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採用年度 平成２２年度
種別

国際戦略型

先端研究拠点事業
平成２６年度

事業実績報告書（最終年度用）

（※本報告書は、前年度までの事業実績報告書とともに事後評価資料として使用します。
「全期間」について記入する箇所は拠点形成型の期間も含めてご記入ください）
平成２７年４月１４日

採用番号

２２００３

領域

化学

分科

基礎化学

細目

物理化学

分科細目コード

４６０１

研究交流課題名（和文）
研究交流課題名（英文）
採用期間

イオン化誘起分子スイッチング
Photoionisation-induced

switch

in

aromatic

molecule-solvent

recognition
平成２２年４月１日 ～ 平成２７年３月３１日 （６０ヶ月）

《実施組織体制》
日本側
拠点機関名

東京工業大学

実施組織代表者（所属・職・氏名）

学長・三島良直

コーディネーター（所属・職・氏名）

資源化学研究所・教授・藤井正明

協力機関数

４機関

参加者数

４２

相手国１
国名

ドイツ

拠点機関名

ベルリン工科大学

コーディネーター（所属・職・氏名）

物理化学研究所・教授・Otto DOPFER

協力機関数

２機関

参加者数

１２
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相手国２
国名

英国

拠点機関名

マンチェスター大学

コーディネーター（所属・職・氏名）

光子科学研究所・教授・Klaus MÜLLER-DETHLEFS

協力機関数

２機関

参加者数

１４

相手国３
国名

フランス

拠点機関名

パリ大学南校

コーディネーター（所属・職・氏名）

パリ大学南校・教授・Christophe JOUVET

協力機関数

１機関

参加者数

１１

※交流相手国が多数の場合、適宜、枠を追加して記入すること。
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１．交流目標の達成状況
目標の達成状況を、A～E のそれぞれの観点から、ポイントを絞って記載すること。
A 学術的な成果 B 持続的な協力関係の基盤構築 C 若手研究者育成における成果
D 国際的学術情報の収集整備 E 事業の波及効果
１－１平成 26 年度研究交流目標の達成状況
① 平成２６年度事業計画における達成目標

（１）共同研究は、平成２５年度に引き続き、ドイツ、英国、フランス、日本の４カ国を拠点とする実験グ
ループを形成する。即ち、EI グループ（ドイツ）
、ZEKE グループ（英国）
、ESI グループ（フランス）、TR
グループ（日本）と区分けして、
「分子スイッチング」をキーワードに、共通研究課題として以下の２つに注
力し、本プロジェクトの取りまとめとともに、新たな研究領域創成を視野に入れて研究推進する。
１）生体分子／水クラスターにおける水分子のイオン化誘起サイトスイッチング
２）生体分子クラスターにおけるプロトン・水素原子移動の反応機構解明
１）については、溶質分子となる生体分子周辺における水和構造変化のダイナミクスを分子論に立脚して理
解する事を目指し、２）については、生体分子周りにおいて特に水分子の動的過程と強く関連するプロトン付
加による相互作用変化に起因するプロトン・水素原子移動の反応機構の解明を目標とする。いずれの研究も目
標達成には、各研究グループの緊密な連携が不可欠であり、年度開始後直ちに国際交流を開始する。
（２）セミナーは、平成２６年度は本プロジェクトの最終年度であり、１月下旬に、公開シンポジウム形式
でドイツ・ベルリン工科大学にて成果報告会を兼ねてシンポジウムを開催する。本プロジェクト参加者が一堂
に会する会議であり、日本からは本プロジェクトに参加する若手研究者、大学院生が多数渡航し、共同研究の
成果発表を行う。若手研究者／大学院生が国際学会において英語で口頭発表をする機会は非常に少なくなって
いるので、このシンポジウムで多くの若手研究者に講演機会を与え、国際経験を積ませる計画である。なお、
公開シンポジウム形式としては１日のみ開催を予定しているが、公開シンポジウムの前後１−２日を非公開形
式の成果報告会および本プロジェクト終了後の共同研究の方針／交流計画について議論するための円卓会議
を開く計画である。
（３）研究者交流は、共同研究推進による研究成果を世界中に広く情報発信するには著名な国際学会での発
表が最も効果的であるとの判断から、本プロジェクトと関連する国際学会へ若手研究者を中心に多数派遣する。
若手研究者にとっては、英語での講演を行うチャンスでもあり、国際的に活躍する若手研究者育成には必須で
ある。平成２６年度は本プロジェクトの最終年度（海外へのアピールが重要と考え多くの予算を計上）であり、
関連分野にプロジェクト成果を大々的に知らしめるために、５月に開かれる最も重要な国際会議（GRC-MIC、
イタリア）に１０名の研究者を集中的に派遣する。それ以外にも、５月／フランス、生体分子会議（予算はフ
ランスとの共同研究で計上）
、８月／米国、アメリカ化学会議などで成果発表を行う。国内でも本プロジェク
トと最も関連の深い分子科学討論会（広島）が開催されるので多くの研究者を派遣する。
社会的にインパクトの大きい成果が論文等で掲載された場合は、同時に新聞等のマスメディアでも発表し広
く情報発信を行う。各研究成果や学会等での発表実績、ワークショップの報告等はインターネットのホームペ
ージより随時報告し研究成果の発信に努める。
② 平成２６年度事業計画の達成状況

