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（様式４－１） 

二国間交流事業 共同研究報告書 

 

平成 26 年 4 月 4 日 
 

 独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

共同研究代表者所属・部局  東北大学・多元物質科学研究所  

（ふりがな）        （あくたがわ ともゆき） 

職・氏 名   教授・芥川 智行       
 

1. 事 業 名 相手国（ 英国  ）との共同研究  振興会対応機関（    RS    ） 

研 究 課 題 名 有機－無機ハイブリッド型ポリオキサメタレートを用いた革新的機能材料の創製 

2. 全 採 用 期 間 

平成 ２４ 年  ４ 月 １ 日 ～ 平成 ２６ 年 ３ 月 ３１日 （  ２年  ０ヶ月） 

3. 経 費 総 額 

（1）本事業により執行した研究経費総額  5,000,000 円 

初年度経費 2,500,000 円、 ２年度経費 2,500,000 円、 ３年度経費   0 円 

（2）本事業経費以外の国内における研究経費総額    0 円 

5．研究組織 

（1）日本側参加者（代表者は除く） 

氏 名 所 属・職 名 

中村 貴義 
大塩 寛紀 
星野 哲久 
武田 貴志 
志賀 拓也 
久保 和也 
二瓶 雅之 
Newton Graham 
飯島 史周 
吉井 祐弥 
小林 嵩幸 
宍戸 勇太 
遠藤 真奈美 
市川 順一 
佐藤 匡宏 

北海道大学・教授 
筑波大学・教授 
東北大学・助教 
東北大学・助教 
筑波大学・助教 
北海道大学・助教 
筑波大学・准教授 
筑波大学・助教 
筑波大学・博士前期課程 
東北大学・博士後期課程 
東北大学・博士前期課程 
東北大学・博士前期課程 
東北大学・博士前期課程 
東北大学・博士前期課程 
東北大学・博士前期課程 
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（2）相手国側研究代表者 

所属・職名・氏名     グラスゴー大学・教授・Cronin Leroy               

（3）相手国参加者（代表者は除く） 

氏  名 所 属・職 名 

Euan Brechin 

Ross Inglis 

Alessandro Prescimone 

Thomas Hooper 

Sergio Sanz 

Stephanie Taylor 

Ross Winter 

Tommy Boyd 

Rachel Scullion 

University of Edinburgh・Reader 

University of Edinburgh・PostDoctor 

University of Edinburgh・PostDoctor 

University of Edinburgh・PostDoctor 

University of Edinburgh・PostDoctor 

University of Edinburgh・PhD student 

University of Glasgow・PhD student 

University of Glasgow・PhD student 

University of Glasgow・PhD student 
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6．研究実績概要（全期間を通じた研究の目的・研究計画の実施状況・成果等の概要を簡潔に記載してくださ

い。） 

 

