
若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム（ＩＴＰ） 

平成 21 年度中間評価資料（進捗状況報告書） 

        1             （平成２１年度中間評価） 
この様式は、独立行政法人日本学術振興会において定められたものです。様式の改変はできません。 

                                      【公表】 

事業名 “ナノ材料”プレテニュアトラック若手研究者育成インターナショナルプログラム 

申請大学 

大学名・申請専攻等名 

国立大学法人 東京農工大学 

科学立国研究拠点 

主担当教員 

所属・職・氏名 
鮫島
さめじま

俊之
としゆき

  
大学院共生科学技術研究院 ナノ未来科学研究拠点 教授 

 

１．事業の実施状況 

（１）申請時に提出した事業の目的及び将来構想の概要を記入してください。 

本プログラムは本学のテニュアトラック人材育成計画に基づき立案実施するものであり、「ナノ材料」研究分

野のテニュア人材育成、ひいては我が国の科学技術の将来を担う人材の育成を目指すものである。 

若手研究者に対し国際的な研究現場での研修機会を提供し、彼らの国際的研究能力を向上させる活動を通

じて、優秀なテニュアトラック候補者を輩出し、国際的に活躍できる若手研究人材の育成を競争的かつ体系

的に実施することを、本プログラム及び本拠点のテニュアトラック制度の特徴とする。優秀かつグローバルな

テニュアトラック候補者の輩出は、国内外機関との若手研究者の流動性を高め、我が国における“ナノ材料”

研究分野全体の発展にも繋がることが期待できる。 

将来的には、この人材育成活動をケーススタディとし、全学的な若手研究者インターナショナル・トレーニン

グ・プログラム制度を確立するため、学内制度等を整備することを目指す。さらに、本学国際交流戦略の重

点事項である各地域の協定校ネットワーク構築を推進するため、同プログラムの共同企画セミナー・ワーク

ショップ等を通じ、本学およびいくつかの海外パートナー機関とで、各地域の若手研究者ネットワークを構築

し、若手研究者が中心となったマルチナショナル研究プロジェクトの立ち上げを目指した活動を展開する予

定である。 

 

（２）事業の達成度合について当てはまるものを選択し、その理由を記入してください。 

  

 （１）の目的に対する、５年分の内２ヵ年分の計画については、 

□目標を上回る成果を得た 

■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】 

事業計画に基づき全ての事業項目の円滑な履行を目指して担当の教職員が事業運営に努力した。その結

果、以下の実績をあげることができた。 

１）公募による派遣者選考会、派遣前オリエンテーションを予定通り行ったこと 

２）担当教員で構成する選考委員会において派遣者選考を書類と面接で厳密に行ったこと 

３）研究派遣に際して教職員が現地に赴きパートナー機関との交渉を行い、受入研究室との研究テーマの

マッチング、ビザ取得、宿舎手配等の受入環境を整備したこと 

４）派遣者に対して研究計画の支援、事前語学指導、研究倫理教育を実施したこと 

５）19 年度 2 名、20 年度７名、21 年度 8 名（予定含む）の海外派遣を実現できたこと 

６）20 年度にローマ大学において、第 1 回ＩＴＰ国際シンポジウムを実施したこと（21 年度は UCSB において

同様に第 2 回シンポジウムを開催する予定） 

７）運営母体であるナノ未来科学研究拠点において、コロキウムを２回開催し海外派遣者による成果発表

並びに研修報告等ＩＴＰ事業の情報発信を行い、今後の海外派遣を志望する学生及び若手研究者を啓

発したこと 

これら活動は本ＩＴＰ事業が目指す若手研究者育成構想に叶うものであり、また、本事業を通じてパートナ

ー機関との連携体制の強化にもつながっている。本事業のこれまで２ヵ年分の計画は十分達成されたと判断

する。 
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（３）若手研究者養成のための組織的な枠組み作りが確立し、実施機関全体として事業実施・支援体

制が整備されているか、また、海外パートナー機関と継続的な連携がとられているか。 

 

①若手研究者養成のための組織的な枠組み作り、及び実施機関全体としての事業実施・支援体制の整

備について 

平成 19 年度、大学院研究組織である共生科学技術研究院の発展的な組織改革を行い、本プログラムの

実施母体である「科学立国人材拠点（ナノ未来材料研究拠点より改称）」を国際的研究拠点として位置づけ、

教育・研究基盤整備の拡充の目的のもと、拠点形成に必要な教員等人材が各研究部門から結集することを

可能にした。また、工学府に所属する学生の拠点活動への参加を可能にして教育・人材育成機能を強化し、

複合的研究分野の融合環境の下で教育研究プログラム群の整備を推進している。 

本プログラムの事務局を本学国際センター内に置き、若手研究者の海外パートナー機関における研修事

業が円滑かつ支障無く行われるよう担当職員らが管理業務を行っている。海外パートナー機関は本学及び

科学立国人材拠点（ナノ未来材料研究拠点より改称）のグローバル教育方針の下、単一分野、単一地域に

偏ることなく、ナノ材料研究において国際的に高い実績を持つ教育研究機関を選定した。海外パートナー機

関はブライトン大学やローマ大学など、学術交流協定校を中心としている。さらに全ての海外パートナー機関

窓口教員は、本学担当教員らと長年、研究協力を行い、緊密な関係を構築している。 

海外パートナー機関への派遣に競争原理を導入し、本プログラムに参加する若手研究者に高い意義と意

識を持たせるようにするため、公募によって海外派遣希望者を募り、提出された研究計画書を担当教員、ナ

ノ未来材料拠点教員、その他の専攻の教員からなる審査会による審査（「ＩＴＰ研究計画コンペ」）を経て派遣

者、派遣先、研修内容等を決定している。 

おのおのの海外パートナー機関に対して少なくとも 1 名の担当教員を配置し、派遣した若手研究者の指導

を担当させている。担当教員は、研究レポート及びＷＥＢのビデオ会議等を利用し、派遣した若手研究者の

活動状況を把握し、適切なフォローアップ指導を行っている。 

海外パートナー機関における研修成果は科学立国人材拠点の運営委員会において、客観的に評価され、各

自に対し、継続して行われるテニュアトラック候補者としての育成プログラムに反映させている。 

 

