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                                      【公表】 

事業名 アジア・ヨーロッパ国際連携による環境生命工学若手研究者育成プログラム 

申請大学 

大学名・申請専攻等名 
東京工業大学・大学院生命理工学研究科 

主担当教員 

所属・職・氏名 
東京工業大学 大学院生命理工学研究科 生物プロセス専攻 教授 北爪智哉 

  

１．事業の実施状況 

（１）申請時に提出した事業の目的及び将来構想の概要を記入してください。 

 21 世紀の社会では地球温暖化、エネルギー枯渇、人口過剰増加等の地球規模の問題が生じ、地球上の

有限な生物資源の効率的利用や再資源化、人類が暮らす環境変化の迅速かつ継続的な計測やそれらが人

体に及ぼす影響の解析・評価等の人類を中心とした生命に関わる科学技術開発が焦眉の急である。特に

当世紀に飛躍的な発展が期待される中国などのアジアの発展途上諸国や環境先進国である英国やドイツ

などのヨーロッパ諸国では、抜本的な環境・エネルギー対策のための当該研究開発の推進が重要な国家

的課題となっている。日本も例外ではなく、持続的に発展する社会の構築を目指して、環境・エネルギ

ー対策に必要な科学技術分野に重点的に取り組む政策がとられている。そしてこれらの科学技術を迅速

かつ効果的に研究開発するためには、生命を扱う中心的な学術分野である生物学、医学、薬学、農学と

技術開発の中心学術分野である化学・工学を有機的に融合させて、新たに「環境生命工学」分野を創出

することが必要である。一方、地球全体を考える「環境生命工学」分野の研究開発や人材育成を飛躍的

に推進するためには、各国が独立に取り組むだけではなく、本分野を先導している国々の拠点が強力な

パートナーシップのもとに協力し合い、新学術領域を開拓・創生し、推進していくことが必要不可欠で

ある。そこで本事業においては、これまでバイオテクノロジーの最先端研究開発を推進してきた東京工

業大学大学院生命理工学研究科（日本）が「環境生命工学」分野の研究教育拠点を形成し、インペリア

ル・カレッジ（英国）、スイス連邦工科大学（スイス）、ハイデルベルグ大学/ドイツ癌研究センター（ド

イツ）、清華大学（中国）と強く連携して、未利用生物資源の効率的再資源化技術、高感度環境計測、環

境が及ぼす生命への影響の迅速解析技術の研究開発を行う新領域「環境生命工学分野」を先導する国際

的な若手研究者の育成を行うことを目的とした。そして、本事業の教育研究活動を通して、先ず連携大

学との間で「環境生命工学」分野の強力なネットワークを形成し、次いで連携大学のある地域の著名な

大学、そして世界各国のトップクラスの大学等にも門戸を開いたグローバルネットワークの形成を目指

す。このネットワークの中心が東京工業大学 生命理工学研究科となり、世界有数の「環境生命工学」の

教育研究拠点を構築することを最終目標としている。 

 

（２）事業の達成度合について当てはまるものを選択し、その理由を記入してください。 

  

 （１）の目的に対する、５年分の内２ヵ年分の計画については、 

□目標を上回る成果を得た 

■十分に達成された 

   □概ね達成された 

□ある程度達成された 

□ほとんど達成されなかった 

【理由】 

 最初の２年間に数多くの若手研究者を全ての欧州のパートナー機関に派遣し、有意義な共同研究を行うこ

とができている。また、スイス連邦工科大学ローザンヌ校やアーヘン工科大学もパートナー機関に加え、研

究開発の密接な連携も進め、ネットワークの拡大も進んでおり、概ね目標を上回る成果を得ていると考えて

いる。一方、中国には当初想定した平成 21 年度の派遣者数（３名）までの若手研究者（修士学生）を派遣

出来ておらず、これを総合すると上記の評価となると考えている。なお、中国への派遣者増加に関しては既

にその対策を講じている。 
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（３）若手研究者養成のための組織的な枠組み作りが確立し、実施機関全体として事業実施・支援体

制が整備されているか、また、海外パートナー機関と継続的な連携がとられているか。 

 

