催）において、２０年度派遣者２名および２１年度派遣者２名による成果

発表並びに研修報告を実施した。本企画は今後の海外派遣を志望する学生及び若手研究者の発

掘をも目的として行い。本事業を農工大の教育運営に定着させる上での良いイベントになった

と思われる。 

さらに、平成２１年１１月に当初計画通り、パートナー機関であるカリフォルニア大学サンタ

バーバラ校と共催で第２回ＩＴＰ若手研究者シンポジウムを開催した。海外派遣中の若手研究

者とカリフォルニア大学サンタバーバラ校の研究者による発表および２１年度から新規パー

トナー機関校となったニューヨーク市立大学、カリフォルニア大学リヴァーサイド校から受け

入れ教員を招へいし、講演した頂いたことにより、交流は本事業の目的に適う意義あるもので

あったと思う。さらに特別講演ゲストとして、カリフォルニア大学サンタバーバラ校の中村修

二教授にご講演いただいた。世界でも一流の研究者に直接講演いただいたことは、若手研究者

にとって大きな刺激となったと思われる。 
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３．平成２１年度 年度事業実施概要 

 

 若手研究者８名がパートナー機関において、６ヶ月間の研究活動を行った。 

＜派遣先、派遣人数＞ 

米国・カリフォルニア大学サンタバーバラ校１名、 

カリフォルニア大学リヴァーサイド校１名、ニューヨーク市立大学１名、 

英国・サザンプトン大学２名、ブライトン大学１名 

スウェーデン・リンチョーピン大学１名 

ドイツ・シュツットガルト大学１名 

 

 円滑な派遣が実現されるよう、以下の事前取組を行った。 

 担当教員による選考委員会を組織し、公募による派遣者選考を実施した。なお、

選考は、書類審査および面接審査（英語でのプレゼンテーションと質疑応答）により行

った。 

 先方大学窓口教員の協力のもと、受入研究室との研究テーマのマッチング、ビザ取

得、宿舎手配等の受入体制を整備した。 

 派遣者向け準備マニュアルを作成し、派遣前オリエンテーションを実施した。 

 若手研究者が派遣先で円滑に研究活動を遂行できるよう、『派遣先で実施する研究計

画の策定支援』、『事前語学指導』、『海外での研究生活に必要な研究倫理教育』の派

遣前教育を実施した。 

 

 平成２１年度に海外パートナー機関校として、米国のカリフォルニア大学リヴァーサイド校、ニュ

ーヨーク市立大学を追加した。 

 

 平成２１年１１月にパートナー機関であるカリフォルニア大学サンタバーバラ校と共催で第２回

ITP 若手研究者シンポジウムを開催した。同シンポジウムには、双方大学から２５名以上の研究

者が参加し、本学若手研究者７名、先方研究者６名による口頭研究発表および、参加者による

質疑応答が行われた。 

なお、新たにパートナー機関となったカリフォルニア大学リヴァーサイド校およびニューヨーク市

立大学からそれぞれ受け入れ教員を招へいし、講演を行ってもらった。さらに、カリフォルニア大

学サンタバーバラ校の中村修二教授に特別講演を行ってもらった。 

 

 平成２１年９月および平成２２年３月に開催された科学立国研究拠点コロキウムにおい

て、２０年度派遣者および２１年度派遣者による成果発表を実施した。また、３月開催の

コロキウムの際には、カリフォルニア大学リヴァーサイド校から受け入れ教員を招へい

し、講演を行ってもらった。 

 

 実施担当教員を各パートナー機関校や今後関係を構築していく方向で検討している新た

なパートナー機関校候補へ派遣することにより、これまでのパートナー機関校とはさらに

発展的・持続的な関係を構築していくことを確認し、新たなパートナー機関校候補とは、

今後本事業による若手研究者派遣の可能性を検討した。 
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４．平成２１年度の具体的成果 

