
様式７ 

アジア研究教育拠点事業 
最終年度 実施報告書（平成２３～２７年度） 

 

 

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 

（ 5 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、東京農工大学、慶応義塾大学 

 事務組織：京都大学吉田南構内共通事務部 

 

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 Institute of Ocean Science and Technology, Yonsei 

University, Dongguk University, Korea University 

（和文）梨花女子大学、浦項工科大学、韓国海洋科学技術院、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, Nanjing University, 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、南京大学、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．研究交流目標 

５－１．平成２７年度研究交流目標 

＜研究協力体制の構築＞ 

 

本事業最終年度である平成 27年度は、事業終了後のネットワーク継続を見据え、参加者間

の国際共同研究の推進と成果発表の促進、人的交流のバックアップ、ACBI と第三国とのネ

ットワーク強化を中心に行う。平成 27年度は新たに東北大・有本博一教授、東京農工大・

長澤和夫教授、桜井香里准教授、慶応大学・井本正哉教授が日本側参加者として加入、 The 

University of Hong Kong, Xiang David Li助教授が中国側参加者として加入することが決

定した（本事業では、レベルの高いネットワークを維持するために、新規参加者は各国コ

ーディネーターの推薦を必要とする）。これにより、PIレベルの ACBI参加者は 82名となる。 
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＜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、研究のスピード化を実現させる。人的交流の機会を増やし、技術・アイディ

ア交換の場を設ける。その一環として、シンガポール国立大学 Chang教授は 2016 年 4月に

1 ヶ月かけて日本各地の研究機関を訪問し、11 機関・19 名の本事業参加者との共同研究打

ち合わせ、セミナー等を実施する予定である。Chang 教授の持つイメージング技術は世界的

によく知られている。日本側各参加者の持つ分野・技術との融合を図ることにより、新し

い成果・応用が大いに期待できる。従来は ACBI第三国ミーティングで年に一度しか交流の

なかった参加者が、本事業を利用して互いに派遣・受入を積極的に行うようになった。本

事業開始より 4 年が経過し、交流の機会も増えることで、成果発表までの時間も短縮され

ることが見込まれる。 

 

平成 28年 1月、インドネシア・ジャカルタにおいて ACBI 2016 Jakarta Meetingを開催予

定である。各参加者の研究を紹介し、本事業終了後も継続可能な共同研究への可能性を模

索する。既に開始している共同研究課題については、成果発表までのマイルストーンと目

標を具体的に確認する。本事業の大目標である①「アジア先進国内」、及び、②「アジア新

興国」と築き上げた「アジア発ケミカルバイオロジー」を継続するための戦略、アイディ

アを参加者間で議論しあう。 

 

＜若手研究者育成＞ 

 

日本での外国人若手研究者養成：昨年度、マレーシア UMS にて実施した Tutorial Session

が現地学生・教員から高く評価された。Tutorial Session を平成 28年 1月に開催する ACBI 

2016 Jakarta Meeting においても実施する。インドネシアの学生や教員にケミカルバイオ

ロジーの基礎的なミニ講義を提供する（京都大・上杉、ソウル国立大・Park、北京大・Chen、

シンガポール国立大・Chang 教授が担当）。ミーティング後半は例年通りインドネシアの有

望な学生を面接する。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は平成 27 年 5月、10月の 2度にわたり、インドネシアのトップ校で

あるインドネシア大学、バンドン工科大学を訪問し、平成 28年 1月のジャカルタミーティ

ングに向けてのネットワークづくりと準備を進める。すでにインドネシア科学技術大臣補

佐 Leonardus B.S. Kardono氏、インドネシア大学副学長 Arry Yanuar氏、バンドン工科大

学薬学部長 Daryono Hadi Tjahjono氏、インドネシア日本大使館 科学技術担当者、教育・

国費留学担当者からは、本事業に対する支援の言質を得ている。例年通り、インドネシア

トップ校の化学、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、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 29年度に 5名の日本留学を目指す。 

 

外国での日本人若手研究者養成： これまでの交流で決まった国際共同研究の実行部隊と

して、平成 27年度早期に日本人若手研究者（学生・ポスドク）をアジアの他国に派遣、ま

た、韓国・中国・シンガポールからの大学院生の 1 か月程度の受入を積極的に行う。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。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。本事業では引き続き、若手外国人・若手日本人研究者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て、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ことを目標とする。平成 28年 1月に行うジ

ャカルタミーティングにおいては、若手の交流によって得た成果を PIがまとめ上げ、成果

達成までの道のりを PI同士で確認する作業を行う。ジャカルタミーティングは基本的には
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PI レベルのみの参加であるが、次世代育成のため、今年度は例外的に准教授・助教レベル

の参加・発表も認め、通常通り参加者全員が発表を行う形式とする。 

 

＜その他（社会貢献や独自の目的等）＞ 

 

平成 27 年 11 月に、ベトナム・ベトナム国家大学ハノイ校化学科において 1 週間の Asian 

Chemical Biology Initiative-Sponsored Class（京都大学・上杉、シンガポール国立大・

Chang）を開講予定である。修了者全員に修了証明書を発行し、成績上位 5 名には特別に 

“Certificate of Excellence”を授与する。1 週間の集中講義を修了した学生は、将来の

海外留学応募時や就職活動の際に、ACBI-Sponsored Class 修了を記載する事が出来る。ベ

トナムにケミカルバイオロジーの学問を浸透させる若い芽を育てるきっかけとなるであろ

う。 

 

同様の講義はマレーシア・マレーシア大学サバ校においても開講の依頼があり、開講時期

や詳細を UMS 側と検討中である。 

 

 

５－２．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。 

目標①： 日本、韓国、中国（香港および本土）、シンガポールの「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。 

 

 

目標に対する達成度とその理由 

 □研究交流目標は十分に達成された 

 ■研究交流目標は概ね達成された 

 □研究交流目標はある程度達成された 

 □研究交流目標はほとんど達成されなかった 
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【理由】 

  

目標①においては、アジア最大のケミカルバイオロジーネットワーク構築、及び若手研

究員や大学院生の派遣・受入を実施し、アジア全体のケミカルバイオロジーのレベル底

上げに貢献した。一方で、当初予想していたほどの共同研究や成果発表までのスピード

化には至らなかった。 

 

目標②については、「アジア新興国」であるベトナム・タイ・フィリピン・マレーシア・

インドネシアで第三国セミナーを実施し、ケミカルバイオロジーの啓蒙活動と優秀な学

生のリクルートに成功した。 

 

今後は「アジア先進国」と「アジア新興国」を巻き込んだケミカルバイオロジーネット

ワークの拡充を予定している。 

 

６．研究交流成果 

６－１．平成２７年度の成果 

（研究協力体制の構築状況、学術面の成果、若手研究者育成、社会貢献や独自の目的等

についての平成２７年度の成果を簡潔に記載してください。なお、交流を通じての相手

国からの貢献及び相手国への貢献を含めてください。） 

 

＜研究協力体制の構築＞ 

本拠点の目標に賛同する合計 5名の新規メンバーが日本・中国側より参加。これにより

「アジア発ケミカルバイオロジー」ネットワークは計 82 名の教授レベル参加者による

アジア最大のケミカルバイオロジスト集団となった。この世界的に見ても規模の大きな

集団をさらに活性化するために、各国コーディネーター、本拠点参加メンバー（教授レ

ベル）、及びアジア新興国の代表者と新たな戦略を協議した。引き続き「アジア先進国」

内での国際共同研究を加速しつつ、「アジア新興国」特に既訪問国であるベトナム、タ

イ、フィリピン、マレーシア、インドネシアでのケミカルバイオロジー啓蒙活動と、未

訪問のアジア新興国地域での学生リクルート活動を継続するために、「ケミカルバイオ

ロジー戦略的アジア拠点」構想を企画した。オンライン edX講義を利用した教育資源の

共同利用等の新たな提案を盛り込み、「アジア先進国」からの参加者に加えて、「アジア

新興国」の代表者 6名を「準メンバー」として迎え入れることとした。この構想を日本

学術振興会 研究拠点形成事業 B.アジア・アフリカ学術基盤形成型へ申請し、平成

28 年度～30 年度実施課題として採択された。これによって、本事業の成果は新たなフ

ェーズを迎える。 

 