①若手研究者養成のための組織的な枠組み作り、及び実施機関全体としての事業実施・支援体制の整

備について 

・東京工業大学 生命理工学研究科 ITP 運営委員会を毎月開催し、本事業を着実に遂行するための企画・

立案・広報等について協議している。 

・平成 20 年度に構築した本事業のホームページにて、本事業の紹介や派遣者募集に関する告知などを行

い、活発に広報活動を行っている。また派遣先からの中間報告や帰国後の報告書もホームページで紹介

している。 

・教育担当グループでは、平成 20 年度に決定した海外派遣選定方法に基づき、派遣者の①書類審査、②

面接を行い、評価担当グループとともに各年度派遣する若手研究者の決定を行っている。 

・評価担当グループでは、派遣研究活動報告会を、平成 20 年度派遣研究活動報告会を平成 21 年 1 月と 5

月に、平成 21 年度派遣者活動報告会を平成 21 年 12 月と平成 22 年 1 月に開催した。他の若手研究者へ

の波及効果も考慮し本報告会は学内に対して公開で行った。また、報告会のうち１回は報告会の前に次

年度の募集説明会を行った。このことにより本事業での派遣への関心が高まった。報告会後の面接等で

当該若手研究者の技術・能力の向上や共同研究の進捗状況の厳密な評価を行っている。 

・評価担当グループでの評価結果を踏まえ、ITP 運営委員会にて、次年度以降の改善点を協議している。

・派遣した若手研究者の海外滞在中は、原則的に１名以上の本事業担当教員を派遣してメンターとして研

究助言、生活相談等を行い、若手研究者の研究進展を支援している。 

・ITP 運営委員会では、各メンターからの報告書をもとに、各若手研究者の研究状況の共有化、問題点に

対する今後の対策等を協議し、若手研究者の研究状況の改善指導を行っている。 

 

②海外パートナー機関との連携について（海外パートナー機関との間で形成したネットワークが活用

できているか、共同企画や海外パートナー機関からの受入等、双方向の交流についても言及して下さ

い。） 

（インペリアル・カレッジ・ロンドン） 

 インペリアル・カレッジ・ロンドンとは、本事業開始当初の平成 20 年 4 月にロンドンにて合同シンポ

ジウムを行い、学術交流を活発化させるとともに、平成 20年には 1名、平成 21 年には 2名の学生を派遣

し、共同研究を進展させている。また、平成 21 年 2 月には合同シンポジウムを東工大で行い、その際に

インペリアル・カレッジ・ロンドンの 5名の研究者に研究講演を依頼し、学術交流を行った。一方で学術

協定等に関しては、平成 21 年 9 月に学生のメンターとしてインペリアル・カレッジ・ロンドンを訪問す

る際や平成 22 年 3 月には担当教職員を派遣して、現状の部局間の MOU から公式な部局間学術交流協定に

発展させるための話し合いを行い、協定案を提案するところまで進めている。 

 

 

〈スイス連邦工科大学〉 

既に大学間学術交流協定があるスイス連邦工科大学チューリッヒ校とは、本事業での若手研究者派遣に

ついての打合せを行うとともに、平成 20 年には 2名のポスドクおよび学生を、平成 21 年には 1名の助教

を派遣している。また、平成 21 年には、スイス連邦工科大学チューリッヒ校の修士課程学生を 1 名受け

入れた。一方、平成 21 年度から正式にスイス連邦工科大学ローザンヌ校とも部局間交流協定締結に関す

る協議を行い、平成 21 年 9 月に当該ローザンヌ校の生物工学研究所と生物システム物理学研究所のそれ

ぞれと部局間学術交流協定を締結した。 

 

 

〈ハイデルベルク大学/ドイツ癌研究センター〉 

 ドイツ癌研究センターとは平成 20 年 5 月に部局間交流協定を締結し、ハイデルベルグ大学との学術交

流協定についても平成 21 年 9 月に当該大学の薬学・分子生命工学研究所と部局間交流協定を締結し、生

化学センターとは当面部局間の MOU を取り交わし学術交流を進めることとした。平成 20 年に 1名の助教、

平成 21 年に 2名の助教と学生を派遣し、共同研究を進めた。平成 21年 3月には東工大にて国際シンポジ

ウムを行い、ドイツ癌研究センターの研究者 1名の研究講演を通して、有意義な学術交流を行った。 
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〈アーヘン工科大学〉 