４－１．若手研究者育成に対する組織的取り組み状況 

事業計画に則って以下の活動を組織的に行った。 

１． 海外派遣者の厳正な選考のため、担当教員による選考委員会を設置し、公募による派遣

者選考を実施した。選考は、書類審査および口頭試問（英語でのプレゼンテーションと質疑応

答）により行った。 

２． 若手研究者が派遣先で円滑に研究活動を遂行できるよう、『派遣先で実施する研究計画の策

定支援』、『事前語学指導』、『海外での研究生活に必要な研究倫理教育』の派遣前教育を実施

した。 

３． 担当教員が現地に赴き、または相手校教員が来日した機会に、パートナー校と研究内容、

派遣者の身分、居住環境等の綿密な事前打ち合わせを実施した。 

４． 派遣者向け準備マニュアルを作成し、派遣前オリエンテーションを実施した。 

５． 派遣修了者の報告会を実施するとともに、次期派遣候補者への説明会、派遣経験者によ

るメンター活動を実施した。 

６． パートナー機関であるカリフォルニア大学サンタバーバラ校と共催のＩＴＰシンポジウ

ムを開催し、双方若手研究者が互いに研究情報を交換し、ネットワークを構築する場を提

供した。 

 

４－２．海外パートナー機関との協力体制構築状況 

１． 以下の７つのパートナー校に若手研究者全８名の海外派遣（６ヶ月間）を実現した。 

カリフォルニア大学サンタバーバラ校（米）、カリフォルニア大学リヴァーサイド校

（米）、ニューヨーク市立大学（米） 

サザンプトン大学（英）、ブライトン大学（英）、シュツットガルト大学（独）、 

リンチョーピン大学（瑞） 

２． これに先立ち、担当教職員がパートナー校を訪問、または先方の教員来訪の機会に打ち合

わせを行い、派遣者の研究内容のマッチング、宿舎・生活環境等の受入条件の調査・調整

を行った。（カリフォルニア大学リヴァーサイド校およびニューヨーク市立大学について

は、今年度新たにパートナー機関として追加を行った。） 

３． ハーバード大学（米）については、担当教員が次期受入に向けた調整のため、先方大学を

訪問し、２２年度海外派遣１名を予定している。 

４． カリフォルニア大学サンタバーバラ校とは、２１年１１月に第２回ＩＴＰシンポジウムを

共同開催し、互いの若手研究者の交流を促進する良い機会となった。また、この機会に新

たにパートナー機関校として追加されたカリフォルニア大学リヴァーサイド校およびニ

ューヨーク市立大学の受け入れ教員を招へいし講演いただき、新たなパートナー機関校へ

の関心を高めた。（詳細は「７．共同企画実施状況」を参照） 

５． ＩＴＰシンポジウムについては、２２年度はサザンプトン大学で実施する方向で派遣され

た若手研究者および窓口教員を通して、先方大学と調整中である。 

このように多くの大学と協力関係を確立しつつある。海外派遣を実施したパートナー校はいず

れも次期派遣者の受け入れを確約してくれている。 
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４－３．学術面の成果及び成果の発表状況 

（本事業の一環として発表したもの、又は発表予定のものを記入してください。なお、印刷物がある場

合は一部添付してください。） 

 

・村上尚（第２期派遣者） 

 

国際学会発表 

[1] Carl Hemmingsson, Galia Pozina, Hisashi Murakami and Bo Monemar  

European Material Research Society (E-MRS) 2009 Spring Meeting 

Strasbourg, France, 8-12 June 2009. 

[2] Galia Pozina, Carl Hemmingsson, Hisashi Murakami, Lars Hultman and Bo Monemar

The 9th Physics of Light-Matter Coupling in Nanostructures (PLMCN9) 

 Lecce, Italy, 16-19 April 2009. 

 

・花房宏明（第３期派遣者） 

 

学会発表 

 Hiroaki HANAFUSA, Harold M. H. CHONG, Hiroshi MIZUTA, and Yoshiyuki SUDA 

「 Nano-Scale Strain Measurement By Tip Enhanced  Raman Spectroscopy 」 
International Symposium on Atom-scale Silicon Hybrid 
Nanotechnologies for ‘More than Moore’ and ‘Beyond CMOS’Era 

  march.1th-2th,2010 at Southampton, UK 

 

・竹野谷美穂子（第３期派遣者） 

 

原著論文 

Mihoko Takenoya, Kiel Nikolakakisb, Martin Sagermann 

「Crystal Structures of Metabolosomal EutL and EutM Proteins Reveal Distinctly Different

 Pore Functions and Mechanisms of Assembly」（投稿準備中） 

 

