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アジア研究教育拠点事業 
平成１８年度 実施計画書 

 
 
１．拠点機関 
日 本 側 拠 点 機 関 ： 自然科学研究機構 分子科学研究所 
（中国側）拠点機関： 中国科学院 化学研究所 
（韓国側）拠点機関： 韓国科学技術院 自然科学部 
（台湾側）拠点機関： 台湾科学院 原子分子科学研究所 

 
２．研究交流課題名 

（和文）：物質・光・理論分子科学のフロンティア               
                   （交流分野：分子科学）  
（英文）：Frontiers of material, photo- and theoretical molecular sciences        
                   （交流分野：molecular science）  
 研究交流課題に係るホームページ：http://                                         
 
３．採用年度 
 平成１８年度（初年度目） 
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：自然科学研究機構 分子科学研究所 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：分子科学研究所・所長・中村宏樹 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：分子科学研究所・教授・大森賢治 
 協力機関：名古屋大学、北海道大学、東北大学、名古屋市立大学、理化学研究所、 

大阪大学、京都大学 
 事務組織：岡崎統合事務センター総務部 
 
相手国（地域）側実施組織（拠点機関名・協力機関名は、和英併記願います。） 
（１）国（地域）名：中国 
拠点機関：（英文）Institutes of Chemistry, The Chinese Academy of Sciences 

      （和文）中国科学院 化学研究所 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Institutes of Chemistry・Professor・ 

Minghua Liu 

 協力機関：（英文）Peking University, Zhejiang University, Henan University,  
Shanghai Jiao Tong University       
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（和文）北京大学、浙江大学、河南大学、上海交通大学 
 経費負担区分：パターン１ 
 
（２）国（地域）名：韓国 
拠点機関：（英文）Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST),  

The College of Natural Science 
      （和文）韓国科学技術院 自然科学部 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）KAIST・The College of Natural Science・

Professor・Yoon Sup Lee 

 協力機関：（英文）Seoul National University, Kwangju Institute of Science & Technology,  
POSTECH, Kangreung University, Kyunghee University 

（和文）ソウル国立大学、光州科学技術院、浦項工科大学、江陵大学、 

慶熙大学 
 経費負担区分：パターン１ 
 
（３）国（地域）名：台湾 
拠点機関：（英文）Academia Sinica, Institute of Atomic and Molecular Sciences (IAMS) 
      （和文）台湾科学院 原子分子科学研究所 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）IAMS・Research Fellow and Deputy 

Director・Wen-Bih Tzeng 

 協力機関：（英文）National Taiwan Normal University, National Tsing Hua University,  
National Central University, National Yang-Ming University 

（和文）国立台湾師範大学、国立清華大学、国立中央大学、国立陽明大学 
 経費負担区分：パターン１ 
 
 
５．アジア研究教育拠点事業としての全期間を通じた研究交流目標 
 
 分子は社会における物質循環の中心に位置し，分子の関わる科学および科学技術は２

１世紀の社会の発展に対して大きな役割を担っている。分子科学は，分子が関わる様々

な現象を解明し，また新たな分子物質を開発することを目指す研究分野であり，自然科

学全体において一つの極めて重要なコアとしての役割を担っている。分子科学研究所は，

国際的に開かれた，分子科学分野における最先端の研究所として高い評価を受けるとと

もに，分子に関わる科学研究を先導的に推進するために，理論分子科学*，レーザー・
放射光*科学，生体分子・機能物質及びナノサイエンス*など，常に最新の研究領域を取
り入れ，自然科学のフロンティアを開拓する事に貢献してきた。一方，近年，東アジア

諸国の著しい発展に伴い科学研究の国際的位置も著しく向上し，今後世界の科学のフロ
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ンティアを支える人材を輩出し，科学の新たな流れを発信するようになるものと予想さ

