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アジア研究教育拠点事業 
平成２０年度 実施報告書 

 
 
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://www.asiacore-ims.jp/                                      
 
３．開始年度 

平成１８年度（３年目） 
 
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、神戸大学、理化学研

究所、早稲田大学、日本女子大学、大阪大学、京都大学、広島大学、東京工

業大学、福井工業大学、横浜国立大学、大阪府立大学、大阪市立大学、愛媛

大学、宇宙航空研究開発機構、東京大学、徳島大学 
 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 
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 協力機関：（英文）Peking University, Zhejiang University, Henan University, Shanghai Jiao Tong 
University, Tsing-Hua University, Fudan University, South China University of 
Technology, Shanghai Institute of Organic Chemistry, Changchun Institute of 
Applied Chemistry Chinese Academy of Sciences, Yangzhou University, Jinlin 
University, Wuhan University, Southeast University, East China University 
of Technology, Nanjing University 

      （和文）北京大学，浙江大学，河南大学，上海交通大学，清華大学，復旦大学，

華南理工大学，上海有機化学研究所，長春応用科学研究所，揚州大学，

吉林大学，武漢大学， 東南大學，華東理工大学，南京大学 
 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, Kangnung University, Kyunghee 
University,  Chung-ang University, Korea Institute for 
Advanced Study 

       （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，中央大学,韓国高等科学院 
 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, , 
National Cheng-Kung University, Academia Sinica Genomics Research 

Center, National Chao Tung University, Institute of Biological Chemistry 
       （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，国

立成功大學,中央研究院ゲノム研究センター，国立交通大学,生物化學

研究所 
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 経費負担区分：パターン１ 
 
 
５．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２１

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努めてきた。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
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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。 

【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、およ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．平成２０年度研究交流目標 
 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教育拠点の構築を目指すこと

になる。平成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指して活動を行っ

た。その結果、この目標をほぼ達成することができた。平成１９年度は、平成１８年度に

開始した研究交流をさらに発展させるとともに、共同セミナーにおける議論によって萌芽

した新たな共同研究の構想を、実際の活動に移行させることを目標として活動を行い、こ

れも当初の目標をほぼ達成することができた。平成２０年度は、引き続き物質・光・理論

分子科学の各分野における研究交流を活発に展開することを目標としている。 

 また、初年度同様、平成１９年度の活動を総括した年次会議での議論を通じて、問題点

が幾つか存在することが確認された。これらに前向きに対処することも平成２０年度の重

要な課題である。具体的には、年次会議に関して、テーマが分散し過ぎ、焦点が定まらな

くなっている面があるとの意見があった。ビジネスミーティングは執行部の数名で毎年行

うことは必要と考えられるが，報告・講演の場としての全体会議の方式は一旦見直して，

テーマをやや絞った会合とするなどの再検討が必要になっているかもしれない。またスク

ールに関して、今回も企画立案は執行部の研究者が行い，若手参加者が自ら立案する機会

は設けなかった。このような機会を設けることが、次世代の若手研究者の育成の観点から
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重要であろう。 

 

 
７．平成２０年度研究交流成果 

（交流を通じての相手国からの貢献及び相手国への貢献を含めて下さい。） 

 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

 R－1 においては、昨年度までに系の選択、新たなナノ構造の作成、測定法の検討を行っ

たが、今年度は実際に中国側で作成した試料を日本側に持ち込み近接場光学測定を開始し

た。 

 R－2 においては、分子研の江グループが拡張π電子系を組み込んだ新規な型金属錯体を

合成し、π共役系配位子間のπ—πスタックにより金属錯体を低次元に並べた新しい集積

化金属錯体を構築し、これと清華大学 Xi Zhang 教授グループの一分子観察との異分野の共

同研究により、超分子相互作用により誘起された物性・機能の探索を目指した。 

 R－3 においては、台湾 Academia Sinica にて K.-H. Khoo 博士が主催する研究発表会に参加

すると同時に、S.-Y. Yu らと糖鎖の質量解析について議論した。さらに韓国では H. H. Kim

博士、J. I. Kim 博士らと共同研究打合せを行った。また Chung-Ang 大学にて共同研究の現状

と今後の展開に関する討議を行った。 

 R－4 においては、日本側研究者１名が台湾原子分子科学研究所(IAMS)を訪問し、台湾側

研究代表者である Hsu 研究員のグループと共同で、当研究所に設置された超高分解能レー

ザーを用いて２硫化イオウ分子の電子遷移観測を試みた。また、日本側研究代表者である

大島が IAMS を訪問し、当研究所のレーザー工学ならびに反応動力学関連の研究者と意見

交換を行った。 

 R－5 においては、河南大学 Yanli Mao 准教授との共同研究成果について、平成２０年８

月１９日～８月２３日の期間招聘し追加実験や論文のまとめを行なった。上海交通大学の

Wang Changshun 教授が、UVSOR による XeF2ガスを用いた放射光エッチング実験をおこな

った。また、宇理須恒雄、豊田朋範が上海交通大学の Changshun Wan 教授を訪問し、今後

の共同研究の進め方についてうちあわせた。また、東南大学(Ning Gu 教授)および南京大学

（Guohua Zhou 教授）を訪問し、関連研究の状況、今後の共同研究の可能性を調査した。 
R－6 においては、平成２１年１月に、成功大学において合同討論会を開催した。この成

果を受けて、３月に日本側から大学院生（小野木覚）を台湾に２１日間派遣し、原料合成

を行った。平成２１年度には、標的分子の合成が完了し、物性測定を開始することを予定

しており、その共同研究相手先等についての情報交換も行った。 

R－7 においては、平成２０年１０月に櫻井英博准教授が上海有機化学研究所を訪問し、

Ding 教授と水中での自己組織化金属触媒開発に関する意見交換を行った。さらに１１月に、

山田陽一博士（前分子研助手，現・理化学研究所）および渡部敏裕院生（総研大博士課程）

が上海有機化学研究所 Ding 教授の研究グループを訪問し、Ding 教授が開発した遷移金属

ー配位子の自己組織化による不溶性触媒コンポジット調製の手法、ノウハウを実際の実験
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操作を体験することで学んだ。 

R－8 においては、平成２０年１２月４日～６日の３日間、国立台湾大学において、日本

側から信定克幸、谷村吉隆、加藤毅、安池智一の４名と台湾側から林の計５名で集中的に

議論を行った。 

 

 S－1 においては、両国の生体分子科学分野における研究交流を深め、研究の発展と若手

研究者育成に役立てることができた。今後、このセミナーを継続して開催する予定であり、

平成２１年１２月２２日～２３日に、名古屋またはその近辺において、第２回の「日韓生

体分子科学セミナー—実験とシミュレーション」を開催することが決められた。 

 S－2においては、機能性分子の自己組織化に関する研究分野の日中間の若手研究者のネ

ットワークの形成・構築に貢献できた。すでに、数件の共同研究の意向も示され、それら

を展開することにより繋がりがより確実なものになると期待できる。日中両側の出席者か

ら「非常にいい経験だった・来年度もこのシンポジウムを是非続けてほしい」との評価を

受けており、また、次回はぜひ日本で開催してほしいとの要望があり、当領域における日

中若手ネットワークの構築に大きな一歩を前進した。 

 S－3 においては、ナノケミカルバイオロジーおよび関連分野の将来を担う若手研究者が

活発に交流することによりお互いに刺激をしあい、活性化に役立ったと考えられる。特に、

日本の当該分野の優秀な若手研究者に、アジア、特に中国、韓国、台湾の当該分野の急速

な発展ぶりと、当地の若手研究者の活躍ぶりを直接に見、肌で感ずることにより、みずか

らの責務の重要性を自覚する機会となった。また、ナノメデイシン国際シンポジウムとの

連携は、アジアコア参加者の交流の輪と視野を広げるうえで、大変有効であった。 

S－4 においては、十分な基本事項の説明を含んだ講義が行われ、参加学生・若手研究者

に、多様な分野をカバーする分子科学の現状に関して広い見識を与えることができ、今後

の研究遂行上、極めて有益なインパクトを与えたと高く評価された。また、ポスターセッ

ションを設けて若手研究者に自ら研究成果を発表する場を与えたところ、極めて活発な質

疑・意見交換が行なわれた。本セミナーでの交流は、若い世代による研究交流ネットワー

ク構築へと繋がるものと期待される。 

 S－5においては、遷移金属錯体触媒、金属関与のラジカル反応、天然物合成を指向した

方法論開発研究、不斉触媒開発、などの幅広い領域において重要な情報交換と討論を持つ

ことができた。さらに日韓の学生、ポスドク間の交流（学生ポスドク同士で教員を交えず

に懇親と情報交換を行うなど）も活発であったことは重要であろう。また、重要な討論事

項として来年以降の継続した日韓の本領域での学術交流のあり方について意見交換を持つ

ことができた。 

 S－6においては、日中の様々な研究機関からの学術発表を得たことで、元素の特性に基

づいた分子機能に関する研究分野をリードする発表内容となり、学術内容はきわめて高い

ものとなった。また、大学院生による発表では、大学院生自身がその学術成果を国際会議

での英語口頭発表を経験する機会となり教育的視点からも大いに効果的であった。既に各
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研究者相互間で個別には将来的な大学院生の交換（短期留学）への希望も議論されつつあ