 ドイツ・アーヘン工科大学とは平成 19 年 9 月に大学間学術交流協定を締結しており、本事業では、環

境生命工学分野の中で、生物資源の効率的利用や再資源化の共同研究や学術交流を強化するために、平成

22 年度から開始することとし、その事前打ち合わせのために、平成 22年 3月に担当教職員を派遣して ITP

での学生派遣等による研究交流について詳細な議論を行った。 

 

 

〈清華大学〉 

中国・清華大学とは既に大学間学術交流協定を締結している。また東工大－清華大学大学院合同教育プ

ログラムを実施している。平成 20 年に 1名、平成 21 年に 1名の修士課程学生を 1年 1カ月派遣し、共同

研究を行うとともに、清華大学での修士号取得のために必要な講義単位数を取得し、最終的には修士号を

取得して帰国させている。また、平成 20 年には 4名、平成 21年には 3名の清華大学の修士学生が来日し、

1 年間の共同研究を行い、また必要講義単位を取得することで最終的に東工大の修士号を取得している。

そして、平成 21 年 8 月に北京にて、11 月には東京において合同シンポジウムを行い、研究者間の学術交

流や共同研究も盛んに行われている。 
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（４）本事業の取り組み成果の国内外への積極的な情報発信に取り組んでいるか。 

 

①ホームページの作成 

  平成 20 年度から以下のホームページを開設し、ITP 活動に関する情報を公開している。  

   http://www1.bio.titech.ac.jp/itp/index.html  

 

②パンフレットの作成 

  ITP 事業の概要を記したパンフレット（日・英表記）を作成し、海外出張する本学教員が持参し、 

  本事業の概略を紹介する際に活用している。 

 

③ワークショップ＆シンポジウムは以下のように開催した。全てのシンポジウムは公開で行われた。 

（詳細は３．共同企画の実施状況を参照） 

  平成 20 年 4月 21 日～平成 20年 4 月 22 日 

  HITS Biotechnology Symposium (HITS2008) 

  （インペリアル・カレッジ―東工大エコバイオテクノロジーシンポジウム）  

 

  平成 21 年 2月 5日～平成 21年 2月 6日 

  International Workshop HITS 2009:  

  Frontiers of Biomeasurement and Biotechnology toward Biomedical Engineering 

  （インペリアル・カレッジ－東工大エコバイオテクノロジーシンポジウム） 

 

  平成 21 年 3月 17 日～平成 21年 3 月 18 日 

  Pharmacogenomics Symposium （ファーマコゲノミクス・シンポジウム） 

 

  平成 21 年 8月 5日 

  Symposium for Eco-environmental and Biological Technology 

   

④中間報告の提出とホームページでの公開 

  派遣若手研究者全員に、派遣期間の中間期に派遣先より中間報告書を提出させ、同報告書を 

  ITP ホームページで公表している。 

 

⑤派遣研究活動帰国報告会の開催とホームページでの公開 

  派遣研究活動帰国報告会を公開で開催し、派遣者は派遣先での研究活動を報告した。 

 その報告内容をホームページ上で公表している。 
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２．若手研究者の養成 

 

（１）海外パートナー機関への派遣者数及び派遣期間について記入して下さい。 
 ・海外パートナー機関との共同企画参加のみの派遣を除く。 

  ・さらに派遣者がいる場合は欄を追加して下さい。 

①平成 20 年度 

 派遣先機関 派遣期間（_日間） 派遣者職名等 

1 ハイデルベルグ大学/ドイツ癌研究

センター 

2008/7/17～008/10/13 

(89 日間) 
生体分子機能工学

専攻 助教 

2 インペリアル・カレッジ・ロンドン 2008/8/12～2008/11/15 

(96 日間) 
生命情報専攻 

修士課程 2年 

3 スイス連邦工科大学チューリッヒ

校 
2008/9/30～2009/3/26 

(178 日間) 
生体分子機能工学

専攻 ポスドク 

4 スイス連邦工科大学チューリッヒ

校 
2009/1/3～2009/3/30 

(87 日間) 
生物プロセス専攻 

修士課程 2年 

5 清華大学化学工程系 2008/8/25～2009/3/31 

（219 日間） 
生物プロセス専攻 

東工大－清華大大

学院プログラム 

修士課程 1年 

 計５名   

 

