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アジア研究教育拠点事業 

平成２１年度 実施報告書 
 
 
１．拠点機関 
 

日 本 側 拠 点 機 関： 名古屋大学 

（中国側）拠点機関： 中国科学院上海有機化学研究所 

（ 韓 国 側 ） 拠 点 機 関： 韓国科学技術院・延世大学校 

（タイ王国側）拠点機関： ジュラポン研究所 

（ 台 湾 側 ） 拠 点 機 関： 国立清華大学 

（シンガポール側）拠点機関： 南洋理工大学 

 
２．研究交流課題名 

（和文）：アジアの最先端有機化学                                 

                   （交流分野：有機化学         ）  
（英文）：Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia                          

                   （交流分野：Organic Chemistry ）  
 研究交流課題に係るホームページ： 
 http://  www.agr.nagoya-u.ac.jp/~organic/asiahtml/acp2008.html  
 
 
３．開始年度 

平成 17 年度（5 年目） 
 
４．実施体制 
 
日本側実施組織 
 拠点機関：名古屋大学 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：大学院生命農学研究科・研究科長・服部重昭 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：大学院生命農学研究科・教授・西川俊夫 
 協力機関：東京大学、東京工業大学、東北大学、北海道大学、千葉大学、京都大学、 
大阪大学、九州大学  
 事務組織：名古屋大学 研究協力部・研究支援課、農学部・経理掛、研究支援掛 
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相手国（地域）側実施組織（拠点機関名・協力機関名は、和英併記願います。） 
 
（１） 国（地域）名：中華人民共和国 
拠点機関：（英文）Shanghai Institute of Organic Chemistry, Chinese Academy of 

Sciences（SIOC） （和文）中国科学院上海有機化学研究所 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Shanghai Institute of Organic Chemistry 
(SIOC)・Professor, Past President・Lin, Guoqiang 
 協力機関：（英文（和文））Peking University（北京大学）,Tsinghua University（清華

大学） ,Institute of Chemistry, Chinese Academy of Science（中国科学院化学研究

所）,Lanzhaou University（蘭州大学）,Nankai University（南開大学）,Xiamen University
（廈門大学）,Sichunan University（四川大学）,Chengdu Institute of Organic Chemistry
（成都有機化学研究所）,East China University of Science and Technology（華東理工大

学） ,Shanghai Jiaotong University（上海交通大学） ,Fudan University（復旦大

学）,Shanghai Institute of Materia Medica（中国科学院・上海薬物研究所）, University of 
Science and Technology of China（中国科学技術大学）,The University of Hong Kong（香

港大学）,The Chinese University of Hong Kong（香港中文大学）,Hong Kong Baptist 
University（香港浸会大学）,The Hong Kong Polytechnic University（香港理工大学）,Hong 
Kong University of Science and Technology（香港科技大学） 
 経費負担区分：パターン C 
 
（２） 国（地域）名：韓国 
拠点機関：（英文）Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Yonsei 

University（和文）韓国科学技術院、延世大学校 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Department of Chemistry・Professor・

KANG, Sung Ho, Department of Chemistry・Professor・KIM, Kwan Soo 
 協力機関：（英文（和文））Seoul National University（ソウル国立大学校）,Pohang 
University of Science and Technology（浦項工科大学校）,Korea University（高麗大学

校）,Sungkunkwan University（成均館大学校） 
 経費負担区分：パターン C 
 
（３） 国（地域）名：タイ王国 
拠点機関：（英文）Chulabhorn Research Institute (CRI) 

      （和文）ジュラポン研究所 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Organic Chemistry Division・Vice 
Director, Professor・RUCHIRAWAT, Somsak 
 協力機関：（英文（和文））Chulalongkorn University（チュラロンコン大学）,Mahidol 
University（マヒドン大学）,Ramkamhaeng University（ランカンパン大学）,Kasetsart 
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University（カセサート大学）,Khon Kaen University（コンケン大学）,Burapha University
（ブラパー大学）,Sirinakharinwirot University（シリナカリンビロート大学）,Prince of 
Songkla University（ソンクラ大学）,King Mongkut Institute of Technology at Lard 
Krabang Campus（キンモンク工科大学ラカバンキャンパス）,King Mongkut Institute of 
Technology at Thonburi Campus（キンモンク工科大学トンブリキャンパス） 
 経費負担区分：パターン C 
 
（４） 国（地域）名：台湾 
拠点機関：（英文）National Tsing Hua Univetsity 

      （和文）国立清華大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Department of Chemistry・Professor・
UANG, Biing-Jiun 
 協力機関：（英文（和文））National Taiwan University （国立台湾大学）,Academia Sinica
（中国科学院）,National Central University（国立中央大学）,National Chung Cheng 
University（国立中正大学）,National Taiwan Normal University（国立台湾師範大学） 
 経費負担区分：パターン A 
 
（５） 国（地域）名：シンガポール 
拠点機関：（英文）Nanyang Technological University 

      （和文）南洋理工大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Division of Chemistry and Biological 
Chemistry, School of Physical and Mathematical Sciences・Professor・Teck-Peng Loh 
 経費負担区分：パターン A 
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５．全期間を通じた研究交流目標 
 世界の学術進展の中で、特にアジアはこの 10 数年来きわめて大きな発展を遂げてきた。

