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●沿革●研究体制
分子科学研究所の研究職員は研究領域あるいは研究施設

に所属しています。技術課に属する技術職員は主に研究

施設に配置されています。また、共同利用とは異なる安全

衛生や広報などの活動は、平成16年度の法人化後、順次、

専任職員を配置して、組織化しつつあります。さらに、同じく

大学共同利用機関法人自然科学研究機構に属する基礎

生物学研究所、生理学研究所とともに、岡崎キャンパス内に

岡崎共通研究施設を設置しています。共通施設のうち、

計算科学研究センターに属する3研究グループと岡崎統合

バイオサイエンスセンターに属する4研究グループは、分子

科学研究所に併任しており、大学共同利用機関分子科学

研究所の一員として等しく大学等の研究者の共同研究･

共同利用を推進･支援する体制をとっています。

分子科学研究所は、物質の基礎である分子の構造とその機能に関する実験的研究並びに理論的研究を行うとともに、化学と物理学の

境界にある分子科学の研究を推進するための中核として、広く研究者の共同利用に供することを目的として設立された大学共同利用機

関です。物質観の基礎を培う研究機関として広く物質科学の諸分野に共通の知識と方法論を提供することを意図しています。限られた

資源のなかで、生産と消費の上に成り立つ物質文明が健全に保持されるためには、諸物質の機能を深く理解し、その正しい利用を図るのみ

でなく、さらに進んで物質循環の原理を取り入れなければなりません。分子科学研究所が対象とする分子の形成と変化に関する原理、

分子と光との相互作用、分子を通じて行われるエネルギー変換の機構等に関する研究は、いずれも物質循環の原理に立つ新しい科学･技

術の開発に貢献するものであります。

限りなき分子の謎に挑み  分子の可能性を広げ続けます

計算科学研究センター（岡崎共通研究施設） 
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［分子科学研究所の組織図］
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　分子科学は、分子と対話し、分子がつくりだす多様な自然の現象の源を探り、またその知識を基

に新しい物質機能を創出しようとする学問であり、その対象は個々の分子から生命・宇宙現象の

非常に広い範囲にわたります。分子科学研究所は、そのような分子科学の研究の中核拠点として

実験的研究および理論的研究を行うとともに、広く研究者の共同利用に供することを目的として

設立された大学共同利用機関です。分子科学研究所は創設以来35年余、多くの画期的な研究

を行い、また物理・化学研究を支える人材を輩出し、日本のみならず世界のトップインスティテュート

として、分子科学研究の振興をおこなってきました。

　現在、分子科学研究所は理論・計算分子科学、光分子科学、物質分子科学、生命・錯体分子

科学の4つの研究領域と、極端紫外光研究施設を始めとする7つの研究施設を擁し、分子の構造と

反応と機能について先鋭的な基礎研究を進め、分子の新たな可能性を探っています。

　一方、科学研究はミクロとマクロの領域をダイナミックに結びつけつつあります。ミクロとマクロの中間にある、ポストナノとも呼ばれ

る世界は、まさに物質の機能が生じ、また生命の現象が生まれる「豊かな分子の場」です。このような「場」において、分子の集団

がエネルギー・エントロピー・情報のやり取りをしながら、微妙な相関を持ち、物質・生命の機能を生んでいる原理を明らかにすること

は、自然を司る「分子の知恵」を学ぶことであり、まさに分子科学の新たな研究のフィールドです。このような階層性の高い分子過程の

解明にチャレンジすることは、大きな学術的意味のみならず、エネルギー問題、環境問題、情報技術にも革新的な波及効果を与え

得るものであり、これから分子科学研究所の重要な研究領域としていきたいと考えています。

■ 昭和50年4月
　分子科学研究所創設（昭和50年4月22日）
　機器センター設置（～平成9年3月）
　装置開発室設置
■ 昭和51年5月
　化学試料室設置（～平成9年3月）
■ 昭和52年4月
　電子計算機センター設置（～平成12年3月）
　極低温センター設置（～平成9年3月）
■ 昭和56年4月
　岡崎国立共同研究機構創設
　（～平成16年3月）
■ 昭和57年4月
　極端紫外光実験施設設置
■ 昭和59年4月
　錯体化学実験施設設置（～平成19年3月）

■ 昭和63年10月
　総合研究大学院大学開学
　数物科学研究科（～平成16年3月、以降は物理科学研究科）
　構造分子科学専攻、機能分子科学専攻
■ 平成9年4月 
　分子制御レーザー開発研究センター設置
　分子物質開発研究センター設置（～平成14年3月）
■ 平成12年4月 
　共通研究施設設置（統合バイオサイエンスセンター、
　計算科学研究センター）
■ 平成14年4月
　分子スケールナノサイエンスセンター設置
■ 平成16年4月
　大学共同利用機関法人自然科学研究機構創設
■ 平成19年4月
　4研究領域に研究組織再編
　機器センター再設置
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平成22年４月
自然科学研究機構・分子科学研究所