り、アジアの学術連携と研究上の相加・相乗効果は明白である。 

 S－7においては、日中の両研究所において現在進行中の最新の研究に関して、両国の研

究者が情報を共有できたことは、共同研究の新たな展開を促進する大きな基盤となると期

待される。特に、今回の会議では、中国側は100 Talented Programに採用されている新進気鋭

の教授、日本側も若手准教授や助教が主たるメンバーとなっており、両者間で活発な学術

的意見交換が行なわれた。今後、東アジアにおける次世代のネットワーク形成を推進する

大きな契機となるであろう。 

 

７－２ 学術面の成果 

物質分子科学分野では、「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」に関する共同研究において、分子科学研究所の江東林准教授は、拡張π電子系を組

み込んだ新規な型金属錯体を合成し、π共役系配位子間のπ—πスタックにより金属錯体

を低次元に並べた新しい集積化金属錯体を構築し、超分子相互作用により誘起された物

性・機能の探索を目指した。清華大学 Xi Zhang 教授グループの一分子観察との異分野の共

同研究により世界初に、配位結合の力を測ることに成功した。論文投稿準備中である。ま

た、「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」に関する共同研究にお

いて、分子科学研究所の加藤晃一教授は、台湾 Academia Sinica にて K.-H. Khoo 博士が主催

する研究発表会において、S.-Y. Yu らと糖鎖の質量解析について議論し、有益な情報交換を

行うことができた。さらに韓国では H. H. Kim 博士、J. I. Kim 博士らと共同研究打合せを行

い、糖ペプチドの相互作用解析や安定同位体標識ペプチドの合成について重要な知見を得

た。さらに、「先端ナノバイオエレクトロニクス」に関する共同研究において、分子科学

研究所の宇理須恒雄教授は、河南大学 Yanli Mao 准教授との共同研究成果について、追加実

験や論文のまとめを行い J. Am. Chem. Soc. 誌に投稿した。また、上海交通大学の Changshun 

Wang 教授が、UVSOR による XeF2ガスを用いた放射光エッチング実験において基礎データ

を採取し、結果を J-Synchrotron Radiation に投稿した。「バッキーボウルに関する合成・物性

研究」において、分子科学研究所の櫻井英博准教授は、成功大学において合同討論会を開

催し、新たな具体的な標的分子として、日本側が有するホモキラル体合成、台湾側の有す

るコラヌレン合成の双方のノウハウを生かした、新物質のデザインに至った。そこで、３

月に日本側から大学院生（小野木覚）を台湾に２１日間派遣し、原料合成を行った。「自己

組織化金属錯体触媒の開発」において、分子科学研究所の魚住泰広教授は、上海有機化学

研究所  Kuiling Ding 教授と共同編集をつとめた成書「 Handbook of Asymmetric 

Heterogeneous Catalysis」を Wiley-VCH 社（ドイツ）より出版した。 

光分子科学分野では、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 教授が共同で進める「特異なナノ分子システムのナノ光学」に関する研究において、実

際に中国側で作成した試料を日本側に持ち込み近接場光学測定を試みたが、まだ解析に耐

えるデータを得るには至っておらず、継続して試料作成と測定を分担して行っている。ま
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た日本側では新規近接場測定法の具体的なデザインを開始した。また、分子科学研究所の

大島康裕教授と台湾の原子分子科学研究所の Yen-Chu Hsu 博士が共同で進めている「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」においては、アセチレン分子の電

子励起状態における振動構造に関して共同で解析を進めた結果を、論文として発表した。 

理論分子科学分野では、分子科学研究所の信定克幸准教授と国立台湾大学の林倫年研究

員が共同で進める「ナノ構造体における光学応答理論」に関する研究において、ナノ構造

体の光学応答及び凝縮系ダイナミクスに関する有用な情報交換を行うことができた。特に、

近接場光応答の基礎理論の構築に関する知見が得られたと同時に、新たな研究課題を見出

すことができた。 

 
７－３ 若手研究者養成 

当アジアコアプログラムは、分子科学の「物質・光・理論」分野において、アジアの中

心研究機関における共同研究・国際交流を活発にし、分子科学分野でのネットワークの構

築および将来において分子科学の一大潮流を起こすことのできる若手研究者を養成するこ

とを重要なミッションとしている。この目的に向けて、平成１８、１９年度に「物質・光・

理論フロンティア—冬の学校」が中国科学院化学研究所および分子科学研究所にて開催され、

参加した若手研究者から大変な好評を博した。この大きな成果を継承・発展するために、

本年度も当プログラムの重要な事業の１つとして「冬の学校」を開催した。 
今回は、平成２１年１月１６日～ １９日に、台湾科学院・原子分子科学研究所にて開催

された。日本から２１名、韓国２２名、台湾６４名、 その他５名、計１１２名の研究者・

学生が参加し、全体講義、ポスター発表が行なわれた。加えて、適宜、研究所内見学が行

われた。全体講義では、拠点機関の講師の他に、米国、カナダからもゲストを招き、これ

ら一流の研究者による世界最先端の研究に関する講義が行われた。一方、ポスター発表は、

学生や若手研究者が自らの研究成果を発表する場として設けられた。 
本冬の学校は、世界トップクラスの研究者が基礎から最先端までの実際の研究を紹介す

ることで、次代を担う若手に「物質・光・理論」という広範な領域にわたる分子科学の現

状を伝え、将来の展望を可能とする契機となるものである。さらに、東アジア地域の若手

研究者に積極的に相互に交流する場を提供することで、若い世代が主体となる緊密な研究

ネットワークの構築をサポートするという観点からも大きな役割を果たしたといえる。 
 

７－４ 社会貢献 

 新世紀の新しい科学・技術においては随所で分子の役割が重要となるであろう。本研究

交流を通じて、分子科学の分野における３カ国と 1 地域の中心的研究機関の協力体制を構

築することにより、アジア地域のこの分野全体のネットワークのハブが形成され，新世紀

の科学・技術を支える一つの重要な基礎としての新しい分子科学の学術基盤が構築される

ことが期待される。一般社会への貢献という視点に立つと、分子科学は、ナノサイエンス、

バイオサイエンス、光科学、環境科学等の基礎をなす研究分野として、これらの応用分野

を通じて、長期的に人類の健康、幸福に貢献するであろう。本年度は、昨年度に引き続き



 9

このような目標に向かって、歩を進めることができたと考えている。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

 冬の学校に関しては， 前年度までと同様，今回も企画立案は執行部の研究者が行い，若

手参加者が自ら立案する機会は設けなかった。このような機会を設けることが，次世代の

若手研究者の育成の観点から重要であろう。 
 またこれも前年度に既に言及したことだが、事業の実施にあたり，マッチングファンド

方式の厳格な適用に対して，他の拠点からの不満も聞かれる。旅費・滞在費の支給の方法

については，事業（共同研究，セミナー）の種類によっても適切な方法が異なる場合もあ

り，柔軟な対応が可能となることが望まれる。また日本以外の拠点では，本事業への財源

が自動的に確保されている状況とは限らず，年度ごとに事業を継続するための予算申請の

努力を行っていると聞く。このような状況で，全体会議やスクールの開催国になると，経

済的・人的負担が大きい。 
 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２０年度論文総数    ５本 

   うち、相手国参加研究者との共著  ２本 

   うち、本事業が JSPS の出資によることが明記されているもの   ５本 

（※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入して下さい。） 

 
 
８．平成２０年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 

 物質・光・理論分子科学の各分野において研究交流を活発に展開した。 

（１） 物質分子科学 

 分子科学研究所の江東林准教授と中国科学院化学研究所の Deqing Zhang 教授は、清

華大学（中国）の Xi Zhang 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継続して推進した。平成２０年度は、拡張

π電子系を組み込んだ新規な型金属錯体を合成し、π共役系配位子間のπ—πスタック

により金属錯体を低次元に並べた新しい集積化金属錯体を構築し、超分子相互作用によ

り誘起された物性・機能の探索を目指した。清華大学 Xi Zhang 教授グループの一分子

観察との異分野の共同研究により世界で初めて、配位結合の力を測ることに成功した。

現在、論文投稿準備中である。 
 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、「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

