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１．概要                                      【公表】 

研究交流課題名 物質・光・理論分子科学のフロンティア 

日本側 拠点機関名 自然科学研究機構 分子科学研究所 

コーディネーター

所属・職・氏名 
分子科学研究所・教授・大森賢治 

相手国（地域）側 

国名 拠点機関名 コーディネーター所属・職・氏名 
中国 

 

韓国 

 

台湾 

中国科学院 化学研究所 

 

韓国科学技術院 自然科学部

 

台湾科学院 原子分子科学研

究所 

Chinese Academy of Sciences ・ Professor ・

Minghua Liu 

Korea Advanced Institute of Science and 

Technology(KAIST)・Professor・Yoon Sup Lee

Institute of Atomic and Molecular 

Sciences(IAMS)・Research Fellow and Deputy  

Director・Wen-Bih Tzeng 

 

２．研究交流目標（申請時の目標） 

①申請時に計画した目標を記入してください。 

 分子科学研究所（分子研）はこれまで長期にわたり中国、韓国および台湾を代表する研究機関と緊密に交

流・協力し、分子科学の発展に努めてきたが、近年急速な発展を遂げているアジア諸国の代表的な研究機関

との交流を更に一層緊密化するとともに、次世代を担う若手研究者を育成するための体制を構築することが

益々重要な課題となっている。現在、分子研が研究協力協定を結んでい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分子研とは研究上補完性、相補性があり、またこ

れらの機関は分子研同様、大学院と密接に連携したそれぞれの重要研究機関である。発展著しいアジアの代

表的研究機関との協力・交流をより緊密に行うことにより、「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、研究および教育の拠点を構築する。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。分子研は、国際的な研究者の交流

および共同研究の重要性に鑑み、国際共同研究を更に推進するための方策を確立する努力を続けてきたが、

平成１６年度には、これまでの実績に基づき、その財政的支援を求める努力を並行して行うことを前提に、

国際共同研究の新たな発展のために、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ところである。「アジア研究教育拠点事業」は、正に分子研が求めていた事業であり、

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。また、本事業の研究交流・共同研究に若手研究者を参加させることにより、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努め

る。 

②①の目標に対する達成度合について当てはまるものを選択し、その理由を記入してください。 

 □①の目標に対する３ヶ年分の計画が十分に達成された。 

 ■①の目標に対する３ヶ年分の計画が概ね達成された。 

□①の目標に対する３ヶ年分の計画がある程度達成された。 

□①の目標に対する３ヶ年分の計画がほとんど達成されなかった。 

【理由】 

 共同研究には，大別してプロジェクト開始以前から交流のあったものを発展させた共同研究，本プロジェ

クト開始を契機として新たに協力体制を構築し，新たな共同研究を開始したものの二つのものがある。現時

点で延べ 10件（19 年度まで 9件，20 年度開始 1件）を実施している。いずれも基礎的な分子科学分野を指

向している性格上，短期的に成果として出にくいが，以前から交流のあったものでは，既に本プロジェクト

による成果と言えるものが輩出している。新たに交流が開始した共同研究では，多くがこれまでは準備，実

験研究の詳細に関する検討期間となっている。研究者間の交流，協力体制の構築は大きく進んでおり，新た

な共同研究でも成果が間もなく出るところまで漕ぎ着けているものもある。従って，共同研究を進めるため

の拠点間ネットワーク形成の観点からは，現段階でかなり目標を達成しており，残期間でこれを成果に結び

つけて行くことが重要であると考えられる。 

セミナーは 18 年度 3 件，19 年度 7 件を実施した。これには本事業の全体会議（各年度に開催），参加機関

の研究者が中心となって組織するトピカルなシンポジウム，若手研究者の育成を主目的とした「冬の学校」

（各年度に開催）を含む。それぞれのセミナーでは活発な議論が行われ，また若手研究者のポスター発表も

行われるなど盛況であり，若手研究者を含めた研究者間交流の促進に資するところ大である。この点で目標

達成に大きく近づいていると考えられる。 

 



      アジア研究教育拠点事業 平成２０年度中間評価資料（進捗状況報告書）            

        2             （平成２０年度中間評価） 
この様式は、独立行政法人日本学術振興会において定められたものです。様式の改変はできません。 

 

３．これまでの研究交流活動の進捗状況 

①目標を達成するために実施したこれまで（平成２０年６月末まで）の交流について、「共同研究」、「セミ

ナー」及び「研究者交流」の交流の形態ごとに、交流人数・交流相手国・概略を記入してください。 

 