所長　大峯 巖



3 4

見えない複雑な分子を描き出す

理論・計算分子科学研究領域

理論分子科学第一研究部門

身の周りにある物質は原子や分子の“粒（つぶ）”が沢山集って出来たものですが、そのような粒が数十個から

数百個程度集ってできるナノメートル（10億分の1メートル）サイズの物質は、独特の形（肉眼で見ることは

できませんが）、性質、機能を持つことが多く、応用科学的な観点からも注目を集めています。しかしながら、

なぜそのような形の物質が出来るのか、なぜ独特の性質や機能を持つのか、その理由は良く分かって

いません。我々のグループでは、そのような物質を対象として、特に光を照射することによって引き起こされる

動的な変化（ダイナミクス）を理論的・数値計算的に調べています。

ナノ構造体における光誘起量子ダイナミクスの理論
信定　克幸（准教授）

理論分子科学第一研究部門

mail:nagase@ims.ac.jp    http://snl.ims.ac.jp/

mail:nobusada@ims.ac.jp    http://raphael.ims.ac.jp/

分子科学の限りない夢は、分子を電子レベルで統一的に理解して、望む構造、電子状態、機能をもつ分子を

自由にデザインして反応させることです。この実現のために、元素の組み合わせとナノ構造の特性を利用した

分子の設計と反応の理論と計算およびコンピュータシミュレーションを行っています。また、内外の数多くの

実験グループとは密に連携して実際の合成の可能性と予測した特性の実証を行っています。このために、

簡略化したモデル計算ではなく、現実の系をそのままに取り扱えるように、大きい分子系にも精度の高い量子

化学計算を高速に実行できる理論と計算法の開発を行っています。

分子の構造、電子状態、機能の理論と計算
永瀬　茂（教授）

化学修飾による内包金属の回転運動の制御と分子デバイスへの応用。 ドーピングによる機能化。

光を使ってナノ構造体の空間構造を探るイメージ図。

光分子
科学研究領域

分

子

科

学

研

究

所

研究概要紹介

理論・計算分子
科学研究領域

分子およびその集合体（気相、液相、固相）、さらには生体分子やナノ物質など複雑系や複合系に関する構造および機能を

量子力学、統計力学、分子シミュレーションを中心とした理論・計算分子科学の方法により解明します。

生命・錯体分子
科学研究領域

物質分子
科学研究領域

分子科学研究所の研究分野は、理論・

計算分子科学、光分子科学、物質分子

科学、生命・錯体分子科学の4大分野

に大別され、それぞれにおいて、教授

もしくは准教授の独立した研究グル

ープが、自由な発想に基づいて世界

最先端の研究を進めています。さらに、

最先端の施設を利用した共同研究の

場を国内外の多数の研究者へ提供し、

また、東アジア地域の研究拠点と密接

な研究協力ネットワークを形成する

など、世界規模での分子科学の振興

に力を尽くしています。
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理論・計算分子科学研究領域

計算分子科学研究部門

溶液や生体をはじめとする凝縮系の運動は、様々な空

間・時間スケールで変化または反応を引き起こし、多様

な物性や機能を発現します。そのため、凝縮系のダイ

ナミクスを解析することは、溶液や生体内の化学反応

や機能発現の理解にも不可欠です。我々は、液体や過冷

却液体のダイナミクスや細胞増殖に関わるタンパク質

における化学反応の機構について、分子動力学計算や

電子状態理論などを用いた理論解析を進めています。

また、多次元分光法の理論計算を通して、通常の1次

元分光法では分からない液体のダイナミクスの詳細

についても研究を行っています。

凝縮系におけるダイナミクスと分光に関する理論研究
斉藤　真司（教授）

理論分子科学第二研究部門

光を当てて物質の性質（物性）がどう変わるかを理論

的に明らかにすれば、誘電性や伝導性を光によって制

御したり短時間でスイッチしたりすることができます。

これらの物性を支配する多数の電子と分子を扱う理論

計算を行っています。分子が集まってできる物質には

電子運動の方向や分子配置の変わりやすさに特徴が

あります。相互作用する電子の協調性をうまく引き

出すと、光によって一斉に電荷が移動したり、スピンの

向きが変わったりする“光誘起相転移”という現象が

起こります。

分子性物質の光誘起相転移
米満　賢治（准教授）

水のスナップショット（上）と水の分子間運動に関する
二次元赤外スペクトルの時間変化（下）。

(EDO-TTF)2PF6を光照射して電荷秩序パターンを変える。

理論分子科学第二研究部門

多くの蛋白質は空孔をもっておりそこには水や他の化学物質が

取り込まれていて機能に重要な役割を果たしています。例えば、

酵素（蛋白質）の助けを借りてセルロースから糖を作るプロセス

は加水分解反応ですが、この場合もその反応が起きるためには

水分子とセルロースが酵素の中に取り込まれる必要があります。

そのような水分子のいくらかは低温X線などで実験的に検出

されていますが、最近、これを統計力学（3次元RISM）の方法に

よって「検出」することに成功しました。この方法で溶媒（水）を

有機分子やイオンとの溶液（混合系）に変えることは容易なので、

例えば、レセプターによるリガンドの認識やイオンチャネルなど

への応用が期待されます。

統計力学で「検出」した蛋白質の中の水
平田　文男（教授）

理論分子科学第一研究部門

電子やエネルギーの移動が化学の基本であるなら、私たちはそれらの化学プロセスをどのように記述できる

でしょうか？ 現代量子化学の電子状態理論は、コンピュータの高性能化とあいまって、実験事実の解明のみ

ならず、気相化学反応を十分に予測しうるような手法として発展しています。私たちのグループでは、第一原理

に基づき、先進的な理論と洗練された計算技術を駆使し、未解明な複雑な電子状態の問題をプレディクティブ

な計算精度で記述できる量子化学的手法の開発を行い、リアルな分子科学のシミュレーションの実現を

目指しています。

プレディクティブな量子化学計算の先進的理論開発
柳井　毅（准教授）

βカロテンの分子構造とそのπ共役分子軌道。

蛋白質内部の水（3次元RISM）。

mail:kxy@ims.ac.jp    http://magellan.ims.ac.jp/

mail:shinji@ims.ac.jp    http://dyna.ims.ac.jp

mail:yanait@ims.ac.jp

mail:hirata@ims.ac.jp    http://daisy.ims.ac.jp/
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光分子科学第一研究部門

実際の分子は空間を飛行し、回転し、振動しています。室温

の条件でも、典型的な分子で1秒間に300m飛び回り、1011回

も回転し、振動は1012～1013回に達します。本研究グループは、

このような分子の運動を自在に操作するという分子科学の

１つの夢を、レーザーに代表される様々なアイテムを活用

して実現しようと目指しています。具体的には、①回転や

振動と同程度の時間スケールの極短光パルスを用いて

「瞬間的に」分子に撃力を加え、分子の運動を励起・制御する、

②周波数分解能が高いパルス光によって特定の振動・回転

量子状態へ分布を完全に移動する、などの方法論の開発を

進めています。このように、時間とエネルギーという相補的

な領域で極限的な性能を持つ「光」を組み合わせて利用する、

世界的に見てもユニークなアプローチが特徴です。

分子運動の量子状態操作法の開拓
大島　康裕（教授）

光分子科学第一研究部門

従来の光学顕微鏡では、光の波長（可視光で0.5μm程度）より小さい形を見ることができませんでした。最近、

近接場光学顕微鏡という新しい方法が開発され、それによってナノメートルサイズの物質の観察が可能に

なりました。ナノサイズ物質のカラー写真（スペクトル情報）を撮ることができ、また10兆分の1秒単位の

短時間内に起きる変化を、刻一刻、場所ごとに調べることもできます。私たちは、ある種のナノ物質では、物質

の特性に深く関わる「波動関数」がこの方法で観察できることも見いだしました。このような方法でナノ物質

の新しい性質を光で調べ、光で制御する基礎的な研究を行っています。

新しい光学顕微鏡でナノ構造を探る
岡本　裕巳（教授）

ナノサイズ（長さ510nm）の金属棒の近接場イメージ。
観察波長によって異なる「波動関数」が観察されている。

ナノサイズ（長さ300nm）の金属棒の超高速時間変化のイメージ。
1ピコ秒（1ps）は1兆分の1秒。

光を造る、光で観る、光で制御する

光分子科学研究領域

mail:aho@ims.ac.jp    http://groups.ims.ac.jp/organization/okamoto_g/ 

mail:ohshima@ims.ac.jp

高強度の極短パルスレーザーによりNO分子の回転を励起した
実験結果と、対応する運動状態の模式図。

分子に光をあてると様々な興味深い性質を現したり、化学反応を起こしたりします。

分子科学研究所では、分子の構造や性質を光で調べ、反応や物性を光で制御する研究を行っています。

そのために必要となる高度な光源の開発も行っています。

理論・計算分子科学研究領域

極限状態における生体分子のシミュレーション
奥村　久士（准教授） mail:hokumura@ims.ac.jp 

温度や圧力を変えると分子の形は

変わります。特に生体分子について

温度や圧力を変えたときの構造の

変化を理論的に研究することはこれ

まで困難でした。私は最近この問題

を解決するための有力なシミュレー

ション方法を提案しました。この方法

を使って生体分子の各構造のエンタ

ルピーや体積を精度良く計算すること

に成功しました。今後この方法を用

いることにより高温・高圧下での生命

現象を理論的に解析できると考えて

います。アラニンジペプチドの構造とその温度・圧力依存性。

計算分子科学研究部門

計算分子科学研究部門

様々な化学現象は分子の電子状態に基づいて発現し

ています。私たちのグループでは、電子状態理論を用

いて化学現象の本質を明らかにし、新しい化学概念を

構築することを目的として研究を行っています。とくに、

高精度な励起状態理論を開発し、理論分光や光物性

科学など光の関わる化学現象について研究を進めて

います。また、触媒反応や表面光化学についても研究

しています。

高精度な電子状態理論を核とした新しい理論化学の開拓
江原　正博（教授）

電子励起による分子の電子密度の変化。

mail:ehara@ims.ac.jp
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光分子科学第三研究部門

紫外線よりも短波長の光は極端紫外光と呼ばれ、高層

大気を透過しないため地表まで到達しません。私達は

波長が6から200nm（ナノメートル）の極端紫外光を

利用して、イオン生成や化学反応の研究に携わってい

ます。極端紫外光のエネルギーと分子の化学結合の

エネルギーは同じくらいなので、分子は光を効率的に

吸収し、元の安定状態に戻ろうとして、電子、イオン、光、

ラジカルなどの粒子を放出します。それらの信号は分子

中の原子の配置と微少運動、電子のダイナミクスを研究

する際の絶好の手懸りとなります。本研究所のUVSOR

施設で作り出されるシンクロトロン放射（放射光）は理想

的な極端紫外光源です。ここで私達は、気体分子、クラ

スター、フラーレンの基本的性質を調べることはもち

ろん、新規反応経路の開発や機能性物質の創生を目指し

た挑戦的なテーマに取り組んでいます。

極端紫外光誘起素反応のダイナミクス
見附　孝一郎（准教授） mail:mitsuke@ims.ac.jp    http://groups.ims.ac.jp/organization/mitsuke_g/

C60ビームの速度分布可視化装置とのC60薄膜の光吸収測定装置。
どちらも我々によって開発され、2008年に世界初のデータが公表された。

光源加速器開発研究部門

分子科学研究所の保有する電子加速器UVSOR-Ⅱはおよそ25年も前に建設された装置ですが、断続的に

改良を施すことで、現在でも、同種の装置の中では世界的にも最高レベルの高い性能を誇っています。私たち

の研究グループでは、このUVSOR-Ⅱの作り出す高品質の高エネルギー電子ビームを使って、光を作る研究

を行っています。高エネルギー電子を強磁場中を走らせることで強力な白色光を作り出すシンクロトロン光源

に関する技術開発、シンクロトロン光を種にレーザー光を作り出す自由電子レーザー技術、レーザーと電子

ビームの相互作用を利用した新しい光発生法の開拓などに取り組んでいます。私たちの作り出す光は、分子

科学を始め幅広く学術研究に利用されます。

相対論的電子ビームを用いた光発生
加藤　政博（教授） mail:mkatoh@ims.ac.jp
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光分子科学第二研究部門

