
これまでの成果について
世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）
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この目的を達成するために文部科学省が平成 19 年度に開始した
のが「世界トップレベル研究拠点プログラム（略称：WPI）」です。

優れた頭脳獲得競争が世界的に激化してきている中で、日本が科学
技術の力で世界をリードしていくためには、優秀な人材のグローバル
な流動の「環」の中に位置付けられ、世界中から人材が集まる開か
れた研究拠点を作っていく必要があります。

本事業では、右記の 4つを同時に達成することによって、真に世界
トップレベルの研究拠点を日本に構築することを目指しています。

世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）

これまでの成果について

世界中の優秀な研究者が「そこで研究したい」と集う
トップレベル拠点を我が国に構築する。
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■平成19年度採択 5拠点

■平成22年度採択 1拠点

東京大学
国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構 （Kavli IPMU）
拠点長：村山斉

物質・材料研究機構
国際ナノアーキテクト二クス研究拠点 （MANA）
拠点長：青野正和

京都大学
物質－細胞統合システム拠点 （iCeMS）
拠点長：北川進

大阪大学
免疫学フロンティア研究センター （IFReC）
拠点長：審良静男

九州大学
カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所 （I²CNER）
拠点長：ペトロスソフロニス

東北大学
原子分子材料科学高等研究機構 (AIMR）
拠点長：小谷元子

WPI 採択拠点 事業開始から7年目を迎え、各拠点からは、
これからご紹介するような研究成果が日々創出されています。



”世界中の優秀な研究者が「そこで研究したい」と集う
トップレベル拠点を我が国に構築する。

これまでの成果について

拠点構築に向けて求められる取組
中核となる研究者の物理的な集合
- トップレベルの主任研究者10～ 20人以上
- 研究者のうち30％以上は外国人

国際水準の運営と環境
- 拠点長の強力なリーダーシップ
- 職務上使用する言語は英語を基本
- 研究者をサポートするスタッフ機能充実等

国からの予算措置額と同程度以上の研究費等
のリソースの別途確保

支援期間
-10 ～ 15年

支援額
- 1 拠点あたり13～14億円程度 /年
（平成 24年度採択拠点は～7億円程度 /年）

支援の内容

Science
世界最高峰の研究水準

研究組織の改革

国際的な研究環境の実現 融合領域の創出

Globalization

Reform

Fusion

同時達成により
トップレベル拠点を構築

…これまで日本の機関では実現が
　難しかった柔軟な組織運営の達成など

…英語の公用語化など
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筑波大学
国際統合睡眠医科学研究機構 (IIIS）
拠点長：柳沢正史

東京工業大学
地球生命研究所 (ELSI）
拠点長：廣瀬敬

名古屋大学
トランスフォーマティブ生命分子研究所 (ITbM）
拠点長：伊丹健一郎

■平成24年度採択 3拠点



東北大学 原子分子材料科学高等研究機構

数学との連携による新しい材料科学の創出
拠点長　小谷 元子

省エネルギーデバイスへの道を拓く、新しい物理現象の発見

原子を直接見て材料の機能を制御

材料は豊かな社会をつくる基盤となります。私たちは科学・技術の共通言語である数学を活用して
洞察力のある新しい材料科学を確立し、環境・エネルギー問題の解決に貢献したいと考えています。

AIMRでは、最先端、最高性能の装置を用い、世界の誰よりも精密な測定をして
材料の性質を解明しています。ここで紹介するスピン分解光電子分光装置は世界
最高分解能を実現するために独自開発したもので、超伝導体など様々な材料の
電子状態を解明し、世界から注目されています。 

最近では、電子の「スピン」の性質を利用した次世代スピントロニクスデバイスの
動作メカニズムとして注目されている「ラシュバ効果」が、半導体と金属の界面
（接合面）で起きていることを突き止めました。

これは省エネルギーデバイス開発の道を拓くもので、材料科学がエネルギー問題
の解決に貢献できる可能性を秘めています。 
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（2011年4月に米「Physical Review Letters」誌、2012年3月に米「Nano Letters」誌に論文発表）
教授　高橋 隆 ／ 助教　相馬清吾 ／ JSPS 特別研究員　高山あかり

