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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）分子素子へ向けた多重機能物質開拓の為の日米欧連携若手育成プログラム 

 

（英文）Japan-Europe-US International Training Program for Young Generation in Molecular Materials 

Science for Development of Molecular Devices 

 

 

【申請大学】 

大学名（和文） 東京工業大学                            

 

      (英文)  

Tokyo Institute of Technology 

 

大学長氏名 

     伊賀 健一 

 

 

【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）  

東京工業大学 

 

  

（英文）  

Tokyo Institute of Technology 

 

  

専攻等名（和文）  

理工学研究科理学系 

 

 

(英文)  

Science Field, Graduate School of Science and Engineering 

 

  

 

【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）  

理工学研究科 物質科学専攻 

 

 

(英文)  

Department of Chemistry and Materials Science, Graduate School of Science and Engineering

 

  

専攻等名（和文）  

理工学研究科 化学専攻 

 

 

(英文)  

Department of Chemistry, Graduate School of Science and Engineering 

 

  

専攻等名（和文）  

理工学研究科 電子物理工学専攻 
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(英文)  

Department of Physical Electronics, Graduate School of Science and Engineering 

 

  

専攻等名（和文）  

総合理工学研究科 物質電子化学専攻 

 

 

(英文)  

Department of Electronic Chemistry,  

Interdisciplinary Graduate School of Science and Engineering 

 

  

専攻等名（和文）  

総合理工学研究科 化学環境学専攻 

 

 

(英文)  

Department of Environmental Chemistry and Engineering,  

Interdisciplinary Graduate School of Science and Engineering 

 

  

専攻等名（和文）  

理工学研究科 有機・高分子物質専攻 

 

 

(英文)  

Department of Organic and Polymeric Materials,  

Graduate School of Science and Engineering 

 

  

 

【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）  

物質— 細胞統合システム拠点 

 

  

(英文)  

Institute for Integrated Cell-Material Sciences (iCeMS) 

 

専攻等名（和文）  

大学院理学系研究科 

 

  

(英文)  

Graduate School of Science 

 

機関名 （和文）  

京都大学                          

 

 

（英文） 

 

Kyoto University 

 

機関名 （和文）  

名古屋大学                          

 

 

（英文） 

 

Nagoya University 
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専攻等名（和文）  

大学院生命体工学研究科 

 

  

(英文)  

Graduate School of Life Science and Systems Engineering 

 

専攻等名（和文）  

分子科学研究所 

 

  

(英文)  

Institute for Molecular Science 

 

専攻等名（和文）  

金属材料研究所 

 

  

(英文)  

Institute for Materials Research 

 

機関名 （和文）  

理化学研究所 

 

(英文)  

Riken 

 

専攻等名（和文）  

和光研究所 基幹研究所 

 

(英文)  

Wako Institute / Advanced Science Institute 

 

 

【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。） 

機関名 （和文）                            

九州工業大学 

 

 

（英文） 

 

Kyushu Institute of Technology 

 

機関名 （和文）  

自然科学研究機構                         

 

 

（英文） 

 

National Institutes of Natural Sciences 

 

機関名 （和文）  

東北大学                         

 

 

（英文） 

 

Tohoku University 

 

機関名 （和文）  

レンヌ第一大学                          

 

 

（英文） 

 

University of Rennes 1 
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専攻等名（和文）  

結晶無機分子化学研究室 

 

  

(英文)  

Laboratory for Organometallics and Molecular Materials 

 

専攻等名（和文）  

国立強磁場研究所 

 

  

(英文)  

National High Magnetic Field Laboratory 

 

専攻等名（和文）  

化学科 

 

  

(英文)  

Department of Chemistry 

 

機関名 （和文）  

ライデン大学 

 

(英文)  

Leiden University 

 

専攻等名（和文）  

物理学専攻 

 

(英文)  

Institute of Physics 

 

 

機関名 （和文）  

フロリダ州立大学                          

 

 

（英文） 

 

Florida State University 

 

機関名 （和文）  

ダーラム大学                         

 

 

（英文） 

 

Durham University 
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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 