※成果の公表状況は、別紙１論文リストにて作成のこと。

（１）共同研究については、５−６月にかけて数名を予備実験と研究打ち合わせのために日本からドイツ、
フランスへ派遣後に、１１−１２月にかけてドイツ、フランスで本実験を集中的に行った。特に、ドイツでは
広範な系における水分子のサイトスイッチング反応の探索を行うとともに、反応ダイナミクスのシミュレーシ
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ョンによる理論解析にも成功し多大な成果を挙げた。研究成果は Angew. Chem. Int. Ed.誌の内表紙を飾るだ
けでなく、”the work of a German–Japanese collaboration”として Angew. Chem. Int. Ed.誌からアナウンス
して頂いた。他の成果については別紙１論文リストをご参照下さい。
（２）セミナーは、１２月１２−１５日に独国・ベルリン工科大学にて公開シンポジウム形式で開催した。
日本からは総勢１３名が参加し若手研究者、大学院生を中心に共同研究によって得られた最新の成果を発表し
た。セミナーには、独英仏の本事業参加者も一堂に会したので、研究結果に対する討論及び本プロジェクト終
了後の研究方針／計画の決定を行う機会とすることができた。また、セミナーには、２０名を超える一般参加
者があり、下記の研究者交流等での情報発信が浸透しつつあることが伺えた。
（３）研究者交流においては、本プロジェクトにとって最も重要な国際会議（GRC-MIC、５月、イタリア）
に１０名もの研究者を集中的に派遣し、成果報告／情報発信を行った。その結果、本事業の研究内容に対する
関心、評価も高まり、８月のアメリカ化学会（藤井）および２月の気相イオン化学会議（江幡）において、本
プロジェクト参加者が招待講演として講演する機会も与えられた（詳細については別紙１「論文リスト」をご
参照ください）
。なお、平成２６年度は、
（１）から（３）において延べ４０名３９６日間もの長きに渡り海外
に派遣することができ、その中心を担ったのは、助教／大学院生であった。これは、世界に通用する人財育成
の面から考えると、表に顕れない成果ではあるが多大な貢献ができたのではないかと考えている。
１－２移行審査時の研究交流目標の達成状況
① 移行審査時の研究交流目標（移行審査資料に記載した目標を転載のこと）

拠点形成型では、
「イオン化誘起分子スイッチング」をキーワードに、芳香族酸／溶媒分子認識系をモデル
分子として、分子間相互作用の理解と分子間力の制御の基礎を確立することが目標であり、現在進行中である。
国際戦略型ではこれを拡大し、
「分子スイッチング」を伴う光化学反応機構の理解と制御へ向けて研究推進す
る。前述のとおり、最新の研究成果において、水分子の動的過程の直接観察に成功したことは、プロトン付加
による相互作用変化と強く関連することが予想されるためプロトン・水素原子移動の反応機構解明に直結する
ことが期待される。これらを達成すべく、国際戦略型では、拠点形成型の日・独・英に仏国・Jouvet 教授の
研究グループを加えた４カ国を拠点機関とする EU-Japan ネットワークを構築する。仏国は、エレクトロス
プレー法によるプロトン付加カチオンの分子スイッチング現象の解明を研究テーマとする（ESI グループ）。
また、国際戦略型の支援終了後は、本事業と関連の深い最先端の研究を行っている米国、アルゼンチンの研
究者グループや、アジア圏では、韓国・インドの研究者グループと連携を図り、「光励起分子スイッチング」
に対する世界規模の研究ネットワーク構築を目指す。
近年の国際化の中で、研究／教育の分野でも例に漏れず、世界に通用する人材の育成が重要視されている。
東京工業大学でも、この点を非常に重要視しており、学生に対する英語の授業を既に数年前から開始しており、
特に研究に携わる事の多い大学院生は自由に選択できる体制が作られている。本学では、海外へのインターン
シップ制度の運用も積極的に行っており、学生が海外での実地研修を行った場合、滞在２週間を１単位とし、
卒業単位として認める制度を確立している。しかしながら、大学からの予算支援は無いため実際に運用される
のは稀であった。
本事業では、若手研究者育成を目的とする大学院生・若手研究者の国際学術交流を支援可能であるため、海
外で活躍する研究者育成には好適である。実際に、多くの大学院生が、海外での共同研究の機会を得て、英語
での研究生活を送った。中でも、平成２２年度は２名の大学院生が本事業の支援で２週間以上の海外共同研究
を行い、海外滞在期間中の研究成果が十分であるとして卒業単位として認定された（上述の海外インターンシ
ップ制度の活用）
。このように、研究教育活動においても本事業は十分な役割を果たしている。
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○目標に対する達成度とその理由
■研究交流目標は十分に達成された
□研究交流目標は概ね達成された
□研究交流目標はある程度達成された
□研究交流目標はほとんど達成されなかった
【理由】

「イオン化誘起分子スイッチング」を研究推進する過程として、平成２６年度までに日・独・英・仏の４カ
国の研究グループを拠点とする下記の EU-Japan ネットワークを構築した。本事業の研究推進には、日独英
仏４カ国以外の研究者からの支援も必須であったが、各国のコーディネーターが本事業と研究内容の関わりの
深い研究者と先ずは研究室単位で協力体制を構築することから始めた結果、EU 圏、アジア圏、北米、南米か
ら多数の研究者が密に連携した強固な研究協力ネットワークとなった。将来的には本プロジェクトをさらに発
展させた世界規模の「光励起分子スイッチング」国際研究協力ネットワーク構築に繋げたい。

若手研究者育成を目的とする大学院生・若手研究者の国際学術交流の面でも十分な成果を得られたと確信す
る。特に、大学院生に対しては、国本学の海外インターンシップ制度の活用により、平成２２—２６年度の５
年間の間に述べ１０名の単位取得者を輩出した。実際にインターンシップ制度を利用して海外で共同研究を行
った大学院生が、現地での共同研究に触発されて１年間の海外留学に至った事例もあり、本事業による支援を
相補的かつ効果的に運用することで、大学院生に対して国際的な経験を積ませるきっかけとしての効果は極め
て大きかったと考えている。
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２．実施状況
①研究交流計画実施にあたる実施体制
全期間にわたる「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）」、「相手国
側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）」、「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）＞