教授　幾原雄一 ／ 准教授　Zhongchang Wang ／ 助教　斎藤光浩
　　（2011年 11月に英「Nature」誌に論文発表）

セラミックスは身の回りのあちこちで使われている材料で
すが、たくさんの結晶が集まってできている多結晶体であり、
２つの結晶粒子の境界面（粒界）が材料の特性に大きく
影響します。 AIMR の最先端原子直視観察技術によって
粒界を完全に制御した高機能セラミックスが実現できる
と期待されます。

■ 粒界の原子構造観察
超高分解能走査透過電子顕微鏡を用いた原子像と
スーパーコンピュータ一を用いた第一原理計算結果
を組み合わせることで、セラミックス（酸化マグネシ
ウム）の結晶粒界に、チタンやカルシウムなどの
不純物が集まって全く新しい三次元構造が形成さ
れることを発見しました。

■ 世界最高分解能を持つスピン分解光電子分光装置

■ ラシュバ効果の
　 新物理発見

材料中に存在する電子は、私たちの想像をはるかに超えた

振る舞いをします。私が所属するAIMRの研究グループで

は、独自に開発した世界最高の性能を持つ装置で材料中の

電子状態を解明しています。私は大学院からこの研究分野

に入り、材料の興味深い性質に毎日驚きの連続です。 

写真はAIMRが開発した高分解能
スピン分解光電子分光装置です。従来
よりも10倍以上高い8 meV（ミリ
電子ボルト）の世界最高の分解能
で、物質中の電子の状態を、エネル
ギー、運動量、さらにスピンにまで分
解して観測できます。分解能を向上

させたことで、それまで見えていなかった電子の振る舞いが精密に観測で
きるようになり、物質の性質の解明や新物質開拓に大きく貢献しています。

図は、実験から得られた
ビスマス薄膜の光電子
強度とスピン分解光電子
スペクトルです。どの厚さ
でも上向きのスピンが強く
出ていますが（下段）、
膜が薄くなるにつれて、上向きスピンの大きさが小さくなっています。
これは、界面の電子スピンが影響していることを示しています。

JSPS 特別研究員
高山 あかり※ ※平成24年度 JSPS育志賞受賞

高温高圧の超臨界水熱合成法を用いると、
普通は混ざり合わないものを均一に混ぜる
ことができます。セラミックスと高分子を複合
させ、布のように柔らかく、かつセラミックス
の長所（高熱伝導性など）をもった新材料の
合成に成功しています。

触媒やキャパシタの材料として有望なナノポー
ラス（多孔質）材料は複雑な３次元構造をもちま
すが、数学の解析法（確率理論、グラフ理論）を
駆使して特徴を抽出し、さらに機能との関係を
解明しています。

数学によって材料の複雑な構造を解析 布のようなソフトセラミックスを開発

助教　Daniel Packwood / 教授
Mingwei Chen・浅尾直樹 / 准教授　藤田武志・Tienan Jin 　　　　教授　阿尻雅文 / 助教　北條大介・青木宣明



東京大学 国際高等研究所 カブリ数物連携宇宙研究機構

宇宙は何で出来ているのか？
拠点長　村山 斉

私たちは、誰もが知りたいと願う人類共通の謎に挑んでいます。遠くない未来に、ここ Kavli IPMUから
世界をひっくり返すような大発見が生まれることを目指し、日夜研究に励んでいます。
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「宇宙に『反物質』がほとんど存在しない」謎を解く鍵の

ひとつ、ニュートリノを伴わない二重ベータ崩壊（0νββ）

を「カムランド禅」によって探索し、世界最高感度を達成

しました。この結果は 0νββ頻度の上限を厳しく制限し、

他の実験による 0νββ発見の主張をほぼ否定するとと

もに、更なる領域の探索の足がかりとして期待されます。

素粒子「アクシオン」の検索方法を検討中、物性の分野

で注目されている内部は絶縁体だが表面では特殊な

金属状態の「トポロジカル絶縁体」と共通する振る舞い

に着目することで、予測されていなかった新現象を理論

的に導き出すことに成功しました。素粒子と物性という

分野を超えた研究の交流が新しい展開を生んだのです。

素粒子と物性の研究者による共同成果 二重ベータ崩壊の探索、世界最高感度を達成

黄色超巨星の超新星爆発の謎を解明

自発的対称性の破れの統一理論　─ 南部理論の 50 年来の謎を解明 ─

拠点長　村山 斉  （2012年 6月に米「Physical Review Letters」に論文発表）

南部陽一郎博士は、磁石や結晶など自然界で見られる「自発的対称性
の破れ」を素粒子物理学に取り入れ、後のヒッグス粒子提唱のきっかけ
ともなり、ノーベル賞に輝きました。しかし、南部理論はそのまま身の
回りの現象に適用できず、例外も多く知られていました。

