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アジア研究教育拠点事業 
平成２４年度 実施報告書 

 

 

１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関 ： 京都大学 物質－細胞統合システム拠点 

（ 韓 国 側 ） 拠 点 機 関： ソウル国立大学 

（ 中 国 側 ） 拠 点 機 関： 清華大学 

（ シ ン ガ ポ ー ル 側 ）

拠 点 機 関： 

シンガポール国立大学 

 

２．研究交流課題名 

（和文）： アジア発ケミカルバイオロジー                                   

                   （交流分野：ケミカルバイオロジー）  

（英文）： Asian Chemical Biology Initiative                                   

                   （交流分野：Chemical Biology  ）  

 研究交流課題に係るホームページ：http:// www.asianchembio.jp                                         

 

３．採用期間 

平成 23 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

（ 2 年度目） 

 

４．実施体制 

日本側実施組織 

 拠点機関：京都大学 物質－細胞統合システム拠点 

 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：物質－細胞統合システム拠点・拠点長・北川進 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：物質－細胞統合システム拠点・教授・上杉志成 

協力機関：京都大学、北海道大学、大阪大学、独立行政法人理化学研究所、東北大学、東

京大学、早稲田大学、千葉大学、京都府立医科大学、大阪府立大学、筑波大学、

名古屋大学、金沢大学、岐阜薬科大学 

 事務組織：物質－細胞統合システム拠点 事務部 

 

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）国名：韓国 

拠点機関：（英文）Seoul National University 

      （和文）ソウル国立大学 

コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Department of Chemistry, Professor,  

Seung Bum PARK 
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協力機関：（英文）Ewha Womans University, Pohang University of Science and Technology, 

Korean Ocean Research and Development Institute, Yonsei University, 

Dongguk University, Korea University 

（和文）梨花女子大学、浦項工科大学、韓国海洋研究所、延世大学、東国大学、

高麗大学 

 経費負担区分：パターン 2 

 

（２）国名： 中国 

拠点機関：（英文）Tsinghua University 

      （和文）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, 

Yan-Mei LI 

  協力機関：（英文） Chinese Academy of Sciences, Zhejiang University, Peking University, 

Nankai University, National Institute of Biological Sciences, The Chinese 

University of Hong Kong, The Hong Kong Polytechnic University, The 

University of Hong Kong       

 （和文）中国科学院、浙江大学、北京大学、南開大学、北京生命科学研究所、

香港中文大学、香港理工大学、香港大学 

 経費負担区分：パターン 2 

 

（３）国名：シンガポール 

拠点機関：（英文）National University of Singapore 

      （和文）シンガポール国立大学 

コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Department of Chemistry, Professor,  

Young-Tae CHANG 

 経費負担区分：パターン 2 

 

５．全期間を通じた研究交流目標 

本拠点の大目標は、「アジア発のケミカルバイオロジー」を国際協調によって効率化し、

加速することである。ここでいうアジアとは、中国（香港、本土）、韓国、シンガポールと

いった「アジア先進国」だけではなく、「アジア新興国」（ベトナム、フィリピン、タイ、

マレーシア）も含む。 

ケミカルバイオロジーの定義は、「化学を利用して生命の仕組みを解く学問」である。ケ

ミカルバイオロジーといえば、米国からやってきた全く新しい学問のようにきこえる。しか

し、実際はケミカルバイオロジー的な学問は１９７０年代から国内外であった。着目すべき

ことは、近年の化学と生物学の発展により、ケミカルバイオロジー分野は急激に成長し、基

礎研究から創薬研究まで、幅広くアイデアを創出する融合分野となったことだろう。米国で

は研究者人口が急激に増加している。この萌芽的な時期に、日本がリードしてアジアでケミ

カルバイオロジーの拠点を形成し、米国に匹敵する核となることが重要である。そのために

2 つの具体的な目標を設定した。 
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目標①：日本、韓国、中国（香港および本土）、シンガポールなどの「アジア先進国」

を代表するケミカルバイオロジー研究者間で研究資源共同利用、共同研究、情報交

換、人的交換を行い、国際協調によって効率的に研究を推進し、米国と対抗できる

拠点をつくる。 

目標②：上にあげた「アジア先進国」以外のアジア諸国には、ケミカルバイオロジー研

究者は極めて少ない。また、「アジア先進国」の共通課題として、大学国際化推進―

―つまり優秀な外国人留学生の勧誘がある。この 2 つの問題を解決するために、「ア

ジア新興国」から優秀な学生をアジアのケミカルバイオロジー分野にリクルートす

る。ベトナム、フィリピン、タイ、マレーシアから優秀な若い人材のアジア先進国

内での留学を促進し、新興国からの次世代研究者を開拓する。 

 

６．平成２４年度研究交流目標 

 

① 研究協力体制の構築： 

平成 23 年度に構築したケミカルバイオロジー研究者ネットワークを土台に、平成 24 年

度は更に中国参加者の規模を拡大する。中国でトップのケミカルバイオロジスト５人（浙

江大学、北京大学、南開大学）が参加する。更に、平成 24 年 8 月よりニューヨーク大学ア

ブダビ校から Dore 准教授が本事業に参加する。シンガポール・ナンヤン工科大学・Orner

助教授は今年度イギリスに転出するため、本事業から脱退する。University of Auckland(ニュ

ージーランド)から本事業への参加の打診があった。ニュージーランドは厳密にはアジアで

はないのでサテライトとして参加する。昨年度の執行部会議には、同大学国際部より 1 名、

ハノイミーティングには教授 1 名がセミナーと学生とのインタビューにオブザーバーとし

て参加した。その結果、今年度はニュージーランドがホストとなり、8 月に研究交流を行う

ことが決定された。滞在費はすべてニュージーランドが負担する。ニュージーランドはケ

ミカルバイオロジーの振興に興味があり、今後はニュージーランドとも協力して、共同研

究の探索とアジア新興国からの留学生獲得で協力する。 

 

② 学術的観点： 

日本側の各大学と韓国・中国・シンガポール側の各大学との間で開始している個別の共

同研究を継続する。ハノイでの共同研究企画により新しく企画した共同研究および既存の

共同研究から最重要課題を選択し、若手研究者の実行部隊を交換する。お互いの最新の研

究進展、新たな技術、特徴を紹介し、作業分担や共同企画の検討をする。 

 