日本国内での本研究の実施体制は右図の通りである。
【組織・役割分担】
東工大・藤井が総括として取りまとめを行い、時間分解分光
申請代表者：藤井正明
コアメンバー：酒井 誠
石内俊一
宮﨑充彦
三澤健太郎

実験を藤井の他、酒井、石内、宮﨑、三澤のコアメンバーが中
心となって拠点機関である東京工業大学で担当した。プロト
ン・水素原子移動反応の実験支援を協力機関の九州大学・関谷
グループ（平成２４年度より参画）および広島大学・江幡グル
ープ（平成２４年度より参画）が行った。理論計算は協力機関
の首都大学東京・橋本グループおよび横浜市立大学・立川グル
ープが担当し、理論と実験のフィードバックを緊密な連絡で実
現した。

協力機関：首都大東京・橋本健朗
：横浜市立大・立川仁典
：九州大学 ・関谷 博
：広島大学 ・江幡孝之

＜相手国側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）＞

①独国側は、電子衝撃イオン化赤外分光法と分子動力学シミュレーション法を駆使し、最安定カチオンの構
造解析からイオン状態における分子スイッチングの全貌解明を目指した。研究体制は２つの協力機関を含め
て全１２名で構成された。下記に各機関のグループリーダーを記す。
・ベルリン工科大学（独国拠点機関）
Prof. Otto Dopfer (Principal investigator, Institut für Optik and Atomare Physik)
・ユリウス・マクシミリアン大学ヴュルツブルク（独国協力機関）
Prof. Roland Mitric (Professor, Institüt fur theoretische und physikalische Chemie)
・デュッセルドルフ大学（独国協力機関）
Prof. Michael Schmitt (Professor, Institut für Physikalische Chemie)
②英国側は、高分解能 ZEKE 光電子分光法等を駆使し、カチオンでの分子間振動の詳細を明らかにすること
で、イオン化誘起分子スイッチングの全貌に迫った。研究体制は下記の通りである。
・マンチェスター大学（英国拠点機関）
Prof. Klaus Müller-Dethlefs (Professor, The Photon Science Institute)
・ヨーク大学（英国協力機関）
Prof. Martin Cockett (Senior Lecture, Department of chemistry)
・オックスフォード大学（独国協力機関）
Prof. Stuart R. Mackenzie (Professor, Institut für Physikalische Chemie)
③仏国側は、エレクトロスプレー法を駆使し、プロトン付加体における安定化構造と反応ダイナミクスの詳
細を明らかにすることで、分子スイッチングの全貌に迫った。研究体制は１つの協力機関を含めて全１０名
程度で構成された。下記に各機関のコアメンバーを記す。
・エクスマルセイユ大学（仏国拠点機関）
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Prof. Christophe Jouvet (Principal investigator, Institut für Optik and Atomare Physik)
Prof. Claude Dedonder (Directrice de recherches, CNRS)
・パリ大学南校（仏国協力機関）
Prof. Anne Zenacker-Retien (Directeur de recherches, CNRS)
Prof. Gilles Grégoire (Directeur de recherches, CNRS)
Prof. Pierre Çarçabal (Charge de recherches, CNRS)
国内外の連携体制はプロトン・水素移動反応では東工大・九大・首都大・仏国・独国が、イオン化誘起では東工大・
九大・横市大・英国・独国が中心となって協力体制ネットワークを構築した。
＜日本側拠点機関の事務支援体制＞

東京工業大学は創立以来、世界各国の大学・研究機関との連携活動に力を注いできた。特に理工系分野にお
いて各国を代表する１００以上の大学・研究機関とは学術交流協定を締結し、数多くの共同研究や学術交流を
行ってきた。国際協力機構(JICA)の専門家派遣や日本学術振興会(JSPS)の国際交流助成事業など、日本の国際
協力機関が行っている支援事業にも積極的に関与して、様々な国際交流活動を展開してきた。事務担当部署で
ある東京工業大学国際部国際事業課においては、学術交流協定の締結事務、国際交流助成事業の申請・事業実
施管理、海外拠点の運営等を担当しており、本事業実施における計画書・報告書などの書類提出にかかるサポ
ートおよび経費執行状況の管理を行うとともに、本事業で来日する研究者に対しても、学内の外国人研究者用
宿泊施設を廉価で提供し、共同研究遂行のための支援を行った。また、海外へ派遣する学生や研究者に対して
は「危機管理対応マニュアル」を作成し、全学向けに危機管理を周知するなど、研究環境の整備にも積極的に
取り組んだ。

②共同研究
年度当初の交流計画をふまえ、共同研究を実施するにあたっての枠組み、活動内容、得られた成果等
（国内外の拠点機関・協力機関との連携状況も、考慮すること）
（１）平成 26 年度の状況
平成２６年度は、EI グループ（ドイツ）
、ZEKE グループ（英国）、ESI グループ（フランス）
、TR グルー
プ（日本）の４カ国での実験グループを構築し、
「分子スイッチング」をキーワードに、１）生体分子／水ク
ラスターにおける水分子のイオン化誘起サイトスイッチング、２）生体分子クラスターにおけるプロトン・水
素原子移動の反応機構解明、を共通研究課題として研究推進に注力した。
実験においては、数多くの生体分子／水クラスター内分子スイッチング現象を発見（日独、日仏連携）
、さらには理
論計算の精度の向上のために、４カ国での実験グループが協力して、実験条件を変化させたダイナミクス測定を遂
行し実験データ収集に努めた（日独英仏連携）
。その結果、理論的解析（主に各国協力機関が担当）を大いに推進す
る事ができ、特に、アセトアニリド／水クラスター内の水分子スイッチング反応ダイナミクスのシミュレーシ
ョンによる理論解析に成功し多大な成果を挙げた。研究成果は Angew. Chem. Int. Ed.誌の内表紙を飾るだけで
なく、”the work of a German–Japanese collaboration”として Angew. Chem. Int. Ed.誌からアナウンスして頂き研究
成果が国際研究協力によるものであることを強力にアピールできた（日独連携：独国協力機関による理論解析）
。
また、本プロジェクト当初からの課題であるフェノール／希ガス（アルゴン）については、イオン化後の余剰エネ
ルギーが完全にゼロの状態では、イオン化誘起異性化反応が起こらないことを発見し、イオン化誘起分子スイッチン
グにおける余剰エネルギーと反応性の相関を解明した（日独英連携）
。
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これらの交流の成果は、国際学術雑誌（Phys. Chem. Chem. Phys.等）や著名な国際学会（GRC-MIC、生体分子会
議、アメリカ化学会等）で多数発表された。