今回、南部理論を拡張した、例外をすべて統一的に扱える理論を提案し、
対称性の破れから生まれる波を正確に予言できるようになりました。将来
的には量子デバイス、電子のスピンを利用した新技術（スピントロニ
クス）などへの応用も期待できます。

■ 自発的対称性の破れによる波の発生

向きをそろえて並べた磁石で、ひとつの磁石を傾けると、
同じ動きが次々と伝わり、波ができます。この振る舞い
も自発的対称性の破れで説明できますが、南部理論
では、左右と前後の二つの波が現れ（上図）、実際には
一つの波しかない、という事実と異なります。

今回拡張した理論を適用すると、傾きはぐるぐる回り、
左右と前後の波は区別がなくなります（下図）。この
ことから、一種類の波しかないことが分かります。

星の一生の最期、超新星爆発は、私たち生命の誕生に欠かせない元素を

生み出す場所でもあり、爆発のしくみを解明することは大変重要です。私

たちの研究では、今まで爆発するはずがないと考えられていた黄色超巨

星が、他の星と連星系を作っている場合、超新星爆発を起こすことをつきと

めました。そして、その後の観測で私たちの予測が裏付けられたのです。

■ 超新星が出現した
　 M51銀河

直前まで黄色超巨星が
あった場所に重力崩壊型
超新星が現れ、黄色超巨
星がなぜ爆発したのか、
それともたまたま近くに
あっただけなのか、という
議論を巻き起こしました。

■ 爆発直前の想像図

連星系の片方の周囲
の水素ガスが、もう
片方の星の重力で
はぎ取られ、黄色超
巨星へと進化したと
考えられます。

特任研究員  メリーナ・バーステン

主任研究員　大栗博司 主任研究員　井上邦雄 ／ 特任助教　アレクサンドル・コズロフ

夜空に輝く星が、ある時自分自身の質量を支えきれなくなり、重力崩壊型超新星とよばれる大爆発を
することがあります。このような爆発は、赤色超巨星か、青色コンパクト星（ウォルフ・ライエ星）でし
か起こらないと考えられていました。しかし2011 年、M51 銀河の黄色超巨星があった場所に重
力崩壊型超新星が出現し、研究者を悩ませていました。

今回、理論計算により、黄色超巨星が爆発したと考えると観測された特徴的な明るさの時間変化を説
明できることを発見しました。さらに、右図のような 2つの星からなる連星系を考え、一方の星が黄
色超巨星に進化して爆発するメカニズムを解明しました。そして2013年3月、新たな観測で黄色超
巨星が消滅していることが確認されたのです。

今後実際の観測を通して、この研究で提唱した連星系における超新星爆発のメカニズムが最終的
に検証されることが期待されています。

主任研究員　野本憲一　他 
（2012年 9月に米「Astrophysical Journal」に論文発表）



拠点長　北川 進

京都大学 物質ー細胞統合システム拠点

ガスを賢く吸着する多孔性物質で世界をリード
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村上・今堀グループ中辻・上杉グループ

物質科学と細胞科学の統合へ
メゾ科学という新しい視点から学際研究を展開し、ES/iPS 細胞を制御する化学物質や、
細胞機能に着想を得たエネルギー蓄積物質の創成など、産業・医学・創薬分野への新たな貢献をします。

善玉コレステロールができる初期段階を可視化：動脈硬化の予防に期待

善玉コレステロール（HDL）の産生に必須である膜タンパク質ABCA1を1分子レベルで観察し、
HDLができる最初の段階を可視化することに世界で初めて成功しました。

健康診断の血液検査で指標として用いられているように、血中HDL量の多い人は動脈硬化を発
症しにくいことがわかっています。しかし、HDLがどのような仕組みでできるかは明らかになって
いませんでした。

本研究では、過剰なコレステロールを排出するABCA1が、一時的に二量体になることが、HDLがで
きる過程で重要であることが初めて示されました。これにより、動脈硬化症の予防や治療法の開発
につながることが期待されます。 

