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アジア研究教育拠点事業 
平成２１年度 実施計画書 

 
 
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．採用年度 
 平成 １７年度（  ５年度目） 
 
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：研究協力部研究支援課、農学部・経理掛、研究支援掛 
 
相手国側実施組織（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 

      （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 
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(SIOC)・Professor, Past President・Lin, Guoqiang 

 協力機関：（英文）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）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）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 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） 
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 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 University 

      （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・

Biing-Jiun Uang 

 協力機関：（英文）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 

 

 
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
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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

げが図れると期待できる。 

 
 
６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
 アジアに於ける有機化学分野の学術情報・人的交流を目的とした本事業は、以下のよう

に順調に目標を達成しつつあり、国際的にこの分野における極東アジアの存在感をより一

層高めている。 

 

共同研究 

 初年度より開始した共同研究を継続した。これまでのところ、共同研究の相手国が、中

国、タイ王国、韓国に限定されているが、有機合成化学・有機構造化学・有機材料化学・

天然物化学・ライフサイエンスでの幅広い有機化学の最先端分野の共同研究を展開し、共

同研究を通した学術情報・人的交流が一層盛んとなった。 

 

セミナー 
 この事業最大の活動であるアジア最先端有機化学シンポジウムの定期的開催は、すでに

過去４回開催され、以下のように第一の目標は十分達成されている。 

 平成１７年度に第０回アジア最先端有機化学国際会議を名古屋で開催した。約７０名の

参加者をあつめ、各国のコーディネータと今後の基本方針を検討した。参加者全員にポス

ターあるいは、口頭発表を課し、その中から優れた研究発表に対してレクチャーシップ賞

を授与し、次年度の相互招聘事業をおこなうという本セミナーのスタイルを確立した。 

 平成１８年度には 10 月 16 日（月）〜20 日（金）の会期で第１回アジア最先端有機化学

国際会議を那覇で開催した。ノーベル賞受賞者２名及びタイ王国皇女による基調講演をは

じめとする４３件の口頭発表、９２件のポスター発表があった。この中から、優れた研究

４５件を選びレクチャーシップ賞を授与した。IUPAC(International Union of Pure and Applied 

Chemistry：国際純正及び応用化学連合：Project 2005-039-2-300 –Strategic Planning for a new 

East Asian Network for Organic Chemistry；Task Group Chair, 磯部 稔)との共催で「最新マス

スペクトル」「コンピュータを活用した有機化学」に関するワークショップを併催した。 

 平成１９年度には平成１９年９月２日（日）～９月６日（木）の会期で第２回アジア最

先端有機化学国際会議を韓国・釜山で開催し、日本・中国（香港含む）・韓国・タイ・台湾・

シンガポール等から総勢１３８名が参加した。本会議では講演３４件、ポスター発表９０

件がそれぞれ行われた。前年度と同様に IUPAC との共催で「最新核磁気共鳴スペクトロス

コピー」「グリーンケミストリー」に関するワークショップを開催した。 

 平成２０年度には平成２０年１０月１９日（日）～１０月２３日（木）の会期で第３回

アジア最先端有機化学国際会議を中国・杭州で開催し、日本・中国（香港含む）・韓国・タ
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イ・台湾・シンガポール等から総勢１３８名が参加した。本会議ではタイ王国皇女、磯部

稔名古屋大学特任教授による２件の基調講演をはじめとする講演３２件、ポスター発表８

８件がそれぞれ行われた。前年度と同様に IUPAC との共催で「実践的グリーンケミストリ

ー」「ポリマーを活用した有機合成」に関するワークショップを開催した。 
 
 以上の会議では、日本・中国・韓国・タイ・台湾・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

て検討を深めた。研究課題には、天然物化学・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・分子プローブ設計・分子センサー・計算機化学など、有機化学の新展開