学術の振興は、経済発展と無関係ではなく、日本・韓国・中国・台湾をはじめとしてシン

ガポール・タイ等での学術発展は著しい。 

 ただ我が国を含めたこれらのアジア諸国では、依然として欧米先進国追従型で研究成果

を発表し、その評価においても欧米型であることは否めない。すなわち欧米で開催された

学会で発表し、欧米の論文誌に投稿することが、高い評価を得る現況である。本来研究者

の成果は、どの学会か、どの論文誌かで評価されるものではなく、真に良いものは良いは

ずである。しかし、その研究評価システムが研究費配分につながること等もあり、この現

状を打開し価値観を変えていくことは、そう簡単ではない。もうとう欧米を排除するつも

りも必要もないが、ただ優秀なアジア人との初めての出会いの場所が欧米であるのが普通

という歴史において、新たに、「地理的に近いアジア」の有機化学研究者を組織化して、ア

ジアで世界的水準の学術交流をする機会を恒常化していく必要性を感じている。そこで、

定期的なアジア最先端有機化学シンポジウムの開催を第一の目標とする。さらに、研究グ

ループ間での学術交流を推進させることを第二の目的とする。また、アジアとしての共通

な歴史・文化が、人と人の絆を固くし、高水準の研究へのインセンティブとなるだけでな

く、開発途上国においても困難を克服し、将来的にはアジア全体としての有機化学の底上

げが図れるものと期待できる。 
 
６．平成２１年度研究交流目標 
 
共同研究 

 日本とタイ王国が得意とする天然物有機化学の分野での国際的地位さらに高めるために、

ジュラポン研究所 (CRI)、マヒドン大学及びチュラロンコン大学との「生理活性天然有機

化合物の構造研究、有機合成および活性発現機構の研究」に関する共同研究を継続する。

また、これによって特にタイ側の研究者のより一層の研究力の向上を目指す。一方、中国

北京大学との「計算化学による有機化学反応の反応機構の解明」に関する共同研究は、上

海有機化学研究所とともに中国でいまや世界的水準に達している北京大学との交流を密に

して、拠点機関の構築が一層推進することを目指す。これ以外に、本事業で来日する外国

人研究者と、受入及び国内訪問先の協力研究者との共同研究は随時開始・継続し、恒常的

な人材交流による拠点機関の強化と大学院生を含む人材育成を目指す。 
 
セミナー 

 セミナーによる研究交流は、すでに当初の目標をほぼ達成している。今年度 11 月に、タ

イ王国バンコクで開催が予定されている第 4 回アジア最先端有機化学国際会議では、この

地域の多国間の研究者交流をさらに活発にして恒常的なものになることを目指す。また、

大学院学生の参加発表も奨励し、将来の若手人材育成のための布石とする。一方、アジア
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発の国際化学論文雑誌「Chemistry, An Asian Journal」は、短期間の間にこの分野の学術

雑誌として高い評価を得ることに成功したが、それはこのアジア研究拠点事業の成功と密

接に関連している。この事業を通して、さらに、この雑誌への投稿を促し、トップジャー

ナルへと格上げを図る。 
 
研究者交流 

 アジア最先端有機化学国際会議でレクチャーシップ賞を受賞した研究者の相互招聘事業

は、国際感覚をもった研究者の人材育成に大成功を収めている。今年度は、大学院生を含

めた若手研究者による共同研究を推し進め、その裾野を広げることを目指す。 
 また、拠点事業に参加している 5 ヶ国 6 地域の拠点機関から研究者を招き、研究セミナ