③ 若手研究者養成： 

日本での外国人若手研究者養成のため、タイの学生や教員にケミカルバイオロジー研究

の魅力を紹介し、有望な学生を面接する。面接は、日本、韓国、中国、シンガポール、ア

ラブ首長国連邦、ニュージーランドを代表するケミカルバイオロジー研究者がアジア新興

国でセミナーをする際に行う。優秀な学生には、国費留学生への推薦や RA への採用をオフ

ァーする。 

コーディネーター上杉教授は平成 24 年 5 月にタイのトップ校であるチュラロンコン大学

を訪問し、平成 25 年 1 月のバンコクミーティングに向けてのネットワークづくりと準備を

進める。また、(独)日本学術振興会バンコク研究連絡センターにも協力を要請した。今後在

タイ日本大使館にも協力要請する。昨年同様、チュラロンコン大学の化学、生物学、バイ

オテクノロジーの修士学生、学部生、若手教員の参加希望者に、本事業のウエブサイトを

通して面接登録を促す。登録者の中から事前に厳選し、最大 50 人に絞る。これら 50 人を

対象として、バンコクで参加国間セミナーを行う際に、現地むけに説明会と面接を同時に

行う。米国留学してしまいそうな真に優秀な学生・教員を強く日本へ勧誘し、平成 25 年度

に 10 名の日本留学を目指す。 
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外国での日本人若手研究者養成のため、タイで行うセミナーと面接会には、若手研究者

（学生・ポスドク）は参加しない。決定権のない若手をむやみに交流させても、共同研究

の大きな推進力とはならない。若手を野放しに交流させて、何か良い共同研究が自動的に

生まれるのではないかと期待するのは、間違いであり、経費の無駄であると考える。共同

研究の方向は、研究室を主宰する研究者同士が決断しなければならない。 

しかし、一旦共同研究の方向性が決まれば、それを達成する方法を若手に任せてみる。

日本人若手研究者（学生・ポスドク）は、アジアの他国に実際の共同研究を実行するため

に派遣する。本年度は特に韓国の大学との共同研究を進める。若手は、研究の成果報告、

問題点、克服法、実験手法の詳細な打ち合わせなどを英語で行う。アジアの共通語として

の英語に慣れ親しみ、実際に活用させる。一方、日本側にも韓国からの若手研究者を受け

入れる。その場合も若手同士で、研究の成果報告、実験の詳細な打ち合わせなどを英語で

行う。若手研究者にとって、幅広い視野と各国・地域とのネットワーク形成の土台を得る

ことは、将来の大きな財産となるであろう。 

若手外国人・若手日本人研究者は、本事業においては研究プロジェクトの実行部隊とし

て参加することで国際プロジェクトの経験を得る。将来的には国際的にリーダーシップの

取れる若手研究者として育成する。 

 

④ ケミカルバイオロジーネットワークの拡大と社会貢献： 

平成 23 年度ハノイミーティングの際に、ベトナム国家大学ハノイ校化学科を訪問した。

現時点で化学科がケミカルバイオロジー研究を行うには、設備・備品面での問題があるが、

今後設備的な問題は解決されるであろう。しかし人的な問題は残る。優秀な学生や若手教

員は多いため、適切な教育がなされれば解決される可能性がある。そこで、前年度に築き

上げたベトナムとのネットワークを利用して、“Asian Chemical Biology Initiative-Sponsored 

Class”を平成 24 年度中に VNU 化学科で開講することを提案し、承認された。このクラスで

は、ケミカルバイオロジーを広く紹介するとともに、真に優秀な大学院生を特定する。京

都大学上杉教授とシンガポール国立大学 Chang 教授が、1 週間の集中講義を担当する。本年

度 1 月に開講予定である。 

 

７．平成２４年度研究交流成果 

 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

平成 24 年度は、前年度に構築したケミカルバイオロジー研究者ネットワークを土台に更

に規模拡大を図るため、各国から厳選された研究者が本事業に参加することとなった。中

国からはトップケミカルバイオロジスト 8 名（浙江大学、北京大学、南開大学、清華大学、

北京生命科学研究所）が本事業に参加し、参加メンバーとの交流や共同研究の模索を行っ

た。平成 24 年 8 月よりニューヨーク大学アブダビ校(アラブ首長連邦)から Dore 准教授が本

事業に参加した。平成 24 年 8 月には University of Auckland(ニュージーランド)がホストとし

て、「アジア発ケミカルバイオロジー(ACBI)」執行部(日本・中国・韓国主要メンバー9 名)

が一同に会し、ACBI-ニュージーランド間の協力体制について話し合った。また University of 

Auckland の 5 名の研究者による研究紹介も行われた。その結果、すでに本事業に参加して

いる Peter Shepherd 教授、Rod Dunbar 教授に加えて、天然物化学分野で著名な女性研究者で

ある Margaret Brimble 教授、バイオテクノロジー・プロテオミクスの Cooper Garth 教授が正

式に本事業に参加することが決定された。ニュージーランドは小さな島国であるため、地

理的に近いアジア先進国との連携を切に望んでいる。特に(1)薬の臨床試験、(2)産官学間の

ネットワーク構築と交流、(3)人的交流という 3 分野において ACBI メンバーと協力し、共

同研究の探索とアジア新興国からの留学生獲得を目指すことで合意した。 

同執行部会議にて、バンコクミーティングの詳細も決議され、平成 25 年 1 月のタイ・バ

ンコクミーティングでは、教授レベルの参加者 39 名（日本 22 名、韓国 6 名、中国 7 名、
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シンガポール 1 名、UAE1 名、ニュージーランド 2 名）が積極的にネットワーク作りに参加

した。 

 

７－２ 学術面の成果 

平成 23 年度に引き続き、平成 24 年度も日本側の各大学と韓国・中国・シンガポール側

の各大学との間で開始している個別の共同研究を継続した。また、平成 23 年度に新しく生

まれた国際共同研究を、平成 24 年 1 月のバンコクミーティングで具体化する事ができた。

今回初参加のメンバーには Scientific Sessions にて各自の研究概要紹介、2 回目の参加者は研

究テーマ・興味ごとに分かれて(focused groups)、4 つの Parallel Sessions で発表を行った。科

学的問題を共有する研究者が集まることで、共同研究のきっかけとなった。バンコクミー

ティングの新たな試みとして、参加者全員にフィードバックシートを配布し、各発表者に

対しての研究の新しいアイディアや提案を記入、フィードバックシートを交換した。この

交換がきっかけとなり、参加者は互いに新しい研究のアイディアを提案、疑問点を質問し

たり、新しい共同研究への可能性を模索した。 

 

