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アジア研究教育拠点事業 
平成２２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 ） 拠 点 機 関： 中国科学院 化学研究所 
（ 韓 国 ） 拠 点 機 関： 韓国科学技術院 自然科学部 
（ 台 湾 ） 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（５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・大峯巖 
 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 
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 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, 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, Jilin 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, 

Hanyang 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，中央大学,韓国高等科学院，漢陽大学 
 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・Ching-Ming Wei 
 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 
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      （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 
 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。 
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（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。 

【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２２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活動を行い、これをほぼ達

成することができた。平成 21 年度も、引き続き同様の研究交流を活発に展開することを目

標として活動を行い、これをほぼ達成することができた。特に、共同研究においては研究

期間も半ばを過ぎ、これまでの交流体制の土台作りがほぼ完了し、出版論文等で研究成果

が目に見える形になり始め、具体的な研究成果を外部に発信することができた。一方、セ

ミナーでは、本事業終了後の展開も見据えた将来展望をも含めて、新しい研究領域の開拓

に結びつく議論を活発に行った。平成 22 年度も、引き続き同様の研究交流を活発に展開す

るとともに、具体的な研究成果の発信も進めたい。特に最終年度となるので、冬の学校や
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年次会議を中心に「物質分子科学」，「光分子科学」，「理論分子科学」の 5 年間の共同研究

等の成果及び若手育成の成果について総括し、今後の発展への展望をまとめたい。 
 
 
７．平成２２年度研究交流成果 
７－１ 研究協力体制の構築状況 

 R－1 においては、日本側の岡本が中国側を訪問し、日本側の実験装置と研究の現状の報

告と、本共同研究の試料作成と測定に関する詳細な議論を行った。また中国側が作成した

試料を持ち込んで日本側を訪問し、近接場光学測定を実施した。また測定と研究の進め方

について、国内で打合せを行った。 

 R－2 においては、共同研究で太陽電池の作成を試みた。また、日本側の江が中国を訪れ

た際に、両グループと共同研究の打ち合わせと今後の方針について話し合った。 

 R－3 においては、日本側代表者加藤を含む 2 名が中国を訪れ、K.H.Sze 博士と生命分子

の NMR 解析に関する共同研究打合せを行った。韓国側参加者の W.Lee 博士とは、日本から 4

名が韓国に赴いての研究打合せを行うとともに、W.Lee 博士、J.Yun の 2 名が来日して実験

を行った。韓国より H.H.Kim 博士、B.T.Park の 2 名が来日し、糖タンパク質の解析を進め

た。分子科学研究所所属の 4名の研究者が名古屋市立大学の矢木博士のもとで実験を行い、

併せて共同研究成果のとりまとめについて打合せを行った。K.-H.Khoo 博士（台湾側代表）

の主催による国際会議（台湾）へ日本側参加者の山口が参加し、研究成果発表と研究情報

の収集を行った。 

 R－4 においては、日本側研究者 1 名が台湾の原子分子科学研究所を訪問し、基本的な 3

原子分子の高分解能電子スペクトルの測定結果、および、多環芳香族化合物の電子励起状

態におけるエネルギー緩和機構に関して、意見交換を行った。また、東京大学の研究者 1

名が分子研を訪問して、分子クラスターにおける分子間振動の詳細解明について実験を実

施した。さらに、分子研の研究者 1 名が東京大学駒場キャンパスを訪問して、上記実験結

果に関して意見交換を行った。 

 R－5 においては、中国科学院化学研究所の Li-Jun Wan 教授（所長）が分子科学研究所を

訪問し、簡単なセミナーを行い、これまでの共同研究の総括を行った。 

R－6 においては、1 月に成功大学において合同討論会を開催し、現状報告並びに残り期

間の研究計画に関する議論を行った。 

R－7 においては、日本側研究者が台湾を訪問し、共同研究の推進方針について台湾側研

究者と議論した。特に日本側研究者が開発してきたプログラムを台湾側研究者に提供し、

ポリグルタミンの分子動力学シミュレーションを開始した。その後は e メールなどを通じ

て意見交換を行った。 

R－8 においては、ナトリウムクラスターにおけるプラズモン励起や、ピラジンナトリウ

ム複合クラスターの表面増強ラマンに関する共同研究を進めた。 

 R－9 においては、韓国側から大学院生が来日し、分子研に滞在、新規有機分子変換反応

の探索実験を実施した。日本側からも韓国漢陽大学を訪問し、日韓各々の研究機関におけ
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る共同研究の進捗状況を相互に確認、関連する学術情報の交換を実施した。さらに次年度

以降の共同研究の方向性について議論を重ねた。 

 R－10 においては、Pei-lin Chen 教授が分子科学研究所に来所し、ナノマイクロ加工技

術について、分子研装置開発室のスタッフとともに討論を行ない、相互に情報交換を行な

った。代表者の宇理須と装置開発のスタッフ 6名とで Pei-lin Chen 教授を訪問し、ナノバ

イオデバイスによるアルツハイマー病研究の可能性について意見交換を行なった。この共

同研究の成果発表の場として、Academia Sinica のゲノムセンターで行なわれた第２回台湾

−日本ナノメデイシン国際シンポジウムにて成果報告をおこなった。 

 

 S－1 においては、蛋白質のフォールディング、アミロイド形成などに関する分子レベル

の実験とシミュレーション、分子モータなどの蛋白質超分子複合体、蛋白質ネットワーク、

抗腫瘍活性を持った蛋白質複合体や脂質複合体などに関する 40 件の講演があり、活発な討

論があった。来年度も、同様のセミナーを日本において開催したいとの要望が日韓双方か

ら出されている。 

 S－2 においては、日中両国において自己組織化分野で活躍されている第一線の若手研究

者を中心に計 44件の講演があった。各講演に対して熱心に質疑・議論を行うことができた。

また、博士研究員や博士課程学生を中心にポスター発表が実施された。最先端の研究成果

発表を通じて、お互いを知り、また、議論することによりネットワーク構築に向けて良い

知的関係を築くことができた。多数の参加者から来年も是非継続してほしいという要望が

あった。 

 S－3 においては、日中両国、および米国の一線級研究者が一堂に会することで新たな触

媒機能システムの構築可能性を見いだす端緒を開く事が出来た。特に柴崎正勝（東大教授、

学士院賞）や Eric Jacobsen 教授（ハーバード大）に参加頂き、アジアがリードする世界

トップの学術集会となり、まさにアジアコアの共同研究や協同セミナーの集大成としてそ

のアクティビティーを世界に発信することができた。 

S－4 においては、教授陣による熱のこもった講義は、若手研究者・学生に高いモチベー

ションと方向性を与えるとともに、物理・化学・生命科学の基本まで立ち戻って先端的研

究を理解する重要性を強く印象付けるものとなった。また、学生・若手研究者が司会進行

ならびに口頭発表を行う「若手セッション」を初めて開催した。様々な地域から集まった

多数の同年輩の研究者を前に、英語で研究発表ならびに質疑応答を行うという機会に恵ま

れた発表者たちは、緊張しつつも十分準備してきた成果を遺憾なく発揮した。司会進行の

担当者も、建設的な議論の場を如何に作り出すかという重要な役割を精一杯こなしていた。

このセッションをうけて若手全員によるポスターセッションも開催され、例年にも増して

活発な意見交換が行われた。これらの若手による取り組みは、当初の目的であるコミュニ

ケーション能力や研究企画能力の主体的な開発へと繋がるものと大いに期待できる。 

 S－5 においては、斬新な触媒設計を立脚点とした討論を経て、従来の遷移金属錯体触媒、

ナノ触媒、高分子触媒、有機触媒では達成できなかった新たな触媒機能システムや化学反

応系の構築可能性に関して、目的としての触媒機能開発や化学分子変換の新手法創出を見
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据えた実質的な交流が十分になされ、多彩な知見をぶつけ合うことができた。既に中国側

からの共同研究の申し入れもあり実際的な学術交流を実現できたものと考えられる。更に

Zhou 教授からは引き続き継続的な交流を持ちたいとの要望が寄せられた。 

 S－7 においては、未発表データを含む 12 件の研究発表があり、最先端の研究内容を共有

するとともに、有意義な意見交換を行うことができた。数件の発表について、共同研究の

可能性を見いだすことができた。共同研究についての話し合いでは、同じホテルに滞在す

るというメリット活かし、十分な時間をかけて具体的な方策を立てることができた。 

 S－8 においては、各国と地域の所長クラスまたはその代理人による総括的な報告におい

て、本事業において非常に生産的かつ緊密な研究協力関係を築くことができたことが強調

された。次年度以降もこの強固なネットワークを利用して、更なる学術交流を進めること

を再確認した。総括的な報告のみではなく、特に若手教授・准教授レベルの研究者による

研究成果報告の場も設けた。セミナー参加者同士で非常に活発な議論を行い、今後の各人

の研究遂行にとって有意義な情報交換を行うことができ、学術的にも多くの成果を得るこ

とができたセミナーであった。また、研究者個人レベルでの交流も行い、今後の円滑な協

力研究実施のための地盤を固めることができた。 

 