ーとともに今後の事業の展開に関する意見交換をおこない、この地域の研究者交流の一層

の発展を目指す。 
 
７．平成２１年度研究交流成果 

 
７－１ 研究協力体制の構築状況 

 本事業の最終年度となり、当初想定していた以上に強力な研究協力体制が確立したと考

えている。参加各国、地域における有機化学分野の指導的なメンバーが本事業の運営に直

接関わったことで、今年度で 5 回を数えた本事業の最大行事である「アジア最先端有機化

学国際会議」は、そのユニークなスタイルとともに極東アジアの有機化学と関連分野の研

究者の間で十分認知されてきた。参加者は各国から選ばれた最先端研究をリードしている

有機化学者であり、参加者全員が口頭あるいはポスターによる研究発表を義務づけられ、

これをもって研究交流を行ってきた。優れた発表をした参加者には ACP lecture ship 賞が

授与され、受賞者は、次の年に招聘国で数カ所の大学・研究機関を訪問する 1 週間の講演

旅行をすることでさらに交流が深まる、という 2 段構えの交流方式は、通常の国際学会へ

の参加では決して得られない緊密な交流関係を構築するのに非常に優れていることが広く

認識された。なお、この国際的な事業の発足に関わった重要なメンバー、奈良坂紘一（当

時東京大学教授、現在シンガポール南洋理工大学教授）磯部 稔（当時名古屋大学教授、

現在台湾国立清華大学教授）、Sunggak KIM(当時韓国 KAIST、現在シンガポール南洋理工

大学教授)、LIAO, Chun-Chen（当時台湾国立清華大学教授、現在台湾中原大学教授）は、

既に当時の研究機関の定年を迎え国境を越えて別の研究機関に異動しているが、現在も本

事業のインターナショナルアドバイサリーボードとして運営委員会に残り、各国間の調整

や助言をおこなうなど本事業の運営に重要な役割を果たしていることは特筆すべきことで

ある。 
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７－２ 学術面の成果 

 アジア地域からの化学論文の発表数は、現在、世界総数の 30％を超え、北米、ヨーロッ

パと共に研究発信地域の 3 極化が進んでいる。とくに東アジア、中国、韓国、シンガポー

ルからの論文の投稿数の増加は著しい。これまで論文数の多さだけが議論されてきたが、

近年は論文の質も急速に向上しており、アジアのこの地域は量、質ともに国際的に最重要

な地域となっている。これは、アジア各国が今後の生き残りをかけて、有機化学を科学技

術を支える最重要基盤分野と位置づけ、国家政策としてこの分野の振興に力を注いでいる

ためである。 
 日本が今後もこの有機化学分野で世界のリーダーで有り続けるためには、日本の特に若

い化学者が実際にこれらのアジアの国々に赴き、このアジアの状況を自分の目で確認し感

じることが、きわめて重要である。また、成長著しいアジアの研究者と共同研究あるいは

健全な競争を経て切磋琢磨してゆくことは、日本の今後の学術面での発展を支えるために

欠かせない。これが、日本側から見たこの事業の重要な狙いの一つであったが、「アジア最

先端有機化学国際会議」と「ACP lecture ship 賞による研究者の相互招聘」は、この目的

のために十分に機能したと考えられる。この事業による波及効果はきわめて大きく、今後

長期間にわたって信頼関係をともなった人的ネットワーク形成、共同研究などで大きな成

果を生み続けると考えられる。 

 ５年間の事業を通して進展した研究成果は多くの学術雑誌に掲載されているが、代表的

なものを以下に記す。海洋天然有機化合物 malyngamide X の化学全合成と構造決定、抗生物

質 geldanamycin の新しい作用機序に関する研究、タイ産カイコ休眠卵に含まれるタイマー

タンパク質の糖鎖構造の不均一性を明らかにした研究、セレウス菌(Bacillus cereus)による嘔

吐型食中毒の原因毒素 cereulide の高次構造に関する研究（以上は、タイの研究者との共同

研究でおこなわれた）、パラジウム触媒を利用したα,β-不飽和エポキシエステルの２重立体

反転を伴う置換反応の開発、トリクロロガリウムとトリアルキルガリウムを活用した新し

い有機合成反応の開発、昆虫摂食阻害物質 azadirachtin の AB 環部分の効率的合成に関する

研究、 水溶液中での ATP との相互作用によるスペルミジンのコンフォメーション変化、

Ni/AlMe3 触媒によるピリドン誘導体のアルケニル化とアルキル化反応の開発、

Yb(III)-BINAMIDE 触媒による髙エナンチオ選択的な Diels-Alder 反応の開発、オリゴデオキ

シヌクレオシドに含まれる 8-oxo-deoxyguanosine による 8-OxoG-clamp の選択的蛍光消光の

研究、anthrone 型 C-グリコシド cassialoin の全合成などである。 
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７－３ 若手研究者養成 

 本事業の登録研究者は若手が中心であり、毎年開催されているアジア最先端有機化学国

際会議で選ばれている ACP lecture ship 賞の受賞者の大半も若手研究者であった。ACP 
lecture ship 賞の受賞者は、相手国に招聘され数カ所の大学での講演、面談を通して密度の

高い研究交流を行った。訪問先では若手研究者がホストとしての役目を果たし、参加各国

の若手研究者との交流は急速に広がった。これによって、国際感覚を持った若手研究者の

養成で十分な成果が上がった。 
 一方、アジア各国の中堅・老練研究者も若手研究の育成にあたり様々な配慮をしており、

各世代がバランスよく本事業の発展に重要な役割を果たしている。 
 
 
７－４ 社会貢献 

 日本は国土が狭く生物、鉱物資源に乏しいため、海外からこれらを輸入し国内で加工す

ることで付加価値をつけ、輸出して発展してきた。しかし、資源国も確実に技術力を付け

てきており、単にもの作りで付加価値を付ける以外の新しい方策が必要である。日本は、

基礎科学そのものを価値ある物として輸出する時代が来ている。幸い、日本は化学、特に

有機化学の分野ではアカデミアと産業界の両方で世界のフロントランナーとしての確固た

る地位を確立してきている。これを、近年経済発展著しいアジア地域に広げて行くべきで

あろう。これは、社会貢献を超えた世界貢献とも言うべきものになるに違いない。 
 一方、IUPAC との共催で「アジア最先端有機化学国際会議」に併設する形で過去 4 回の