７－３ 若手研究者育成 

日本での外国人若手研究者育成のため、平成 24 年度はアジア新興国の顕著な例であるタ

イを取り上げた。東南アジア主要 5 カ国（タイ、ベトナム、インドネシア、フィリピン、

マレーシア）は高い経済成長率を維持し続け、合計名目 GDP は 2014 年に 12％増で 2 兆 4360

億ドルとなる見通し。韓国、台湾、シンガポール、香港の旧新興国の合計額を初めて上回

る。今後のアジア成長、そして世界成長の軸となる。それらの東南アジア新興国から、欧

米の大学は優秀な留学生を獲得しようとしている。グローバル化を課題とする「アジア先

進国」の大学も同様だ。アジア発ケミカルバイオロジーのホームページ上で、予めタイの

化学、生物学などを専攻する学生や若手教員に面接の募集をした。応募者の履歴書を審査

し、36 名を 1 月 27 日（日）午後にプルマンバンコクホテル G で面接をした。各教授は半日

かけて 7 名程度の候補者と 1 対 1 のインタビューを行った。インタビューでは、各研究者

の研究だけでなく、各国、各研究機関への奨学金を得る方法についても丁寧な説明が行わ

れた。タイの学生の英語力と教育レベルの高さ、そして真摯な姿に参加者は一様に感心し

た。1 人当たり 10 分の面接が短く感じた、という参加者の声もあった。インタビューの結

果優秀と判断した学生には国費留学生への推薦を行っている。面接の後にすぐに教授にコ

ンタクトを取り、財団の奨学金に応募を決めた学生もいる。在タイ日本大使館や日本留学

生機構(JASSO)からも日本への留学制度の説明やパンフレットの配布等で協力を頂いた。来

年度以降に奨学金制度を利用して日本でケミカルバイオロジーを学ぶ学生が来日すること

が大いに期待できる。 

前年同様、今回の方法については注目度が高く、在タイ日本大使館、JSPS バンコクオフ

ィス、日本留学生機構（JASSO）の強い協力が得られた。またケミカルバイオロジーの世界

的な専門誌 “ACS Chemical Biology,” “Chemistry & Biology,” “Biochemical Journal”及び公益財

団法人テルモ科学技術振興財団はこの面接に寄附金を提供した。 

今回応募があった 36 名のタイの学生・若手研究者は、応募の段階で留学希望先の研究室

を第 10 候補までを選んでいる。（日本 26、韓国 16、中国 11、香港 4、シンガポール 1、UAE1、

ニュージーランド 4 の合計 63 研究室）そのうち、第 1 留学希望先として、日本 58.3%、韓

国 2.8%、中国 5.6%、香港 2.8%、シンガポール 2.8%、UAE0%、ニュージーランド 27.8%が

選ばれた。第 1～10 留学希望先を総合してみると、日本 56.9%、韓国 14.5%、中国 8.4%、

香港 4.2%、シンガポール 2.1%、UAE2.1%、ニュージーランド 11.7%であった。ただし、全

回答を参加メンバーの数で割ると、選ばれた回数平均は、日本 7.3 回、韓国 3 回、中国 2.5

回、香港 3.5 回、シンガポール 7 回、UAE7 回、ニュージーランド 9.8 回であり、タイでの

ニュージーランドの圧倒的な人気ぶりがうかがえる(下図参照)。昨年同様、シンガポールや

香港の人気も高く、これらの国に共通して言えるのは、英語圏の国であるということだ。 
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 独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）の平成 24 年度外国人留学生在籍状況調査票結

果（http://www.jasso.go.jp/statistics/intl_student/data12.html）によると、タイから日本への留学

生数は 2 年連続で減少している(平成 22 年度 2,429 名、平成 23 年度 2,396 名、平成 24 年度

2,167 名)。平成 22 年を境に日本への留学生数全体は減少傾向にあるのは事実だが、注目す

べきは、タイからの留学生数が全留学生数に占める割合も 4 年連続で減少していることで

ある（平成 20 年度 1,77%、平成 24 年度 1,57%）。タイは平成 19 年度より平成 23 年度まで

の間、出身国（地域）別留学生数は 6 位だったが、平成 24 年度の調査では 8 位となった。

ネパール、インドネシアからの留学生数が圧倒的に伸びた一方、タイの成績優秀者の多く

は、日本ではなく、米国やヨーロッパの研究機関への留学を希望している。 

この結果は、学生インタビュー希望者募集期間にも実際に感じられた。昨年同様、ホー

ムページ上で学生の募集を 2 か月間行い、併せて 40 のタイ全土の大学・学部・教員に募集

案内ポスターを送付、加えて Facebook での書き込み、JSPS Bangkok Office 同窓会員へのメ

ール送付等で告知を行った。募集開始当初の応募数は 1 ケタ台にとどまり、出足が鈍かっ

た。ケミカルバイオロジーという学問自体がタイではまだあまり知られていないことと、

学生が締切間際まで応募を躊躇したことが要因としてあげられる。しかし前途の通り、最

大の原因は成績優秀者の多くが米国やヨーロッパの研究機関への留学を希望していること

である。学生募集に協力を要請したタイトップ校の教員も、応募者数伸び悩みの原因をそ

のように分析した。特に生物医学分野のトップ校であるマヒドール大学の化学科では、大

学院はすべて英語で講義されており、大学院生は流暢な英語を話す。多くの成績優秀者は、

欧米やオーストラリアの大学にすでに一本釣りされている。昨年のベトナムと同じ問題が

タイでも浮き彫りとなった。「日本に留学するには日本語の語学力が前提」という誤解があ

るように思えた。今後我が国の国際化事業を進めていくうえでの大きな課題だろう。 

外国での日本人若手研究者育成という点においては、若手研究者（学生・ポスドク）の

実際の交流の機会はまだ少ない。若手研究者の交流実績としては、平成 24 年 6 月に京都大

学より中国科学院（上海）に若手研究員を派遣、現地研究員と共同研究に関する英語ディ

スカッションや講演の機会を得た。帰国後も若手研究員と中国側との研究は継続している。

また、相手国参加者が日本を訪問した際には、積極的に若手研究者と英語でのディスカッ

ションをさせている。本事業の方策として、共同研究の模索や打ち合わせは教授レベルの

参加者が行い、研究の成果報告・問題点・克服法・実験手法の詳細な打ち合わせなどは若

手に任せている。本事業 2 年度目のバンコクミーティングを終え、国際共同研究を始動す

る参加者が増加したことを機に、今後若手研究者の交流数の増加が見込まれる。 

 