＜学術的観点＞ 

日本側と中国・韓国・シンガポール側との間で開始している個別の共同研究を継続した。

国際共同研究については、平成 28年 1月実施の ACBI 2016 Jakarta Meeting内の Scientific 

Sessionにて研究内容に関する具体的な打ち合わせ、進捗報告を行った。Scientific Session

はクローズド会議とし、秘密保持契約書に署名の上、参加者全員が論文発表前の研究成果

発表をした。メンバー間での既存の国際共同研究課題がある場合には、その進捗状況報告

を発表することとした。参加者らは Scientific Session内のディスカッションのみならず、

コーヒーブレイクや食事の際にも研究討論を重ねた。セミナー実施 3 週間前にジャカルタ

市内で起こったテロ事件の影響を受け、当初計画していた参加人数よりも少ない参加者で

のセミナーとなった（本拠点からの参加者 22名、及びインドネシア側から 3名の研究者が
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参加）。しかし、少人数である分、密度の濃い会合となった。5 年前の事業開始当初は、教

授レベルの参加者でも英語での討議にまだ不安が残るものもいたが、5年間セミナーを重ね

ることで英語で密度の濃い活発な議論ができるようになった。これは本事業の成果といえ

る。 

 

シンガポール国立大学 Young-Tae Chang教授は、本拠点を利用し平成 27年 4月に 1か

月弱日本に滞在し、本拠点 PI メンバー19 名との共同研究打ち合わせ、セミナー実施、

若手を含む日本側研究者との交流を行った。Chang 教授の持つイメージング技術は世界

的によく知られており、日本の各訪問先でのディスカッションにおいては、各自が持つ分

野・技術と Chang 教授の技術の融合を熱心に話し合った。また Chang 教授は韓国で博士号

取得後に渡米、ニューヨーク大学で PIとなったのちに、シンガポール国立大学の教授とな

った経歴を持つ。Chang教授の国をまたいだキャリアパスは、日本人若手研究員や大学院生

のロールモデルとなるであろう。 

 

＜若手研究者育成＞ 

日本での外国人若手研究者育成：本事業最終

年度である平成 27年度は、人口が世界で 4番

目に多いインドネシアを取り上げた。平成 28

年 1 月開催の Jakarta Meeting にて面接会を

設けるために、平成 27 年 10 月ごろより本拠

点ウエブサイトにて面接会応募用のページを

公開。インドネシアの主要大学や在インドネ

シア日本大使館を通して宣伝活動を行った。

書面にて成績・英語力・人物の優秀さをある

程度特定できるように質問内容には GPA や従

来の質問に加えて、リーダーシップの経験や

キャリアの目標を書かせることにした。イン

ドネシア全土より 55名の応募からの応募があ

り、履歴書を厳正に審査し、優秀な学生・若

手教員 26名を Tutorial Session 及び Interview Sessionに招待した。 

 

Tutorial Sessionでは、3名の本事業メンバー（上杉、Chang、吉田）がケミカルバイオロ

ジーの基本的概念を授業方式でわかりやすく解説した。選抜された 26名のインドネシア学

生に加え、本セミナーのインドネシア側参加者や本事業メンバーらも聴講し、会場は満席

となった。引き続き、Interview Session を実施。各教授は 8名の候補者と 1対 1のインタ

ビューを 10 分ずつ行った。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。本事業で過去にベトナム、

タイ、フィリピン、マレーシアでの面接会に参加した教授は、インドネシアの学生の熱意

に感心し、是非優秀な学生をリクルートしたいとコメントした。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。 

 

今回応募があった 54 名のインドネシア学生・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 37、韓国 17、中国 14、香港 5、シンガポール 1、

UAE1、ニュージーランド 4、インド 3の合計 82研究室）そのうち、第 1留学希望先として、

日本 67.3%、韓国 20.0%、中国 0%、香港 0%、シンガポール 0%、UAE1.8%、ニュージーランド

10.9%、インド 0%が選ばれた。第 1～10留学希望先を総合してみると、日本 55.7%、韓国 22.5%、

中国 6.6%、香港 1.8%、シンガポール 1.6%、UAE0.8%、ニュージーランド 9.4%、インド 1.4%

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 7.4

回、韓国 6.5 回、中国 2.3 回、香港 1.8 回、シンガポール 8回、UAE4 回、ニュージーラン

 
ACBI 2016 Jakarta Meeting Interview Session の様子 
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ド 11.5 回、インド 2.3回。ニュージーランド、シンガポール、つまり英語を公用語とする

国の変わらぬ人気ぶりがうかがえる。過去 5 年間の留学希望先データは下記「６－２．全

期間にわたる研究交流成果」にて分析する。 

 

日本人若手研究者育成： ACBI One-Month Personnel Exchange Programの一環として韓国・

梨花女子大学から 2 名の大学院生を京都大学に 3 週間受入。京都大学の持つ化合物ライブ

ラリーを利用した共同研究を遂行するとともに、スクリーニング技術習得や研究手法につ

いてのトレーニングを行った。日本側の受入準備、研究から生活面までのほとんどを日本

人の若手研究員・大学生らに任せた。ともに第二言語である英語を駆使し、研究討論や実

験の遂行にいそしんだ。本共同研究は平成 28年度中の論文発表を目指している。 

 

＜その他（社会貢献や独自の目的等）＞ 

平成 27 年 8 月に韓国・梨花女子大学薬学部において 5 日間、Asian Chemical Biology 

Initiative-Sponsored Class（京都大学・上杉）を開講した。特に梨花女子大学では本事

業の新たな試みとして、edX(MIT とハーバード大学が無料で提供する非営利のオンライン講

座) を利用した反転授業を行った。反転講義では、日本側コーディネーター上杉が担当し

ている日本初の edX講義「The Chemistry of Life」を受講者が自宅で視聴し、実際の授業

では演習を行う。この「反転講義」の手法は京都大学でも実践している。梨花女子大学の

長い歴史の中で初めての反転講義となった。梨花女子大学ではオンライン講座と反転事業

の導入を検討しており、学生や教員は注目した。ベトナム国家大学ハノイ校でも、同様の

反転講義を 2 日間で行った。修了者全員に修了証明書を発行、成績上位 5 名には特別に 

“Certificate of Excellence”を授与した。集中講義を修了した学生は、将来の海外留学

応募時や就職活動の際に、ACBI-Sponsored Class修了を記載する事が出来る。この手法は、

ケミカルバイオロジーの学問を新興国に浸透させると期待できる。本事業の進化版である

研究拠点事業「ケミカルバイオロジー戦略的アジア拠点」でも基幹的な活動として継続す

る。 
 

同様の講義は平成 27 年度中にマレーシア・マレーシア大学サバ校において開講を予定して

いたが、先方との都合がつかず、平成 28年度以降に再度調整を行うこととなった。 

 

（１）平成２７年度に学術雑誌等に発表した論文・著書  9本 

うち、相手国参加研究者との共著        0本 

（２）平成２７年度の国際会議における発表       15 件 

    うち、相手国参加研究者との共同発表      0件 

（３）平成２７年度の国内学会・シンポジウム等における発表 11件 

    うち、相手国参加者との共同発表        1件 

（※ 「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。） 

 

 

６－２全期間にわたる研究交流成果 

（１）研究協力体制の構築状況 

① 日本側拠点機関の実施体制（拠点機関としての役割・国内の協力機関との協力体制

等） 

 

 平成 23 年度の本事業開始以来 5年間、日本側拠点機関がリードをとり、日韓中新のケ
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ミカルバイオロジーネットワークの基盤構築を行った。日本側コーディネーター上杉

が中心となり、本事業開始の 4 年前より参加 4 カ国のメンバーとの綿密な協議・準備

を開始していたため、事業開始以降の基盤形成、各年度の実施計画、進捗報告、セミ

ナー開催等をスムーズに行うことができた。 

 

 日本のケミカルバイオロジー研究室が抱える問題点や到達目標を、日本を代表するケ

ミカルバイオロジー分野の教授と共有した。設立当初は 9 機関、19 名の教授レベル研

究者が本拠点に参加した。本拠点の革新的かつ実験的な活動が注目されるようになり、

5年間で 16 機関、37 名の日本側参加者（教授レベル）が本拠点に参加することとなっ

た。 

 

 日本側拠点機関が、日本側参加者の人的交流（相手国への派遣、受入）、セミナーの

企画・運営等、本拠点の共同研究・セミナー・研究者交流にかかる業務のすべてを

執り行った。また日本側参加者に対して、国費留学生度の情報共有や、相手国若手研

究者受入の募集、相手国が主催する若手研究者を中心としたセミナーや会議の募集等

の案内を積極的に行った。 

 