②海外パートナー機関との連携について（海外パートナー機関との間で形成したネットワークが活用

できているか、共同企画や海外パートナー機関からの受入等、双方向の交流についても言及して下さ

い。） 

各海外パートナー機関とは本プログラムが開始する前から密接な交流があったが、ITP により飛躍的に人

的交流が密接になっている。特に、毎年、海外パートナー機関のうちの 1 校と、共同企画として ITP シンポジ

ウムを開催しており、派遣中の若手研究者に、派遣期間中の研究成果を英語で発表させている。海外パート

ナー機関からも多数の若手研究者が発表しており、国際的な学会等における発表の予行演習となるのみで

なく、パートナー機関の若手研究者との相互の研究交流を深めることともなっている。20 年度はローマ大学

で開催し、21 年度は UCSB（カリフォルニア大学サンタバーバラ校）で開催する予定である。 

本プログラムのみではなく、カリフォルニア大学サンタバーバラ校やローマ大学には、科学立国人材育成

プログラムを通じても大学院学生の派遣及びローマ大学については学生の受入も行われている。既に若手

研究者を受け入れている大学では本学の若手研究者や学生の能力の高さが認められており、本プログラム

を含めた若手人材の受け入れに期待が高まっている。また、カリフォルニア大学サンタバーバラ校からは、受

け入れ教員が科学立国人材拠点（ナノ未来材料研究拠点から名称変更）のコロキウムにも参加をするなど、

先方からの積極的協力も得られるようになって来ている。その際には、海外留学についての学生向けの講演

を行っており、海外留学を希望する学生の意識やモチベーションの持ち方など、非常に有効で参考となる内

容であった。 

さらに、これらのプログラムを終了して帰国した若手研究者を介した共同研究などが始まりつつあるので、組

織的連携の可能性が期待できる。イギリス ブライトン大学とは、平成 18 年から大学間交流協定を結んでお

り、組織的な連携を行っている。これまでの交流の結果、共同研究が始まりつつあり、今後の共同研究を促

進するために、現在（平成 21 年 9 月）、本プログラムによる若手研究者 1 名が派遣されている。また、各教員

及び関連する海外の研究機関が本プログラムの有効性を認識し、海外パートナー機関の追加に対する要望

も出ている。これまでの実績と発展性を評価し、有効だと認められる場合には、海外パートナー機関を追加

することにより、本プログラムをよる海外機関との連携を促進する予定である。 
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（４）本事業の取り組み成果の国内外への積極的な情報発信に取り組んでいるか。 

本プログラムについては、科学立国人材拠点（ナノ未来材料研究拠点から名称変更）と関連させたホーム

ページにより紹介している（http://tuat-nano.jp/）。また､以下のような活動を通じて、学内外で紹介を行うと

同時に成果を報告している。 

 

○NSF シンポジウム 

期 間： 平成 20 年 5 月 22-24 日 

場 所： アメリカ合衆国、ワシントンＤＣ、ジョージワシントン大学 

日本学術振興会(JSPS）と米国科学財団（NSF）の共催国際シンポジウム「Strategic Initiatives for University 

Internationalization（大学国際戦略本部強化事業シンポジウム）」に参加し、JSPS の要請により、代表者であ

る鮫島教授が、本学「"ナノ材料"プレテニュアトラック若手研究者育成インターナショナルプログラム」事業内

容の講演を行った。 

 

○科学立国コロキウム 

日 時： 平成 20 年 8 月 8 日（金） 13 時 30 分 ～ 18 時 00 分 

場 所： 東京農工大学 小金井キャンパス 新 1 号館（L0111）…講演、報告 

平成 19 年度本学は文部科学省の「科学立国人材育成（スーパー国際大学院）プログラム」が採択された。科

学立国人材育成プログラムとＩＴＰプログラムの合弁事業として、年２回、「科学立国コロキウム」を開催してい

る。教員や若手研究者による講演及び発表・報告を行うとともに、平成 19 年度の ITP 事業派遣者 2 名が、そ

の派遣報告を行った。 

 

○ITP シンポジウム 

期 間： 平成 20 年 11 月 20 日（木）-21 日（金） 

場 所： イタリア ローマ大学 National Council of Research 

ITP のパートナー機関であるローマ大学との共催で『第１回 ITP International Symposium』を開催した。このシ

ンポジウムは、双方大学がナノテクノロジー分野若手研究者の育成を目的として共同開催したものであり、

応用化学、生命工学、電気電子工学の３つのセッションを設け、東京農工大学の若手研究者１１名、ローマ

大学側の若手研究者５名、教員５名の計２１名が研究発表を行った。発表を行った本学若手研究者のうち半

数は、海外パートナー大学（ローマ大学（イタリア）、サザンプトン大学（英国）、リンチョーピン大学（スウェー

デン）、カリフォルニア大学サンタバーバラ校（米国）、ジョージア工科大学（米国））において６ヶ月間のＩＴＰ海

外派遣の研究活動を行っている若手研究者である。彼らが派遣先大学の研究者等と共同で実施している研

究内容等について発表を行った。 

 

○東京農工大学・電気通信大学 第 5 回合同シンポジウム「ナノ未来科学とコヒーレント光科学」 

期 間： 平成 20 年 12 月 13 日 

場 所： 電気通信大学 
鮫島拠点長が本学における若手研究者育成方法の１つとして本プログラムを紹介した。なお、平成21年度も
同様に合同シンポジウムを開催することになっており、ITP の海外パートナー機関から研究者を招へいし、講
演していただくことを予定している。 
 
○科学立国人材育成プログラム研修会 

日 時： 平成 21 年 3 月 7 日（金）～3 月 8 日（土） 

場 所： 山梨県富士吉田市ホテルエバーグリーン 

ITP プログラム及び科学立国海外派遣報告会を行った。カリフォルニア大学サンタバーバラ校 Martin 

Sagermann 先生による ITP プログラムの成果に関する講演、本学テニュアトラック教員である桜井香里先生

による海外での研究生活の意義に関する講演の他、派遣した若手研究者2 名が海外での研究と生活に関す

る報告を行った。Martin Sagermann 先生は講演だけではなく、研修会において学生や若手研究者と積極的

に交流を行った。 
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２．若手研究者の養成 

（１）海外パートナー機関への派遣者数及び派遣期間について記入して下さい。 
 ・海外パートナー機関との共同企画参加のみの派遣を除く。 

  ・さらに派遣者がいる場合は欄を追加して下さい。 

①平成 19 年度 

 派遣先機関 派遣期間（_日間） 派遣者職名等 

1 カリフォルニア大学サンタバーバラ校（米

国・サンタバーバラ） 
60 日間（2 か月間） 共生科学技術研究

院 科学立国拠点

ポスドク 

2 サザンプトン大学（英国・サザンプトン） 60 日間（2 か月間） 共生科学技術研究

院 科学立国拠点 

博士後期課程学生 

 

