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二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成２０年  ２月 ４日 

 

独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

                                     セ ミ ナ ー 代 表 者 所 属 ・ 部 局  東京工業大学大学院理工学研究科   

（ふりがな）          えのき としあき 

職・氏 名   教授・ 榎 敏明             
 
 
 

1． 事 業 名 相手国名（ インド ）とのセミナー（対応機関：  ＤＳＴ     ） 

 

 

2． セミナー名  分子性物質研究の最近の発展 （Recent Trends in Molecular Materials Research）   

 

 

3． 期   間  平成 ２０年 １月  ２０日 ～ 平成 ２０年 １月  ２２日（ ３ 日間） 

 

 

4． 開 催 地 

（都市名と会場名）  Hotel Samudra (インド・ケララ州トリバンドラム)               

 

5． 参加者数   日本側                7  名 
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（代表者を含む） 

相手国側      14 名    計  22  名 
 

その他の国              名 
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6．セミナー参加者 

  (1) 日本側参加者（振興会により経費を負担された参加者に＊印を付けてください。） 

氏    名 所属・部局・職名 専    門 

＊齋藤 理一郎 東北大学大学院理学研究科・教授 炭素ナノ物質の物性理論 

＊塩谷 光彦 東京大学大学院理学系研究科・教授 錯体超分子化学 

＊清水 敏美 筑波大学 界面ナノアーキテクチャ研究

室・教授 
超分子化学 

＊谷垣 勝己 東北大学大学院理学研究科・教授 ナノ構造の固体物性 

＊大塩 寛紀 筑波大学大学院数物理科学研究科・教授 錯体化学・分子磁性 

＊森 健彦 東京工業大学大学院理工学研究科・教授 有機伝導体の物性化学 

＊榎 敏明 東京工業大学大学院理工学研究科・教授 炭素ナノ物質の物性化学 

   

 



     

  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名 トリバンドラム地区研究所(CSIR)・教授・Suresh DAS             

 

(3) 相手国参加者（代表者の氏名の前に○印を付してください。また、振興会により経費を負担された参加者に

＊印を付けてください。） 

氏   名 所 属・職 名 専    門 

K. Vijayamohanan National Chemical Laboratory・Scientist ナノ構造体の電気化学 

K. S. Narayan Jawaharlal Nehru Centre for Advanced 
Scientific Research・Professor 

有機半導体デバイスの開拓 

G. U. Kulkarni Jawaharlal Nehru Centre for Advanced 
Scientific Research・ Associate Professor 

マイクロプローブ実験 

T. Pradeep Indian Institute of Technology Madras ・
Scientist 

金属ナノ粒子の物性 

T. P. Radhakrishnan University of Hyderabad・Scientist 有機フォトニクス 

Amitava Patra Indian Association for the Cultivation of 
Science・ Reader 

ナノ粒子の電子移動 

Swapan K. Pati Jawaharlal Nehru Centre for Advanced 
Scientific Research・Associate Professor 

分子磁性体の理論 

Sandeep Verma Indian Institute of Technology Kanpur ・
Associate Professor 

生体機能物質化学 

Amlan J. Pal Indian Association for the Cultivation of 
Science・Professor 

分子性物質の機能構築 

Satish Patil Indian Institute of Science 機能性高分子 

A. Ajayaghosh NIST,Trivandrum・Scientist  超分子化学・自己組織化 

K. George Thomas NIST,Trivandrum・Scientist 超分子化学 

D. Ramaiah NIST,Trivandrum・Scientist 生体機能物質化学 

Suresh Das NIST,Trivandrum・ 
Chemical Sciences Division /Head 

超分子化学の光化学 

   

 (4) その他の国の参加者 

氏   名 所属・職名（国名） 専    門 
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7．セミナー概要（セミナーの目的・内容・成果等を簡潔に記載してください。） 

a. 目的 

 