②平成 21 年度 

 派遣先機関 派遣期間（_日間） 派遣者職名等 

1 清華大学 2009/4/1～2009/9/18 

（171 日間） 
生物プロセス専攻 

東工大－清華大大

学院プログラム 

修士課程 2年 

2 インペリアル・カレッジ・ロンドン 2009/6/30～2009/9/26 

（89 日間） 
分子生命科学専攻 

修士課程 1年 

3 インペリアル・カレッジ・ロンドン 2009/6/30～2009/9/26 

（89 日間） 
生命情報専攻 

修士課程 1年 

4 ハイデルベルグ大学/ドイツ癌研究

センター 

2009/7/5～2009/9/30 

（88 日間） 
生体分子機能工学

専攻 博士課程 3年 

5 スイス連邦工科大学ローザンヌ校 2009/7/15～2009/10/15 

（93 日間） 
生物プロセス専攻 

助教 

6 清華大学 2009/8/31～2010/3/31 

（213 日間） 
生物プロセス専攻 

東工大－清華大大

学院プログラム 

修士課程 1年 

7 スイス連邦工科大学チューリッヒ

校 

 

2009/9/26～2009/12/30 

（96 日間） 
生体分子機能工学

専攻 

修士課程１年 

8 ハイデルベルグ大学/ 

ドイツ癌研究センター 

 

2010/1/5～2010/3/18 

（73 日間） 
生体分子機能工学

専攻 助教 

 計８名（継続１名）   
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（２）派遣若手研究者の募集・選考方法について記入して下さい。 

 

①選考結果 

     派遣者数  応募者数 

平成 20 年度 5 ／ 5 

平成 21 年度 8 ／ 11 

平成 22 年度 7 ／ 9 

 

②募集・選考方法 

 

【募集】 

募集要項は早期に ITP ホームページと学内掲示板で公示するとともに、説明会を開催した。また、平成 22

年度派遣者募集の説明会の後、平成 21年度派遣者の派遣研究活動帰国報告会を同会場で行い、若手研究者

派遣プログラムの全体像に加え、実際の派遣生活を紹介することで、学生に一層の理解を深めさせること

とした。応募希望者は、応募申請書に必要事項を記入の上、事務局に提出させた。 

 

【選考】 

まず、希望者は国際大学院の英語開講科目を 4 単位以上履修することを原則とした。特に英語でのコミュ

ニケーション能力の向上のため、留学生とコミュニケーションをとりながら創造性を発揮して課題解決を

行う科目「科学技術創造設計」の履修を必須とした。それに加え、本研究科及び関連研究科で開講する英

語表現力強化科目のうち 1 科目を必ず履修させ、それら取得単位の評価と派遣計画についての書類審査を

選考委員会で行い、書類審査を通過した派遣希望者には同委員会による面接を行った。面接では派遣計画

に関するプレゼンテーションと語学力を総合的に評価し、最終的な派遣者を決定した。 
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（３）海外パートナー機関との連携促進状況、及び派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚

に資する具体的な活動内容（単位取得、外国語による学術論文作成、口頭研究発表、実験、インター

ンシップ等）とその効果について記入して下さい。（派遣された若手研究者へのアンケート集計結果な

どがあれば、その抜粋を資料として添付して下さい。） 
 ・海外パートナー機関の数がさらにある場合は、欄を追加して下さい。 

 

平成 21 年度末時点の海外パートナー機関について記入してください。 

① 機関名（国名）：インペリアル・カレッジ・ロンドン（イギリス） 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