共同研究を継続して推進した。平成２０年度は、台湾 Academia Sinica にて K.-H. Khoo
博士が主催する研究発表会に参加すると同時に、S.-Y. Yu らと糖鎖の質量解析について
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議論し、有益な情報交換を行うことができた。さらに韓国では H. H. Kim 博士、J. I. Kim
博士らと共同研究打合せを行い、糖ペプチドの相互作用解析や安定同位体標識ペプチド

の合成について重要な知見を得た。また Chung-Ang 大学にて共同研究の現状と今後の

展開に関する討議を行うなど、アジアの幅広い研究分野間での学術的・教育的交流を進

めることができた。 
 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 Changshun Wang 教授と共に、

先端ナノバイオエレクトロニクスについての共同研究を継続して推進した。平成２０年

度は、(1)河南大学 Yanli Mao 准教授との共同研究成果について、８月１９日～８月２３

日の期間招聘し追加実験や論文のまとめを行なった。J. Am. Chem. Soc. 誌に投稿した。

（2）上海交通大学より、Wang Changshun 教授が、UVSOR による XeF2ガスを用いた放

射光エッチング実験をおこなった。基礎データを採取し、結果を J-Synchrotron Radiation
に投稿中である。また、宇理須恒雄、豊田朋範が上海交通大学の Changshun Wan 教授を

訪問し、微細加工実験の今後のすすめかた、および、この加工技術研究のあらたな展開

として、神経細胞と SiMOS トランジスタ素子製作への応用の共同研究の進め方につい

てうちあわせた。また、本共同研究が Si バイオ素子に発展したことから、上海に近い

南京において関連研究を進めている、東南大学(Ning Gu 教授)および南京大学（Guohua 

Zhou 教授）を訪問し、関連研究の状況、今後の共同研究の可能性を調査した。 
 分子科学研究所の櫻井英博准教授と国立 Cheng-Kung 大学 （台湾）の Yao-Ting Wu
准教授は、「バッキーボウルの合成と物性」に関する共同研究を継続して推進した。平

成２０年度は、１０月にこれまでの実績に関する成果について、中国鎮江で開催された

18th International Symposium on Fine Chemistry and Functional Polymers and 4th IUPAC 

International Symposium on Novel Materials and their Synthesisにおいて研究発表を行った。

１月には、成功大学において合同討論会を開催し、新たな具体的な標的分子として、日

本側が有するホモキラル体合成、台湾側の有するコラヌレン合成の双方のノウハウを生

かした、新物質のデザインに至った。そこで、３月に日本側から大学院生（小野木覚）

を台湾に２１日間派遣し、原料合成を行った。また平成２１年度には、標的分子の合成

が完了し、物性測定を開始することを予定しており、その共同研究相手先等についての

情報交換も行った。 
 分子科学研究所の魚住泰広教授と上海有機化学研究所の Kuiling Ding 教授は、「自己

組織化金属錯体触媒の開発」に関する共同実験を継続して推進した。平成２０年度は、

９月に、魚住および上海有機化学研究所 Kuiling Ding 教授と共同編集をつとめた成書

「Handbook of Asymmetric Heterogeneous Catalysis」が Wiley-VCH 社（ドイツ）より出

版された。また１０月に櫻井英博准教授が上海有機化学研究所を訪問し、Ding 教授と

水中での自己組織化金属触媒開発に関する意見交換を行った。さらに１１月に、山田陽

一博士（前分子研助手，現・理化学研究所）および渡部敏裕院生（総研大博士課程）が

上海有機化学研究所 Ding 教授の研究グループを訪問し、Ding 教授が開発した遷移金

属ー配位子の自己組織化による不溶性触媒コンポジット調製の手法、ノウハウを実際の
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実験操作を体験することで学んだ。 
 

（２） 光分子科学 

 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継続して推進した。平成２０年

度は、実際に中国側で作成した試料を日本側に持ち込み近接場光学測定を試みたが、ま

だ解析に耐えるデータを得るには至っておらず、継続して試料作成と測定を分担して行

っている。また日本側では新規近接場測定法の具体的なデザインを開始した。 

 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研究員は、「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

共同研究を継続して推進した。平成２０年度は、日本側研究者１名が台湾原子分子科学

研究所(IAMS)を訪問し、台湾側研究代表者であるHsu研究員のグループと共同で、当研

究所に設置された超高分解能レーザーを用いて２硫化イオウ分子の電子遷移観測を試

みた。また、日本側研究代表者である大島がIAMSを訪問し、当研究所のレーザー工学

ならびに反応動力学関連の研究者と意見交換を行った。さらに、アセチレン分子の電子

励起状態における振動構造に関して共同で解析を進めた結果を、論文として発表した。 

 

（３） 理論分子科学 

 分子科学研究所の信定克幸准教授と国立台湾大学の林倫年研究員は、「ナノ構造体に

おける光学応答理論」に関する共同研究を新たに開始した。平成２０年度は、１２月４

日～６日の３日間、国立台湾大学において、日本側から信定克幸、谷村吉隆、加藤毅、

安池智一の４名と台湾側から林の計５名で集中的に議論を行った。滞在中は、各人２時

間以上の講演とそれに伴う質疑応答を継続的に行った結果、ナノ構造体の光学応答及び

凝縮系ダイナミクスに関する有用な情報交換を行うことができた。特に、近接場光応答

の基礎理論の構築に関する知見が得られたと同時に、新たな研究課題を見出すことがで

きた。 
 

 

８－２ セミナー 

 分子科学研究所の桑島邦博教授と韓国高等科学院（KIAS）のJooyoung LEE教授、韓

国科学技術院（KAIST）のHawoong JEONG教授は、平成２１年２月に韓国高等科学院

において、「韓日生体分子科学セミナー—実験とシミュレーション」を開催した。本研

究会は、蛋白質を始めとする生体分子の構造形成と機能発現の分子機構に関する研究の

基盤となる生体分子の物理化学分野における日韓の研究交流を深めることを目的とし

て行われた。 

 分子科学研究所の江東林准教授と立命館大学の前田大光准教授は、中国科学院化学研

究所のDeqing Zhang教授およびZhishan Bo教授とともに、平成２０年１２月２０日～２
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１日に化学研究所において、「中日機能性超分子構築シンポジウム」を開催した。本シ

ンポジウムは、両国の機能性超分子分野で活躍する第一線の若手研究者を一同に集め、

集中的に議論する機会を提供することで、最前線の研究成果を報告するとともに、相互

理解を深めることを目的として行われた。このようなシンポジウムを通じて、当分野の

若手ネットワークの構築を目指した。 

 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、平成

２１年２月４日～７日に分子科学研究所において、「ナノケミカルバイオロジーアジア

コアシンポジウム」を開催した。本シンポジウムは、平成１９年度、本事業の一環とし

て北京中国科学院化学研究所において開催した China-Japan Symposium of 
Nano-Chemical Biology を、台湾、韓国まで広げてアジアのコアとなる国の間で開催する

会議として位置づけて開催された。近年発展の著しいナノケミカルバイオロジーの分野

の若手研究者を中心に集まり、最先端の研究内容を討論し当該分野のアジアにおける研

究水準の一層の向上を目指す他、研究者間の交流を通じて相互理解を深めることを目的

として行われた。 

 平成１８、１９年度に引き続き、第３回JSPSアジアコアプログラム「物質・光・理論

分子科学のフロンティア」冬の学校を、平成２１年１月１６日～１９日に台湾科学院・

原子分子科学研究所において開催した。本学校では、韓国・台湾ならび日本の３拠点機

関のスタッフが、多数の講義において講師を務めた。また、米国・カナダ･台湾から招

聘した研究者は、基調講演の講師として最先端の研究動向を紹介した。十分な基本事項

の説明を含んだ講義が行われ、参加学生・若手研究者に、多様な分野をカバーする分子

科学の現状に関して広い見識を与えることができ、今後の研究遂行上、極めて有益なイ

ンパクトを与えたと高く評価された。また、ポスターセッションを設けて若手研究者に

自ら研究成果を発表する場を与えたところ、極めて活発な質疑・意見交換が行なわれた。

本セミナーでの交流は、若い世代による研究交流ネットワーク構築へと繋がるものと期

待される。 

 分子科学研究所の魚住泰広教授と大阪府立大学の柳日馨教授は、韓国科学技術院

（KAIST）のSunggak Kim教授、SukboK Chang教授、およびHee Yoon Lee教授とともに、

平成２０年１１月３日～４日に韓国科学技術院において、「次世代触媒創製を目指した

機能物質シンポジウム」を開催した。本シンポジウムは、ナノ材料、超分子材料、高分

子物質などの機能性物質の創製と新機能開発に関して、特に新規な、高度な触媒機能を

示す次世代型物質創製の基礎研究に焦点を当て相互の情報交換と討論をする場として

本シンポジウムは開催された。 

 分子科学研究所の魚住泰広教授と京都大学の杉野目道紀教授は、北京大学および化学

研究所のJianbo Wang教授およびQinhua Fan教授とともに、平成２０年１０月１０日～

１１日に北京大学および化学研究所において、「元素の特性に基づいた分子機能に関す

る日中シンポジウム」を開催した。本会議は、元素の特性を活かしたナノ材料、超分子

材料、高分子物質などの次世代型機能物質創製の基礎研究に焦点をあてた相互の情報交
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換と討論をすることを目的として開催された。 