■ 1 分子観察によるHDL 形成機構の解明

二量体を形成したABCA1からアポリポタンパク質へと
コレステロールが受け渡された結果、HDLが形成され、
溜め込んでいたコレステロールを放出した ABCA1 は
単量体に戻ってまたコレステロールを集めにかかると
いうサイクルを発見。HDL 産生には、こうした ABCA1
の二量体と単量体の相互変換が繰り返されていること
を初めて明らかにしました。

私たちのグループでは、細胞膜上で色々なものを「運ぶ」ABC タンパク質

の研究を30年近くにわたって続けてきました。ABC タンパク質がうまく

働くことで、環境中の有害物や体内の要らないものを外に運び、健康を

保つことができています。今回、その一種であるABCA1が、善玉コレステ

ロール産生時に果たす役割を明らかにしました。
教授　植田 和光 

植田・楠見グループ
（2013年 3月「米国科学アカデミー紀要（PNAS）」で論文発表）

北川グループ
（2013年 2月「Nature Chemistry」、同 1月「Science」、

2012年 10月「Nature Materials」他、多数の著名誌に論文発表）

 「そのような物質は作れない」という1950年代からの定説を覆して、
多孔性金属錯体（PCP/MOF）を開発しました。

その微細構造の変化等で、選択的にあるガスのみを吸着する「賢い」
応答性を確認し、配位空間の化学という分野を開拓、リードしています。

酸素・CO2・メタン等を、効率良く貯蔵・分離・変換するPCP/MOFは、
生命科学のみならず、環境・エネルギー等の様々な応用が期待さ
れます。 

■ ジャングルジムのようなフレーム構造が特徴的な PCP

金属イオンと有機化合物の配位結合を利用
することで、ナノサイズの規則的な孔を無数
に有する PCPを北川進教授が世界で初めて
開発しました。

今では世界で年間 2000 以上の論文が発表
される注目の研究テーマであり、2010 年に
は北川グループの論文の被引用数が分野内
で上位0.1%とトップランクされています。

半導体性の単層カーボンナノチューブが近赤
外光の照射によって活性酸素種を効率良く
生成し、それが癌細胞を死滅させることを
発見しました。癌に対する光治療法の開発に
寄与することが期待されます。

高効率にヒトES/iPS細胞を心筋細胞に分化させる
小分子化合物を発見し、動物由来成分を含まない
安全な分化誘導法を開発しました。心臓病の再生
医療の実現化に寄与することが期待されます。

ES/iPS 細胞の臨床応用に適した
心筋分化誘導法を開発

カーボンナノチューブの
新たな光応答性を発見

ATP ADP+Pi ATP ADP+Pi

アポリポタンパク質

コレステロール

リン脂質

ABCA1

初期善玉
コレステロール
（HDL）

ABCA1
二量体

ABCA1
一量体

細胞外

細胞内



大阪大学 免疫学フロンティア研究センター

どうしたら人類は免疫病を克服できるのか？
拠点長　審良 静男

感染症・アレルギー・がんなど人類の歴史は免疫病との闘いといえます。
私たちは、体の持つ防御システム「免疫」を様々な角度から深く研究し、免疫病の克服に挑んでいます。
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審良静男拠点長らは、M2マクロファージという免疫
細胞が働かないマウスでは、脂質代謝の異常やそれ
に起因してメタボリックシンドロームが発症する
事を世界で初めて証明しました。動脈硬化などの
治療法開発へと道を拓きます。

村上正晃准教授、平野俊夫大阪大学総長らは
脳や脊髄への免疫細胞のゲートを突き止め
ました。病原性のある免疫細胞が血管から
中枢神経系に侵入し、病気が発症することを
初めて分子レベルで明らかにしたのです。

脳・神経系への免疫細胞の通り道を発見 メタボリックシンドロームの原因となる
マクロファージの役割を解明

自己免疫疾患の治療につながる重要な発見

正常な免疫系は自己と非自己を見分け、自己に対する免疫不応答（免疫
寛容）の能力を備えています。この免疫寛容で大事な働きをするのが、制御性
T細胞です。

今回私たちは、制御性 T 細胞が生まれるためには、どの遺伝子がどう働く
ことが必要かという後天的要因（エピジェネティクス情報）を発見しました。
生まれつきの遺伝条件だけでなく、このエピジェネティクスな条件のもとで、
はじめて制御性 T細胞が誕生するのです。