大森　賢治（教授）
「物体は見方によって粒子になったり波になったりする」。量子の世界の本質はここにあります。量子力学が確立

してから既に70年以上が経ち、我々の日常生活において、コンピューターやCDプレーヤー等、量子力学の応用製

品はなくてはならない存在になりました。しかし、私達はまだ量子の世界を完全には理解し切れておらず、その応

用の余地も膨大に残されています。我々は、量子の世界をより良く理解するために、原子や分子の波としての性質

を光で完全に制御するというテーマに挑戦しています。それが可能になれば、1個の分子に大量の情報を記録する

ことや、ナノテクを超える精度で物質内の化学結合を操作することもできるようになるかもしれません。

アト秒量子エンジニアリング

アト秒（10-18秒）レベルで時間差を制御した二つのレーザーパルスを分子に
照射した時に発生する干渉模様を示すシミュレーション。

mail:ohmori@ims.ac.jp

光分子科学第三研究部門

物質に含まれている電子には、構成原子の原子核の近く

に強く拘束されている内殻電子と、原子同士や構成分子

同士を結びつける糊の働きをしている価電子があります。

内殻電子は価電子と違って、Ｘ線でなければ励起できま

せん。X線のように目に見えない光やエネルギーが小さく

目に見える光（可視光）で物質中の電子が励起される程度

は光吸収スペクトルから分かります。励起した内殻電子と

価電子の行き先は物質中に広がって存在している同じ

状態ですが、吸収スペクトルは随分違います。それは、Ｘ線

吸収スペクトルでは内殻電子が拘束されていた原子の

ごく近くの成分だけ抽出されるからです。このように分子

クラスターの中の特定原子の内殻電子を次々選んで励起

させ、物質の電子構造を局所的に切り出して調べる手段

が内殻スペクトロスコピーです。我々は実験、理論両面

からその確立と応用を目指しています。

分子の内殻スペクトロスコピー
小杉　信博（教授）

分子クラスター内の原子サイトを選択して内殻励起。

mail:kosugi@ims.ac.jp

光分子科学研究領域

UVSOR-Ⅱ電子蓄積リング。
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光分子科学研究領域

光化学測定器開発研究部門

分子には、化学結合を担わず、特定の原子の周りに拘束され

ている、内殻電子と呼ばれる電子が存在します。レントゲン

写真に用いられるＸ線のようなエネルギーの高い電磁波を

分子に照射すると、この内殻電子の状態を変えることが出来

ます。この際、分子は非常に高いエネルギーを内部に蓄えた

不安定な状態になりますので、電子や光を放出して、安定な

状態に戻ろうとしますが、結合が切れてしまうこともしばしば

です。どのような電磁波を吸収し、どのような状態になり、どの

ように緩和して行くのか、それは分子の種類にも、また、分子内

のどの内殻電子が関わるのかによっても大きく異なります。

私たちは、シンクロトロンと呼ばれる加速器によって作られる

エネルギーの高い電磁波を分子に照射して、多様な振る舞い

を見せる光分子反応の詳細を研究しています。

分子の内殻光励起に起因する諸過程のダイナミクス
繁政　英治（准教授）

分子の内殻励起状態の生成と後続する
様々な崩壊過程の概念図。

mail:sigemasa@ims.ac.jp    http://www.uvsor.ims.ac.jp/staff/shigemasa/homepage/index.htm

エネルギーの高い状態
（内殻励起状態）

電子を失った状態
（分子イオン状態）

単色の放射光

最もエネルギーの
低い状態（基底状態）

分子からの電子放出　　

解離した原子からの
電子放出

結合の切断
（分子解離）

結合の切断
（分子解離）

光物性測定器開発研究部門

加速器から作り出される放射光は、テラヘルツ・遠赤外から

X線までの広い波長範囲をカバーする非常に指向性のよい

光です。最近の放射光の高輝度化によって、これまで不可能

と考えられてきた極限環境下で現れる物質機能出現の起源

を調べることが可能になってきました。特に、分子性導体等

の高圧・高磁場・低温の環境下で現れる金属と絶縁体間の

転移の起源を調べることで、電子相関を起源とした物質設計

に重要な情報を提供することができます。

放射光で物質の機能を探る
木村　真一（准教授） mail:kimura@ims.ac.jp    http://www.uvsor.ims.ac.jp/staff/skimura/indexj.htm

分子性導体の圧力による絶縁体・金属転移に伴って変化する
BEDT-TTF分子（上図）内の振動モードの光反射率の圧力依存性。
20気圧を境に絶縁体から金属へ転移することがわかる。

超高速な光から分子へエネルギーを転送するプロセス

(例えば、光合成の初期過程や視物質の光化学反応)のス

ピードはフェムト秒(10-15s)オーダーです。本研究室では、

分子科学において重要となる最先端のレーザー光源開発、

特にフェムト秒やアト秒(10-18s)の超短光パルスの発生

技術、計測技術の研究・開発を行います。例えば、様々な波長

域でフェムト秒光パルスを同時に発生させ、位相関係まで

揃えて重ね合わせることができれば、様々な形の波形を

作り出すことができます(図を参照)。こうした高度な光制御

技術を開発することよって、光化学反応の研究に新しい

展開が期待できます。

先端レーザー開発研究部門

藤　貴夫（准教授） mail:fuji@ims.ac.jp

超短光パルスの研究

上の様々な波長(色)の光電場を、位相を制御して重ねることで、
下(黒線)のような様々な波形の光電場を作り出すことができる。

光は選択的・遠隔的に物質と直接相互作用できるという特長を持つため分子を含めた物質制御に対する大きな

可能性を持っていますが、その前に光を高度に制御することその物が大変難しい問題でありました。本研究室

では、性質の揃った固体の小さな単位「マイクロドメイン」の特長を利用し、固体レーザーの高輝度化、波長域

の拡大、小型化を図る「マイクロ固体フォトニクス」を推進しています。すでにマイクロチップレーザー、セラミック

レーザーの高輝度性とバルクQPMによる多機能・高効率波長変換法により、軟X線からテラヘルツ波領域にまで

至る高輝度光発生が実証され、種々の応用も展開されつつあります。今後も学術研究を通して広く社会に貢献

する事を目指しています。

先端レーザー開発研究部門

平等　拓範（准教授） mail:taira@ims.ac.jp

マイクロ固体フォトニクス

マイクロ固体フォトニクスにより展開された波長域。
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電子物性研究部門

温度や圧力を変えると物質の性質は大きく変わる

ことがあります。温度と圧力を変えて物質の性質が

どのように変わるかを調べると、電子状態の地図

（電子相図）を作ることができます。電子相図は物質

の性質を理解し、新たな物質を開発する上で大変

重要な役割を果たします。電子相図を作成するには

様々な手法を組み合わせる必要がありますが、私

たちはラマン分光法を用いて電気を流す有機物質

（分子導体）の電子相図を研究しています。とくに、

超伝導相に隣接する電子相と電荷秩序に伴う強誘

電相を調べています。

ラマン分光法で電子相を観る
藥師　久彌（教授） mail:yakushi＠ims.ac.jp

20Kにおける分子導体のラマンスペクトルの圧力依存性。1GPaは1万
気圧。1.5万気圧以上で金属相へ相転移する。右図は高圧力を発生する
ための装置。

電子構造研究部門

当グループでは、薄膜や表面の磁気的性質を主に光を

使って調べる研究を行っています。最近、全く新しい

磁気顕微鏡として、紫外レーザーを用いた磁気円二色

性光電子顕微鏡という手法を新たに開発し、実測するこ

とに成功しました。この方法は普通の光学的磁気顕微鏡

と比べて空間分解能で勝り、また従来の第3世代放射光

源を利用したX線磁気円二色性光電子顕微鏡と比べて

も、実験室で測定が行えるだけでなく、超高速時間分解

測定も可能であるという長所があります。一方、分子研

放射光施設UVSOR-Ⅱを利用して、高磁場（7テスラ）極低

温（5K）で軟X線磁気円二色性という装置を新たに製作

し、国内だけでなく海外にも広く共同研究に供しています。

光を用いた磁性薄膜の評価
横山　利彦（教授）

電子構造研究部門

炭素分子(C≡C)と金属原子が繋がった金属アセチリドを光や熱によってナノ構造体を創成しているが、最近、グラフェン

壁を持ち、BET表面積が1600-2000m2/gという革新的なメソ多孔性ナノ樹状体(MCND)を簡単な方法で合成した。

蜂の巣状の空孔をもつこの炭素物質の最外層は主として3層のグラフェンであり、内部が単層グラフェン壁が主体と

なっている。これに対して、電気伝導層と金属等との電子交換グラフェン層を分離した3層以上のグラフェン壁で出来た

球状空孔が蜂の巣状に、或いは肺胞状に集積した棒状体、板状体、或いはこれらが3次元でネットワーク状に繋がった

モノリス（一体構造体）としてのGraphene-multiwalled 

Alveolate Carbon(GAC)の創成に成功した。この中に様々な

金属を閉じ込めてその膨大な表面積を利用した触媒や電極等へ

の応用が進んでいる。図には、GACのTEM像であり、拡大写真に

はグラフェンが球状壁となった空孔の蜂の巣構造が見える。これ

らの空孔は完全に閉じているのではなく、外と通じているため、

電解液中のイオンや気体は自由に出入り可能であり、担持された

金属の酸化・還元あるいは触媒作用に有効な場となる。特に、電池

などのイオンの貯蔵に対しては最適な貯蔵庫を提供する。

金属アセチリドの機能性ナノ構造体への変換
西　信之（教授） mail:nishi@ims.ac.jp    http://nishi-group.ims.ac.jp/

mail:yokoyama@ims.ac.jp    http://msmd.ims.ac.jp/yokoyama_g/

物質創成、機能制御、新しい観測手法の開発

物質分子科学研究領域

（a）紫外磁気円二色性光電子顕微鏡装置。
（b）世界初の紫外磁気円二色性光電子顕微鏡像。
　 試料は12原子層Ni薄膜で、上下向きの磁区がはっきり区別されている。
（c）超伝導磁石極低温X線磁気円二色性測定装置。
（d）CoナノロッドのSTM像。
（e）CoナノロッドのX線磁気円二色性スペクトルの角度依存性。
　　磁化は表面平行、ロッド垂直に向きやすいことを示している。