②平成 20 年度 

 派遣先機関 派遣期間（_日間） 派遣者職名等 

1 ジョージア工科大学（米国・アトランタ） 180 日間（6 か月間） 共生科学技術研究

院 科学立国拠点 

博士後期課程学生 

2 カリフォルニア大学サンタバーバラ校（米

国・サンタバーバラ） 
194 日間（6 か月間 14 日） 共生科学技術研究

院 科学立国拠点 

博士後期課程学生 

3 ローマ大学（イタリア・ローマ） 180 日間（6 か月間） 共生科学技術研究

院 科学立国拠点

ポスドク 

4 リンチョーピン大学（スウェーデン・リンチョ

ーピン） 
164 日間（5 か月間 14 日） 共生科学技術研究

院 科学立国拠点

助教 

5 ハーバード大学（米国・ケンブリッジ） 183 日間（6 か月間 3 日） 共生科学技術研究

院 科学立国拠点 

博士後期課程学生 

6 カリフォルニア大学サンタバーバラ校（米

国・サンタバーバラ） 
120 日間（4 か月間） 共生科学技術研究

院 科学立国拠点

ポスドク 

7 サザンプトン大学（英国・サザンプトン） 105 日間（3 か月間 15 日） 共生科学技術研究

院 科学立国拠点 

博士後期課程学生 
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（２）派遣若手研究者の募集・選考方法について記入して下さい。 

 

①選考結果 

     派遣者数  応募者数 

平成 19 年度 2 ／ 2 

平成 20 年度 7 ／ 7 

平成 21 年度 8 ／ 8 

 

②募集・選考方法 

（募集） 

前年度の 1 月から、ITP プログラムの対象である本学科学立国に所属する学生、教員のメールリング

リストにて、募集の告知を行っている。また、各担当教員からも学生に、ITPプログラムを使って、海外に

いて研究成果を挙げるよう働きかけている。 

（申請） 

ITP プログラムを利用して在外研究を希望する、若手研究者（応募資格：①ナノ未来科学研究拠点＝

現科学立国人材拠点に在籍する助教、ポスドク②生命工学専攻、応用化学専攻、電気電子工学専

攻、電子情報工学専攻のいずれかに在籍する大学院生、のいずれか）は本学が用意した申請用紙を

入手し、指導教員（教授または准教授）等の推薦書を添付したうえで、ITP 事務局へ締切（21 年度の場

合、21 年 3 月 23 日）までに申請するよう指導している。 

（選考） 

申請書を期日までに提出した応募者全員に面接とプレゼンテーションを兼ねた選考試験を実施して

おり、プレゼンテーション、面接共に英語で行うことを課している。 

選考委員は、申請対象となる生命工学、応用化学、電子情報に所属する教員（ITP 担当教員）から構

成されている。 

選考は、（１）申請書類の内容（研究の目的が明確であり、希望留学期間内に一定程度の成果がで

るような計画であるかどうか）（２）申請書に基づいた的確なプレゼンテーション内容であるか、（３）海外

で研究を遂行するに十分な英語運用能力があるかなどを中心に、本学が作成した評価基準表に基づ

き採点される。基本的に選考委員による評価点が基準を満たしていれば派遣を許可し、受入れ大学と

の連絡等を開始し、適宜派遣を開始するようにしている。なお、選考結果については、選考から 1 週間

程度で本人及び推薦教員に通知することとしている。 

（派遣前準備） 

 派遣者に対しては、事前に旅行手続き等について、オリエンテーションを行っており、事前英語研修及

び研究倫理講義も実施している。なお、派遣先については、派遣者の研究分野に応じて、窓口教員もし

くは、指導教員と派遣者とが相談のうえ、決定する。受入大学との交渉は、基本的に派遣者本人が行う

こととしており、適宜、事務局もしくは、窓口教員が支援することとしている。 
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（３）海外パートナー機関との連携促進状況、及び派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚

に資する具体的な活動内容（単位取得、外国語による学術論文作成、口頭研究発表、実験、インター

ンシップ等）とその効果について記入して下さい。（派遣された若手研究者へのアンケート集計結果な

どがあれば、その抜粋を資料として添付して下さい。） 
 ・海外パートナー機関の数がさらにある場合は、欄を追加して下さい。 

 

平成 20 年度末時点の海外パートナー機関について記入してください。 

① 機関名（国名）：カリフォルニア大学サンタバーバラ校（アメリカ合衆国） 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

サンタバーバラ校とは ITP が開始する前から学生の留学などで交流があったが、ITP により飛躍

的に人的交流が密接になった。ITP で 2 名の若手研究者を約 6 ヶ月派遣した他、科学立国人材育成

プログラムにより 3 名の大学院生を派遣している。そのうち 1 名については平成 21 年度に ITP で派

遣している。また、先方の受け入れ教員 1 名を本学に招聘し、科学立国人材育成プログラムでのコロ

キウムでの講演を行っていただくことにより、多くの学生の啓蒙と教育を行った。先方からの人材の

受け入れなどについては今後の検討課題であるが、こちらの受け入れ体制が整えば、連携が進むと

考えて良い。また、先方における派遣した若手研究者の評価が非常に高いことから、ITP への期待

が高くなっており、本学との連携への要望も強くなっている。 

 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

最初に派遣した若手研究者については、既に、研究の成果が２つの論文となって発表されてお

り、さらに増える可能性がある。ナノバイオテクノジーに関する研究開発を行い、その基盤となる様々

なタンパク質の発現、機能解析 X 線結晶構造解析を行った、大学内の施設だけではなく、スタンフォ

ード大学の施設を利用した実験も行っている。受け入れ研究室の主要なプロジェクトの中心として活

躍した。また、滞在期間中にサンディエゴで行われた Protein Society の年会で成果を発表している。

6 ヶ月という短期間でこれだけの成果を出すことは普通は困難なので、本プログラムが有効であった

ことを示すものである。もう 1 名は、絹モデル化合物とフッ素系溶媒の相互作用を NMR で解析する研

究を行った。まもなく成果が論文にまとまる予定である。 

平成２１年９月現在、１名の学生を派遣している最中である。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：     2 人、延べ派遣日数：     374 日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：     1 人、延べ派遣日数：     5 日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ派遣人数：     1 人、延べ派遣日数：     7 日）  