（２）全期間にわたる状況
平成２２年度および２３年度（拠点形成型）は、EI グループ（独国）、ZEKE グループ（英国）
、TR グループ
（日本）と３カ国での実験グループを区分けして、
「イオン化誘起分子スイッチング」をキーワードに分子間
相互作用の理解から分子認識系の制御の基礎の確立、さらには、誘起ダイナミックスの制御を目指した。研究
対象は、フェノール／希ガスクラスター（およびメタンクラスター）から芳香族酸／溶媒分子認識系まで拡張
して研究推進した。以下、主だった研究内容と成果をいくつか列挙する。
①分子間相互作用を理解するためのモデル系として、フェノール／希ガスクラスターおよびフェノール／メタ
ンクラスターを用いて研究を行い、フェノール／アルゴンクラスターおよびクリプトンクラスターでは、
（１：
１）クラスターにおいても「イオン化誘起分子スイッチング」が起こること、また、反応の速さはピコ秒オー
ダーであることを明らかにした。
（日独英連携）
②フェノール／希ガス（１：１）クラスターでは「イオン化誘起分子スイッチング」の反応収率は低いが、フ
ェノール／メタン（１：１）クラスターでは 100％の収率であることを明らかにした。この収率の違いは「分
子スイッチング」後のエネルギー緩和過程の差で説明された。（日英連携）
③アセトアニリド／水（１：１）クラスターにおいて、水分子が C=O 結合から NH 結合へと水素結合サイト
を変えるイオン化誘起サイトスイッチングの証明、およびその動的過程の実時間観測に世界で初めて成功した。
（日独連携）
④フェノール／希ガスおよびメタンクラスターに関して、ZEKE グループ（英国）が測定した REMPI、MATI
スペクトルに対して、デュッセルドルフ大学の研究グループ（独国協力機関）が高分解能分光を用いた精密解
析を行った。
（英独連携）
上記のなかでも③は、全ての水溶媒中における光誘起反応で恒常的に生じている励起分子周辺における水和
構造変化のダイナミクスを分子論に立脚して理解する端緒となる重要な成果であり、平成２４年度以降の国際
戦略型では、研究ターゲットの中心に据えた重要な反応ダイナミクスの新発見であった。
平成２４年度から２６年度（国際戦略型）は、４カ国での実験グループ、即ち、EI グループ（独）、ZEKE
グループ（英）
、TR グループ（日）
、ESI グループ（仏）を構築し、１）水分子のイオン化誘起サイトスイッ
チングをターゲットに、溶質分子周辺における水和構造変化のダイナミクスを分子論に立脚して理解する、２）
水分子の動的過程と強く関連するプロトン付加による相互作用変化に起因するプロトン・水素原子移動の反応
機構解明、を目指した。以下、具体的な研究内容と成果をいくつか列挙する。
①アセトアニリド／水クラスターの水分子サイトスイッチングのより詳細なメカニズム解明を進めるために、
独国の理論家（独国協力機関として参画）との共同研究を開始した。この共同研究は正にこの拠点形成により
もたらされた研究交流である。
（日独連携）
②フェノール／アルゴン（１：２）クラスターについて、平成２３年度の交流セミナーで提案された実験条件
の制御法を導入することで新規異性体の存在を確認した。（日独英連携）
③アセトアニリド、アミノベンゾニトリル、トリプタミンなど複数の系において水分子のサイトスイッチング
反応を新たに見出した。これらの系に対する実時間ダイナミクス計測は次年度からの課題であるが、様々な反
応例の発見はサイトスイッチング反応の一般性拡大の観点から重要な結果である。（日独仏連携）
④フェノール／希ガス（アルゴン）については、マンチェスター大学との共同実験により MATI-IR 分光法という新
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たな計測手法の開発／測定に成功した。
（日英連携）
⑤アセトアニリド／水クラスター内の水分子スイッチング反応ダイナミクスのシミュレーションによる理論
解析に成功し多大な成果を挙げた。研究成果は Angew. Chem. Int. Ed.誌の内表紙を飾るだけでなく、”the work of
a German–Japanese collaboration”として Angew. Chem. Int. Ed.誌からアナウンスして頂き研究成果が国際研究協
力によるものであることを強力にアピールできた（日独連携：独国協力機関による理論解析）
。
⑥フェノール／希ガス（アルゴン）において、イオン化後の余剰エネルギーが完全にゼロの状態では、イオン化誘起
異性化反応が起こらないことを発見し、
イオン化誘起分子スイッチングにおける余剰エネルギーと反応性の相関を解
明した（日独英連携）
。
全期間を通して、年度当初の交流計画とは少しだけ時期と期間がシフトしたものの、計画以上に研究を推進
できたと考えている。その結果、水分子が C=O 結合から NH 結合へと水素結合サイトを変えるイオン化誘起
サイトスイッチングの新発見（Angew. Chem. Int. Ed.誌の内表紙に採用）となり、水分子スイッチング反応ダ
イナミクスのシミュレーションによる理論解析の成功（Angew. Chem. Int. Ed.誌の内表紙に採用）に繋がった。
また、研究成果に対して、”the work of a German–Japanese collaboration”として Angew. Chem. Int. Ed.誌からアナ
ウンスして頂き、成果が国際研究協力によるものであることを強力にアピールできたと考えている。これらの
研究成果は、EU-Japan 研究共同ネットワークにより各国の拠点／協力機関が密に連携して初めて達成できた
成果であり、本プロジェクトの支援無しでは実現不可能であったと考えている。
なお、他の成果については別紙１論文リストをご参照ください。
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③セミナー
（１）全期間において実施したセミナー件数
平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度