事業実施期間全体を通じた事業の目標 

分子性電子機能物質の研究はこの 20 年間に飛躍的発展を遂げ、次世代電子材料としての期待

が急速に高まっている。このような世界的趨勢の中で我々は、分子性物質研究における、化学、

材料、電子物理といった従来の枠組みを乗り越えた国際協力の重要性に注目し、東京工業大学

（日本拠点）およびレンヌ第一大学（フランス拠点）を中心に、経験を積んだ研究者を中心と

した日仏間の密接な交流を促進するべく活動を行ってきた。本事業では、過去に蓄積されてき

たこの研究ネットワークをフル活用し、①新分野育成の為に特に重要な、従来の分野の枠を超

えた若手研究者の研究教育体制の拡充、および②日仏以外に英米を巻き込んだ分子性物質研究

の日仏米英によるグローバル若手ネットワークの構築、を目標とする。このために①若手研究

者の武者修行場の提供と②日仏米英による国際教育・研究協力体制の確立という２つの主要活

動目標を設定し本事業を遂行する。特に本研究事業の課題のように新規で複合的な学術分野の

発展には、博士研究員（ポスドク）や大学院博士課程学生の果たす役割は極めて重要であり、

そういった「テニュアではない」若手研究者たちに国際交流の場を提供する。さらに、分子性

機能材料における国際ワークショップ、スクールの開催も予定しており、派遣された若手研究

者が得た成果を発表する場も提供する。これにより、更なる分子性機能材料研究の推進に役立

つことはもとより、若手研究者の国際的人材プールを広げる好機となると確信する。さらに、

国際交流の相手先として、レンヌ第一大学に加えて、新たに国際強磁場研究所の J. Brooks 教
授（米）、ダーラム大の K. Prassides 教授（英）を中心としたアメリカ、イギリスの機関を迎え、

国際的な研究ネットワークの構築を目指す。 
 
平成２１年度の事業目標達成状況 

スタートアップとなる平成 21 年度は、若手研究者の中長期派遣、および国際スクール・シ

ンポジウムの開催、という本事業の目玉となる 2 点を成功させることを最初の重要な課題と位

置づけた。まず若手の中長期派遣においては、ホームページを開設し本事業の周知に努めると

ともに、東工大コアメンバーからなる運営委員会を定期的に開催し(本年度は 6 回)詳細な議論

を行った。その結果、本年度は若手研究者 4 名の 2-6 ヶ月にわたる派遣を行うこととした。派

遣先は、本事業の主要パートナー機関であるダーラム大およびレンヌ大であり、新奇分子性錯

体の合成、超高速構造解析、そして分子デバイスへの応用、といった最先端の研究を行った。

4 名ともに、派遣された海外パートナー機関における強力なサポートの下で研鑽を積みながら、

おおむね順調に各自の研究目標に向けて前進できた。 
加えて本年度は、派遣された若手研究者ばかりでなく、本事業に関係する多くの若手研究者

の包括的な教育サポートを主眼として、パートナー機関であるレンヌ第一大学の主催による国

際スクール・シンポジウムを開催した。はじめに、学生・若手研究者を聴講対象にした“3rd 
International Advanced School: Molecular Switching and Functional Materials”を 2009 年 10 月 25 日

(日) –28 日(水)に、そして引き続き“5th International Symposium on Molecular Materials: Electronics, 
Photonics and Spintronics”を、2009 年 10 月 28 日(水) –31 日(土)にわたりレンヌ大学において開

催した。日本、フランスを中心としてアメリカ、欧米各国、アジアからの参加者も加わり、総

勢 13 カ国から 114 名という規模の大きなものとなった。総参加者のうち 66 名は若手研究者で

占められ、参加したすべての学生、若手研究者は、口頭またはポスター発表で実際に自らの研

究成果を発表した。多くの若手研究者が自分の研究成果を一線の研究者の前でアピールする場

を提供できた。本プロジェクトでは、今後もこのようなスクール、国際会議を続けて開催して

いくが、初年度に良い形でのスタートが切れたものと確信している。 
 また、本プログラムによる若手研究者の育成の充実に向け、担当教員および海外パートナー

機関の若手及びシニア研究者の海外派遣・受け入れも行った。これにより、若手研究者の派遣

や共同企画（スクール、シンポジウム）開催のための議論も、詳細に打ち合わせることができ、

本事業の海外拠点との組織的連携の強化を推進することができた。 
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３．平成２１年度 年度事業実施概要 