○共同研究（延べ交流人数： ６５人 延べ交流日数：１２５５日） 

 

  交流相手国：  中国、韓国、台湾                              

 【概要】 

（1）物質分子科学： 江東林准教授は中国科学院化学研究所と「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行い、様々な光機能性ナノ構造体の合成を目標として研究

を進めた。加藤晃一教授と韓国科学技術院は、分子科学研究所所蔵の 920MHz 超高磁場 NMR 装置を使って、

「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進めた。その他、「バッ

キーボウルの合成と物性」に関する台湾との共同研究、「自己組織化金属錯体触媒の開発」に関する中国と

の共同研究などを行った。 

（2）光分子科学： 岡本裕巳教授は中国科学院化学研究所との「特異なナノ分子システムのナノ光学」に

関する共同研究において、ナノ構造物質の新たな機能開発の研究を進めた。大島康裕教授と台湾科学院原子

分子科学研究所は、「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進

めた。 

（3）理論分子科学： 岡崎進教授と台湾科学院原子分子科学研究所は「生体分子中における量子過程の計

算機シミュレーション」に関する共同研究を推進し、量子古典混合系近似に基づいて溶媒中のプロトンに対

する断熱表示における運動方程式を導出し、生体分子の前段階としての低分子モデル系の構築にも着手し

た。 

 

○セミナー（延べ開催回数： １０回、延べ交流人数：５１０人） 

 

  交流相手国：  中国、韓国、台湾                              

【概要】 

魚住泰広教授は、平成１８年１０月に中国科学院化学研究所において、「中国− 日本 グリーン化学合成

ワークショップ」を開催した。江東林准教授は、平成20年2月に中国科学院化学研究所において、「中国・日

本機能性分子の合成と自己組織化シンポジウム」を開催し、自己組織化に関して集中的に意見を交換した。

大島康裕教授は、平成19年９月に神戸大学において、レーザーの開発と利用が融合した世界的にもユニーク

な研究ネットワークを東アジアに形成し、今後の新しい展開を目指すことを目的として「先端レーザー分光

シンポジウム」を開催した。また、魚住泰広教授は、平成20年1月に中国科学院化学研究所において、「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、新触媒機能や高度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、有用な情報交換と討論を行った。更に、東アジア地域出身で世界的に活躍して

いる研究者や４拠点機関の講師を招聘し、分子科学の次代を担うアジアの若手研究者の育成に貢献すること

を目的としたアジア冬の学校（平成１８年１２月化学研究所、平成20年1月分子科学研究所）を開催した。

この他、平成１９年３月に分子科学研究所において第1回年次会議、平成20年３月に韓国のKAISTにおいて第

2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した。 

 

○研究者交流（延べ交流人数：   人 延べ交流日数：   日） 

 

  交流相手国：                                       

 【概要】 

 

 該当せず 
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②これまでの交流を通じて、申請時の計画がどの程度進展したか、「学術的側面」、「社会への貢献」、「若手

研究者の養成」及び「研究教育拠点の構築」の観点から記入してください。 

 

○学術的側面 

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、分子研の得意とする有機合成技術と中国化学研究所が有する高い自己組織化技術が融合

した新規な研究成果が得られつつある。また、「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、中国化学研究所との協力により生体材料の水中での高分解イメージング観測技術を確立しつつある。

さらに、「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」に関する共同研究において、韓国側

での糖鎖構造解析技術の確立に分子研の指導が大きく貢献した。「バッキーボウルに関する合成・物性研究」

においては、台湾側と共同して、新奇なバッキーボウル分子の関与する物性研究という新しい研究領域を開

拓しつつある。また、「自己組織化金属錯体触媒の開発」に関する共同研究においては、中国側と協力して、

これまでの業績を取りまとめて論文や学術図書として出版する段階にまで到達している。 

光分子科学分野では、「特異なナノ分子システムのナノ光学」に関する共同研究において、分子研が独自

に開発した近接場光学顕微鏡を用いてメソスコピック構造を特定する方法論の構築が進展した一方、中国側

では近接場顕微鏡による観測に適した光学的特性を有するナノ物質群の作成が行われた。また、「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」に関しては、台湾側と協力して、アセチレンの第１励

