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２．研究交流目標
申請時に計画した目標と現時点における達成度について記入してください。
○申請時の研究交流目標

大阪大学を中心とした計算機ナノマテリアルデザイングループ（CMD®）と欧米の機関が連携し、CMD
手法開発・応用・普及・実証実験(外注)と CMD による新グリーンエネルギーを目指した研究を行うとと
もに、共同研究、ワークショップ開催、デザイン手法チュートリアル開催を実施し、これによって先端
研究拠点構築とネットワーク型人材育成を推進する。コアとなる大阪大学ナノサイエンスデザイン教育
研究センターはナノサイエンス教育研究と CMD 教育研究を実施するために、大阪大学の部局横断連携か
ら生まれた学内センターである。基礎工学研究科は CMD 研究の観点からその設立と運営に深くかかわ
り、日本側コーディネーターは同センターの運営委員会委員をつとめている。本事業では
（１） 先端研究教育拠点としてグリーンエネルギーデザインコアをナノサイエンスデザイン教育研究
センターに設置する。
（２） グリーンエネルギーのための計算機ナノマテリアルデザインに関する共同研究を組織するとと
もに、共同ワークショップ、デザイン手法開発と現実物質のデザインを行うための国際チュート
リアルを実施する。
（３） これらの国際ネットワークを通じてグリーンエネルギーデザイン研究・人材育成・手法開発を促
進する。
（４） 若手研究者による共同研究、ワークショップおよびチュートリアルコースを日米欧で継続するこ
とによってグリーンエネルギーデザイナー、シミュレーションソフトウェア開発者などの高度専
門教育研究者および高度専門産業人を養成し、それによって工業化社会から知識社会への産業構
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造の転換にマッチした人材育成と先端研究を将来にわたって発展させる。
（５） 実証実験グループや企業に対してデザイン手法やデザイン情報を提供するための CMD ファウン
ドリーや量子シミュレーション・ファウンドリーによる研産学連携の事業化と自立的運営を長期
的に可能にする。
を目標に取り組んでいる。
○目標に対する達成度とその理由
上記目標に対する 2 カ年分の計画について、
■十分に達成された
□概ね達成された
□ある程度達成された
□ほとんど達成されなかった

【理由】

（１） ナノサイエンスデザイン教育研究センターにおいて、文部科学省の特別運営費交付金(平成 26 年
度〜平成 30 年度)が採択され、計算機ナノマテリアルデザイングループによるグリーンエネルギ
ーデザインコア活動が継続された。
社会人を対象とした高度専門教育研究者および高度専門産業人を養成するための夜間講義を国
内企業、大学に配信し、それによって工業化社会から知識社会への産業構造の転換にマッチした
グリーンエネルギーデザインのための人材育成と先端研究を将来にわたって発展させる基盤を
構築した。
（２） 平成 25 年度より、計算機ナノマテリアルデザイングループが中心となって、大阪大学総長裁量
経費による未来研究イニシアティブ・グループ支援事業・計算機ナノマテリアルデザイン新元素
戦略（代表者・吉田博）に採択された。
（３） 平成 24 年度 2 回、平成 25 年度 2 回にわたり、チュートリアルを中心とした計算機マテリアルデ
ザインワークショップ（CMD ワークショップ）を開催した。また、平成 26 年 3 月、ドイツ・ユ
ーリッヒ研究所において、デザイン手法開発と現実物質のデザインを行うための国際チュートリ
アル・スクールを２週間にわたり実施した。
（４） 大阪大学、東京大学、東北大学、慶応大学の連携により、省エネルギー・スピンエレクトロニク
スデバイスの実現を目的とした、日本学術会議大型研究計画『「スピントロニクス学術研究基盤
と連携ネットワーク」拠点の整備』を企画立案し、応募し、207 件の応募の中から、現在 27 件ま
での候補に残っており、最終結果待ちの状態である。本ネットワークの中では、大阪大学はデザ
インを主として担当し、採択されれば、ネットワークの研究コアとしてのオール・ジャパンおよ
び世界に向けたスピントロニクスに関する計算機ナノマテリアルデザインにおける教育研究の
重要な役割を果たすことが可能になる。
（５） 日本、欧州、および、米国において、若手研究者の研究交流、国際ワークショップ、国際スクー
ル、国際交流、国際共同研究を推進し、新規方法論の開発、スピントロニクス、太陽電池材料、
触媒、熱電材料、超伝導などの具体的なテーマでの大きな成果が得られている。
（６） ヨーロッパの Ψ-k ネットワーク、本事業で計画している CMD ネットワーク、米国の NRNL を連
携したグローバルなネットワーク（EFRC,米国エネルギー省が主宰するネットワーク型の Energy
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Frontier Research Center）を継承して、特定地域にとどまらない、エネルギー・環境問題をデザイ
ン主導による実証実験や効率的な研究開発を加速するための計算機ナノマテリアルデザインに
関するグローバルな国際研究ネットワークが充実しつつある。
（７） 多重ネットワーク基盤に支えられた教育研究のグローバル化、研究資源と人材資源の確保、人材
育成および若手研究者のキャリアパス形成を軸に、グリーンエネルギー計算機ナノマテリアル研
究とその発展が推進されている。
以上の理由により、上記の目標に対して、過去 2 年間の計画については、十分に目標は達成されたと結
論できる。

３．これまでの研究交流活動の進捗状況
（１）これまで（平成 26 年 3 月末まで）の研究交流活動について、「共同研究」、「セミナー」及び「研究者交流」の交流の
形態ごとに、派遣及び受入の概要を記入してください。※各年度における派遣及び受入実績については、「中間評価
資料（経費関係調書）」に記入してください。
○共同研究
【概要】