れる。 
 分子科学研究所ではこれまで長期にわたり，分子科学分野で中国，韓国および台湾を

代表する研究機関である中国科学院化学研究所，韓国科学技術院自然科学部および台湾

科学院原子分子科学研究所と研究協力協定を結び，緊密な交流・協力を通じて，特に東

アジア地域の分子科学の発展に務めてきた。これらの３研究機関と分子科学研究所とは

研究上補完性，相補性があり，また分子科学研究所同様，大学院を擁したそれぞれの国・

地域における重要研究機関である。本事業では，分子科学研究所が保持している最先端

の研究設備・研究環境・高い研究水準を活かし，また上記３研究機関との協力・交流を

より緊密に行うことで，「物質・光・理論分子科学*」の最先端の研究課題について共同
研究・研究交流を推し進め，分子科学の研究および教育の世界的拠点を構築する。この

ことを通して，アジア諸国の分子科学の一層の活性化を促すとともに，世界をリードで

きる若手研究者を育成し，日本およびアジア諸国の将来に亘る継続的な科学研究の進展

に資することを目標とする。分子科学研究所では，国際共同研究の新たな発展のため，

平成１６年度に自主努力による「分子科学研究所国際共同研究プロジェクト」を試験的

にスタートさせた。本事業により東アジアの代表的な研究機関との交流をより緊密なも

のとし，分子科学の世界的研究教育拠点を構築する。具体的には，物質・光・理論分子

科学におけるいくつかの重要課題について，４拠点の研究者を中心とした共同研究を推

進し，それらの課題の研究を発展させる。また４拠点での全体会議やセミナー等，学術

会合を定期的に開催し，研究の進展を議論し，研究交流を進め，分子科学の新分野の萌

芽を見いだすことを目指す。本事業の研究交流・共同研究には若手研究者を積極的に参

加させ，若手人材の相互交流を促すとともに，若手研究者のための研究会の開催などを

通して，次世代を担う若手研究者の育成に務める。 
 
 
（用語解説：文中*を記した用語について解説） 
【理論分子科学】量子力学等の基礎理論やそれに基づくコンピューターによる計算を駆

使して，分子の構造，機能，反応などの実験結果を説明してその原因や起源を考察した

り，未知の現象を予測したりする，分子科学の研究領域。 
【放射光】シンクロトロンと呼ばれる装置で光速に近い速度にまで加速された電子が磁

場によって曲げられる時に，指向性の高い白色光（連続スペクトルを持つ光）が発生す

る。これを放射光といい，その特長を生かして分子の様々な特性が研究されている。 
【ナノサイエンス】物質をナノメートルレベル（10 億分の 1～100 万分の 1 メートル，
通常の原子・分子よりは大きく，顕微鏡で見えるミクロンレベルよりは小さい）の大き

さにすると，通常の物質とは異なる性質を示すことがある。そのようなナノメートルの

物質に特有な物性や反応を理解し，制御するための基礎的研究分野がナノサイエンスで

ある。ナノテクノロジーはナノサイエンスの基礎の上に成り立つ技術である。 
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【物質・光・理論分子科学】ユニークな性質を持つ分子を作り，その特性，分子構造や

反応を明らかにしたり，生体分子の構造と機能の解明，新しい物質の合成法の開発等を

研究する分野である物質分子科学，光を用いた分子の構造や性質の解明，分子の特性を

光で制御する方法の開発等を行う研究分野である光分子科学，及び前出の理論分子科学

をまとめて，ここではこのように記している。これらの３つは，現在の分子科学におけ

る最も重要な研究分野を形成している。 
 
 
６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
 
 
（該当せず） 
 
 
 