起１重項状態における変角振動のエネルギー準位構造と状態間摂動に関して詳細な検討がなされた。 

理論分子科学分野では、「生体分子中における量子過程の計算機シミュレーション」に関する共同研究に

おいて、分子研で開発中である水中でのタンパク質に関する分子動力学計算と、台湾側が進めている界面に

おける電子状態計算とを融合する方法論の検討が進行中である。 

以上のように、「物質」「光」「理論」の各分野で重要課題について共同研究が順調に進行中であり、世界

レベルで見ても最先端の研究成果が得られつつある。 

 

○社会への貢献 

 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と考えられる。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。 

 

○若手研究者の養成 

 本事業では、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。それに向けて、分子科学の

次代を担うアジアの若手研究者、特に、助教、博士研究員、博士後期課程学生を対象に、「物質・光・理論

フロンティア— 冬の学校」を実施した。第１回は中国化学研究所にて平成 18 年 12 月に、第２回は分

子研にて平成 20年１月に開催し、どちらも 100 名を超える多数の参加者があった。全体講義、一般講義、

選択講義という多様な形態の講義に加えて、ポスター発表ならびに研究所内見学が行なわれた。世界トップ

クラスのアジア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を与えた。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。 

 

○アジア地域における研究教育拠点の構築 

 本事業における４拠点機関は、それぞれ、日本・中国・韓国・台湾における分子科学分野の中核的な研究

拠点であり、世界的に見ても高水準の研究成果を発信し続けてきている。これらの機関が、本事業において

上述のような緊密な共同研究を遂行することにより、互いの長所を融合して相互に補完しあうことを通じて

新規な研究領域の開拓が進行しつつある。さらに、各種の共同セミナーを通じて、若手研究者間の親密な交

流や研究協力への萌芽も形成されつつある。このような流れを加速することにより、最終的には、東アジア

全体を融合した１つの（バーチャルな）研究教育拠点として確立することが期待できる。 
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４．事業の実施体制 

①若手研究者養成の体制 

若手研究者が身につけるべき能力・資質等の向上に資する仕組みを構築し、それをどのように機能させ

ているか記入してください。 

 若手研究者育成に向けた取り組みの第１は、「物質・光・理論フロンティア— 冬の学校」の開催である。

この冬の学校では、日本・中国・韓国・台湾の博士課程学生・博士研究員・助教が一堂に会し、多彩なプロ

グラムが集中的に実施される。参加若手研究者の能力・資質向上を意図した特徴として、分子科学の３つの

重要領域における基礎から最先端までの内容について、その分野のエキスパートの研究者が平易・簡潔かつ

熱意を持って解説する講義が行なわれ、各人の狭い専門分野のみに限定されることなく分子科学全領域の動

向を自然に理解できるよう企画されている。実際に、多くの参加者から「今まで馴染みのない分野について

の講義は意義深い」との評価がえられている。さらに、参加若手研究者のほぼ全員がポスター発表を行い、

国外のシニアならびに同年輩の研究者たちから活発な質問や意見を受ける場となっている。このような体験

を通じて、英語によるコミュニケーション能力が涵養されるばかりでなく、自身の研究の意義や方法論につ

いて各自が深く再考する契機となっている。本学校は、平成 19年度は中国化学研究所、20年度は分子科学

研究所で開催され、今後も、事業の４拠点が毎年持ち回りで開催予定である。上述の特徴は一貫して保持し

つつ各拠点独自の企画が盛り込まれる予定になっており、特に、若手研究者同志の相互交流をさらに加速さ

せるために、若手が自主的に企画するセッションの実施などが検討されている。 

 第２の取り組みとしては、参加機関の研究者が中心となって組織するトピカルなシンポジウムにおいて、

冬の学校同様にポスター発表の場をできるだけ設けるようにしている点と、助教・博士研究員さらには博士

課程学生までに対しても積極的に口頭発表の機会を与えるようにしている点である。このようなシンポジウ

ムでは、分野の専門家が最先端の研究成果を発表し、集中的な意見交換が行なわれる。そのような場で、特

に口頭発表を行なうことは、厳しい質問・意見にさらされ自身の研究がシビアに評価されることとなり、若

手研究者にとっては大きな試練といえる。しかし、このような体験を通じて研究に対する自信が形成され、

真に独立した研究者へ成長する契機となることは疑問の余地はない。通常、若手研究者、特に博士課程学生

が国際学会で口頭発表を行なう機会はそれほど多くはない。このような観点から、本事業における共同セミ

ナー・シンポジウムにおける若手研究者の発表を、さらに奨励する予定である。 

 