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、清華大学 Xi Zhang

教授グループ、および化学研究所の Deqing ZHANG 教授グループとの共同研究で、シート状

高分子を用いた光エネルギー変換バイスを作成することに成功し、デバイスの効率の計測

やデバイス構造の最適化することを検討した。その結果、シート状高分子が光エネルギー

変換可能であることを見いだした。これらの研究によって、新しい二次元高分子を開拓し

た。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、生命分子の NMR 研究を専門とする K.H.Sze

博士（中国）、W.Lee 博士（韓国）らとの研究打合せ及び共同実験を通して、タンパク質の

NMR 解析に関する研究を押し進めることができた。これらの研究情報に加え、H.H.Kim 博士

（韓国）、矢木博士（日本）らとの共同実験により、異なる細胞で発現した cytotoxic 

T-lymphocyte-associated protein 4 の生物活性の違いが、タンパク質上の糖鎖構造の違い

に起因していることを明らかにすることができた。また台湾側代表の K.-H.Khoo 博士が主

催する国際会議に参加することで、これまでの研究成果を発表するとともに、有益な研究

情報を得ることができた。加えて、Khoo 博士らと共同研究の今後の展望について議論を深

めることができた。この共同研究では期間全体を通して、安定同位体標識試料の作成法や、

質量分析・NMR による解析法などを開発し、これらの研究基盤を分野横断的に活用すること

でタンパク質・ペプチド・糖鎖の構造・ダイナミクス・相互作用の精密解析を行うことが

できた。また得られた研究成果について、2報の共著論文として発表することができた。同

時に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。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
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須恒雄教授は、河南大学 Yan-Li Mao 教授等と共同して進めたアミロイドベータの凝集反応

のメカニズムについての研究、上海交通大学の Chang-shun Wang 教授などとの PDMS の放射

光エッチングの共同研究の成果について国際学術誌に論文を発表した。「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、成功大学の

Yao-Ting WU 准教授との共同研究を進め、従来法では合成が困難であった、スマネンのベン

ジル位への芳香環の直接導入反応を開発することに成功した。「新規遷移金属錯体触媒シス

テムの開発」において、分子科学研究所の魚住泰広教授は、Hanyang 大学（漢陽大学）の

Jinwook Han 教授との共同研究を進め、パラジウム触媒有機分子変換に関して発展が期待さ

れる研究の萌芽が見いだされた。その発展展開のため、 Hanyang 大学院生（Jinwook Han

教授指導）1名が国内共同研究機関である理化学研究所に 2年間の長期にわたる出向が決定

実施されている。「アミロイドベータの凝集と脂質二重膜との反応」において、分子科学

研究所の宇理須恒雄教授は、原子分子科学研究所の Dah-Yen YANG 教授等との共同研究を行

い、神経細胞ネットワーク素子開発に必要なナノ加工技術を中心として、Pei-lin Chen 教

授等と共同研究の端緒を開くことができた。 

 

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、主

としてラングミュア・ブロジェット（LB）法により作成されたナノ構造体の近接場測定の

意義と方法論に関する議論と共同研究を実施した。ポルフィリン化合物を中心として様々

な試料の近接場測定を行い、有効な情報を得るための戦略を議論したが、現在までに有効

な情報を引き出すのに成功したものは残念ながらない。しかしこれまでに得た戦略を基に

今しばらく協力研究を継続し、成果に結びつけることで日中両サイドで合意している。こ

の共同研究における議論を通じて金属ナノ構造の光学特性に関する研究は両研究室で大き

く進展し、日本側では例えば様々な金属ナノ構造における増強電場の空間構造に関する理

解が格段に進み、またナノ細孔に金属ナノディスクに蓋をすると透過率が増加する異常透

過現象の発見など、大きく注目される成果も上がった。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、3 原子分子 SO2の 3 重項電子

状態における振動準位構造の全体像を明らかにする目途が立った。また、芳香族分子のク

ラスターに関する高精度の分光計測として、大規模な構造変化によるトンネル分裂が実験

的に特定された。５年間の研究期間を通して、基本的な分子の励起状態における無輻射過

程や振動準位構造の詳細解明を大きく進めることができた。 

 

 理論分子科学分野では、分子科学研究所の奥村久士准教授と物理研究所の Chin-Kun HU

研究員が共同で進める「タンパク質フォールディング病の分子動力学シミュレーション」

に関する研究において、ポリグルタミンの理論分子科学的研究を行い、全原子モデルで複

数のポリグルタミン鎖の安定構造を明らかにした。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
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研究において、ナトリウムクラスターのプラズモン励起に関する学術論文を発表した。ピ

ラジンナトリウム複合クラスターに関しては十分な成果が得られたため、現在論文を執筆

中である。本事業を通じて、我々のグループは電子ダイナミクス理論、台湾のグループは

定常状態理論、これら異なる 2 つの観点からナノ構造体における光応答の理論的研究を相

補的に進めることができた。 

 
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、20、21 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、分子科学研究所、台湾科学院

原子分子科学研究所、ソウル国立大学にて開催され、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、2011 年 2 月 19 日～ 22 日に、分子科学研究所にて開催された。日本から 64 名、

中国 15 名、韓国 18 名、台湾 7（うち１名は日本側参加者）名、 インド 1 名、計 105 名の

研究者・学生が参加した。全体講義では、拠点機関以外からの講師を交えた一流の研究者

による世界最先端の研究に関する講義が行われた。加えて、学生・若手研究者が司会進行

ならびに口頭発表を行う「若手セッション」を初めて開催した。様々な地域から集まった

多数の同年輩の研究者を前に、英語で研究発表ならびに質疑応答を行うという機会に恵ま

れた発表者たちは、緊張しつつも十分準備してきた成果を遺憾なく発揮した。司会進行の

担当者も、建設的な議論の場を如何に作り出すかという重要な役割を精一杯こなしていた。

このセッションをうけて若手全員によるポスターセッションも開催され、例年にも増して

活発な意見交換が行われた。これらの若手による取り組みは、当初の目的であるコミュニ

ケーション能力や研究企画能力の主体的な開発へと繋がるものと大いに期待できる。 

 この「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。 

 また、本アジアコアプログラムにおいて実施されてきた多くのセミナーや共同研究を通

じて、プログラム参加各国研究機関・研究者の研究環境や研究内容に関する相互理解が格

段に進んだ結果、本事業の枠内にとどまらず、プログラム参加機関の大学院生等が別途予

算枠を獲得して分子科学研究所に来訪・滞在し共同研究をさらに深めるなどの交流もなさ

れている。多くのアジアの若手研究者が国際的視野を持ちつつ、海外で研鑽を積む契機と

なっている。 
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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

きっかけができた。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。中でも物質化学・触媒化学領

域の共同研究・セミナーに於いては、低炭素社会の実現に繋がる基礎研究の萌芽が多く取

り上げられており、その潜在的社会的貢献の大きさは特筆される。本事業を通じて、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 

 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。

具体的一例には、旅費（国外・国内とも）は旅行者側が負担する本事業形式では交流先の

経済負担を考慮せずに渡航交流計画を立てられる利点と、滞在コストの各国間格差（例え

ば日本／中国は 10 倍程度）による渡航交流の難しさ、の両面を内包するジレンマがあり、

その解消に何らかの対応策が望まれる。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。さらには予算年度が各国によってまちまちであるため、参加各国が揃

って予算執行が可能な期間が限定されており、本プログラムの様な国際プログラムにおい

ては、年度の変わり目の時期においても継続して事業の実施が可能となるような配慮も必

要となろう。 
 また、今後の展開を見据えた将来展望として、本事業において築いてきた国際交流の範

囲を中国、韓国、台湾から拡張し、たとえばシンガポール、タイ、インドなどの国々との

新プログラムに発展させて行く努力が必要であろう。なお、今後はアジアコアプログラム

での共同研究の発展を特化してサポートするポスドク制度、留学生支援制度の充実が強く

俟たれる。 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２２年度論文総数    6 本 

   うち、相手国参加研究者との共著  5 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  4 本 
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８．平成２２年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 

（１） 物質分子科学 

 分子科学研究所の江東林准教授は、中国科学院化学研究所の Deqing Zhang 教授、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。その結果、π電子系の新しい構造

を開拓した。 

 