 この他、平成２１年３月に中国の化学研究所において、第３回年次会議を開催し、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予定であった

が、主催者である中国側の当事者の対応が遅れ、当方からも幾度も問い合わせたが連絡

がとれない時期が続き、詳細が決まらずにいたため、韓国と台湾からの参加が不可能と

なり、結果的に中国と日本の２国間の会議となってしまった。しかしながら今回の会議

では、中国側は 100 Talented Program に採用されている新進気鋭の教授、日本側も若手

准教授や助教が主たるメンバーとなっており、両者間で活発な学術的意見交換が行なわ

れた。今後、東アジアにおける次世代のネットワーク形成を推進する大きな契機となる

であろう。 
 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

平成２０年度の後半に、魚住泰広（分子科学研究所教授）に漢陽大学（Hanyang 

University，韓国ソウル市）との新たな共同研究の可能性が出てきたため、アジアコア

プロジェクトとして実施出来ないか検討するため、漢陽大学に出向く必要が出てきた。

そのため、魚住泰広がコーディネーターの了承を得て、２月１１日、漢陽大学を訪問し、

同大学化学科の韓 鎭旭（Han, Jin Wook）准教授（および他２名）と将来的な共同研究

の可能性について懇談した。韓准教授とは以前共同研究を遂行し学術論文を共著した経

緯があり（魚住、韓両名が京都大学にて共同研究）、互いの専門性や研究遂行能力は了

解しており、極めて実質的な今後の交流と共同研究の可能性ならびに方向性を議論する

ことができた。平成２１年度開始の共同研究として申請の運びとなった。 

また、魚住はかねてよりアジアコアプロジェクトの一環として、先端的な化学トピッ

クスに焦点をあてたセミナーを中国・韓国で開催してきた。平成２１年度計画において、

京都大学工学研究科の大江浩一教授より上海での触媒的有機合成化学を中心としたセ

ミナー開催の提案打診があり、一方開催地側の上海有機化学研究所 Ding 副所長からは

概ねでの開催受諾とともに討論主題を材料化学や生化学関連領域にまで拡張してはど

うかとの発展的提案を受けた。それを受け、プロジェクトに申請する予算案や渡航予算

範囲内で実施可能な討論主題および登壇者などを検討する必要が生じた。そこで２月２

５日には上述平成２１年度セミナー（於：上海）の共同提案者である大江浩一京都大学

教授と会合を持ち、日本からの講演者の人選、講演主題の絞り込み、発表の形式、など

について、その概略を再立案し、予定される参加者を平成２１年度アジアコア登録名簿

に追加するとともに、セミナー申請の運びとなった。 
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９．平成２０年度研究交流実績総人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

（単位：人／人日）         

          派遣先 

派遣元 
日本 中国 韓国 台湾  合計 

日本 
実施計画  54/232 37/155 41/199  132/586 

実績 47(3)/196 31(6)/115 38(1)/179  106/490 

中国 
実施計画 (13/108)  (0/0) (15/75)  (28/183)

実績 (3/26)    (3/26) 

韓国 
実施計画 (14/68) (5/20)  (10/50)  (29/138)

実績 (1/4)    (1/4) 

台湾 
実施計画 (7/27) (5/20) (0/0)   (12/47) 

実績 (2/7)    (2/7) 

 
実施計画       

実績      

合計 

実施計画 (34/203) 54/232 

(10/40) 

37/155 41/199 

(25/125) 

 132/586 

(69/368)

実績 (6/37) 44/196 

 

25/115 37/179  106/490 

(6/37) 

 

※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流した人数・人日数を記載してくだ

さい。（なお、記入の仕方の詳細については「記入上の注意」を参考にしてください。） 

※日本側予算によらない交流についても、カッコ書きで記入してください。（合計欄は（ ）

をのぞいた人・日数としてください。） 

 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

 38／175 （人／人日）   30／62  （人／人日） 
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１０．平成２０年度研究交流実績状況 
１０－１ 共同研究 

―研究課題ごとに作成してください。― 

整理番号 R－1 研究開始年度 平成１８年度 研究終了年度 平成２２年度 

研究課題名 （和文）特異なナノ分子システムのナノ光学 

（英文）Nano-optics of characteristic nano-molecular systems 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）岡本裕巳・分子科学研究所・教授 

（英文）Hiromi OKAMOTO, Institute for Molecular Science, Professor

相手国側代表者 

氏名・所属・職 
LIU, Minghua（刘鸣华），中国科学院化学研究所，教授 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相手

国予算による）につ

いても、カッコ書き

で記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

 

派遣元 

日本 中国  計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 実施計画  3/12  3/12 

実績 2/8  2/8 

中国 実施計画 (2/8)   (2/8) 

実績 (0/0)  (0/0) 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 (2/8) 3/12  3/12 (2/8)

実績 (0/0) 2/8  2/8 (0/0)

② 国内での交流       0 人／0人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

相補的な研究内容である、日本側（岡本）と中国側（Liu）の間の共同

研究として本課題を開始し、昨年度までに系の選択、新たなナノ構造の

作成、測定法の検討を行った。今年度は実際に中国側で作成した試料を

日本側に持ち込み近接場光学測定を試みたが、まだ解析に耐えるデータ

を得るには至っておらず、継続して試料作成と測定を分担して行ってい

る。また日本側では新規近接場測定法の具体的なデザインを開始した。

 

 

日本側参加者数  

４ 名 （１４－１ 日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

３ 名 （１４－２ 中国側参加研究者リストを参照） 

 



 16

 
整理番号 R－2 研究開始年度 平成１８年度 研究終了年度 平成２２年度 

研究課題名 （和文）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 

（英文）Construction of Functional Nanomaterials Based on π-Electronic 

Molecules 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）江 東林・分子科学研究所・准教授 

（英文）Donglin Jiang・IMS・Associate Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

中国・化学研究所・Deqing Zhang・教授 

中国・清華大学・Xi Zhang・教授・中国科学院院士 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相手

国予算による）につ

いても、カッコ書き

で記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

 

派遣元 

日本 中国  計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 実施計画  6/42  6/42 

実績 2/11  2/11 

中国 実施計画 （2/10）   （2/10） 

実績 (0/0)  (0/0) 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 （2/10） 6/42  6/42(2/10)

実績 (0/0) 2/11  2/11(0/0)

② 国内での交流     0 人／0人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

ナノサイズレベルでの高次な構造制御を通じて機能を発現させる手法

が新しいナノマテリアルを創出する上で重要なばかりか、ナノサイエン

ス・テクノロジーを切り開く要素の一つとして注目されている。本共同

研究では、拡張π電子系を組み込んだ新規な型金属錯体を合成し、π共

役系配位子間のπ—πスタックにより金属錯体を低次元に並べた新しい

集積化金属錯体を構築し、超分子相互作用により誘起された物性・機能

の探索を目指した。清華大学Xi Zhang教授グループの一分子観察との異

分野の共同研究により世界初に、配位結合の力を測ることに成功した。

論文投稿準備中である。 

日本側参加者数  

 8 名 （１４－１ 日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

 5 名 （１４－２ 中国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R－3 研究開始年度 平成１８年度 研究終了年度 平成２２年度 

研究課題名 （和文）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 

（英文）Ultra-high-field NMR spectral analyses of protein-peptide interactions 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）加藤晃一、分子科学研究所、教授 

（英文）Koichi Kato, Institute for Molecular Science, Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Byong-Seok Choi, Department of Chemistry, KAIST（韓国）, Professor 

Kay-Hooi Khoo, Institute of Biological Chemistry,Academia Sinica（台湾）, Research Fellow

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相手

国予算による）につ

いても、カッコ書き

で記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

 

派遣元 

日本 韓国 台湾 計 

（ 人 ／ 人

日） 
（人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 実施計画  7/35 2/14 9/49 

実績 3(3)/3 5/17 5/20 

韓国 実施計画 (12/60)  (0/0) (12/60) 

実績 (0/0) (0/0) (0/0) 

台湾 実施計画 (0/0) (0/0)  (0/0) 

実績 (0/0) (0/0) (0/0) 

合計 
実施計画 (12/60) 7/35(0/0) 2/14(0/0) 9/49(12/60)