②日本側拠点機関の体制 

日本側拠点機関としての実施体制、日本国内の他機関との協力体制などの実施・運営体制を記入してく

ださい。 

 物質分子科学、光分子科学、理論分子科学のそれぞれの分野の分子研教授・准教授６名で執行部を組織し、

主要な審議事項等はこの執行部会で議論した後に所長の承認を得ることになっている。共同研究・共同セミ

ナー課題は年度毎に所内で公募し、執行部会で採択課題を決定している。また、岡崎統合事務センター総務

部国際研究協力課国際係が事務運営を強力にサポートしている。さらに、これとは別に分子研光分子科学研

究領域に配置されたアジアコア担当の事務支援員が本事業の事務運営を密接にサポートする体制が整って

いる。 

 また個別の共同研究および共同セミナーの運営を通じて、国内他大学との連携を進めている。特に名古屋

市立大学とは、本事業開始以降、これまで一貫して密接な協力体制を維持してきた。 
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③相手国とのネットワークの構築状況 

相手国拠点機関との協力体制、ネットワーク構築状況について、記入してください。 

 これまでに、共同研究や共同セミナーにおける活発な交流を通じて、中国、韓国、台湾の各拠点研究機関

との協力体制を強化し、物質・光・理論分子科学の各分野において強固なネットワークを構築してきた。さ

らに、関連する分野において、各拠点機関の他に、大学その他の研究機関との連携も視野に入れ、教育・研

究の両面から協力体制の構築を図っている。 

（１）中国との協力体制の構築 

 本事業では、中国科学院化学研究所を拠点機関として、教育・研究の協力体制の構築を強化している。具

体的には、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、清華大学の Xi 

Zhang 教授、浙江大学の Zhiquan Shen 教授と共に「π電子系有機分子を基盤とする機能性ナノ構造体の構

築と機能開拓」に関する共同研究を進めている。本共同研究は従来の炭素ナノ素材では実現できない光機能

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

る。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、河南大学の Yu-Jun Mo

教授、上海交通大学の Chang-Shun Wang 教授と共に、細胞等の生体材料の水中における原子間力顕微鏡によ

る高分解イメージングに関して共同研究を進めている。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」に関する共同研究を行っている。この共同

研究は、Ding 教授が開発した自己組織化金属錯体触媒創製の方法論と、魚住教授・山田助教が開発した関

連手法の比較・融合により、さらに高機能な触媒開発を目指すものである。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