平成 25 年度

平成 26 年度

国内開催

1回

1回

0回

0回

0回

海外開催

2回

2回

1回

1回

1回

合計

3回

3回

1回

1回

1回

（２）平成 26 年度セミナー実施状況
・研究交流計画におけるセミナーの位置づけを、他の交流形態と関連させつつ述べること
・交流目標達成に向け、セミナーが果たした貢献を、具体的に述べること
※具体的な実施状況及び成果については、別紙２にて作成のこと
平成２６年度はセミナーを１２月１２-１５日に独国・ベルリン工科大学において「JSPS Core-to-Core
International Symposium on Ionization-Induced Switching」と題して公開シンポジウム形式で開催した。日本から
は本事業に参加する若手研究者、大学院生が多数参加し、彼らが中心となって共同研究における最新の成果発
表を行った。若手に英語での発表機会を与えたことで少しは国際経験を積ませることができたのではないかと
考えている。セミナーには、独英仏の本事業参加者も一堂に会し、１３件の口頭発表、１１件のポスター発表
を通じて、研究結果に対する討論及び本プロジェクト終了後の研究方針／計画の決定を行う機会とすることが
できた。セミナーには、２０名を超える一般参加者があり、下記の研究者交流等での情報発信が浸透しつつあ
ることが伺えた。
また、セミナーでの発表件数が２４件と多数に及び、公開セミナーとしての時間枠だけでは詳細な議論をす
る時間を十分得られないため、非公開の円卓会議も開催した。円卓会議は実質２日間にわたって行われ、研究
結果に対して十分な時間をかけて討論するとともに、本プロジェクト終了後の研究方針／計画についても十分
な討論／検討を行うことができた。これまでの研究成果を鑑みると、「イオン化誘起分子スイッチング」の枠
をさらに拡げた、
「光励起分子スイッチング」への移行が必須であるとの意思統一がプロジェクト参加者一堂
でなされ、本プロジェクト終了後も EU-Japan 共同研究ネットワークの維持／継続と「光励起分子スイッチン
グ」に対する研究方針／計画の大枠も決定された。
最後に、EU-Japan 共同研究ネットワーク形成に対するセミナーの果した役割について述べたい。拠点形成
型の２年間は、まだ各国の若手研究者／大学院生同士のお互いの顔が見えない状況での交流スタートであった。
よって、全体会議以外にも、ミニシンポジウムを数多く行う事で、若手研究者同士が積極的に交流できる環境
作りを行った。その甲斐もあり、国際発展型移行時には、EU-Japan 共同研究ネットワークの原型はほぼ構築
され、各国の若手研究者同士によるメールやスカイプでの研究交流／研究推進も活性化する事が出来た。これ
により、国際発展型の３年間は顔見せの意味合いもあったミニシンポジウムを無くし、本プロジェクト参加者
を１年に一度、集約的に集めて成果発表／情報発信する形式でセミナーを開催することができた。

④研究者交流
・研究交流計画における研究者交流の位置づけを、他の交流形態と関連させつつ述べること
・交流目標達成に向け、研究者交流が果たした貢献を、具体的に述べること
（１）平成 26 年度実施状況
研究者交流においては、年度開始直後から共同研究推進による研究成果を著名な国際会議に活発に参加し成
果報告／情報発信を行った。世界中に広く情報発信するには相手国以外の国で開催される著名な国際学会での
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発表が効果的と考えられるため、独、英、仏以外の国へ多くの研究者を派遣した。派遣には、教育的な見地か
ら、若手研究者を中心にセレクトして成果発表を行った。若手研究者にとっては、英語での講演を行うチャン
スでもあり、国際的に活躍する若手研究者育成には必須である。以下に研究者を派遣した国際会議を示す。
(GRC-MIC：４月／イタリア、生体分子会議：５月／フランス、アメリカ化学会議：８月／アメリカ、量子
化学会議：１０月／チリ、気相イオン会議：２月／アメリカ)
特に、本プロジェクトにとって最も重要な国際会議である GRC-MIC（５月／イタリア）に１０名を超える
研究者を集中的に派遣し、成果報告／情報発信を行った結果、本事業の研究内容に対する関心、評価も非常に
高まり、８月のアメリカ化学会（藤井）および２月の気相イオン化学会議（江幡）において、本プロジェクト
参加者が招待講演として講演する機会も与えられた（詳細については別紙１「論文リスト」をご参照ください）
。
なお、本事業では、若手研究者（大学院生を含む）に対して国内外を問わず多くの支援を行うことが出来た
ので、世界に通用する人財育成の面から考えると、表に顕れない成果ではあるが多大な貢献ができたのではな
いかと考えている。