７－４ その他（社会貢献や独自の目的等） 

ケミカルバイオロジーネットワークの拡大と社会貢献 

平成 23 年度の交流でネットワーク基盤を構築したベトナム国家大学（VNU）ハノイ校化

学科において、平成 24 年 1 月 7 日（月）～12 日（金）に Asian Chemical Biology 

http://www.jasso.go.jp/statistics/intl_student/data12.html
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Initiative-Sponsored Class “The Organic Chemistry of Life”を開講した。京都大学上杉及びシン

ガポール国立大学の Chang の 2 名が計 5 日の講義を担当した。約 30 名の Honors Program(成

績優秀者を対象とした特別教育プログラム)在籍中の学部生が受講。Honors Program の学生

は 1 回生時に VNU 外語大学に在籍し、一年間英語で講義を受け、学生の語学力を集中的に

強化する。本講義も全て英語で行われたが、ディスカッションやホームワークでの学生の英

語レベルの高さに講師は一様に感心した。ベトナムの大学では、設備・備品面での問題が深

刻であり、またケミカルバイオロジー研究はほとんどなされていない。本講義により、レベ

ルの高いベトナムの学生にケミカルバイオロジーの教育の機会を与えることで、将来アジア

先進国に留学するきっかけを作り、帰国後にはベトナムを代表するケミカルバイオロジスト

を輩出できると期待する。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

【若手研究者の育成】 

教授レベルの参加者間での共同研究模索、打ち合わせはミーティング等をきっかけに動き

出してはいるものの、実働部隊である若手研究者の交流（派遣・受入）という意味におい

てはまだ交流数が少ない。現状では、若手研究者本人が相手国の研究者と英語でメールを

やり取りし、研究打ち合わせ、情報や問題の共有をしているのだが、今後は若手研究員の

人的交流の数を増やし、アジアを代表する次世代のケミカルバイオロジストの育成を図る

必要がある。 

 

【面接候補者の選抜方法と面接準備】 

平成 23 年度のハノイミーティングでの課題と反省点を元に、バンコクミーティングでは

面接候補者の選抜方法を工夫した。海外に留学するにあたっては高い英語力が必須のため、

ウエブ上での面接登録では language proficiency を 5 段階で自己評価する欄や、TOEFL、

TOEIC 等の点数を入力できるように改良した。バンコクの学生は概して英語力は高かった

が、TOEFL 等のスコアを持っている学生はあまりおらず、5 段階の自己評価も主観的なも

のだったため信憑性に欠けた。 

在タイ日本大使館推薦の日本政府奨学金留学生（研究留学生）に応募する際には、成績要

件として GPA が学部 3.25、修士 3.50 以上を取得していることが必須であり、それに満た

ないものは日本語の試験を受ける事になっている。GPA が足りない理系の学生のほとんど

は日本語の能力試験に意欲を示さず、あきらめざるを得ない。彼らをバンコクで面接し、

国費留学生応募への推薦をしても、応募資格がないのでは本末転倒となる。各国日本大使

館よって国費留学生の応募条件に違いはあるが、今後面接登録の際には、選抜の参考とし

て、学部・修士の GPA の記入を必須とする必要がある。 

最後に、ACBI のバンコクミーティング参加者からは、学生の能力を判断する参考資料と

して、タイの主要大学ランキングをつけてほしいという声があった。インタビューに参加

する ACBI 参加者には、バンコク到着後すぐに学生の CV 集と面接予定表を渡す。限られ

た時間の中で、参加者が効率よく面接予定の学生の学歴や特徴を見るために、今後の第 3

国ミーティングの際には、主要大学ランキングを参考資料としてする事を検討する。 

 

【ベトナムからの留学生獲得方法について】 

平成 23 年度の本事業実施報告書では、日本の国費外国人留学生(研究留学生)の選抜方法に

おける問題点を 2 点提起した。 

(1) 現行の国費外国人留学生(研究留学生)には 2 つのルートがある。大使館推薦と大学推薦

である。大学推薦はどうしても個人的な縁故や過去の留学生のつながりに頼りがちであ

り、真に優秀な学生を網羅的にスクリーニングできているのか疑問である。 

(2) 大使館推薦の場合、大使館で厳正な面接と選考が行われている。在ベトナム日本大使館

の方々との面談でもその様子は明確であった。国税による国費留学生を選出する優れた

方法だろう。唯一の問題点は「日本語能力」の取り扱いである。文・理系を問わず、日

本語の会話力があれば、特別な得点が与えられる。文科系留学の場合は優れた制度であ
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るが、理系留学の場合はどうだろうか。国際化拠点整備事業(グローバル 30)では日本語

能力に関わらず優秀な学生を日本に取り込むことを目標としており、日本のトップクラ

スの理系研究室では英語でミーティングを行っている。このような現行の取り組みと矛

盾が生じる。改善が必要であろう。 

 