実績 (0/0) 0/3(0/0) 5/17(0/0) 5/20(0/0) 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

本課題では、分野横断的な研究によってタンパク質・ペプチド・糖鎖の

構造・ダイナミクス・相互作用の解明を目指す。平成２０年度は台湾

Academia Sinica にて K.-H. Khoo 博士が主催する研究発表会に参加する

と同時に、S.-Y. Yu らと糖鎖の質量解析について議論し、有益な情報交

換を行うことができた。さらに韓国では H. H. Kim 博士、J. I. Kim 博

士らと共同研究打合せを行い、糖ペプチドの相互作用解析や安定同位体

標識ペプチドの合成について重要な知見を得た。また Chung-Ang 大学に

て共同研究の現状と今後の展開に関する討議を行うなど、アジアの幅広

い研究分野間での学術的・教育的交流を進めることができた。 

日本側参加者数  

８ 名 （１４－１ 日本側参加者リストを参照） 

韓国側参加者数 

１１ 名 （１４－３ 韓国側参加研究者リストを参照） 

台湾側参加者数 

２ 名 （１４－４ 台湾側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R－4 研究開始年度 平成１８年度 研究終了年度 平成２２年度

研究課題名 （和文）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 

（英文）Exploration on reaction dynamics by coherent laser spectroscopy 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）大島康裕・分子科学研究所・教授 

（英文）Yasuhiro Ohshima, Institute for Molecular Science, Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Yen-Chu Hsu・Institute of Atomic and Molecular Science (IAMS), Taiwan・

Research Fellow 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相手

国予算による）につ

いても、カッコ書き

で記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

 

派遣元 

日本 台湾  計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 実施計画 4/20  4/20 

実績 2/7  2/7 

台湾 実施計画 (2/6)   (2/6) 

実績 (0/0)  (0/0) 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 (2/6) 4/20  4/20 (2/6)

実績 (0/0) 2/7  2/7 (0/0)

② 国内での交流        0 人／0人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

日本側研究者１名が台湾原子分子科学研究所(IAMS)を訪問し、台湾側研

究代表者である Hsu 研究員のグループと共同で、当研究所に設置された

超高分解能レーザーを用いて２硫化イオウ分子の電子遷移観測を試み

た。また、日本側研究代表者である大島が IAMS を訪問し、当研究所の

レーザー工学ならびに反応動力学関連の研究者と意見交換を行った。さ

らに、アセチレン分子の電子励起状態における振動構造に関して共同で

解析を進めた結果を、論文として発表した。 

日本側参加者数  

８ 名 （１４－１ 日本側参加者リストを参照） 

台湾側参加者数 

５ 名 （１４－４ 台湾側参加研究者リストを参照） 

（    ）国（地域）側参加者数 

 名 （１４－３（   ）国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R－5 研究開始年度 平成１８年度 研究終了年度 平成２２年度 

研究課題名 （和文）先端ナノバイオエレクトロニクスの研究 

（英文）Study of Advanced Nanobioelectronics 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）宇理須恒雄・分子科学研究所・教授 

（英文）Urisu Tsuneo・Institute for Molecular Science・Professor

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

ワン リージュン(Wan Li-Jun)・Chinese Academy of Science, Institute 

of Chemistry・Director and Professor 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相手

国予算による）につ

いても、カッコ書き

で記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

 

派遣元 

日本 中国  計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 

 

実施計画  2/6  2/6 

実績 2/6  2/6 

中国 実施計画 (2/60）   (2/60) 

実績 (2/23)  (2/23) 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 (2/60) 2/6  2/6（2/60）

実績 (2/23) 2/6  2/6(2/23)

② 国内での交流        0 人／0人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

（1）河南大学 Yanli Mao 准教授との共同研究成果について、８月１９

日～８月２３日の期間招聘し追加実験や論文のまとめを行なった。

Biomaterils 誌に投稿した。 

（2）上海交通大学より、Wang Changshun 教授が、UVSOR による XeF2ガ

スを用いた放射光エッチング実験をおこなった。基礎データを採取し、

結果を J-Synchrotron Radiation に投稿中である。 

また、宇理須恒雄、豊田朋範が上海交通大学の Changshun Wan 教授を訪

問し、微細加工実験の今後のすすめかた、および、この加工技術研究の

あらたな展開として、神経細胞と SiMOS トランジスタ素子製作への応用

の共同研究の進め方についてうちあわせた。また、本共同研究が Si バ

イオ素子に発展したことから、上海に近い南京において関連研究を進め

ている、東南大学(Ning Gu 教授)および南京大学（Guohua Zhou 教授）

を訪問し、関連研究の状況、今後の共同研究の可能性を調査した。 

日本側参加者数  

３ 名 （１４－１ 日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

６ 名 （１４－２  中国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R－6 研究開始年度 平成１９年度 研究終了年度 平成２２年度 

研究課題名 （和文）バッキーボウルに関する合成・物性研究 

（英文）Synthesis and Physical Properties of Buckybowls 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）櫻井英博・分子科学研究所・准教授 

（ 英 文 ） SAKURAI, Hidehiro ･ Institute for Molecular Science ･

Associate Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Wu, Yao-Ting, Dept. of Chemistry, National Cheng-Kung University 

(Taiwan), Associate Professor 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相手

国予算による）につ

いても、カッコ書き

で記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

 

派遣元 

日本 中国 台湾 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 実施計画  0/0 5/20 5/20 

実績 1/3 6/41 7/44 

台湾 実施計画 (1/5）   (1/5） 

実績 (0/0)  (0/0) 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 (1/5） 0/0 5/20 5/20（1/5）

実績 (0/0) 1/3 6/41 7/44（0/0）

② 国内での交流       4 人／8人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

１０月にこれまでの実績に関する成果について、中国鎮江で開催された

18th International Symposium on Fine Chemistry and Functional 

Polymers and 4th IUPAC International Symposium on Novel Materials 

and their Synthesis において研究発表を行った。１月には、成功大学

において合同討論会を開催し、新たな具体的な標的分子として、日本側

が有するホモキラル体合成、台湾側の有するコラヌレン合成の双方のノ

ウハウを生かした、新物質のデザインに至った。そこで、３月に日本側

から大学院生（小野木覚）を台湾に２１日間派遣し、原料合成を行った。

平成２１年度には、標的分子の合成が完了し、物性測定を開始すること

を予定しており、その共同研究相手先等についての情報交換も行った。

日本側参加者数  

５ 名 （１４－１ 日本側参加者リストを参照） 

台湾側参加者数 

１ 名 （１４－４ 台湾側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R－7 研究開始年度 平成１９年度 研究終了年度 平成２１年度 

研究課題名 （和文）自己組織化金属錯体触媒の開発 

（英文）Development of self-organized metal complex catalysts 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）魚住 泰広・分子科学研究所・教授 

（英文）Yasuhiro Uozumi, Institute for Molecular Science, Professor

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Prof. Kuiling Ding, Vice-diretor of Shanghai Institute of Organic 

Chemistry 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相手

国予算による）につ

いても、カッコ書き

で記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

 

派遣元 

日本 中国  計 

（ 人 ／ 人

日） 
（人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 実施計画  3/12  3/12 

実績 3/15  3/15 

 中国 実施計画 (2/10)   (2/10) 

実績 (0/0)  (0/0) 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 (2/10) 3/12  3/12(2/10)

実績 (0/0) 3/15  3/15(0/0)

② 国内での交流       0 人／0人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

平成２０年９月に、魚住および上海有機化学研究所 Kuiling Ding 教授

と共同編集をつとめた成書「Handbook of Asymmetric Heterogeneous 

Catalysis」が Wiley-VCH社（ドイツ）より出版された。また１０月に

櫻井英博准教授が上海有機化学研究所を訪問し、Ding教授と水中での自

己組織化金属触媒開発に関する意見交換を行った。さらに１１月に、山

田陽一博士（前分子研助手，現・理化学研究所）および渡部敏裕院生（総

研大博士課程）が上海有機化学研究所Ding 教授の研究グループを訪問

し、Ding 教授が開発した遷移金属ー配位子の自己組織化による不溶性

触媒コンポジット調製の手法、ノウハウを実際の実験操作を体験するこ

とで学んだ。現在、これらの知見は不斉触媒のマイクロフロー系反応デ

バイスへの組み込みに大いにヒントを与えるものであり、来年度以降具

体的にマイクロ反応デバイス創製に取り組む。 

日本側参加者数  

４ 名 （１４－１ 日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

２ 名 （１４－２ 中国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R－8 研究開始年度 平成２０年度 研究終了年度 平成２２年度 

研究課題名 （和文）ナノ構造体における光学応答理論 

（英文）Optical Response Theory for Nanostructures 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）信定克幸・分子科学研究所・准教授 