こうした制御性 T 細胞の発生・機能のコントロールは、様々な免疫疾患の
治療に応用する可能性を秘めています。

大倉 他  （2012年 11月「Immunity」誌に論文発表）

菊田 他
（2013年2月 「J Clin Invest.」誌に論文発表）

石井優教授らは、生きたままで骨の内部を観察することにより、骨を壊す
細胞（破骨細胞）が実際に骨を壊す様子を、世界で初めてリアルタイムで可視化
することに成功しました。この可視化により、「骨表面に貼りつき骨を壊して
いる破骨細胞」と、「骨表面を動き回るだけの破骨細胞」の同定に成功しま
した。「破骨細胞の骨破壊機能」を指標とした新しいコンセプトの治療薬が、
骨粗鬆症の克服に大きく貢献できることが期待されます。

■ 骨表面に取りつき骨を壊している
　 破骨細胞のライブイメージング

左下の細胞が骨に密着して動きが少なく、骨を
壊しているのに対し、右上の細胞は骨表面上で
移動していて骨を壊していません。このイメー
ジングによって、各細胞の細かい動き、形・機能
の変化を追うことができます。

■ 制御性T細胞になるには、遺伝情報だけでは不十分。

■ 本研究は Immunity 誌 2012年 11月号の表紙として
　 取り上げられました。

─ 制御性 T細胞は、いかにして誕生するのか？ ─

私たちは、免疫の働きの強さを左右する制御性

T細胞を深く理解すること、免疫病の克服にいかに

して役立てるかを研究しています。

教授  坂口志文

世界初 破骨細胞が骨を壊す様子のライブイメージングに成功
─ 関節リウマチや骨粗鬆症などの新しい治療法開発に光 ─

有馬 他 （2012年 4月 「Cell」誌に論文発表） 佐藤 他 （2013年 3月 「Nature」誌に論文発表）

もともと存在する遺伝子
の情報だけでなく、外部
からの刺激によるエピジェ
ネティクスな条件にも左右
されます。このことを利用
して、制御性T細胞を強
化したり弱体化したりす
るコントロールが可能に
なるかもしれません。

このデザインは、IFReCの大倉永也准教授の作品で、
制御性T細胞は外見（四角形周囲の線描）では判断
できず、内面の情報すなわちエピゲノム （ペイン
ティングパターン）によって同定できることを表した
ものです。

T 細胞の前駆細胞

制御性 T細胞の候補

エピジェネティクス条件
外部からの刺激

必要な遺伝子の発現

制御性 T細胞の誕生



■ ナノ超伝導量子デバイスのしくみ

奇数個の量子渦が含まれるヘテロ超伝導体（図１）の縁に電子の
片割れが現れ、偶数個の場合それが消えます。このルールを利用して
量子デバイスを設計しました（図２）。超電導体同士が繋がる接合部分
でのゲート電圧印加で電子の片割れを素早く制御できます。理論
解析によれば、電子の片割れ同士の位置交換に伴って特異な量子
位相変化が生まれ、局所的なノイズに影響されない、強靭な量子計算
に利用できます。MANA はその実現への実験研究も精力的に進め
ています。

物質・材料研究機構 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

ナノテクの革新でイノベーションを
我々の生活を変えつつあるナノテクノロジーに新パラダイムを拓きかつ応用を促すため
「ナノアーキテクトニクス」と名付ける新材料開発の新しい技術体系をつくっています。
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量子計算機の開発に新しい光：電子の片割れを操る方法を発見

“3次元縦型立体チャネル”新しい高速トランジスタ材料の実現

量子計算は、量子波動関数の重ね合わせを利用して、従来の計算方法とは、根本的に
異なるアルゴリズムにより、大量の情報を並列に処理します。しかし、量子状態は壊れや
すいため（デコヒーレンス問題）、大規模な量子計算は実現できていません。

MANAでは、電子波動関数の大局的な幾何学性質が今使われている半導体とは異なる
物質（トポロジカル物質）を利用して、この難問に挑んでいます。超伝導ヘテロ（多層）
構造の電子の片割れ同士の位置交換が残した軌跡の特性を解明し、デコヒーレンスの
ない量子計算の実現に道筋を付けました。

最先端の暗号技術や新規物理現象の解明や新規物質の開発のための量子シミュレー
ションなど、多くの重要な応用が期待されます。

（2012年11月の英「Europhysics Letters [Editors’ Choice]」等に論文発表）

グループリーダー　深田直樹

半導体を代表するシリコン（Si）とゲルマニウム（Ge）の2種類の材料を2層（コアシェル）
構造にした特殊なナノワイヤの開発に成功しました。

異種材料からなるコアシェル構造を利用することで、不純物の導入領域とキャリアの
輸送領域の分離に成功し、不純物による散乱を抑制できる新しい円柱形の縦型立体
構造を開発できました。