② 機関名（国名）：ハーバード大学(アメリカ合衆国) 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

これまで年 1－2 回のペースで関連研究分野での協力について協議している。 

ＩＴＰ若手研究者派遣に向けた調整のため担当教員が先方大学を訪問して調整活動を行った。 

現在、ハーバードを含めた他大学の教員との連携によるコンソーシアム型の国際共同研究実施に

向けた検討を行っている。 

 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

担当教員による現地の設備を調査により、利用活用の可能な設備と施設を確認した。２０年度若

手研究者派遣のためのテーマとして、レーザ短時間加熱手法を用いた半導体中の深い準位形成の

研究を設定して共同研究を行った。その成果と情報をもとに次期派遣者のための環境整備を検討中

である。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：     1 人、延べ派遣日数：     183 日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：     1 人、延べ派遣日数：     7 日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ派遣人数：     0 人、延べ派遣日数：     0 日）  
 



若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム（ＩＴＰ） 

平成 21 年度中間評価資料（進捗状況報告書） 

        7             （平成２１年度中間評価） 
この様式は、独立行政法人日本学術振興会において定められたものです。様式の改変はできません。 

 

③ 機関名（国名）：ブライトン大学（イギリス） 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

本学とは、２００６年に姉妹校協定を締結している。 

その協定の覚書の中で教職員や学生の相互交流についても、取り交わされている。 

これまで 2 名の職員が半年間派遣され（1 名は現在派遣中）、先方で業務・語学の研修を行ってお

り、今後も毎年 1 名以上派遣する予定である。 

本プログラムの採択前から、すでに緊密に教職員の相互派遣が行われており、助成事業への共

同申請、共同シンポジウムの開催等が検討されている。 

 また、２００７年（平成１９年）、２００８年（平成２０年）と本学において科学技術展を開催した際に、ブ

ライトン大学から教員が派遣され、ブースを一角に設けて、本学教員とともに ITP 等の取り組みも含

めて、スピーチを行った。 

 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

平成２１年９月現在、１名の学生を派遣している最中である。 

活動内容については、派遣終了後に報告書を提出してもらう予定である。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：     0 人、延べ派遣日数：     0 日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：     0 人、延べ派遣日数：     0 日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ派遣人数：     0 人、延べ派遣日数：     0 日）  

④ 機関名（国名）：J.フーリエ・グルノーブル第Ⅰ大学(フランス) 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

本学とは、２００５年に姉妹校協定を締結している。 

その協定の覚書の中で教職員や学生の相互交流についても、取り交わされている。 

現在受け入れ窓口教員との間で電子メールにより基本的条件の調整を行っている。 

 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

２１年度か２２年度の派遣を目指して本学若手研究者派遣のための条件整備を行っている。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：     0 人、延べ派遣日数：     0 日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：     0 人、延べ派遣日数：     0 日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ派遣人数：     0 人、延べ派遣日数：     0 日）  

⑤ 機関名（国名）：ローマ大学（イタリア） 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

ローマ大学側で窓口となっているスクロサティー教授と ITP を通じてますます連携を深めている。

スクロサティー教授を平成 19 年度に 2 回、平成 20 年度に１回招聘しており、また、平成 19 年度には

ドクターコースの学生を約 2 ヶ月間受け入れ、共同研究をおこなっている。また、ITP が契機となり、

日本学術振興会の特別研究員（DC１）学生を平成 20 年度に 2 ヶ月間派遣し、その共同研究の成果

が論文として発表されている（Electrochem. Soc., 2009, 156, A514-A520）。また、スクロサティー教授

との共著で総説も報告している（Nature Materials, 2009, 8, 621-629）。 

 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

平成 20 年度にポスドクを 1 名 6 ヶ月間派遣した。その間、派遣者の専門である「イオン液体」を、

受け入れ機関の「点字アクチュエーター」の開発研究に融合させた新規プロジェクトを立ち上げ、派

遣者が中心になって、実験を行った。新規プロジェクトのため、まだ共著での論文や国際会議での発

表には至っていないが、引き続き共同研究をおこなっており、近い将来、結果を報告できるよう努力

している。また、20 年度にはローマ大学との共同開催でシンポジウムを開催し、ITP 派遣者（他機関

への派遣を含む）およびITP 派遣候補者の研究発表を行い、また、ITP 派遣候補者については、ロー

マ大学内の様々な分野の研究室見学をおこなった。この短期派遣により刺激を受けてほとんどの者
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が ITP 派遣に応募した。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：     8 人、延べ派遣日数：     231 日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：     4 人、延べ派遣日数：     28 日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ派遣人数：     0 人、延べ派遣日数：     0 日）  

⑥ 機関名（国名）：リンチョーピン大学（スウェーデン） 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

２０年度派遣者は、派遣期間中に新たな研究テーマを開始しており、下記のとおり、現在も共同研

究を継続している。さらに、２１年９月から新たに若手研究者を派遣することになっており、２０年度派

遣者の研究テーマを継続かつ発展させるような研究を実施する予定である。 

現時点では、機関単位での交流はまだ途上であるが、継続的に若手研究者を派遣し、共同研究を

実施していくことで、今後、相互交流を発展させていく予定である。 

 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

派遣者は、当該派遣機関において、III 族窒化物結晶ナノ構造形成に関する研究および III 族窒化

物半導体の光学特性評価を行った。本研究の成果により、現時点において 3 件の国際会議発表を

共著者として行った。 
1) 9th International Conference on Physics of Light-Matter Coupling in Nanostructures, Italy (2009.4) 
2) European Materials Research Society 2009 Spring Meeting, France (2009.6) 
3) 25th International Conference on Defects in Semiconductors, Russia (2009.7) 

また、これらの成果は今後、学術論文誌にて発表を行う予定となっている。 
 III 族窒化物結晶ナノ構造形成の研究については、現在でも当該派遣機関との共同研究を継続中

であり、派遣者は構造物性評価および表面構造解析の役割を担っている。 

 ２１年度の９月より、１名を派遣する予定である。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：     1 人、延べ派遣日数：     167 日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：     1 人、延べ派遣日数：     3 日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ派遣人数：     0 人、延べ派遣日数：     0 日）  

⑦ 機関名（国名）：シュツッツガルト大学(ドイツ) 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

担当教員が若手研究者派遣に向けた調整のため先方大学のＩＰＥ研究所を訪問して調整活動を

行った。 

また本年度から担当教員・受け入れ教員間での共同研究を開始した。ＩＰＥ研究所はドイツのソー

ラーセル研究拠点の一つであり、特に無機半導体材料を用いたソーラーセル研究の世界的リーダー

の一つである。農工大で開発した欠陥低減処理技術をソーラーセル製造技術に適用するための共

同研究を開始した。 

さらに、より高度なソーラーセル研究を展開すべく、ＪＳＴに対して国際共同研究事業申請を共同で行

い、協力体制の強化を図っている。 

 さらに両大学の関係強化の一環として、昨年 9 月―12 月の間、シュツッツガルト大学から若手研究

者を受け入れた。 

 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

２１年度若手研究者を派遣するためにソーラーセルに関する国際共同研究を開始した。 

若手研究者の研鑚のための協力を受け入れ教員に要請し受入環境整備を行った。 

  ２１年度の 10 月より、１名を派遣する予定である。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：     0 人、延べ派遣日数：     0 日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：     1 人、延べ派遣日数：     2 日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ派遣人数：     0 人、延べ派遣日数：     0 日）  