（英文）Katsuyuki Nobusada, Institute for Molecular Science, 

Associate Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

林倫年(Michitoshi Hayashi), 国立台湾大学, 研究員 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相手

国予算による）につ

いても、カッコ書き

で記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

 

派遣元 

日本 台湾  計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 実施計画  5/20  5/20 

実績 4/12  4/12 

台湾 実施計画 (2/8)   (2/8) 

実績 (0/0)  (0/0) 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 (2/8) 5/20  5/20(2/8)

実績 (0/0) 4/12  4/12(0/0)

② 国内での交流       0 人／0人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

平成２０年１２月４日～６日の３日間、国立台湾大学において、日本

側から信定克幸、谷村吉隆、加藤毅、安池智一の４名と台湾側から林の

計５名で集中的に議論を行った。滞在中は、各人２時間以上の講演とそ

れに伴う質疑応答を継続的に行った結果、ナノ構造体の光学応答及び凝

縮系ダイナミクスに関する有用な情報交換を行うことができた。特に、

近接場光応答の基礎理論の構築に関する知見が得られたと同時に、新た

な研究課題を見出すことができた。 

日本側参加者数  

５ 名 （１４－１ 日本側参加者リストを参照） 

台湾側参加者数 

１ 名 （１４－４ 台湾側参加研究者リストを参照） 

 
 



 23

１０－２ セミナー 

―実施したセミナーごとに作成してください。－ 
整理番号 S－１ 
セミナー名 （和文）韓日生体分子科学セミナー—実験とシミュレーション 

（英文）Korea-Japan Seminars on Biomolecular Sciences–Experiments and Simulations

開催時期 平成２１年 ２月２７日 ～ 平成２１年 ３月１日（３日間）

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）大韓民国、ソウル市、KIAS キャンパス 

（英文）KIAS Campus, Seoul, KOREA 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）桑島邦博・分子科学研究所・教授 

（英文）Kunihiro KUWAJIMA, Institute for Molecular Science, 

Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

Jooyoung LEE, KIAS (Korea Institute for Advanced Study), 

Professor 

Hawoong JEONG, KAIST (Korea Advanced Institute of Science and 

Technology), Assistant Professor 

参加者数 ① アジア研究教育拠点事業の経費を受けて参加した人数・人日数 

（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 
計 

日本側参加者  １５/５９ （ / ）人/人日 １５/５９

（ / ）

 人/人日

（ ）国（地域）側参加者         /     （ / ）人/人日 

（ ）国（地域）側参加者         /     （ / ）人/人日 

②本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者             ３人 

１９人

韓国側参加者            １５人 

米国側参加者             １人 

①と②の合計人数       ３４人 

セミナー開催の目的  蛋白質を始めとする生体分子の構造形成と機能発現の分子機構

に関する研究は、ポスト・ゲノムの重要な研究として位置づけられ

る。特に、バイオインフォマティクスやシステム生物学などの情報

科学を基盤とした新しい研究分野が大きく進展しつつある中で、生

体分子の物理化学を基盤とした研究の重要性が今後ますます高ま

って行くと期待される。このような研究を担って行くのは分子科学

者、生物物理学者、生化学者などであり、日本の分子科学研究所、

韓国の KIAS と KAIST では、このような生体分子の物理化学に関

する研究も盛んである。そこで、これらの研究所が中心となって日

韓の共同セミナーを開催し、両国間のこの分野の研究交流を深め

る。 
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セミナーの成果  日本と韓国は距離的にも近く、共同研究や共同セミナーなどを通

した研究交流を進めることが今後の研究の発展や次世代を担う若

手研究者の育成にとって大変有益である。しかし、蛋白質科学など

の生体分子科学の分野における日韓の共同セミナーは、申請者の知

る限り、今まで開かれたことがなかった。日本では、平成１２年に

日本蛋白質科学会が設立され、蛋白質を始めとする生体分子の物理

化学に関する研究が活発化している。また、韓国においても、ＫＩ

ＡＳのグループが中心となって、Korean Protein Society が設立さ

れようとしており、蛋白質などの生体分子科学をより一層推進しよ

うとする機運がある。そこで、今回、「韓日生体分子科学セミナー

—実験とシミュレーション」を韓国で開催したことにより、両国の

この分野における研究交流を深め、研究の発展と若手研究者育成に

役立てることができた。今後、このセミナーを継続して開催する予

定であり、平成２１年１２月２２日～２３日に、名古屋またはその

近辺において、第２回の「日韓生体分子科学セミナー—実験とシミ

ュレーション」を開催することが決められた。 

セミナーの運営組織 分子科学研究所、KIAS、KAIST 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 日本側参加者旅費（交通費･日当･宿泊料） 
金額 1,737,330 円

韓国側 
 

内容 会場費、ポスター作成費、予稿集作成費、韓国側参加者

旅費  
金額 約 7,000,000 韓国ウォン
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整理番号 S－2 

セミナー名 （和文）中日機能性超分子構築シンポジウム 
（英文）China-Japan Joint Symposium on Functional Supramolecular Architectures 

開催時期 平成２０年１２月２０日 ～ 平成２０年１２月２１日（２日間）

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）中国・北京・化学研究所 
（英文）China/Beijing/Institute of Chemistry 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）江東林・分子研・准教授/前田大光・立命館大学・准教授

（英文）Donglin Jiang, IMS, Associate Professor/Hiromitsu 
Maeda, Ritsumeikan Univeristy, Associate Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

Deqing Zhang, Institute of Chemistry, Professor/ Zhishan Bo, Institute 

of Chemistry, Professor 

参加者数 ② アジア研究教育拠点事業の経費を受けて参加した人数・人日数 

（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 
計 

日本側参加者   １９/７２（ / ）人/人日 １９/７２

（ / ）

 人/人日

（ ）国（地域）側参加者          （ / ）人/人日 

（ ）国（地域）側参加者           （ / ）人/人日 

②本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者              人 

３２人

中国側参加者           ３２ 人 

（ ）国（地域）側参加者              人 

①と②の合計人数      ５１ 人 

セミナー開催の目的  決まったプロトコルに従って分子が自己組織化し、望み通りの構

造や機能を作り出すことがナノテクノロジーの究極な目標の一つ

である。自己組織化は様々な機能性ユニットを一同に集積化するこ

とができ、物質変換をはじめ、エネルギー伝達・変換、スイッチン

グなど様々な働きを有し、次世代ナノテクノロジーの根幹をなすと

考えられている。本シンポジウムでは、両国の機能性超分子分野で

活躍されている第一線の若手研究者を一堂に集め、集中的に議論す

る機会を提供することで、最前線の研究成果を報告するとともに、

相互理解を深めることを目的とする。このようなシンポジウムを通

じて、当分野の若手ネットワークの構築を目指す。 
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セミナーの成果  本シンポジウムでは、機能性分子の自己組織化を中心テーマに、

小さな共役分子から巨大拡張共役ポリマーや生体分子まで幅広い

π—分子群をカバーする口頭講演とポスター発表が実施された。Ｊ

ＳＰＳアジアコアプログラムの支援のもと、分子科学研究所に加

え、東京大学、京都大学、名古屋大学、大阪大学、九州大学、立命

館大学等の研究機関から第一線で活躍されている１２名の研究者

に参加していただいた。また、若手研究者として博士課程学生や博

士研究員計７名が参加し、ポスター発表を行った。中国側では、中

国科学院化学研究所の他に、北京大学、清華大学、吉林大学、中国

科学院上海有機化学研究所などの重要研究機関からも講演者が招

待され、日中併せて計２７件の招待講演を行った。 

 口頭講演で発表された研究は、世界トップレベルの極めてプライ

オリティの高い成果ばかりで、当分野における日中両国研究の先端

性が示された。研究内容は異分野を横断するものが多く、化学研究

所及び関連大学から多数の大学院学生や博士研究員も参加し、長時

間にわたって熱心に質疑・議論を行うことができた。この意味にお

いて、本シンポジウムは当分野の日中間の若手研究者のネットワー

クの形成・構築に貢献できたと言える。すでに、数件の共同研究の

意向も示され、それらを展開することにより繋がりがより確実なも

のになると期待できる。日中両側の出席者から「非常にいい経験だ

った・来年度もこのシンポジウムを是非続けてほしい」との評価を

受けており、また、次回はぜひ日本で開催してほしいとの要望があ

り、当領域における日中若手ネットワークの構築に大きな一歩を前

進した。 

セミナーの運営組織 日本側実行委員長：江 東林/前田大光 
中国側実行委員長：Deqing Zhang/Zhishan Bo 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容  日本側参加者旅費（交通費･日当･宿泊料） 
金額  2,608,255 円

中国側 内容  中国側参加者旅費 冊子 会議費等    
金額   約 30,000 中国人民元
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整理番号 S－3 
セミナー名 （和文）ナノケミカルバイオロジーアジアコアシンポジウム 