本技術により、トランジスタ構造の縦型化への道が開かれ、理想的にはトランジスタの
サイズを1/10程度まで縮小できるようになります。その結果、電子機器の更なる小型・
高速化が期待できます。

■ ナノワイヤトランジスタ

量子計算は今使われているコンピュータを遥かに凌ぐ速度の

情報処理が可能です。しかし、量子状態が壊れやすいのが重大

な弱点です。

我々は電子が二つの部分に割れた量子状態を作り、その片

割れを安定かつ迅速に操作できる方法を見出し、新しい量子

計算方式の設計に成功しました。

固体の電解質を使用したリチウムイオン電池は、
液体電解質が引き起こす不都合を解決する反面、
性能が低下するという問題がありました。この
問題を解決し、固体の電池で実用に足る性能を
達成することに成功しました。この技術により、
超小型電池や大型電池の実現が期待できます。

細胞治療へ大きく貢献する細胞操作技術 全固体リチウムイオン電池で実用性能

図1：サンプルの縁に電子の片割れを
　　　生成するヘテロ超伝導体。

図２：電子の片割れの位置交換を
　　　利用した量子計算デバイスの
　　　模式図。

主任研究者　胡 暁

表面のナノレベルの凹凸や形状をわずかな温度
変化で制御できる材料を開発しました。この技術は、
生体に近い組織を作る細胞操作技術です。細胞
治療に応用でき、先天性代謝異常症、血友病等
の遺伝性疾患や糖尿病などの難治性疾患の治療
に大きく貢献できます。

主任研究者　高田和典主任研究者　青柳隆夫

拠点長　青野 正和

化学気相堆積法により中
心がGe、周りがSiでカバー
された特殊なコアシェル
ナノワイヤの作製に成功
しました。Si層はキャリア
供給層として不純物が
ドーピングされています。

ナノワイヤ

ドレイン

ゲート

ソース



九州大学 カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所

低炭素社会の実現を目指して
拠点長　ペトロス ソフロニス

地球環境を守るために、国内外トップレベルの研究者と連携し、炭酸ガスを発生しない水素利用等の
新エネルギーの研究と炭酸ガスの発生を低減するための研究に取り組んでいます。
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鉄とチタンの化合物を特殊加工することで、
レアアースを含まない極めて安価な水素吸蔵
合金の開発に成功しました。

これにより、水素ステーションなどでの水素
エネルギー貯蔵技術の大幅なコストダウンが
期待されます。

注目を集めている燃料電池（SOFC）に深く関係
する CeO₂ナノサイズのフィルムの酸素含有量
を、電気化学的に解析することに成功しました。 

この技術により、環境に優しい超小型で高出力
の燃料電池の開発が大きく促進されます。

ナノ薄膜の化学測定技術を開発 世界初 安価な水素貯蔵合金を開発

レアメタル不使用のスーパー有機EL発光材料を開発

光合成を模倣する光水素発生分子デバイスの開発に成功

有機エレクトロルミネッセンス（EL）とは有機物に電圧を印加することによって発光
する現象であり、それを利用して様々な情報デバイス等に使用されています。従来、
最も効率が良い有機 EL 用発光材料として、イリジウムやプラチナなどのレアメタル
（希少金属）が使われてきました。

私たちは、基礎化学の原理に注目し、新たに分子設計・合成を行い、有機ELデバイス
作成・評価により、電気を光に100%の量子効率で変換できる新材料を創出しました。

これにより、希少で高価なレアメタルに比べ、10分の1のコストでエネルギー効率の
高い、次世代のディスプレイや照明の実用化が期待されます。また、有機薄膜太陽
電池にもこの技術は展開されます。

（2012年 12月「Nature」誌に論文発表）

教授　酒井 健
（2012年 6月独「Angewandte Chemie」誌に論文発表）

教授　Harry L.Tuller ／ 助教　Sean Bishop 教授　堀田 善治 ／ 教授　秋葉　悦男

植物が行う光合成よりはるかに単純な白金の化合物
「光合成によく似た二段階の光反応を促進して、電子源と
水から水素ガスを発生させる光分子デバイス」の開発に
世界で初めて成功しました。