 第三国セミナーの開催に向けて、各国主要機関（ベトナム国家大学ハノイ校(VNU)総長、

京都大学-VNU 共同事務所(VKCO)、在ベトナム日本大使館、在タイ日本大使館、日本留

学生機構(JASSO)、JSPS バンコクオフィス、在フィリピン日本大使館、JSPS フィリピ

ン同窓会、Universiti Malaysia Sabah (UMS)、在インドネシア日本大使館、等）や各

国トップレベルの大学等、多数の現地機関、関係者に協力要請を行い、第三国でのセ

ミナーやケミカルバイオロジー啓蒙活動を成功へと導いた。 

 

② 相手国拠点機関との協力体制（各国の役割分担・ネットワーク構築状況等） 

 

 韓国・Seung Bum PARK教授、中国・Yan-Mei LI教授、シンガポール・Young-Tae CHANG

教授が各国コーディネーターを務めた。各国からの新規参加者の推薦に際しては、各

コーディネーターの裁量において決定し、レベルの高いケミカルバイオロジーネット

ワーク構築に協力した。セミナー参加時には各国コーディネーターが海外組織委員を

務めた。 

 

 人脈と信頼関係に重きを置くアジアの文化においては、知人・友人・関係者を介して

本拠点事業の紹介と協力要請を行うことが効果的である。第三国セミナー開催を企画

する段階で、日本側コーディネーターである上杉が各国コーディネーターと共に様々

なチャンネルを駆使して、各国トップ校、科学技術省、大使館等から協力を得ること

ができた。 

 

 相手国拠点機関との協力体制強化のため、各国トップレベルのケミカルバイオロジス

トをメンバーにリクルートした。本拠点を開始した平成 23年度当初、中国では海外留

学で流れてしまった優秀な研究者を自国に取り戻す国策を実行している最中であり、

帰国直後の新進気鋭のケミカルバイオロジストが研究室を主宰したばかりであった。

中国側はそのような若手 PI に目を付け、中国メンバーの増加を試みた。5 年間で 7 名

から 19 名へと拡大した。また平成 24 年にはニュージーランドの研究者 4 名、アラブ

首長国連邦 1 名、インド 3 名を第三国参加者として追加。女性の研究者も積極的に拠

点に勧誘した。 

 

③ 日本側拠点機関の事務支援体制（拠点機関全体としての事務運営・支援体制） 
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 京都大学物質-細胞統合システム拠点では通常英語を公用語としていることから、

拠点の事務運営や支援を英語で効率よく行ってきた。本拠点にかかる人的交流、セ

ミナー開催のすべてを取りまとめた。初年度は運営方針の決定、ウエブサイトの開

設と運営、セミナー開催準備等に時間を要したが、2 年度目以降は初年度に構築し

たシステムの改善・向上を図った。第三国セミナー開催時には本拠点の事務運営に

かかる旅費・人件費を極力抑え、現地の大学に支援スタッフを要請した。現地の事

情に詳しいスタッフを配置することで、不慣れな土地においてもセミナー運営をス

ムーズに行うことができた。少ない人数で効率の良い事務運営を果たすことができ

た。 

 

 本事業の毎年度の実施計画書・実施報告書類作成のための情報収集、データ収集、

書類作成についても運営事務サイドですべて行った。 

 

 「アジア新興国」からの優秀な学生を「アジア先進国」の大学・研究機関に留学さ

せるためには、第三国セミナーの面接会でより質の高い学生を選抜することが重要

となる。アジア新興国の学生が面接会にウエブ応募する際に、書かせた内容だけで

その学生の優秀さを判断できるように、質問内容を工夫した。「アジア新興」学生

の留学希望先や希望分野と「アジア先進国」教授の専門分野がよりマッチするよう

に工夫を図るとともに、教授陣の情報源である各自の研究室ウエブサイトの英語で

の情報発信を呼び掛けた。 

 

（２） 学術面の成果 

 

 本拠点参加者の多くはインパクトファクターの高い学術誌に論文を発表した。その多

くは未発表段階で本事業のセミナーで議論したものであった。つまり、国際的な評価

を発表前に知ることにより、よりレベルの高い成果となったと考えられる。特に、研

究室を主宰して間もない比較的若手の参加者、第三国トップレベル校からの参加者に

とっては、ケミカルバイオロジー分野で著名な教授陣から意見やアドバイスを乞うま

たとない機会であった。実際、本事業の国際的な議論環境を謝辞した論文が 21報ある。 

 

 国際共同研究が開始された。一言にケミカルバイオロジーといっても分野やバックグ

ラウンドは様々である。通常のシンポジウムでは中々他国の研究者と頭を突き合わせ

て討論する機会がないが、本ネットワークでは短期間に集中してセミナーを行い、共

同研究の機会を生み出してきた。本拠点を通して築き上げたケミカルバイオロジーネ

ットワークを土台に、「アジア先進国」内のみならず、「アジア新興国」も巻き込んで

の共同研究が期待できる。初期に計画された共同研究のいくつかは共著論文として発

表された。ケミカルバイオロジーは息の長い研究である。今後、さらなる共著論文の

発表が期待される。 

 

 5年間で 5回の第三国セミナーを実施したところ、ACS Chemical Biology、Chemistry and 
Biology等のジャーナルがスポンサーとなり、3誌に本拠点のミーティングレポートを

掲載した。アジア発ケミカルバイオロジーの注目の高さがうかがえる。 

 

（３）若手研究者育成 

日本での外国人若手研究者養成 
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 「アジア新興国」として注目されている 5 か国（ベトナム・タイ・フィリピン・マレ

ーシア・インドネシア）にて、あらかじめ提出された書類審査から選抜された優秀な

学生計 175 名に対し、ケミカルバイオロジーの学問を導入し、面接会を行った。これ

らの国々ではケミカルバイオロジーの学問自体があまり普及しておらず、本面接会の

応募者数が伸び悩んだ。しかし、現地大学や研究機関等の協力をえて、学生一人一人

と面接を行い、将来の進路や留学の希望を話し合った。優秀と判断された学生には奨

学金（日本国費留学生度）への応募を勧めた。その結果、平成 28年 3月までに、ベト

ナムから 4 名、タイから 3 名、フィリピンから 7 名、マレーシアから 1 名の学生が、

国費留学生制度やインターンシップ等を利用して日本に留学する機会を得ている。平

成 28年 1月にインドネシアで行った面接会後には、11名の学生が日本側参加者にコン

タクトを取り、2名の学生が日本への留学を決定し、その他 2名が国費留学生制度に応

募予定である。学生の卒業のタイミング等を考慮すると、留学者数は今後も伸び続け

ると予想される。 

 

 5 年間の面接会を通して、「アジア新興国」の優秀な学生は英語圏の国を留学希望先と

して好む傾向が顕著にみられた。面接会を行ったベトナム・タイ・フィリピン・マレ

ーシア・インドネシアの学生は、面接会へのオンライン応募の時点で留学希望先とし

て「アジア発ケミカルバイオロジー」拠点参加国（日本・韓国・中国（本土と香港は

別々にカウント）・シンガポール・アラブ首長国連邦・ニュージーランド・インド）の

中からの 10 研究室を選ぶ。以下のグラフは、本面接会応募時点で各国の学生が選んだ

研究室を集計し、国別のメンバー数で割った平均回数である。拠点参加国の人気を比

較すると、ニュージーランド・シンガポールの英語圏の人気は圧倒的であった（ニュ

ージーランド・アラブ首長国連邦は 2013 年より参加、インドは 2014年より参加）。 

 

 
 

このデータが示す通り、アジア先進国の非英語圏の国々では「言語」が目に見えてハ

ードルとなり、欧米や英語圏の国に後れを取っている。アジア新興国の学生の多くは、

「日本に留学するには日本語の語学力が前提」という誤解を持っているように思える。

フィリピンやタイのトップ校で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。「英語が通じない国への留学を選ばない」という理由で欧米の大学に流れて
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しまう。欧米の研究機関は独自のルートでアジア新興国の優秀な学生に対してリクル

ート活動を行っている。我々がアジア新興国で活動をする以前に、優秀な学生は既に

一本釣りされていることが多かった。「アジア先進国」からの優秀な学生獲得には、日

本の大学の国際化・授業やシステムの英語化が文字通り急務であるといえる。 

 