Work Shop を開催してきた。これは、国際会議への参加者だけでなく、本事業の参加国で

あるタイを含むアジアの発展途上国の研究者の養成のために実施してきたものである、毎

回、最先端有機化学の 2 つのトピックスについての講義が開講され、開催地周辺の多くの

大学院生も参加し、今後の継続を望む声も多い。なお、この Workshop の講義はビデオ収

録されており、今後の活用が期待される。 
 
 
７－５ 今後の課題・問題点 

 以上のように、本事業は順調に進行し当初の予定を上回る成果を挙げたと考えられる。

また、平成 22 年度からは、アジア研究教育拠点事業の新規事業として第 2 期の「アジアに

於ける最先端有機化学の新展開」（コーディネータ、千葉大学、西田篤司教授）が採択され、

さらなる展開が期待されている。 
 第 4 回国際会議（タイ、バンコク）の会期中に開催された６ヶ国のコーディネータと協

力校の責任者による本事業の運営委員会（business meeting）では、今後 5 年間の「アジ

ア最先端有機化学国際会議」の開催地を以下のように決定した。2010 年台湾、2011 年香港、

2012 年シンガポール、2013 年日本、2014 年マレーシアである。しかし、各国ともに、こ

の国際会議にかかる過重な費用負担に頭を痛めている。本事業で 2006 年に開催した「アジ



 8

ア最先端有機化学国際会議（沖縄）」の場合も、年間予算では全く不足しており、コーディ

ネータは財源を確保するのに奔走した。しかし予算の繰り越しなどによる 5 年間の全期間

を通した予算運用が可能になれば、この問題はかなり軽減されたと考えられる。今後、本

事業の予算の柔軟利用が可能になるような改善が望まれる。 
 今後の課題としては、本事業に参加していないアジアの国々との関係をどうやって構築

してゆくのか言う点と、北米、ヨーロッパという 2 大研究圏との交流に関することが挙げ

られる。後者に関しては、今年度開催された「第 4 回アジア最先端有機化学国際会議（タ

イ、バンコク）」で、スイスからの参加者 Jay Siegel 教授（Zurich 大学）から相互交流の

打診を受けている。平成 22 年度から発足するアジア研究教育拠点事業「アジアに於ける最

先端有機化学の新展開」での検討課題となろう。 
  
  
７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２１年度論文総数 106 本 
   うち、相手国参加研究者との共著  4 本 
   うち、本事業が JSPS の出資によることが明記されているもの 0 本 
（※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入して下さい。） 
 
８．平成２１年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 

・タイ・ジュラポン研究所 (CRI)から 1 名の研究者が来日し、名古屋大学において「プレ

ニル化されたインドールアルカロイドの合成」関する共同研究を行った。（昨年度からの継

続） 
・タイ・シリナカリンビロート大学から 1 名の研究者が来日し、名古屋大学において「ゲ

ルダナマイシンの構造活性相関と神経保護作用発現機構」に関する共同研究を行った。こ

れは、チュラロンコン大学を含む 3 者間での共同研究である。 
・タイ・マヒドン大学から 1 名の研究者が来日し、東京工業大学において「カテキン系天

然物の合成と分析」に関する共同研究を行った。 
・ACP-lectureship award 受賞者による招聘・派遣研究者は、それぞれ有機合成化学、有

機構造化学、有機材料化学、天然物化学、ケミカルバイオロジーの分野を中心とした有機

化学の最先端分野での共同研究を行った。 
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８－２ セミナー 

 

 平成 21 年 8 月 10、11 日の両日、千葉大学において第 II 期アジアの最先端有機化学—ス

タートアップ会議—を開催した。この会議は、本事業の最終年度にあたり、有機化学分野

の最先端研究情報の交換とともに、参加 6 ヶ国（7 地域）の代表者とマレーシアの代表者か

らなる運営委員会（business meeting）を開催し、face to face で意見を交換し、今後 5 年

間の事業展開計画について議論することを目的とした。学術交流については、2 件の基調講

演と 18 件の招待講演からなる計 20 件の講演がおこなわれ、有機化学の広い分野の最先端

の研究結果が披露され活発な情報交換が実現した。特に、マレーシアからの参加者

Noorsaadah Abd. Rahman 教授（University of Malaya）は、テング熱の治療薬の開発に

関する最新の研究結果を発表し、活発な討論が行われた。運営委員会には参加 6 ヶ国（7 地

域）の代表者 27 名が参加し、過去 5 年間の事業報告と総括、現在の事業の問題点について

意見を交わし、今後 5 年間の国際会議の開催国、新規申請に盛り込む新機軸などについて

議論し、きわめて有意義な会議となった。 
 

 平成 21 年 11 月 29 日から平成 21 年 12 月 3 日までの期間、タイ・バンコクに於いて第 4

回アジア最先端有機化学国際会議（The 4th International Conference on Cutting-Edge 
Organic Chemistry in Asia）を開催した。このセミナーへの参加者は、日本 39 名、中国