①

研究教育拠点の構築①により、大阪大学助教福島鉄也（1-23）が平成24年度ユーリッヒ研究所に1
ヶ月滞在し、P. Dederichs教授（2-2）のもとで希薄磁性半導体におけるギャップ準位を有する磁性不
純物のハバードUパラメーターを計算する手法開発に関する共同研究を行い、スレーター・ヤナッ
ク模型と不純物Koriigan-Kohn-Rostoker法を組み合わせる方法を提案し、実際に(Ga,Mn)Nに適用する
という成果を挙げた。更に共同研究を進める為に平成25年度は強磁性相変化メモリ材料のデザイン
を行った。相変化メモリ物質であるGe2Sb2Te5に磁性不純物をドーピングすることにより、新たに
スピンの自由度を有する新奇メモリの提案をした。また、構造相転移と磁性を調べるには、オーダ
N法による大規模な電子状態計算が必要になるため遮蔽Korringa-Kohn-Rostoker法のプログラムパッ
ケージであるKKRnanoの開発・拡張をし、実際にV、Cr、Mn、FeをドーピングしたGe2Sb2Te5の電
子状態、磁気的相互作用、キュリー温度の計算を行っており、今後も継続して本共同研究を進めて
おり、H26年度も継続中である。

②

代表者吉田博（1-1）が University of Duisburg-Essen 教授 P. Entel（2-5）とともにマルテンサイト変態
のエルゴート性を利用した新機能物質のマテリアルデザインに関する国際ワークショップ（デュイ
スブルグ）を共同で開催し、討議等を通して、マルテンサイト変態を利用した形状記憶合金の機構
やデザイン・ガイドラインを明らかにした。

③

研究教育拠点の構築④により、平成25年度には小倉昌子（1-8）はLudwig Maximilians University of

Munich 教授 H. Ebert（2-3）との共同研究により新しい量子シミュレーション手法（オーダーN法に
よるKKR-nano法と動的平均場近似法によるKKR法）の開発を開始し、H26年度も継続中である。
深澤太郎（1-25）はユーリッヒ研究所P. Dederichs教授（2-2）とのKKRnanoプログラムパッケージの
拡張を行い、Cu中の空孔の形成エネルギーの計算の共同研究を行い、一般的に形成エネルギーの計
算には多数回の電子状態計算が必要だが、KKRnanoでは大規模な単位胞と局所エネルギーを利用す
ることにより、一回の電子状態計算で形成エネルギーを評価できることを提案するという成果を挙
げた。

3

④

研究教育拠点の構築①により、
「産業的に期待されている窒化ホウ素は作製が容易にできない」とい
う課題に取り組んでいる西田翔（1-43）をフィンランド Aalto University 教授 R. Nieminen（4-1）に
1ヶ月間派遣し、電荷を印加によるキャリア制御を行い、構造相転移が起こりうるかどうか射影補強
平面波法を用いた第一原理計算を用いて、各結晶多形の電子構造および構造安定性を議論した。そ
の結果電気二重層キャパシタを用いると電界効果ドーピングにより、六方晶型の構造から産業的に
有意な立方晶型へ構造相転移が可能であることを示唆するという成果を挙げた。

⑤

植本光治（1-28）は半導体量子ドットなどのナノ物質の励起子効果とそれによる光増強場の解析を
行なっており、このシミュレーションのために「三次元任意形状の励起子活性体に対する電磁界解
析手法」の開発、計算コードの実装を研究しており、平成 25 年 3 月から 4 月にかけて研究協力者で
ある米ミシガン州立大学の G. Bao 教授(5-6)のグループに 1 ヶ月半滞在し、励起子分子による三次非
線形光学効果を計算に取り入れる手法を開発した。この成果は近日中に論文として発表する予定で
ある。

○セミナー
平成２４年度

平成２５年度

国内開催

1 回

1 回

海外開催

2 回

3 回

合計

3 回

4 回

【概要】

H24 S-1
本事業のキックオフミーティングを兼ねて、ナノスピントロニクスに関するクローズな国際ワークショップを
開催した。国際研究協力を進めるにあたって、現状の認識と各研究グループの研究分担の確認を行い、ワーク
ショップにおける情報を集約することによってグリーンエネルギー計算機ナノマテリアルデザインの方向性
を明らかにするとともに、ナノスピントロニクスに関する最先端の研究について各グループの持つ情報を交換
した。また、若手研究者、大学院博士課程学生が本事業に対する全体像をつかみ、本事業に積極的に参画して
いくための機会を作った。
スピントロニクスに関しては、高い Tc を可能にすることが最重要課題で有り、同時ドーピング法とスピノー
ダル・ナノ分解に関するデザインと実証が報告された。また、電場でスピンを制御するためのキャリア制御と
磁気異方性の制御法が提案された。マルチフェロイック材料の基礎的制御法や触媒の機構やデザイン手法につ
いて基礎的な手法や新しいデザイン手法が提案され、大きなインパクトがあった。ナノ構造としての分子を用
いたナノエレクトロニクスやスピンエトロニクスは、省エネルギー消費デバイスや低コストでの創製が可能と
なった。
半導体、金属、酸化物、窒化物、有機分子、金属間化合物などをベースとした、新規なマテリアルが次々にデ
ザインされつつあり、実証実験を通して大きな研究の進展が期待される。若手研究者のポスター発表や本ワー
クショップ中の議論から、上記に関する多くの共同研究や研究交流の新しい種が生まれた。具体的なデザイン
と実証における問題を実験家も交えて、周知、討論するため、11 月か 12 月に大阪大学の海外拠点（グローニ
ンゲン教育教育センター）
、オランダ・グローニンゲン大学でワークショップ（Computational Nano-Materials
Design on Green Energy: Design vs. Realization）を開始することを決定した。
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H24 S-2
New Building -CECAM/Psi-k
-Spintronics
Blocks for NanoWorkshop

Functional Molecules on Surfaces:

2012-（平成 24 年 10 月 ドイツ・ボン）は、表面に吸着した機能性磁性分子を密度汎関数法に基づいて
理論的に研究する研究者が集まり、分子磁性と分子スピントロニクスに関する最新の情報を交換するこ
とを目的としたワークショップである。理論が中心であるが、新しい機能性磁性分子の合成や、走査プ
ローブ顕微鏡やシンクロトロン放射を用いた表面−吸着分子系の先導的研究を行っている少数の実験家
の参加も予定し、拠点機関ユーリッヒ研究所代表者である S. Bluegel（2-1）日本側は森川良忠教授（1-4）
がとりまとめを行い、若手研究者 山内邦彦（1-20）、濱田幾太郎（1-36）籾田浩義（1-21）
、Nguyen Duy
Huy（1-40）が参加し、有機分子と金属界面での磁性に関して、理論、および、実験研究の最新の成果が
発表され、本分野の現状と今後の課題について討論を行った。特に、理論的取り扱いについては、空間
的に局在している分子軌道や遷移金属の d 軌道と、広がった基板金属の両者を精度よく記述する手法に
大きな課題があることが示された。計算精度を高くし、さらに、計算効率を良くする手法の開発が望ま
れる。また、有機/金属界面での弱い相互作用の記述についても著しく進展しつつあるが、まだ、常に信
頼性が高く、効率的な手法開発が望まれることも明らかとなった。そして、有機/金属界面でのスピンに
関する物性は、今後、まだまだ課題が多く、研究分野として非常に発展が期待されるということも会議
参加者の一致した認識であった。有機分子へのスピン注入やデバイス応用への可能性を明らかにした。
（http://www.yoshidalab.mp.es.osaka-u.ac.jp/）

H24 S-3
拠点形成事業 Core-to-Core プログラムとグローニンゲン大学ゼルニケ研究所との共催により、日、欧、米の
Core-to-Core プログラムの計算機マテリアルデザイン研究者とゼルニケ研究所の実験研究者がグローニンゲン
に会して、理論と実験における最先端を概観するとともに方向性を見定めるという目的のもとスピントロニク
スとモルトロニクスに関する集中的なワークショップを開催し、スピントロニクスとモルトロニクスの分野に
おける最先端研究を実施する理論と実験の研究者が集まる集中的な議論を行うことによって、デザインと実証
の協力が実現し、それによって新奇な概念を生み出すとともに、新物質、新材料、新デバイスの創出を実現す
るためのフレームワークと教育研究ネットワークが構築された。日本からは、赤井久純（1-2）
、藤井将

（1-27）
、Wilson DIÑO（1-6）
，笠井秀明（1-3）、小倉昌子（1-8）、森川良忠（1-4）、濱田幾太郎（1-36）、
佐藤和則（1-7）
、清家聖嘉（1-44）
、小口多美夫（1-5）、白井正文（1-11）
、三浦良雄（1-30）
、岡耕平（1-45）、
三輪邦之（1-32）
、清水 康司（1-46）
、吉田博（1-1）が参加した。
（http://www.yoshidalab.mp.es.osaka-u.ac.jp/core_to_core/houkoku/groningenWS.html）

H25 S-1

淡路国際ワークショップでは、グリーンエネルギー、および、省エネルギー材料のためのマテリアルデ
ザイン手法の開発、マテリアルデザイン応用、更なる共同研究をめざし、H24 年度の各グループの研究
成果を報告、その中で生じた問題点を明らかにして全体で討論することにより、H25 年度の研究計画と
その実施内容、および、研究の新しい方向性を模索することを大きな目的とした。具体的には、創エネ
ルギーとしての太陽電池材料、熱電材料、および、省エネルギー材料としてのスピントロニクス材料、
二次電池、超伝導材料、環境調和強磁性体磁石などに関する具体的な計算機ナノマテリアルデザイン研
究成果の発表と、極限条件下での新物質層のデザインと実証をめざした新しいシミュレーションおよび
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デザイン手法の開発に関する研究発表を行い、これらに立脚して、デザイン主導による実証をめざした
研究を推進するための新しい計算手法の共有と新しい研究の方向性を明らかにした。
創エネルギーとしての環境調和型 CuInSe2,Cu2ZnSnS4 などの太陽電池材料、および、熱電材料では、自己
組織化ナノ超構造による電子と正孔の高速分離、自己修復機構をデザインし、これらによるエネルギー
変換の高効率化がデザインされ、実証実験の提案と実施につながり、IBM,NREL,Osaka などの共同研究で
これらが実証された。スピントロニクス材料では同時ドーピング法による磁性不純物の高濃度化による
高い Tc のデザイン、自己組織化ナノ超構造による高いブロッキング温度のデザイン、マルチフェロイッ
クによる強磁性と強誘電性の結合、二次電池の高機能化、高い Tc をもつ超伝導材料、希土類を用いない
環境調和強磁性体磁石などに関する具体的な計算機ナノマテリアルデザイン結果と実証が可能になり、
これらの結果を基に実証実験が行われはじめた。また、極限条件下で、ｓ、ｐおよびｓ、ｄ準位交差に
より創成される新物質相のデザインと実証をめざしたシミュレーションおよびデザイン手法の開発が行
われた。これらに立脚して、デザイン主導による実証をめざした研究を推進するための新しい計算手法
の共有と物質設計のガイドラインの方向性を明らかにした。
（http://www.yoshidalab.mp.es.osaka-u.ac.jp/core_to_core/S-1H25/H25_S-1_SCOPE.html）