７．平成１８年度の研究交流目標 
 
 本事業の研究期間内には，研究者間の交流を活発に行い，物質・光・理論分子科学の

フロンティアを開拓することにより，分子科学の世界的な研究拠点の構築を目指すこと

になる。１８年度はその初年度として，これまで積み重ねてきた研究拠点機関間の研究

者の交流を再構築し，物質・光・理論分子科学の各分野において活発な共同研究，研究

交流を開始し，次年度以降の発展に向けて事業を軌道に乗せることを目標とする。 
 まず，物質・光・理論分子科学のいくつかの重要課題において，共同研究を具体的に

開始する。これには，既に協力関係が確立していて近い将来に具体的な研究成果が見込

まれるものの他に，新たな研究領域の萌芽を見いだすための共同研究も含まれる。特に

萌芽的課題では，４拠点間の積極的な研究者の往来により，相互に理解を深め，研究グ

ループ間のパートナーとしての信頼関係を確立することが重要な目標となる。 
 また，全体会議，スクール，研究集会を開催し，交流を通じて４拠点間で研究内容と

ポテンシャルを相互に十分理解することを目標とする。 
 全体会議では開始する共同研究の概要と状況に関する報告とともに，４拠点の研究内

容に関する討論の場を設け，特に異分野間，例えば物質開発と光計測や理論計算との融

合に基づく新領域開拓を目指した共同研究の立案を模索する。特に，議論を通じて，新

領域を開拓する共同研究の萌芽を見いだすことができれば，非常に意義があったと言え

る。そのような事例については，次年度以降，共同研究に移行することを検討していく。 
 物質分子科学分野ではグリーンケミストリー*に関するワークショップを，日本と中
国を中心とする研究者を集めて開催する。当該分野に関して多角的に討論し，近い将来

の共同研究，人的交流，東アジア全体にわたる研究会の開催，等について検討する。 
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 これらの研究集会（セミナー）に加え，特に次世代を担う若手研究者の養成を念頭に

置いた物質・光・理論分子科学分野全体にわたるスクールを開催する。スクールでは４

拠点を中心とした若手研究者をなるべく多く参加させ，４拠点の研究ポテンシャルの現

状とともに，物質・光・理論分野の研究の基礎と最先端の現状を，若手研究者が理解・

把握できる機会を設ける。これにより若手研究者同士の交流と理解を促進し，将来にわ

たる東アジア地域における協力関係の礎とする。 
 
 
（用語解説：文中*を記した用語について解説） 
【グリーンケミストリー】化学製品の生産から廃棄までの全サイクルにおいて生態系に

与える影響を最小限にし（環境調和性），かつ経済的効率性を向上させようとする次世

代の化学反応の研究。 
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８．平成１８年度の研究交流の概要 
８－１ 共同研究 

 これまで積み重ねてきた研究拠点機関間の研究者の交流を再構築し，物質・光・理論

分子科学の各分野において活発な共同研究，研究交流を開始する。 

（１） 物質分子科学 

 分子科学研究所の江東林助教授と中国科学院化学研究所の Deqing Zhang 教授は、北
京大学（中国）の Song Gao教授、浙江大学（中国）の Zhiquan Shen教授と共に「π電
子系有機分子を基盤とする機能性ナノ構造体の構築と機能開拓」に関する共同研究を開

始する。本共同研究は従来の炭素ナノ素材では実現できない光機能性に着目し、光機能

性π電子系有機分子を設計し、様々な光機能性ナノ構造体を合成することを目的として

いる。江東林助教授グループの物質合成と化学研究所の Deqing Zhang 教授グループの
自己組織化、また、北京大学の Song Gao教授グループの無機配位化学、浙江大学 Zhiquan 
Shen 教授グループの物質変換科学との異分野のシームレスな融合により新しい物質科
学の創出および世界をリードするアジア若手の育成を目指す。平成１８年度では、上述

の戦略目標を達成するため、様々な新しい機能性π電子系有機分子やπ電子系有機配位

子の設計および合成を行い、自己組織化ための分子プログラミングプロトコルを確立す

るとともに、ナノ構造体の分子設計の基礎を築く。得られたナノ構造体の情報を分子設

計にフィードバックし、分子構造を最適化する。 

 分子科学研究所の宇理須恒雄教授と中国科学院化学研究所の Li-Jun Wan教授は、河南
大学（中国）の Yu-Jun Mo教授、上海交通大学（中国）の Changsun Wang教授と共に、
細胞等の生体材料の水中での原子間力顕微鏡による高分解イメージングについての共

