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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

1960 年代の日本と英国に端を発する有機半導体の研究は、有機金属・超伝導体、有機磁石などへと発
展する一方、有機半導体が電界発光素子やトランジスターに利用される有機エレクトロニクスの一大分
野が開花しつつある。しかしその現状は、無機半導体エレクトロニクスの作動機構がそのまま有機系に
コピーされたようなものが多く、有機系の特長を活かした新しい発展が待望されている。
本事業では、日本－英国－カナダ－ロシアの研究者が、
「物質合成」「基礎物性探索」
「デバイス展開」
研究において役割分担し、有機伝導体や磁性体研究を通じて見出された有機系に顕著な絶縁化要因、す
なわち電子－格子緩和、電荷不均化や電子間反発などを起点とするデバイス特性を追求し、真に有機物
的な有機エレクトロニクスを追求する。その一方、トランジスターや光電セル構造をつくり込むことよ
って有機伝導体・磁性体に効率的な電荷注入を行い、これによって新たな分子物性の開拓を目指す。す
なわち、
「有機伝導体・磁性体研究」⇔「有機エレクトロニクス研究」の双方向研究から、基礎と応用に
おいて win-win の革新的成果をもたらす。
さらに本事業では、日本側で推進されているさまざまな人材育成や国際化プログラムと連携すること
によって、俯瞰力・展開力・国際性が必要とされる「有機分子物性・有機エレクトロニクス」の将来を
担う若手人材を育成する。
○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
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【理由】

本事業の研究における最終目標は、
「特徴的な分子による、分子の個性を活かした新しい有機エレクト
ロニクス」と「デバイス作動機構に駆動される新しい分子電子物性」にある。そのための研究項目とし
て、
「物質開拓」
「基礎物性開拓」
「デバイス機能開拓」を掲げ、海外グループは主に「物質開拓」を担当
し、また国内のグループは「基礎物性開拓」と「デバイス機能開拓」を担当することにした。そのうえ
「ヒト」
「物質」
「情報」が駆け
で、事業期間の前半は、広い意味の有機エレクトロニクス分野において、
巡る国際ネットワークを目指した。
その結果、人材と試料提供による共同研究や、若手派遣によって得られた実験技術獲得によって、有
機巨大磁気抵抗や、かつてグラフ理論が新炭素同素体として予測した幻のK 4 結晶を有機ラジカル分子で
構築するなど早速成果が得られた。有機ラジカルの化学的な不安定性によって軌道修正をした部分もあ
り、これまでのところ共著論文の数は少ないが、それでも大学院生の中長期派遣によって得られた成果
が、博士論文や修士論文に取り込まれるなどの交流実績が挙げられている。
そして成果のひとつとして強調したいのが、名古屋大学理学研究科とエジンバラ大学化学科の間で結
んだ学術協定である。締結前は、1 学期を越える滞在には授業料が発生し、実質、大学院生の中長期派遣・
受入が困難であったのに対して、この協定によって可能となった。早速この制度を利用して、昨年度か
ら、エジンバラ大学の学生を毎年 2 名ずつ 10 ヶ月受け入れることにした。この協定は、本事業参加の学
生だけでなく、広く名古屋大学理学研究科の学生をカバーするものである。また現在、この協定締結で
得られた相互の信頼と連携をさらに拡充すべく、名大理学研究科とエジンバラ大学化学科・物理学科・
生物学科でジョイント・ディグリー制度の制定（来年 3 月申請、10 月スタート）に向けて準備を進めて
いる。本事業がさきがけとなり、理学研究科あるいは名古屋大学全体の研究教育の国際化が進行し、連
携大学にも波及している。
本事業における若手研究者の目に見える成長についても強調したい。若手研究者や大学院生の共同研
究派遣やセミナー派遣、国際会議などへの成果発表派遣、あるいは本事業活動そのものが、彼らのキャ
リアパス形成のための人材ショーケースとなり、そこでの活躍が認められて昇任人事に結びついている。
名古屋大学では、本事業に参加している 3 名の外国人博士研究員が助教職を獲得しており、本学におけ
る教員組織の国際化にも貢献した。
最後に、本事業実施組織の拡大についても言及したい。当初、7 大学 8 グループから出発したが、現在
では、海外を中心に 12 大学 13 グループに拡大している。基礎から応用まで幅広い知識と技術が求めら
れる有機エレクトロニクス研究の領域において、狭い個別テーマによる共同研究を前提としない「ヒト」
「物質」
「情報」が回る国際ネットワークが重要であることに起因しており、本事業の趣旨が国際的に認
知された結果と言えよう。
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３．これまでの研究交流活動の進捗状況
（１）これまで（平成 2７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】