上記に加え、新たな問題点を提起したい。京大・上杉とシンガポール国立大・Chang 教授

が平成 25 年 1 月に授業を担当したベトナム国家大学ハノイ校化学科の Honors Program の学

生は 5 年の学部教育の後に海外留学することが前提となっている。この語学と学力を兼ね

備えたトップクラスの学生を確保することが日本の大学にとって重要である。問題は、日

本の国費留学生に彼らが応募できないことだ。大使館推薦国費留学生の選抜は、東南アジ

アそれぞれにおいて、相手国の当局との共同事業である。ベトナムにおいては、ベトナム

側当局の意向により、これらの学部卒業生が研究留学生に応募できないようになっている。

ベトナムトップ校の学生には、大学推薦しか研究国費留学生として日本に来るチャンスは

ない。このため、平成 23 年年度のハノイミーティングの際に面接した学生のほとんどが応

募すらできず、ハノイミーティングに参加した 15 名の教授のうち、ベトナムからの留学生

獲得は 1 人であった(ただし全員が卒業年度ではないため、今後増える可能性はある)。ベト

ナムの優秀な学生のほぼ全てが欧米に流れている。非公式な改善を求めているが、ベトナ

ム当局の反応は薄い。日本国として正式なトップダウンルートで改善を強く要求するべき

である。  

 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２４年度論文総数     1本 

 相手国参加研究者との共著   0本 

  （※ 「本事業名が明記されているもの」を計上・記入してください。）   

  （※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入してください。） 
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８．平成２４年度研究交流実績状況 

８－１ 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 平成23年度 研究終了年度 平成27年度 

研究課題名 （和文）化合物ライブラリーの共同利用 

（英文）Sharing Chemical Libraries 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）佐藤 慎一・京都大学・助教 

（英文）Shinichi Sato・Kyoto University・Assistant Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

（英文） 

Sunghoon Kim・ソウル国立大学・教授 

Ming-Wei Wang・中国科学院・教授 

Young-Tae Chang・シンガポール国立大学・教授 

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 韓国 中国 

シンガ

ポール 
計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>  

日本 

 <人／人日> 

実施計画  1/7 6/29 0/0 7/36 

実績 0/0 5/19 0/0 5/19 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 2/11  (0/0) (0/0) 2/11 

実績 0/0 (0/0) (0/0) 0/0 

中国 

<人／人日> 

実施計画 1/7 (0/0)  (0/0) 1/7 

実績 1/2 (0/0) (0/0) 1/2 

シンガポール

<人／人日> 

実施計画 1/4 (0/0) (0/0)  1/4 

実績 0/0(1/1) (0/0) (0/0) 0/0 

合計 

<人／人日> 

実施計画 4/22 1/7 6/29 0/0 11/58 

実績 1/2(1/1) 0/0 5/19 0/0 6/21 

② 国内での交流       0人／0人日 

日本側参加者数  

     19 名 （１３－１ 日本側参加研究者リストを参照） 

（韓国）側参加者数 

     12 名 （１３－２ 相手国（韓国）側参加研究者リストを参照） 

（中国）側参加者数 

     11 名 （１３－３ 相手国（中国）側参加研究者リストを参照） 

（シンガポール）側参加者数 

     1 名 （１３－３ 相手国（シンガポール）側参加研究者リストを参照） 
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２４年度の研究

交流活動 

 日本‐韓国間の化合物ライブラリー共同利用。平成 23 年度に引き続

き、京都大のライブラリーを供給し、ソウル大でスクリーニングを行

った。 

 京都大－中国科学院間の化合物ライブラリー共同利用。平成 24 年度は

中国科学院のライブラリーで京都大開発のスクリーニングを行う。京

都大より研究員を中国に派遣。中国側の若手研究者との研究打ち合わ

せ、ディスカッション、講演を行った。 

 中国科学院・Wang 教授が京都大を訪問。京都大若手研究者らと共同

研究の進捗状況報告を行った。 

 京都大－シンガポール大の化合物ライブラリー共同利用。それぞれの

化合物ライブラリーを交換し利用した。 

 シンガポール大・Chang 教授が京都大学浜地教授を訪問。共同研究の

進捗状況報告と研究打ち合わせを行った。 

 名古屋大・西川教授、理研・長田教授、筑波大・木越教授、早稲田大・

中尾教授が中国・浙江大学を訪問し、Qi 教授とともに共同研究打ち合

わせ、及び講演を行った。 

２４年度の研究

交流活動から得

られた成果 

本共同研究では、化合物ライブラリーを共有することで、研究資源を有

効利用する。研究資源を共同利用することで、最小限の研究費用で最大

の成果が期待できる。平成 24 年度は中国科学院のライブラリーから京都

大学が有望な化合物を見出した。この化合物から今後の共同研究が広が

るであろう。また、京都大学はシンガポール国立大の蛍光化合物ライブ

ラリーから有望な化合物を見出した。この化合物とそのメカニズムにつ

いて共著論文にまとめ、現在投稿中である。 

このような成功例がバンコク会議で発表され、より多くの研究者が来年

度はライブラリー交換に参加することを決定した。今後の進展が期待で

きる。 
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８．平成２４年度研究交流実績状況 

８－１ 共同研究 

―研究課題ごとに作成してください。― 

整理番号 R－2 研究開始年度 平成24年度 研究終了年度 平成25年度 

研究課題名 （和文）ナノ粒子を用いた細胞表面認識 

（英文）Cell surface recognition using nanoparticles 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）二木史朗・京都大学・教授 

（英文）Shiroh Futaki・Kyoto University・Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

（英文）Jiang Xia・香港中文大学・助教授 

 

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 中国  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日>  

日本 

 <人／人日> 

実施計画  2/8 0/0 2/8 

実績 1/3 0/0 1/3 

中国 

<人／人日> 

実施計画 2/10  0/0 2/10 

実績 (1/2) 0/0 (1/2) 

 

<人／人日> 

実施計画 0/0 0/0  0/0 

実績 0/0 0/0 0/0 

合計 

<人／人日> 

実施計画 2/10 2/8 0/0 4/18 

実績 (1/2) 1/3 0/0 1/3 (1/2) 

② 国内での交流       0 人／0 人日 

日本側参加者数  

     2 名 （１３－１ 日本側参加研究者リストを参照） 

（中国）側参加者数 

     1 名 （１３－３ 相手国（中国）側参加研究者リストを参照） 
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２４年度の研究