インペリアル・カレッジ・ロンドンとは、本事業を進めるにあたり、若手研究者のインペリアル・

カレッジ・ロンドン内でのポジションや滞在期間の学費等、共同研究推進方法等を詳細に検討する

ため、担当教職員が平成 20 年 4 月にインペリアル・カレッジ・ロンドンを訪問し、生命工学科な

らびに生命医工学科のディレクター等と議論し、若手研究者交流に関する覚書を締結した。更に、

平成 21年 9月と平成 22年 3月に担当教職員が訪問し、現状の部局間の MOU から公式な部局間学術

交流協定に発展させるための話し合いを行い、協定案を提案した。 

 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

平成 20 年度には博士課程院生を 1 人 3 ヶ月間派遣して共同研究を発展させた。そして博士課程

院生の帰国後、派遣研究活動帰国報告会を行い、総合評価の結果インターンシップ科目として単位

を認定した。平成 21 年度は修士課程院生 2 人を各々3 ヶ月間、医科工学系研究室および生命工学

学系研究室にそれぞれ派遣して共同研究を遂行させた。 

 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    ３人、延べ派遣日数：  ２７４日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：    ６人、延べ派遣日数：   １７日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：    ５人、延べ受入日数：   ２０日）  

② 機関名（国名）：スイス連邦工科大学（スイス） 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

スイス連邦工科大学チューリッヒ校とは既に大学間学術交流協定を締結しているが、若手研究者

のスイス連邦工科大学内でのポジションや滞在期間の学費、共同研究推進方法等を検討するため、

平成 20 年 6 月に教職員がスイス連邦工科大学チューリッヒ校を訪問し、化学科や材料科学科のデ

ィレクター等と議論し、若手研究者交流に関する覚書を締結した。 

スイス連邦工科大学ローザンヌ校とは部局間交流協定締結に関する協議を行い、平成 21 年 9 月

に当該ローザンヌ校の生物工学研究所と生物システム物理学研究所のそれぞれと部局間学術交流

協定を締結した。 

 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 平成 20 年度はチューリッヒ校にポスドク 1人を 6か月間、博士課程院生１人を 3か月間派遣し、

研究活動を行わせた。さらに博士課程学生は交流協定に基づく派遣学生として、チューリッヒ校で

講義に出席して、単位を取得している。平成 21 年度は、修士課程学生を 1 名派遣するとともに、

チューリッヒ校から修士課程学生を 1 名受け入れた。また、平成 21 年には、チューリッヒ校と東

京工業大学生命理工の間で進行中の高感度環境計測に関わる共同研究の取り組みを同大学ローザ

ンヌ校まで拡大し、「環境生命工学」分野をより浸透させるため、同年助教 1人を 3ヶ月間派遣し、

ローザンヌ校との共同研究を遂行させた。その結果を共著論文として発表した。 

 

 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：   ４人、延べ派遣日数：  ４５４日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：  １０人、延べ派遣日数：   ４６日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：   １人、延べ受入日数：  １１２日）  
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③ 機関名（国名）：ハイデルベルク大学/ドイツ癌研究センター（ドイツ） 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

平成20年6月にドイツを訪問し、ドイツ癌研究センターとの部局間学術交流協定の締結を行った。

ハイデルベルグ大学との学術交流協定についても、平成 21年 6月に担当教員を派遣して十分な議

論を行い、平成 21年 9月に当該大学の薬学・分子生命工学研究所と部局間交流協定を締結し、生

化学センターとは当面部局間の MOU を取り交わし学術交流を進めることとした。そして平成 22 年

3月に担当教員を派遣して、平成 22年度に共同開催する合同シンポジウムを打ち合わせや今後の

連携の進め方等を議論した。 

 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

平成 20 年度は環境負荷物質・電磁波が人体に及ぼす影響を解析する技術の開発を目的とした共同

研究を展開させるため助教 1 人を 3 か月間派遣した。平成 21 年度は昨年度から開始した共同研究

を益々展開させるため、博士課程院生 1人を 3ヶ月間、助教 1人を 3カ月間それぞれ派遣し、本学

技術と相手大学技術の融合による新技術開発を行った。 

 

 

 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    ３人、延べ派遣日数：  ２５０日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：   １３人、延べ派遣日数：   ４８日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：    ２人、延べ受入日数：    ６日）  