 上記の問題は 5 か国すべてで顕著であったが、フィリピンは傾向が違っていた。多く

の国では留学希望先の国の中だけで研究室を選ぶ学生が多く見られたが、フィリピン

の学生は、研究内容そのものに興味を持ち、自分の希望が実現できそうな研究室を国

や言語に関わらず選ぶものが多かった。フィリピン人学生は他国で見られたような「英

語が通じないからアジアへの留学を選ばない」というネガティブな選択ではなく、む

しろ「興味のある学問分野を勉強できる研究室がアジアにあることを知り、ぜひ留学

の機会を得て、留学中にはぜひ言語も習得したい」というモチベーションの高い学生

が多かった。そのためか、フィリピンからの国費留学生応募者数は 5 か国の中で圧倒

的に多かった。 
 

日本人若手研究者育成 

 

 本拠点では One-Month Personnel Exchange Program を設けた。本拠点参加相手国の若

手研究員や大学院生数名を日本に 1 か月派遣させ、共同研究の実行部隊として研究の

遂行、及び国際的な環境でのリサーチトレーニングを行った。受入側の日本人若手研

究者は、派遣者の受け入れ準備、実験の手法や進め方についてのディスカッションを

行った。 

 

 日本側の教授レベルメンバーに代わり、准教授・助教レベルの若手研究者を相手国

に派遣し、共同研究の遂行やセミナーでの発表を英語で行わせた。英語を母国語と

しないアジアの研究者同士で真剣に研究打ち合わせやディスカッション、交流を行

い、国際プロジェクトに積極的に関与させた。 

 

 

（４）アジア地域における研究教育拠点の構築 

 

本拠点では「アジア先進国」間のケミカルバイオロジーネットワークの充実を図ると

ともに、「アジア新興国」の教育・研究拠点の構築を目指してきた。 

 

 「アジア先進国」間におていは、ネットワーク内での参加者間の交流や共同研究加速、

研究資源の共同利用、若手研究者の育成を目標とし活動してきた。前途の通り本拠点

の注目度は高く、参加国のみならずニュージーランド、アラブ首長国連邦、インドが

本拠点に参加した。本ケミカルバイオロジーネットワークがメンバー間の交流の機会

を増やし、アジア全体として米国に対抗する拠点形成を目指した。 

 

 「アジア新興国」の教育・研究現場は、我々が想像する以上に深刻であった。実験用

試薬のほとんどは自国で生産できないため、外国からの輸入に頼っている。発注して

から納品までに数か月を要し、その間の実験はストップしたままである。せっかく手

に入った試薬は、長持ちさせようとして少量ずつ使い、消費期限を過ぎた試薬瓶が多

数おかれている。一方で、頻発する停電により、冷凍・冷蔵状態が続かず、使えない

まま廃棄となることがある。日本企業や ODA により最先端の機器が導入されている大

学がある一方で、そのような機器の扱い方や維持に精通しておらず、研究室に飾って

あることが多かった。このような設備面での問題は、資金と時間が解決すると思われ
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る。我々「アジア先進国」の研究者にできることは、「アジア新興国」の人材を育成す

ることである。優秀な人材を「アジア先進国」で育成し、「アジア新興国」に送り返す。

この循環こそが、「アジア新興国」の教育現場を変え、ひいては設備・備品面の問題を

解決することとなる。そこで第三国セミナーの面接会の冒頭では、現地学生向けにケ

ミカルバイオロジーの導入を行ったり、Tutorial Session を設けてケミカルバイオロ

ジーの基礎を学生に解説した。新興国ではケミカルバイオロジーの講義自体がない。

アジア新興国のトップ校とのネットワークを構築後は、ACBI-Sponsored Class を開講

し、現地の優秀な学生にケミカルバイオロジーの基礎と研究法を講義した。この講義

によって、より多くの学生がケミカルバイオロジーという学問に初めて触れることが

でき、ケミカルバイオロジー分野での留学を希望するきっかけとなった。本事業終了

後も、アジア新興国でのケミカルバイオロジー啓蒙活動と ACBI-Sponsored Classを継

続する予定である。 

 

（５）社会貢献や独自の目的等 

 

 本事業ではアジア新興国から 15 名の優秀な留学生を日本にリクルートした。大和

総研発行「新興国経済  ASEAN における教育の充実と経済成長」 (2014)

（http://www.dir.co.jp/research/report/overseas/emg/20140611_008636.pdf)に興

味深いデータがある。ASEAN諸国の数学得点において、タイ、マレーシア、インドネ

シアは一人当たり GDP が同程度の国と比較し、得点に大きな差は見られない。しかし、

ベトナムは 一人当たり GDP のレベルと比較し、得点が高い。実際、本事業でリクル

ートしたベトナム人学生の学力はきわめて高かった。タイ、マレーシア、インドネシ

アについては、教育の質が成長における障害となる可能性がある。それらの国から優

秀なエリート学生をリクルートして教育し、成功モデルをつくることで、全体の意識

レベルのアップに役立つだろう。 

 

 ベトナムで 2回、フィリピンで 1回、韓国で 1回、中国で 1回、Asian Chemical Biology 

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、京都府立大学鈴木教授らが授業を担当した。

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。 

 

 修了者全員に修了証明書を発行し、成績上位 5 名には特別に “Certificate of 

Excellence”を授与した。1週間の集中講義を修了した学生は、将来の海外留学応募時

や就職活動の際に、ACBI-Sponsored Class 修了を記載する事が出来る。フィリピンに

ケミカルバイオロジーの学問を浸透させる若い芽を育てるきっかけとなった。フィリ

ピンでの同講義は隔年での開講をめざしている。 

 

（６）予期しなかった成果 

 

 本拠点は、学術での国際交流のみならず、産業応用での国際交流にも着手した。中国・

杭州経済開発特区（HEDA）とアジア発ケミカルバイオロジー（ACBI）ネットワークが

協定を結び、本拠点メンバーが HEDA 内にある企業運営・ベンチャービジネスサポート

のための専門的・技術的アドバイス、コンサルティングを行う産学連携事業を開始し

た。本経緯から、HEDAからの特別な支援を得て、平成 26年 11月に中国・杭州で Asian 
Biological Medicine Summit Forum in Hangzhou を開催した。Forum 全体を通して、

ACBIメンバー、Forum参加者、HEDA 内の企業経営者、HEDA関係者間の交流と協力体制

http://www.dir.co.jp/research/report/overseas/emg/20140611_008636.pdf
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を構築することができた。本拠点事業終了後も継続的に活動できる拠点となるであろ

う。 

 

 面接会を通して「アジア先進国」トップ校での留学に成功をした学生の中でも、極め

て優秀な学生の報告があった。1人目は初年度のハノイミーティング（ベトナム）の面

接会ののち、日本国費留学生に応募、京都大学に来日した。京都大学の修士課程に入

学後、その優秀な成績が認められ、修了式には総代を務めた。引き続き京都大学の博

士後期課程への進学し、研鑽を積んでいる。もう 1人は、3年度目のマニラミーティン

グ（フィリピン）にて面接会を行った学生である。フィリピンでは自身の研究を継続

できる研究室がないため留学先を探していたところ、本事業による面接会の情報を聞

きつけ、面接会に応募。本拠点メンバーで唯一コンピューター支援医薬品設計を専門

とする韓国・梨花女子大学の Choi教授と出会い、面談、奨学金への応募ののちに留学

を果たした。韓国では大変優秀な成績を収め、既に 2 つの賞を受賞、論文 1 報を出版

している。 

 

 平成 27 年 9月にベトナム・タイ・フィリピン・マレーシアで面接を行った学生 145名

に対し追跡調査を行ったところ、82 名からの回答があった。面接会を実施してから数

年が経過していることもあり、回答は 5 割程度にとどまったが、大変興味深いデータ

を得た。前途の「（３）若手研究者育成」において明らかとなった通り、面接会へのオ

ンライン応募時の人気留学希望先は、ニュージーランド、シンガポール等の英語圏の

国々であった。しかし、面接会に出席した学生は、ケミカルバイオロジーの基礎を学

び、「アジア先進国」のトップレベルの教授と面談を行った。この経験が彼らの留学希

望先を再考するきっかけとなり、追跡調査では留学希望先を「日本」と答えた学生が

82 名中 30 名となった。アメリカ、ドイツ、オーストラリア、シンガポール等の欧米、

英語圏を圧倒的にうわまっている（下図 Q1 参照）。日本の研究者が直接新興国で面接

や授業を行う今回の試みが、優秀な学生のリクルートに有効であることが分かる。 

 