この光分子デバイスは、太陽光エネルギーを用いてク
リーンで再生可能なエネルギーである水素エネルギー
の製造技術に大きく貢献することが期待されます。

■ Zスキーム型の
　 光水素発生触媒反応を達成

開発に成功した白金の化合物PV２＋（プラスイオン）は、
電子源であるEDTA（マイナスイオン）と複合体をつくり、
その後、光反応によって一電子還元体 PV＋を生じ
ます。さらに、PV＋は光反応によって二電子還元体PV0を生じてから水素を発生させることが判明しました。

このデバイスを現在開発中の電子発生用の分子デバイスと組み合わせることで、EDTA を必要としない水素
エネルギー製造装置の開発が可能となります。

■ 新しい発光メカニズム

■ 熱活性化遅延蛍光（TADF）材料を用いたディスプレイ

限りあるエネルギーをいかに効率良く使用するかが問われ

るなか、ディスプレイ、照明などに使われる、安価で消費電力

が少ない新しい第三世代の有機 EL発光材料を開発しまし

た。この新材料は私たちの生活を大きく変えると期待され

ています。この有機エレクトロニクスの技術は太陽電池に

も展開されます。

第 3 の 発 光メカニズ ム（TADF）に 基づく世 界 初 の 発 光 材 料
(Hyperfluorescence) を用いた 3色（スカイブルー、ブルーグリーン、
イエロー）ディスプレイです。今後、R（レッド）、G（グリーン）、B（ブルー）の
光の 3原色、そして白色を実現し、高精細ディスプレイや照明デバイスの
実用化に展開します。

教授  安達 千波矢

新しい発光原理による第 3 世代
の発光材料はレアメタルフリー
（低コスト）で高い発光効率を実現
しました。第1世代“蛍光”材料、
第2世代の“リン光”材料の弱点
を克服した革新的な独自技術
であり、省エネルギー化に大きく
貢献します。



WPI では、世界最高水準の研究成果を日々生み出すことに加えて、
旧来の我が国の研究開発システムを改革し、
国際水準の優れた研究環境と運営を実現することも目的の一つにしています。
大学等のホスト機関への良い波及効果も生まれ始めています。

まるで日本ではないグローバルな研究環境の実現

研究機関の改革を先導

WPI 拠点がホスト機関内に構築され、その改革が有効との認識が
浸透することにより、WPIと同様の取組が広がる。WPIはこのような
改革の先導者になっています。

新たな取組の実例

- 15 時になると、マグカップを片手に研究
者がカフェスペースに集まります。東京
大学Kavli IPMUの研究者全員が毎日参加
する「ティータイム」の始まりです。

- 周囲にはホワイトボードや黒板が並び、
和やかな談笑はいつの間にか数式や図を
ともなう喧々諤々の議論になっています。

トップレベルの科学技術の世界では英語が事実上の公用語であり、国籍に
関係なく一流の研究者が集うには、英語使用をはじめとする国際環境の
整備が前提となります。

WPI 拠点では、外国人研究者が 30％以上いて、異分野や異文化との知的
触発・切磋琢磨が日常的に行われる、これまでの日本にはなかったような
研究環境が達成されています。

WPIは、我が国の研究機関の国際化のモデルケースであり、推進力になって
います。

このため以下のような措置を達成し
てきています。

- 研究者をサポートする事務部門におい
てもバイリンガル職員を配置
- 来日した外国人研究者の生活の立ち
上げの支援
- 研究機材の調達や研究費の申請など
外国人研究者の研究活動の支援
- 研究機関内の案内板や食堂メニュー
などの生活環境の英語化
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世界の人材獲得競争に参入。
世界から「見える」存在に。

INFORMATION

中国の急成長などにより、「知の大競争」は世界中で激化しており、
特に、優れた頭脳（研究者）の獲得競争はグローバルマーケットで
行われる熾烈なものになっています。

日本の研究機関の採用はこれまで言語環境などの理由から、とも
すれば国際的に閉鎖的と思われがちでしたが、WPI 拠点は、日本
の研究拠点としては初めて全て英語使用の公募プロセスを採り入
れ、世界の人材獲得競争に参入しました。

