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総合的評価 

 

評 価 

Ａ 想定以上の成果をあげており、当初の目標は達成された。 

Ｂ 想定どおりの成果をあげており、当初の目標は達成された。 

Ｃ ある程度成果があがり、当初の目標も達成された。 

Ｄ 成果が十分にあるとは言えず、当初の目標はほとんど達成されなかった。 

コメント 

 

北米、欧州に対抗する第3極としてアジア地域に有機化学の研究教育拠点を構築し、

そのリーダーシップを日本がとるという本事業の目標は充分に達成されており、有機化

学をもとに、２１世紀の躍進が著しいアジアに、欧米に対抗する経済文化圏を構築する

ための組織作りに貢献したと言える。 

 

本事業は、アジア地区の有機化学分野の研究拠点の形成を目的に、多くの研究機関お

よび研究者の友好的で強固なネットワークの形成に大いに貢献した。特に、本事業の開

始とともに、学生および若い研究者の交流が非常に活発となり、当該分野のアジア地区

における研究ポテンシャルが格段に向上した。また、さらに密な人的ネットワークが構

築され、参加国間のシンポジウムの企画や開催が多数行われるとともに、特定の二国間

のより特化したテーマで交流展開してきている。周辺研究分野との合同シンポジウムも

頻繁に開催されるようになり、本事業の波及効果も大きい。成功の大きな要因は、5年

間のうちに5回開催された｢アジア最先端有機化学国際会議｣への各国研究者の積極的な

参加と、この会議において優秀な研究発表を行った若手研究者にlectureship賞を授与

し、その受賞者を参加国が1週間の講演旅行に招聘するというユニークな研究者交流方

法にある。アジア最先端有機化学国際会議（ICCEOCA）の開催、IUPACのWorkshopの共同

開催、表彰制度であるACPレクチャーシップ賞と研究者交流事業はアジアにおける有機

化学の発展と国際感覚をもった多数の若手研究者の育成に大きく貢献した。今後、長期

にわたる信頼関係、人的ネットワークとしてアジアにおける有機化学の発展に貢献する

と考える。ACPレクチャーシップ賞による研究交流は、研究者のレベルの向上や研究者

としての資質の教育だけでなく、研究者としての独立性や研究モラルなどの修得にも役

立つ重要な機会となった。さらに受け入れ国のホストの役割や、調整力企画力や交渉力

など研究者としての普段身につけがたい資質の教育にも大いに役立ったものと評価で

きる。老練の研究者の関与により、若い研究者の自由と独自性を尊重するだけでなく、

研究者として継承して守るべき研究者の倫理観あるいは相互の信頼関係など研究者の

資質の修得にも充分配慮された事業であったと判断できる。アジア人特有の精神性と科

学者精神を融合することの重要性が世界の他極へ伝播できれば、本事業の意義はさらに

大きなものになるであろう。 

 

 予算の制約上、若手研究者参加費用をその所属研究室が負担せざるを得なかったた

め、比較的裕福な研究室の若手研究者しか会議に参加できなかったことが残念である。



若手研究者には会議参加費を安価にするなどの工夫が期待される。これらの事業の継続

には各国が相当の費用を分担する必要があるが、これは参加国にとって我が国以上に重

い課題である。しかしながら、この事業が第二段階に進んだことは、各国がこの事業の

重要性を共有していることの顕れであり、平成 22 年度のアジア研究教育拠点事業とし

て千葉大学の西田篤司先生をコーディネーターとする「アジアにおける最先端有機化学

の新展開」が採択されているのを見ても本事業の評価が高かったことが想像される。 

 

今後は、互いの国々の研究者の世代交代や研究者の国境を越えた多くの異動がスムー

スに進み、より密なネットワークが構築され、第 3 極としての地位をしっかりと築いて

ほしい。さらに相手国もマレーシアが新たに加わったが日本側においても新しくいくつ

かの大学が協力大学として加わり、本事業がより一層発展していくことを願っている。

また、さらに多くのアジア各国との連携推進とこれを通じた欧米との連携構築が必要と

なろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１．これまでの交流を通じて得られた成果  

 

観  点 

・研究交流活動を通じて「学術的側面」「若手研究者の養成」「研究教育拠 

点の構築」の観点から成果があったか。 

・研究交流活動の成果として優れた研究業績が発表されたか。 

・本事業により得られた成果の社会への還元があったか。 

・当初予期していなかった活動成果があったか。 

 

評 価 

■ 想定以上の成果があがっている。  

□ 概ね成果があがっている。 

□ ある程度成果があがっている。 

□ 成果があがっているとは言えない。 

コメント 

 