 
 

 

（７）今後の課題・問題点及び展望 

 

 本事業は人的交流を伴うため、政治情勢や時事問題に左右されやすい性質を持つ。特

に第三国ミーティング開催時には、開催国である「アジア新興国」と「アジア先進国」

[値] 
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Q1. Where would be your most ideal destination for 
pursuing an advanced degree? 
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各国の関係性が極めて重要になる。関係次第では、「アジア先進国」からの参加人数が

激減する場合がある。また平成 27 年度は、韓国で流行した MERS やインドネシア・ジ

ャカルタで発生したテロ事件により、交流人数が減少した。 

 

 本事業では、「アジア先進国」からの優秀な学生を「アジア先進国」にリクルートする

こと自体が目的ではない。留学生を「アジア先進国」でトレーニングし、経験を積ま

せ、帰国してケミカルバイオロジ―研究室を主宰させることが最終目的である。本事

業で獲得した留学生を、トレーニングを積ませた後に自国の大学教員として送り返す

必要がある。平成 27年 9月実施の追跡調査で、留学先で学位を取得したのちにどの国

のどの分野（大学か企業）での就職を希望するかを聞いてみたところ、日本・アメリ

カ・オーストラリア・シンガポール等の企業、大学を好む学生が多少はいたものの、

一番多かったのは「その他」、つまり自国に戻り、自国のサイエンスレベルの向上に一

役買いたいという回答であった。このような留学生本人の帰国意思があるかぎり、そ

して新興国の大学の既存教員とのネットワークを継続するかぎり、獲得した留学生を

自国の大学教員として帰国させるのは可能だろう。 

 

 
 

 

 ACBI-Sponsored Class を受講した成績優秀な学生 5名には Certificate of Excellence

を授与しているが、そのような学生は依然として欧米志向が強く、欧米希望のために

推薦書の執筆を依頼してくる。本拠点ではアジア新興国の優秀な学生をアジアで育成

し、アジアに帰還させることを目標としている。優秀な頭脳が欧米に流れてしまわな

いようにしなければならない。大学の国際化・英語化を徹底し、アジア新興国にアピ

ールしなければならない。 

 

 ベトナムにおける日本の国費外国人留学生(研究留学生)の選抜方法について、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

30 
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Q2. After getting an advanced degree abroad, in what 
field and where would you you like to work? 
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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。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

が応募すらできなかった。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。  

 

（８）本研究交流事業により全期間中に発表された論文等 

  ①全期間中に学術雑誌等に発表した論文・著書  23本 

   うち、相手国参加研究者との共著      1本 

② 全期間中の国際会議における発表      16件 

   うち、相手国参加研究者との共同発表    0件 

③全期間中の国内発表・シンポジウム等における発表  12件 

   うち、相手国参加研究者との共同発表    1件 

  （※ 「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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７．平成２７年度及び全期間にわたる研究交流実績状況 

７－１ 共同研究 

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・准教授 

（英文）Shinichi SATO・Kyoto University・Associate Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

（英文） 

Sunghoon KIM・Seoul National University・Professor 

Ming-Wei WANG・Chinese Academy of Sciences・Professor 

Young-Tae CHANG・National University of Singapore・Professor 

参加者数  日本側参加者数        16名 

（韓国）側参加者数        10名 

（中国）側参加者数        3名 

（シンガポール）側参加者数        1名 

２７年度の研究

交流活動及び得

られた成果 

本共同研究では、化合物ライブラリーを異なる目的で多くの共同研究先

と共有することで、研究資源の有効利用と人的交流を行った。計画通り

に共同研究を進め、若手研究者の人的交流も行った。 

 

 日本‐韓国間の化合物ライブラリー共同利用の継続。京都大の約 7万

個のライブラリーを利用して、ソウル大で開発したスクリーニングを

行う。梨花女大から 2名の大学院生を京都大に受けいれ、スクリーニ

ング技術及び標的決定技術のトレーニングを行った。 

 京大ケミカルライブラリーを利用している韓国・梨花女子大学 Kwon

教授らが京都大学を訪問し、京都大メンバーらとの共同研究打ち合わ

せを行った。 

 京大ケミカルライブラリーを利用している韓国・東国大 Lee教授と共

同研究、技術交換を行った。京都大学上杉が韓国・東国大を訪問し打

ち合わせを行った。 

 京都大－中国科学院間の化合物ライブラリー共同利用。中国科学院の

ライブラリーから見出された化合物を研究する。京都大学上杉が中国

科学院を訪問し、若手研究員と研究進捗を報告した。 

 京都大－シンガポール国立大の化合物ライブラリー共同利用。シンガ

ポール国立大 Chang教授が京都大学を訪問し、講演、共同研究打ち合

わせを行った。若手研究者には実験の手法や技術についての説明やア

ドバイスを行った。 

 名古屋大―京都大―中国・浙江大間で開始した天然物ライブラリー共

同利用及び共同研究について、京都大学上杉が浙江大を訪問し打ち合

わせを行った。 
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全期間にわたる

研究交流活動及

び得られた成果

の概要 

化合物ライブラリーは知財の根幹をなす化合物のコレクションであり、

国際的な共同利用は容易ではない。しかし本共同研究課題によって、国

際的な共同利用の枠組みを確立することができた。当初よりも多くの研

究者が参加し、新たな共同研究にも発展した。 

 

 中国と韓国の大学院生合計８人を 1ケ月間日本に滞在させた。受入研

究室の若手にとっては技術習得・指導・国際経験が増え、相手国の大

学院生にとってもハイレベルなリサーチトレーニング、集中的な実験

の遂行ができた。  

 京大‐韓国・梨花女子大学間で化合物ライブラリーを交換。京都大学

化学研究所と梨花女子大学薬学部間で学術協定を締結。梨花女子大学

の大学院生と教員が京都大学に滞在し研究を行った。共同研究を継続

中。 

 京大‐韓国・東国大 Lee教授との脂質ライブラリーの共同、技術交換

を行い、スクリーニングから有望な化合物得た。共同研究を継続中。 

 京都大－シンガポール国立大の化合物ライブラリー共同利用を行っ

た。成果は論文に発表され[Cell Reports 6, 1-10 (2014)]、新聞 7

紙に掲載された。 

 名古屋大―京都大―中国・浙江大間で開始した天然物ライブラリー共

同利用及び共同研究を行った。浙江大の大学院生が名古屋大学に滞在

して研究を行った。共同研究を継続中。 

 日本‐ソウル大間の化合物ライブラリー共同利用。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。化合物の標的決

定で共同研究を継続中。 

 京都大－中国科学院間の化合物ライブラリー共同利用。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った。京都大より研

究員を中国に派遣。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。共同研究を継続中。 

 

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 

 

参加者数  日本側参加者数       2 名 

韓国側参加者数      1 名 

２７年度の研究

交流活動及び得

られた成果 

・ 平成 25 年度で終了しているため、平成 27年度の活動はなし 

全期間にわたる

研究交流活動及

 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
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び得られた成果

の概要 

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た。双方の研究室を訪問したり、サ

ンプルを交換するなどして共同研究を進めた。検討の結果、二木

の「膜タンパク質の会合制御技術」に用いたプラスミドが、Xia

助教授による「ナノ粒子による細胞表面タンパク質の可視化」に

有用であることが明らかとなった。本共同研究を進めていくうち

に、Xia 助教授らは細胞表面のタンパク質などを共有結合的に標

識する方法の開発に成功した。この方法は、多数の細胞の中から

特定の細胞を効率的に選別したり、表面呈示されたタンパク質の

生理的意義の解明につながると期待される。疾患の治療や予防の

ための基盤技術となる画期的な発見であるといえる。 

整理番号 R－3 研究開始年度 平成 25年度 研究終了年度 平成 27年度 

研究課題名 （和文）アミノアシル tRNA合成酵素阻害剤の研究 

（英文）Screening of inhibitors for aminoacyl tRNA syntheses 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）長田 裕之・理化学研究所環境資源科学研究センター・ 

副センター長 

（英文）Hiroyuki OSADA・RIKEN Center of Sustainable Resource 

Science・Vice Director 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

（英文）Sunghoon KIM・Seoul National University・Professor 

 