本交流事業では、広い意味の有機エレクトロニ
クス分野において、
「ヒト」
「物質」
「情報」が駆け
巡る国際ネットワークを構築し（図 1）
、その上で、
物質合成に力点をおく共同研究 R1、デバイス構造
のつくりこみと機能発現に力点をおく R2、固体電
気化学と物性化学の融合を目指す R3、を遂行し
た。以下、研究項目別に交流活動の進捗状況を報
告する。

図 1 本事業推進メンバー

R1「新規強相関分子系の合成と物性開拓」
新しい有機エレクトロニクスの材料として、分子間に強く多次元的
な分子間相互作用をもつ低分子化合物や、特徴的な形状をもつ新規有
機高分子化合物の開拓を目指した。低分子系では、環状チアジルラジ
カル合成の世界的拠点であるRawsonグループ（Windsor大・カナダ）
に、珠玖良昭（名大・博士研究員）と水野麻人（名大・院生）が 2 週
間派遣され、その合成のノウハウを学んだ（図 2）
。空気中で不安定な
物質を扱う技術を習得し、3 種の 1,2,3,5-ジチアジアゾリルラジカルの
合成を果たした。帰国後この二人は、習得した不安定化合物の操作技
術を利用して、新しい炭素同素体として理論的に予想されていたK 4

図 2 Windsor 大学にて。珠玖（前
列左端）
、水野（同右端）
、Rawson
（後列右端）
。

構造をもつ有機アニオンラジカル塩NDI-∆の合成に成功した。
高分子系では、樹状有機高分子（デンドリマー）に実績のある Matvey
Gruzdev 博士（G.A. Krestov Inst. of Solution Chem.・ロシア・シニア研究員）が、スピンクロスオーバー錯
体との複合化のために名大に 10 ヶ月間滞在した。さらに、通常の線状高分子とは大きく異なる性質が期
待されている環状高分子の合成を目的として、エジンバラ大学院生の Galvin Leung と Ryan Treadwell が、
それぞれ 10 ヶ月および 3 ヶ月間名大に滞在して共同研究に参加した。
上記の研究交流によって、有機強相関試料作製についてのノウハウが共有され、特徴的な分子構造や
電子構造をもつ系を、有機エレクトロニクスの材料として供給できるようになった。

R2「強相関分子の有機エレクトロニクスへの応用」
有機強相関系化合物を利用して、FET、光電セル、太陽電池などのデバイス作製とその物性計測に関し
、
て研究交流活動を行った。Emily Allwright（エジンバラ大・英国・院生）が名大に３週間滞在し（図 3）
先方で作製したジチオレン金属錯体薄膜について、SEM 観察や薄膜 X 線回折測定を行い、その構造を決
定した。さらに、くし型電極上にもこの薄膜を作製して磁気抵抗に関する知見を得た。また、江口敬太
郎（名大・博士研究員）が別経費で約 3 週間、松浦更紗（北大・院生）が 2 ヶ月間、Heutz グループ（Imperial
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College London・英国）に滞在し、フタロシアニン
類似体や TCNQ、TTF などの高品質な薄膜作成を行
い、帰国後に作製した薄膜の磁気測定や伝導度測定
を行った。
また、Robertson（エジンバラ大・英国）
、Rawson
（Windsor 大・カナダ）および Zibarev（Novosibirsk
State 大・ロシア）の各グループからは、新規有機
カルコゲン－窒素化合物やチアジルラジカルにつ
いて名大へ数多くの試料提供を受け、薄膜作製や電
気伝導度測定、磁気抵抗や FET 測定などを行った。