④ 機関名（国名）：アーヘン工科大学 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

 ドイツ・アーヘン工科大学とは平成 19 年度に大学間学術交流協定を締結しており、本事業では、

環境生命工学分野の共同研究や学術交流を平成 22年度から開始することとし、平成 22年 3月に担

当教職員がアーヘン工科大学を訪問し ITP での学生派遣等による研究交流について議論した。 

 

 

 

 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

  平成 21 年度までは派遣の実績はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    ０人、延べ派遣日数：  ０日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：    ４人、延べ派遣日数：  ９日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：    ０人、延べ受入日数：  ０日）  
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⑤ 機関名（国名）：清華大学（中国） 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

 清華大学とは既に大学間学術交流協定を締結している。また 2004 年より東工大－清華大学大学

院合同教育プログラムを実施しているので、平成 20年に 4名、平成 21年に 3名の清華大学修士課

程学生を 1年間受け入れている。これらの学生は、共同研究を行うとともに、東工大修士課程学生

として授業に出席し、修士要件に必要な単位を取得している。また、平成 21年 8月に北京におい

て合同シンポジウムを行い、平成 21年 11 月には 6名の清華大学の教員が来日した際に、共同研究

等の議論を発展させている。一方、共同研究ファンドとしては平成 22年度平和中島財団のアジア

地域重点学術研究助成に清華大学と共同で採択されている。平成 22年に入り、平成 22年 7月中国・

北京で共同開催予定の国際シンポジウムの議論を開始した。 

  

 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

  修士課程学生 1名を平成 20 年 9 月から 1 年 1ヶ月間派遣し、共同研究開発の実施および清華大

学修士号の取得を行った。平成 21年 9月からも修士課程学生 1名を 1年 1ヶ月間派遣し、未利用

生物資源の効率的再資源化技術の研究開発の実施や双方の修士学位を取得中である（現在も派遣

中）。平成 20年 4月には、双方研究者を中心とした合同シンポジウム(ISABES2008)、平成 21 年 3

月には双方大学院生主催の研究交流会(IGS3BS)を開催し、派遣した学生が参加し、英語での口頭発

表を行った。 

 

 

 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    ３人、延べ派遣日数： ６０３日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：    ６人、延べ派遣日数：  ２４日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：    ７人、延べ受入日数：２５５２日）  
 

⑥ 機関名（国名）：  

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

 

 

 

 

 

 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：     人、延べ派遣日数：     日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：     人、延べ派遣日数：     日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：     人、延べ受入日数：     日）  
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⑦ 機関名（国名）：  

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

 

 

 

 

 

 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：     人、延べ派遣日数：     日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：     人、延べ派遣日数：     日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：     人、延べ受入日数：     日）  
 

○申請当初より海外パートナー機関の見直しが行われた場合はその理由を記入してください。 

 

平成 21 年度より、スイス連邦工科大学のもう１つの分校であるローザンヌ校も海外パートナー機関に加

えることとした。 

 

（理由）環境生命工学分野の中で、スイスではチューリッヒ校と「高感度環境計測の共同研究」を進め

ているが、スイスとの環境生命工学分野の関係を強化するためには、「生物資源の効率的利用や再資源化」

の研究開発が比較的に盛んであるローザンヌ校との連携や共同研究推進も必要不可欠となり、これまで東

工大とは一切交流協定が無かったローザンヌ校と部局間交流協定を結ぶとともに、本事業で若手研究者を

派遣することとした。 

 

平成 22 年度より、ドイツ・アーヘン工科大学を新たに海外パートナー機関として加えた。 

 

（理由）ドイツでは、ハイデルベルク大学/ドイツ癌研究センターと「環境が及ぼす生命への影響評価」

の研究開発を進めているが、さらにアーヘン工科大学が正式な海外パートナー機関となれば本プログラム

がカバーする主要学術分野である「生物資源の効率的利用・再資源化」において、様々な微生物の効率的

工学利用技術開発利用という視点が導入でき、環境生命工学分野全体として、大きな教育研究上の成果が

期待できる。 

 

 

 