領域が含まれ、内容も極めて高く、アジアの力を相互に示すよい機会となった。この会議

で発表された最先端の研究成果は、学術雑誌「Chemistry, An Asian Journal」に次々に投稿さ

れており、アジア発の化学分野の学術雑誌としてすでにトップクラスのジャーナルの地位

を確立した。 

 
研究者交流 
 アジア最先端有機化学国際会議にてレクチャーシップ賞を受賞した研究者の相互招聘講

演事業を行った。第０回の国際会議（名古屋）では１６件のレクチャーシップ賞を授与し

た。第１回国際会議（那覇）では４５件、第２回国際会議（韓国、釜山）では５１件、第

３回国際会議（中国、杭州）では過去最多の５９件のレクチャーシップ賞を選び、その数

は年々確実に増加している。このレクチャーシップ賞を受賞した研究者は、６カ国・地域

に招聘され、おおよそ１週間の訪問講演旅行を行った。受賞者は、招聘国・地域の拠点校、

協力校数カ所を訪問し、講義・講演会・セミナーだけでなく、研究者を個別に訪問し研究

討論するという密度の高い交流をおこない、研究協力体制の構築に大きな進展を見た。 
 なお、この事業がきっかけとなって、有機化学関連の２国間の交流事業が次々と開催さ

れる予定である。例えば、日中若手有機化学シンポジウム（平成 21 年 10 月）、日韓天然物

有機化学シンポジウム（平成 21 年 8 月）、韓中、中タイ（平成 21 年 11 月）、シンガポール

カンファレンス（平成 21 年 6 月）などである。確実に、この事業が実を結びつつある。 
 
 
７．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
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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

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。 
 
 
８．平成２１年度研究交流計画概要 
 
８－１ 共同研究 

以下の共同研究を行い、拠点機関の強化とこの地域の国際的な地位の一層の向上と、人材

育成を目指す。 
１） タイ王国 CRI 及びマヒドン大学の Somsak 教授、チュラロンコン大学との共同研究を

継続し、２名の研究者に名古屋大学で研究を展開してもらう。 
２） 中国北京大学 Zhi-Xiang Yu 教授との共同研究を行う。 
３） 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（リストの研究
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者）を中心として、有機化学に関する諸問題について研究を行う。 
 
８－２ セミナー 

 平成２１年 11 月 29 日から 12 月 3 日の会期でタイのバンコクにおいて第４回アジア最先

端国際会議（ACP-ICCEOCA-4）を開催する。会場はジュラポン研究所（CRI）に併設されて

いるコンベンションセンターで、４泊５日の合宿形式で行う予定である。この会議への参

加者は、各国のコーディネーターが拠点事業のメンバーから選び、派遣に責任をもつ。参

加人員は中国２０名、台湾２０名、日本４0 名、シンガポール５名、タイ王国５０名、韓国

２０名の予定で、総計１５５名程度である。このうち口頭講演発表は３０件で各地域から

指名される。それ以外の参加者も全員がポスター発表を義務づけられる。限られた会期の

中で密度の高い交流を実現するために、宿泊には会議会場に隣接したホテルを使い、１日

３食を共にすることで食事の機会も有効に利用する。なお、将来大きな財産となる「個対

個交流」の特徴を活かすために、学術を離れて半日は当地の見学や文化に触れつつ交流す

る時間も計画する。シンポジウム参加者の航空運賃は自国負担、滞在費は開催国負担とし、

開催国がシンポジウム会場の設営・運営に責任を持つ。参加者は登録料５００米ドルを支

払う。 
 このセミナーでは、さらなる研究者交流を目的として、将来の若手育成の礎となる優れ

た研究発表約５０件を選んでレクチャーシップ賞として表彰する。 
 本セミナーで発表した成果は、アジア発の化学論文雑誌「Chemistry－An Asian Journal」
への投稿を推進し、質の高い研究結果を発信していく。 

 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

・ 第２回アジア最先端有機化学国際会議（中国、杭州）でレクチャーシップ賞を受賞した

５９名の相互招聘事業を行う。 

・ 長期的な若手研究者育成のため、協力校の研究者とともに大学院学生を相互派遣して、

共同研究を実施し交流を行う。具体的には、千葉大学と中国北京大学、名古屋大学と台

湾国立精華大学、九州大学と韓国浦項工科大学校との交流を行う。 

・ 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およそ各１名の研究者を招

き小規模な研究セミナーを開催するとともに、日本側の拠点機関、協力機関の研究者の

参加の下に今後の事業の展開に関する推進会議を開催し、この地域の研究者交流の一層

の発展を目指す。 
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９．平成２１年度研究交流計画総人数・人日数 
９－１ 相手国との交流計画 

 