参加者数  日本側参加者数       1 名 

韓国側参加者数      1 名 

２７年度の研究

交流活動及び得

られた成果 

 長田が、2015年 5月 12日に Dr. Kimと、理研（神戸）で共同研

究の進捗状況について意見交換した。標的酵素であるイソロイシ

ン tRNA 合成酵素の結晶化は困難であり、まだ世界中で誰も成功し

ていないことを確認した。 

 長田と Dr. Kim が、2015年 12月に米国ハワイ（ホノルル）で開

催された環太平洋化学会に参加した。その機会をとらえて 12月

17日に今後の方針について相談した。イソロイシン tRNA 合成酵

素の結晶化については、現時点で困難を打開する妙案がないため

暫く凍結することになった。 

全期間にわたる

研究交流活動及

び得られた成果

の概要 

 Dr. Sunghoon Kim の研究グループでは、様々なアミノアシル tRNA

合成酵素（ARS）の構造と機能に関する研究を行っている。長田（理

研）の研究グループでは、すでにいくつかの ARS阻害剤を見出し

ている。双方の強みを生かすために、次の 2つの課題で共同研究

を実施した。１）理研で見出した化合物を SNUに送付し、阻害剤

の各種細胞における作用機作を解析。さらに、ARS と阻害剤の共

結晶構造を解明し、ARS 阻害剤の詳細な機能メカニズムを解析。

２） SNU で調整した ARSタンパク質を理研に送付してもらい、化

合物アレイを用いて結合小分子を探索。 

 １）の研究では、最も重要なステップとなるイソロイシン tRNA

合成酵素の結晶化が困難を極めており、共結晶の作製、構造解析

には至らなかった。２）SNU から、ロイシン tRNA 合成酵素(LRS)

の精製タンパク質を受け取り、化合物アレイによる結合小分子の
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整理番号 R－4 研究開始年度 平成 25年度 研究終了年度 平成 25年度 

研究課題名 （和文）ニューロン特異的新規蛍光剤を用いた神経幹細胞活性化小分

子の開発 

（英文）Development of Neural Stem Cells Accelerators Using New 

Neuron Specific Dye (NeuO) 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）荒井 緑・千葉大学・准教授 

（英文）Midori ARAI・Chiba University・Associate Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

（英文）Young-Tae CHANG・National University of Singapore・

Professor 

参加者数  日本側参加者数        1名 

（シンガポール）側参加者数        1名 

２７年度の研究

交流活動及び得

られた成果 

・ 平成 25年度で終了しているため、平成 27年度の活動はなし 

全期間にわたる

研究交流活動及

び得られた成果

の概要 

・ Chang 教授が開発したニューロンを特異的に蛍光イメージングで

きる小分子を用いることで、煩雑な抗体染色の手間もなくニュー

ロンを蛍光検出できる。神経幹細胞から分化したニューロンを、

蛍光強度として簡便に検出可能か、蛍光プレートリーダーを用い

て種々条件検討を行った。マウス神経幹細胞 C17.2がシングルセ

ルでの扱いが容易であることから、目的の神経幹細胞分化活性化

分子の探索スクリーニングに適当であることが分かった。我々

（千葉大 荒井）は天然物エキスや、天然物基盤合成化合物ライ

ブラリーから、神経幹細胞分化活性化できる小分子の探索を行っ

ており、蛍光強度でのニューロンの定量ができれば有用である。

Chang教授との度重なる検討の結果、本課題は進展が難しいと

予想されるため、共同研究課題としての交流活動は平成 25 年

度のみでいったん終了することとなった。一方で荒井側での実

験は継続し、将来的に国際共同研究として交流活動を再開する

予定である。 

 

探索を実施した結果、93化合物が LRS結合物質として得られた。

それらを SNUに送付し、酵素活性への影響を解析したが、低濃度

で酵素活性を有意に阻害する物質は得られなかった。 

 上記共同研究の期間中、長田と Dr. Kimは、毎年 2，3度直接会っ

て、進捗状況を確認した。論文や特許といった目に見える成果を

上げることはできなかったが、国境を越えて共同研究を実施でき

たことは今後の発展に意味があると思う。 

整理番号 R－5 研究開始年度 平成 26年度 研究終了年度 平成 27年度 

研究課題名 （和文）神経細胞特異的新規蛍光剤を用いた神経分化誘導小分子の探

索 
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整理番号 R－6 研究開始年度 平成 27年度 研究終了年度 平成 27年度 

研究課題名 （和文）小分子生理活性物質の標的分子探索法の研究 

（英文）Target identification of bioactive small molecules 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）長田 裕之・理化学研究所環境資源科学研究センター・ 

副センター長 

（英文）Hiroyuki OSADA・RIKEN Center for Sustainable Resource 

Science・Vice Director 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

（英文） Ho Jeong KWON・ Department of Biotechnology・ Yonsei 

University・Professor 

参加者数  日本側参加者数  1名 

韓国側参加者数  1名 

（英文）Search for small molecules inducing differentiation to 

neurons by means of fluorescent probes 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）中尾洋一・早稲田大学・教授 

（英文）Yoichi NAKAO, Waseda University, Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

（英文）Young-Tae CHANG・National University of Singapore・

Professor 

 

参加者数  日本側参加者数        2名 

シンガポール側参加者数       1名 

２７年度の研究

交流活動及び得

られた成果 

 平成 27 年 4月 9日に Young-Tae Chang教授が当研究室へ訪問し、

学部学生および大学院生を対象とした蛍光プローブ分子に関する

特別講義を行った。また上記訪問時に、同教授より提供された神

経細胞選択的な蛍光プローブ分子を用いたニューロン分化誘導物

質探索の共同研究について、ディスカッションを行った。 

全期間にわたる

研究交流活動及

び得られた成果

の概要 

 平成 26 年 8月 18日～22日にシンガポール国立大学（NUS）の

Young-Tae Chang教授の研究室を訪問し、共同研究で使用する蛍

光色素に関する研究打ち合わせを行った。また本滞在期間中に、

蛍光色素の取り扱いの技術指導を受けた。導入した蛍光色素を用

い、神経の再生医療やアルツハイマー病に関わる治療薬のリード

化合物の探索研究を行い、複数の活性化合物を得た（論文準備中）。 

 平成 26 年度に Young-Tae Chang 教授の指導学生 Leong Kit Mun 

Cheryl 氏の博士学位論文（表題：“Fluorescent Probe 

Development for Neural Cells”）の審査を行った。上記共同研

究では Cheryl氏の研究成果である蛍光色素を使用している。 

 平成 27 年度の共同研究の成果として、複数の神経分化誘導物質を

見出し、神経の再生医療やアルツハイマー病に関わる治療薬のリ

ード化合物への展開を図った。 
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２７年度の研究

交流活動及び得

られた成果 

 Dr. Kwon (Yonsei 大学) 研究室の大学院生は、英語力が高い人が

多いので、Yonsei 大学の大学院生を理研に招待する計画だった

が、2015年 5月に MERS（中東呼吸器症候群）の感染流行があった

ため、実行できなかった。 

 長田と Dr. Kwon が、2015年 12月に米国ハワイ（ホノルル）で開

催された環太平洋化学会に参加した。その機会をとらえて 12月

18日に共同研究の進捗状況を確認した。 

 長田が実行委員長（Dr. Kwon も実行委員）として、2016年 1月

18－20 日に沖縄県那覇市で日韓天然物ケミカルバイオロジーシ

ンポジウムを開催した。理研、Yonsei 大学から、大学院生、若手

研究者も参加して、生物活性小分子の分子標的同定法に関する情

報交換を行った。 

 両研究グループが、それぞれ検証した結果、質量分析装置を用いた

DARTS法と CETSA 法の有効性が実証された。 

全期間にわたる

研究交流活動及

び得られた成果

の概要 

 Dr. Ho Jeong Kwonらは、様々な天然物の生物活性に関する研究

を行っており、multi-omics的手法による分子標的同定で定評が

ある。長田らも、理研で見出した生物活性小分子の分子標的同定

法を開発している。両者の研究対象は、生物活性の分子標的とい

う点では共通であるが、それぞれ特徴ある手法を得意としている

ので、両者の手法を組み合わせることで、従来は困難であった分

子標的の同定が可能になることを期待して、共同研究を行った。 

 若手研究者の育成のため、それぞれの研究室に所属する若手研究

者、大学院生を 2, 3か月交換することを考えていたが、諸事情で

実施できなかった。 

 長田とDr. Kwonは、同じ国際会議などに出席する機会があるので、

年に 2, 3度は直接会って、共同研究の進捗状況などを話し合って

きた。その際には、できるだけ若手研究者、大学院生も同席させ

るようにして、国際共同研究が円滑に進むように配慮した。 

 日韓それぞれに様々な multi-omics的手法を検証した結果、質量

分析装置を用いた DARTS法と CETSA法の有効性が実証された。 

 