 分子科学研究所の加藤晃一教授は、香港大学の Kong Hung SZE 助教諭、と韓国科学技術

院（KAIST）自然科学部の Byong-Seok Choi 教授、生物化学研究所（台湾）の Kay-Hooi KHOO

研究員と共に、「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

同研究を継続して推進し、タンパク質の NMR 解析法の開発や、生物活性に関わる糖鎖構造

の違いを解明した。また、これまでの研究成果をとりまとめ、Khoo 博士が主催する国際会

議で発表した。 

 

 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、河南大

学 Yan-li Mao 教授、上海交通大学の Chang-shun 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、アルツハイマー病の目印と言われるア

ミロイドベータの凝集反応について、新しい反応機構を解明し国際学術誌に発表した。 

 
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。その結果、

スマネンの新たな官能化手法の開発に至った。本手法は、特に有機電子材料、光学材料の

開発に非常に有効であると期待される。 

 

 分子科学研究所の魚住泰広教授と漢陽大学（韓国）の Jin Wook HAN 准教授は、「新規遷

移金属錯体触媒システムの開発」に関する共同実験を継続して推進した。本共同研究は平

成 21-22 年度の 2 年間に実施され、その成果は現段階において論文発表には至ってはいな

いものの漢陽大学院生（1 名）が 2 年間の予定で魚住研究室（同教授兼職先の理化学研

究所にて受入）に出向・在籍することが決定するなど具体的かつ積極的な発展を目指す

段階に達した。 

 

 分子科学研究所の宇理須恒雄教授と原子分子科学研究所の Dah-Yen YANG 教授等は、「ア

ミロイドベータの凝集と脂質二重膜との反応」についての共同研究をすすめ、今後も、宇

理須グループが進める神経細胞ネットワーク素子を中心として、台湾のアカデミアシニカ

や中興大学と共同研究を継続することとなった。 

 
（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
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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。中国側で作成した

試料を日本側に持ち込み近接場測定を行い、その結果に関する議論を進めた。また近接場

円二色性測定装置を構築し、その性能評価のための試験測定を開始した。 

 

 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。基本的な分子の励起状態における無輻射過程や振動準位構造の詳

細解明に大きな進展があった。 

 

（３） 理論分子科学 

 分子科学研究所の奥村久士准教授と物理研究所（台湾）の Chin-Kun HU 研究員は、「タン

パク質フォールディング病の分子動力学シミュレーション」に関する共同研究を行った。

短いポリグルタミン（10 残基）の分子動力学シミュレーションを行ったところ、反平行βシートが

安定であるとの結果を得た。このことはポリグルタミンが凝集して形成するアミロイドの構造を知

る上で重要な手掛かりになると考えている。 

 

 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継続して推進し、特にナトリウムクラスターのプラ

ズモン励起の詳細な解明を行った。 

 

 

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 23 年 2 月 27 日～平成 23 年 3 月 1 日に

大韓民国・済州島・ロッテホテルにおいて、「第 3回日韓生体分子科学セミナー—実験とシミ

ュレーション」を開催した。本セミナーは、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、立命館大学の前田大光准教授、北海道大学の河合英敏

助教は、北京師範大学のZhishan Bo教授らとともに、平成22年7月24～28日に中国・長春市・

吉林大学において、「中日機能性超分子構築シンポジウム」を開催した。本シンポジウムで

は、両国の超分子科学分野で活躍されてい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。 

 分子科学研究所の魚住泰広教授は、上海有機化学研究所のKuiling DING教授とともに、

平成22年12月17～18日に米国ホノルルのヒルトン・ハワイおよびハワイコンベンションセ

ンターにおいて、「協同機能触媒」と題するシンポジウムを開催した。本シンポジウムは、

これまで数年にわたり両者の間で展開してきた共同研究の成果を、世界各国の関連領域研
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究者等とともに議論、情報交換する集大成的な場とすることを目的として行われた。 

 総研大／アジアコアプログラム冬の学校を、平成 23 年 2 月 19 日～22 日に岡崎コンファ

レンスセンターにおいて開催した。本セミナーは、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して行われた。 

 分子科学研究所の魚住泰広教授、大阪大学の生越専介教授、は、南開大学（中国）のQilin 

ZHOU教授とともに、平成22年9月24～26日に南開大学において、「中日触媒的合成化学シン

ポジウム」を開催した。本シンポジウムは、日本と中国を代表する触媒反応研究の拠点で

ある分子科学研究所および南開大学がChairとなり、特に新規かつ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あて相互の情報交換と討論を行うことを目的として行

われた。 

 分子科学研究所の宇理須恒雄教授は、原子分子科学研究所（台湾）のDah−YenYang 教授

とともに国立陽明大学（台湾）において「台湾―日本ナノバイオメディカル交流セミナー

ナノバイオ分野のセミナー」の実施を予定していた。しかし、現地開催責任者のYang教授

の所属先において計算機の故障が多発し、Yang教授はその対応に見舞われる等、セミナー

開催の代表を務めることが出来なくなってしまった。また、現地開催責任者の交代及びそ

れに伴う開催日程・開催内容等の調整が困難であったため、本セミナーを実施することが

できなかった。 

 分子科学研究所の魚住泰広教授、大阪大学の笹井宏明教授、は、平成22年10月1～3日に

奈良ホテルにおいて、「日韓有機金属化学シンポジウム」を開催した。本セミナーは、有機

金属化学分野で最先端の研究を展開する研究者が最新の成果を持ち寄り、十分な発表と討

論の時間を持って意見交換することを目的として行われた。 

 平成 23 年 2 月 23～24 日に岡崎コンファレンスセンターにおいて、第 5 回年次会議を開

催した。本会議は、本事業における共同研究・研究交流を総括し、今後の研究交流のやり

方を議論するために行われた。 

 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

本アジアコア事業の運営に携わる魚住、櫻井、信定、安池（分子科学研究所）は各々10-3

項に記載した日程にて台湾（櫻井、信定、安池）、中国（魚住）、韓国（魚住）をそれぞれ

訪問し、2月開催の「アジア冬の学校」「全体会議」の準備打合せ（台湾；11 月、中国 1月、

韓国；2月）、および同会合の結果とりまとめ（台湾；3月、韓国；3月）を行った。これら

交流を通じて、本プログラム終了後の来年度以降の自主交流事業のあり方、進め方、規模、

などを摺り合わせ、また各国コーディネーター相互間の共通の認識を確立した。また各自

が推進しつつある個別の「セミナー」「共同研究」の方向性について合わせて具体的な推進

およびとりまとめについて打合せを実施した。 

相手国からの訪日に関しては上述の「全体会議」（於・分子科学研究所、2 月）において
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実施し、十分な議論を持った。その際、本プログラム終了後の継続的な交流に加えて、さ

らにアジア全体に交流アクティビティーを拡張して行く方向性や、各国における試験的な

取り組み、予算等の枠組みに付いて情報の交換・共有がはかられた。 
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９．平成２２年度研究交流実績人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

 

          派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日>

中国 

<人／人日>

韓国 

<人／人日>

台湾 

<人／人日> 

米国 

<人／人日> 
合計 

日本 

<人／人日> 

実施計画  45/211 28/111 37/164 5/20 115/506 

実績 38/175 27/117 

(5/23) 

21/86 4/30 

(36/178) 

90/408 

(41/201)

中国 

<人／人日> 

実施計画 (32/143)    (50/200) (82/343)

実績 (17/105) (2/10)  (44/210) (63/325)

韓国 

<人／人日> 

実施計画 (38/184)    (30/120) (68/304)

実績 (30/134)   (21/98) (51/232)

台湾 

<人／人日> 

実施計画 (29/125)     (29/125)

実績 (7/33)    (7/33) 

台湾 

（日本側参加研究者） 

<人／人日> 

実施計画       

実績 1/6     1/6 

インド 

（日本側参加研究者) 

<人／人日> 

実施計画       

実績 1/5     1/5 

合計 

<人／人日> 

実施計画 (99/452) 45/211 28/111 37/164 5/20 

(80/320) 

115/506 

(179/772)

実績 2/11 

(54/272)

38/175 

(0/0) 

27/117 

(7/33) 

21/86 

(0/0) 

4/30 

(101/486) 

92/419 

(162/791)

 

※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 

  30／110  <人／人日>   30／64  <人／人日> 

       *実績のうち 2/2〈人／人日〉は S-4 に係る空港への迎え 
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１０．平成２２年度研究交流実績状況 
１０－１ 共同研究 

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 

Minghua LIU（刘鸣华）・Institute of Chemistry・ Chinese Academy of 

Science・Professor 

交流人数 

（※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。） 

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 

 <人／人日> 

実施計画  2/8  2/8 

実績 2/6  2/6 

中国 

<人／人日> 

実施計画 (2/8)   (2/8) 