図 3 名古屋大学滞在中の Allwright（前列左から 4 人
目）
。この写真は JSPS「事業概要パンフレット 2014-15」
に掲載された。

残念ながら、多くのラジカル試料の場合、その化学
的不安定性からデバイス特性は芳しいものではなかったが、なかには正の巨大磁気抵抗を示す系もあり、
共著論文の作成に至った。
上記の研究交流により、相手国側の若手研究者が物性測定やデバイス作製・計測に接したことで、デ
バイスの構造や特性を意識しながら物質設計指針を出せるようになった。
R3「新規電極活物質の創製と二次電池への応用」
有機ラジカルポリマーが正極活物質となるリチウム電池（有機ラジ
カル電池）が発表されて以来、分子性２次電池が関心を集めている。
本研究では、安定かつ高速のレドックス活性が期待される有機強相関
化合物について、二次電池の電極活物質としての特性を探る。これま
で主に有機エレクトロニクス材料の研究に従事してきた Peter Skabara
教授（Strathclyde 大・英国）が 2 ヵ月間名古屋に滞在した際（図 4）、
図 4 名古屋滞在中、北海道大学
を訪問した Skabara（左端）
。北大
の連携研究者である中村（中央）
、
稲辺（右端）とも交流を深めた。

さまざまな議論を通じて、この二次電池の研究テーマについても共同
研究を実施することで合意した。また、コーディネーターの阿波賀（名
大）がカナダの 3 大学（Windsor 大、Guelph 大、McGill 大）を訪問し
た際もこのテーマでセミナーを実施し、共同研究の約束を取り付けて
いる。相手国からサンプル提供された TTF 骨格を含む新規 π 共役有

機高分子については、これを正極活物質とするリチウム電池を実際に作製したところ、かなり高い二次
電池特性が得られた。さらに、このような有機分子が配位子となって様々な金属イオンと形成する金属
有機構造体（MOF）が正極活物質として、非常に安定かつ高い電池容量を示すことも見出した。
このテーマの研究交流によって、相手国側の研究者を、分子性二次電池研究に誘うことにより、この
分野を大きく発展させる道筋をつけることができた。
以上、若手から教授層まで、数日から 1 年近くまでの相互研究派遣を実施した。若手研究者（助教、
博士研究員、院生）については、有機強相関物質の合成から物性評価、デバイス作製まで、横断的な知
識や技術の習得に有効であったし、また国際的な人脈形成にまたとない機会となった。一方、シニア研
究者の交流は、国際共同研究の拡大はもちろん、
「○研究者交流」でも報告する国際共同教育システムの
構築にも大変有用であった。さらに、外国人研究者の日本での短期/長期滞在は、海外派遣されなかった
日本人若手研究者にも大きな刺激となり、研究室や大学全体の国際化に大きく貢献した。
研究内容については軌道修正した部分もあったが、各研究グループにおいて、本事業の支援により実
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施された研究を公表する論文は、質・量ともに格段に上がっている。また後述するように、本事業で名
大に滞在した 2 名のエジンバラ大学の院生の博士および修士論文には、滞在中に得られた研究成果が盛
り込まれており、また一方、カナダに滞在した名大院生の修士論文にも派遣先での成果が含まれている。
研究交流の実は確実に上がっている。
○セミナー
平成２５年度

平成２６年度

国内開催

０回

１回

海外開催

１回

０回

合計

１回

１回

【概要】

当初の計画通り、各年度 1 回で合同セミナーを開催した。
25 年度

Kick-off Meeting, Imperial College London, 7 月 11,12 日（出席者 41 名）

本プログラムのキックオフミーティングをロンドンで開催した。阿波賀（コーディネーター）による
本プログラムの概要説明の後、プログラムメンバーである日本人研究者、英国人研究者、ロシア人研究
者が講演したほか、Imperial College London や英国の他大学
から招聘された研究者が講演を行った。本事業の発足をア
ピールすることができた。新しい有機半導体の合成から、
有機エレクトロニクス・スピントロニクスの新しいデバイ
ス特性まで、多彩な報告があり、本プログラムの発展につ
いて議論を深めることができた。
なお、当初は会場の準備のみをお願いした Sandrine Heutz
博士（Imperial College London）については、本事業の趣旨
に大変関心を示され、セミナー後、事業参加の強い意思を
示された。研究内容が相補的であることを確認した後、26

図 5 Imperial College London におけるキック
オフミーティング。最前列左より会場をお世話
いただいた Heutz、英国側コーディネーターの
Robertson、日本側コーディネーターの阿波賀。