を進めている。本研究では、高度な独自技術を持つ物質開発グループ（Liu 教授グループ）と光計測グルー

プ（岡本教授グループ）が協力することで、ナノ構造物質の新しい光学的・物理化学的性質を見いだし、新

規な機能を開発することを目標としている。大阪大学の猿倉信彦教授と中国科学院化学研究所の Guo-Qiang 

Yang 教授は、「テラヘルツ時間領域分光法を用いたジシアノビニル置換芳香族分子の分子間振動および構

造」に関して共同研究を行い、高圧下での光物性の解明を目指した。これらの共同研究に加えて、６回にわ

たる共同セミナーを開催し、拠点機関間の研究者の交流を深めた。これらの共同研究や共同セミナーを通じ、

助教や准教授クラスの若手研究者や博士課程学生の相互理解が深まり、さらなる共同研究の良い契機となっ

た。化学研究所のほかに、これまでに、北京大学、清華大学、浙江大学、上海交通大学、復旦大学などの重

点大学および上海有機化学研究所との共同研究も行っており、本教育・研究プログラムを機に確実に研究協

力体制の輪が広がっている。 

（２）韓国との協力体制の構築 

 韓国科学技術院（KAIST）を拠点機関として、教育・研究協力体制の構築を強化している。具体的には、

分子科学研究所の加藤晃一教授と韓国科学技術院自然科学部の Byong-Seok Choi 教授が、光州科学技術院

（Kwangju Institute of Science & Technology）の Jae Il Kim 助教授と共に「超高磁場 NMR を用いた蛋白

質-ペプチド相互作用の精密解析」に関する共同研究を行っている。分子科学研究所に設置された 920MHz

超高磁場 NMR 装置はペプチドと蛋白質の相互作用を高精度で解析するための強力なツールとなることが期

待される。本共同研究は、超高磁場 NMR 装置の活用を軸とした、日韓の分子科学者間の学術交流、さらには

アジアの研究教育の振興に資することを目指している。またソウルの Chung-Ang University にてミニシン

ポジウムを行い、互いの研究成果を報告した。そこでは、若手研究者を中心に活発な議論が行われた。さら

に、KAIST にて第２回年次会議を開催、またソウル国立大学をはじめ、数多くの大学との連携も行っている。

（３）台湾との協力体制の構築 

 台湾科学院原子分子科学研究所を拠点機関として、教育・研究協力体制の構築を行っている。具体的には、

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のYen-Chu Hsu上級研究員は、同じくIAMS

のChi-Kung Ni研究員、国立清華大学のI-Chia Chen教授、国立中央大学のBor-Chen Chang教授と共に「コヒ

ーレントレーザー分光による反応ダイナミックスの解明」に関する共同研究を進めている。本研究は、光励

起した分子が引き起こす多様な化学反応や緩和過程の詳細を解明し、さらに励起分子のダイナミックスが周

辺環境との相互作用によって、どのように影響されるかを明らかにすることを目的としている。分子科学研

究所の櫻井英博准教授と国立Cheng-Kung 大学のYao-Ting Wu准教授は、「バッキーボウルの合成と物性」に

関する共同研究を行っている。本研究は最先端のバッキーボウル合成研究を推進している分子研グループ

と、物性を指向した研究を展開している台湾グループが連携することにより、両研究グループの飛躍的な研

究の発展を目指すと同時に、「アジア発」の新たな物性科学の分野創出を目的としている。 

 以上のように、本プログラムは、分子科学の先端分野において各拠点機関との協力体制を強化し、さらに、

拠点機関以外の多数の大学や研究機関との連携も視野に入れ、東アジア地域の分子科学のさらなる発展、次

世代を担う若手研究者の育成および交流に大きく貢献するものと期待される。 

 

mailto:ychsu@po.iams.sinica.edu.tw
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５．事務運営体制 

拠点機関全体としての事務運営・支援体制について記入してください。 

 岡崎統合事務センター総務部国際研究協力課国際係が事務運営を強力にサポートしている。さらに、こ

れとは別に分子研光分子科学研究領域に配置されたアジアコア担当の事務支援員（運営費交付金雇用）が

本事業の事務運営を密接にサポートする体制が整っている。 
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 ６．今後の展望 