・趙賢哲（第３期派遣者） 

 

学会発表 

 C. Hemmingsson, G. Pozina, H.C. Cho, S. Khromov and B. Monemar 

「Optimization of low temperature GaN buffer layers for HVPE growth of bulk GaN」 

 International Conference on Nitride Semiconductors (ICNS3) 

 July-4th-7th, 2010 at Montpellier in France （発表予定、同内容の論文作成中） 
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４－４．今後の課題・問題点 

第１期、第２期、第３期の海外派遣を通じて本事業が本学若手研究者の重要な育成プログラム

として定着しつつあることは意義が大きい。しかし、パートナー校の研究や運営状況は常に変

化しており、学生の受入状況・条件も常に流動的である。さらに、本学の研究者の研究内容は

多岐にわたっていることから、派遣先との研究内容のマッチングとるために多くの調整を要す

ることがわかった。当面ＩＴＰ事業担当の教職員が個々の課題について慎重に対応する体制を

維持して多くの若手研究者の海外派遣を実現したい。 

 

なお、現在ＪＳＰＳの特別研究員採択者は本プログラムへ参加することができない。ＪＳＰＳ

の特別研究員は優秀な若手研究者であり、海外派遣への意欲も高く、本学のＪＳＰＳの特別研

究員もＩＴＰ留学を希望する者が多い。ついては、是非、特別研究員にもＩＴＰ参加への道を

拓いていただきたくご検討をお願いしたい。両事業による支給費用の重複がないように整理を

行うことは必要であると認識しており、事務処理には万全を期すつもりである。例えば、ＩＴ

Ｐ派遣期間は特別研究員による研究奨励金支給停止など、貴会において制度化して頂ければ、

事業運営上の対応は厳密に行うことをお約束する。 
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５．若手研究者の派遣実績 

 