（２）全期間にわたる実施状況概要
研究者交流は、全期間にわたり、①「本プロジェクトによる研究成果を世界中に広く情報発信する」
、②「国
際的に活躍する若手研究者育成」を２本柱として実施した。
共同研究推進による研究成果を世界中に広く情報発信する（①の目標達成）には著名な国際学会での発表が
最も効果的であり、本プロジェクトと関連する国際学会へ若手研究者を中心（②の目標達成）に多数派遣した。
若手研究者にとっては、英語での講演を行う数少ないチャンスでもあり、国際的に活躍する若手研究者育成に
は必須と考え積極的に実施した。以下、派遣した国際会議を列挙する。
平成２２年度：Pacifichem2010：１２月／ハワイ、量子化学国際会議：２月／St. Simons Island
（＊招待講演１件含む）
平成２３年度：GRC-MIC：２月／アメリカ、IBBI：１月／スイス、量子化学国際会議：７月／スペイン
（＊招待講演１件含む）
平成２４年度：東アジア化学反応会議：４月／台湾、オハイオミーティング-分子分光会議：６月／アメリカ、
量子化学会議：６月／アメリカ及び８月フィンランド、光化学会議：７月／ポルトガル、GRC-イオン会議：
２月／アメリカ
（＊招待講演２件含む）
平成２５年度：時間分解振動分光会議：５月／別府、日韓共同化学会議：６月／韓国、分子分光会議：６月／
アメリカ、生体分子会議：７月／アメリカ、アジア化学会議：８月／シンガポール、先端振動分光会議：８月
／神戸、量子化学会議：８月／ハンガリー、水素結合会議：９月／ベルギー
（＊招待講演２件含む）
平成２６年度：GRC-MIC：４月／イタリア、生体分子会議：５月／フランス、アメリカ化学会議：８月／ア
メリカ、量子化学会議：１０月／チリ、気相イオン会議：２月／アメリカ
（＊招待講演２件含む）
＊特に、本プロジェクトにとって最も重要な国際会議である GRC-MIC には集中的に研究者を派遣し、成果
報告／情報発信を行った結果、本事業の研究内容に対する関心、評価も非常に高まり、本プロジェクト参加者
が招待講演として他の国際会議で講演する機会もいくつか与えられた。

11

（様式７）
また、国内の学会においては、本事業のテーマに最も密接な学会である、分子科学討論会や日本化学会年次
講演会等において、若手研究者／大学院生を中心に積極的に成果発表を併せて行った。本事業では、若手研究
者（大学院生を含む）に対して国内外を問わず多くの支援を行うことが出来たので、世界に通用する人財育成
の面から考えると、表に顕れない成果ではあるが多大な貢献ができたのではないかと考えている。
学術成果の発信という観点からは、共同研究成果の国際学術雑誌への論文投稿が最も重要であった。そこで、
各国で行う共同研究実験の際には実験結果に関する議論の場を設け若手研究者を心として活発な議論を行う
とともに、EU-Japan 共同研究ネットワークを駆使して各連携機関間で密に情報交換を行い共同研究成果とし
てまとめることで、質の高い学術雑誌への投稿を目指した。水分子が C=O 結合から NH 結合へと水素結合サ
イトを変えるイオン化誘起サイトスイッチングの新発見（Angew. Chem. Int. Ed.誌の内表紙に採用）はまさに
この研究者交流の賜物といえる。
各研究成果や学会等での発表実績、ワークショップの結果等はインターネットのホームページより随時報告
し研究成果の発信に努めた。若手研究者に対しては、英語でのレポート提出を義務づけることで教育的な役割
も担った。
（参照：http://www.res.titech.ac.jp/~kiso/CoreToCore/index.html）
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３．研究交流活動の成果
全期間の交流を通じての成果を、「国際学術交流拠点の形成」「成果の学術的価値」及び「若手人材育成への貢献」の観
点から記入してください。また、活動成果の「情報集約性」「社会貢献性」がある場合には記入してください。
３－１．国際学術交流拠点の形成

本事業の研究課題が目指す分子構造に基づいた分子間相互作用競合の精密解析は世界中から広く興味を惹
かれている。特に、日本側拠点機関において行われるピコ秒赤外分光での実時間測定は装置開発も含めて極め
て高度な技術・ノウハウを要するため、世界中の研究室において未だ精度良く測定するに至っておらず、開発
から１０年以上が経過した現在においても東京工業大学の有するピコ秒赤外分光装置が実質世界で唯一のも
のである。それ故に、独国・韓国などの大学から研究員の派遣や大学院生の留学の申し出をはじめ、多くの共
同研究の申込を受けた。実際に、韓国の若手研究者との間では本プロジェクト期間中でも２度にわたり日韓共
同研究(JSPS)に採択され共同研究が強力に推進されており、現在では、EU 圏、アジア圏、北米、南米から多
数の研究者が密に連携した強固な研究協力ネットワークが構築された（５頁の EU-Japan ネットワークをご参
照下さい）。将来的には本プロジェクトをさらに発展させた世界規模の「光励起分子スイッチング」国際研究
協力ネットワーク構築に繋げたい。
本事業終了後もピコ秒赤外分光での実時間測定は日本側拠点機関でしかできない状況は変わらないため、当
該研究分野においては、今後も日本が主導的役割を担っていく事は確実であり、また、それに見合った国際学
術交流拠点（EU-Japan ネットワーク）を日本が中心となって維持／拡大していくことは我々の使命と考えて
いる。
３－２．成果の学術的価値