平成 21 年度は、若手研究者の派遣、国際スクール・シンポジウムの開催、海外の協力機関

からの若手及びシニア研究者の受け入れ、担当職員の海外派遣を行うとともに、それらの円滑

な実行を目的とする各種委員会を開催した。 

運営に関しては、平成 21 年度は本事業に関わる業務一般を行う運営委員会を設置し定期的

(本年度は 6 回)に会合を行った。教育担当班会合では、若手研究者の海外派遣選定基準や方法

などを議論し、それに基づいて派遣候補者を選抜した。また評価担当班会合では、派遣された

若手研究者に対して帰国後の評価を行った。更に、東工大物質科学専攻に新しく ITP インター

ンシップ科目を設立し、本事業に参加した大学院学生が海外で行ったアクティビティを、正規

の大学院の単位として認定されるように取り計らった。また、本事業を積極的にアピールし、

スクール・シンポジウムへの募集を行うため本事業のホームページの構築を行い、関係専攻に

本事業の意義を周知するとともに、一般の学生・若手研究者に広く公開した。 
若手研究者の派遣事業では、4 名の若手研究者を海外のパートナー機関に 2-6 ヶ月にわたり

派遣した。西田（東京工業大学 総合理工学研究科）、富永（九州工業大学生命工学研究科）

はそれぞれダーラム大およびレンヌ大に滞在し、新奇分子性錯体の合成に従事した。渡邊（京

都大学理学研究科）はレンヌ大学にて分子錯体の超高速構造解析に取り組んだ。また、似鳥（東

京工業大学 総合理工学研究科）はレンヌ大学にて分子デバイスの研究に従事した。4 名とも

に、派遣された海外パートナー機関における強力なサポートの下で研鑽を積みながら順調に各

自の研究目標に向けて前進できた。 

そして、国際スクール・シンポジウム事業では、本プロジェクトの海外パートナー機関の 1
つであるフランスのレンヌ大学において、2009 年 10 月 25 日(日)–31 日(土)の 7 日間の期間で開

催した。まず、前半の４日間は学生・若手研究者を対象にした“3rd International Advanced School: 
Molecular Switching and Functional Materials”を開催した。本プロジェクト参加メンバーに加え、

関連研究分野で世界の一線で活躍する研究者を 8名招聘し、集中的な講義を行った。どの講義

も、講師と多くの大学院学生を含む若手研究者が一体となった緊張感あふれるものとなり、大

学院学生からも活発な質疑がなされるなど、良い教育の機会が提供できたと考える。スクール

後にとったアンケートの結果もおおむね好評であり、若手研究者が一線の研究者のレクチャー

を受けながら最先端の研究について学ぶ有意義な機会を与え得たものと考える。更に引き続い

て、本プロジェクト参加メンバーを中心として研究成果を発表、議論する、“5th International 
Symposium on Molecular Materials: Electronics, Photonics and Spintronics”を開催した。日本、フラ

ンスを中心としてアメリカ、アジアからの参加者も加わり、総勢 13 カ国から 114 名、その内

66 名の若手研究者が参加し、活発な研究交流を行った。参加したすべての学生、若手研究者は、

口頭またはポスター発表で実際に自らの研究成果を発表し、自分の研究成果を一線の研究者の

前でアピールする場を提供できた。本スクール、シンポジウムについては、その成果を報告書

の形でまとめ、国内外の研究機関、研究者に配布し、本事業内容の周知を行った。 
 海外の協力機関からの若手研究者の受け入れ事業では、海外パートナー機関の 1 つであるフ