18 名、香港 7 名、台湾 16 名、シンガポール 10 名、タイ王国 28 名、韓国 17 名、インドネ

シア 1 名、マレーシア 1 名、ベトナム 1 名、フィリピン 2 名、スイス 1 名の総計 141 名に

及んだ。セミナーは、タイ王国 HRH Princess Chulabhorn Mahidol 王女による特別講演で

幕を開け、基調講演 6 件、招待講演 24 件、ポスター発表 110 件がそれぞれ行われ、参加各

国の有機化学の研究者が最先端の成果を披露した。 

 5 日間にわたり行われたセミナーにおいては、日本・中国・韓国・台湾・タイ・シンガポ

ールにおける研究活動の現状及び成果についての相互理解を深め、各国の実情を理解し合

い、それぞれの課題について議論を深めた。この会議で発表された内容は、天然物化学・

生合成・生物有機化学・コンビケム・構造認識化学・金属有機化学・不斉触媒設計・不斉

合成・遷移金属化学・酸化−還元複合触媒・炭素−炭素結合形成・カルバニオン化学・ラジ

カル化学・超分子化学・分子スウィッチ・光電子移動・ケイ素化学・分子プロープ設計・

分子センサー・計算機化学など、有機化学の新展開領域までをカバーした極めて高い水準

のものもあり、この分野に於けるアジアの力を相互に示す良い機会となった。また、日本

からの参加者は、この状況下今後の日本の学術の方向性は、より創造的な道を追求する必

要性を認識したことも大きな成果の一つである。 
 これらの事業とともに、IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry：
国際純正および応用化学連合)と共催する形で、Work-shop として「天然物合成」（Yao 
Zhu-Jun 中国上海有機化学研究所・教授 ）「天然物の生物有機化学」（磯部稔 台湾国立精

華大学・教授）の 2 つの講義が開催され、タイ王国の大学院生、フィリピン・マレーシア
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からの参加者も含めて 68 人が参加した。また、セミナー終了日の前日には、レクチャーシ

ップ賞選考委員会が開催され、各国が 4〜15 名の招聘研究者を選考し、合計 59 件のレクチ

ャーシップを決定した。期間最終日には表彰式を行い、各国代表から証書が授与された。

日本は、過去最多の 20 名の研究者がこのレクチャーシップ賞を受賞した。 
 なお、この会議での成果は、この事業と時を同じくして創刊されたアジア発の化学雑誌

「Chemistry, Asian Journal 」への投稿が進み、インパクトファクター 4.197 という化学

雑誌では非常に高い評価を得るに至っている。 
 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 昨年度開催された第 3 回アジア最先端有機化学国際会議（中国、杭州）において選考さ

れたレクチャーシップ賞の受賞者 17 名を日本へ招聘し、研究者交流を行った。本研究拠点

事業の協力校メンバーのひとりが、招聘研究者の受け入れ責任者となり、招聘研究者の意

向を聞き、およそ一週間の国内の大学、研究機関への訪問をアレンジする方式でおこなわ

れた。訪問先の各研究機関では、セミナー・講演会を開催するだけでなく、関連研究者の

研究室を個々に訪問する形で、研究者交流を深めた。 
 一方、日本からはのべ 14 名の研究者が、韓国、中国（香港を含む）、台湾、タイ王国、

シンガポールに招聘され、それぞれ、およそ 1 週間の研究交流を行った。これも、訪問先

での講演だけでなく、訪問先の研究者の研究室を訪ねるという方式で、研究交流を深めた。 
 このレクチャーシップ賞の受賞者の相互招聘による研究者交流は、通常の学会への参加

ではなかなか実現できない信頼関係を伴った人的なネットワーク形成に非常に重要な役割

を果たした。 
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９．平成２１年度研究交流実績総人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

（単位：人／人日） 

     派遣先 

派遣元 
日本 中国 韓国 台湾 タイ シンガポール 

マレーシア 

日本側参加研究者
合計 

日本 
実施計画  4/28 2/14 4/28 42/214 2/14 0/0 54/298 
実績 3/20 3/17 4/28 41/247 2/11 0/0 53/323 

中国 
実施計画 8/102  (2/14) (2/14) (20/102) (4/28) (0/0) 8/102 
実績 10/63 (0/0) (0/0) (13/65) (0/0) (0/0) 10/63 

韓国 
実施計画 4/28 (3/21)  (3/21) (16/82) (3/21) (0/0) 4/28 
実績 6/36 (0/0) (0/0) (11/55) (0/0) (0/0) 6/36 

台湾 
実施計画 2/14 (1/7) （1/7）  (11/57) (2/14) (0/0) 2/14 
実績 5/30 (0/0) (0/0) (14/70) (0/0) (0/0) 5/30 

タイ 
実施計画 3/67 (1/7) （1/7） (1/7)  (0/0) (0/0) 3/67 
実績 6/139 (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 6/139 

シンガポール 
実施計画 2/14 (1/7) (0/0) (1/7) (6/32)  (0/0) 2/14 
実績 2/14 (0/0) (0/0) (0/0) (3/15) (0/0) 2/14 

マレーシア 

日本側参加研究者 

実施計画 (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0)  (0/0) 
実績 1/4 (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 1/4 

合計 
実施計画 19/225 4/28 2/14 4/28 42/214 2/14 0/0 73/523 
実績 30/286 3/20 3/17 4/28 41/247 2/11 0/0 83/609 
 

 

※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流した人数・人日数を記載してくだ

さい。（なお、記入の仕方の詳細については「記入上の注意」を参考にしてください。） 

※日本側予算によらない交流についても、カッコ書きで記入してください。（合計欄は（ ）

をのぞいた人・日数としてください。） 

 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

 0 ／ 0  （人／人日）  22／43 （人／人日） 
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１０．平成２１年度研究交流実績状況 
１０－１ 共同研究 