⑧ 機関名（国名）：サザンプトン大学（イギリス） 
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○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

英国のシリコン半導体技術研究の中核を担っているサザンプトン大学電子工学・コンピュータサイ

エンス校(School of Electronics and Computer Science)と連携を進めた。半導体デバイスに関する材

料・デバイス作成施設、解析技術を有し、ＩＴＰに関係している多くの教員の研究分野と関連しており、

日英間の教育・研究面での連携が期待される。１９年度には中心的に活躍している同校の教授に本

学で講演頂き、相互の研究分野の理解を深めた。既に、博士後期課程の学生を１名派遣し、２０年

度末には２１年度以降に派遣する２名の学生について、同校の受け入れについて調整を始めた。 

 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

１９・２０年度にかけて博士後期課程の学生を１名派遣した。電子ペーパとして本学が提案してい

るエレクトロクロミック素子について書き込み応答の高速化のための構造とその効果についてデバイ

スシミュレータで理論的に解析した。また、現行の主要不揮発性メモリーであるＭＯＳ型メモリーデバ

イスの信頼性と寿命の向上のため、ゲート酸化膜の劣化によるデータ消失の問題を解決することを

目的として、派遣先で提案されている機械的スイッチゲートを有する新しいメモリ構造を用いて、複合

物性シミュレータ COMSOL により、その機械的、電気的挙動のハイブリッドシミュレーションを行っ

た。得られた成果は帰国後、国際学会を含む５つの学会で報告している。 

平成２１年度は、２名を派遣する予定となっている。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：     1 人、延べ派遣日数：     165 日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：     1 人、延べ派遣日数：     3 日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ派遣人数：     1 人、延べ派遣日数：     5 日）  

⑨ 機関名（国名）：ジョージア工科大学（アメリカ合衆国） 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

ジョージア工科大学の教員とは ITP が開始される前から、相互の教員の短期・長期滞在等で交流

があったが、ITP により学生の人的交流も可能になった。特にジョージア工科大学で窓口となってい

るマーダー教授とは、連携を深めている。ジョージア工科大学では若手研究者の実験に必要な試

薬、分析装置等の提供、ポスドクらによるサポートを受けた。先方に派遣した若手研究者の評価が

高く、本年度以降も本学との連携の要望が出ている。２０年度派遣者の研究テーマを継続し、よりイ

ンパクトの高い、別の目的に利用できる研究を実施する予定である。 

 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

平成 20 年度に博士課程の学生を約６ヶ月間派遣した。派遣者は日本で既に世界で初めて室温で

１秒以上のりん光寿命を有する有機蓄光材料の開発に成功していた。派遣者は、派遣先で最先端

の有機合成のテクニックを習得し、派遣者が中心になって、80種以上の新規有機蓄光材料の合成を

行い、りん光寿命を数秒以上に延ばすことに成功した。新規プロジェクトのため、まだ共著での論文

や国際学会での発表には至っていないが、派遣者は帰国後も日本で補完データを取り、近々論文と

して投稿する予定である。 

平成２1 年度以降に毎年最低１名を派遣する予定である。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：     1 人、延べ派遣日数：     180 日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：     0 人、延べ派遣日数：     0 日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ派遣人数：     0 人、延べ派遣日数：     0 日）  
 

 

○申請当初より海外パートナー機関の見直しが行われた場合はその理由を記入してください。 

19 年度、20 年度ともに、公募により決定された派遣候補者の研究計画に基づき、その当時のパートナー機関に

おいて、受入研究室のマッチングを行ったが、現行パートナー機関の中には関連分野の研究を行う研究室がない

ことがわかった。 

派遣候補者が希望する研究計画を実現することが可能であり、かつＩＴＰプログラムのパートナー機関としてふさ

わしい受け入れ機関を探したところ、ナノ未来科学研究拠点の教員がかねてより協力関係を持ち、かつ、次年度
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以降、パートナー校としての協力を行う合意を得ていた、英国・サザンプトン大学（19 年度）及び米国・ジョージア工

科大学（20 年度）に適切な受入研究室が見つかった。 

関連分野の研究室があることから、同候補者の受入について打診を行ったところ、先方から、受入快諾の回答

を得た。派遣候補者本人も、自己の研究計画に沿った研究活動を実施することができるサザンプトン大学及びジョ

ージア工科大学への派遣を希望したため、パートナー機関として追加し、19 年度にサザンプトン大学、20 年度にジ

ョージア工科大学への海外派遣を行った。 

 本プログラムでは、若手研究者が自ら提案する研究計画を新天地である海外機関において実現することにより、

若手研究者の研究に対する意欲および自立、独創性を育成することを重視している。このことから、研究計画に合

致する適切な研究室への派遣を行うことは非常に重要であり、候補者自身も自らの研究計画を実現できる大学で

の研究活動について強い意欲を示した。本学若手研究者が同大学の研究者等と共に研究活動を行う機会を得る

ことは、ITP プログラムの理念に叶うことと判断した。 

 



若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム（ＩＴＰ） 

平成 21 年度中間評価資料（進捗状況報告書） 

        11             （平成２１年度中間評価） 
この様式は、独立行政法人日本学術振興会において定められたものです。様式の改変はできません。 

３．共同企画の実施状況 

共同企画の実施状況について記入して下さい。 

 

① 共同企画名 第 1回 ITP 国際シンボジウム 

開催場所 ローマ、イタリア 開催期間 2008 年(平成 20 年)11 月 20 日-21 日

海外パートナ

ー機関 

ローマ大学”La Sapienza” 

内容（若手研

究者による発

表 等 に つ い

て） 

農工大、ローマ大学双方の若手研究者 21 名が報告を行った。農工大は、11名

の若手研究者が報告を行い、うち 20 年度の ITP 派遣者は、5 名であった。残

りの 6名のうち、3名は平成 21 年度の派遣を希望している。 

② 共同企画名 第 2回 ITP 国際シンポジウム（仮） 

開催場所 サンタバーバラ、ア

メリカ 

開催期間 2009 年（平成 21 年）11 月中～下旬 

海外パートナ

ー機関 

UC サンタバーバラ校 

内容（若手研

究者の発表等

について） 

農工大、UC サンタバーバラ校双方の若手研究者が報告を行う予定である。農

工大からは現在派遣中の 5 名と昨年度のシンポジウムで発表できなかった 2

名、今後派遣予定の 1名の計 8名に報告・発表をしてもらう予定である。 

③ 共同企画名  

開催場所  開催期間  

海外パートナ

ー機関 

 