分散力サイト（芳香環）と水素結合サイト（OH、NH 基）を同時に有する分子は DNA や神経伝達物質を始
めとする生体関連分子に多くみられ、しかも、あらゆる生理現象内に見られる分子認識機構と深く関わってい
る。このような分子認識機構を本質的に理解する手がかりとして、水素結合力と分散力を同時に考慮し、分子
の種類、環境、電子状態などで配位子や溶媒がどちらのサイトに配位するのか、どの様な変化で結合サイトを
変えるのか、即ち「分子スイッチング」を明らかにすることは非常に重要である。この研究課題は拠点形成事
業開始時から継続している命題であった。加えて、国際戦略型では、水素結合における最も基本的な反応であ
り、かつ、水素結合が生体内で重要な役割を果たしていることを考えるプロトン及び水素原子移動反応にも研
究対象を拡大して、
「分子スイッチング」を伴う光化学反応機構の理解を目指した。
研究推進する過程として、研究対象に大きな広がりと可能性を見せるとともに、アセトアニリド・水クラス
ターのイオン化誘起分子スイッチング（水分子がスイッチングする現象）に関する共著論文は 2012 年に VIP
論文として Angew. Chem. Int. Ed. 誌の内表紙に掲載され、研究テーマが科学分野の最重要課題の１つであるこ
とが証明された。また、水分子スイッチング反応ダイナミクスのシミュレーションによる理論解析にも成功し、
2015 年に再び Angew. Chem. Int. Ed.誌の内表紙に採用され、研究テーマの重要性を再認識させた。以上のこと
から、本プロジェクトによる研究成果の学術的価値は極めて高いと言える。
３－３．若手人材育成への貢献

若手研究者・大学院生の育成には、共同研究への参加意欲を高める工夫が必要である。我々が最も重要と考
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えたことは、海外共同研究においても若手研究者・大学院生の自由裁量による研究を支援する体制・環境を構
築することである。海外での実験環境でも日本と同じくらい自由闊達に研究を行う環境が整えば、それに伴っ
て良い成果も期待できると考えた。そのため、拠点形成型の２年間では、ミニシンポジウムも活発に行い、若
手研究者同士が積極的に交流できる環境作りを行った。また、EU-Japan 共同研究ネットワーク構築を活かし、
各国の若手研究者同士によるメールやスカイプでの研究交流／研究推進も活性化に努めた。その甲斐もあり、
拠点形成型の特筆すべき成果である、水の動的過程の観察に成功した実験は、事前に日本で計画されていた実
験ではなく、派遣された日本の若手グループがベルリン工科大学訪問中に相手国の若手研究者と現地でフリー
ディスカッションを行なった際に新たに生まれた実験から得られた成果である。このような研究環境の整備は
日本側だけでなく、相手国受入先の協力なくしては実現しなかったことであり、EU-Japan 共同研究ネットワ
ークにより各国コーディネーターが緊密に連絡を取りあい研究者育成に共通理解を持って支援できたことが
成果に結びついたと考えている。
また、大学院生の積極的な参加を促す工夫としては、本学での海外インターンシップ制度を活用した。これ
は、本事業によって共同研究に派遣された学生に対して、滞在２週間を１単位として卒業単位として認める制
度であり、本プロジェクトの期間中、延べ１０名の単位取得者を輩出した。本事業と本学の単位制度を効果的
に活用することで、意欲ある大学院生の本事業への参加を促し、大幅な研究推進が実現したと考えている。
上記以外にも、本プロジェクトによる研究成果発表／情報発信を若手研究者や大学院生が中心となって行う
ことができるように支援した（セミナーや国際会議への優先的な派遣等）
。若手研究者にとっては、英語での
講演を行う数少ないチャンスでもあり、世界に通用する人財育成の面から考えると、表に顕れない成果ではあ
るが多大な貢献ができたのではないかと考えている。
３－４．情報集約性

本事業では EU と我が国を強い研究協力体制で有機的に結びつける事をめざし、拠点形成事業期間内に形成
した英国、独国に加えて仏国を加えて国際戦略型へ移行した。特に仏国のコーディネーターである Jouvet 教
授はパリ大学にレーザーセンターを創設した研究者であり、ここの機器を用いる共同研究を軸にドイツ、チェ
コなど EU 内の研究者と緊密な研究連携を行っているため、EU の学術動向をリアルタイムで把握する事がで
きる立場であり、英国、独国、日本は EU-Japan ネットワークを通じて互恵的に情報交換が可能な環境となっ
た。現在は情報技術が飛躍的に進歩しており、電子メールのみならず、インターネットを通じたビデオ電話
(Skype)が携帯電話でも可能なため、日常的に顔を見ながら情報交換を行っている。一方で、英、独、仏を全
て結ぶ国際共同研究は本事業だけであり、日本側がハブとなって情報交換しており、まさしく情報網の中核に
位置しつつ有ると言える。
３－５．社会貢献性

本事業の核をなす「イオン化誘起スイッチング」反応を発見した際、学術誌へ投稿するとともに、社会的な
理解の促進のために広報に努め、純学術的な内容にも拘わらず日経産業新聞に内容が掲載され、機会を捉えて
宣伝に努めている。また、我々の測定技術は純粋に学術のために開発しているものであるが、従来使われてい
る伝統的な分析装置とは比較にならないほど高い感度と分子選択性を有する。この技術を社会還元するべく、
分析化学の専門家や分析を必要とする公的機関（国土交通省関連の独立行政法人交通安全環境研究所）、一般
企業（新日本製鐵など）の研究者と共同研究を行い、自動車や焼却炉の排気ガスをその場で瞬時に分析できる
レーザーイオン化リアルタイム分析装置の開発に成功した（技術提供を含む）。また、１粒の微粒子に対して
14
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発生源と浮遊履歴を解析する装置も共同研究で開発しており、現在、中国など大陸側の環境汚染微粒子
（PM2.5）が日本に及ぼす影響を解析できないか、独立行政法人国立環境研究所などの研究者との共同研究が
進行中であり、特に、平成２４年度に高濃度の PM2.5 が日本へ飛来した際には、日本テレビ＠バンキシャ等
で PM2.5 を高感度検出可能な装置として紹介された。
このように、学術的な成果を広報するとともに、それを得るために新たに開発した先端的な技術は社会的な問
題解決に役立つ様に技術移転し、社会還元に努めている。
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４.経費の執行状況
４－１．平成 26 年度の状況
事業実施状況との関連（研究者の交流数や、セミナー等会合の開催状況などと、経費の関連を、具体的に示すこと）
平成２６年度経費執行状況
・外国旅費支出合計 17,410,727 円
（内訳：共同研究延べ 12 名派遣 5,314,181 円、セミナー10 名派遣 3,086,450 円、
研究者交流延べ 17 名派遣 9,010,096 円）
・国内旅費支出合計 395,760 円
残りは共同研究物品費（消耗品）
、その他経費（下記に高額な経費のみ記載）として計上した。
（その他内訳：東京インスツルメント社製有機物測定用波長可変レーザーシステムリース料 926,640 円、
コヒレント社製 Legend-Elite-Pico 保守契約費 1,057,530 円)
【参考】