交流活動 

・ 2012 年 6 月に京大・二木教授が香港中文大を訪問し、Xia 助教授と共同

研究課題についての具体的な研究打合せと意見交換した。Xia 助教授に

よる「ナノ粒子作製技術」の技術指導を受けた。さらに、香港中文大学

のケミカルバイオロジー関連教授 4名に対して研究討論と意見交換を行

った。さらに、二木側の試料を Xia 助教授に提供し、Xia 助教授の実験

系における応用に関して検討することとなった。 

・ 2012 年 9 月に香港中文大・Xia 助教授が京大・化学研究所を訪問した。

共同研究課題の研究打合せを行うとともに、二木研究室において「ペプ

チドを用いた細胞操作技術」の技術指導を行った。 

・ 同日開催された「第 5 回統合物質フォーラム」で Xia 助教授が講演を行

うとともに、本イニシアチブ日本側参加メンバーの森井孝（京大）研究

室中田栄司講師、菊地和也（阪大）研究室堀雄一郎助教、二木研究室元

博士研究員 Silvia Pujals（現京大 iCeMS）も講演を行い、互いの研究室

における研究成果を紹介するとともに、将来的な共同研究の可能性を検

討した。 

・ 2013 年 1 月のバンコクミーディングにおいて、Xia 助教授と二木が

今後の研究に関する打合せと意見交換を行った。 

２４年度の研究

交流活動から得

られた成果 

京都大・二木教授のもつペプチドを用いた細胞操作技術と、香港中文大・

Xia 助教授のもつナノ粒子作製技術を融合させることにより、細胞膜上、

あるいは細胞内のタンパク質を操作する新しい方法を開発することを目

指し、2012 年 6 月に二木が香港中文大を訪問し、Xia 助教授と双方のニ

ーズとシーズに関して検討を行った。結果、二木が最近開発した膜タン

パク質の会合制御系を Xia 助教授のナノ粒子による細胞表面タンパク質

の可視化に応用することになった。既に二木側から、必要なサンプルの

提供がなされ、現在、Xia 助教授側で実験の取りまとめが行われている

とのことである。うまくいけば論文化につながり、細胞膜上のタンパク

質の可視化に関しての新しいアプローチとなり得、生命現象の解明やこ

れらの関わる疾患の治療や予防にも役立つことが期待される。 
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８－２ セミナー 

―実施した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）日本学術振興会アジア研究教育拠点事業「アジア発ケミカ

ルバイオロジー2013 バンコクミーティング」(日本学術振興会・韓

国・中国・シンガポール・アラブ首長国連合・ニュージーランド合

同会議) 

（英文）JSPS Asian CORE Program “Asian Chemical Biology 

Initiative 2013 Bangkok Meeting (Supported by Korea, China, 

Singapore, UAE and NZ)” 

開催期間 平成 25 年 1 月 25 日 ～ 平成 25 年 1 月 28 日（4 日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）タイ・バンコク・プルマンバンコクホテル G 

（英文）Thailand, Bangkok, Pullman Bangkok Hotel G 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）上杉 志成・京都大学・教授 

（英文）Motonari Uesugi, Kyoto 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) 

Ho Jeong KWON, Yonsei University, Professor 

Yan-Mei LI, Tsinghua University, Professor 

Young-Tae CHANG, Singapore National University, 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. 22/103 

B. 0/0 

C. 0/0 

韓国 

<人／人日> 

A. 0/0 

B. 0/0 

C. 6/20 

中国 

<人／人日> 

A. 0/0 

B. 0/0 

C. 7/24 

シンガポール 

<人／人日> 

A. 0/0 

B. 0/0 

C. 1/4 

アラブ首長国

連邦（日本側） 

<人／人日> 

A. 0/0 

B. 0/0 

C. 1/4 

ニュージーラ

ンド（日本側） 

A. 0/0 

B. 0/0 
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<人／人日> C. 2/6 

合計 

<人／人日> 

A. 22/103 

B. 0/0 

C. 17/58 

 

A.セミナー経費から旅費を負担 

B.共同研究・研究者交流から旅費を負担 

C.本事業経費から旅費を負担しない（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 本セミナーの目標は、「アジア先進国」間の交流と、「アジア新興国」

からの留学生獲得の両方を一気に行うことである。そのため、第３

国であるタイで行う。 

 

①「アジア先進国」間の交流  共同研究参加メンバー（教授レベ

ル）が集中して会議を行うことで、短い時間で効率よく、具体的に

研究資源共同利用、共同研究、情報交換、人的交換を企画する。世

界的にも高いレベルのケミカルバイオロジーコミュニティ形成の

基盤作りを目指す。 

②「アジア新興国」からの留学生獲得 「アジア先進国」の大学は

一様にグローバル化を課題としている。その解決方法の 1つは優秀

な留学生の獲得であろう。特に本事業参加者の中では、ベトナム、

タイ、フィリピン、マレーシアからの留学生を求める声が多い。前

年度の経験を元に、平成２４年度セミナーは、「アジア先進国」で

ある日本・韓国・中国・シンガポール間のセミナーを「アジア新興

国」であるタイ（バンコク）で行い、同時にタイの優秀な若い人材

に留学の機会を与えるための面接を行う。米国留学してしまいそう

な真に優秀な学生・教員を強く日本へ勧誘し、平成 26 年度に 5 名

の日本留学を目指す。 

（日本側コーディネーター・上杉は本事業説明と面接のみ参加。） 

③ タイのケミカルバイオロジーの振興 バンコクのトップ 2 校で

あるチュラロンコン大学、及びマヒドール大学から、ケミカルバイ

オロジー教員を 6名招待し、1人 10分ずつの招待講演を依頼する。

タイでは、欧米で Ph.D.を取得したばかりの若い研究者によってケ

ミカルバイオロジーが広がりつつある。しかし彼らの多くは欧米で

学位を取得したため、日本のケミカルバイオロジストとの交流はほ

とんどない。タイの若手ケミカルバイオロジストの実情を理解し、

タイでのケミカルバイオロジー振興をアジア主導で行う。本プログ

ラム共同研究参加メンバーとの今後の協力の可能性を探る。 
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セミナーの成果 セミナーの開催により以下の成果が得られた。 