内容（若手研

究者の発表等

について） 

 

④ 共同企画名  

開催場所  開催期間  

海外パートナ

ー機関 

 

内容（若手研

究者の発表等

について） 

 

⑤ 共同企画名  

開催場所  開催期間  

海外パートナ

ー機関 

 

内容（若手研

究者の発表等

について） 
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４．学術面の成果及び成果の発表状況 

派遣若手研究者による研究成果発表について記入して下さい。 

 
①学術雑誌等（紀要・論文集等も含む）に発表した論文又は著書 

・査読がある場合、印刷済及び採録決定済のものに限って記載すること。査読中・投稿中のものは除く。 

・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。 

1 

著者名 Kiel Nikolakakis, Akashi Ohtaki, Keith Newton, ArkadiuszChworos and Martin Sagermann, 

題 名 
Preliminary structural investigations of the Eut-L shell protein of the 

ethanolamine ammonia-lyasemetabolosome of Escherichia coli 掲載誌名 ActaCryst 

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 2009 年 査読 有・無

2 

著者名 Sagermann, M., Ohtaki, A., Nikolakakis, K. 

題 名 
Crystal structure of the EutL shell protein of the ethanolamine ammonia 

lyase microcompartment. 掲載誌名 Proc Natl Acad Sci USA 

発行所  巻号  頁 8883～8887 発行年 年 査読 有・無

3 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無

4 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無

5 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無

6 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無

7 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無

8 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無

9 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無

10 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無

11 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無

12 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Sagermann%20M%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Ohtaki%20A%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Nikolakakis%20K%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus


若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム（ＩＴＰ） 

平成 21 年度中間評価資料（進捗状況報告書） 

        13             （平成２１年度中間評価） 
この様式は、独立行政法人日本学術振興会において定められたものです。様式の改変はできません。 

②国際会議における発表 
・発表者名（参加研究者を含む全員の氏名を、論文等と同一の順番で記載すること）、題名、発表した学会名、開催場所、発表時

期を記載すること。共同発表者がいる場合は、全ての発表者名を記載し、主たる発表者に○印を付すこと。 

・口頭・ポスターの別、発表者決定のための審査の有無を区分して記載すること 

・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。 

1 

発表者名 A.Ohtaki, K. Newton, N. Doukyu and M. Sagermann. 

題 名 
Crystal Structure of an Extremely Thermostable Cholesterol Oxidase from a 

Mesophillic Organism 
口頭・ポスター 審査 

有・無

学会名 
The 22nd Annual Symposium of The Protein 

Society 場所 San Diego 2008 年 7 月 

2 

発表者名 M. A.G. Ramírez, H. Yoshimura, Y. Tsuchiya and H. Mizuta 

題 名 “Suspended Gate Silicon Nanodots Memory” 口頭・ポスター 審査 有・無

学会名 
European Solid-State Device Research 

Conference 場所 Edinburgh 2008 年 9 月 

3 

発表者名 吉村 栄郎、土屋 良重、水田 博、越田 信義 

題 名 
“高速薄膜エレクトロクロミック素子内部キャリア分布のシミュレーション解

析” 
口頭・ポスター 

審査 
有・無

学会名 
2008 年秋季 第 69 回応用物理学会学術講演

会 
場所 中部大学 2008 年 9 月 

4 

発表者名 H. Mizuta1, T. Nagami, J. Ogi, B. Pruvost, M.A.G. Ramírez, H. Yoshimura1,Y. Tsuchiya1 and S. Oda 

題 名 
“Co-integration of Silicon Nanodevices and NEMS for Advanced Information 

Processing” 口頭・ポスター 審査 有・無

学会名 
International Conference on Solid-State and 

Integrated-Circuit Technology 場所 北京 2008 年 10 月 

5 

発表者名 H. Yoshimura, T. Sakaguchi, N. Koshida 

題 名 “Enhanced Kinetics of Solid-State Thin-Film Electrochromic Devices” 口頭・ポスター 審査 有・無

学会名 IUMRS-CIA2008 場所 名古屋 2008 年 12 月 

6 

発表者名 Galia Pozina, Carl Hemmingsson, Hisashi Murakami, Lars Hultman and Bo Monemar 

題 名 Self-Organized GaN Nanodots Grown by Halide Vapor Phase Epitaxy 口頭・ポスター 審査 有・無

学会名 
9th International Conference on Physics of 
Light-Matter Coupling in Nanostructures 場所 Lecce, Italy 2009 年 4 月 

7 

発表者名 Carl Hemmingsson, Galia Pozina, Hisashi Murakami and Bo Monemar 

題 名 Selective Growth of GaN Nanodots by Halide Vapor Phase Epitaxy 口頭・ポスター 審査 有・無

学会名 
European Materials Research Society 2009 

Spring Meeting 場所 Strasbourg, France 2009 年 6 月 

8 

発表者名 Carl Hemmingsson, Galia Pozina, Hisashi Murakami and Bo Monemar 

題 名 Growth of GaN Nanostructures by Halide Vapor Phase Epitaxy 口頭・ポスター 審査 有・無

学会名 
25th International Conference on Defects in 

Semiconductors (ICDS-25) 場所 St. Petersburg, Russia 2009 年 7 月 

9 

発表者名  

題 名  口頭・ポスター 審査 有・無

学会名  場所    年  月 

10 

発表者名  

題 名  口頭・ポスター 審査 有・無

学会名  場所    年  月 

11 

発表者名  

題 名  口頭・ポスター 審査 有・無

学会名  場所    年  月 

12 

発表者名  

題 名  口頭・ポスター 審査 有・無

学会名  場所    年  月 
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５．今後の展望 

（１）当初目的を達成するための今後の事業実施計画（概要）について、これまでの実施状況を踏ま

えて、改善点・改善方法について触れながら記入してください。また、事業実施期間終了後の展望に

ついて記入して下さい。 

１．基本的構想：本学の独自プランによるＩＴＰ事業を 19－21 年度に於いて予定通り実施し、これまで

の事業計画を十分達成できた。従って今後は、１）派遣者公募＆派遣前オリエンテーション、２）担当教

員で構成する選考委員会おける派遣者選考、３）パートナー機関との現地交渉＆調整、４）派遣者に対

する研究計画支援、事前語学指導、研究倫理教育の実施、５）計画に沿った研究者派遣実施、６）ＩＴＰ

国際シンボジウムの発展的実施、７）コロキウム等における情報発信のプログラムを、本学の人材育成

制度として恒常化させるための運営を着実に行う所存である。 

 