年度からは同大学を相手国協力機関に設定した。
26 年度 Annual Meeting, 小樽, 10 月 24,25 日 (出席者 61 名)
英国側の主なマッチングファンドの出資機関であるThe Leverhulme Trustとの共催により、JSPS
Core-to-Core/Leverhulme Trust Joint Workshop と銘打った研究会を開催した（図 6）
。これには、参加全機
関から、ほぼ全てのコアメンバーとともに、
その研究グループに所属する多くの若手研
究者や院生が参加した。ここでは、一般講演
（19 件）および若手研究者による講演（10
件）とポスター発表（15 件）が二日にわた
り実施された。ロシアおよびカナダのグルー
プからは主にチアジルラジカルの合成と基
礎物性に関する報告、英国のグループからは
ジチオレン金属錯体や有機高分子の合成と

図 6 小樽での Annual Meeting。最前列が各機関から勢ぞろいし
た担当者。

物性、さらには薄膜化やデバイス特性までが
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報告された。一方で、日本のグループからは、超分子化学に
関連した研究内容、MOFのCO 2 捕捉、強相関有機ラジカルの
物性と界面科学、有機スピン/エレクトロニクスなど非常にバ
ラエティに富んだ内容が報告された。
セッションの一部は、若手研究者による講演とポスター発
表にあてられ、コアメンバーによる審査のもと、優秀講演賞
3 名（Lorena Giancarlo Soriano（北大・院生）
、Hsiang-Han Tseng
（Imperial Collage London・院生）
、Zhang Zhongyue（名大・博
士研究員）
）と優秀ポスター賞 2 名（南條千紘（名大・院生）
、

図7

Annual Meeting（小樽）での若手顕彰。

Rosinda Fuentes（エジンバラ大・院生）
）を選出した（図 7）
。
若手交流と切磋琢磨の国際舞台ともなった。
○研究者交流
【概要】

本事業によって、若手を中心に、研究者や院生を有機エレクトロニク
ス関係の国際会議に送り出すことができた。2 年間の派遣実績（のべ人数）
は、教授・准教授 9 名、助教 7 名、博士研究員 8 名、大学院生 24 名（修
士 13 名、博士 11 名）だが、院生にとっては英語で研究発表をする貴重
な経験となった（図 8）
。
前述したが、エジンバラ大の学生が名大に 10 ヶ月間滞在した（図 9）
。
このような 1 学期間を越える学生滞在の場合、授業料が発生する。これ

図 8 学会発表する学生。
ICSM2014 (フィンランド)

を避けるため、コーディネーターの阿波賀（名大）と英国側のコーディネーターである Neil Robertson（エ
ジンバラ大）が中心となり、エジンバラからの学生受け入れに先立ち、名大理学研究科とエジンバラ大
化学科の間で、学生交換に対する学術交流協定を締結した（2013 年 9
月 26 日）。本拠点形成事業による研究室間の人材交流が、研究科間の
学生交流に制度化された。なお現在、今年度末の制定を目指して、両
大学の間でジョイント・ディグリー制度の設立を目指している。名大
とエジンバラ大の学位の両方が取得できる制度は、日本人学生には極
めて魅力的だろう。本事業を足がかりに、大学間の新しい国際教育学
図 9 エジンバラ大学院生の
Leung（右から 3 人目）を囲んで。

位プログラムの設立を目指している。
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（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。

図 10 グラフ理論が予測した幻の K4 構造に結晶化した三角分子
NDI-∆ (a)とバンド計算結果(b)。カナダ派遣によって得られた技術を
用いて合成された（図 2 参照）
。