新たな現象や有用な機能の発見を目指して、新規分子の開発やそれらの高次集積化と、

電気・光物性、反応性、触媒能などの研究を行っています。

電子構造研究部門

現代社会で汎用される殆どの有用化合物は、触媒の助けを借りて人工的に合成されており、必要最低限の原料から

効率良く有用化合物を作り出す新しい触媒の開発が求められています。高効率分子変換を実現する固体触媒

表面の合理的設計のために、モレキュラーインプリンティング人工酵素触媒、表面不斉自己組織化触媒、担持ナノ

金属クラスター触媒等の新規触媒を開発し、最高難度触媒反応であるベンゼンと酸素からのフェノール直接合成

やメタンの活性化等の高難度触媒反応を、世界に先駆けて実現しています。また、放射光を利用したXAFS法や

各種分光法を駆使して、触媒反応が起こっているその場(in-situ)でのリアルタイム構造解析を行い、設計した有用

触媒や燃料電池等の実用触媒がどのように働くのか、その原理を分子レベルで解明することを目指しています。

高効率分子変換を実現する新規触媒表面の設計と触媒作用の解明
唯　美津木（准教授） mail:mtada@ims.ac.jp

図1：固体表面を媒体とした新しい触媒表面の設計。

図2：
In-situ時間分解XAFS構造解析による
実用燃料電池の触媒劣化機構。

多層グラフェン壁を持つ球状空孔が蜂の巣状に
集まった高電気伝導性ナノワイヤー。
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ナノ分子科学研究部門

分子の集合体を取り扱う有機半導体エレクトロニクスでは、昨年、有機ELテレビが商品化され、有機太陽電池

が次のターゲットとして精力的に研究されています。この分野でブレイクスルーを起こすには、純度、有機／

金属界面、pn制御技術などの、有機半導体の基礎科学をデバイス応用との両輪として推進することが必要

不可欠です。私たちは、このような考えに基づき、C60をセブンナイン以上に超高純度化する技術を開発して、

有機太陽電池のp-i-nバルクへテロ接合（図）に組み込み、5.3%の世界最高効率（図）を観測しています。

有機エレクトロニクスデバイス
平本　昌宏（教授）

有機半導体、有機太陽電池、超高純度化、ナノ構造設計。

mail:hiramoto@ims.ac.jp

物質分子科学研究領域

セルの写真

光照射時

暗時

光電流　 電圧特性

電圧/V

電
流
密
度
/m
A
cm
-2

分子機能研究部門

磁場中に分子が置かれた分子の原子核には微小磁石として振る舞う核スピンが存在し、外部から適切な

周波数の電磁波を照射することによりその振舞いを制御することが可能性です。これを核磁気共鳴法（NMR）

と呼び、原子間距離や原子対のなす角度を精密に決定でき、非破壊で分子の構造や運動性に関する情報を

取り出すことが可能です。膜タンパク質に代表される重要な生体分子や有用な先端機能性材料など、多くの

重要な分子は不溶性であり、非晶状態で機能します。固体NMRはこれら重要な分子の構造、物性解析には

必要不可欠な技術となっており、我々は主に新規固体NMR測定技術の開発、および、それらを利用した分子

の構造、運動を解析する手法開発研究を行っています。

生体分子を対象とした固体NMR測定法開発
西村　勝之 (准教授)

分子機能研究部門

超分子・高分子の機能発現には分子組成、分子配列、そして分子間の協同作用をいかに制御するかが鍵と

なります。本グループでは、巨大π電子系に着目し、『分子デザイン』・『精密集積化』・『光・電子・スピンの探索』

のシームレスな融合により、外部刺激に対し応答可能なインテリジェント「光・電子・スピン機能性超分子および

高分子」の創出を目指しています。『スピン機能性』に関して、集積型金属錯体を空間特異的に配列したナノ

構造体を構築し、スピンサイト間の相互作用を制御することで、光によるスピン転移や磁性制御が可能なソフト

マテリアル群の創出を目標としています。『光機能性』に関して、「π電子系が二次元的に広がったシート状

巨大共役分子」を化学的に構築し、前例のないナノサイズ空孔を有する機能性高分子の創出を目指します。

超分子および高分子の機能設計
江　東林（准教授）

金属イオンによるナノ構造のチューニング。

(左)開発した固体NMRプローブと2次元NMRスペクトル。（右）膜表在性タンパク質の脂質膜上での挙動の解析。

mail:jiang@ims.ac.jp

mail:nishimur@ims.ac.jp

電子物性研究部門

私たちは、分子性導体の示す特異な電子状態を、NMR（核磁気共鳴）やESR（電子スピン共鳴）という実験

手法を用いて研究しています。プラスティックは絶縁体の代表格ですが、ある化学処理をすることで電気を

流すようになります。分子性物質が電気を流すことが知られてから半世紀以上たち超伝導体も発見されて

いますが、まだ未解決な問題が多く残っています。加えて、分子性導体は金属、絶縁体、強誘電、反強磁性など

種々の物性を示し、その機能が注目されています。磁気共鳴法は、原子核磁石や電子磁石を深針として、

物質の性質を非接触･非破壊で理解出来る実験手法です。我々は分子性導体における多種多様な物性起源の

理解を目指しています。

磁気共鳴法による分子性導体の電子物性研究
中村　敏和（准教授）

パルスフーリエ変換NMR分光器。多周波パルスESR分光器。

mail:t-nk@ims.ac.jp    http://naka-w.ims.ac.jp/
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ナノ分子科学研究部門

私たちは、「逐次合成（有機合成）」の手法、いわゆるボトムアップアプローチによるナノサイエンスに関する

研究を行っています。特に最近では、フラーレンの部分構造、ナノチューブの先端構造に相当するお椀型共役

化合物「バッキーボウル」に注目し、革新的な合成方法の開発と、物性研究に取り組んでいます。一方、金属を

ナノメートルサイズまで微小化した粒子（クラスター）が、バルク状態とは全く異なる触媒機能を発現する現象

を利用した、新しい反応の開発にも取り組んでいます。

バッキーボウルの科学と金属ナノクラスター触媒の開発
櫻井　英博 (准教授)

ナノ分子科学研究部門

光合成は、太陽エネルギーを化学エネルギーに変換する

ことで、地球上のすべての生命活動を支えています。

その仕組みは、複雑な生命分子が巧みに組み合わせ

られてできており、自然の生んだエネルギー変換装置

の最高傑作です。この傑作を、恐れ多くも人工分子の

組み合わせで模写してみよう、というのが私たちのテー

マです。最終目標は、植物の光合成と同じように、光の

エネルギーで二酸化炭素から有用な有機化合物を作る

こと。道ははるかに遠いのですが、生命が長い進化で

獲得した光合成のメカニズムと、人類が積み上げてきた

合成化学の知識を組み合わせれば、新しい形の光合成

が実現できるに違いありません。

光合成を人工分子で組み立てる
永田　央（准教授）

キラリティを持つバッキーボウルの合成。 金ナノクラスターの特異な触媒活性。

mail:toshi-n@ims.ac.jp    http://licht.ims.ac.jp/

mail:hsakurai@ims.ac.jp    http://groups.ims.ac.jp/organization/sakurai_g/home.html

ナノ分子科学研究部門

半導体といえばシリコンなどの無機物を思い浮かべますが、最近では有機物の半導体による発光素子（有機EL）、

トランジスタ、太陽電池が開発されています。これらの有機デバイスは、薄い、フレキシブルといったシリコン

デバイスにはない優れた特徴を持っています。我々のグループでは、未だ基礎研究が必要なトランジスタ

および太陽電池のために、新しい有機半導体を設計、合成しています。新たに開発された材料は、直ちに共同研

究グループによりデバイス化され性能評価を受けます。有望な材料については、国内外の大学や企業に

サンプル提供し、基礎および応用研究に役立てることを努めています。

有機半導体の合成とデバイスへの応用
鈴木　敏泰（准教授）

有機半導体であるペンタセン（左）とフッ素化ペンタセン（右）の結晶構造。

mail:toshy@ims.ac.jp

物質分子科学研究領域

単一分子によるキノンプール。化学変換によって、光のエネルギー
を分子内にためこみます。
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生命の基本単位である細胞では、栄養素を取り込んだり不要物を排出したりし、内外のイオンバランスも厳密

に調節されています。これらはチャネルやトランスポーターなどの膜タンパク質のはたらきによってなされてい

ます。また、外界の変化を察知するセルセンサーと呼ばれる膜タンパク質も存在します。分子の構造や環境の

変化に敏感な赤外分光法を主要な実験手法として、膜タンパク質の物質輸送や情報変換の分子メカニズムを

明らかにすることを目指しています。

古谷　祐詞（准教授）

生体分子情報研究部門

アルツハイマーなどの神経変性疾患とよばれる病気は、現在世界中で何千万人もの患者がおり、その人数は

ますます増えつつありますが、その発症原因も治療法も不明の難病中の難病です。私たちは、その病気の原因

の解明や治療法の開発には生体内での分子の構造や機能を解明することが必要であると考え、このような研究

を医療分子科学という新しい学術領域と位置づけて、脳神経細胞のネットワーク解析素子の開発や、この素子

やマウスの脳内でのシナプス細胞膜での病原体関連分子の分子構造を解明する研究を進めています。生体内

という非常に複雑な難しい問題に取り組むため、よく定義された人工細胞膜の模擬的系での詳細な分子構造や

動態を解明することも基礎的な知見を得るために進めています。

神経細胞ネットワーク解析素子の開発と医療分子科学開拓
宇理須　恒雄（教授） mail:urisu@ims.ac.jp

mail:furutani@ims.ac.jp

生命・錯体分子科学研究領域

（a）膜タンパク質（ファラオニスフォボロ
ドプシン；細菌の光センサー）への塩化物
イオン結合に伴う赤外差スペクトル。
1724cm-1のバンドはAsp193のプロトン
化カルボン酸に由来する。