相手国側との経費分担の状況（※様式３（四半期交流状況報告書）に記載の、相手国側マッチングファンドにより来日し
た人数についても触れること）

１）Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) Research Grants：Otto DOPFER 教授（ドイツ）
：1 名１３日間滞在
２）The University of Manchester：Klaus MÜLLER-DETHLEFS 教授（英国）
：1 名１４日間滞在
３）National Center for Scientific Research (CNRS)：Christophe JOUVET 教授（フランス）
：1 名１４日間滞在

４－２．全期間にわたる状況
（１）執行額（単位：千円）
平成 22 年度

平成 23 年度

平成 24 年度

平成 25 年度

平成 26 年度

国内旅費

298

216

437

751

396

外国旅費

12,046

11,982

16,406

16,234

17,411

3,367

1,808

5,219

4,115

3,155

0

0

0

0

0

289

2,994

1,938

2,828

2,965

0

0

0

0

0

16,000

17,000

24,000

23,928

23,928

物品費
謝金
その他の経費
外国旅費・謝金
に係る消費税
合計

（２）本事業経費による派遣／受入人数（相手国側マッチングファンドによる受入は含まない）
平成 22 年度
派遣人数（人）

平成 23 年度
30

平成 24 年度
29

平成 25 年度
45

受入人数（人）

16

平成 26 年度
45

40
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５．全期間における問題点・反省点
（事業全体の実施体制上において、課題、問題となったものや、反省点等があれば示すこと）
平成２４年度において公開セミナー開催を年度末の３月に設定した際に、悪天候による飛行機遅延による出
張スケジュール変更がでて、予算執行に支障をきたしそうになった事があった。気象状況による不可避な日程
変更だったとはいえ、余裕をもって計画を立てるべきだったと痛感するとともに、科研費の基金制度のように
次年度への繰り越しが可能な制度があれば良いと同時に思ったことである。また、最終年度は、上述の失敗を
しないためセミナーを１２月に行ったが、１２月以降も共同研究は進捗を見せている。それら成果を次年度の
著名な国際会議で発表する機会を予算的に得られない事は大変残念である。数名分の国際会議派遣費用の繰り
越しが可能、もしくは補正予算が付くのであれば大変有り難い。
本プロジェクトはマッチングファンド制を採用しているが、一国対多国のファンドが採用されたのは日本だ
けであった。
（仏国は、CNRS に仏、独、日、アルゼンチンの４カ国を含む国際ネットワーク構想の申請を試
みたが、採択には至らなかった。
）研究テーマによっては、研究推進を強力にするには、英独間、英仏間、独
仏間の交流も欠かせないものもあり、本事業で各国間の交流支援ができれば大変重宝できたのではないかと考
えている。例えば、私案であるが、予算総額の１割までは各国間交流支援が可能な制度になると有り難い。

６．今後の展望
本事業によって研究推進された「分子スイッチング」現象解明に用いた研究手法は、いうなれば「気相分子
クラスターを対象とした分子構造を基盤とする分子間相互作用競合の精密解析」であり、世界中から広く興味
を惹かれている。特に、日本側拠点機関（東工大）において行われるピコ秒赤外分光での実時間測定は装置開
発も含めて極めて高度な技術・ノウハウを要するため、世界中の研究室において精度良く測定するには至って
いない。開発から既に１５年が経過した現在においても東工大のピコ秒赤外分光装置が実質世界唯一のもので
ある。それ故に、本事業終了後でも本事業の関連する研究分野においては、日本が主導的役割を担っていく事
はもちろんのこと、また、それに見合った国際学術交流拠点形成（EU-Japan ネットワーク）を日本が中心と
なって形成することは我々の使命である。
また、日本国内に目を向けても、本事業による研究が飛躍的に推進されたことと研究成果を積極的に情報
発信したこととの相乗効果により、すでに複数の研究グループが独立、あるいは連動して研究推進している。
例えば、東北大学・河野裕彦教授のグループは、フェノール・アルゴン（１:２）クラスターの光イオン化誘
起異性化反応を第一原理分子動力学シミュレーションによる理論的アプローチにより、反応ダイナミックス
の解明を目指している。北海道大学・田地川浩人助教らは、クラスター内反応場での新規な反応を理論設計
する観点から、光イオン化に伴う反応ダイナミックス機構の解明／制御を目指している。いずれの研究課題
も、
「イオン化誘起分子スイッチング」だけの範疇にとどまらない、芳香族酸全般、さらにはＤＮＡなどの生
体分子や超分子材料などの実在系での研究にまで発展するものと期待される。このような日本国内でのさら
なる共同研究ネットワーク拡大の機運に乗って、東京工業大学を拠点として新たに「光励起分子スイッチン
グ」の旗印を建て、日本発の研究協力ネットワークをさらに密に大きくしていく事も確約できる。
日本が研究拠点となって、分子間力によって形成される気相分子クラスターを対象とした構造研究はもち
ろんのこと、分子間相互作用の理解から「光励起分子スイッチング」反応機構の解明・制御すら可能となれ
ば、様々な光化学や分子レベルで生命現象を解明する有効な研究手法として発展する可能性が極めて高いと
期待する。そのときの学術的価値・社会的インパクトは極めて大きい。
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