ランスのレンヌ第一大学より若手研究者の Olivier Cador、Stephane Golhen の２名をそれぞれ約

２週間、東工大で受け入れた。両研究者はレンヌ大で合成した新奇分子性物質について、東工

大において電気的、磁気的研究を遂行した。研究室滞在中は、両研究者ともに東工大の学生と

共同で実験を行い、指導や議論を行うなど若手学生との積極的な教育的交流を行った。 

 担当職員の海外派遣事業では、総勢 6名の海外拠点への派遣を行い、派遣若手研究者のケア

や今後の本事業に関する打ち合わせを行い、海外拠点との組織的連携の強化を行った。特に、

腰原は上記の国際スクール・シンポジウムの開催前にレンヌ大に滞在し、実地で両企画の担当

委員と口頭にて打ち合わせをおこなうことができ、スクール・シンポジウムの円滑な運営、進

行にとって大いに有益であった。また、来年度、再来年度、フロリダ州立大学、ダーラム大学

で開催予定の次回、次々回のスクール・シンポジウムの詳細打合せのため、それぞれ、森、榎

を派遣した。 
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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 

スタートアップとなる平成 21 年度は、①若手研究者の中長期派遣、および②国際スクール・

シンポジウムの開催、という本事業の核である２つの取り組みを最重要課題と位置づけ、それ

らの成功のために組織的かつ集中的な運営に取り組んだ。①の若手研究者派遣については、ホ

ームページを開設し本事業の周知に努めるとともに、東工大コアメンバーからなる運営委員会

を定期的に開催し慎重かつ入念な議論を行い、派遣研究者の選抜、評価を行った。また、②の

国際スクール・シンポジウムの開催においては、運営委員が主催となるレンヌ第一大学のメン

バーと緊密に連絡を取り合い、参加若手研究者のケアに当たるとともに、1名の委員を事前に実

地に派遣することにより、円滑な事業遂行に貢献することができた。さらに、これらの活動へ

の院生の参加に対して単位認定を行い、東工大の大学院 ITP 特別コース修了者として認定する

ことが全学的に認められ、若手育成への組織的取り組みとしての一歩を踏み出すことができた。

更に、近年の分子性材料研究の急激な進展を鑑みて、本学他専攻を含む、京都大学、理化学

研究所という分子性機能材料のトップを走るいくつかの研究機関を新たな本事業のメンバーと

して加え、組織的研究交流基盤の拡充を図った。これにより、本事業活動が国際的に大きな存

在感を持つばかりでなく、さらに広い視点からの教育研究活動を展開することが可能となり、

「新分野育成の為に特に重要な、従来の分野の枠を超えた若手研究者の研究教育体制の拡充」

という本プログラムの目的達成にむけて重要な一歩を踏み出すことができたと考える。 

４－２．海外パートナー機関との協力体制構築状況 

海外パートナー機関の主要メンバーとは常に緊密な連携を保ち、本事業で派遣された若手研

究者に対する双方向の教育、ケアを図ると同時に、来日時には本事業の運営委員会に直接参加

してもらい今後の本事業の計画について入念な議論を行った。具体的には、レンヌ大のL. Ouahab
教授と H.Cailleau 教授は、東工大にて研究セミナーや学生との議論を行うと同時に、本年度行っ

た国際スクール、シンポジウムについて詳細な打ち合わせを行った。また、国際強磁場研の J. 
Brooks 教授, ダーラム大の K. Prassides 教授も個別に運営委員会に出席し、来年度（フロリダ州

立大学）、再来年度（ダーラム大）で開催予定の国際スクール・シンポジウムの青写真について

集中的に議論を行った。また、次回、次々回の国際スクール・シンポジウムの詳細打合せのた

め、各一名の委員をフロリダ州立大学、ダーラム大学に派遣し、会議の運営組織他詳細を詰め

るとともに、現地での会場の視察を行った。本年度を経て、海外パートナー機関との組織的連

携は更に強化されつつあり、今後の本事業のミッション達成にむけて着実に前進できたと考え

る。 

更に、最近耳目を集めている分子物性のトピックとして「単分子の電子輸送」があり、世界

的にこの分野を担う若手研究者の育成が望まれている。そこで上記の日本側の組織的研究基盤

ばかりでなく、海外交流相手先の拠点の拡大も視野に置き、今年度からライデン大学（オラン

ダ）の Jan M. van Ruitenbeek 教授に本事業のメンバーとして加わってもらい、新たな海外パー

トナー機関の一つとして研究交流を開始した。Ruitenbeek 教授は一分子の電子輸送のパイオニ

ア的な存在で、国際コミュニティの中では、先導的な研究者として認識されている。これによ

り、本プログラムが目指す日仏米英の若手国際交流基盤の確立を「日米欧にまたがる若手研究

者育成、及び若手研究者グローバルネットワーク構築」まで拡大することができつつあるとい

える。 
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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。） 