（b）X線結晶構造では見えない水素原子の
存在を赤外分光計測により明らかにした。

生体機能の実現と無駄のない化学反応へ

錯体物性研究部門

深刻な環境・エネルギー問題に直面している現在、新たなエネルギー変換システムを構築することは現代

科学に架せられた最重要課題です。我々のグループでは、光及び電気化学的な二酸化炭素の多電子還元

（エネルギーの貯蔵）と有機化合物の電気化学的酸化（エネルギーの再生）を可能にする遷移金属錯体触媒

の開発を行っています。これまでにルテニウム錯体に配位した二酸化炭素が極めて容易に一酸化炭素へ変換

されること、またpH変化を利用することによりルテニウム錯体上にオキシルラジカルおよびアミノラジカルが

誘起することを明らかにしました。これらの結果に基づいて、化学エネルギーと電気エネルギーの相互変換を

可能にする触媒を探索しています。

化学エネルギーと電気エネルギーの相互変換を目指した錯体触媒の合成
田中　晃二（教授） mail:ktanaka@ims.ac.jp    http://sakutai.ims.ac.jp/lab/tanaka-G/

二酸化炭素の多電子還元反応。

生物が示す多彩な生体機能の発現が、どのような機構で行われているか分子レベルで解明するための研究を行っています。

中心金属と配位子の組み合わせで金属錯体は多種多彩な機能を発現します。その特色を生かしてエネルギー・環境問題軽減のための

高効率エネルギー変換、水中での有機化合物の分子変換、無機小分子の活性化を行っています。

膜タンパク質の物質輸送および情報変換機構の研究

錯体触媒研究部門

魚住研究室では理想的（高度な効率、選択性、環境

調和性、安全性、簡便性等）な有機分子変換工程

を実現する新しい遷移金属触媒システムの構築

に取り組んでいます。典型的には不均一条件下

にて水中で機能する触媒システムの開発研究が

あげられます。種々の触媒的有機分子変換工程

（炭素－炭素結合形成、炭素－複素結合形成、ア

ルコール酸素酸化等を含む）が、両親媒性高分子

に担持した遷移金属錯体や遷移金属ナノ粒子を

開発・利用することで、完全水系中で不均一条件下

で達成されました。有機基質が疎水性相互作用に

立脚し、両親媒性高分子の反応場の中に自発的に

濃縮していく分子挙動が水中触媒システム駆動

の鍵を握っています。

魚住　泰広（教授） mail:uo@ims.ac.jp    http://groups.ims.ac.jp/organization/uozumi_g/

両親媒性高分子担持金属錯体あるいは金属ナノ粒子を用いた不均一水中触媒
の典型例：典型的高分子触媒の走査電子顕微鏡像（中央）、炭素－炭素結合形成
触媒（上）、アルコール類の酸素酸化（左）、ケトンのアルコールによるα－アル
キル化、不斉アリル位置換反応。

理想の化学プロセスを実現する不均一触媒システムの開発

生体分子情報研究部門

アミロイドベータの凝集はアルツハイマー病の目印といわれ
ていますが、神経細胞膜を構成する重要な脂質分子である、
ガングリオシドGM1、スフィンゴミエリン、コレステロールから
構成される人工細胞膜をマイカ表面に作成すると、三角形状の
パタンがあらわれ、これにアミロイドベータを加えると、三角形
のパタンの外側では凝集が激しくおこることを見いだしました。
三角形の内側と外側ではガングリオシドGM1分子の構造が
大きく異なることによることがわかりました。
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生命体を構成する多種多様な高分子は、長い進化の過程を

経て固有の3次元構造を獲得し、生命活動を支える高度な

機能を実現しています。私たちは、主に核磁気共鳴（NMR）

を利用して、様々な生体高分子およびそれらの複合体を

対象に原子レベルの立体構造・ダイナミクスの精密解析を

行い、それを基盤とする生命分子科学研究に取り組んで

います。特に、糖鎖とタンパク質のダイナミックな構造を

解明することを通じて、それらの生物学的機能の発現

メカニズムを分子科学の観点から統合的に理解することを

目指しています。そのために、私たちは、分子分光学に加えて、

分子生物学、細胞生物学、ナノサイエンスによる多面的な

生命分子へのアプローチを展開しています。

生命分子の動的構造解析による生体機能発現メカニズムの探究
加藤　晃一（教授） mail:kkatonmr@ims.ac.jp   http://groups.ims.ac.jp/organization/kkato_g/

私たちの体の中にはたくさんの金属酵素と呼ばれるタンパク質が存在し、生命活動を支えています。金属

酵素は、金属イオンを含む酵素を意味し、多くの場合、この金属イオンが酵素反応と直接関係しています。

例えば、体の中の鉄分が足りなくなると貧血を起こすのも、金属酵素（タンパク質）の関与するところです。

私たちが必要とする金属イオンは、鉄、銅などわずか十数種類ですが、金属酵素が行う反応の種類は莫大な

数になります。どうしてわずかな金属イオンからこんなにたくさんの種類の反応ができるようになるので

しょうか？私たちの研究グループでは、この問題に答えるため金属酵素の機能がどのような機構で発現されて

いるのかを分子レベルで研究しています。

金属酵素の機能発現の分子機構
藤井　浩（准教授）

蛋白質は、そのアミノ酸配列（＝遺伝情報）に基づいて、どのよ

うにしてその機能を持った立体構造を作り上げるのでしょうか。

私たちは、このような興味から、（1）試験管内での蛋白質の巻

き戻り過程の解析、（2）蛋白質の構造形成に関わる分子シャペ

ロンの作用機構の解析など行っています。これらの研究を達成

するため、NMRを始めとする各種分光学的測定法、Ｘ線小角散

乱や熱的測定法などの物理的測定手段とともに、遺伝子操作

実験などの分子生物学的手法も用いています。

蛋白質の天然三次元構造が作られる仕組みを探る
桑島　邦博（教授） mail:kuwajima@ims.ac.jp    http://gagliano.ims.ac.jp/Welcome.html mail:hiro@ims.ac.jp    http://groups.ims.ac.jp/organization/fujiih_g/

（a）分子シャペロンGroELとGroEL-GroES複合体のX線小角散乱パ
ターン。（b）GroEL（gray）、弾丸型GroEL-GroES複合体（magenta）
及びフットボール型GroEL-GroES複合体（cyan）の立体構造
（Inobe et al., 　　　　　94: 1392-1402 （2008））。

NMRで生命分子の動的構造を探る。

ヘムオキシゲナーゼの機能発現機構。Biophys.J. 

生命・錯体分子科学研究領域

生体分子機能研究部門 生体分子機能研究部門

生体分子機能研究部門生体分子機能研究部門

遷移金属イオンを含んだ金属タンパク質は、生体中における

エネルギー代謝、物質代謝、情報伝達などに重要な役割を果た

しています。このような様々な機能をもつ金属タンパク質の

構造と機能を分子レベルで理解することなしに、生体機能の

制御機構を解明することはできません。我々は、生化学、分子

生物学、合成化学、無機化学、物理化学など多様な研究手法を

駆使することにより、金属タンパク質の構造機能相関の解明を

目指した研究を行っています。

金属タンパク質による生体機能の制御
青野　重利 (教授) mail:aono@ims.ac.jp    http://groups.ims.ac.jp/organization/aono_g/

新規なヘム酵素OxdREの構造（一部）：
分子中のヘム（ball & stick modelで表示）に基質で
あるアルドキシム（ball modelで表示）が結合している。
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特別プログラム■持続可能な日本の未来を先導する