研究交流目標を達成するための今後の研究交流計画（概要）について記入してください。 

（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、Zhishan Bo 教授、清華

大学の Xi Zhang 教授、浙江大学の Zhiquan Shen 教授との共同研究を進め、光エネルギー変換システムの

構築、単分子力学を用いたπ電子系相互作用の解明、および新規重合触媒の開拓を目指す。さらに、ソー

ラーセル、ＦＥＴなどのデバイスを構築し、π電子系の新たな可能性を検討する。また、機能性π電子系

に関する共同セミナーを開催し、当領域において東アジアの協力体制の構築を完成させ、分子科学研究所

を拠点として発信し続けることを目指す。 

 分子科学研究所の加藤晃一教授は、韓国科学技術院（KAIST）自然科学部の Byong-Seok Choi 教授らと協

力して、超高磁場 NMR 装置の活用を軸とした、生理活性糖ペプチドの分子認識機構を解明する。これまで

に韓国、台湾側との共同研究により、安定同位体標識ペプチドの合成や、糖鎖構造解析、相互作用解析法

の確立を行ってきた。新たに超分子化学的手法による生体分子クラスターの構築と、超高磁場 NMR を用い

たダイナミクスの測定を行い、構造生物学的アプローチとともに分子認識機構の詳細を研究する。このよ

うな多分野横断型の研究により、生命分子科学の新たな領域の開拓が期待される。 

 分子科学研究所の宇理須恒雄教授は、上海交通大学の Chang-Shun Wang 教授および、河南大学の Yan-Li 

Mao 准教授、Yu-Jun Mo 教授と協力して、放射光エッチングとその神経細胞ネットワーク素子製作への応用

と医療分子科学開拓に関する研究を展開する。放射光エッチング反応基本特性と反応素課程の解明、人工

細胞膜を利用したアルツハイマー発症機構の解明と金ナノ微粒子プローブ開発等の実験研究を計画してい

る。医療分子科学という新学術分野の開拓に結びつく成果が期待される。 

 分子科学研究所の櫻井英博准教授は、国立 Cheng-Kung 大学 （台湾）の Yao-Ting Wu 助教授と協力して、

最先端のバッキーボウル合成研究（分子研グループ）と物性を指向した展開研究（台湾グループ）の連携

に基づく、「アジア発」の新たな物性科学の分野創出を目指した研究を推進する。 

 分子科学研究所の魚住泰広教授は、触媒分子科学・機能性分子科学に関する日中合同シンポジウム（H18

から継続開催）を北京大学や上海有機化学研究所の研究者も含めた関連領域研究者が一堂に会する場とし

て拡大発展させる。韓国との同様の合同シンポ（H20 開催）についても，第２回シンポへと継続し両国間の

連携を強化する。上海有機化学研究所 Kuiling Ding 副所長との共同研究は研究萌芽が認められており，実

りを収穫すべく継続する。 

 分子科学研究所の桑島邦博教授は、２０年度に引き続き「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。２１年度は日本開催の予定である。また、２１年度以降は、日韓のみならず、中

国や台湾の生体分子科学分野の研究者にも参加を呼びかけるよう計画している。 

 

（２） 光分子科学 

 分子科学研究所の岡本裕巳教授は、引き続き「特異なナノ分子システムのナノ光学」の研究を，中国科

学院化学研究所 Liu 教授のグループと共同して進める。２１、２２年度も各年度１〜２回の相互訪問を通

じて共同研究の実施，研究打合せを進め，具体的な成果に繋げていくことを目指す。また、この他に、こ

れまで分子研と韓国科学技術院の分子科学研究者を中心として２年に１度韓国と日本で交互に開催してき

た「日韓分子科学合同シンポジウム」の第 13 回シンポジウムを、アジアコアの援助を得て 2009 年に日本

で開催することを計画している。 

 分子科学研究所の大島康裕教授は、引き続き台湾科学院原子分子科学研究所（IAMS）の Yen-Chu Hsu 上

級研究員と協力して「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」に関する研究を推進

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

ヒーレント分光に活用することにより、光励起した分子が引き起こす多様な化学反応や緩和過程、および

それらと周辺環境との相互作用の詳細を解明することを目指す。これによって、光エネルギー変換や超分

子系の機能を議論する上で真に微視的な基盤が得られると期待される。 

 

（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副研究員は、引き続き「ナノ構造体における

光学応答理論」に関する共同研究を推進する。独自に開発したナノ構造体の静的・動的性質解明に向けた

近接場光励起による新しい光学応答理論の構築及びその数値計算プログラムに基づき、金属と非金属分子

から構成される複合ナノクラスターの電子・核ダイナミクスや、それらと環境との相互作用に基づく電子

的デコヒーレンスの影響について研究を行う。 

 

 以上とは別に、３分野連合のセミナーとして、若手の人材育成を目的とした「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」、「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」年次会議」を引き続き年度毎に開催して行く予定である。 
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７．この課題に関連した主な発表論文名・著者名 

コーディネーターあるいは参加研究者が実施期間中に既に発表した、この交流に関連する主な論文等を
記載してください。コーディネーター・参加研究者の氏名にはアンダーラインを付してください。また、
相手国の参加研究者との共著論文には、文頭の番号に○印を付してください。 

 
①学術雑誌等（紀要・論文集等も含む）に発表した論文又は著書 

・査読がある場合、印刷済及び採録決定済のものに限り、査読中・投稿中のものは除く。 

１ 

著者名 Z. He, T. Ishizuka, and D. Jiang 

題 名 
Dendritic Architectures for Design of Photo–  and Spin–  

Functional Nanomaterials 
掲載誌名 Polymer J. 

発行所 
The Society of Poymer 

Science, Japan 
巻号 39 頁 889～922 発行年 2007 年 査読 ○有 ・無

２ 

著者名 N. Yoshii and S. Okazaki 

題 名 

Free energy of water permeation into hydrophobic core of 

sodium dodecyl sulfate micelle by molecular dynamics 

calculation 

掲載誌名 J. Chem. Phys 

発行所 
American Institute of 

Physics 
巻号 126 頁 096101-1～3 発行年 2007 年 査読 ○有 ・無

３ 

著者名 Ao Xia, Jianhua Hu, Changchun Wang, Donglin Jiang 

題 名 

Synthesis of Magnetic Microspheres with Controllable 

Structure via Polymerization-Triggered Self-Positioning of 

Nanocrystals 

掲載誌名 Small 

発行所 Wiley-VCH 巻号 3 頁 1811～1817 発行年 2007 年 査読 ○有 ・無

４ 

著者名 
H. Yagi, N.Yasukawa, S.-Y.Yu, C.-T.Guo, N.Takahashi, T.Takahashi, W.Bukawa, T.Suzuki, K.-H. 