    派遣先 

派遣元 
日本 

<人／人日> 

中国 

<人／人日>

韓国 

<人／人日>

タイ 

<人／人日>

台湾 

<人／人日> 

シンガ 

ポール 

<人／人日> 

合計 

<人／人日>

日本 

<人／人日> 
 4/28 2/14 42/214 4/28 2/14 54/298 

中国 

<人／人日> 
8/102  (2/14) (20/102) (2/14) (4/28) 

8/102 

(28/158)

韓国 

<人／人日> 
4/28 (3/21)  (16/82) (3/21) (3/21) 

4/28 

(25/145)

タイ 

<人／人日> 
3/67 (1/7) (1/7)  (1/7) 0 

3/67 

(3/21) 

台湾 

<人／人日> 
2/14 (1/7) (1/7) (11/57)  (2/14) 

2/14 

(15/85) 

シンガポール 

<人／人日> 
2/14 (1/7) 0 (6/32) (1/7)  

2/14 

(8/46) 

合計 

<人／人日> 

19/225 

 

4/28 

(6/42) 

2/14 

(4/28) 

42/214 

(53/273)

4/28 

(7/49) 

2/14 

(9/63) 

73/523 

(79/455)

 

 

 

※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流する人数・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 国内での交流計画 

0／ 0 <人／人日> 
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１０．平成２１年度研究交流計画状況 

１０－１ 共同研究 

―研究課題ごとに作成してください。― 

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 

交流予定人数 

（※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> 

    

中国 

<人／人日> 

2/60   2/60 

タイ 

<人／人日> 

2/60   2/60 

合計 

<人／人日> 

4/120   4/120 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２１年度の研 

究交流活動計画

及び期待される

成果 

概要：昨年度同様、本事業を引き続き継続する。すなわち、有機合成化

学・有機構造化学・有機材料化学・天然物化学・ライフサイエンスの化

学を中心として、21 世紀の未来を見すえた最先端有機化学について共同

研究を行う。 

特徴：欧米追従型研究からの脱却を目指し、アジア地域が世界の有機化

学研究のリーダーシップをとれるような共同研究へと発展させる。 

期待される成果：アジア発の国際化学論文雑誌「Chemistry-An Asian 

Journal」はアジアの最先端有機化学の成果を発表し、情報発信する場で

あるが、審査基準が非常に厳しい。本共同研究では、これをクリアでき

る非常に高水準の研究成果が期待できる 
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日本側参加者数  

１９５ 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）側参加者リストを参照） 

（ 韓国 ）側参加者数 

３１ 名 （１３－３ （韓国）側参加者リストを参照） 

（  台湾  ）側参加者数 

４３ 名 （１３－４ （台湾）側参加者リストを参照） 

（ タイ ）側参加者数 

４１ 名 （１３－５ （タイ）側参加者リストを参照） 

（シンガポール）側参加者数 

１０ 名 （１３－６ （シンガポール）側参加者リストを参照） 
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１０－２ セミナー 
―実施するセミナーごとに作成してください。－ 
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 
(※日本以外での開催の場合) 

RUCHIRAWAT Somsak・Organic Chemistry Division・Vice Director, 

Professor 

 
 
 
 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（ タイ ） 

日本 
<人／人日> 

A. 40/200
B. 0
C. 0

中国 

<人／人日> 

A. 0
B. 0
C. 19/95

韓国 

<人／人日> 

A. 0
B. 0
C. 15/75

台湾 

<人／人日> 

A. 0
B. 0
C. 10/50
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タイ 

<人／人日> 

A. 0

B. 0

C. 10/50

シンガポール 

<人／人日> 

A. 0

B. 0

C. 5/25

合計 
<人／人日> 

A. 40/200

B. 0

C. 59/295

 
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。） 
 
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を開催は、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。  
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期待される成果 「学術的側面」・「社会への貢献」：この拠点事業終了時には、アジア