分子科学研究所は、平成18年度に始まった

文部科学省「最先端・高性能汎用スーパー

コンピュータの開発利用」プロジェクトの

アプリケ－ション開発拠点（ナノ分野）として

研究を推進しています。私どもは、本プロ

ジェクトにおけるナノ分野のグランドチャ

レンジとして、将来の社会や科学技術基盤

を支える重要な要素となり得る次の3つの

領域に取り組んでいます。（1）太陽エネル

ギー等の「次世代エネルギー」、（2）難病

克服につながる「次世代ナノ生体物質」、

（3）分子デバイスなどの「次世代情報機能・

材料」。これらの領域において、触媒（酵素）

などナノスケールで機能が発現する物質

の開発と物性の解明を可能とするために、

次世代スーパーコンピュータを駆使する新し

い計算科学の方法論やソフトウェアの開発

を行います。

本プロジェクト(平成19～23年度)では、分子科学研究所が中核機関となって、

国立大学法人・名古屋大学、国立大学法人・名古屋工業大学、学校法人・豊田

工業大学の愛知県内3機関と連携することにより、中部地区ナノテクノロジー

総合支援拠点を形成しています。ナノ計測・分析、超微細加工、分子・物質合

成の3領域において、最先端ナノ計測機器の利用支援、有機・生体関連分子

等の多彩な物質群の設計合成評価支援、最先端設備技術による半導体超

微細加工支援等を総合的に実施しています。各要素単体の支援に留まらず、

4機関の特徴を活かした連携融合支援を推進します。 

エクストリームフォトニクス

文部科学省先端研究施設
共用イノベーション創出事業ナノテクノロジー・ネットワーク

中部地区ナノテク総合支援：
ナノ材料創製加工と先端機器分析

大学連携研究設備ネットワークの構築

［次世代ナノ生体物質］

［次世代ナノ情報機能・材料］

［次世代エネルギー］

ドラッグデリバリ
（ミセルの分子動力学）

タンパク質の周りの水の分布
（3D-RISMによって検出）

国立情報学
研究所

東北大学
金属材料研究所

東京大学
物性研究所

産業技術
総合研究所

高エネルギー
加速器研究機構
物質構造科学研究所

京都大学
化学研究所

全国大学
北大、筑波大、東大、名大、京大、
阪大、岡山大、九大、早大、慶応大
国公私立大学

分子科学
研究所

文部科学省 最先端・高性能汎用スーパー
コンピュータの開発利用・次世代ナノ
統合シミュレーションソフトウェアの
研究開発 ----- ナノ分野グランドチャレンジ -----

アト秒精度のコヒーレント制御実験。

大学連携研究設備ネットワークWebサイトのTOP。

大学連携研究設備ネットワークの概念。

80年代から90年代前半にかけて、日本政府はいわゆる「米百俵」の

事例に習い、国家の学術的基盤の充実と社会的貢献の為に補正予算

などを通して研究設備への投資を行ってきました。しかしながら、時の

流れとともに、これら設備の老朽化が進み研究教育面に大きな障害が

出て、深刻な問題となってきています。残念ながら、現在の国の財政

状況でこれらすべてを新しいものに置き換えるのは不可能であり、

有効な対策が望まれていました。幸い、多くの機器類は組み込まれて

いるコンピューターを最新のものと入れ替える等の比較的安価な改良

で生き返らせることが出来ます。こうして多くの設備を復活再生させ

ると共に、全国の研究者が色々な大学の設備を、インターネットを通

じて有効に活用出来るようにするためのネットワークの構築計画を

立案しました。文部科学省はこれを認め平成19年度からの5ヶ年計画

としてスタートさせてくれました。

平成19年4月7日に、全国72大学からの代表が岡崎コンファレンスセン

ターに集まり、「化学系研究設備有効活用ネットワーク協議会」を発足

させ、規約の制定や今後の概算要求、及びネットワークの試行運用の

方針などを決定しました。22年度は、全国289台（うち学内専用62台）の

研究設備を相互利用として公開し、インターネットを通じた予約・課金

システムが運用されています。平成22年4月末の段階で約5,990人の

ユーザー登録が行われ、インターネットによる相互利用が行われてい

ます。58種類の多様な研究設備が公開され、宅急便による依頼計測も

有効に活用されています。また22年度から設備公開対象を公立・私立

大学、民間にまで広げ、名称も大学連携研究設備ネットワークと改め

られました。

植物における光合成をはじめとして、光と分子との関わりは私達の身近

な自然の中で重要な役割を果たしています。そこで、ナノサイエンスから

生命科学などの様々な分野に新たな方法論を提供し、光分子科学を

さらに進展させるために「光を造る」、「光で観る」、「光で制御する」という

観点から、理化学研究所と連携して本プロジェクトを遂行しています。

研究の柱としては、新しいコヒーレント光源の開発、新しい顕微分光法

の開発、光位相の精密制御による物質波のマニピュレーションや化学

反応制御の研究があります。

SINETⅢ

次世代スーパー
コンピュータの開発

理化学研究所

300kV透過電子顕微鏡装置(左)、グラファイト層に覆われた鉄ナノ
粒子像(右上)と炭素の外套チューブに覆われた銅ナノケーブル(右下)。

大学連携研究設備
ネットワーク

全国73機関(分子研を含む)による相互利用

工学、物性物理学、生物・生理学、薬学、農学、医学、
地質学に係る物質科学全般にわたる国立大学等の
研究者・大学院生が、インターネットにより利用予約
を行うとともに、利用料の相互徴収を行う。

A大学

E大学 B大学

C大学D大学

文部科学省
最先端・高性能汎用スーパーコンピュータの開発利用
次世代ナノ統合シミュレーションソフトウェアの研究開発

̶ナノ分野グランドチャレンジ̶
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最先端の研究をささえる最先端の研究設備 研究施設■

極端紫外光研究施設

分子スケールナノサイエンスセンター

太陽光が地上に届いたときには、大気中の分子との相互作用の大きな

極端紫外光（紫外線より波長が短く、X線よりは波長が長い）成分は

なくなっています。このように極端紫外光は分子の光科学研究に不可欠

な波長の光であり、地上では真空中で人工的に作り出す必要があります。

分子科学研究所では、昭和58年にシンクロトロン放射の原理に従う

円形加速器を建設して、分子科学研究に利用しています。平成15年に

加速器を大改造し、20年を越えた現在も小型の放射光源施設として

世界トップの高輝度性を誇っています。最近、その高輝度特性を活かして、

物質の機能性の起源である電子構造の直接観測をおこなっています。

UVSORという愛称で世界の研究者によく知られた先端施設です。

化学のフロンティアである「分子スケールナノサイエンス」を集中的に

研究推進するセンターとして2002年に発足しました。1つの専任部門、

2つの併任部門から構成されており、新規分子・ナノ構造体の作成から、

特異な化学反応や物理化学的性質を体系的に研究する組織になって

います。世界最高性能を誇る920MHz核磁気共鳴(NMR)装置を共同

利用に供している他、19年度より始まったナノテクノロジーネットワー

クプロジェクトを担当し、多くのナノサイエンス関連支援プログラムを

提供しています。

機器センター
機器センターは分子スケールナノサイエンスセンターと分子制御レーザー

開発研究センターの汎用機器を統合して、平成19年4月に新たに発足しま

した。機器センターでの主たる汎用機器は山手地区のNMR、質量分析

装置、粉末X線回折装置、円二色性分光装置、明大寺地区のESR、SQUID

磁束計、X線回折装置（粉末、単結晶）、波長可変ピコ秒レーザーシステム、

蛍光分光装置、紫外可視近赤外分光装置などです。

共同利用の形態は施設利用が主ですが、レーザーと上記の汎用機器を組み

合わせた特殊仕様の実験も支援します。この他、山手地区と明大寺地区に

ある液体ヘリウム液化装置や液体窒素貯蔵槽を用いて、液体ヘリウム・液体

窒素の供給を行っています。また、平成19年4月に発足した化学系研究設備

有効活用ネットワークの汎用機器の共同利用も支援しています。

UVSOR施設。

電子構造を測定する
三次元角度分解光電子分光装置。

920MHz NMR装置（左）と測定例（右）。
500MHzに比べてはっきりと原子が識別できて
いることがわかる。

CCD単結晶X線解析計。

高周波・高磁場電子スピン共鳴装置。

精密ミーリング加工装置。

高速加熱・ジンバル機構付き
ホットエンボスシステム。

岡崎共通研究施設■

分子制御レーザー開発研究センター
本センターは、光分子科学研究領域との連携のもとに、分子科学の

新分野を切り拓くための装置、方法論の開発研究を行なう施設です。

新たに開発される装置や方法論は、所内外の分子科学者との先端的

な共同研究のリソースとして提供される予定です。主な開発研究分野

としては、(1)テラヘルツから軟X線にいたる先端光源の開発、(2)高

出力超短パルスレーザーを用いた量子制御法の開発、(3)高分解能光

イメージングとナノ領域顕微分光法の

開発などが挙げられます。また、本センター

は理化学研究所との連携融合事業である

エクストリームフォトニクスの中核セン

ターとしての役割を果たしています。

装置開発室
装置開発室では、分子科学研究に必要な実験装置を、所内外の研究者との

協力によって、研究開発を進めています。施設内には実験装置の開発・製作の

ための、機械、エレクトロニクス、ガラス加工などの設備が配置され、分子科学

研究所創設当初から研究者と共に様々な実験装置の開発によって高度な

装置開発技術を蓄積し、分子科学の新たな研究に向けて支援しています。

このように開発技術者と研究者との密接な対話により、独創的実験のできる

研究環境を整備することを使命としています。

岡崎統合バイオサイエンスセンター

我が国唯一の分子科学計算のための共同利用基盤センターとして、先導的

な学術研究の発信はもとより岡崎地区の3研究所と全国の分子科学と

バイオサイエンスの研究者に対して大学等では不可能な大規模計算を実行

できるハード環境と様々なプログラムソフトを提供しています。平成18年

度導入の「超高速分子シミュレータ」に加え、平成19年度はさらに「高性能

分子シミュレータ」を導入し、格段に大規模な計算が実行できる環境を

提供しています。

本センターは、分子科学、基礎生物科学、生理科学などの学際領域にまた

がる諸問題に対し、総合的な観点と方法論を適用、駆使することにより、

新しいバイオサイエンスを切り開くことを目的とし、分子研、基生研、生理研

の三研究所の共通研究施設として設立されました。分子科学研究所に関連

する教員として、教授3名、准教授1名が所属しています。

計算科学研究センター

超高速分子シミュレータ。

分子の中にできた２つの原子の波の衝突の実時間観測と
制御を示す理論シミュレーション。

（UVSOR）

三次元角度分解光電子分光装置で
得られた固体試料（CeSb）のフェルミ面。

当センターで開発した   
手のひらサイズの高輝度レーザー光源。
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大学共同利用機関は、世界に誇る我が国独自の「研究者コミュニティ