本セミナーは機能性分子及び超分子物質に関する物性化学、物性物理、錯体化学、生体物質化

学、材料科学の広い視点での最先端の研究を概観し、今後の日印両国の研究者間での共同研究の

促進を目的として開催されるものである。 

分子を基礎とする物質開拓が電子デバイス、磁気デバイス、光学機能材料、触媒材料、薬剤、

エネルギー材料の研究展開に重要な役割を果たし、機能性物質開拓に大きな貢献をすることが期

待されている。このなかで化学合成により正確にデザインされた分子性物質開拓することが次第

に可能となってきているのもかかわらず、これらの分子性物質の機能を目的にあった形で作り上

げることは現在大きなチャレンジとなり、機能性分子開拓の科学の重要な課題となっている。こ

のなかで個々の分子を目的にあった形で集合状態に作り上げることが新機能の発現に繋がって

いる。あるいは、分子を集合体に組み立てることにより、個々の分子では予測的なかった全く新

しい機能の発現を期待することも出来る。また、理論物理、理論化学の計算により、新しい分子

や分子集合体の機能をデザインし、実験により期待される機能を実現することも可能である。さ

らに、分子機能性物質の化学的アプローチからは、ボトムアップの手法により、超分子構造やナ

ノサイズの分子集合体を組み上げて、ナノサイズの系で初めて発現する機能をつくることも可能

である。このなかではナノエレクトロニクス、バイオ素子等に新しい発見が期待される。 

本セミナーではこのような観点に立って、日印両国の分子物質科学の最先端をリードする少数

の研究者の集中的な議論を通して、分子機能の開拓とその基礎科学の展開の新たな発展を追及す

るものである。 

 

b. 内容 

 

本セミナーはインド最南端の都市 Trivandrum のホテルにおいて 1 月 20 日-22 日の 3 日間で開

催された。会議では超分子科学とその機能に焦点を絞り、物性化学、物理化学、固体物理、物性理

論、生体機能化学、高分子化学等の広い分野から研究報告がなされた。まず、炭素ナノ物質の研究

に関しては、榎がナノグラフェンの端構造の幾何学に依存した特異な電子状態とそれによる磁性発

現、Pradeep は炭素ナノチューブの金属-半導体転移と可視光放射、斉藤は炭素ナノチューブの

Raman 効果による理論的解明、谷垣は水素分子内包フラーレンの分子運動と構造の相関について

の研究成果を発表した。有機半導体、伝導体を用いた有機エレクトロニクスへの発展については、

Narayan は有機半導体を基礎とした光伝導マイクロプローブ顕微鏡への発展、森は有機電荷移動

錯体を用いた電界効果トランジスターの開拓、Patil 共役ポリマーを用いた青色発光ダイオードと

光触媒、Pal は分子物質のメモリーへの応用展開についての研究報告を行った。金属ナノ粒子につ
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いても種々の現象、機能について興味ある研究が発表された。Vijayamohanan は Pt、Rh 金属ナ

ノ粒子の電気化学触媒性の粒子形状依存性、Patra は色素からナノ粒子への共鳴的エネルギー移動

についての研究を報告した。超分子を用いた種々の機能について興味ある研究の成果が議論された。

清水は分子を用いて構築した特異なチューブ構造の構築、塩谷は金属錯体を用いた DNA 構造の構

築と金属ナノクラスターの作成、分子モーターの展開、Das はソフト分子物質の光機能、Ajayaghos

は自己組織化を手段とした分子ワイヤの構築、Radhakrishnan は蛍光性分子物質の集合状態とそ

のサイズ効果、大塩は錯体を用いた単分子磁性体の構築についての斬新な研究展開について報告し

た。マイクロプローブを用いた分子の機能探索については、Kulkarni が伝導性分子フェニレンエ

チニレンの電荷密度と結晶構造の相関、Thomas がフェニレンエチニレンの光化学と STM による

研究成果について発表をおこなった。生体物質の機能を超分子の観点から追及する研究も多数興味

ある成果が発表された。Varma は金属と核酸塩基とのフレームワークの構築、Pati は核酸構造に

導入された金属クラスターの電子状態と磁性の理論的解明、Ramaiah はヌクレオチドと核酸を用

いた生体機能の分子の開拓とその展開について発表をおこなった。 

会議の一環として、インド若手研究者、大学院学生によるポスター発表が行われ、若手研究者と

の活気のある研究交流が、招待講演発表の間の時間を使ってなされた。 

 （参考資料として文末にプログラムを添付） 
 
c. 成果 
 

 本セミナーでは、物性化学、物理化学、固体物理、物性理論、生体機能化学、高分子化学等の広

い分野からの研究者による多様な研究成果が発表された。この中で、分野ごとの特殊性はあるが、

超分子、分子性物質の研究展開における共通な問題点、議論すべき点が明らかにされ、参加研究者

の共通な認識となった。このことは今までの関連分野でのセミナーはなかったことであり、今後、

学際的な視点からの研究展開をする上で、大きな成果ということができる。今まで、日印間の分子

物質、超分子物質の機能性についてのセミナーは複数回行われているが、今回のセミナーでは、日

本、インド両国での研究内容、研究手法の傾向についての違いはあるものの、インドでの研究展開

が極めて高い質を持ち、急速に研究が進んでいることが日本人参加者に大きく印象として残った。

この様に今回のセミナーを通して、日印間の関連分野での共同研究、研究者交流の必要性が強く認

識された。 