H25 S-2

KKR グリーン関数法は直接一電子グリーン関数を計算手法であり、他の電子状態計算では取扱いの難し
い不純物問題や不規則系、半導体ドーピング、輸送現象や電子スペクトルの直接計算ができる手法であ
る。この手法の新しい発展に関して電子状態計算コミュニティーで情報を共有すること、およびこの手
法を用いた最新の研究成果について情報を得るためにセミナーを開催した。KKR コミュニティーには日
本、ドイツの研究者が多いが、ヨーロッパでは歴史的に英国を中心に KKR 法が発展してきており、特に
英国のワーウィック、ブリストル、ダースベリーには研究活動の一つの中心がある。日本側からは赤井
久純（1-2）ドイツからは 16 名、スウェーデンからは 4 名の参加があった。
KKR グリーン関数法はスピントロニクス材料やエネルギー変換材料などの、ドーピングや混晶化・合金
化が基本的に重要な系、あるいはデバイスの基本構造である多層膜等に適用され、次々に新しい成果が
出ており、このような系に対してより最適化された手法の発展も著しい。さらに、局所密度近似を超え
るための多体電子論への応用も急激に進んでいる。これらの進展に関する情報を交換するとともに、共
同研究を促進することによって、グリーンエネルギー材料へ向けた計算機マテリアルデザイン能力が格
段に向上し、新しい展開がされつつある。

H25 S-3

燃料電池や太陽電池、光触媒、二次電池等の研究は、今後の太陽エネルギーの高効率利用に向けた非常
に重要な研究課題である。これらのデバイスでは、界面での分子の吸着や反応、さらには、電子移動過
程が重要となる。スタンフォード大学が中心となって行う有機分子エレクトロニクスや触媒に関する国
際スクールでは、これらの過程での基礎的理論や実験結果に関する講義と演習があり、受講した大学院
生や若手の研究者が、今後これらの分野の研究者として活躍する際の重要な知識を身につけることが期
待され、同分野の世界中の大学院生と知り合いになる機会ともなる。
このサマースクールに、大学院生 Nguyen Duy Huy（1-40）
、西谷卓也（1-102）
、平川皓朗（1-101）
、松岡
佳史（1-103）や若い研究者である木崎栄年（1-95）、濱本雄治（1-96）、柳澤将（1-39）を派遣して、今
後益々重要となる太陽エネルギーの高効率利用を可能にするデバイスの設計・構築を研究する基礎的素

6

養を身につけることや、燃料電池や太陽電池、人工光合成、光触媒等、エネルギー変換デバイスで重要
となる界面での化学反応過程や電子移動過程を理解するための表面での分子吸着や化学反応過程の基礎
理論に関するセミナー、将来のデバイス設計に対する設計指針や新規不均一触媒の計算機ナノマテリア
ルデザインによる設計指針やデバイス設計のための基本原理を習得するためのセミナー、これらの応用
例を研究するために第一原理計算に立脚した電子状態の解析法と多様な物質に対する電子状態の原子番
号依存性やナノ構造依存性に関する電子状態の解析法や、物理機構、化学反応機構などの原子番号依存
性を明らかにするセミナーに参加させた。多様な化学物質依存性や原子番号依存性、および、ナノ超構
造依存性に関する多くの知見や、計算機ナノマテリアルデザインの立場から、新規触媒をデザインする
ための触媒の物質依存性を原子レベルやナノスケールレベルで理解し、予測するためのデザイナーとし
ての多くの知見が得られた。http://www.yoshidalab.mp.es.osaka-u.ac.jp/core_to_core/houkoku.html に参加者の
レポートを掲載している。さらには、これらをもとに、平成 26 年度以降スタンフォード大学と大阪大学
の間で若手研究者の滞在による共同研究に向けた実行計画を策定した。②中間評価資料（計画調書）参
照

H25 S-4

ユーリッヒ研究所で開催するスピントロニクスや次世代エレクトロニクスのための省エネルギー材料や
デバイスを指向した量子シミュレーション手法の開発とその応用をめざした、ワークショップでは、次
世代省エネルギーデバイスやスピントロニクス材料に関するデザイン（高い Tc と巨大物性応答の開発）
が可能になった。
元素戦略は希少元素を用いないというだけではなく、ありふれた元素の組み合わせをナノスケールで制
御することにより有用な機能を発現させることで実現される。そのため同様なアプローチが異なる新機
能材料の設計に適応可能な場合があり、最新のデザイン情報の交換は新しいグリーンエネルギー材料の
提案につながると期待される。また、計算機マテリアルデザインは実証実験を経て初めて意味のあるも
のとなるため、実証実験との比較はデザインの精度をあげるため必要不可欠である。さらに、実際の実
験でおこっている現象を仔細に調べることでデザインの新しい発想法の開拓が期待される。また、これ
らに立脚して、新規共同プロジェクトの企画立案を行った。
資源•環境•エネルギー問題の解決のために革新的な機能を備えた材料や、それを用いた省エネルギーの電
子やスピントロニクスデバイスのマテリアルデザインとデバイスデザインが第一原理電子状態計算を用
いて行われた。ナノ超構造を積極的に利用した新規機能の報告や、省エネルギー、および高効率・低コ
ストの創エネルギーを実現するデバイスのための環境調和性を持つ再生可能エネルギー新規材料のマテ
リアルデザインに関する成果があった。本セミナーでは特に太陽電池材料、熱電材料、省エネルギー電
子デバイス等に注目し最新の計算機ナノマテリアルデザインについて、新しいアイデアや新規設計指針
について議論し、多くの情報交換をするとともに、対応する実証実験と比較検討し、また、新しい実証
実験を提案するための、グリーンイノベーションに資するアイデアの創出を行うことができた。これら
の成果を基に、デザイン主導による実証実験をめざした新しい共同プロジェクトの提案についても、企
画立案を行った。
日本側からの参加は、佐藤和則（1-7）
、福島鉄也（1-23）
、土居抄太郎（1-18）、木崎 栄年（1-95）、籾
田浩義（1-21）
、吉田博（1-1）である。
ユーリッヒ研究所のメンバーから磁気異方性のデザインと実証実験の研究について議論したい希望があ
り、H26 年度セミナーS-1 で実現した。
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○研究者交流
【概要】
H24.4.3-H24.6.2