によって運営される研究機関」であり、全国の研究者に共同利用・共同

研究の場を提供する中核拠点として組織されました。このような機関

としては、京都大学の一施設であった基礎物理学研究所（湯川記念館）

が昭和28年に全国の理論物理学者の要望に応えて開放され、共同

利用施設となったのが最初です。重要な研究課題に関する先導的研究

を進めるのみならず、全国の最先端の研究者が一堂に会し、未来の学問

分野を切り拓くと共に新しい理念の創出をも目指した活動を行う拠点

として、個別の大学では実施困難な機能と場を提供するのがその特色

です。その後、自然な流れとして、「大型施設の共同利用」や「学術資料

等の知的基盤の整備」など、共同利用の新しい概念が加わり、研究者

コミュニティによる運営方式を堅持しつつ、特定の大学には属さない

多くの大学共同利用機関が設立されました。このような発展過程を

経てきた大学共同利用機関は、世界最高水準の学術研究を行う中核

拠点として、以下に掲げる役割のいずれかを担っているのです。

●独創的・先端的な学術研究を推進すると共に、全国の大学等の

研究者コミュニティの高等研究機関として学術の進展に資する。

●個別の大学では持ち得ない大規模な施設や設備を設置・運営し、

先導的研究を推進すると共に、全国の大学等の研究者の利用に供する。

●学術資料・情報の組織的調査・研究、収集、整理、提供を行い、知的

基盤の充実に貢献する。

各機関が独自性と多様性を持ちながら上記の役割を担い、それぞれ

の研究分野における中核的研究拠点（COE：Center of Excellence）

として、我が国の学術研究の発展に重要な貢献をしています。また、

海外の研究機関や研究者との協力・交流を推進し国際的中核拠点と

しての役割をも果たしています。

大学共同利用機関とは

共同利用研究■

国際共同研究■

国内での研究連携の中核として

世界との交流連携

分子科学研究所は、極端紫外光研究施設、及び、

計算科学研究センターなどの大型施設を「施設利

用」という形で当該分野コミュニティーの研究者

の利用に供しています。また、分子制御レーザー

開発研究センター、分子スケールナノサイエンス

センターなどの研究センターにおいて、先端的な

装置を共同利用に供すると共に、測定法や物質合

成手法の開発、共同研究の実施等を当該分野の

研究者との連携の下で行う「課題研究」を支援し

ています。さらに、これらセンターならびに各研究

領域における研究資源を広く解放し、研究者の

個別な二一ズに応じて共同利用研究を行う「協力

研究」があります。これらのハードウェアを中心と

した共同利用と共に、当該分野の特定の課題に

関する討論を深め、更なる新しい発展を探るため

の有効な手段として、所外の研究者の提案を基に

したワークショップである「分子研研究会」と「若手

研究会等」を毎年複数回開催しています。

分子科学研究所は創設以来、多くの国際会議の開催、多数の外国人研究員の受け入れ、および国際共同研究

事業の積極的推進等を通して、国際的に開かれた研究所として高い評価を受けてきました。また、国際共同

研究を更に推進するために、平成16年度より独自の国際共同研究プログラムを開始しています。このプログ

ラムでは、（1）海外の教授、准教授クラスの研究者の10日間程度の招へい、（2）分子研側からの共同研究

に関わる教員の海外出張、（3）アジアを中心とする若手外国人研究者の6ヶ月以内の滞在、等が可能です。

更に分子科学研究所では平成18年度より5カ年の計画で、日本学術振興会アジア研究教育拠点事業（アジ

ア・コア・プログラム）、「物質・光・理論分子科学のフロンティア」を開始しました。ここでは分子科学研究所を

中心に中国科学院化学研究所、韓国科学技術院自然科学部および台湾科学院原子分子科学研究所を中心

とした研究交流を通して、分子科学の世界的研究教育拠点の構築、先端的若手研究者の育成に努めます。

共同利用
共同研究
大学院教育

高度な研究者の育成

学会・研究者コミュニティ

        実施内容
課題研究
協力研究
ナノネット協力研究
所長招へい
研究会
若手研究会等
電子計算機施設利用
UVSOR施設利用
ナノネット施設利用
その他施設利用
　　   合　計

■共同利用研究実施一覧 平成21年度

■自然科学研究の中核的研究拠点

全国の大学
研究施設
研究科
附置研究所
学 部

民間研究機関
企業研究所等
海外の大学・研究機関
研究開発独立行政法人等

共
同
研
究
等

分子科学
研究所

人材育成・大学院教育■豊かな研究資源が育む高度な人材

分子科学研究所オープンキャンパス
（6月上旬）

受入大学院生数推移表

夏の体験入学
（8月上旬）

大学院生のための公開講座
（夏季・冬季休暇中）
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構造分子科学専攻
機能分子科学専攻
特別共同利用研究員

総合研究大学院大学（総研大）は優れた

設備や資料を持つ大学共同利用機関なら

ではの環境をフルに活かし、深い専門性

と大きな視野を持つ研究者を育成するため

の大学院大学です。本研究所も総研大の

基盤機関として物理科学研究科の構造分子

科学専攻と機能分子科学専攻を持ち、大学

院学生の教育と研究を積極的に担ってい

ます。これらの専攻では学生一人当たり

のスタッフが他大学に見られないほど多く、

きめの細かい研究指導を行っています。

大学院生は本研究所の優れた設備を利用

することにより、世界第一線の研究を自ら

行うことにより、研究者として必要とされ

る能力や技術を自分のものとしています。

また、本研究所が分子科学における世界と

のインターフェイスを担う中核拠点である

ことから海外から多くの研究者が共同研究

やセミナーを行うために日常的に訪れ、きわ

めて国際的な環境の下で教育が行われて

います。この環境は国際的な発信能力を

鍛える上でもたいへん役に立っています。

これらの専攻で学び、学位を取得した卒業

生の多くは、国立大学の教員、公的機関の

研究員、日本学術振興会などを含む様々な

機関の博士研究員、民間企業の研究員と

して活躍しています。

また、この他にも全国の大学から大学院

学生を特別共同利用研究員として受け入

れ、共同研究を通した教育も行っています。

2009（年度）

17

総合研究大学院大学
（SOKENDAI）とは？

本研究所は、分子科学における最先端の研究を推進するだけではなく、大学院学生の
教育を行い、明日の分子科学を担っていく人材を育成することにも力を入れています。

平成18年度より5年一貫制博士課程を導入しました。
詳細はhttp://www.ims.ac.jp/learn/をご覧ください。

【総合研究大学院大学】

5年一貫制博士課程

1
年
次

2
年
次

3
年
次

4
年
次

5
年
次

3
年
次

4
年
次

5
年
次

博士後期課程
5年一貫制博士課程3年次編入学

博
士
号
取
得

学
部
4
年

修
士
課
程
2
年

総合研究大学院大学（総研大）は昭和63

年に、全国の大学共同利用機関を基盤機関

として、新しい理念と組織の下に創設され

た学部を持たない大学院のみの大学です。

本部を神奈川県葉山町に置き、学生のみ

ならず研究者自身の総合性と学際性を高

めることを目指して、学生セミナー、国際シン

ポジウム、共同研究等々のユニークな活動

を本部で行いつつ、平素の授業や研究活動

は各基盤研究機関において行っています。

総研大葉山キャンパス。

分子研では年間を通じて学生向けの催しを
行っています。詳しくは分子研ホームページ
http://www.ims.ac.jp/indexj.html 
をご覧ください。

件数
1

119

32

143

5

1

171

147

36

60

715

人数  
25

271

80

143

110

10

683

660

98

173

2,253

韓国
アメリカ
中国
ドイツ
フランス
イギリス
カナダ
インド
タイ
台湾
イタリア
インドネシア
オランダ
スイス
スウェーデン

35
33
27
19
14
11
10
9
7
6
4
2
2
2
2

ネパール
ベトナム
ポーランド
ロシア
ウクライナ
オーストラリア
グルジア
シンガポール
パキスタン
バングラデシュ
フィリピン
フィンランド
ブルガリア
ルーマニア

2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

合計 201（人）

外国人研究者の国別内訳（平成20年度）

17

6

7

14

7

8

16

4

11

4

9

17

5

4

17



3029

日本全国及び世界各国の大学や研究機関から
共同利用研究等のために訪れる研究者のため
に三島ロッジという共同利用研究者宿泊施設
があります。三島ロッジは明大寺地区から徒歩
10分の場所にあります。
また、長期宿泊者用として明大寺ロッジを建設
中であり、平成22年8月入居開始予定です。
　