 

整理番号 R－1 研究開始年度 H17 研究終了年度 H21 
研究課題名 （和文）アジアの最先端有機化学 

（英文）Cutting-Edge Organic Chemistry 
日本側代表者 

氏名・所属・

職 

（和文）西川俊夫・名古屋大学・教授 

（英文）Toshio Nishikawa・Nagoya University・Professor 

相手国側代表

者 

氏名・所属・

職 

1) Lin, Guoqiang・Shanghai Institute of Organic Chemistry・Professor
2) Sung Ho Kang・Korea Advanced Institute of Science and Technology 
(KAIST) ・Professor、Kwan Soo Kim・Yonsei University・Professor 
3) Somsak Ruchirawat・Chulabhorn Research Institute・Professor 
4) Biing-Jiun Uang・National Tsing Hua University・Professor 
5) Teck-Peng Loh・Nanyang Technological University・Professor 

交流人数 

（※日本側予算

によらない交流

についても、カ

ッコ書きで記入

のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本   計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画     

実績    

中国 

<人／人日> 

実施計画 2/60   2/60 
実績 0/0  0/0 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 2/60   2/60 
実績 3/122  3/122 

合計 

<人／人日> 

実施計画 4/120   4/120 
実績 3/122   3/122 

② 国内での交流      0 人／0 人日 

２１年度の研

究交流活動及

び成果 

 

 有機合成化学、天然物化学、有機材料化学を中心とした有機化学の基礎

的な領域をカバーする最先端有機化学の分野での研究交流を行った。 

 本事業が共同研究のために研究者の滞在費用を負担したものとしては、

「イソプレニル化されたインドールアルカロイドアルカロイドの合成研究

（昨年度からの継続）」（タイ王国 CRI から名古屋大学）、「カテキンオリゴ

マーの構造解析法開発」（タイ王国 Mahidol 大学から東京工業大学）、「抗

腫瘍性抗生物質ゲルダナマイシンの示す神経保護活性の作用機構解明のた

めの構造修飾」（タイ王国 Srinakharinwirot 大学から名古屋大学）がある。

いずれも、タイ王国からの研究者で短期間の滞在だったが、相手国で困難
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な実験を実施したり最新の分析法を修得するなど、今後の本格的な共同研

究を展開するために必要な予備的な準備と研究打ち合わせが行われた。 

日本側参加者数  

210 名 （13－1 日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

68 名 （13－2 中国側参加研究者リストを参照） 

韓国側参加者数 

31 名 （13－3 韓国参加研究者リストを参照） 

台湾側参加者数   

44 名 （13－4 台湾参加研究者リストを参照） 

タイ側参加者数   

45 名 （13－5 タイ参加研究者リストを参照） 

シンガポール側参加者数   

10 名 （13－6 シンガポール参加研究者リストを参照） 
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１０－２ セミナー 

 
整理番号 S－1 
セミナー名 （和文）第 4 回アジア最先端有機化学国際会議（JSPS, NSPS, 

CBMH-KOSEF, NSCT, NRCT-CRI, IUPAC 後援） 
（英文）4th International Conference of Cutting-Edge Organic 
Chemistry in Asia (supported by JSPS, NSPS, CBMH-KOSEF, 
NSCT, NRCT-CRI, IUPAC) 

開催時期 平成 21 年 11 月 29 日 ～ 平成 21 年 12 月 3 日（5 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）タイ王国、バンコク、CRI カンファレンスセンター 
（英文）Thailand, Bangkok, CRI conference center 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）西川俊夫・名古屋大学・教授 
（英文）Toshio Nishikawa・Nagoya University・Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

RUCHIRAWAT Somsak・Organic Chemistry Division・Vice 
Director, Professor 
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参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（  タイ王国  ） 

 
日本 

<人／人日> 

A. 39/233
B. 0
C. 0

 
中国 

<人／人日> 

A. 0
B. 0
C. 13/65

 
韓国 

<人／人日> 

A. 0
B. 0
C. 11/55

 
台湾 

<人／人日> 

A. 0
B. 0
C. 14/70

 
シンガポール 

<人／人日> 

A. 0
B. 0
C. 3/15

 
タイ 

<人／人日> 

A. 0
B. 0
C. 15/75

 
合計 

<人／人日> 

A. 39/233
B. 0
C. 56/280

 
A.セミナー経費から負担 
B.共同研究・研究者交流から負担 
C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない

でください。） 
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セミナー開催

の目的 
今日、世界の中のアジアがより主体的に高い水準を目指して交流すること

が望まれており、学術研究における「アジア有機化学会議」のような組織

の構築が求められている。初年度に名古屋で開催された第 0 回から過去 4
回にわたって開催されたアジア最先端有機化学国際会議の開催は、いずれ

も第一線級の有機化学の研究者が集結し大成功であった。また、これら会

議のうち、日本の沖縄と韓国釜山、中国杭州で開催された会議では、関連

分野のワークショップを併設し、発展途上のアジア各国の底上げの試みも

行ってきた。今年度の第 4 回国際会議はさらなる成功が期待される。こう

したアジア独自の情報発信は、世界最先端を走るだけでなく、発展の著し

いアジア諸国における化学の正しい理解につながることが期待できる。ま

た、開催地を持ち回りとする中で、日本とアジア諸国とのイコールパート

ナーシップを築く。このような活動を通して、次の若い世代が広い世界観

で学術交流・人物交流をして、重要な国際貢献を果たしていくことが期待

される。 

セミナーの 
成果 

本セミナーにおいては、日本・中国・韓国・台湾・タイ・シンガポールに

おける最先端有機化学の成果研究発表と活発な討論を通し、相互理解を深

め、各国の実情を理解し合い、それぞれの課題についての議論を深めた。

研究発表内容は、天然物化学・生合成・生物有機化学・コンビケム・構造

認識化学・金属有機化学・不斉触媒設計・不斉合成・遷移金属化学・酸化−

還元複合触媒・炭素−炭素結合形成・カルバニオン化学・ラジカル化学・超

分子化学・有機エレクトロニクス・光電子移動・ケイ素化学・分子プロー

プ設計・分子センサー・計算機化学など、有機化学の新展開領域までカバ

ーした極めて高い水準の内容で、この分野のアジアの実力を相互に示す良

い機会となった。この会議で披露された各国の最先端研究の状況を通し、

アジア諸国の有機化学が確かに世界最先端をリードしていることを認識

し、今後の日本の学術の方向性は、より創造的な道を追求する必要性を認

識したことも大きな成果の一つである。 
 セミナー最終日には、ACP-lectureship 賞選考委員会が開催され、各国

が 1 名から 15 名の招聘研究者を選考し、合計 68 件の ACP-lectureship 賞
2009 を決定し、バンケットにて各国代表から証書が授与された。日本は 5
ヶ国の計 15 名の参加者に ACP-lectureship 賞を授与し、来年度日本への約

一週間の講演旅行を約束した。一方、日本からの参加者 39 名から実に過去

最多 20 名の研究者がこのレクチャーシップ賞を受賞し、来年度各国から講

演旅行に招聘されることになった。 
 会期中、本事業の運営委員会（business meeting）が 2 回開催され、次

年度からの第2期のACP事業に関する計画および各国の資金援助の状況な

どについて意見交換を行った。また次回の第 5 回アジア最先端有機化学国

際会議を台湾・台北（2010 年 11 月）にて開催することを確認した。 
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セミナーの 
運営組織 

Somsak Ruchirawat （タイ王国・チュラボン研究所）を組織委員長とし、

日本側の組織委員は西川俊夫（コーディネータ・名古屋大学）がつとめ、

Guo-Qiang Lin（中国・SIOC）、Henry Wong (香港、香港中文大学)、Kim, 
Kwan Soo （韓国・KAIST）、Biing-Jiun Uang（台湾・国立清華大学）、

Teck-Peng Loh（シンガポール、南洋理工大学）が外国組織委員を務めた。

磯部 稔（台湾、国立精華大学）、 Chun-Chen Liao (台湾、中原大学)がイ

ンターナショナルアドバイサリーボードメンバーとして、各国間の調整を

おこなった。日本国内の組織委員は、渡邉秀典（東京大学）、鈴木啓介（東

京工業大学）、山口雅彦（東北大学）、谷野圭持（北海道大学）、西田篤司（千

葉大学）、檜山為次郎（京都大学）、村田道雄（大阪大学）、佐々木茂貴（九

州大学）で構成した。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 国際航空運賃 420 万円 

その他経費 200 万円 

合計 620 万円 

中国側 国際航空運賃 50 万円 

その他経費 95 万円 

合計 145 万円 

韓国側 国際航空運賃 60 万円 

その他経費 75 万円 

合計 135 万円 

台湾側 国際航空運賃 180 万円 

その他経費 50 万円 

合計 230 万円 

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ側 国際航空運賃 80 万円 

その他経費 25 万円 

合計 105 万円 

タイ側 会議開催費 150 万円 

その他経費 50 万円 

海外からの参加者の国内旅費 46 万円 

合計 246 万円 
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整理番号 S－2 
セミナー名 （和文）第 II 期アジアの最先端有機化学—スタートアップ会議— 

（英文）The International Startup Conference of Cutting-Edge 
Organic Chemistry in Asia II 

開催時期 平成 21 年 8 月 10 日 ～ 平成 21 年 8 月 11 日（2 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本、千葉市、千葉大学 
（英文）Japan, Chiba. Chiba University 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）西田篤司・千葉大学・教授 
（英文）Atsushi Nishida・Chiba University・Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

 

 



 19

参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（日本） 

    
日本 

<人／人日> 

A. 10/24
B. ※4/11
C. 0

 
中国 

<人／人日> 

A. 3/12
B. 1/4
C. 0

 
韓国 

<人／人日> 

A. 2/8
B. 0
C. 0

 
台湾 

<人／人日> 

A. 2/8
B. 1/4
C. 0

 
シンガポール 

<人／人日> 

A. 0
B. 1/4
C. 0

 
タイ 

<人／人日> 

A. 2/8
B. 0
C. 0

マレーシア 
日本側参加者 

<人／人日> 

A. 1/4
B. 0
C. 0

 
合計 

<人／人日> 

A. 20/64
B. 7/23
C. 0/0

※ほか 11 名が運営委員会にオブザーバー参加した。 
A.セミナー経費から負担 
B.共同研究・研究者交流から負担  
C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない

でください。） 
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セミナー開催の目的  本事業は、きわめて成功裡に進行してきており、アジアにおける

最先端有機化学分野の研究者交流に大変大きな役割を果たしてき

た。日本を含むすべての参加国が、今後も本事業を継続すべきであ

ると考えている。本セミナーでは、学術交流と共に、参加各国の代

表を交えた運営委員会（business meeting）を開催し、これまでの

事業の総括と今後の展開計画について、意見交換を行うことが目的

である。 
セミナーの成果  学術交流については、計 20 題の講演によって有機化学の広い分

野の最先端の研究結果が披露され活発な情報交換が実現した。特

に 、 マ レ ー シ ア か ら の 参 加 者 Noorsaadah Abd. Rahman 教 授

（University of Malaya）は、テング熱の治療薬の開発に関する最

新の研究結果を発表し、活発な討論が行われた。 
 運営委員会（business meeting）が計 3 回開催され、参加 6 ヶ国

（7 地域）の代表者 27 名が出席した。一回目の会議では、過去 5
年間の事業報告と総括、現在の事業の問題点について意見を交わし

た。2 回目の会議は、IUPAC との連携の方法、ACP に参加してい

ないアジアの国からの参加の受け入れ、来年度から 5 年間の国際会

議の開催国などを議論した。3 回目の会議には、日本学術振興会の

前澤綾子 国際事業部地域交流課長が同席され、まず JSPS による

研究交流支援に関する説明をいただき、この事業について理解を深

めることができた。その後、各国代表との間で、新規申請に盛り込

む新機軸（若手研究者のセッションと junior lectureship の創設な

ど）について、熱心な議論が行われた。また、各国に対してマッチ

ングファンドの申請を確認し、来年度の新規申請にあたって、重要

な話し合いを持つことができ、きわめて有意義な会議となった。 
セミナーの運営組織 西田篤司（千葉大学）を組織委員長とし、千葉大学の本事業の参加

研究者がその運営を行った。また。磯部稔（台湾、国立清華大学）

がインターナショナルアドバイサリーボードメンバーとして、各国

間の調整をおこなった。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 鉄道賃・滞在費     金額 340,000 円 
   国際航空運賃（マレーシアからの招聘）金額 50,000 円

中国側 内容 国際航空運賃      金額 200,000 円 

韓国側 内容 国際航空運賃      金額 100,000 円 
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 台湾側 内容 国際航空運賃      金額 150,000 円 

 
ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ側 内容 国際航空運賃      金額  50,000 円 

 
タイ側 内容 国際航空運賃      金額 100,000 円 
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１０－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

① 相手国との交流   

派遣先 

派遣元 
日本 中国 韓国 タイ 台湾 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 計 

日本 
実施計画  4/28 2/14 2/14 4/28 2/14 14/98 
実績 3/20 3/17 2/14 4/28 2/11 14/90 

中国 
実施計画 6/42  

 
    6/42 

実績 7/51     7/51 

韓国 
実施計画 4/28   

 
   4/28 

実績 4/28     4/28 

タイ 
実施計画 1/7      1/7 

実績 1/9     1/9 

台湾 
実施計画 2/14      2/14 

実績 3/22     3/22 

ｼﾝｶﾞﾞﾎﾟｰﾙ 
実施計画 2/14      2/14 

実績 2/14     2/14 

合計 
実施計画 15/105 4/28 2/14 2/14 4/28 2/14 29/203 
実績 17/124 3/20 3/17 2/14 4/28 2/11 31/214 

②  国内での交流       12 人／19 人日 
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１１．平成２１年度経費使用総額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 5,242,160  

外国旅費 4,163,440 不課税額 
4,163,440 

謝金 0  

備品・消耗品購入費 2,758,735  

その他経費 1,664,027 不課税額 
69,330 

外国旅費・謝金に係
る消費税 

211,638  

計 14,040,000  

委託手数料 1,404,000  

合  計 15,444,000  

 
 
１２．四半期毎の経費使用額及び交流実績 

 

 経費使用額（円） 交流人数<人／人日> 

第１四半期 138,350 3/18 

第２四半期 460,300 32/121 

第３四半期 2,957,516 51/322 

第４四半期 10,483,834 19/191 

計 14,040,000 105/652 
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１３．平成２１年度相手国マッチングファンド使用額 

 

相手国名 

平成２１年度使用額 

[単位：現地通貨] 

（日本円換算額） 

中国 
[145,274 元] 

（200 万円相当） 

韓国 
[12,048,192 ウォン] 

（100 万円相当） 

台湾 
[3,370,407 台湾ドル] 

（1,000 万円相当） 

タイ 
[1,068,965 バーツ] 

（310 万円相当） 

シンガポール 
[22,304 シンガポールドル] 

（150 万円相当） 

 

※ 交流実施期間中に、相手国が本事業のために使用したマッチングファンドの金額につ

いて、現地通貨での金額、及び日本円換算額を記入してください。 

 
 

 
 