・ ケミカルバイオロジー研究者間で研究資源共同利用、共同研

究、情報交換、人的交換。特に今回は Parallel Sessions やフ

ィードバックシートを導入することにより、参加者同士のコ

ミュニケーションが昨年度よりも盛んに行われた。平成 25

年度の国際共同研究のネタが、このセミナーによっていくつ

も生まれた。 

・ セミナー参加者（教授レベル）により決定された共同研究の

実施は各研究室の若手研究者（学生・ポスドク）に任せる。

英語での成果報告、問題点、克服法、実験手法の詳細な打ち

合わせなどを通して若手研究者の育成をはかることが目的

である。平成 25 年度に継続・開始予定の国際共同研究に向

けて、各 PI 間で若手研究者の派遣・受入予定の概要を話し

合った。 

・ タイの優秀な学生で日本に留学を希望する者は、セミナー直

後にコンタクトを取ってきた。メールやスカイプで詳細の打

ち合わせを行ったあと、大使館推薦国費留学制度の案内や推

薦、各種財団奨学金への応募の推薦等、各参加者が積極的に

タイの学生の受入準備を進めている。タイでは 6 月に国費留

学生の選考が大使館で始まる。その結果については次回報告

する。 

・ タイの若手ケミカルバイオロジストと「アジア先進国」のケ

ミカルバイオロジストによる、タイでのケミカルバイオロジ

ー振興。マヒドール大学化学科を訪問した際には、学部長、

関連教員、ACBI バンコクミーティング参加メンバーによる

ショートディスカッションが行われた。マヒドール大学が現

在抱えている問題を質問したところ、2 つの問題点が挙げら

れた。1 つは応用研究に研究資金が重点配分されており基礎

研究への資金が十分でないこと。もう 1 つはケミカルバイオ

ロジー分野の人材不足であった。この二つの問題を解決する

ために、「アジア発ケミカルバイオロジー」とタイとの協力

体制を今後構築する必要がある。平成 25 年度にマヒドール

大学化学科にて Asian Chemical Biology Initiative-Sponsored 

Class の開講を打診中である。 

セミナーの運営組織 上杉志成(コーディネーター・京都大学)が主催した。Sunghoon 

Kim(韓国・ソウル国立大学)、Yan-Mei Li (中国・清華大学)、

Young-Tae Chang(シンガポール・シンガポール国立大学)が海外組

織委員を務めた。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 国内旅費 金額 305,280 円 

 外国旅費  2,950,220 円 

 備品・消耗品購入費  18,678 円 

 その他の経費（セミナー開

催経費、国際郵送料金等） 

 911,595 円 

 外国旅費に係る消費税  193,090 円 

  合計 4,378,863 円 
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（韓国）側 内容 外国派遣旅費 

   セミナー開催経費             

（中国）側 内容 外国派遣旅費 

   セミナー開催経費   

（シンガポ

ール）側 

内容 外国派遣旅費 

   セミナー開催経費   
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８－３ 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 

 

韓国 

 

中国 

 

シンガポー

ル 

アラブ首長

国連邦 

(日本側) 

ニュージー

ランド 

（日本側） 

タイ 

（第 3 国） 

ベトナム 

（第 3 国） 

計 

 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／

人日> 

実施計画  1/4 1/5 0/0 2/8 5/32 1/4 1/4 11/57 

実績 1/6 1/5 0/0 0/0 5/29 2/9 1/6 10/55 

韓国 

<人／

人日> 

実施計画 0/0 

 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

    (3/21)   (3/21) 

実績 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

(1/1) (1/5)   (2/10)   (4/16) 

中国 

<人／

人日> 

実施計画 0/0 0/0 

 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0  

    (2/14)   (2/14) 

実績 3/17 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3/17 

    (2/10)   (2/10) 

シンガ

ポール 

<人／

人日> 

実施計画 0/0 0/0 0/0 

 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

    (1/7)  (1/4) (2/11) 

実績 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

(1/1)      (1/5) (2/6) 

合計 

<人／

人日> 

実施計画 0/0 1/4 1/5 0/0 2/8 5/32 1/4 1/4 11/57 

     (6/42)  (1/4) (7/46) 

実績 3/17 1/6 1/5 0/0 0/0 5/29 2/9 1/6 13/72 

(2/2)  (1/5)   (4/20)  (1/5) (8/32) 

②  国内での交流        1 人／2 人日（4 人/11 人日） 

  

 

所属・職名 

派遣者名 

派遣・受入先 

（国・都市・機関） 
派遣期間 用務・目的等 

浙 江 大 学 ・ 教

授・Jianhua Qi 

 

日本・東京・

京都大学東京

オフィス, 名

古屋・名古屋

大学 

平成 24 年 4

月 

コーディネーター上杉教授と本事業に

関する打ち合わせ及び杭州ミーティン

グに関する打ち合わせを行った。その

後、名古屋大学西川教授及び研究室メン

バーとケミカルバイオロジーに関する

共同研究を行った。 

京 都 大 学 ・ 教

授・上杉志成 

タイ・バンコ

ク・ 

Chulalongkorn 

平成 24 年 5

月 

左記研究機関 Faculty of Medicine, Dr. 

Sunchai Payungporn らとともに、ケミカ

ルバイオロジー分野の研究紹介と人脈
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University ネットワーク作り、ACBI 2013 Bangkok 