Khoo, Y.Suzuki, K.Kato 

題 名 
The expression of sialylated high-antennary N-glycans in 

edible bird’s nest 
掲載誌名

Carbohydrate 
Ressearch 

発行所 Elsevier 巻号 343 頁 1373～1377 発行年 2008 年 査読 ○有 ・無

５ 

著者名 A. Yamada and S. Okazaki 

題 名 

A quantum equation of motion for chemical reaction systems 

on an adiabatic double-well potential surface in solution 

based on the framework of mixed quantum-classical molecular 

dynamics 

掲載誌名 J. Chem. Phys.  

発行所 
American Institute of 

Physics 
巻号 128 頁 044507-1～8 発行年 2008 年 査読 ○有 ・無

６ 
著者名 S. Higashibayashi, H. Sakurai 

題 名 
Asymmetric Synthesis of a Chiral Buckybowl, 

Trimethylsumanene 
掲載誌名 J. Am. Chem. Soc. 

発行所 
The American Chemical 

Society 
巻号 130 頁 8592～8593 発行年 2008 年 査読 ○有 ・無

７ 

著者名 T. Shimada, K. Imura, M. K. Hossain, H. Okamoto, and M. Kitajima 

題 名 

Near-field study on correlation of localized electric field 

and nanostructures in monolayer assembly of gold 

nanoparticles 

掲載誌名 J. Phys. Chem. C 

発行所 
The American Chemical 

Society 
巻号 112 頁 4033～4035 発行年 2008 年 査読 ○有 ・無

８ 

著者名 K. Imura and H. Okamoto 

題 名 

Development of Novel Near-Field Microscpectroscopy and 

Imaging of Local Excitations and Wavefunctions of 

Nanomaterials (Review paper) 

掲載誌名 Bull. Chem. Soc. Jpn.

発行所 
The Chemical Society 

of Japan 
巻号 81 頁 659～675 発行年 2008 年 査読 ○有 ・無

９ 

著者名 Y. Mao, R. Tero, Y. Imai, T. Hoshino, T. Urisu 

題 名 
The morphology of GM1x/SM0.6-x/Chol0.4 planar bilayers 

supported on SiO2 surfaces 
掲載誌名 Chem. Phys. Lett. 

発行所 Elsevier 巻号  頁 in printing 発行年 2008 年 査読 ○有 ・無
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○
１
０ 

著者名 Z. Wang, K. Ding, and Y. UOZUMI 

題 名 An Overview of Heterogeneous Asymmetric Catalysis 掲載誌名

In Handbook of 
Heterogeneous 
Asymmetric Catalysis 
(Eds. K. Ding and Y. 

Uozumi) 

発行所 Wiley-VCH 巻号  頁 in press. 発行年  査読 有・○無  

１
１ 

著者名 Y. UOZUMI 

題 名 
Heterogeneous Asymmetric Catalysis in Aqueous Media  
 

掲載誌名

In Handbook of 
Heterogeneous 
Asymmetric Catalysis 
(Eds. K. Ding and Y. 

Uozumi) 

発行所 Wiley-VCH 巻号  頁 in press. 発行年 2008 年 査読 有・○無  

１
２ 

著者名 K. Ding 

題 名 
Homochiral Metal-Organic Hybrid Polymers for Heterogeneous  

Enantioselective Catalysis 
掲載誌名

In Handbook of 
Heterogeneous 
Asymmetric Catalysis 
(Eds. K. Ding and Y. 