Ludwig-Maximilians-Universität München・Proffesor

Hubert Ebert（2-3）を小口多美夫（1-5）

が受入れマルチフェロイック材料の計算機ナノマテリアルデザインおよび新規量子シミュレーション手法の
開発を行った。

Universität Duisburg-Essen・Proffesor

Peter Entel（2-5）
（H24.4.28-H24.5.6）、Forschungszentrum Jülich・Director

Stefan Blügel（2-1）（H24.5.1-H24.5.5）
、Forschungszentrum Jülich・Researcher

Nguyen Hoang Long（2-15）

（H24.4.26-H24.5.5）を 小倉昌子（1-8）が受入れ、環境調和強磁性磁石の計算機ナノマテリアルデザイン、
研究計画と拠点整備の調整および共同研究計画の策定、および、環境調和強磁性磁石の計算機ナノマテリアル
デザインの研究について討議した。

Halle, Max-Planck Institute・Proffesor

H24.5.31-H24.6.5

Ingrid MERTIG（2-8）、吉田博（1-1）を

白井正文（1-11）、

三浦良雄（1-30）が受入れ、4th International Workshop on Spincaloritronics（東北大学金属材料研究所）9th RIEC
International Workshop on Spintronics（電気通信研究所）を開催し、講演及び討議、情報収集を行った。

H24.6.5-H24.6.15

Forschungszentrum Jülich・Researcher

Paul Baumeister（2-16）を小野倫也（1-14）が受入れ

環境調和強磁性磁石の計算機ナノマテリアルデザインを討議した。

Aspera Susan Menez（1-42）、Wungu Triati Dewi Kencana（1-41）を ECOSS-29 に参加させ、

H24.9.2-H24.9.9

また University of Hull に派遣し情報収集を行った。

濱田幾太郎（1-36） を

H24.10.5-H24.10.8

Takashi Kumagai（ドイツ・ベルリン・Fritz-Haber Institute of the Max

Planck Society）へ派遣し、討議及び情報収集を行った。

H24.11.18-H24.11.19

笠井秀明（1-3）を英国・ロンドンに派遣し

JPCM Biard Meeting に参加させ、情報収集

を行った。

佐藤和則（1-7）を Peter ENTEL（2-5）
（ドイツ・デュイスブルグ・University of Duisburg-Essen）

H25.1.27-H25.2.1

に派遣し、International Symposium on Non-ergodic behavior I martensites に参加、講演及び討議、情報収集を行っ
た。

H25.3.17-H25.3.23

吉田博（1-1）、植本光治（1-28）、藤井将（1-27）、清家聖嘉（1-44）、福島鉄也（1-23）、舩

島洋紀（1-26）
、 佐藤和則（1-7）を米国へ派遣し、APS March Meeting に参加、Anna Grünebohm（2-18）、Hoang
Long Nguyen（2-15）、Martin Schlipf（2-19）、Pengxiang Xu（2-20）らと会合を持ち今後の交流計画等確認を行
った。

H26.3.1-H26.3.8

真砂啓（1-48）、舩島洋紀（1-26）、植本光治（1-28）
、新屋ひかり（1-57）
、佐藤和則（1-7）

を米国・デンバーに派遣し、APS March Meeting 2014 に参加させ世界中の研究者らと討議、議論を深め、情報
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収集も含め交流した。

H26.3.22-H26.3.24

真砂啓（1-48）
、舩島洋紀（1-26）
、植本光治（1-28）、新屋ひかり（1-57）
、高成柱（1-50）

をドイツ・ミュンヘン・Ludwig Maximilians University of Munich に派遣し、H. Ebert 教授（2-3）グループ、
および、長期派遣中の小倉昌子（1-8）と計算機ナノマテリアルデザイン手法に関する研究連絡および意見交
換と情報収集を行った。
（２）（１）の研究交流活動を通じて、申請時の計画がどの程度進展したか、「学術的側面」、「若手研究者の育成」、
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

①

デザイン主導による半導体ナノスピンエレクトロニクスの構築のためのデザインが国際共同研究に
より実施され、将来の実証実験を可能にする同時ドーピング法、超高固溶度法デザイン、スピノー
ダルナノ分解による量子細線や量子ドットの創製法のデザインと実証実験を可能にするレベルのデ
ザイン結果が得られた。

②

高効率熱電材料や高効率太陽電池材料のデザインを可能にするためのスピノーダル・ナノ分解によ
る自己組織化ナノ超構造のグランドデザイン手法が確立し､自己組織化ナノ超構造の創成と原子空
孔の大量導入によるフォノンの伝搬制御と低次元系による特異な電子状態密度を反映した巨大ゼー
ベック係数の実現による高効率熱電材料のためのナノ機能の制御法デザインが確立した。国際共同
研究により、これらを実証するための、実証実験を組織する段階に到達した。

③

局所密度近似を越えるための自己相互作用補正を導入した新しい量子シミュレーション手法、準粒
子スペクトルを定量的に予言するための新規計算手法、大規模計算に不可欠のオーダーN 法、階層
を越えたレベルの結晶成長やナノ超構造をシミュレートするための多階層連結計算手法について、
国際ワークショップや共同研究により、大きく進展し新しい量子シミュレーション手法の開発・公
開・普及・応用が可能になった。

④

計算機ナノマテリアルデザインと実証実験を組み合わせた低コスト・高効率・環境調和型太陽電池
材料の共同研究から、材料創製時に構成する原子自身による自己修復機構、スピノーダル・ナノ分
解による自己組織化ナノ超構造の創成とこれらを用いた電子正孔分離や多重励起子創成の可能性
が、高分解能電子顕微鏡やラマン散乱などの実証実験から確認され、これらをもとに、低コスト・
高効率・環境調和型太陽電池の創製法に関する３つの基本法則が演繹され、米国エネルギー省再生
可能エネルギー研究所、大阪大学、ドイツ・ユーリッヒ研究所との共同研究を H25 年度から開始し
た。