 
派遣先機関 

 
派遣期間 

 
派遣者所属・職名等 

ブライトン大学（英
国・ブライトン） 

平成 21 年 6月
19 日～平成 21
年 12 月 18 日（6
ヶ月間 3日間） 

共生科学技術研究院科学立国研究拠
点（工学府応用化学専攻） 
博士後期課程 
 

カリフォルニア大学
サンタバーバラ校
（米国・サンタバー
バラ） 

平成 21 年 7月
18 日～平成 21
年 11 月 25 日（4
ヶ月間 10 日間） 

共生科学技術研究院科学立国研究拠
点（工学府生命工学専攻） 
博士後期課程 
 

リンチョーピン大学
（スウェーデン・リン
チョーピン） 

平成21年 9月 4
日～平成22年3
月 2日（6ヶ月
間） 

共生科学技術研究院科学立国研究拠
点（工学府応用化学専攻） 
博士後期課程 

サザンプトン大学（英
国・サザンプトン） 

平成 21 年 9月
18 日～平成 22
年 3月 19 日（6
ヶ月間 3日間） 

共生科学技術研究院科学立国研究拠
点（工学府電子情報工学専攻） 
博士後期課程 

シュツットガルト大
学（ドイツ・シュツッ
トガルト） 

平成 21 年 9月
30 日～平成 22
年 3月 29 日（6
ヶ月間 1日間） 

共生科学技術研究院科学立国研究拠
点（工学府電気電子工学専攻） 
博士前期課程 

サザンプトン大学（英
国・サザンプトン） 

平成 22 年 1月
22 日～平成 22
年 3月 31 日（※
平成 22年 7月
21 日まで継続
派遣・2ヶ月間 9
日間） 

共生科学技術研究院科学立国研究拠
点（工学府電子情報工学専攻） 
博士後期課程 

カリフォルニア大学
リヴァーサイド校（米
国・リヴァーサイド） 

平成 22 年 3月
14 日～平成 22
年 3月 31 日（※
平成23年 3月 1
日まで継続派
遣・18日間） 

共生科学技術研究院科学立国研究拠
点・ポスドク 

ニューヨーク市立大
学（米国・ニューヨー
ク） 

平成 22 年 3月
28 日～平成 22
年 3月 31 日（※
平成 23年 3月
27 日まで継続
派遣・4日間） 

共生科学技術研究院科学立国研究拠
点・ポスドク 

カリフォルニア大学
サンタバーバラ校（米
国・サンタバーバラ） 

平成 21 年 11 月
16 日～23 日（8
日間） 

共生科学技術研究院科学立国研究拠
点（工学府応用化学専攻） 
博士後期課程 
※ITP シンポジウムに参加するため 

カリフォルニア大学
サンタバーバラ校（米
国・サンタバーバラ） 

平成 21 年 11 月
17 日～22 日（6
日間） 

共生科学技術研究院科学立国研究拠
点（工学府応用化学専攻） 
博士後期課程 
※ITP シンポジウムに参加するため 

カリフォルニア大学
サンタバーバラ校（米
国・サンタバーバラ） 

平成 21 年 11 月
17 日～22 日（6
日間） 

共生科学技術研究院科学立国研究拠
点（工学府電子情報工学専攻） 
博士後期課程 
※ITP シンポジウムに参加するため 
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カリフォルニア大学
サンタバーバラ校（米
国・サンタバーバラ） 

平成 21 年 11 月
18 日～22 日（5
日間） 

共生科学技術研究院科学立国研究拠
点（工学府電気電子工学専攻） 
博士前期課程 
※ITP シンポジウムに参加するため 

カリフォルニア大学
サンタバーバラ校（米
国・サンタバーバラ） 

平成 21 年 11 月
18 日～22 日（5
日間） 

共生科学技術研究院科学立国研究拠
点（工学府電子情報工学専攻） 
博士後期課程 
※ITP シンポジウムに参加するため 

カリフォルニア大学
サンタバーバラ校（米
国・サンタバーバラ） 

平成 21 年 11 月
18 日～22 日（5
日間） 

共生科学技術研究院科学立国研究拠
点・助教 
※ITP シンポジウムに参加するため
（20 年度派遣者） 

 

６．担当教職員の出張実績 

 

 
出張先機関 

 
出張期間 

 
出張者所属・職名等 

シュツットガルト大
学（ドイツ・シュツッ
トガルト） 

平成 21 年 4 月
10 日～12 日（3
日間） 

共生科学技術研究院 
科学立国研究拠点 
教授 

カリフォルニア大学
サンタバーバラ校（米
国・サンタバーバラ） 

平成 21 年 11 月
18 日～22 日（5
日間） 

共生科学技術研究院 
科学立国研究拠点 
教授 

カリフォルニア大学
サンタバーバラ校（米
国・サンタバーバラ） 

平成 21 年 11 月
18 日～22 日（5
日間） 

共生科学技術研究院 
科学立国研究拠点 
教授 

ブライトン大学（英
国・ブライトン） 

平成 22 年 1月
26 日～31 日（6
日間） 

東京農工大学・理事（国際・広報担当）

科学研究高等会議国
立バイオテクノロジ
ーセンター（スペイ
ン・マドリッド） 

平成 22 年 2月
17 日～21 日（5
日間） 

共生科学技術研究院 
科学立国研究拠点 
教授 

カリフォルニア大学
サンタバーバラ校（米
国・サンタバーバラ）
/カリフォルニア大学
リヴァーサイド校（米
国・リヴァーサイド）
/ニューヨーク市立大
学（米国・ニューヨー
ク） 

平成 22 年 3月
10 日～15 日（6
日間） 

共生科学技術研究院 
科学立国研究拠点 
教授 

ハーバード大学（米
国・ボストン） 

平成 22 年 3月
23 日～27 日（5
日間） 

共生科学技術研究院 
科学立国研究拠点 
教授 

サザンプトン大学（英
国・サザンプトン） 

平成 22 年 3月
27 日～31 日（5
日間） 

共生科学技術研究院 
科学立国研究拠点 
教授 
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カリフォルニア大学
サンタバーバラ校（米
国・サンタバーバラ） 

平成 21 年 11 月
18 日～22 日（5
日間） 

東京農工大学 
戦略企画室 
事務職員 

カリフォルニア大学
サンタバーバラ校（米
国・サンタバーバラ） 

平成 21 年 11 月
18 日～21 日（4
日間） 

東京農工大学 
戦略企画室 
専門職員 

ブライトン大学（英
国・ブライトン） 

平成 22 年 1月
26 日～31 日（6
日間） 

東京農工大学 
国際事業推進チーム 
副 TL 
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