２．改善点・改善方法 

１）本プログラムは、一定の海外パートナー校との間において構築された組織的なパートナーシップに基

づき共同で若手研究者の育成を行い、これを通じて国際研究・教育ネットワークの強化を目指したもの

である。しかしながら、本プログラムの主目的とする国際的な若手研究者の育成が十分達成されるため

には、予定派遣先の変更、パートナー機関の追加など、計画の柔軟な運用が重要と考える。特に、パー

トナー校については、多様な若手研究者それぞれに適切な研究能力育成機会を提供する観点から、若

手研究者の研究計画に対応して、柔軟に追加再編を行える体制を行う必要性がある。パートナー校追

加再編にあたっては、本学運営担当教職員がその必要性を吟味しかつ相手大学と緊密な事前調整を

行うことによって実施したい。パートナー機関との間に組織的なパートナーシップを発展的に構築をする

事を本学の国際的教育事業の一環として推進する予定である。 

 

２）パートナー校の研究や運営状況は常に変化しており、学生の受入状況・条件も常に流動的である。

さらに、本学の研究者の研究内容は多岐にわたっていることから、派遣先との研究内容のマッチングと

るために多くの調整を要することがわかった。本課題の対応のためにＩＴＰ事業担当教職員の増強強化

を検討し、個々派遣について十分に対応する体制を維持して多くの若手研究者の海外派遣を実現した

い。 

 

３）現在ＪＳＰＳの特別研究員採択者は本プログラムへ参加することができない。ＪＳＰＳの特別研究員は

優秀な若手研究者であり、海外派遣への意欲も高く、本学のＪＳＰＳの特別研究員もＩＴＰ留学を希望す

る者が多い。ついては、是非、特別研究員にもＩＴＰ参加への道を拓いていただきたくご検討をお願いし

たい。両事業による支給費用の重複がないように整理を行うことは必要であると認識しており、事務処

理には万全を期すつもりである。例えば、ＩＴＰ派遣期間は特別研究員による研究奨励金支給停止など、

貴会において制度化して頂ければ、事業運営上の対応は厳密に行うことをお約束する。 
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（２）年度別計画について記入して下さい。（年度別の具体的な事業実施計画について記入してくださ

い。） 

 

①平成 21 年度 

（海外派遣計画） 

派遣先（機関名・部局名等）      派遣予定者の身分（人数）      派遣期間（日単位） 
UCSB・Department of Molecular, Cellular and Developmental Biology・教授・Dr.Dan Morse     博士後期課程学生（1 名）     180 日間 
サザンプトン大学・University of Southampton・School of Electrical and Computer Science   博士後期課程学生（1 名）     180 日間 

同  上                 博士後期課程学生（1 名）    180 日間 
同  上                 教授（1 名）           5 日間 

ブライトン大学・School of Pharmacy and Biomolecular Sciences・教授・Dr.Adrian J. Bone     博士後期課程学生（1 名）     180 日間 
シュツッツガルト大学・Institut fuer Physikalische Elektronik・教授・Dr. Juergen Werner      博士後期課程学生（1 名）     180 日間 
リンチョーピン大学・Department of Physics, Chemistry and Biology・教授・Dr. Per Olof Holtz   博士後期課程学生（1 名）     180 日間 
UCSB・Department of Molecular, Cellular and Developmental Biology・教授・Dr.Dan Morse     教授（1 名）・職員（2 名）     5 日間 
UC Riverside in USA, Prof. Kisairaus                      ポスドクまたは助教（1 名）     60 日間 
Hunter College of The City University of NY, Prof.Matsui                ポスドクまたは助教（1 名）    60 日間 
 

（海外パートナー機関との共同企画） 

企画名               開催時期     開催場所（国名）   参加者数（見込み）
第２回ＩＴＰ若手研究者シンポジウム（仮）       平成２１年１１月中～下旬（予定）      カリフォルニア大学サンタバーバラ校（ＵＣＳＢ）

日本側 １２名、日本以外からの参加者 １２名程度 
 

（計画の目的及び概要） 

ＩＴＰでパートナー機関に派遣している若手研究者の共同研究プロジェクトの中間報告および国際会議でのプ

レゼンテーション能力の育成を目的とする。先方国の若手研究者との交流を深める機会とし、また、受入側

機関の研究者に、本ＩＴＰプログラムを周知する格好の機会となり、本プログラムの派遣先分野・研究室の拡

大につながるものと期待している。 

ナノ材料分野における若手研究者の研究発表を１１月後半に２日間で行う。本プログラムに参加する本学若

手研究者およびＵＣＳＢを中心とした米国若手研究者による研究成果についての口頭発表・質疑応答を中心

としたシンポジウムとする。 

 本学若手研究者としては、第３期ＩＴＰ派遣者８名（ＵＣＳＢ派遣中の２名およびその他パートナー機関に派

遣中の６名）が参加し、各自の研究に関する口頭発表（英語で実施）および、参加者とのディスカッションを行

う。 

 

②平成 22 年度 

（海外派遣計画） 

派遣先（機関名・部局名等）      派遣予定者の身分（人数）      派遣期間（日単位） 
サザンプトン大学・University of Southampton・School of Electrical and Computer Science 

同   上 
ブライトン大学・School of Pharmacy and Biomolecular Sciences・教授・Dr.Adrian J. Bone 
ローマ大学・Department of Chemistry・教授・Dr.Bruno Scrosati 
UC Riverside in USA, Prof. Kisairaus  
UJFG・Laboratories of Spectrometric Physics・Dr. Jean-Claude Vial 
リンチョーピン大学・Department of Physics, Chemistry and Biology・教授・Dr. Per Olof Holtz 
シュツッツガルト大学・Institut fuer Physikalische Elektronik・教授・Dr. Juergen Werner 

同   上 
Hunter College of The City University of NY, Prof.Matsui 

博士後期課程学生（1 名） 
教授・准教授・職員（各 1 名） 
博士後期課程学生（1 名） 
博士後期課程学生（1 名） 
ポスドクまたは助教（1 名） 
博士後期課程学生（1 名） 
ポスドクまたは助教（1 名） 
博士後期課程学生（1 名） 
教授（1 名） 
ポスドクまたは助教（1 名） 

180 日間 
5 日間 
180 日間 
180 日間 
180 日間 
180 日間 
180 日間 
180 日間 
5 日間 
180 日間 

 