Meetingの概要説明と情報収集を行った。 

京 都 大 学 ・ 教

授・上杉志成 

ニュージーラ

ンド・オーク

ラ ン ド ・
University of 

Auckland 

平成 24 年 8

月 

左記研究機関 Rod Dunbar 教授、Peter 

Shepherd 教授らとともに、本事業におけ

るニュージーランド側の協力体制の話

し合い、及び ACBI 執行部会議を行った。

また MQB Chemical Biology and Drug 

Discovery に出席し、ニュージーランド研

究者との意見交換を行った。 

理化学研究所・

主任研究員・長

田裕之 

ニュージーラ

ンド・オーク

ラ ン ド ・
University of 

Auckland 

平成 24 年 8

月 

左記研究機関 Rod Dunbar 教授、Peter 

Shepherd 教授らとともに、本事業におけ

るニュージーランド側の協力体制の話

し合い、及び ACBI 執行部会議を行った。

また MQB Chemical Biology and Drug 

Discovery に出席し、ニュージーランド研

究者との意見交換を行った。 

理化学研究所・

主任研究員・吉

田稔 

ニュージーラ

ンド・オーク

ラ ン ド ・
University of 

Auckland 

平成 24 年 8

月 

左記研究機関 Rod Dunbar 教授、Peter 

Shepherd 教授らとともに、本事業におけ

るニュージーランド側の協力体制の話

し合い、及び ACBI 執行部会議を行った。

また MQB Chemical Biology and Drug 

Discovery に出席し、ニュージーランド研

究者との意見交換を行った。 

北海道大学・准

教授・大栗博毅 

ニュージーラ

ンド・オーク

ラ ン ド ・
University of 

Auckland 

平成 24 年 8

月 

左記研究機関 Rod Dunbar 教授、Peter 

Shepherd 教授らとともに、本事業におけ

るニュージーランド側の協力体制の話

し合い、及び ACBI 執行部会議を行った。

また MQB Chemical Biology and Drug 

Discovery に出席し、ニュージーランド研

究者との意見交換を行った。 

京 都 大 学 ・ 教

授・浜地格 

ニュージーラ

ンド・オーク

ラ ン ド ・
University of 

Auckland 

平成 24 年 8

月 

MQB Chemical Biology and Drug 

Discovery に出席し、ニュージーランド研

究者との意見交換を行った。 

京 都 大 学 ・ 教

授・上杉志成 

韓国・ソウ

ル・梨花女子

大学、延世大

学、東国大学 

平成 24年 10

月 

左記研究機関においてYoungjoo Kwon 准

教授、Ho Jeong Kwon 教授らとともに

ACBI 2013 Bangkok Meeting の打ちあわ

せ、韓国側の事業拡大に向けての話し合

いを行った。 

北京生命科学研

究所・主任研究

員・Xiaoguan Lei 

日本・京都・

京都センチュ

リーホテル

(京都大学) 

平成 24 年

10-11 月 

日本側コーディネーター上杉教授が本

拠点事業説明及び事業打ち合わせを行

った。 

京 都 大 学 ・ 教

授・上杉志成 

タイ・バンコ

ク・ 

Chulalongkorn 

University, 

Mahidol 

University 

平成 24年 11 

月 

Chulalongkorn University, Faculty of 

Science, Dr. Numpon Insin 他、及び
Mahidol University, Faculty of Science,  

Dr. Palangpon Kongsaeree 他とともに、ケ

ミカルバイオロジー研究の研究紹介、人

脈ネットワーク作り、及び ACBI 2013 
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Bangkok Meeting の打ちあわせを行った。 

京 都 大 学 ・ 教

授・上杉志成 

中国・杭州・

浙江大学 

平成 24年 11

月 

左記研究機関において、Jianhua Qi 教授

とともに今後の中国と日本の交流計画、

ACBI 2013 Bangkok Meeting の打ち合わ

せを行った。 

浙 江 大 学 ・ 教

授・Jianhua Qi 

 

日本・福岡・

福岡国際会議

場 

平成 24年 12

月 

本研究課題において、京都大学上杉教

授・理化学研究所吉田主任研究員、長田

主任研究員らと事業打ち合わせを行っ

た。 

京 都 大 学 ・ 教

授・上杉志成 

ベトナム・ハ

ノイ・ハノイ

国家大学 

平成 25 年 1

月 

左 記 研 究 機 関 化 学 科 に お い て 、

ACBI-Sponsored Class の講義及び今後の

協力体制についての打ち合わせを行っ

た。 
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９．平成２４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 

          

派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

韓国 

<人／人日> 

中国 

<人／人日> 

シンガポ

ール 

<人／人日> 

アラブ首

長国連邦 

（日本側）

<人／人日> 

ニュージ

ーランド 

（日本側）

<人／人日> 

タイ 

（第３国）

<人／人日> 

ベトナム 

（第３国）

<人／人日> 

合計 

日本 
<人／人日> 

実施計画  2/11 9/42 0/0 2/8 5/32 24/96 1/4 43/193 

実績 1/6 7/27 0/0 0/0 5/29 24/112 1/6 38/180 

韓国 
<人／人日> 

実施計画 2/11 

 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/11 

    (3/21) (16/64)  (19/85) 

実績 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

(1/1) (1/5)   (2/10) (6/20)  (10/36) 

中国 
<人／人日> 

実施計画 3/17 0/0 

 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3/17 

    (2/14) (12/48)  (14/62) 

実績 4/19 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 4/19 

(1/2)    (2/10) (7/24)  (10/36) 

シンガポ

ール 
<人／人日> 

実施計画 1/4 0/0 0/0 

 

0/0 0/0 0/0 0/0 1/4 

    (1/7) (1/4) (1/4) (3/15) 

実績 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0   0/0 

(2/2)     (1/4) (1/5) (4/11) 

アラブ首

長国連邦 

（日本側） 
<人／人日> 

実施計画 0/0 0/0 0/0 0/0 

 

0/0 0/0 0/0 0/0 

     (1/4)  (1/4) 

実績 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

     (1/4)  (1/4) 

ニュージ

ーランド 

（日本側） 
<人／人日> 

実施計画 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 
 

(2/8) 0/0 (2/8) 

実績 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 (2/6) 0/0 (2/6) 

タイ 

（第 3国） 
<人／人日> 

実施計画 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 
 

0/0 0/0 

実績 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

ベトナム 

（第 3国） 
<人／人日> 

実施計画 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 
 

0/0 

実績 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

合計 
<人／人日> 

実施計画 6/32 2/11 9/42 0/0 2/8 5/32 24/96 1/4 49/225 

     (6/42) (32/128) (1/4) (39/174) 

実績 4/19 1/6 7/27 0/0 0/0 5/29 24/112 1/6 42/199 

(4/5)  (1/5)   (4/20) (17/58) (1/5) (27/93) 

 

※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。） 
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※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（ ）

をのぞいた人数・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>   1/2 (4/11)  <人／人日> 

 

１０．平成２４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 831,860  

外国旅費 5,930,982  

謝金 80,000  

備品・消耗品購入費 1,012,627  

その他経費 1,512,010  

外国旅費・謝金等に
係る消費税 

352,521  

計 9,720,000  

委託手数料 972,000  

合  計 10,692,000  

 

１１．四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 470,253 5/20 

第２四半期 1,449,108 5/29 

第３四半期 1,007,544 10/43 

第４四半期 6,793,095 23/109 

計 9,720,000 43/201 
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１２．平成２４年度相手国マッチングファンド使用額 

相手国名 
平成２４年度使用額 

現地通貨額[現地通貨単位] 日本円換算額 

韓国     13,848000[ウォン]       1,182,000 円相当 

中国       124,464[元]       1,872,000 円相当 

シンガポール  1,776 [シンガポールドル]        135,000 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。 