図 11 常磁性金属錯体に見出された負の
巨大磁気抵抗。名大－エジンバラ大共同
研究の成果。

○学術的側面

本研究における「新物質合成」に関しては、強相関や高次元性など、特徴的な電子構造や結晶構造を
もつ系がいくつも生み出された。ハイライトは、K 4 構造に結晶化する三角分子NDI-Δのラジカルアニオ
ン塩（図 10）と、環状構造をもつ有機高分子で、前者は二人の若手（水野、珠玖（名大））がカナダ留学
で得た合成技術を利用したものであるし、後者は名大とエジンバラ大の共同研究を含んでいる。
「デバイス特性」に関しては、名大とエジンバラ大の共同研究によって、負の巨大磁気抵抗を示す系
を新たに作り出すことができた（図 11）
。その一方、環状チアジルラジカルなどの強相関有機分子を利用
して多くの FET を作製したが、移動度が温度減少とともに増加するバンド伝導的な挙動が一部で見られ
たものの、安定作動という点で問題が残された。これを受けて、発想を転換して始めたのが強相関有機
分子単分子膜の研究で、早速、バルク結晶とはまったく異なる、極めて興味深い強相関構造を得ている。
今後、連携グループから試料提供を受けることによって、有機スピントロニクスへの大きな発展が見込
める。
「固体電気化学との接点」における研究ハイライトは、レドックス活性を有する新奇 MOF の合成と、
安定した二次電池特性の発見である。名大グループは、固体電気化学を利用した還元イオンドープとそ
れにともなう磁性変化の operando 計測にも成功しており、電気化学によって制御される固体物性を実現
した。これにより、連携グループから試料を呼びこむフレームワークが整った。
本事業は、国内 3 大学、英国 2 大学、カナダ 1 大学、ロシア 1 大学の枠組みでスタートしたが、有機
エレクトロニクス分野における「ヒト」
「物質」「情報」が駆け巡る国際ネットワークというコンセプト
や自由な共同研究の形態は関心を集め、現在では国内 4 大学、英国 4 大学、カナダ 3 大学、ロシア 1 大
学が参加している。これによって、本事業研究に「固体電気化学」「有機薄膜」「MOF」などの新しいキ
ーワードを加えることができた。これは、これからの研究展開においても、また若手人材育成にとって
も、極めて有益であると考えている。
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○若手研究者の育成

目に見える若手研究者の育成の証左として、若手事業参加者の昇任人事を挙げたい。
吉川 浩史：名大・助教 → 関西学院大（理工）
・准教授
山田 哲也：名大・博士研究員 → 信州大（工）・特任助教
Zhang, Zhongyue：名大・博士研究員 → 名大（物質国際研）
・助教
Dalgleish, Simon：JSPS fellow → 名大（高等研究院）
・特任助教
Reissig, Louisa：JSPS fellow → 名大（理）・特任助教
日本人研究者については、公募による人選を経ての昇任人事であり、本事業による国際共同研究の成果
や、国際会議やセミナーへの派遣実績が評価されたものと考えている（図 12）。吉川の転出を機に、関西
学院大学も本事業の実施機関に加えた。本事業の参加者から、3 名の外国人助教が名古屋大学に誕生した
ことも特筆に値するもので、本事業は名大の国際化に大きく貢献したと自負している。なお、Dalgleish
と Zhang の人事は国際公募を経て決しており、厳しい競争を勝ち抜いての結果である。また Dalgleish と
Reissig は、エジンバラ大学で学位を取得後に来日したが、将
来はヨーロッパで職を得ることも視野に入れている。本事業
が英国とカナダの 7 大学と連携していることは、人脈形成と
いう意味でも、さまざまな研究情報の獲得という意味でも非
常に重要で、彼らの本事業に対する献身的な貢献を引き出す
一方、それが彼らをよりいっそう成長させている。
本事業では、大学院生の中長期派遣・受け入れを実施した。
名大に滞在した 2 名のエジンバラ大学大学院生の博士および
修士論文には、滞在中の研究内容が盛り込まれており、また
図 12 若手研究者の海外セミナー派遣（エジ
ンバラ大学にて）
。吉川（左）と Robertson。

カナダに滞在した名大院生の修士論文にもその内容が含ま
れている。

Emily Allwright（エジンバラ大博士論文。2014 年 11 月）
：“Electrochemical Deposition of Small Molecules
for Electronic Materials”
Galvin Leung（エジンバラ大 修士論文。
提出予定）
：“Novel Coupling Reaction between Two Alkoxyamines
generated through Nitroxide-Mediated Radical Polymerisation”
水野麻人（名大修士論文。2015 年 3 月）
：”三角分子NDI-Δを用いたラジカルアニオン塩の合成と物
性 －分子性K 4 構造の構築”
また本事業では、若手研究者を国際学会に多数派遣して発表の機会を与えたほか、中長期滞在した Peter
Skabara 教授（Univ. of Strathclyde・英国）や Matvey Gruzdev 博士（G.A. Krestov Inst. of Solution Chem.・ロ
シア・シニア研究員）に対して、常に研究室セミナーなどの行事に参加を求め、若手研究者や学生との
議論の場を設定した。これによって、彼らのコミュニケーション能力は格段に向上した。
○研究教育拠点の構築