学術の国際的及び国内的交流を図り、機構の
研究、教育の進展に資するとともに、社会との
連携、交流に寄与することを目的に平成9年
2月に竣工しました。大会議室200名収容、中会
議室120名収容、小会議室（2室）各50名収容
出来ます。

岡崎情報図書館は、岡崎3研究所の図書、雑誌
等を収集・整理・保存し、機構の職員、共同利用
研究者等の利用に供しています。
［主な機能］
◎ライブラリーカードによる24時間利用
◎情報検索サービス
   Web of Science、SciFinder 等

社会との交流■ 分子研データ■

■岡崎共通施設

広く社会に「科学の芽」を育む

出前授業
学校では普段体験できないこと
を体験してもらい、科学に対し
ての夢を持ってもらうために、
岡崎市内の中学校を対象に、
岡崎3研究所の研究者が講義･
実験を行っています。

メディアによる情報発信
最新の研究成果や各種募集をホーム
ページに掲載しています。また、分子研
が発行している出版物についても、
ホームページよりご覧いただけます。

見学受け入れ
研究所を多くの方に知って頂くため、
見学の受入を行っています。毎年たく
さんの方に訪問いただいており、
平成21年度は160人ほどでした。

一般公開
研究所で行われている活動
について、広く一般の方々に
理解を深めていただくため、
3年に1回一般公開を行って
います。公開日は実験室の
公開や講演会などの様々な
イベントが行われます。

岡崎市民大学講座

岡崎情報図書館

岡崎コンファレンスセンター

岡崎共同利用研究者宿泊施設

岡崎市教育委員会が、生涯
学習の一環として岡崎市民
（定員1,250人）を対象とし
て開催しているもので、岡崎
3研究所から講師を派遣して
います。

国研セミナー
岡崎3研究所と岡崎南ロータリークラブ
との交流事業の一つとして行われている
セミナーです。岡崎市内の小･中学校の
理科教員を対象として、岡崎3研究所の
研究者が講師となって昭和60年から
始まり、毎年行われています。

スーパーサイエンスハイスクール
文部科学省が指定した科学技術、理科・数
学教育を重点的に行う高等学校（スーパー
サイエンスハイスクール）活動を、自然科
学研究機構として支援しています。

分子科学フォーラム
豊田理化学研究所との共催で"分子科学
フォーラム"を年4回開催しています。国内
外の著名な研究者を講師にお迎えし、
分子科学をはじめとして様々な分野の
研究をわかりやすく紹介して頂いています。

http：//www.lib.orion.ac.jp/

http：//www.orion.ac.jp/occ/

http：//www.orion.ac.jp/lodge/

http：//www.ims.ac.jp/indexj.html

専任・兼任・併任・客員の教授及び准教授で構成し、研究及び運営に関する事項について所長を補佐します。

青野　重利（統合バイオ教授）
大森　賢治（分子研教授）
小杉　信博（分子研教授）
齊藤　真司（分子研教授）
横山　利彦（分子研教授）

篠原　久典（名大院教授）
岩佐　義宏（東大院教授）
北川　進（京大特定拠点教授）
鹿野田一司（東大院教授）
岡本　裕巳（分子研教授）
小杉　信博（分子研教授）

魚住　泰広（分子研教授）
青野　重利（統合バイオ教授）
信定　克幸（分子研准教授）
唯　美津木（分子研准教授）
古谷　祐詞（分子研准教授）

■顧問

■教授会議

■学会等連絡会議

［外国人運営顧問］
Anthony John Stace　
英国ノッティンガム大学教授
Jean-Pierre Sauvage
フランス ストラスブール大学教授

岡本　裕巳（分子研教授）
田中　晃二（分子研教授）
西　　信之（分子研教授）
平田　文男（分子研教授）
見附孝一郎（分子研准教授）

雨宮　慶幸（東大院教授）
上村　大輔（慶應大教授）
榎　　敏明（東工大院教授）
大内　幸雄（名大院准教授）
奥田　雄一（東工大院教授）
鈴木　俊法（京大院教授）
竜田　邦明（早大教授）

谷村　吉隆（京大院教授）
田原　太平（理研主任研究員）
戸部　義人（阪大院教授）
中嶋　　敦（慶應大教授）
西原　　寛（東大院教授）
藤井　正明（東工大教授）
山下　晃一（東大院教授）

運営

■運営会議

上村　大輔　慶應義塾大学理工学部教授
江幡　孝之　広島大学大学院理学研究科教授
篠原　久典　名古屋大学大学院理学研究科教授
佃　　達哉　北海道大学触媒化学研究センター教授
冨宅喜代一　神戸大学名誉教授
森　　健彦　東京工業大学大学院理工学研究科教授
山縣 ゆり子　熊本大学大学院生命科学研究部教授
山下　正廣　東北大学大学院理学研究科教授
山内　　薫　東京大学大学院理学系研究科教授
渡辺　芳人　名古屋大学副総長（研究・国際企画関係担当）

青野　重利　岡崎統合バイオサイエンスセンター教授
魚住　泰広　生命・錯体分子科学研究領域教授
大森　賢治　光分子科学研究領域教授
岡本　裕巳　光分子科学研究領域教授
小杉　信博　光分子科学研究領域教授
齊藤　真司　理論・計算分子科学研究領域教授
田中　晃二　生命・錯体分子科学研究領域教授
永瀬　　茂　理論・計算分子科学研究領域教授
西　　信之　物質分子科学研究領域教授
平田　文男　理論・計算分子科学研究領域教授
横山　利彦　物質分子科学研究領域教授

江幡　孝之（広大院教授）
佃　　達哉（北大触媒セ教授）
冨宅喜代一（神大名誉教授）
森　　健彦（東工大院教授）
山下　正廣（東北大院教授）

[人事選考部会] ［共同研究専門委員会］

一般社会や
地域社会との
連携

人員・予算

中期計画
文部科学大臣から提示された平成22年度から平成27年度までの第2期中期目標に対して、自然科学研究機構として第2期中期計画を立てました。中期計画を着
実に行うために毎年、年度計画を立て、年度終了後、実績報告書を文部科学省に提出することになっています。分子科学研究所は研究者個人の自由な発想に基づく
基礎学術研究を中心に据えた研究所です。研究の神髄は計画通りに行かない意外性にあります。そのため、分子科学研究を支えている種々の研究設備も、限定
した目的のためのものではなく、学問の多様性に対応できるものになっています。以下は、このような背景で立案した分子科学の研究分野の中期計画（抜粋）です。

分子科学分野において、物質・材料の基本となる分子及び分子集合体の構造、機能、反応に関して、原子・分子及び電子のレベルで究明します。
それによって、化学現象の法則を発見、一般化して新たな現象や機能を予測、実現します。
(1)分子物性や化学反応の制御、複雑な系の電子状態や構造の動的変化、生体分子の構造揺らぎと分子認識などに関して理論的に研究します。
(2)Ｘ線からテラヘルツ領域の特徴ある光源を開発します。それらを利用して、分子の励起状態変化の追跡や化学反応のコヒーレント制御の研究を進めます。
(3)機能性有機化合物、分子性触媒、炭素ナノ構造体など新規な分子系を開発します。併せて、分子分光法などを駆使して新規な分子物性を探索します。
(4)化学エネルギーと電気エネルギーの相互変換や水を使った高効率な分子変換の実現を目指します。 生体分子に特徴的な現象や機能の原因も究明します。

所 長
研究領域
研究施設
技 術 課
合 計

区　分 所長 教授 准教授 助教 小計 技術職員 合計
人員 （平成22年4月1日現在）

区　分 決算額
平成21年度決算額

（単位：千円）

区　分 合計
平成21年度外部資金受入状況※1 （単位：千円）

戦略的創造研究推進事業（JST）
科学技術振興調整費等（文科省等）
その他
小計

※1左記決算額に含む。  ※2間接経費を含む。  ※3受託事業及び間接経費を含む。

1,207,802

2,090,047

607,060

3,904,909

349,661

33,292

※（ ）内は客員及び兼任、併任の合計で外数。※休職者含む。

研究所の研究、事業計画その他の管理運営に関して、研究所長の諮問に応じて助言等に
当たります。外国人運営顧問に加えて、国内で運営顧問及び研究顧問を設置予定です
（平成22年4月現在）。

運営会議に、次の人事選考
部会及び共同研究専門委員
会を置きます。

所長の要請に基づき学会
その他の学術団体等分子
科学コミュニティとの連絡、
運営会議、研究施設運営委
員会委員候補者等の推薦等
に関することについて検討
し、意見を述べます。

研究教育職員の人事、共同
利用・共同研究等研究所の
運営に関する重要事項で、
所長が必要と認めるものに
ついて所長の諮問に応じます。

38（1）

1

━

━

━

1 15（10）

7

━

━

32

10

━

42 74（16）

━

━

━

38（1）
38（1）

━ ━

━ ━

13（9）
2（1）

9（6）

16（6）

54（15） 54（15）
19（1）

1 1

19（1）

112（17）

158,031
434,765
93,757

686,553

1,069,506

共同研究
科学研究費補助金※2

受託研究
※3

合計

人   件   費
運営費・設備費
施   設   費
合         計

［運営会議委員］◎…議長　○副議長

◎
○
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