（海外パートナー機関との共同企画） 

企画名               開催時期     開催場所（国名）   参加者数（見込み）
第３回 ITP 若手研究者シンポジウム（仮）      平成２２年１１月中～下旬（予定）       サザンプトン大学  日本側 １２名、日本以外

からの参加者 １２名程度 
 

（計画の目的及び概要） 

ＩＴＰでパートナー機関に派遣している若手研究者の共同研究プロジェクトの中間報告および国際会議でのプ

レゼンテーション能力の育成を目的とする。先方国の若手研究者との交流を深める機会とし、また、受入側

機関の研究者に、本ＩＴＰプログラムを周知する格好の機会となり、本プログラムの派遣先分野・研究室の拡

大につながるものと期待している。 



若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム（ＩＴＰ） 

平成 21 年度中間評価資料（進捗状況報告書） 

        16             （平成２１年度中間評価） 
この様式は、独立行政法人日本学術振興会において定められたものです。様式の改変はできません。 

ナノ材料分野における若手研究者の研究発表を１１月後半に２日間で行う。本プログラムに参加する本学若

手研究者およびサザンプトン大学及びブライトン大学を中心とした英国若手研究者による研究成果について

の口頭発表・質疑応答を中心としたシンポジウムとする。 

 本学若手研究者としては、第４期ＩＴＰ派遣者９名（サザンプトン大学もしくはブライトン大学派遣中の２名お

よびその他パートナー機関に派遣中の７名）が参加し、各自の研究に関する口頭発表（英語で実施）および、

参加者とのディスカッションを行う。 

 

③平成 23 年度 

（海外派遣計画） 

派遣先（機関名・部局名等）      派遣予定者の身分（人数）      派遣期間（日単位） 
UCSB・Department of Molecular, Cellular and Developmental Biology・教授・Dr.Dan Morse 

同   上 
ブライトン大学・School of Pharmacy and Biomolecular Sciences・教授・Dr.Adrian J. Bone 
ローマ大学・Department of Chemistry・教授・Dr.Bruno Scrosati 

同   上 
同   上 

ハーバード大学・School of Engineering & Applied Sciences・教授・Dr. Michael Aziz 
同   上 

リンチョーピン大学・Department of Physics, Chemistry and Biology・教授・Dr. Per Olof Holtz 
シュツッツガルト大学・Institut fuer Physikalische Elektronik・教授・Dr. Juergen Werner 

博士後期課程学生（1 名） 
ポスドクまたは助教（1 名） 
博士後期課程学生（1 名） 
博士後期課程学生（1 名） 
ポスドクまたは助教（1 名） 
教授・准教授・職員（各 1 名） 
博士後期課程学生（1 名） 
教授（1 名） 
ポスドクまたは助教（1 名） 
博士後期課程学生（1 名） 

180 日間 
180 日間 
180 日間 
180 日間 
180 日間 
5 日間 
180 日間 
5 日間 
180 日間 
180 日間 

 

（海外パートナー機関との共同企画） 

企画名               開催時期     開催場所（国名）   参加者数（見込み）
第４回 ITP 若手研究者シンポジウム（仮）      平成２３年１１月中～下旬（予定）      ローマ大学      日本側 １２名、日本以外

からの参加者 １２名程度 
 

（計画の目的及び概要） 

ＩＴＰでパートナー機関に派遣している若手研究者の共同研究プロジェクトの中間報告および国際会議でのプ

レゼンテーション能力の育成を目的とする。先方国の若手研究者との交流を深める機会とし、また、受入側

機関の研究者に、本ＩＴＰプログラムを周知する格好の機会となり、本プログラムの派遣先分野・研究室の拡

大につながるものと期待している。 

ナノ材料分野における若手研究者の研究発表を１１月後半に２日間で行う。本プログラムに参加する本学若

手研究者およびローマ大学を中心とした欧州の若手研究者による研究成果についての口頭発表・質疑応答

を中心としたシンポジウムとする。 

 本学若手研究者としては、第５期ＩＴＰ派遣者９名（ローマ大学派遣中の２名およびその他パートナー機関に

派遣中の７名）が参加し、各自の研究に関する口頭発表（英語で実施）および、参加者とのディスカッションを

行う。 

 

④平成 24 年度 

（海外派遣計画） 

派遣先（機関名・部局名等）      派遣予定者の身分（人数）      派遣期間（日単位） 
UCSB・Department of Molecular, Cellular and Developmental Biology・教授・Dr.Dan Morse 

同   上 
同   上 
同   上 

ブライトン大学・School of Pharmacy and Biomolecular Sciences・教授・Dr.Adrian J. Bone 
同   上 
同   上 
同   上 

ハーバード大学・School of Engineering & Applied Sciences・教授・Dr. Michael Aziz 

博士後期課程学生（1 名） 
ポスドクまたは助教（1 名） 
教授（1 名）、准教授（2 名） 
職員（各 1 名） 
博士後期課程学生（1 名） 
ポスドクまたは助教（1 名） 
教授（1 名）、准教授（2 名） 
職員（各 1 名） 
ポスドクまたは助教（1 名） 

180 日間 
180 日間 
5 日間 
5 日間 
180 日間 
180 日間 
5 日間 
5 日間 
180 日間 

 

（海外パートナー機関との共同企画） 

企画名               開催時期     開催場所（国名）   参加者数（見込み）
第５回 ITP 若手研究者シンポジウム（仮）  平成２４年１１月上～中旬  カリフォルニア大学サンタバーバラ校（米国）及びブライトン大学

（英国） 日本側１５名、日本以外からの参加者１５名程度 

 

（計画の目的及び概要） 

最終年度であるため、第 6 期派遣者の派遣中、米国はカリフォルニア大学サンタバーバラ校、欧州はブライト

ン大学で、各大学と共催の総括セミナー・ワークショップを開催、若手研修者の発表・議論及び現地および周



若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム（ＩＴＰ） 

平成 21 年度中間評価資料（進捗状況報告書） 

        17             （平成２１年度中間評価） 
この様式は、独立行政法人日本学術振興会において定められたものです。様式の改変はできません。 

辺国研究者との交流の機会を設けるとともに、5年間の活動の総括を行う。（運営のため、日本から両校に担

当教員 各 3 名、職員 各 1 名を派遣。） 

また、派遣者の帰国後、日本でも 5 年間の総括セミナー・ワークショップを開催、5 年間の参加者のその後の

進路等を含め、学内外に成果を発表する。さらに、次年度からの本学独自事業としての展開に向け、準備を

行う。 

 

 

 