Uozumi) 

発行所 Wiley-VCH 巻号  頁 in press. 発行年  査読 有・○無  

○
１
３ 

著者名 Kuiling Ding,and Yasuhiro UOZUMI 

題 名 Handbook of Heterogeneous Asymmetric Catalysis 書籍の編集 掲載誌名  

発行所 Wiley-VCH 巻号  頁  発行年

will be 

publis

hed in 

2008 

査読 有・○無  

 

②国際会議における発表 
・通し番号、著者（参加研究者を含む全員の氏名を、論文等と同一の順番で記載すること）、題名、発表した学会名、開催場所、

論文等の番号、月・年を記載すること。発表者に○印を付すこと。 

・口頭・ポスターの別、査読の有無を区分して記載すること 

１ 

著者名 Shinji. Kajimoto and ○Susumu. Okazaki 

題 名 
A molecular dynamics study of free energy of micelle 

formation in water 

口頭・ポスター 
査読 有・○無

 

学会名 

62nd Calorimetry Conference 

held jointly with The Japan 

Society of Calorimetry and 

Thermal Analysis (Calcon 

2007) 

場所 Hawaii, 米国 番号  8 月 2007 年 

２ 

著者名 ○Hiromi Okamoto, Kohei Imura 

題 名 
Near-field imaging of optical fields and plasmon 

wavefunctions in metal nanoparticles 

口頭・ポスター 
査読 有・○無

 

学会名 

The Colloquium 

Spectroscopicum 

Internationale XXXV (35th 

International Conference on 

Spectroscopy) 

場所 Xiamen, 中国 番号  9 月 2007 年

３ 

著者名 ○Donglin Jiang 

題 名 
Synthesis and Functions of Spin-Crossover Soft 

Materials 

口頭・ポスター 
査読 有・○無

 

学会名 

The 9th China-Japan Joint 

Symposium on Conduction and 

Photo-conduction in Organic 

Solids and Related Phenomena

場所 北京, 中国 番号  10 月 2007 年
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４ 

著者名 

○ Carlito Ponseca Jr., Elmer Estacio, Hidetoshi Murakami, Nobuhiko Sarukura, 

Jun-ichi Nishizawa, Tetsuo Sasaki, Ken Suto, Kazutomo Ido, Yuji Furutani, Hideki 

Kandori, Shintaro Kawaguchi, Ohki Karamba, Keisuke Tominaga 

題 名 
Calculated and Experimental Spectra of 9-cis, 11-cis, 

and 13-cis Retinal Isomers in the Terahertz Region 

口頭・ポスター 
査読 有・○無

 

学会名 
Asia Pacific Laser Symposium 

in Japan 
場所

名古屋国際会議場

（名古屋／日本） 
番号

31Aa

5 
1 月 2008 年 

 
③国内学会・シンポジウム等における発表 

・(b)と同様に記載すること。 

１ 

著者名 

○Carlito Ponseca Jr., Elmer Estacio, 村上英利，古川裕介，猿倉信彦，Romeric Pobre，

Jun-Ichi Nishizawa，Ken Suto，Tetsuo Sasaki，Takenori Tanno，Kazutomo Ido，Hideki 

Kandori，Ohki Karamba 

題 名 
Vibrational analysis of 9-cis, 11-cis, and 13-cis 

retinal isomers in terahertz region 

口頭・ポスター 
査読 有・○無

 

学会名 2007 年度秋季応用物理学会 場所 札幌 番号
7p-Z

B-17 
3 月 2007 年 

２ 

著者名 ○井村考平，岡本裕巳 

題 名 近接場顕微分光法の高度化 口頭・ポスター 査読 有・○無
 

学会名 第 1回分子科学討論会 場所 仙台 番号  9 月 2007 年 

３ 

著者名 ○何筝，石塚智也，江東林 

題 名 
一次元鉄ートリアゾールデンドリマーの合成とスピン転

移機能 

口頭・ポスター 
査読 有・○無

 

学会名 第 56 回高分子討論会 場所 名古屋 番号  9 月 2007 年 

４ 

著者名 ○石塚智也，陳龍，江東林 

題 名 サレンデンドリマーによる金属特性の制御 口頭・ポスター 査読 有・○無
 

学会名 第 56 回高分子討論会 場所 名古屋 番号  9 月 2007 年 

５ 

著者名 
○Su Il Kim, Kohei Imura, Hiromi Okamoto, Sehun Kim 
(S.I.Kim，S.Kim は KAIST 所属。但し，岡本が代表者の R-1 とは別な共同研究) 

題 名 

Characterization of two-photon induced 

photoluminescence occurring at the nanohole array 

structures 

口頭・ポスター 

 査読 有・○無
 

学会名 

Korean Chemical Society 

Physical Chemistry Summer 

Workshop（韓国国内会議） 
 

場所
Chunchon, Korea 
 

番号  7 月 2008 年 

 