⑤

平成 25 年度、スピンの自由度を積極的に利用した高効率・低コスト・環境調和型スピン太陽電池の
デザインと実証に関するウプサラ大学、米国エネルギー省再生可能エネルギー研究所、大阪大学、
ドイツ・ユーリッヒ研究所との共同研究を開始した。

⑥

高い超伝導転移温度を有する新物質の探索とデザインおよびそれらの実証を目指した共同研究を大
阪大学、ドイツユーリッヒ研究所、アールト大学と策定し、電子格子相互作用による超伝導転移温
度の定量的予測、電子的機構による負の有効電子間相互作用の探索、現実物質への応用、超伝導転
移温度の次元性依存性、などについての研究を開始した。

⑦

スピントロニクスを現実的なものにするための計算機ナノマテリアルデザインをおこなった。高い
Tc や高いブロッキング温度を可能にするための方策を議論し、同時ドーピング方による高い Tｃの
実現と、スピノーダル・ナノ分解による自己組織化ナノ超構造の高いブロッキング温度の実現をデ
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ザインする方向での実証研究が東北大学、大阪大学、ドイツユーリッヒ研究所、ウプサラ大学で始
められた。
○若手研究者の育成

①

スピントロニクス分野では、これらを実現するためには同時ドーピング法による高濃度ドーピング、
自己組織化ナノ超構造による高いブロッキング温度を積極的に利用したナノスピンエレクトロニク
スの可能性を若手研究者の共同研究により明らかにした。また、もともと高い遷移金属原子の固溶
度をもつ、IV-VI 系半導体ベースの強磁性半導体や、磁性イオンを含まない新しい強磁性体とデバ
イス応用がデザイン、実証された。

②

若手研究者が長期間にわたり、新規計算手法の開発に専念できるシステムの構築を行い、これらに
参加する若手研究者の積極的な参加が可能になった。

③

本プログラムに参加する若手研究者が、さきがけ研究 21 などのプロジェクトにも採択されるととも
に、新しい研究拠点形成を可能にするポジション（将来的には教授）に採用され、さらに、新しい
研究拠点の構築が可能になった。

④

国内における計算機ナノマテリアルデザインワークショップ（平成24年度、9月および3月、平成25
年度、9月および2月、一回5日間、年二回開催 http://phoenix.mp.es.osaka-u.ac.jp/CMD/）に、大学院生や
博士研究員および、若手教員が受講者およびチューターとして多数参加し、手法開発・デザイン・
実証について学び大きく成長している。
大阪大学ナノサイエンスデザイン教育研究センターについて、文部科学省に概算要求を行い、5年間
の延長が認められた。

⑤

ユーリッヒ研究所での固体中の電子の第一原理計算に関する国際スクール 45th IFF Spring School
Computing Solids: Models, Ab-initio Methods and Supercomputing（平成26年3月、2週間開
http://www.fz-juelich.de/pgi/EN/Leistungen/SchoolsAndCourses/SpringSchool/History/SpringSchool2014/Pictures/_node.html

）に、大学院生植本光治（1-28）
、新屋ひかり（1-57）、高成柱（1-50）や博士研究員真砂啓（1-48）
、
舩島洋紀（1-26）を派遣し、国際的な雰囲気のもとで、世界と競争するための気概や新規計算手法
の開発、また、計算機ナノマテリアルデザインと実証について、国際水準のチュートリアルや講義
により、討論を通して大きく成長している。
⑥

スピンエレクトロニクスに関する国際スクールをユーリッヒ研究所で開催し、佐藤和則（1-7）をは
じめとする若手研究者が主体でスクールを運営した。また、スピントロニクスの実証のためのデザ
イン主導による同時ドーピング法とスピノーダル・ナノ分解を利用した研究開発のロードマップを
作った。
（セミナー H25.S-4 参照）

○研究教育拠点の構築

①

日米欧からの代表的な参加者により、グリーンエネルギーにおける計算機ナノマテリアルデザイン
を実現するための高効率化、省エネルギー化を可能にするための数値目標設定、研究実施計画プロ
グラムの策定、長期的研究交流計画の策定、および、スピントロニクス、モルトロニクス、自己組
織化ナノ超構造太陽電池、自己組織化ナノ超構造熱電材料、自己組織化ナノ超構造環境調和磁石、
自己組織化ナノ触媒などのデザインと実証や、新しいデザイン手法の開発をめざした共同研究を推
進するためのキック・オフ国際ワークショップを大阪大学で開催し、大きな方向性と 5 年間のロー
ドマップと実行計画を策定した。
（セミナー H24.S-1 参照）
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②

大阪大学グローニンゲンセンターを通じオランダで Core-to-Core Groningen Workshop 2012（平成 24
年 11 月 18 日−21 日）を開催し、スピントロニクス、モルトロニクス、高温超伝導体、巨大物性応
答、自己組織化に関して計算機マテリアルデザインと実証実験との緊密な協力関係を築くための集
中的な議論を行い、高濃度同時ドーピング法や自己組織化ナノ超構造創製によるナノマグネットに
よる高いキュリー温度を可能にするスピントロニクス材料のデザイン指針や、スピン注入、スピン
の電界制御法などの開拓をめざした共同研究の探索を行うとともにゼルニケ先端物質研究所（グロ
ーニンゲン大学）との研究協力の可能性を探った。
（セミナー H24.S-3 参照）
（http://www.yoshidalab.mp.es.osaka-u.ac.jp/core_to_core/houkoku/groningenWS.html）

③

日米欧で独立に開発された量子シミュレーション手法が互いに利用できるための計算手法に関する
スクール（ユーリッヒ研究所）
、有機分子エレクトロニクスやその制御法に関するワークショップ（ド
イツ・ボン）
（セミナー H24.S-2 参照）
、および、マルテンサイト変態のエルゴート性を利用した
新機能物質のマテリアルデザインに関する国際ワークショップ（デュイスブルグ）を共同で開催し
た。共同研究②参照