に有機化学の一大拠点が形成され、若い人材を含めたより強力なネッ

トワークが再構築されると考えられる。さらに工業所有権の取得競争

がかなり激しくなっているものと推測されるが、しかし、アジアの有

機化学工業界においても次第に人的ネットワークの効果が浸透し、こ

れに基づいて東アジア化学工業経済圏が実効あるものになりつつあ

るだろうと考えられる。 

「若手研究人材の養成」：過去 4 回のアジア最先端有機化学国際会議

では、計１７１名の研究者にレクチャーシップ賞を与え、加盟国・地

域が相互に招聘し、密接な学術交流を行ってきた。これは科学技術の

みならず「経済的・社会的背景知識」や「国際的洞察力」を身につけ

る絶好の機会であり、アジア地域から国際感覚をもったリーダーを養

成する基盤となることが期待される。 

「先端的学術情報の集約」：アジアの最先端有機化学国際会議の要旨

は、アジアの最先端有機化学研究の情報が満載されており、そこで討

論され批判を受けた学術研究成果は次の段階として、国際誌

（Chemistry-An Asian Journal）に投稿・掲載発表となる。この国際誌

は審査基準が非常に厳しいが、それをクリアした論文は、アジアが世

界の有機化学研究のリーダーシップをとる上で欠かせないものであ

る。学術集会開催の狙いは、学術雑誌に未発表の最先端の最新情報を

face-to-face で交換できるところにある。より新しい情報交換のために

は、印刷物によるアブストラクト（要旨集）などの資料は後の正式論

文投稿の支障となるので、あくまで「口頭での情報集約」となる。 
セミナーの運営組織 西川俊夫（コーディネーター・名古屋大学）を組織委員長とする。

渡邉秀典（東京大学）、中村栄一（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）が国内組織委員を務め、Lin, Guo-Qiang, Yao 

Zhu-jin（中国・上海有機化学研究所）、KANG, Sung Ho, KIM, Kwan 

Soo (韓国・KAIST)、Somsak Ruchirawat (タイ王国・チュラボン研

究所)、Biing-Jiun Uang（台湾・国立清華大学）、が外国組織委員を

務める。 

開催経費

分担内容

と概算額 

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 
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（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 

（タイ）側 国内旅費          30 万円 
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       276 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 

（シンガポール）側 国際航空運賃  80 万円 
その他経費   25 万円 
合計     105 万円 
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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                  

（単位人／人日） 

派遣先 

 

派遣元 

日本 

<人／人日>

中国 

<人／人日> 

韓国 

<人／人日>

タイ 

<人／人日>

台湾 

<人／人日> 

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 

<人／人日> 

計 

<人／人日>

日本 

<人／人日> 

 4/28 2/14 2/14 4/28 2/14 14/98 

中国 

<人／人日> 

6/42  (2/14) (1/7) (2/14) (4/28) 6/42 

(9/63) 

韓国 

<人／人日> 

4/28 (3/21)  (1/7) (3/21) (3/21) 4/28 

(10/70) 

タイ 

<人／人日> 

1/7 (1/7) (1/7)  (1/7) 0 1/7 

(3/21) 

台湾 

<人／人日> 

2/14 (1/7) (1/7) (1/7)  (2/14) 2/14 

(5/35) 

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 

<人／人日> 

2/14 (1/7) 0 (1/7) (1/7)  2/14 

(3/21) 

合計 

<人／人日> 

15/105 4/28 

(6/42) 

2/14 

(4/28) 

2/14 

(4/28) 

4/28 

(7/49) 

2/14 

(9/63) 

29/203 

(30/210) 

② 国内での交流              0  ／  0  <人／人日> 
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１１．平成２１年度経費使用見込み額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 

国内旅費 
3,906,000 15 万円×15 名(招聘) 

13800×120(共同研究) 
 
10 万円×14 名（派遣） 
10 万円×40 名(ICCEOCA-4) 

外国旅費 
5,400,000

謝金 100,000  

備品・消耗品購
入費 

2,364,000
 

その他経費 2,000,000  

外国旅費・謝金
に係る消費税 

270,000  

計 14,040,000
研究交流経費配分額以内であ
ること 

委託手数料 1,404,000
研究交流経費の１０％を上限
とし、必要な額であること。 
また、消費税額は内額とする。

合  計 15,444,000  

 

 

１２．四半期毎の経費使用見込み額及び交流計画 

 

 経費使用見込み額（円） 交流計画人数<人／人日> 

第１四半期 912,500 7/49 

第２四半期 912,500 7/49 

第３四半期 9,192,500 49/309 

第４四半期 3,022,500 10/116 

合計 14,040,000 73/523 

 