本事業は、有機エレクトロニクス分野における「ヒト」「物質」「情報」が駆け巡る国際ネットワーク
構築を目指している。前述したように、当初参加の 7 大学は、2 年間で 12 大学に拡大した。また本事業
拠点である名古屋大学では、本事業に参加していた 3 名の外国人研究者が助教職を得た。多くの依頼試
料が海外の連携大学から送られてくる傍ら、学生から教授層まで、また数日から 10 ヶ月間まで、さまざ
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まなレベルで外国人研究者が滞在した一方、日本人若手研究
者や院生を中心に、共同研究の遂行や国際会議での報告のた
め、海外派遣を行なった。本研究拠点が、
「ヒト」
「物質」
「情
報」の集約地となっていることは疑うべくもない。
教育面では、名大理学研究科とエジンバラ大化学科の間で
学術交流協定（図 13）の締結にこぎつけ、学生を中長期間相
互派遣できるようになった。この制度を利用し、エジンバラ
大学からは 26 年度に 2 名の院生が来日した。さらに、今年
度も 2 名の学生を 10 月より 10 ヶ月間受け入れる予定である。
本事業において構築したエジンバラ大学との協定や信頼
関係を全学レベルに引き上げるため、現在、来年 3 月申請、

図 13 締結されたエジンバラ大－名大の学
生交換に関する MoU（表紙の一部）
。

10 月発足を目指して、ジョイント・ディグリー制度の制定に努力している。参加予定は、名古屋大学理
学研究科－物質理学専攻（化学系）
、同（物理系）、生命理学専攻、素粒子宇宙物理学専攻と、エジンバ
ラ大学－化学科、生物学科、物理学科である。日本人学生にとって、名大とエジンバラ大の学位の同時
取得は極めて魅力的であろう。これが、名古屋大学の更なる国際化に大きく寄与するものと考えている。
本事業のコーディネーター阿波賀は、「名古屋大学博士課程教育リーディングプログラム（グリーン
自然科学国際教育研究プログラム（IGER））」のコーディネーターを務めていることもあり、この学位
プログラムと本事業の連携を当初から約束している。本拠点形成事業によって海外連携機関からの来日
者があるたびに、名古屋大学でセミナー発表を求めた。また
昨年度は、小樽での Annual Meeting の直前に、名大で有機エ
レクトロニクス関係の国際スクール「 IGER Workshop on
Molecular Electronics for Young Researchers」(図 14)を開催

し、海外連携機関から講師を招聘した。もちろんこれらは、
IGER セミナーあるいは IGER 国際スクールとして、IGER プ
図 14 IGER 国際スクールに参加した
各国の女子学生。

ログラムに参加する全学生に開放した。
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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）

本事業の研究の出口として、
「特徴的な分子による、分子の個性を活かした新しい有機エレクトロニク
ス」と「デバイス作動機構に駆動される新しい分子電子物性」を設定している。そのための役割分担を、
「物質開拓」
「基礎物性開拓」「デバイス機能開拓」に分類し、海外グループは主に「物質開拓」を担当
し、また国内のグループは「基礎物性開拓」と「デバイス機能開拓」を担当している。日本側拠点機関
である名古屋大学における研究分担と実施体制は以下の通りである。
阿波賀 邦夫（教授・コーディネーター）
：有機ラジカルの合成と物性測定。
松下 未知雄（准教授）
：研究項目 R1（
「３．これまでの研究交流活動の進捗状況」○共同研究参照）
－有機デバイスの作製とその評価。有機ラジカル合成。
Simon Dalgleish（特任助教）
：研究項目 R2－高効率・超高速有機光電変換の発展。
Louisa Reissig（特任助教）
：研究項目 R2－高効率・超高速有機光電変換の発展。
Zhongyue Zhang（助教）
：研究項目 R3－レドックス物質群の合成と分子性２次電池への発展。
阿波賀は事業全体を統括し、松下は主に国内協力機関との連
絡・調整を行なった。DalgleishとReissigはエジンバラ大学で学位
を取得後に来日し、ともにJSPS外国人特別研究員として採用さ
れ、現在は名大に特任助教として雇用されている。英国・ロシ
アの拠点機関との研究連絡・調整を担当しているほか、エジン
バラ大学との協定締結に貢献した。ZhangはTexas A&M 大学で学
位をとり、本年４月より名大助教となった。主にカナダの連携
機関との連絡・調整を行なっている（図 15）
。拠点機関である名
古屋大学では、各グループにおける事業研究の進捗状況、グル