若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム（ＩＴＰ） 

平成 22 年度中間評価資料（進捗状況報告書） 

        11             （平成２２度中間評価） 
この様式は、独立行政法人日本学術振興会において定められたものです。様式の改変はできません。 

３．共同企画の実施状況 

共同企画の実施状況について記入して下さい。 

 

① 共同企画名 HITS Biotechnology Symposium (HITS2008) 

（インペリアル・カレッジ―東工大エコバイオテクノロジーシンポジウム） 

開催場所 インペリアル・カレッ

ジ・ロンドン 
開催期間 平成 20 年 4月 21 日～平成 20 年 4月 22 日 

（2日間） 

海外パートナ

ー機関 

インペリアル・カレッジ・ロンドン 

内容（若手研

究者による発

表 等 に つ い

て） 

英国インペリアル・カレッジ・ロンドンから 7 名、韓国漢陽大学から 6 名、静岡

がんセンターから 1名、東工大から 6名の合計 19名のバイオ計測によるエコバイ

オテクノロジーに関する講演を行った（講演者と合わせて参加者数は合計 40名）。

各機関における本分野の研究を理解することができ、今後の共同研究を進める上

で非常に有意義であった。 

 

 

 

 

② 共同企画名 International Workshop HITS 2009:  

Frontiers of Biomeasurement and Biotechnology toward Biomedical Engineering

（インペリアル・カレッジ－東工大エコバイオテクノロジーシンポジウム） 

開催場所 東京工業大学すずか

け台キャンパス 
開催期間 平成 21 年 2月 5日～平成 21年 2月 6日 

（2日間） 

海外パートナ

ー機関 

インペリアル・カレッジ・ロンドン 

内容（若手研

究者の発表等

について） 

英国インペリアル・カレッジ・ロンドンから 5 名、韓国漢陽大学から 6 名、米国

ノースイースタン大学から 1 名、国内大学・研究機関から 4 名、東工大から 4 名

の合計 20 名のバイオ計測によるエコバイオテクノロジーに関する講演を行った

（講演者と合わせて参加者数は合計 108 名）。平成 20（2008）年 4月のインペリア

ル・カレッジ・ロンドンでの同シンポジウムに引き続き、各国での科学技術の発

展と今後の共同研究および若手育成の在り方について討論し、今後より密接に共

同実施し、成果を上げることが確認された。 

 

 

 

 

 

 

 

③ 共同企画名 Pharmacogenomics Symposium 

（ファーマコゲノミクス・シンポジウム） 

開催場所 東京工業大学すずか

け台キャンパス 
開催期間 平成 21 年 3月 17 日～平成 21 年 3月 18 日 

（2日間） 

海外パートナ

ー機関 

ドイツ癌研究センター・ハイデルベルグ大学 

内容（若手研

究者の発表等

について） 

Dr. Dietrich Keppler 教授、 DAAD 協会東京事務所の Dr. Irene Jansen 所長、本

学生命理工研究科長、本研究科国際トレーニングプログラム担当者が一堂に会う

機会が設定されて、日独交流強化に向けた率直な意見交換ができた。そして国際

トレーニングプログラム（ITP）の今後の発展について議論ができた。さらに、昨

年度、本研究科国際トレーニングプログラムにおいてドイツ癌研究センター・ハ

イデルベルグ大学で共同研究をおこなった中川大・助教と Dr.Dietrich Keppler

教授が会合をもち、さらなる共同研究計画の打ち合わせができた。 
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④ 共同企画名 Symposium for Eco-environmental and Biological Technology 

開催場所 北京市海淀区清華園

中国 100081 文津国

际酒店 

開催期間 平成 21 年 8月 5日 

海外パートナ

ー機関 

清華大学 

内容（若手研

究者の発表等

について） 

中国・清華大学から 6名、東京工業大学から 5名の合計 11名により「未利用生

物資源の効率的再資源化技術」を中心としたエコバイオテクノロジーに関する講

演を行った。各機関における本分野の研究を理解することができ、今後の共同研

究を進める上で非常に有意義であった。また互いに科学技術の発展と今後の共同

研究および若手育成の在り方について討論し、今後より密接に共同研究を進め、

共同研究を軸にして、両機関の学生、ポスドク、助教等、若手研究者が相互に交

流できる体制を整える方向で推進することを確認した。 

 