日本は有機化学の分野では世界的な地位を築いている。欧州における学術雑誌の統合

によって、北米、欧州に対抗する第 3 の極としてアジア地域の学術振興の必要性が高ま

った。さらに、このアジア地域で日本が有機化学の分野を将来的にリードしていくため

には、この機に日本が先導的役割を果たすべきであるとの考えから本事業に応募し採択

された。アジア発の化学専門雑誌 Chemistry、an Asian Journal の創刊もこの機運

をふまえたものである。 

本事業は、立ち上げ当初、核となる研究者の尽力に負うところが大きかったが、５カ

年の活動を通して、多くの研究協力者の理解を得るとともに、参加国の中に確固たる拠

点が形成されてきた。特に鍵となった先生方は、退官後、他国へ移動して更なる国で拠

点を形成しつつ有るなど、各国における拠点構築に大きく貢献しており、その熱意と努

力に深く敬意を表したい。これら多くの先駆的研究者の活動を通して当該研究分野の学

生を含む多くの若手の研究者がアジア地区を自在に移動し、研究活動出来るようになっ

たことは、本事業の成果であり他研究分野への波及効果は大きい。 

 

本事業中に 5 回開催された「アジア最先端有機化学国際会議（ICCEOCA）」は、研究推

進者の尽力によるところが大きく、回を重ねるごとに、会議の意義とその効果が認知さ

れるとともに定着してきた。本会議を通して盛んな研究交流がはかられ、アジアにおけ

る有機化学の発展に大きく貢献したといえる。さらに、この会議において優れた発表を

した若手研究者に lectureship 賞を与えると同時に次年度に招聘国の数ヶ所の大学･研

究機関を訪問する講演旅行を提供するというユニークな企画は予想以上の効果をあげ

ており、多くの国際感覚に富んだ人材育成という目的が充分に達成されるとともに、今

後長期にわたる信頼関係、人的ネットワーク形成の関係をアジアに構築することに成功

した。 

また、国際共同研究、特に日本が得意とする天然物有機化学とタイの豊富な薬物資源

の共同研究が実施されたことは特筆される成果であり、若手研究者の自由な交流システ

ムの構築によってアジア地区の当該研究分野だけでなく周辺分野の学術レベルは着実

に向上してきているといえるであろう。 



 

 学術的に、当該分野の参加国の研究ポテンシャルと学術レベルは、それらの国々から

の発表論文の数と質からみて確実に向上したことは明白である。拠点大学ならびに協力

大学から名前を連ねている研究者はいずれも活発な研究を進め、本事業期間中に数多く

の業績を発表した。それらの論文は量だけでなく、質的にも北米、欧州からの発表と肩

をならべるかあるいはそれ以上のレベルのものである。厳密には参加研究者および協力

者の学術的成果が、この事業に触発されたものか否かを区別することは難しいが、アジ

ア地区の学生や若い研究者の能力や研究レベルは、様々な国際会議で報告内容から判断

しても確実に向上し、本事業を通じての成果として評価してよいであろう。 

しかし、本事業による共同研究の成果が必ずしも外から見え難いのが残念である。果

実が生まれるには時差が有ろうが、共同研究の成果を形として認知させる努力をすべき

であろう。当該分野以外でも類似のアジア地区のプログラムが多く有ることから、本事

業の明確な特色を示すことを勧める。 

 

アジア最先端有機化学国際会議により、天然物や生物活性物質会議などこの会議をモ

チーフにした国際会議がアジア各国のジョイントシンポジウムとして開催されるなど、

大きな波及効果を及ぼしている。また、ものづくりや、機能創出などに必須の基幹学術

である有機化学を主題とする本事業の成果はそれ以外の研究分野へ絶大な影響を及ぼ

しており、今回参加しなかったアジアの国々においてもこの事業が周知され、それらの

国々における有機化学分野の発展にも大きく寄与したことは想定以上の波及効果があ

ったといえるであろう。 

 



２．研究交流活動の実施状況  

 

観  点 

・研究交流目標達成に向けて、「共同研究」「セミナー」「研究者交流」を適

切に計画し、実施したか 

・国内外の拠点機関及び協力機関間の実施体制・協力体制等は適切であっ

たか 

・研究交流活動の実施にあたり、適切に経費が執行されたか 

・相手国において交流を行うに十分なマッチングファンドが確保されてい

るか。 

 

評 価 

■ 想定以上に効果的に実施された。  

□ 概ね効果的に実施された。  

□ ある程度効果的に実施された。  

□ 効果的に実施されたとは言えない。 

コメント 

 

アジア最先端有機化学国際会議（ICCEOCA）を本事業期間中に参加国（名古屋、沖縄、

韓国、中国、タイ）持ち回りで開催し、幅広く認知される定期的な国際会議として定着

させたことにより、当該分野における参加各国の強い連携と信頼関係そして研究ポテン

シャルが格段に向上し、加えて、若い有能な研究者の育成に非常に役立ったことから一

定の成果があげられたものと評価できる。この国際会議に付随して多くの研究者の国際

交流が果たせたこと、特に、ACP-Lectureship 賞を制定して研究者の相互招聘したこと

は本事業の目玉であり、若い人を国際舞台へ導きだすきっかけを与え大成功を収めたと

高く評価できる。訪問先で武者修行をすることで一層の研鑽を積むことが出来る非常に

意義深い企画であり、個々の受賞者は他の国で活発に共同研究を行った。代表的な共同

研究として日本とタイ国との間での「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」をあげることができる。 