実績 (1/8)  (1/8) 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 (2/8) 2/8  2/8(2/8) 

実績 (1/8) 2/6  2/6(1/8) 

② 国内での交流      1/1     人／人日 

２２年度の研

究交流活動 

平成 22 年度は 11 月に日本側が中国側を訪問し、日本側の実験装置と研究

の現状の報告と、本共同研究の試料作成と測定に関する詳細な議論を行っ

た。また 2 月に中国側が作成した試料を持ち込んで日本側を訪問し、近接

場光学測定を実施した。また測定と研究の進め方について、国内で打合せ

を行った（分子研から早稲田大学を訪問）。 

研究交流活動

成果 

この研究交流活動を通して、主としてラングミュア・ブロジェット（LB）

法により作成されたナノ構造体の近接場測定の意義と方法論に関する議論

が進んだ。研究期間中に電子メールを通じた議論の他、実際に数回相互に

訪問を行い、また試料の郵送等により、共同研究を実施した。ポルフィリ

ン化合物を中心として様々な試料の近接場測定を行い、有効な情報を得る

ための戦略を議論したが、現在までに有効な情報を引き出すのに成功した

ものは残念ながらない。しかしこれまでに得た戦略を基に今しばらく協力

研究を継続し、成果に結びつけることで日中両サイドで合意している。 

日本側参加者数  

7 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） 
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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・ Institute for Molecular Science・  

Associate Professor 

相手国側代表

者 

氏名・所属・

職 

Deqing ZHANG・ Institute of Chemistry, Chinese Academy of Science･

Professor 

Xi ZHANG・Tsing-Hua University･Professor 

 

交流人数 

（※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。） 

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 

 <人／人日> 

実施計画  2/10  2/10 

実績 2/11  2/11 

中国 

<人／人日> 

実施計画 (1/10)   (1/10) 

実績 (0/0)  (0/0) 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 (1/10) 2/10  2/10(1/10)

実績 (0/0) 2/11  2/11(0/0) 

② 国内での交流      0/0      人／人日 

２２年度の研

究交流活動 

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シート状高分子を合成し、その光・電子機

能の開拓を目指した。 

本年度では、共同研究で太陽電池の作成を試みた。また、江が中国を訪れ

た際に、両グループと共同研究の打ち合わせと今後の方針について話し合

った。 

研究交流活動

成果 

本年度では、シート状高分子を用いた光エネルギー変換バイスを作成する

ことに成功し、デバイスの効率の計測やデバイス構造の最適化することを

検討した。その結果、シート状高分子が光エネルギー変換可能であること

を見いだした。 

日本側参加者数  

5 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 
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中国側参加者数 

4 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 

Kong Hung SZE・ Chemistry Department, Hong Kong University（中国）・Assistant Professor

 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

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 韓国 台湾 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画  4/12 4/12 2/6 10/30 

実績 2/6 4/12 1/5 7/23 

中国 

<人／人日> 

実施計画 (0/0)  (0/0) (0/0) (0/0) 

実績 (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 (3/9) (0/0)  (0/0) (3/9) 

実績 (4/12) (0/0) (0/0) (4/12) 

台湾 

<人／人日> 

実施計画 (0/0) (0/0) (0/0)  (0/0) 

実績 (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

合計 

<人／人日> 

実施計画 (3/9) 4/12 4/12 2/6 10/30 

(3/9) 

実績 (4/12) 2/6 4/12 1/5 7/23 

(4/12) 

② 国内での交流      4/4      人／人日 

２２年度の研

究交流活動 

平成 22 年度は、日本側代表者加藤を含む 2 名が中国を訪れ、K.H.Sze 博士

と生命分子の NMR 解析に関する共同研究打合せを行った。また韓国側参加

者の W.Lee 博士とは、日本から 4 名が韓国に赴いての研究打合せを行うと

ともに、W.Lee 博士、J.Yun の 2 名が来日して実験を行った。また別途、韓

国より H.H.Kim 博士、B.T.Park の 2 名が来日し、糖タンパク質の解析を進

めた。さらに引き続き、分子科学研究所所属の 4 名の研究者が名古屋市立

大学の矢木博士のもとで実験を行い、併せて共同研究成果のとりまとめに

ついて打合せを行った。一方 K.-H.Khoo 博士（台湾側代表）の主催による

国際会議、Asian Communications of Glycobiology and Glycotechnology 2nd 

Conference（台湾）へ日本側参加者の山口が参加し、研究成果発表と研究

情報の収集を行った。 
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研究交流活動

成果 

本課題は分野横断的な研究により、生命分子の構造・ダイナミクス・相互

作用の解明を目指すものである。平成 22 年度は生命分子の NMR 研究を専門

とする K.H.Sze 博士（中国）、W.Lee 博士（韓国）らとの研究打合せ及び共

同実験を通して、タンパク質の NMR 解析に関する研究を押し進めることが

できた。これらの研究情報に加え、H.H.Kim 博士（韓国）、矢木博士（日本）

ら と の 共 同 実 験 に よ り 、 異 な る 細 胞 で 発 現 し た cytotoxic 

T-lymphocyte-associated protein 4 の生物活性の違いが、タンパク質上の

糖鎖構造の違いに起因していることを明らかにすることができた。この研

究成果について、現在、論文発表の準備を進めている。また台湾側代表の

K.-H.Khoo 博士が主催する国際会議に参加することで、これまでの研究成果

を発表するとともに、有益な研究情報を得ることができた。加えて、Khoo

博士らと共同研究の今後の展望について議論を深めることができた。 

日本側参加者数  

10 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

1 名 （１４－２中国側参加研究者リストを参照） 

韓国側参加者数 

14 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, Taiwan・

Research Fellow 

 

交流人数 

（※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。） 

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 

 <人／人日> 

実施計画  2/10  2/10 

実績 1/5  1/5 

台湾 

<人／人日> 

実施計画 (2/6)   (2/6) 

実績 (0/0)  (0/0) 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 (2/6) 2/10  2/10(2/6)

実績 (0/0) 1/5  1/5(0/0) 

② 国内での交流      3/6      人／人日 

２２年度の研

究交流活動 

日本側研究者 1 名が 3 月に台湾の原子分子科学研究所を訪問し、基本的な

3 原子分子の高分解能電子スペクトルの測定結果、および、多環芳香族化

合物の電子励起状態におけるエネルギー緩和機構に関して、意見交換を行

った。また、東京大学の研究者 1 名が分子研を訪問して、分子クラスター

における分子間振動の詳細解明について実験を実施した。さらに、分子研

の研究者 1 名が東京大学駒場キャンパスを訪問して、上記実験結果に関し

て意見交換を行った。 

研究交流活動

成果 

上記の意見交換によって、3原子分子 SO2の 3 重項電子状態における振動準

位構造の全体像を明らかにする目途が立ったことは、大きな前進である。

また、芳香族分子のクラスターに関する高精度の分光計測として、大規模

な構造変化によるトンネル分裂が実験的に特定されたことは特筆される。

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 

6 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－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）Tsuneo URISU・Institute for Molecular Science・Professor 

相手国側代表

者 

氏名・所属・

職 

Li-Jun WAN・Institute of Chemistry, Chinese Academy of Science・

Director and Professor  

 

交流人数 

（※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。） 

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 

 <人／人日> 

実施計画  1/4  1/4 

実績 0/0  0/0 

中国 

<人／人日> 

実施計画 (2/14)   (2/14) 

実績 (1/2)  (1/2) 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 (2/14) 1/4  1/4(2/14)

実績 (1/2) 0/0  0/0(1/2) 

② 国内での交流      0/0      人／人日 

２２年度の研

究交流活動 

 宇理須グループの Zhi-Guo Shang 等が中心となって河南大学 Yan-Li Mao

教授等と共同して進めたアミロイドベータの凝集反応のメカニズムに関す

る研究については、昨年度投稿した論文が Chem. Phys. Lett 497 (2010) 

108-114 に発表された。また、上海交通大学の Changshun Wang 教授などと

の PDMS の放射光エッチングの共同研究については、Optics Express, 18 

(2010) 9733-9738 及び J. Synchrotron Rad. 17 (2010) 69-74.に論文発表

を行った。 

 平成 22 年 11 月に中国科学院化学研究所の Li-Jun Wan 教授（所長）が分

子科学研究所を訪問し、簡単なセミナーを行い、これまでの共同研究の総

括を行うとともに今後の共同研究について宇理須と打ち合わせた。これま

での共同研究では予想以上に優れた成果を得られたが、今後の方針として

は、宇理須が分子科学研究所装置開発室と協力して進めている脳神経細胞

ネットワーク素子開発が、ナノ切削やナノインプリント、ホットエンボス

などの新しいナノ加工技術を必要とすることから、代表者の宇理須が名古

屋大学に異動するものの、可能な限り、宇理須、分子研（装置開発室メン
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バー）、中国科学院との間でこの新しいナノ加工技術の開発を軸として、