④

欧州と日本の研究協力体制の構築のため、代表者の吉田博（1-1）は 3 ヶ月ユーリッヒ研究所の費用
（航空運賃のみ Core-to-Core で手当）で滞在し、研究協力体制の構築を行った。その結果、フンボ
ルト財団とユーリッヒ研究所経費により、2 人の日本人若手研究者小倉昌子（1-8）、深澤太郎（1-25）
を 1〜2 年間にわたり、Ludwig Maximilians University of Munich 教授 Hubert EBERT（2-3）とユーリ
ッヒ研究所教授 Peter DEDERICHS（2-2）のもとに滞在させ、新しい量子シミュレーション手法開発
の共同研究を共同で行う研究協力体制の構築を行った。共同研究③参照

⑤

平成 25 年 3 月、米国メリーランド州ボルチモアにおいて、日米欧からの参加者により core-to-core
プログラムの H25 年度企画立案会議を実施、策定した。その結果、H25 年度 6 月に、淡路夢舞台国
際会議場において、H24 年度の成果発表に加えて、グリーンエネルギーに関する国際ワークショッ
プの企画立案を行った。→H25.S-1 が実現した（セミナー H25.S-1 参照）

⑥

NREL Su-Huai WEI（5-1）およびコロラド大学ボールダー校において、高効率太陽電池材料、熱電
材料、太陽光水分解、および、人工光合成（人工葉）に関する研究セミナーと実証実験をも含む将
来の共同研究のための事前打ち合わせをおこない、基本的な合意を得た。

⑦

平成 25 年度、スピントロニクス、マルチフェロイック材料、熱電材料、有機分子エレクトロニクス
材料、超伝導材料、太陽電池材料に関するマテリアルデザインなどの省エネルギー・創エネルギー、
および、低コスト・高効率のグリーンエネルギーに関連する国際ワークショップをユーリッヒ研究
所（ドイツ）で開催した。日米欧での新しい共同研究を行うことを決定し、また、平成 26 年 3 月、
米国コロラド州デンバーにおいて、Core-to-Core プログラムの平成 26 年度の企画立案会議を開催し
共同研究計画を策定した。

⑧

平成 26 年 3 月、米国エネルギー省再生可能エネルギー研究所（NREL）において、低コスト・高効
率太陽電池材料に関する共同研究と集中的な計算機ナノマテリアルデザインと実証に関する集中討
論をおこなった。デザインと実証実験の比較検討を行い、次のステップでのデザインと実証による
共同研究の実行計画を確定した。

⑨

ドイツ・ユーリッヒ研究所において、平成 26 年 3 月、2 週間の固体の中の電子状態に関するスクー
ルを開催し、世界から 250 人以上が参加し、我が国の大学院生や博士研究員、助教クラスも参加し、
新しい量子シミュレーション手法の開発、第一原理計算手法の開発、計算機ナノマテリアルデザイ
ンへの応用についてチュートリアルと講義実習を行った。若手研究者の育成⑤
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⑩

スピンと電場の強い相互作用によるスピントロニクスの高い強磁性転移温度を実現するため計算機
ナノマテリアルデザインと自己組織化ナノ超構造の創製法に関する共同研究および、省エネルギー
の相転移メモリに関する計算機ナノマテリアルデザインの共同研究をドイツ・日本間で実施し、若
手研究者が長期滞在し、共同研究をおこなった。平成 26 年度も継続して実施する実行計画を策定し
た。共同研究①、②中間評価資料（計画調書）参照

⑪

省エネルギーデバイスでは、相変化メモリ、Re-RAM,スピンエレクトロニクスや有機分子エレクト
ロニクス材料について、ユーリッヒ研究所、デュイスブルグ大学、ミュンヘン大学、スタンフォー
ド大学との若手研究者や大学院生の派遣により、実質的な共同研究を開始した。②中間評価資料（計
画調書）参照

⑫

平成 25 年度、日欧において、スピントロニクスに応用可能なマルチフェロイック材料、また、抵抗
変化ランダムアクセスメモリなどの省エネルギー・デバイスのための計算機ナノマテリアルデザイ
ンを目標とした新しい共同研究プロジェクトを実施した。

⑬

自己組織化ナノ超構造を用いた太陽電池材料のデザインと実証について、米国エネルギー省の再生
可能エネルギー研究所において、平成 25 年 9 月 10 日から 9 月 13 日まで、また、平成 26 年 3 月 3
日から 3 月 11 日まで、自己組織化ナノ超構造を利用した高速での電子と正孔の分離や、これらを可
能にする結晶成長方について、共同研究を企画した。

⑭

具体的なステージ・ゲートを設定するようなプロジェクト型の共同研究に若手研究者を参加させ雇
用することにより、世界と戦うための気概と研究者としてのプロ意識を身につけてもらうためのプ
ロジェクト研究と共同研究を実施した。
A)

デザイン主導による実証研究を推進するために、各国の拠点と連携している実証実験グループ
にデザイン情報を提供するための企画立案と新規プロジェクトを共同企画し申請した。

B)

低コスト・高効率・環境調和太陽電池材料のデザインと実証については、米国エネルギー省代
替エネルギー研究所と CIGS,CZTSSe などの太陽電池材料について、具体的な共同研究を開始
した。

C)

昆布相、大理石相とよばれるナノ超構造の自己組織化デザインと物性予測に基づいた、計算機
ナノマテリアルデザインを行った。さらには、デザイン主導による実証を含めたサクセス・ス
トーリーを構築するための研究協力体制の強化を行い、共同プロジェクトを提案した。

D)