（英文）Asian core symposium on nano-chemical biology 
開催時期 平成２１年 ２月 ４日 ～ 平成２１年 ２月 ７日（４日間）

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本、岡崎市、岡崎コンファレンスセンター 
（英文）Japan, Okazaki, Okazaki Conference Center 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）宇理須 恒雄･分子科学研究所･教授 
（英文 Urisu Tsuneo･Institute for Molecular Science･Professor

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

Wan Li-Jun･ICCAS･Director, Professor 

 

参加者数 ③ アジア研究教育拠点事業の経費を受けて参加した人数・人日数 

（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 
計 

日本側参加者  １６ / ４３ （ / ）人/人日 １６/４３

（ / ）

 人/人日

中国側参加者                 （ / ）人/人日 

韓国側参加者                 （ / ）人/人日 

台湾側参加者                 （ / ）人/人日 

②本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者         ４６   人 

５５人  

中国側参加者          ２   人 

韓国側参加者          ２   人 

台湾側参加者          ２   人 

インド側参加者          １   人 

アメリカ側参加者          １   人 

スイス側参加者          １   人 

①と②の合計人数       ７１人 
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セミナー開催の目的  本シンポジウムは平成 19 年度、本事業の一環として北京中国科学

院化学研究所に置いて開催した、China-Japan Symposium of 
Nano-Chemical Biology を、台湾、韓国まで広げてアジアのコアと

なる国の間で開催する会議として位置づけて開催するものである。

近年発展の著しいナノケミカルバイオロジーの分野の若手研究者

を中心に集まり、最先端の研究内容を討論し当該分野のアジアにお

ける研究水準の一層の向上を目指す他、研究者間の交流を通じて相

互理解を深める。 

セミナーの成果  今回は日本ナノメデイシン交流協会と京都大学ナノメデイシン

教育拠点が開催する、第二回ナノメデイシン国際シンポジウムの分

科会セッションとして、Asian core symposium on nano-chemical 
biology を開催した。本セッションは主として、脳神経系のナノメ

デイシンをあつかった。会議参加者数は、日本ナノメデイシン側の

参加者を含め７１名であった。 
 西道隆臣博士（理化学研究所）、富山貴美博士（大阪市立大）な

ど世界を代表するアルツハイマー研究者をまじえ、脳神経科学およ

びアルツハイマーを中心とする神経変性疾患について，討論をする

ことができた。 
 将来を担う若手研究者が活発に交流することによりお互いに刺

激をしあい、活性化に役立ったと考えられる。特に、日本の当該分

野の優秀な若手研究者に、アジア、特に中国、韓国、台湾の当該分

野の急速な発展ぶりと、当地の若手研究者の活躍ぶりを直接に見、

肌で感ずることにより、みずからの責務の重要性を自覚する機会と

なった。 
 また、ナノメデイシン国際シンポジウムとの連携は、アジアコア

参加者の交流の輪と視野を広げるうえで、大変有効であった。 

セミナーの運営組織 Wan Li-Jun･ICCAS･Director, Professor 

宇理須恒雄･分子科学研究所教授 

荻野俊郎･横浜国立大学教授 
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開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 日本側参加者旅費（交通費･日当･宿泊料）、懇親会費 
 金額         806,880 円

中国側 内容 中国側参加者旅費 
金額    約 10,000 中国人民元

韓国側 内容 韓国側参加者旅費 
金額  約 2,000,000 韓国ウォン

台湾側 内容 台湾側参加者旅費 
    金額     約 61,000 台湾ドル
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整理番号 S－4 

セミナー名 （和文）第３回 JSPS アジアコアプログラム「物質・光・理論分子
科学のフロンティア」冬の学校 
（英文）The 3nd Winter School of JSPS Asian CORE Program for 
Frontiers of Materials, Photo-, and Theoretical Molecular 
Sciences 

開催時期 平成２１年１月１６日 ～ 平成２１年１月１９日（４日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）台湾・台北市・台湾科学院・原子分子科学研究所 

（英文）Taiwan, Taipei, Academia Sinica, IAMS 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）大島康裕・分子科学研究所・教授 

（英文）Yasuhiro OHSHIMA, Institute for Molecular Science, 

Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

Ching-Ming Wei, Institute of Atomic and Molecular Sciences 

(IAMS), Taiwan, Research Fellow 

参加者数 ④ アジア研究教育拠点事業の経費を受けて参加した人数・人日数 

（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 
計 

日本側参加者   ２１/１０２ / ）人/人日 ２１/１０２

（ /  ） 

 人/人日

台湾側参加者         /      （ / ）人/人日 

（ ）国（地域）側参加者         /      （ / ）人/人日 

②本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者            ０人 

９１人

台湾側参加者           ６４人 

韓国側参加者           ２２人 

他 参加者            ５人 

①と②の合計人数   １１２人

セミナー開催の目的 
分子科学の今後の発展を担う人材を東アジア地域から多数輩出

するために、若手研究者や学生を対象として「光・物質・理論」と

いう３重点分野に関して集中的な講義を行い、研究の推進に不可欠

な基盤事項や最先端の研究動向についての深い理解を涵養するこ

とを目的とする。また、各自の研究成果発表や、セッションの立案

や運営への積極的な参加を通じて、コミュニケーション能力や研究

企画能力の主体的な開発を促すとともに、若い世代による東アジア

全体を通じたネットワークの形成へとつなげる。 
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セミナーの成果 
本セミナーでは、韓国・台湾ならび日本の 3 拠点機関のスタッフ

が、多数の講義において講師を務めた。また、米国・カナダ･台湾

から招聘した研究者は、基調講演の講師として最先端の研究動向を

紹介頂いた。十分な基本事項の説明を含んだ講義が行われ、参加学

生・若手研究者に、多様な分野をカバーする分子科学の現状に関し

て広い見識を与えることができ、今後の研究遂行上、極めて有益な

インパクトを与えたと高く評価された。特に、環境やエネルギー問

題と分子科学の関わりについて丁寧かつ詳細な議論が行なわれ、多

くの若手参加者が真摯に聴講しているのが印象的であった。また、

ポスターセッションを設けて若手研究者に自ら研究成果を発表す

る場を与えたところ、極めて活発な質疑・意見交換が行なわれた。

本セミナーでの交流は、若い世代による研究交流ネットワーク構築

へと繋がるものと期待される。 

セミナーの運営組織 Ching-Ming Wei (IAMS, Taiwan, Research Fellow) 

大島康裕（分子科学研究所 教授） 

Cheol Ho Choi (KASIT, Korea) 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 日本側参加者旅費（交通費･日当･宿泊料）他 
金額 2,554,670 円

韓国側 内容 韓国側参加者旅費 
 金額 約 18,000,000 韓国ウォン

台湾側 内容 台湾側参加者旅費 会議費、要旨集代、 
招待講演者旅費他 

金額      約 847,804 台湾ドル
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整理番号 S－5 

セミナー名 （和文）次世代触媒創製を目指した機能物質シンポジウム 

（英文）Korea-Japan Joint Symposium on Functional Materials 

toward Future Catalysts; Chemistry Showcase 

開催時期 平成２０年１１月３日 ～ 平成２０年１１月４日（２日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）韓国科学技術院 

（英文）Korea Advanced Institute of Science and Technology

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）柳日馨･大阪府立大学･教授 

魚住泰広分子科学研究所教授 

（英文）Ilhyong Ryu, Osaka Prefecture Univ., Prof., 

        Yasuhiro Uozumi, Institute for Molecular Science, 

Prof. 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

Sunggak Kim, Sukbok Chang, Hee Yoon Lee 

Korea Advanced Institute of Science and Technology, Professor

参加者数 ⑤ アジア研究教育拠点事業の経費を受けて参加した人数・人日数 

（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 
計 

日本側参加者   １２/５１（ / ）人/人日 １２/５１

（ / ）

 人/人日

韓国側参加者         /    （ / ）人/人日 

（ ）国（地域）側参加者         /    （ / ）人/人日 

②本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者              人 

３２人

韓国側参加者           ３２ 人 

（ ）国（地域）側参加者              人 

①と②の合計人数     ４４  人 

セミナー開催の目的 分子科学研究所、KAISTは両国を代表する化学物質開発研究の拠点

として、多くの新機能物質の創製に関する実績、ノウハウ、知見を

有している。ナノ材料、超分子材料、高分子物質などの機能性物質

の創製と新機能開発に関して、特に新規な、高度な触媒機能を示す

次世代型物質創製の基礎研究に焦点を当て相互の情報交換と討論

をする場として本シンポジウムを開催した。既に韓国の関連領域研

究者との研究交流に多くの実績を持つ大阪府立大学の柳日馨教授

を実行委員に迎え、また韓国側は周辺大学、研究機関とも協力しつ

つ、実質と学問的深みを伴った研究集会を目指した。 
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セミナーの成果 遷移金属錯体触媒、金属関与のラジカル反応、天然物合成を指向し