共同研究を継続することで意見が一致した。また、Wan 教授の分子研訪問

で予定していた共同研究の総括のすべてが完結したので、宇理須の中国訪

問を取りやめた。  

研究交流活動

成果 

1.上記３件の論文発表。（詳細は論文リストを参照） 

2.宇理須と装置開発室が協力して進めている脳神経細胞ネットワーク素子

に関係の深い研究機関として、Li-jun Wan 教授が、北京大学神経科学研究

所 Yun Wang 教授などを日本側に紹介してくださった。これにより、新しい

共同研究の可能性が広がった。 

3.脳神経細胞ネットワーク素子のアルツハイマー研究応用に関して、未踏

領域が明確になり、目標を細胞核内反応にしぼって研究を進めるよう方針

が定まった。 

日本側参加者数  

14 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－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）Hidehiro SAKURAI・Institute for Molecular Science・  

Associate Professor 

相手国側代表

者 

氏名・所属・

職 

Yao-Ting WU・Department 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

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 

 <人／人日> 

実施計画  12/58  12/58 

実績 8/24  8/24 

台湾 

<人／人日> 

実施計画 (0/0)   (0/0) 

実績 (0/0)  (0/0) 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 (0/0) 12/58  12/58(0/0)

実績 (0/0) 8/24  8/24(0/0) 

② 国内での交流      3/3      人／人日 

２２年度の研

究交流活動 

昨年度に引き続き、日本側、台湾側双方でバッキーボウルの新規合成法並

びに物性研究について展開してきたが、その結果をもとに、1 月に、成功

大学において合同討論会を開催し、現状報告並びに残り期間の研究計画に

関する議論を行った。その結果、台湾側で開発に成功しつつあるベンジル

位への直接芳香環導入反応を、日本側のバッキーボウル化合物に適用する

試みを継続して続けることに同意した。 

研究交流活動

成果 

従来法では合成が困難であった、スマネンのベンジル位への芳香環の直接

導入反応を開発することに成功した。この手法は、特に有機電子材料、光

学材料の開発に非常に有効であると期待されている。現在論文投稿準備中

である。 

日本側参加者数  

9 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 22 年度 研究終了年度 平成 22 年度 

研究課題名 （和文）タンパク質フォールディング病の分子動力学シミュレーション 

（英文）Molecular dynamics simulation of protein-folding disease 

日本側代表者 

氏名・所属・

職 

（和文）奥村久士・分子科学研究所・准教授 

（英文）Hisashi OKUMURA・Institute for Molecular Science・ 

Associate Professor 

相手国側代表

者 

氏名・所属・

職 

Chin-Kun HU・Institute of Physics, Academia Sinica・Research Fellow

 

交流人数 

（※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。） 

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 

 <人／人日> 

実施計画  3/20  3/20 

実績 1/13  1/13 

台湾 

<人／人日> 

実施計画 (2/20)   (2/20) 

実績 (0/0)  (0/0) 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 (2/20) 3/20  3/20(2/20)

実績 (0/0) 1/13  1/13(0/0) 

② 国内での交流      0/0      人／人日 

２２年度の研

究交流活動 

平成 22 年 7 月に日本側研究者が台湾を訪問し、共同研究の推進方針につい

て台湾側研究者と議論した。特に日本側研究者が開発してきたプログラム

を台湾側研究者に提供し、ポリグルタミンの分子動力学シミュレーション

を開始した。その後は eメールなどを通じて意見交換を行った。 

研究交流活動

成果 

この 1 年間アジアコア事業の支援を受けて台湾側研究者と、ハンチント

ン病の原因であるポリグルタミンの理論分子科学的研究を行ってきた。異

なる3種類の初期条件として2本の10残基のポリグルタミンを平行、直行、

反平行に並べて、全原子カノニカル分子動力学シミュレーションを 35ns 行

った。その結果、どの初期条件からでも反平行βシートをとることがわか

った。全原子モデルで複数のポリグルタミン鎖の安定構造を明らかにした

のはこの研究が初めてである。 

ハンチントン病の原因になっているポリグルタミンは 35-40 残基の長さ

なので、現在さらに長いポリグルタミンのシミュレーションを行っている。

このシミュレーションを通じてポリグルタミンがどのように凝集するのか
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調べ、アミロイド形成過程を明らかにする。 

日本側参加者数  

1 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

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－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 

Michitoshi HAYASHI (林倫年)・ National Taiwan University・ 

Research Fellow 

 

交流人数 

（※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。） 

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 

 <人／人日> 

実施計画  5/20  5/20 

実績 2/6  2/6 

台湾 

<人／人日> 

実施計画 (1/3)   (1/3) 

実績 (0/0)  (0/0) 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 (1/3) 5/20  5/20(1/3)

実績 (0/0) 2/6  2/6 (0/0)

② 国内での交流      6/17      人／人日 

２２年度の研

究交流活動 

ナトリウムクラスターにおけるプラズモン励起の解明を行った。また、ピ

ラジンナトリウム複合クラスターの表面増強ラマンの量子化学計算及び実

時間実空間電子ダイナミクス計算を行い、詳細な機構解明を行った。 

研究交流活動

成果 

ナトリウムクラスターのプラズモン励起に関しては学術論文に報告し、ピ

ラジンナトリウム複合クラスターに関しては十分な成果が得られたため、

現在論文を執筆中である。以上、本研究課題は順調に遂行できた。 

日本側参加者数  

9 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－9 研究開始年度 平成 21 年度 研究終了年度 平成 22 年度 

研究課題名 （和文）新規遷移金属錯体触媒システムの開発 

（英文）Development of Novel Systems for Transition Metal Catalysis

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 

Jin Wook HAN・Hanyang University ・Associate Professor 

（韓 鎭旭・漢陽大学、韓国・准教授） 

 

交流人数 

（※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。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 韓国  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画  3/15  3/15 

実績 2/7  2/7 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 (2/40)   (2/40) 

実績 (1/13)  (1/13) 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 (2/40) 3/15  3/15(2/40)

実績 (1/13) 2/7  2/7(1/13) 

② 国内での交流      0/0      人／人日 

２２年度の研

究交流活動 

韓国側からは大学院生が来日し、分子研に滞在、日本側が設計調製したパ

ラジウムピンサー型光学活性錯体を利用した新規有機分子変換反応の探索

実験を実施した。 

日本側からも韓国漢陽大学を訪問し、日韓各々の研究機関における共同研

究の進捗状況を相互に確認、関連する学術情報（パラジウム錯体触媒、ピ

ンサー型錯体開発、有機分子変換反応の動向・方向性）の交換を実施した。

さらに次年度以降の共同研究の方向性について議論を重ね、とくにパジラ

ジウム錯体触媒の新しい固定化手法の開発研究に向けた研究推進の方向性

や実際に実験研究を実施する大学院生の来日・滞在日程等について具体的

な調整を進めた。 

研究交流活動

成果 

上記研究交流によってパラジウム触媒有機分子変換に関して発展が期待さ

れる研究の萌芽が見いだされた。その発展推進にあたり、来年度から漢陽

大学院生の理化学研究所への長期留学（2 年間を予定）と国内共同研究者

（山田陽一博士）の漢陽大学客員准教授採用が決定した。すなわち、現時

点では萌芽的であり論文などのアウトプットには至っていないものの、本
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格的共同研究の発展継続が確定するに至っている。 

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 

5 名 （１４－３韓国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R－10 研究開始年度 平成 22 年度 研究終了年度 平成 22 年度 

研究課題名 （和文）アミロイドベータの凝集と脂質二重膜との反応 

（英文）Aggregation of amyloid beta and reaction with lipid bilayer

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）Tsuneo URISU・Institute for Molecular Science・Professor 

相手国側代表

者 

氏名・所属・

職 

Dah-Yen YANG・Institute of Atomic and Molecular Sciences,Academia 

Sinica,  Taiwan・Professor 

交流人数 

（※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。） 

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 

 <人／人日> 

実施計画  2/6  2/6 

実績 7/28  7/28 

台湾 

<人／人日> 

実施計画 (2/10)   (2/10) 

実績 (1/1)  (1/1) 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 (2/10) 2/6  2/6(2/10)

実績 (1/1) 7/28  7/28(1/1)