フランスのレンヌ大学において、学生・若手研究者を対象にした“3rd International Advanced 
School: Molecular Switching and Functional Materials”および本プロジェクト参加メンバーを中心

として研究成果を発表、議論する、“5th International Symposium on Molecular Materials: Electronics, 
Photonics and Spintronics”を開催した。両企画の報告を中心とした本事業の成果報告書をまとめ、

関係者に配布したので、それを一部添付する。 

４－４．今後の課題・問題点 

平成 21 年度には日仏米英間の研究協力、研究者の派遣などの事業を行うと同時に、日本側、

および海外パートナー機関の一部において組織の拡充をおこなった。しかし、世界における分

子物性研究の急速な進歩を考えると、国内外における、更に一層の研究基盤拡充とそれに基礎

を置く若手の育成が不可欠となってきている。具体的には、1 分子の物性計測、分子錯体の電子

機能開発や光磁性、そしてそのデバイス応用などの分野について、最先端を走る国内外の研究

機関を本事業に組織的な形で取り入れることが課題となった。平成 22 年度には、これらの分野

について、国内外の第１人者の研究者、研究機関からの本事業への協力・理解を仰ぎながらこ

の問題を克服していく予定である。 
本事業の広報に関しては、平成 21 年度には本事業に関わる業務一般を行う運営委員会を設置

し定期的に会合を行うとともに、本事業のホームページを構築した。今後、さらに本事業を活

性化させるため、ホームページをさらに充実させつつ、ウェブやメーリングリストなどを通じ

て、事業内容、海外との交流事業の募集を積極的に公開し、国内外にアピールしていくことが

今後の課題と考えている。 
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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 

ダーラム大学 

（英国） 

 

2009/7/4 

～ 

2009/9/2 

(61 日) 

東京工業大学大学院 

総合理工学研究科物質電子化学専攻 

助教 

レンヌ第一大学 

（フランス） 

2009/9/10 

～ 

2010/3/30 

(202 日) 

九州工業大学大学院 

生命体工学研究科生体機能専攻  

博士課程 1年 

レンヌ第一大学 

（フランス） 

2009/10/1 

～ 

2010/3/30 

(181 日) 

京都大学大学院 

理学研究科物理学専攻 

博士課程 3年 

レンヌ第一大学 

（フランス） 

2010/1/19 

～ 

2010/3/29 

(70 日) 

東京工業大学大学院 

総合理工学研究科化学環境学専攻 

博士課程 1年 
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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 

レンヌ第一大学 

（フランス） 

 

 

2009/10/18 

～ 

2009/10/31 

(14 日) 

東京工業大学大学院 

理工学研究科 

物質科学専攻・教授 

 

ダーラム大学 

（イギリス） 

 

2009/10/22 

～ 

2009/10/25 

(4 日) 

東京工業大学 

資源化学研究所 スマートマテリアル

部門・教授 

レンヌ第一大学 

（フランス） 

 

 

2009/11/1 

～ 

2009/11/3 

(3 日) 

九州工業大学大学院 

生命体工学研究科  

生体機能専攻・教授 

 

MRS Fall Meeting 

フロリダ州立大学・ 

国立強磁場研究所 

(アメリカ) 

2009/12/1 

～ 

2009/12/5 

(5 日) 

東京工業大学大学院 

理工学研究科  

有機・高分子物質専攻・教授 

レンヌ第一大学 

（フランス） 

2010/3/10 

～ 

2010/3/13 

(4 日) 

京都大学  

物質－細胞統合システム拠点・教授 

ダーラム大学 

（イギリス） 

2010/3/10 

～ 

2010/3/12 

(3 日) 

東京工業大学大学院  

理工学研究科 

化学専攻・教授 
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