平成 25 年 10 月 12 日、
『計算機ナノマテリアルデザインによる新元素戦略』という題目で、大
阪大学未来研究イニシアティブに採択された。

E)

JSPS Core-to-Core プログラムを元に、共同研究プロジェクトの企画立案（革新的研究開発推進
（総
プログラム『高効率・低コスト・環境調和エネルギー変換・スピノダルナノテクノロジ』
研究費 75 億円）
）を日米欧で共同申請した(申請代表者：吉田博(大阪大学)、分担者： Stefan
Bluegel (ユーリッヒ・研究所）, Olle Erikkson（ウプサラ大学）, S. H. Wei(米国エネルギー省再
生可能エネルギー研究所))。

F)

大阪大学、東京大学、東北大学、慶応大学の連携により、日本学術会議大型研究計画『「スピ
ントロニクス学術研究基盤と連携ネットワーク」拠点の整備』を企画立案し、応募した（総額
60 億円/10 年）。

G)

平成 25 年度中に公募のある ImPACT や日本学術会議の大型プロジェクトにネットワーク型研
究組織として応募する企画立案を行った。
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４．事業の実施体制
本事業を実施する上での、「日本側拠点機関の実施体制」、「相手国拠点機関との協力体制」、及び「日本側拠点
機関の事務支援体制」について記入してください。
○日本側拠点機関の実施体制 （拠点機関としての役割・国内の協力機関との協力体制等）
拠点機関：国立大学法人大阪大学
・

実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：大阪大学・学長・平野俊夫

・

コーディネーター（所属部局・職・氏名）
：大学院基礎工学研究科・教授・吉田博

・

協力機関およびその代表者：東北大学（電気通信研究所・教授・白井正文）、東京理科大学（理工学部・
教授・浜田典昭）
、

・

鳥取大学（工学部・教授・小谷岳生）

事務組織：大阪大学国際交流オフィス国際交流課

具体的なプログラムは、大阪大学のコーディネーターと大阪大学国際交流オフィス国際交流課が中心とな
り、協力機関である東北大学（電気通信研究所・教授・白井正文）、東京理科大学（理工学部・教授・浜田典
昭）
、および、鳥取大学（工学部・教授・小谷岳生）が CMD ネットワークとして協力し、欧米諸国の拠点機
関であるドイツ・ユーリッヒ研究所(Stefan Bluegel 教授)、スウェーデン･ウプサラ大学（Olle Eriksson 教授）
、
アールト大学（Risto NIEMINEN 教授）らが参加する Psi-k ネットワーク、および、米国エネルギー省の Energy
Frontier Research Center(EFRC)ネットワークに属する米国エネルギー省再生可能エネルギー研究所（S．H．Wei
博士）が幹事となって、各年度のプログラムに関する企画立案を行った。CMD ネットワークの幹事会で、詳
細な若手研究者の研究交流、国際ワークショップ、国際スクール、国際交流、国際共同研究を推進し、新規方
法論の開発、スピントロニクス、太陽電池材料、触媒、熱電材料、超伝導などの具体的なテーマについて、構
成員の中から責任者を決定し、各テーマごとに企画立案を行った。

○相手国拠点機関との協力体制 （各国の役割分担・ネットワーク構築状況等）
欧州は、上記の強固な Psi-k ネットワークを構築し（下図参照）
、また、米国は、上記の米国エネルギー省の
Energy Frontier Research Center(EFRC)ネットワーク（上図参照）を構築した。これにより、各ノードにそれぞ
れの国を代表するコーディネーターをおき、日本のコーディネーターと協力し、企画立案を行った。特に、新
しい年度の入れ替わりでは、3 月のはじめ、もしくは、2 月の終わりに米国で開催される米国物理学会の時に、
新しい企画案を持ち寄り、会合を持ち、その次の年度の企画立案を議論し、互いに承認を得つつ計画を推進し
た。

13

（１）ドイツ
拠点機関：Forschungszentrum Jülich（ユーリッヒ研究所）
コーディネーター：Peter Gruenberg Institute, Director, Stefan BLUEGEL
協力機関：Ludwig Maximilians University of Munich（ルードウィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン）
協力機関：Augsburg University of Applied Sciences（アウグスブルグ応用科学大学）
協力機関：University of Duisburg-Essen（デュイスブルグ大学）
協力機関：Technical University of Munich（ミュンヘン工科大学）
協力機関：Martin-Luther University of Halle-Wittenberg（マルチン・ルター大学ハレ・ヴィッテンベルグ）

（２）スウェーデン
拠点機関：Uppsala University（ウプサラ大学）
コーディネーター：Department of Physics and Astronomy, Professor, Olle ERIKSSON

（３）フィンランド
拠点機関：Aalto University（アールト大学）
コーディネーター：Faculty of Information and Natural Sciences, Professor, Risto NIEMINEN

（３）国名：米国
拠点機関：National Renewable Energy Laboratory（エネルギー省再生可能エネルギー研究所（NREL））
コーディネーター：Center for Basic Sciences, Team Leader, Su-Huai WEI
協力機関：Stanford University（スタンフォード大学）
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○日本側拠点機関の事務支援体制 （拠点機関全体としての事務運営・支援体制等）
拠点機関：国立大学法人大阪大学
・

実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：大阪大学・学長・平野俊夫

・

コーディネーター（所属部局・職・氏名）
：大学院基礎工学研究科・教授・吉田博
具体的な企画立案を各国のコーディネーターと共に企画立案した。協力機関である東北大学（電気通信
研究所・教授・白井正文）、東京理科大学（理工学部・教授・浜田典昭）、鳥取大学（工学部・教授・小
谷岳生）と相談し企画案の調整を行った。

・

事務組織である、大阪大学国際交流オフィス国際交流課が事務支援を行う体制を構築し、年次計画等の
具体的な実施計画については、コーディネーターの企画立案と年次計画を基に、新規企画について事務
支援、および、事務運営を行った。
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