② 国内での交流      0/0      人／人日 

２２年度の研

究交流活動 

アジアコア最終年度であるが、最近の台湾の急速な発展を考え、新たな共

同研究の芽を作ることを主眼に、台湾中央研究院（Academia Sinica）との

共同研究を提案した。まず、Pei-lin Chen 教授が平成 22 年 11 月に分子科

学研究所に来所され、ナノマイクロ加工技術について、分子研装置開発室

のスタッフとともに討論を行ない、相互に情報交換を行なった。次いで、

平成 23 年 2 月に代表者の宇理須と装置開発のスタッフ 6 名とで Pei-lin 

Chen 教授を訪問し、ナノバイオデバイスによるアルツハイマー病研究の可

能性について意見交換を行なった。日本側のイオンチャンネルバイオセン

サーについて、台湾側の超解像光学顕微鏡技術を利用した解析を進める、

という共同研究の可能性が明らかとなった。また、この共同研究の成果発

表の場として、Academia Sinica のゲノムセンターで行なわれた第 2 回台

湾−日本ナノメデイシン国際シンポジウムにて成果報告をおこなうととも

に、今後の共同研究についての情報収集をおこなった。この成果発表には、

原子分子科学研究所の元所長である、Yuh-lin Wang 教授も増強ラマン散乱
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分光の発表を行なった。さらにこの会議の場で、台湾中興大学の、生産工

程研究所長 Gou-jen Wang 教授と意見交換をする機会があり、我々が共同研

究で進めているナノバイオデバイスの性能評価という問題で、この共同研

究の輪を中興大学にまで広げるきっかけを得た。本共同研究の提案者であ

る宇理須は平成 23 年 4 月 1日より名古屋大学に異動するが、宇理須、分子

研（装置開発室）、台湾 Academia Sinica（Peilin Cheng 教授、Winston Chen

教授）、中興大学（Gou-jen Wang 教授）との間で共同研究を発展的に継続

することで意見が一致した。 

研究交流活動

成果 

1.宇理須が分子研装置開発室と協力して進めている神経細胞ネットワーク

素子開発に必要なナノ加工技術を中心として、Pei-lin Chen 教授等と共同

研究の端緒を開くことができた。 

2.装置開発の若手技術者が、台湾の驚異的とも言える高いナノ加工技術に

ふれる機会となり、彼らの意識改革に役立った。 

3.台湾において、ナノ科学技術が最重要国家戦略として産官学の緊密な連

携のもとに進められていること知った。また、中でも、ナノテクの医療応

用、ナノメデイシンを重視していることを知るなど貴重な情報を得た。 

日本側参加者数  

12 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

台湾側参加者数 

3 名 （１４－４台湾側参加研究者リストを参照） 
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１０－２ セミナー 

整理番号 S－1 
セミナー名 （和文）第 3 回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）3rd Korea-Japan Seminar on Biomolecular Sciences- 
Experiments and Simulations 

開催時期 平成 23 年  2 月 27 日 ～ 平成 23 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・済州島・ロッテホテル 
（英文）Lotte Hotel, Jeju, 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 
(※日本以外での開催の場合) 

Jooyoung LEE・KIAS (Korea Institute for Advanced Study)・Professor 
Hawoong JEONG ・ KAIST (Korea Advanced Institute of Science and 
Technology)・Professor 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（ 韓国 ） 

日本 
<人／人日> 

A. 20/93
B. 0/0
C. 5/23

中国 
<人／人日> 

A. 0/0
B. 0/0
C. 2/10

韓国 
<人／人日> 

A. 0/0 
B. 0/0
C. 21/87

 
合計 

<人／人日> 

A. 20/93
B. 0/0
C. 28/120
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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。また、

平成 21 年度は中国（北京）から 1 名の参加者があったので、平成

22 年度はさらに積極的に参加を呼びかけ、中国の研究者との交流

も進めたい。 

セミナーの成果 平成 23 年 2 月 27 日-3 月 1 日の 3 日間、標記のセミナーが韓国済

州島ロッテホテル内で開催された。全部で 40 件の講演があり、参

加者は、一般参加者を含め 70 名程度であった。こぢんまりとした

セミナーであったが活発な討論があり、皆大変満足できる内容であ

った。セミナーの発表内容は、蛋白質のフォールディング、アミロ

イド形成などに関する分子レベルの実験とシミュレーション、分子

モータなどの蛋白質超分子複合体、蛋白質ネットワークなどに加

え、抗腫瘍活性を持った蛋白質複合体や脂質複合体に関する講演も

あった。来年度も、同様のセミナーを日本において開催したいとの

要望が日韓双方から出されている。 
セミナーの運営組織 日本側実行委員長：桑島邦博（分子科学研究所） 

韓国側実行委員長：Jooyoung LEE, (KIAS) 

Hawoong JEONG, (KAIST) 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容       旅費     金額   2,618,167 円 

中国側 内容       旅費     金額       200,000 円 

韓国側 内容       旅費     金額   1,680,000 円 
         抄録代    金額    300,000 円 

会場設備費他  金額   1,200,000 円 
合計     金額      3,180,000 円 
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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 Symposium on Functional Supramolecular 

Architectures 
開催時期 平成 22 年 7 月 24 日 ～ 平成 22 年 7 月 28 日（5日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）中国・長春市・吉林大学 
（英文）Jilin University・Changchun・ China 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）江東林・分子科学研究所・准教授 
    前田大光・立命館大学・准教授 
    河合英敏・北海道大学・助教 
（英文）Donglin JIANG・Institute for Molecular Science・ 

Associate Professor 

Hiromitsu MAEDA・Ritsumeinkan University・Associate Professor 

Hidetoshi KAWAI・Hokkaido University・Assistant Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外での開催の場合) 

Yuguang MA・Jilin University・Professor 

Zhishan BO・Beijing Normal University・Professor 

 

参加者数 

   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（  中国  ） 

日本 
<人／人日> 

A. 18/99
B. 0/0
C. 0/0

中国 
<人／人日> 

A. 0/0
B. 0/0
C. 27/135

 
合計 

<人／人日> 

A. 18/99
B. 0/0
C. 27/135
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セミナー開催の目的 超分子科学的な手法により、秩序を持って望み通りの構造を作りあ

げ、小分子では実現できない機能を創出することがナノテクノロジ

ーの究極な目標の一つである。超分子相互作用によって様々な分子

ユニットを高度に集積化することが可能で、物質変換やエネルギー

伝達・変換、センシングなど様々な機能を発現でき、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、

両国の超分子科学分野で活躍されてい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。 
セミナーの成果 本シンポジウムでは、日中両国において自己組織化分野で活躍され

ている第一線の若手研究者を中心に講演を実施した。また、博士研

究員や博士課程学生を中心にポスター発表が実施された。専門分野

として有機化学、無機化学、高分子科学、生体関連分野、物質科学、

物理化学などの幅広い分子科学をカバーする最新の研究発表が実

施されたため、当分野の最先端をすることができた。本 JSPS 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、北海道大学、立命館大学等から

第一線で活躍されている計 18 名の研究者が参加した。中国側では、

吉林大学、中国科学院化学研究所の他に、北京大学、清華大学、浙

江大学、復旦大学、南開大学、上海交通大学などの研究機関から中

国のトップ研究者を代表する若手研究者が参加され、併せて計 44
件の講演を行った。研究内容は分野を横断するものが多く、各講演

に対して熱心に質疑・議論を行うことができた。本シンポジウムで

は、最先端の研究成果発表を通じて、お互いを知り、また、議論す

ることによりネットワーク構築に向けて良い知的関係を築くこと

ができた。また、参加した中国科学院院士から非常に高い評価を受

けており、また、多数の参加者から来年の開催についての問い合わ

せがあり、是非継続してほしいという要望があった。 
セミナーの運営組織 日本側：江 東林、前田大光、河合英敏          

中国側：Yuguang Ma, Zhishan Bo 
開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容       旅費     金額   3,170,550 円 

中国側 内容       旅費     金額   1,100,000 円 
          会議費他   金額   3,400,000 円 
         合計     金額      4,500,000 円 
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整理番号 S－3 
セミナー名 （和文）協同機能触媒 

（英文）Cooperative Catalysis 
開催時期 平成 22 年 12 月 17 日 ～ 平成 22 年 12 月 18 日（2日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）米国、ハワイ州、ホノルル、ヒルトン・ハワイ 
    米国、ハワイ州、ホノルル、ハワイコンベンションセンター 
（英文）Hilton Hawaiian Village・Honolulu, HAWAII・USA 

    The Hawaii Convention Center・Honolulu, HAWAII・USA 
日本側開催責任者 
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 
相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外での開催の場合) 

Kuiling DING・Shanghai Institute of Organic Chemistry・Director, 

Professor 

 

 

参加者数 

   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（  米国  ） 

日本 
<人／人日> 

A. 4/30
B. 0/0
C. 36/178

中国 
<人／人日> 

A. 0/0
B. 0/0
C. 44/210

韓国 
<人／人日> 

A. 0/0
B. 0/0
C. 21/98

 
合計 

<人／人日> 

A. 4/30
B. 0/0
C. 101/486
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セミナー開催の目的 魚住（IMS）および Ding 教授（SIOC）は新規な触媒機能システムの