加えて、これまで難しかった研究者の能力・実績に応じた給与等の
処遇を可能にしました。多くの優れた研究成果の発表※1 や、各拠点に
よる積極的なアウトリーチ活動を通じて、WPI 拠点の国際知名度は
向上※2しており、実際に、ハーバード大学、MIT など海外トップ機関
から公募で研究者が集まるようになってきています。

● 東京大学では WPI が先導した改革が有効との認識の下、国際高等研
究所という新たな全学的組織を設立（Kavli IPMUが認定 1号）

● 物質・材料研究機構では事務部門のバイリンガル化など研究機関全体
でMANAをモデルとした改革が進捗

トップ 1％論文の輩出割合（※1）
論文の質の高さを示す指標の一つで
あるトップ1％論文輩出割合※において、
WPI5 拠点の平均値は世界トップの研
究機関であるMIT、プリンストン大学、
ハーバード大学、マックスプランク協会
などを上回っています。
※拠点から出た論文のうち、他の研究者が論文
で引用する被引用数が多い上位 1％の「質の
高い」論文の割合のことです。

全世界の研究者が対象のアンケートによると、拠点間の差はあるものの45～72％の
研究者がWPI拠点を「知っている」と回答しました。そのうちの多くが、「興味がある」
「その拠点で働きたい」と答えています。（※2）

東北大学
原子分子材料科学高等研究機構
(AIMR ／エーアイエムアール )

Phone  : 022-217-5922
E-mail : office_member@wpi-aimr.tohoku.ac.jp
URL : www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp
                research.wpi-aimr.tohoku.ac.jp

東京大学
国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構
（Kavli IPMU ／カブリアイピーエムユー）

Phone  : 04-7136-4940
E-mail   : inquiry＠ipmu.jp
URL  : www.ipmu.jp/ja

京都大学
物質－細胞統合システム拠点
（iCeMS ／アイセムス）
Phone  : 075-753-9753
E-mail  : info@icems.kyoto-u.ac.jp
URL  : www.icems.kyoto-u.ac.jp

大阪大学
免疫学フロンティア研究センター
（IFReC ／アイフレック）

Phone  : 06-6879-4275
E-mail  : ifrec-office @ifrec.osaka-u.ac.jp
URL  : www.ifrec.osaka-u.ac.jp

物質・材料研究機構
国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
（MANA ／マナ）

Phone   : 029-860-4709
E-mail  : mana@nims.go.jp
URL   : www.nims.go.jp/mana/jp/

九州大学
カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所
（I²CNER ／アイスナー）

Phone  : 092-802-6932
E-mail   : wpi-office@i2cner.kyushu-u.ac.jp
URL   : i2cner.kyushu-u.ac.jp

筑波大学
国際統合睡眠医科学研究機構
（IIIS ／トリプルアイエス）

Phone  : 029-853-3269
E-mail   : iiis@un.tsukuba.ac.jp
URL   : wpi-iiis.tsuba.ac.jp/japanese

東京工業大学
地球生命研究所
（ELSI ／エルシー）

Phone  : 03-5734-3414
E-mail   : admin_mem@elsi.jp
URL   : www.elsi.jp

名古屋大学
トランスフォーマティブ生命分子研究所
（ITbM ／アイティービーエム）

Phone  : 052-789-3363
E-mail   : office@itbm.nagoya-u.ac.jp
URL   : http://www.itbm.nagoya-u.ac.jp

〈トムソンロイター社調べ（2011年 10月時点）〉

〈三菱総合研究所調べ（2011年 9月時点）〉

「目に見える拠点」を目指して
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ロックフェラー大学
WPI 拠点

マサチューセッツ工科大学
プリンストン大学
ハーバード大学

カルフォルニア工科大学
スタンフォード大学

カルフォルニア大学バークレー校
マックスプランク協会
ケンブリッジ大学



© Japan Society for the Promotion of Science. All Rights Reserved.

2013年10月発行   第2版

文部科学省

研究振興局　基礎研究振興課

〒100-8959　東京都千代田区霞が関 3-2-2

Phone : 03-5253-4111（内線 :4244）

Fax : 03-6734-4074

Email  : toplevel@mext.go.jp

URL  : www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/toplevel/

Contact

独立行政法人日本学術振興会

研究事業部研究事業課

世界トップレベル研究拠点プログラム担当

〒102-0083　東京都千代田区麹町 5-3-1

Phone  : 03-3263-0967

Fax  : 03-3263-1716

Email : jspstoplevel@jsps.go.jp

URL : www.jsps.go.jp/wpi/