同研究を開始する。本共同研究課題を通して連携を深め、若手研究者の育成を図る。平

成１８年度は、生体細胞膜の AFMその場観察、脂質二重膜の AFM および光学的評価、
Si 基板の微細加工および、バイオセンサー応用についての研究を進める。 

 分子科学研究所の加藤晃一教授と韓国科学技術院（KAIST）自然科学部の Byong-Seok 
Choi教授は、光州科学技術院（Kwangju Institute of Science & Technology、韓国）の Jae Il 
Kim 助教授と共に「超高磁場 NMR を用いた蛋白質-ペプチド相互作用の精密解析」に
関する共同研究を開始する。分子科学研究所に設置された 920MHz超高磁場 NMR装置
はペプチドと蛋白質の相互作用を高精度で解析するための強力なツールとなることが

期待される。本共同研究は、ペプチド合成と分子生物学的手法を駆使することによって、

安定同位体標識を施したペプチドおよび糖ペプチドを効率的に生産し、超高磁場 NMR
をはじめとする分光学的計測手法を徹底活用して標的蛋白質との結合様式の詳細を原

子レベルの分解能で解明することを目的とする。さらには、本共同研究を基盤として、

超高磁場 NMR装置の活用を軸とした、日韓の分子科学の学術交流ひいてはアジアの研
究教育の振興に資することを目標にする。 

 

（２） 光分子科学 
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 分子科学研究所の岡本裕巳教授と中国科学院化学研究所の Minghua Liu 教授は、「特
異なナノ分子システムのナノ光学」に関する共同研究を開始する。本研究では，独自の

高度な技術を持つ物質開発グループ（Liu 教授グループ）と光計測グループ（岡本教授

グループ）が国際的に協力することで，ナノ構造物質の新たな光学的・物理化学的性質

を見いだし解明し，新たな機能を開発することを目標とする。18 年度はそのための準

備段階として，互いの研究グループのポテンシャルをよく理解し，最も効率的で学術的

に有意義な共同研究がどのような形であるかを，研究者の相互訪問によって議論し，同

時に互いの信頼関係を確立することを主な活動とする。 

 分子科学研究所の大島康裕教授と台湾科学院原子分子科学研究所（IAMS）のYen-Chu 
Hsu上級研究員は、同じくIAMSのChi-Kung Ni研究員、国立清華大学（台湾）のI-Chia Chen
教授、国立中央大学（台湾）のBor-Chen Chang教授と共に「コヒーレントレーザー分光
による反応ダイナミックスの解明」に関する共同研究を開始する。本研究計画は、通常

のパルスレーザーに比較して格段に高いコヒーレンスを有するレーザーを開発して高

分解能コヒーレント分光に活用することにより、光励起した分子が引き起こす多様な化

学反応や緩和過程の詳細を解明し、さらに、そのような励起分子のダイナミックスが周

辺環境との相互作用によってどのように影響されるかを明らかにすることを目的とす

る。１８年度の具体的計画としては、日本より研究者４名が台湾IAMSを１回程度訪問
し、日本において既に研究成果が蓄積している気相分子クラスターやカルボニル化合物

について実験を行う。また、台湾より研究者３名が分子研を訪問し、ナノ秒コヒーレン

トパルス光源の性能評価ならびに利用法について意見交換を行う。 
 

（３） 理論分子科学 

 分子科学研究所の岡崎進教授と台湾科学院原子分子科学研究所（IAMS）のDah-Yen 
Yang 上級研究員は、国立陽明大学（台湾）のSheh-Yi Sheu教授と共に「生体分子中にお
ける量子過程の計算機シミュレーション」に関する共同研究を開始する。本研究では、