構築・創製における第一線の研究者として学術書（成書）を共同執

筆するなど、世界の本研究領域を牽引する立場にある。これまで数

年にわたり展開してきた共同研究の成果を、世界各国の関連領域研

究者等とともに議論、情報交換する集大成的なシンポジウムを

Pacifichem 学会（Hawaii、 USA）開催期間に合わせて開催する。

アメリカから同研究領域を代表する Rick Danheiser 教授（MIT）、

Eric Jacobsen 教授（ハーバード大）もセミナー座長として参加す

る。これにより、本研究領域の世界の動向と将来展開を俯瞰する高

水準のシンポジウムとなる。 

セミナーの成果 日中両国、および米国は現在、遷移金属錯体触媒、ナノ触媒、高分

子触媒、固体触媒などの開発において世界をリードしつつある。各

国の一線級研究者が一堂に会することで新たな触媒機能システム

の構築可能性を見いだす端緒を開く事が出来た。特に柴崎正勝（東

大教授、学士院賞）や Eric Jacobsen 教授（ハーバード大）に参

加頂き、アジアがリードする世界トップの学術集会となり、まさに

アジアコアの共同研究や協同セミナーの集大成としてそのアクテ

ィビティーを世界に発信することができた。 

本セミナーは世界最高峰の化学学術誌である Angew. Chem.誌編集

長が（Pacifichem における並列開催シンポジウムが 100 を越える

中）聴講のため陪席するなど世界的にも大きな注目を集めた。2011

年 7 月には Kuiling Ding 教授が主催する世界規模のシンポジウム

IUPAC-OMCOS で魚住教授が研究成果を発表し、11 月には Eric 

Jacobsen 教授（ハーバード大）が来日（魚住が招聘）するなど本

セミナーから多くのプラス効果を生み出している。 

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），西田篤（千葉大学、

教授） 
中国実行委員：Kuiling Ding (SIOC, Director, Professor) 

米国実行委員：Rick Danheiser (MIT, Professor) 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容           旅費     金額     1,134,480 円 
                  印刷費        金額        239,400 円 
          会議費    金額      54,000 円 
          その他    金額     174,000 円 
         合計                    1,601,880 円 

中国側 内容       旅費     金額   5,000,000 円 

韓国側 内容       旅費     金額   2,000,000 円 
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参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（  日本  ） 

日本 
<人／人日> 

A. 5/13*

B. 0/0
C. 59/236

中国 

<人／人日> 

A. 0/0
B. 0/0
C. 15/87

韓国 

<人／人日> 

A. 0/0
B. 0/0
C. 18/84

台湾 

<人／人日> 

A. 0/0
B. 0/0
C. 6/28

台湾 

(日本側参加者) 

<人／人日> 

A. 1/4
B. 0/0
C. 0/0

インド 
(日本側参加者) 

<人／人日> 

A. 1/5
B. 0/0
C. 0/0

整理番号 S－4 
セミナー名 （和文）総研大／アジアコアプログラム冬の学校 

（英文）The Winter School of Sokendai/Asian CORE Program 

開催時期 平成 23 年 2 月 19 日 ～ 平成 23 年 2 月 22 日（4日間） 

開催地（国名、都市名、

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

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）大森賢治・分子科学研究所・教授 

    大島康裕・分子科学研究所・教授 
（英文）Kenji OHMORI・Institute for Molecular Science・Professor

Yasuhiro OHSHIMA ･ Institute for Molecular Science ･

Professor 
相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外での開催の場合) 
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合計 

<人／人日> 

A. 7/22
B. 0/0
C. 98/435

 *S-4 に係る空港への迎え 2/2<人／人日>は含んでいない。 
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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。 
セミナーの成果 若手教授陣による熱のこもった講義は、若手研究者・学生に高いモ

チベージョンと方向性を与えるものであった。また、グラフェンや

生体一分子計測に関する研究で世界的にも高く評価されている講

師陣による講義は、物理・化学・生命科学の基本まで立ち戻って先

端的研究を理解する重要性を強く印象付けるものであり、受講生が

得たものは極めて大きいと思われる。また、本「冬の学校」では、

学生・若手研究者が司会進行ならびに口頭発表を行う「若手セッシ

ョン」を初めて開催した。様々な地域から集まった多数の同年輩の

研究者を前に、英語で研究発表ならびに質疑応答を行うという機会

に恵まれた発表者たちは、緊張しつつも十分準備してきた成果を遺

憾なく発揮した。司会進行の担当者も、建設的な議論の場を如何に

作り出すかという重要な役割を精一杯こなしていた。このセッショ

ンをうけて若手全員によるポスターセッションも開催され、例年に

も増して活発な意見交換が行われた。これらの若手による取り組み

は、当初の目的であるコミュニケーション能力や研究企画能力の主

体的な開発へと繋がるものと大いに期待できる。 
セミナーの運営組織 繁政英治（分子科学研究所）、奥村久士（分子科学研究所）

大島康裕（分子科学研究所）、櫻井英博（分子科学研究所）

Kaito Takahashi (IAMS)、Cheol Ho Choi (Kyungpook 
National University)、Xin-yong Ma (ICCAS) 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容       旅費     金額      470,387 円 
         印刷費    金額      387,500 円 
         会議費    金額      718,500 円 
         消耗品費   金額       58,820 円 
         合計                    1,635,207 円 

中国側 内容           旅費     金額      1,419,000 円 

韓国側 内容           旅費     金額      1,473,000 円 

台湾側 内容           旅費     金額       615,000 円 
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整理番号 S－5 
セミナー名 （和文）中日触媒的合成化学シンポジウム 

（英文）China-Japan Symposium on Catalytic Organic Synthesis

開催時期 平成 22 年  9 月 24 日 ～ 平成 22 年  9 月 26 日（3日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）中国、天津、南開大学 
（英文）Nankai University, Tianjin, China 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）魚住泰広・分子科学研究所・教授， 
生越専介・大阪大学・教授 

（英文）Yasuhiro UOZUMI・IMS・Professor, 

    Sensuke OGOSHI・Osaka University・Professor 
相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外での開催の場合) 

Qilin ZHOU・Nankai University・Professor 

 

参加者数 

   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（  中国  ） 

日本 
<人／人日> 

A. 13/48
B. 0/0
C. 0/0

中国 
<人／人日> 

A. 0/0
B. 0/0
C. 43/129

 
合計 

<人／人日> 

A. 13/48
B. 0/0
C. 43/129
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セミナー開催の目的 南開大学 Qi-Lin Zhou 教授は平成 21 年度に中国アカデミー院士

（Academician）に推挙された、中国国内でも第一線級の有機合成

化学研究者である。一方、魚住は、櫻井らと共に分子科学研究所の

触媒的有機合成の国内拠点としての位置づけを確立してきた。日本

と中国を代表する触媒反応研究の拠点である分子科学研究所およ

び南開大学が Chair となり、特に新規かつ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あて相互の情報交換と討論を

行う場を設定する。既に中国の関連領域研究者との研究交流に多く

の実績を持つ大阪大学の生越専介教授を実行委員に迎え、また中国

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

た研究集会を目指す。南開大学（天津）は北京市とも地理的に近隣

であり、化学研究所および北京大学、精華大学の研究者の参加を計

画している。 

セミナーの成果 斬新な触媒設計を立脚点とした討論を経て、従来の遷移金属錯体触

媒、ナノ触媒、高分子触媒、有機触媒では達成できなかった新たな

触媒機能システムや化学反応系の構築可能性を議論した。各参加者

の背景となる専門分野を越えた広範な、しかし目的としての触媒機

能開発や化学分子変換の新手法創出を見据えた（異なる学問背景と

同期する目的視点）実質的な交流が十分になされ、多彩な知見をぶ

つけ合うことができた。 
既に中国側からの共同研究の申し入れもあり実際的な学術交流を

実現できたものと考えられる。 
更に Zhou 教授からは引き続き継続的な交流を持ちたいとの要望が

寄せられた。 
セミナーの運営組織 日本側実行委員： 

 魚住泰広（分子科学研究所、教授）， 
生越専介（大阪大学、教授） 

現地実行委員： 
 Qi-Lin Zhou (Nankai University, Professor) 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容       旅費     金額   2,841,001 円 

中国側 内容       印刷費    金額      200,000 円  
                  会議費他   金額      400,000 円 

合計     金額        600,000 円 
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整理番号 S－7 
セミナー名 （和文）日韓有機金属化学シンポジウム 