７－２ セミナー 

（１）全期間において実施したセミナー件数 

 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 

国内開催 0回 0回 1回 0回 0回 

海外開催 1回 1回 1回 2回 1回 

合計 1回 1回 2回 2回 1回 

 

（２）平成２７年度セミナー実施状況 

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 2016 ジャカルタミーティング」（日本学術振興

会・中国・シンガポール合同会議） 
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（英文） JSPS Asian CORE Program “Asian Chemical Biology 

Initiative 2016 Jakarta Meeting” (Supported by JSPS, China, 

and Singapore)    

開催期間 平成 28 年 1月 29日 ～ 平成 28年 2月 1日（4日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）インドネシア・ジャカルタ・スルタンホテル 

（英文）Indonesia, Jakarta, The Sultan Hotel  

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) 

（英文） 

Ming-Wei WANG・Chinese Academy of Sciences・Professor 

Young-Tae CHANG・National University of Singapore・Professor 

Arry YANUAR・University of Indonesia・Associate Professor 

 

参加者数 

A. 18/ 91

B. 0

A. 3/ 16

B. 1

A. 1/ 4

B. 0

A. 0/ 0

B. 3

A. 22/ 111

B. 4

日本
<人／人日>

中国
<人／人日>

インドネシア
（第三国）
<人／人日>

合計
<人／人日>

セミナー開催国
（インドネシ

ア）

シンガポール
<人／人日>

派遣先

派遣元

 

A. 本事業参加者（参加研究者リストの研究者等） 

B. 一般参加者（参加研究者リスト以外の研究者等） 

※日数は、出張期間（渡航日、帰国日を含めた期間）としてください。これによりがたい

場合は、備考欄を設け、注意書きを付してください 
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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国であるインドネシアで行う。 

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。平成 27年度は本事業

最終年度のため、既存の共同研究の進捗状況、結果を PI同士

がとりまとめ、成果発表までの具体的な道のりを確認する。 

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。特に本計画参加者の

中では、ベトナム、タイ、フィリピン、マレーシア、インド

ネシアからの留学生を求める声が多い。本事業開始以来の経

験を元に、平成 27 年度セミナー計画では、「アジア先進国」

である日本・韓国・中国・シンガポール・インド・アラブ首

長国連邦・ニュージーランド間のセミナーを「アジア新興国」

であるインドネシア（ジャカルタ）で行う。優秀な若い人材

に留学の機会を与えるために、Tutorial Session(京都大・上

杉、ソウル国立大・Park、北京大・Chen、シンガポール国立

大・Chang)でケミカルバイオロジーの導入と応用例を紹介し、

その後面接を行う。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 29年度に 5名の日本留学

を目指す。 

セミナーの成果 ・ セミナー冒頭部分で日本側コーディネーター上杉が 5年間の

活動を振り返り、今後の活動方針を発表した。本事業は平成

28 年度より進化版となる JSPS 研究拠点事業「ケミカルバイ

オロジー戦略的アジア拠点」として引き継がれ、「アジア先

進国間」のケミカルバイオロジー研究の発展、「アジア新興

国」を巻き込んだケミカルバイオロジー啓蒙活動を展開する

ことが発表された。セミナー参加者は引き続きメンバーとし

て活動に協力することを了承した。 

・ Scientific Session: 「アジア先進国」からの参加者 22 名

とインドネシアトップ校教員 3名がクローズド会議にて各 15

分間（発表 12分+質疑応答 3分）発表を行った。主に論文発

表前の研究内容、実行中の国際共同研究についての発表を行

った。例年に比べ規模は小さかったものの、質疑応答では参

加者による鋭い質問が飛び交った。ハイレベルな研究討論会

となった。 

・ Tutorial Session: 京都大・上杉、シンガポール国立大 Chang

教授、理研・吉田教授の 3名がケミカルバイオロジーの導入

と応用例を紹介した。下記 Interview Session に選抜された

26名のみならず、インドネシア側教員や、本セミナー参加者

も聴講し、会場は満席となった。 

・ Interview Session: 例年通り Interview Session 開催のた

めに、平成 27年 10月ごろにインタビュー応募用のウエブサ

イトを公開。インドネシア全土から 55 名の応募があった。

書面にて成績・英語力・人物の優秀さをある程度特定できる
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ように、質問内容には GPAや従来の質問に加え、リーダーシ

ップの経験やキャリアの目標を書かせることにした。予め行

った書類審査により成績優秀と判断された 26 名の学生を面

接会に招待。面接をした。各教授は 8名の候補者と 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。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。平成 29 年

度に日本へ 5名の留学生を受け入れる予定。 

・ 在インドネシア日本大使館 教育・国費留学担当者の協力を

得て、インドネシアでの日本国費留学生制度やインドネシア

政府の留学制度の概要を日本側参加者 22 名に向けて説明し

ていただいた。 

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。 Ming-Wei 

WANG (中国・中国科学院)、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。インドネ

シア大学副学長 Arry YANUAR 氏が現地コーディネーターとな

った。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容               国内旅費 金額 367,110 円 

 外国旅費  2,398,631円 

 消耗品購入費  39,054 円 

 その他経費（参加登録

費、荷物輸送費当） 

 1,098,307円 

 非課税・不課税分にか

かる消費税相当額 

 277,033 円 

   合計 4,180,135円 

（中国）側 内容 国内旅費 

外国旅費 

参加登録費 

  

（シンガポ

ール）側 

内容 国内旅費 

外国旅費 

参加登録費 
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７－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

（１）平成２７年度実施状況 

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 

京 都 大 学 ・ 教

授・上杉志成 

 

中国・杭州・

Zhejiang 

University 

H27.04.02-05 左記研究機関にて Jianhua QI 教授、薬

学部教授らと事業打ち合わせ 

National 

University of 

Singapore・

Professor・

Young-Tae CHANG 

日本・名古屋

市・名古屋大

学 

H27.04.05-06 左記研究機関にて内田浩二教授との共

同研究打ち合わせ 

 

 

日本・東京

都・東京大学 

H27.04.07 左記研究機関にて浦野泰照教授との共

同研究打ち合わせ 

 日本・和光

市・理化学研

究所 

H27.04.08 左記研究機関にて、袖岡幹子・吉田稔・

長田裕之主任研究員と共同研究打ち合

わせ 

 日本・東京

都・早稲田大

学 

H27.04.09 

 

左記研究機関にて、中尾洋一教授、荒井

緑准教授（千葉大学）と共同研究打ち合

わせ 

 日本・堺市・

大阪府立大

学 

H27.04.10 左記研究機関にて、藤井郁雄教授と共同

研究打ち合わせ 

 日本・金沢

市・金沢大学 

H27.04.11 左記研究機関にて、国嶋崇隆教授、上杉

志成教授（京都大学）と共同研究打ち合

わせ 

 日本・宇治

市・京都大学 

H27.04.13 左記研究機関にて、森井孝教授と共同研

究打ち合わせ、上杉志成教授と事業打ち

合わせ 

 日本・京都

市・京都大学 

H27.04.14 左記研究機関にて、浜地格教授と共同研

究打ち合わせ 

 日本・京都

市・京都大学 

H27.04.15 左記研究機関にて、楠見明弘教授と共同

研究打ち合わせ 

 日本・吹田

市・大阪大学 

H27.04.16 

 

左記研究機関にて、菊地和也教授と共同

研究打ち合わせ 

 日本・豊中

市・大阪大学 

H27.04.16 左記研究機関にて、深瀬浩一教授と共同

研究打ち合わせ 

 日本・仙台

市・東北大学 

H27.04.18 左記研究機関にて、永次史教授と共同研

究打ち合わせ 

 日本・札幌

市・北海道大

学 

H27.04.20 左記研究機関にて、門出健次教授・西村

紳一郎教授と共同研究打ち合わせ 

 日本・宇治

市・京都大学 

H27.04.22 左記研究機関にて、大神田准教授らと共

同研究打ち合わせ 
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京 都 大 学 ・ 教

授・上杉志成 

 

インドネシ

ア・ジャカル

タ ・ Sultan 

Hotel/ デポ

ック・インド

ネシア大学,

バンドン・バ

ンドン工科

大学 

H27.05.17-20 インドネシア大学、バンドン工科大学に

て事業説明、ケミカルバイオロジー導

入、2016 年 1月開催セミナーへの協力要

請、現地情報収集等 

京 都 大 学 ・ 教

授・上杉志成 

 