タンパク質や生体膜など生体分子の機能発現に本質的な役割を果たしているプロトン

移動や電子移動、さらにこれらの過程に密接に関連している振動励起や緩和などの量子

過程に対する計算科学的研究手法の確立を目的とし、主として量子統計力学や量子古典

混合系近似等を用いたシミュレーション手法の開発を行う。１８年度は、台湾側参加者

が得意とする電子状態ダイナミックスに関わる手法と、日本側参加者が得意とする原子

核の量子動力学に関わる手法とを比較検討し、両者の方法論を共有・融合することによ

り方法論、計算アルゴリズム等に新たな展開を図る。 
 

 

８－２ セミナー 

 分子科学研究所の魚住泰広教授と中国科学院化学研究所のMei-Xiang Wang教授は、平
成１８年１０月に化学研究所において、「中国－日本 グリーン化学合成ワークショッ
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プ」を開催する。次世代の化学反応には環境調和性が強く要請されており，その関連領

域研究は「グリーンケミストリー」と総称され，その社会的注目度ならびに基礎～応用

研究の進捗は近年加速度的に成長しつつある．本会議では，日中両国の関連領域研究者

により各研究グループの最新の成果を発表し，情報交換，討論の場を持つことで，本研

究領域研究の相互理解を深め，近将来の実質的な共同研究や人的交流の足場を得ること

を目的とする。日本からは分子科学研究所（２～３グループ），京都大学，大阪大学の

関連領域研究グループの参加を得，また中国（化学研究所）からは  Laboratory of 
Molecular Recognition and Selective Synthesis の組織的参加を得る予定である。 
 分子科学研究所の江東林助教授と中国科学院化学研究所のMinghua Liu教授は、平成
１８年１２月５～８日に化学研究所において、「第１回物質・光・理論フロンティアー

冬の学校」を開催する。本スクールは、分子科学の次代を担うアジアの若手研究者の育

成に貢献することを目的としている。主要４カ国それぞれから物質・光・理論分子科学

の各分野で一人ずつ講師を派遣し、各国の主要３分野の現状と最先端についてのレクチ

ャーを行う。この他に各国から所長レベルの研究者を１名ずつ派遣し、各４拠点研究機

関の歴史や研究活動全般についての包括的なレクチャーを行うことによって、若手研究

者の共同研究への活発な参加を促すきっかけとする。 
 この他、平成１９年２月に分子科学研究所において、「第１回アジア研究教育拠点事

業分子科学国際シンポジウム」を開催し，共同研究・研究交流の推進と次年度へ向けて

の計画の進展について議論する。その際に，各共同研究における具体的な進行状況と各

セミナーの開催状況をチェックするとともに、その後の研究計画の再検討や、新たなセ

ミナー計画についての議論を行う。また、分子科学研究所のラボツアーや進行中の共同

研究以外の研究も含めたポスターセッションを設けて、新たな共同研究の可能性を検討

する材料とする。この他、分子科学研究所の所長招聘費用を用いて、欧米のトップクラ

スの研究者を２名招き、ゲスト講演を行う。この際、できるだけアジア出身の研究者を

招聘するよう心がける。これによって、本事業で形成されるアジアネットワークと北米

や西欧のコミュニティを有機的につなぐためのきっかけとする。 
 
 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 
（該当せず） 
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９．平成１８年度交流人数・人日数総表 
９－１ 相手国との交流計画 

（単位：人／人日） 

    派遣先 

派遣元 
日本 中国 台湾 韓国  合計 

日本  49/192 8/70 7/49  64/311 

中国 (15/49)     (15/49) 

台湾 (17/75)     (17/75) 

韓国 (21/99)     (21/99) 

       

合計 (53/223） 49/192 8/70 7/49  
64/311 

(53/223)

 

※日本側予算によらない交流についても、カッコ書きで記入のこと。 

 

 

９－２ 国内での交流計画 

34／ 198 （人／人日） 

 