（英文）Japan-Korea Symposium on Organometallic Chemistry 

開催時期 平成 22 年 10 月  1 日 ～ 平成 22 年 10 月  3 日（3日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本、奈良市、奈良ホテル 
（英文）Nara Hotel, Nara, Japan 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）魚住泰広・分子科学研究所・教授， 
笹井宏明・大阪大学・教授 

（英文）Yasuhiro UOZUMI・Institute for Molecular Science・

Professor, 

     Hiroaki SASAI・Osaka University・Professor 
相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外での開催の場合) 

 

 

参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（  日本  ） 

日本 
<人／人日> 

A. 6/18
B. 0/0
C. 0/0

韓国 
<人／人日> 

A. 0/0
B. 0/0
C. 6/18

 
合計 

<人／人日> 

A. 6/18
B. 0/0
C. 6/18
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セミナー開催の目的 本セミナーでは、有機金属化学分野で最先端の研究を展開する研究

者が最新の成果を持ち寄り、十分な発表と討論の時間を持って意見

交換することが目的である。このため本セミナーは比較的小規模で

開催し、単なる成果発表の枠を超えた実質的研究交流の場を共有す

る。すでに日韓有機金属化学シンポジウムの前身として開催してき

た二国間シンポジウムにおいて韓国の多くの研究者の知己を得て

おり、知的財産権の流出といった懸念なしに有意義な討論を行い、

相互の研究の進展や共同研究への展開を目指す。 
セミナーの成果 12 件の研究発表のすべてが未発表データを含むものであり、最先

端の研究内容を共有することができた。また、反応メカニズムにつ

いて発表者による提案と別の解釈が提示されるなど、有意義な意見

交換を行うことができた。数件の発表について、共同研究の可能性

を見いだすことができた。共同研究についての話し合いでは、同じ

ホテルに滞在するというメリットを活かし、十分な時間をかけて具

体的な方策を立てることができた。 

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）、 
               笹井宏明（大阪大学教授） 
韓国側実行委員：Sukbok Chang (KAIST・Professor) 

 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容            旅費      金額        212,540 円 
               会議費他   金額        373,740 円 
              合計     金額        586,280 円 

韓国側 内容：           旅費      金額        540,000 円 
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整理番号 S－8 
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 5回年次会議 
（英文）5th Annual Meeting of the JSPS Asian Core Program 

“Frontiers of Material, Photo-, and Theoretical 

Molecular Sciences” 
開催時期 平成 23 年  2 月 23 日 ～ 平成 23 年  2 月 24 日（2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）Okazaki Conference Center, Okazaki, Japan 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）大峯 巖 ・分子科学研究所・所長 
（英文）Iwao OHMINE, Institute for Molecular Science,  

Director General 
相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外での開催の場合) 

 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（   日本   ） 

日本 
<人／人日> 

A. 0/0
B. 0/0
C. 7/14

中国 

<人／人日> 

A. 0/0
B. 0/0
C. 4(4)*/8

韓国 

<人／人日> 

A. 0/0
B. 0/0
C. 3(2)*/7

台湾 

<人／人日> 

A. 0/0
B. 0/0
C. 2(2)*/4

台湾 

日本側参加者 

<人／人日> 

A. 1(1)*/2
B. 0/0
C. 0/0

 
合計 

<人／人日> 

A. 1/2
B. 0/0
C. 16/33

*カッコ内の数は、セミナー(S-4)に引き続き本セミナーに参加又は共同研究(R-1)の実施と併せて本セミナーに参加するために来日した参加者の数。
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セミナー開催の目的 本研究事業の総括として、5 年間に実施された共同研究・研究交流（セミ

ナー等）の成果について報告する。以上の報告を踏まえて、東アジア地域

における分子科学研究の新たなネットワーク構築の可能性について議論

を行う。 

セミナーの成果  各国と地域の所長クラスまたはその代理人による総括的な報告におい

ては、いずれの報告においても、本事業において非常に生産的かつ緊密な

研究協力関係を築くことができたことが強調され、東アジア地域における

分子科学ネットワーク形成に大きな寄与をしたと言える。次年度以降もこ

の強固なネットワークを利用して、更なる学術交流を進めることを再確認

した。総括的な報告のみではなく、特に若手教授・准教授レベルの研究者

による研究成果報告の場も設けた。セミナー参加者同士で非常に活発な議

論を行い、今後の各人の研究遂行にとって有意義な情報交換を行うことが

でき、学術的にも多くの成果を得ることができたセミナーであった。また、

研究者個人レベルでの交流も行い、今後の円滑な協力研究実施のための地

盤を固めることができた。 
セミナーの運営組織 日本側実行委員：大峰 巖（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） 

中国側実行委員：Ma, Xin-Yong (Institute of Chemistry, Chinese Academy 

of Sciences ・博士研究員) 

韓国側実行員：Choi, Cheolho (Kyungpook National Universitys ・

Associate professor) 

台湾側実行員：Takahashi, Kaito( Academia Sinica, Institute of Atomic 

and Molecular Sciences・Assistant Research Fellow) 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容       旅費     金額      26,731 円 
                  会議費    金額        109,079 円 
               消耗品費   金額          2,140 円 
         合計                    137,950 円 

中国側 内容           旅費     金額        175,000 円 

韓国側 内容           旅費     金額         95,000 円 

台湾側 内容           旅費     金額       110,000 円 
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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                  

派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

中国 

<人／人日>

韓国 

<人／人日>

台湾 

<人／人日> 

計 

<人／人日>

日本 

<人／人日> 

実施計画  3/12 3/12 5/20 11/44 

実績 1/5 2(1)*/5 3(2)*/5 6/15 

中国 

<人／人日> 

実施計画 （2/6）    (2/6) 

実績 (0/0)   (0/0) 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 （2/6）    (2/6) 

実績 (0/0)   (0/0) 

台湾 

<人／人日> 

実施計画 （2/6）    (2/6) 

実績 (0/0)   (0/0) 

合計 

<人／人日> 

実施計画 （6/18） 3/12 3/12 5/20 11/44 

(6/18) 

実績 (0/0) 1/5 2/5 3/5 6/15 

(0/0) 

②  国内での交流     0/0     人／人日 

*カッコ内の数は、１派遣で共同研究及び研究者交流を行った派遣者数。 

 

所属・職名 

派遣者名 

派遣・受入先 

（国・都市・機関） 
派遣時期 用務・目的等 

分子科学研究所・ 

准教授・櫻井英博 

台湾・台南市

National 

Cheng-Kung 

University 

平成22年11

月 29 日～ 

平成22年12

月 1 日 

発展的継続枠組み構築に関する意見交

換 

分子科学研究所・ 

教授・魚住泰広 

中国・北京市、

武漢市・北京

大学、清華大

学、中国科学

院 化 学 研 究

所、武漢大学 

平成 23 年 

1 月 11 日～

平成 23 年 

1 月 15 日 

発展的継続枠組み構築に関する意見交

換 

分子科学研究所・ 

教授・魚住泰広 

韓 国 ・ ソ ウ

ル・漢陽大学 

平成 23 年 2

月 13 日～ 

平成 23 年 2

月 16 日 

発展的継続枠組み構築に関する意見交

換 
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分子科学研究所・ 

准教授・信定克幸 

台湾・台北・

台湾科学院原

子分子科学研

究所 

平成 23 年 3

月 15 日 

発展的継続枠組み構築に関する意見交

換 

分子科学研究所・ 

助教・安池智一 

台湾・台北・

台湾科学院原

子分子科学研

究所 

平成 23 年 3

月 15 日 

発展的継続枠組み構築に関する意見交

換 

分子科学研究所・ 

教授・魚住泰広 

韓国・大田・

KAIST 

平成 23 年 3

月 19 日 

発展的継続枠組み構築に関する意見交

換 

 

１１．平成２２年度経費使用総額 

 経費内訳 金額（円） 備考 

研究交流経費 
国内旅費 1,819,560  

外国旅費 13,440,818  

謝金 0  

備品・消耗品購入費 462,403  

その他経費 2,067,219  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

0 
自然科学研究機

構経費より支出 

計 17,790,000  

委託手数料 1,779,000  

合  計 19,569,000  

 
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 3/18 

第２四半期 4,026,390 36/164 

第３四半期 4,762,429 21/86 

第４四半期 9,001,181 62/215 

計 17,790,000 122/483 
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１３．平成２２年度相手国マッチングファンド使用額 

相手国名 
平成２２年度使用額 

（日本円換算額） [単位：現地通貨] 

中国 12,700,000 円相当 
  980,000 [ 元 ] 

  

韓国 7,748,000 円相当 
98,800,000 [ウォン] 

  

台湾 1,580,000 円相当 
536,000 [ TWD ] 

  

※ 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につ

いて、現地通貨での金額、及び日本円換算額を記入してください。 