図 15 本事業を支える外国人助教。
左から Zhang, Reissig, Dalgleish。

ープ間共同研究の進捗状況、国際会議やセミナーへの派遣、海
外実験施設への派遣、相手国からの受け入れ状況、相手国の共同研究実績をすべて把握し、事業活動を
HP（http://advmat.chem.nagoya-u.ac.jp/core2core.html）上で公開した。
国内協力機関の役割は、
北海道大学 稲辺 保（教授）
：研究項目 R1, R2－有機伝導体や分子性プリンタブル伝導体の開発。
中村 貴義（教授）
：R1, R2－有機強誘電体の開発。
千葉大学

坂本 一之（教授）
： R1－有機薄膜デバイスの作製。光電子分光電子構造解析。

関西学院大学 吉川 浩文（准教授）
： R3－レドックス物質群の合成と分子性２次電池への発展。
北海道大学と千葉大学のグループとは、本事業開始前より長く共同研究を実施しており、共著論文も多
い。定期的な会合は開いていないが、メール審議や学会等での面会の機会を捉えて本事業の推進を常に
議論している。ちなみに、昨年、本事業としてははじめて国内で開催した Annual Meeting（小樽）は、北
海道大学の２グループが企画・運営して大成功に導いた。
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○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）

海外のグループの役割分担を以下に示す。
【英国】
Edinburgh University（Dr. Neil Robertson）
（英国コーディネーター）
：研究面では、分子性導体として知ら
れているジチオレン錯体合成や、色素増感太陽電池用色素の開発を担当した（R1, R2）
。名大－エジ
ンバラ大学間の学術協定締結に貢献し、現在ジョイント・ディグリー制度制定に努力している。
University of St Andrews（Prof. John Derek Woollins）
：新しい有機カルコゲン－窒素化合物を合成し、本
事業に試料提供した（R1）
。英国側のマッチングファンドである The Leverhulme Trust の国際ネットワ
ーク支援プログラムの代表者。本事業の Annual meeting（小樽）は、このプログラムとの共催である。
＊Imperial College London（Dr. Sandrine Heutz）
：超高真空下での有機薄膜作製と電子機能測定を行なった
（R2）
。北大院生と名大博士研究員を受け入れ研究指導した。
＊University of Strathclyde（Prof. Peter J. Skabara）：有機太陽電池や分子性２次電池への応用を目指した有
機ポリマー合成（R3）。名古屋大学に２ヶ月滞在し、さまざまな意見交換を行なった。
【カナダ】
University of Windsor（Prof. Jeremy Rawson）
（カナダコーディネーター）
：チアジルラジカル合成と基礎
物性測定（R1）
。名古屋大学の学生と博士研究員の短期訪問を受け入れ研究指導した。
＊University of Guelph（Prof. Kathryn E. Preuss）：チアジルラジカルやその金属錯体の合成（R1）
。
＊McGill University（Prof. Dmitrii Perepichka）：有機太陽電池や分子性２次電池への応用を目指した有機
化合物合成（R2, R3）。
【ロシア】
Novosibirsk State University（Prof. Andrey Zibarev）
（ロシアコーディネーター）
：セレン－窒素結合を含む
分子合成と本事業への試料供給（R1）
。本年 10 月、本事業の Annual Meeting をモスクワで主催する。
なお＊は、事業開始後に加えた機関。本事業が目指す、有機エレクトロニクス分野における「ヒト」
「物
質」
「情報」が駆け巡る国際ネットワーク構築の趣旨が浸透し、参加を希望する機関や研究者が拡大して
いる。相手国同士の交流も盛んで、McGill 大学の大学院生 Yaroslav Zems が共同研究の為、joint student
として Edinburgh 大学に 2015 年 2 月より 1 年 11 ヶ月滞在する。又、Annual Meeting とは別に、シニアメ
ンバーが相互訪問をしている。
○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）

本事業の事務運営のため、本事業経費の業務委託手数料により、英語
に堪能な専任の事務職員を雇用し、名古屋大学理学研究科阿波賀研究室
内に事務局を設置した。名古屋大学の研究支援課、理学研究科研究支援
係および経理係と常に連絡を取りながら、交流事業に支障が出ないよう、
万全を期している（図16）。名古屋大学を中心に、国内、海外の拠点機
関や協力機関と連絡をとりながら、派遣・受入のための諸手続き、経理
業務、交流事業成果の収集など、国際的な事務並びに事務処理にあたっ
ている。
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図 16 本事業の事務支援者。
左から半田、土部（事務局スタ
ッフ）、下和田（研究支援課）
、
杉本（理学研究科研究支援係）
。