た方法論開発研究、不斉触媒開発、などの幅広い領域において重要

な情報交換と討論を持つことができた。さらに日韓の学生、ポスド

ク間の交流（学生ポスドク同士で教員を交えずに懇親と情報交換を

行うなど）も活発であったことは重要であろう。 
また、重要な討論事項として来年以降の継続した日韓の本領域での

学術交流のあり方について意見交換を持つことができた。関西圏の

大学研究者と一部の韓国研究者の間では１０年以上以前より草の

根的な学術交流が持たれて来た実績もあり、今回参加の柳教授（大

阪府立大）、大江教授（京大）を中心に活発な議論が持たれ、引き

続き日本帰国後に日本側の意見集約に努めることとなった。 

セミナーの運営組織 日本側実行委員 魚住泰広（分子研 教授） 
        柳 日馨（大阪府立大 教授） 
現地実行委員 Sunggak Kim(KAIST Prof.) 
              Sukbok, Chang(KAIST Prof.) 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容  日本側参加者旅費（交通費・日当･宿泊料） 
金額 1,366,420 円

韓国側 
 

内容  シンポジウム開催経費   
金額   約 8,000,000 韓国ウォン
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整理番号 S－6 

セミナー名 （和文）元素の特性に基づいた分子機能に関する日中シンポジウ

ム 

（英文）China-Japan Joint Symposium on the Element-Based 

Molecular Functions 

開催時期 平成２０年１０月１０日 ～ 平成２０年１０月１１日（２日間）

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）北京大学 中国科学院 化学研究所 

（英文）Beijing University Institute of Chemistry, Chinese 

Academy of Sciences 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）杉野目道紀･京都大学･教授 

 魚住泰広･分子科学研究所･教授 

（英文）Michinori Suginome, Kyoto Univ. Prof. 

          Yasuhiro Uozumi, Institute for Molecular Science 

Prof. 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

Wang, Jianbo, Fan Qinhua 

Beijing University Prof., Institute of Chemistry Prof. 

参加者数 ⑥ アジア研究教育拠点事業の経費を受けて参加した人数・人日数 

（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 
計 

日本側参加者   １３/６４（ / ）人/人日 １３/６４

（ / ）

 人/人日

中国側参加者        / （ / ）人/人日 

（ ）国（地域）側参加者         /     （ / ）人/人日 

②本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者            ３５人 

７３人

中国側参加者            ３８人 

（ ）国（地域）側参加者              人 

①と②の合計人数      ８６ 人 
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セミナー開催の目的 分子科学研究所、化学研究所（中国）は両国を代表する化学物質開

発研究の拠点として、多くの新機能物質の創製に関する実績、ノウ

ハウ、知見を有している。特に元素の特性を活かしたナノ材料、超

分子材料、高分子物質、などの次世代型機能物質創製の基礎研究に

焦点をあてた相互の情報交換と討論をするため。 
特に元素科学の分野における国際交流に多くの実績を持つ京都大

学の杉野目教授を実行委員に迎え、また中国側は北京大学とも協力

しつつ、実質と学問的深みを伴った研究集会を目指した。 

セミナーの成果 主催者である分子科学研究所（日本）、化学研究所（中国）からの

学術発表に留まらず、北海道大学、京都大学、鳥取大学、大阪大学、

九州大学、東京大学、北京大学、精華大学、化学研究所、上海有機

化学研究所、からの学術発表を得たことで、広く当該分野をリード

する発表内容となり、学術内容はきわめて高いものとなった。また、

大学院生による発表では、大学院生自身がその学術成果を国際会議

での英語口頭発表を経験する機会となり教育的視点からも大いに

効果的であった。既に各研究者相互間で個別には将来的な大学院生

の交換（短期留学）への希望も議論されつつあり、アジアの学術連

携と研究上の相加・相乗効果は明白である。  

 
セミナーの運営組織 日本側実行委員 魚住泰広(分子研 教授) 

                杉野目道紀（京大 教授） 
                櫻井英博（分子研 准教授） 
現地実行委員 Wang, Jianbo （北京大学 教授）   
              Fan, Qinhua（化学研究所 教授） 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容  日本側参加者旅費（交通費・日当･宿泊料）     

金額 2,192,260 円

中国側 内容  シンポジウム開催経費   
金額       約 35,000 中国人民元
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整理番号 S－7 

セミナー名 （和文）JSPSアジア研究教育拠点事業 
「物質・光・理論分子科学フロンティア」第３回年次会議

（英文）3rd Annual Meeting of the JSPS Asian Core Program 
“Frontiers of Material, Photo-, and Theoretical 
Molecular Sciences” 

開催時期 平成２１年３月２２日 ～ 平成２１年３月２３日（２日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）中国科学院 化学研究所 

（英文）Institute of Chemistry，The Chinese Academy of Sciences

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）中村宏樹・分子科学研究所・所長 

（英文）Hiroki Nakamura・Institute for Molecular Science・

Director General 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

Zhenzhong Yang・Institute of Chemistry，The Chinese Academy 

of Sciences・Professor 

参加者数 ⑦ アジア研究教育拠点事業の経費を受けて参加した人数・人日数 

（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 
計 

日本側参加者    ５/１７ （ / ）人/人日 ５/１７

（ /  ） 

 人/人日

（ ）国（地域）側参加者         /      （ / ）人/人日 

（ ）国（地域）側参加者         /      （ / ）人/人日 

②本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者           ０人  

中国側参加者           ４人 

（ ）国（地域）側参加者           ０人 

①と②の合計人数   ９人

セミナー開催の目的 
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。 



 37

セミナーの成果 
日中の両研究所において現在進行中の最新の研究に関して、両国

の研究者が情報を共有できたことは、共同研究の新たな展開を促進

する大きな基盤となると期待される。特に、今回の会議では、中国

側は 100 Talented Program に採用されている新進気鋭の教授、日

本側も若手准教授や助教が主たるメンバーとなっており、両者間で

活発な学術的意見交換が行なわれた。今後、東アジアにおける次世

代のネットワーク形成を推進する大きな契機となるであろう。 

なお、主催者である中国側の当事者の対応が遅れ、当方からも幾

度も問い合わせたが連絡がとれない時期が続き、詳細が決まらずに

いたため、韓国と台湾からの参加が不可能となり、結果的に中国と

日本の２国間の会議となってしまった。中国の研究組織機構はその

他諸国と異なる性格を持つことを考慮して、時間的余裕を持ってよ

り緊密に連絡を取り合うべきであったことが反省点であり、次年度

からは改善を図りたい。 

 

セミナーの運営組織 日本側実行委員：中村宏樹（分子科学研究所 所長） 
大森賢治（分子科学研究所 教授） 
岡本裕巳（分子科学研究所 教授） 

大島康裕（分子科学研究所 教授） 

魚住泰広（分子科学研究所 教授） 
信定克幸（分子科学研究所 准教授） 
江 東林（分子科学研究所 准教授） 

相手国実行委員 Zhenzhong Yang(中国科学院 化学研究所 教授) 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 日本側参加者旅費（交通費･日当･宿泊料） 
 金額   843,510 円

中国側 内容 中国側参加者旅費 会議費、印刷費他   
金額   約 15,000 中国人民元
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１０－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

① 相手国との交流                 （単位：人／人日） 

派遣先 

派遣元 
日本 韓国  計 

日本 
実施計画  0/0  0/0 

実績 1/2  1/2 

 実施計画     

実績    

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画  0/0  0/0 

実績  1/2  1/2 

② 国内での交流       １人／２人日 
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１１．平成２０年度経費使用総額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 1,924,050  

外国旅費 14,173,731  

謝金 0  

備品・消耗品購入費 1,201,543  

その他経費 152,987  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

337,689 
自然科学研究機構

の 経 費 よ り

370,997 円支出 

計 17,790,000  

委託手数料 240,046  

合  計 18,030,046  

 
 
１２．四半期毎の経費使用額及び交流実績 

 

 経費使用額（円） 交流人数（人／人日） 

第１四半期 0 0/0 

第２四半期 0 1/5 

第３四半期 4,781,896 53/236 

第４四半期 13,008,104 52/249 

計 17,790,000 106/490 
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１３．平成２０年度相手国マッチングファンド使用額 

 

相手国（地域）名 中国 韓国 台湾 

平成２０年度使用額 

（単位：円相当） 

 

1,322,100 円相当

 

2,719,500 円相当

 

2,708,235 円相当

 

※ 交流実施期間中に、相手国が本事業のために使用したマッチングファンドの金額を、   

  日本円に換算して記入してください。 

 