研究者の交流についてもこの賞の果たした役割は大きく、若手・中堅の Lecture tour

は５年間で合計１７１名にのぼり、人材育成に大きく貢献したといえる。受け入れ国の

ホスト役の研究者にとっても、Lecture tour のお世話、礼儀、マナーなどゲストを迎え

入れるマナーを習得できる場となったものと考える。 

また、国際組織である IUPAC との共同開催で最新のトピックに関する Workshop を４

回開催し、アジアにおける有機化学の発展に大きく貢献した。ただ、本 Workshop につ

いては、企画として優れているが、明確に学生に焦点を当てて運営出来れば、より効果

が増したと思われ、今後の運営に期待したい。 

一方、共同研究は特にタイ国を中心に実施されたようであるが、当該分野以外からは

その成果がほとんど認知されていないことが残念である。共同研究も視野に入れた本事

業の成果が外からも見える形になると良かった。 

  

 国内の実施体制については名古屋大学を拠点大学とし、コーディネーターが北大、東

北大、東大、東工大、千葉大、京大、阪大の有機化学分野の有力な研究者に声をかけ、



それらの方々の賛同のもと強固な国内ネットワークが構築された。実行メンバーとして

国際交流に実績のある先生方を集め、また我が国の主要機関に加えて、中国科学院上海

有機化学研究所、台湾国立精華大学などこの分野で世界をリードする大学・研究所で構

成された実施体制は適切に組織されており、密接な連携体制が構築されているといえ

る。 

 

 経費の執行については、本研究交流活動に相当額の経費が費やされたが、5 回の国際

会議への出席者の数も充分確保でき成功裏のうちに本事業を終了できるなど、費用対効

果に優れ、本事業の初期の目的は充分達成されたものと評価できる。今後の運営につい

ては、当該国際会議がアジア地区で真に必要であれば、他の国際会議と同様に、段階的

に自立した会議の運営形態へ展開していくことを期待したい。 

 



３．今後の研究交流活動  

 

観  点 
・事業終了後も世界的水準の研究教育拠点として、継続的な研究交流活動の

実施が期待できるか。 

 

評 価 

□ 想定以上の成果が期待できる。 

■ 概ね成果が期待できる。   

□ ある程度成果が期待できる。  

□ 成果が期待できない。 

コメント 

 

韓国の有機化学のレベルはこの 20 年で飛躍的に高くなっており日本のレベルに比較

しても遜色がない。中国については北米において特にアメリカで現在活躍されている中

国人の先生方が多数にのぼり、超一流の研究をしている。中国本土においても留学から

の帰国者を中心にして近年驚くほどの勢いで有機化学のレベルがあがってきており、政

府の後押しもあって日本を追いこそうという勢いである。台湾でも、これら二つの国に

比べると質と量で少し見劣りするものの、本分野における基礎はできあがっている。シ

ンガポールについては、近年国策として世界中から優秀な研究者を集めており、有機化

学の分野でも例外ではなく、着々と体制づくりを行っている。タイについては、まだ充

分とは言えないが、王国皇女が特別講演をされるなど国の援助もあり、その意欲と熱意

は充分に感じられる。 

 

本事業の運営は、これまで日本の拠点機関の努力に負うところが大きかったが、その

結果、事業の展開とともに東アジアにおけるネットワークが形成されつつあることは評

価できる。また、交流事業の派生した成果として、実行メンバーの一部が、退職後も日

本から相手国に転出し、そこを核としてさらにネットワークを拡大させるとともに充実

させつつあることは、若い研究者も含め国間を交流出来る土壌を形成しつつあり、今後

の成果も期待できる。さらに、多くの有能な協力研究者を輩出し、そのメンバーによる

世代交代も円滑に行き、着実に研究教育拠点は、充実かつ拡充されつつある。本事業は、

研究拠点だけでなく、実行メンバーの尽力により、参画している各国の理解と交流が深

まり、結果として、国際会議がより充実したものになってきている。確実な研究交流の

礎が確立され、継続的な研究交流が実施できる体制が十分整っており、概ね成果があげ

られてきている。今後は、より深化した交流へと展開できるものと期待できる。 

  

今後の研究交流活動については日本側では九州大学が 19 年度から参加し、マレーシ

アも新たに参加するとのことであり、従来どおり継続するだけでなく、より大きく発展

するものと期待される。さらにインドを含めるなど、参加国の拡大に期待したい。 

 

また、すでに平成２２年度事業「アジアにおける最先端有機化学の新展開」が採択さ



れ、次の段階に向け継続されている。運営が形骸化されることが無いよう当該分野だけ

でなく、周辺の関連分野との適切な連携を採りながら活動することを勧める。しかし、

あまり分野を大きくすると形骸化の方向に向く可能性がある。参加国との連携や思惑も

影響すると思われるが、今までと同様に十分議論を重ねて実施していただきたい。 

 

 

 

 