インド・ジャ

イプール・

Hotel Le 

Meridien 

H27.10.26-31 インド側代表者 Prof. Sandeep VERMAと

事業打ち合わせ、共同研究打ち合わせ、

NOST2015 Conference にて招待講演 

京 都 大 学 ・ 教

授・上杉志成 

 

ベトナム・ハ

ノ イ ・

Vietnam 

National 

University 

Hanoi 

H27.11.11-15 左記研究機関にて ACBI-Sponsored Class

の開講、ケミカルバイオロジーの啓蒙活

動 

京 都 大 学 ・ 教

授・上杉志成 

 

中国・上海・

China 

Financial 

Information 

Center/ 杭

州・Zhejiang 

University 

H28.03.16-20 Ming-Wei WANG 教授らと共同研究打ち合

わせ、2016 QMB Meetings にて日中韓事

業参加者らと事業終了後の日中韓協力

体制についてディスカッション / 

Jianhua Qi教授らと事業打ち合わせ、杭

州内企業との産学連携事業打ち合わせ 

東 京 大 学 ・ 教

授・浦野泰照 

中国・上海・

China 

Financial 

Information 

Center 

H28.03.16-18 2016 QMB Meetings にて Ming-Wei WANG

教授らとの研究者交流、意見交換、情報

収集 

 

（２）全期間にわたる実施状況概要 

 

京都大学上杉が中心となり、相手国参加者への事業打ち合わせ、第三国セミナー前の事業

説明と協力要請を行い、ケミカルバイオロジーネットワークの構築を行った。本拠点参加

メンバーも、共同研究を模索するための研究打ち合わせや、討論会を兼ねたセミナーでの

招待講演を行う等、本拠点の研究者交流を促進した。 

 

７－４ 中間評価の指摘事項等を踏まえた対応 

※中間評価の指摘事項等を踏まえ、交流計画等に反映させた場合、その対応について記載

してください。 

 

【若手研究者の交流と育成】 

本拠点参加国間の若手研究者交流を促進するため、平成 27年度も ACBI One-Month Personnel 

Exchange Program を設け、本事業参加相手国から日本の研究室に若手研究者の受入を募っ

た。複数名の応募があった中から、韓国・梨花女子大学の優秀な大学院生２名を京都大学
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に３週間派遣した。派遣期間中は日本の研究室に滞在し、英語での技術交換、ディスカッ

ションを行った。朝から晩まで研究室で過ごし、熱心にプロジェクトに打ち込む学生に、

日本の研究員、大学院生も大変刺激を受けた。 

 

【第三国への参加者短期派遣】 

平成２７年度はセミナーをインドネシア・ジャカルタで企画した。平成２８年１月のテロ

事件により参加人数が激減してしまったが、例年と比較して少ない人数（合計２２名の本

拠点参加者）のみのクローズドミーティングとなり、発表時間、質問時間も通常より長く

取れたため、共同研究打ち合わせや互いの研究へのアドバイス等が盛んに行われた。参加

者の殆どが日本・中国・シンガポールの著名な教授レベルの参加者であったが、日本から

は准教授・助教レベルの研究者を 3名参加させた。 
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８．研究交流実績総人数・人日数 

８－１ 平成２７年度の相手国との交流実績 

日本

<人／人日>
0/ 0 ( 2/ 13 ) 3/ 12 ( ) 0/ 0 ( ) ( ) ( ) 1/ 6 ( ) 1/ 5 ( ) 19/ 95 ( ) 24/ 118 ( 2/ 13 )

韓国

<人／人日>
2/ 46 ( 2/ 18 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2/ 46 ( 2/ 18 )

中国

<人／人日>
0/ 0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 3/ 16 ) 0/ 0 ( 3/ 16 )

シンガポール

<人／人日>
1/ 19 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 1/ 4 ) 1/ 19 ( 1/ 4 )

アラブ首長国

連邦（日本側

参加研究者）

<人／人日>

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0/ 0 ( 0/ 0 )

ニュージーラ

ンド（日本側

参加研究者）

<人／人日>

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0/ 0 ( 0/ 0 )

インド（日本

側参加研究

者）

<人／人日>

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0/ 0 ( 0/ 0 )

合計

<人／人日>
3/ 65 ( 2/ 18 ) 0/ 0 ( 2/ 13 ) 3/ 12 ( 0/ 0 ) 0/ 0 ( 0/ 0 ) # 0 ( # 0 ) # 0 ( # 0 ) 1/ 6 ( 0/ 0 ) 1/ 5 ( 0/ 0 ) 19/ 95 ( 4/ 20 ) 27/ 183 ( 8/ 51 )

インドネシア（第

三国）

<人／人日>

日本

<人／人日>

インド（日本側

参加研究者）

<人／人日>

合計

<人／人日>

シンガポール

<人／人日>

韓国

<人／人日>

中国

<人／人日>

ニュー

ジーラン

ド（日本

側参加研

究者）

<人／人

アラブ首

長国連邦

（日本側

参加研究

者）

<人／人

ベトナム

（第三国）

<人／人日>

派遣先

派遣元

 

 

※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（ ）

をのぞいた人数・人日数としてください。） 

 

８－２ 平成２７年度の国内での交流実績 

 

1/ 2 ( ) ( ) ( ) ( ) 1/ 2 ( 0/ 0 )

1 2 3 4 合計
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８－３ 全期間にわたる派遣・受入人数 

年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 

派 遣 人 数

（人） 

26(0) 38(0) 32(0) 40(1) 24(2) 

受 入 人 数

（人） 

7(0) 4(4) 19(0) 6(2) 3(2) 

※各年度の年次報告書９－１（H25、26年度分は８－１）（各年度の相手国との交流実績表）

の人数を転記してください。相手国側マッチングファンド等日本側予算によらない交流に

ついては（ ）で記載してください。 
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９．経費使用総額 

９―１ 平成２７年度経費使用額 

（単位 円） 

経費内訳 金額 備考

国内旅費 1,255,290

外国旅費 3,809,909

謝金 0

備品・消耗品
購入費

1,117,679

その他の経費 1,201,587

外国旅費・謝
金等に係る消
費税

391,535

計 7,776,000
研究交流経費配分額以内であ
ること。

777,600

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。

8,553,600

国内旅費、外国旅費の合計
は、研究交流経費の５０％以
上であること。

研究交流経費

合　　計

業務委託手数料

 

９―２ 全期間にわたる経費使用額               （単位 千円） 

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

国内旅費 578 832 1,711 1,437 1,256

外国旅費 6,440 5,931 3,788 4,825 3,810

謝金 0 80 0 0 0

備品・消耗品
購入費

2,182 1,012 2,423 838 1,118

その他の経費 1,250 1,512 1,579 731 1,201

外国旅費・謝
金等に係る消
費税

350 353 219 431 391

合計 10,800 9,720 9,720 8,262 7,776

※各年度の年次報告書１１（H23）、１０（H24）、９（H25、26）（各年度の経費使用額）を
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千円単位にして転記してください。 

１０．相手国マッチングファンド使用額 

１０－１平成 27年度使用額 

相手国名 経費負担区分 

平成２７年度使用額 

現地通貨額[現地通

貨単位] 
日本円換算額 

韓国 パターン 2 
1,022,240    

[ウォン] 

        

100,000 円相当 

中国 パターン 2 

          

38,560 

[元] 

        

670,913 円相当 

シンガポール パターン 2 
2,666 

[シンガポールドル] 221,710 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。 

※経費負担区分 

 パターン１：日本側研究者の経費は振興会が、相手国側研究者の経費は相手国側学術振興機関等が負担。 

 パターン２：派遣国が派遣にかかる費用を負担し、受入国が受入にかかる滞在費等を負担。 

 

 

１０－２ 全期間にわたる相手国のマッチングファンドの状況概要 

 

参加相手国からのマッチングファンドは全期間にわたり十分であった。相手国から

の教授メンバーは、それぞれがパターン２の経費を負担できるマッチングファンド

を十分に獲得していることを条件としていたたため、参加時にマッチングファンド

のチェックシートを配布し、参加前に確認をとった。 

 

第三国セミナーの際には、相手国参加者は自らの旅費・参加登録費等は自己研究費

負担とし、本事業では日本側参加者の旅費・参加登録費のみを負担した。 

 

 