本研究では、多様な分子形状と電子－スピン状態を有するポリオキサメタレート（POM）クラスター

を研究対象とし、その有機－無機ハイブリッド構造を設計する事で、POM クラスターの新たな機能性

の探索を目指し、次世代の材料化に向けた国際共同研究を実施した。POM クラスターの物質開発にお

いて世界のトップを走る英国・グラスゴー大学のCronin 教授および英国・エジンバラ大学Brechin 教授

と分子性物質の物性評価を専門とする芥川（東北大学）、中村（北海道大学）および大塩（筑波大学）

との国際共同研究プロジェクトを推進し、POM クラスターの作製から機能探索および材料化に至る新

たな研究ステージを開拓する事を目的とした。 

H24年度は、有機―無機ハイブリッド型POM材料の物質開発を多重機能性の設計の観点から検討した。

誘電物性と磁気物性の双方がカップリング可能なマルチフェッロイック材料に着目する事で、日―英間

において有機カチオン構造および無機クラスター構造の基本的な物質設計に関わる意見交換を実施し

た。日本国内においては、誘電物性の評価を専門とする東北大学グループとガス吸着の評価を専門とす

る北海道大学グループおよび磁気物性を専門とする筑波大学間での物性測定に関する連携体制を確立

した。また、主として物質開発を担当する英国グラスゴー大学とエジンバラ大学グループから材料提供

を受けて、新規なマルチフェッロイック材料の創製に向けた国際共同研究を実施した。 

H24年度は、日－英間の国際共同研究を推進するために3回の国際交流を実施した。具体的には、9月

に中村（北海道大学）が、グラスゴー大学を4日間訪問し、Cronin教授とPOM化合物の誘電物性の測定

と有機カチオン構造の分子設計に関する研究打合せを実施した。その後、Cronin教授と中村（北海道大

学）の両者がスペイン・バレンシア市で開催された配位化学に関する最大の国際会議である40 

International Conference on Coordination Chemistry (ICCC40)に参加した。東北大学からは、高橋仁徳（博

士前期課程MC2）がCronin教授および中村（北海道大学）とICCC40にて合流し、今後の研究推進のため

の情報収集、研究打合せおよび研究成果の発表を行った。さらに、12月には、Cronin教授を北海道大学・

電子科学研究所に招聘し、中村・芥川が組織委員となりミニシンポジウム「International Symposium on 

Complex Chemical Systems – Towards artificial life II」を電子科学研究所にて開催した。本研究会への参画

メンバーは、国内から大塩・Graham（筑波大学）、芥川・星野・武田および大学院生3名（小林、宍戸、

遠藤。いずれも東北大学）の計8名と北海道大学から20名がシンポジウムに参加した（写真参照）。Cronin

教授から"Inorganic Biology from the bottom up in an evolutionary chemical engine"、芥川から“Fabrication and 

Function of Molecular-Assembly Network -System”の講演タイトルで、最新の研究成果の発表が行われ、

今後の共同研究推進のための意見交換を実施した。H26年3月には、有機―無機ハイブリッドPOM材料の

物質開発と磁気物性評価に関する共同研究打合せのため、大塩とGraham（筑波大学）がグラスゴー大学

のCronin教授の研究室を訪問した。エジンバラ大学のBrechin教授を交えて、量子磁性を発現させるため

の分子設計とそれに必要な磁気測定手法に関する現状報告と今後の研究推進のための打合せを行った。 

 H25 年度は、誘電－磁気物性に注目した有機－無機ハイブリッド型の POM クラスターの合成（英国

側）と物性評価（日本側）に関する共同研究を実施した。多彩なカチオン構造の設計と多価アニオンで

ある POM クラスターとの複合化により、非共有結合型の POM クラスター材料を開発した。日－英間

での物質設計に関する意見交換により、新たにガス吸着を可能とする新規な有機―無機ハイブリッド型

POM 材料の創製と物性評価を試みた。特に、有機カチオン部位の設計は、POM クラスターの結晶中に

おける配列様式の制御を可能とし、また、分子の吸―脱着空間の確保や分極反転構造を実現する。一方、
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POM クラスターの設計は、多価アニオンの価数、酸化―還元状態、クラスター内の電子の局在―非局

在性および磁気的な性質の制御を可能とする。以上の観点から、本材料では分子の吸脱着過程と誘電お

よび磁気応答が互いに連動した新材料の可能性を示唆した。 

H25 年度は、日－英間での研究情報の共有と成果発表に関して、6 月に、芥川（東北大）・中村（北

大）および佐藤（東北大大学院 MC1）がグラスゴー大学を訪問し、「International Symposium on Complex 

Chemical Systems – Towards artificial life II」 に参加し、芥川が"Long- and Short-Range Dynamic Molecular 

System and its Physical Responses"に関する講演をグラスゴー大学にて実施した。また、9 月に Cronin 教

授を仙台に招聘し、日本化学会東北支部 70 周年記念国際会議にて "A New Theory for 

Inorganic-Self-Assembly via Nested Autocatalytic Templates and Autocatalytic Sets"の講演題目の招待講演を

実施した。本会議を介して、日本側の若手研究者（星野・武田・久保・二瓶・グラハムおよび大学院生

12 名）との密接な国際交流を実施した。また、本計画の最終年度であることから、研究代表者である芥

川（東北大学）が、第 10 回有機金属・超伝導・磁性に関する国際シンポジウム(ISCOM2014 モントリ

オール)に参加して研究成果の発表を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