 

 

 

 

 

⑤ 共同企画名  

開催場所  開催期間  

海外パートナ

ー機関 

 

内容（若手研

究者の発表等

について） 
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４．学術面の成果及び成果の発表状況 

派遣若手研究者による研究成果発表について記入して下さい。 

 
①学術雑誌等（紀要・論文集等も含む）に発表した論文又は著書 

・査読がある場合、印刷済及び採録決定済のものに限って記載すること。査読中・投稿中のものは除く。 

・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。 

1 

著者名 Yap ML, Mio K, Leiman PG, Kanamaru S, Arisaka F. 

題 名 
The baseplate wedges of bacteriophage T4 spontaneously 

assemble into hubless baseplate-like structure in vitro. 
掲載誌名 J Mol Biol. 

発行所 ELSEVIER 巻号 395 頁 349～360 発行年 2010 年 査読 有 

2 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無

3 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無

4 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無

5 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無

6 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無

7 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無

8 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無

9 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無

10 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無

11 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無

12 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無
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②国際会議における発表 
・発表者名（参加研究者を含む全員の氏名を、論文等と同一の順番で記載すること）、題名、発表した学会名、開催場所、発表時

期を記載すること。共同発表者がいる場合は、全ての発表者名を記載し、主たる発表者に○印を付すこと。 

・口頭・ポスターの別、発表者決定のための審査の有無を区分して記載すること 

・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。 

1 

発表者名 Shuji Kanamaru, Mai Nemoto, Mako Okuda, Petr Leiman and Fumio Arisaka 

題 名 
Spackle protein (gp61.3) and tail lysozyme (gp5) of bacteriophage 

T4 
ポスター 審査 有 

学会名 
XXIst Biennial Conference on Phage/Virus 

Assembly 
場所 Annecy(France) 2009 年 9 月 

2 

発表者名 Yo Hirose 

題 名 
Analysis of  extracellular respiration of NADH by Enterobacter 

aerogenes, pseudomonas Putida and Bacillus cereus 
口頭 審査 有 

学会名 

The INTER NATIONAL SYMPOSIUM ON Advanced 

Bio, Nano, and Pharmaceutical Science and 

Technology (BNPST) 

場所 北京（中国） 2009 年 5月 

3 

発表者名  

題 名  口頭・ポスター 審査 有・無

学会名  場所    年  月 

4 

発表者名  

題 名  口頭・ポスター 審査 有・無

学会名  場所    年  月 

5 

発表者名  

題 名  口頭・ポスター 審査 有・無

学会名  場所    年  月 

6 

発表者名  

題 名  口頭・ポスター 審査 有・無

学会名  場所    年  月 

7 

発表者名  

題 名  口頭・ポスター 審査 有・無

学会名  場所    年  月 

8 

発表者名  

題 名  口頭・ポスター 審査 有・無

学会名  場所    年  月 

9 

発表者名  

題 名  口頭・ポスター 審査 有・無

学会名  場所    年  月 

10 

発表者名  

題 名  口頭・ポスター 審査 有・無

学会名  場所    年  月 

11 

発表者名  

題 名  口頭・ポスター 審査 有・無

学会名  場所    年  月 

12 

発表者名  

題 名  口頭・ポスター 審査 有・無

学会名  場所    年  月 
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５．今後の展望 

（１）当初目的を達成するための今後の事業実施計画（概要）について、これまでの実施状況を踏ま

えて、改善点・改善方法について触れながら記入してください。また、事業実施期間終了後の展望に

ついて記入して下さい。 

 

事業採択期間である今後 3年間（平成 22 年度-平成 24 年度）は、若手研究者派遣として、これまでと同

様にインペリアル・カレッジ・ロンドン、スイス連邦工科大学チューリッヒ校、同大学ローザンヌ校、ハ

イデルベルグ大学/ドイツ癌研究センター、アーヘン工科大学には、毎年 1 名以上の若手研究者を派遣し、

「生物資源の効率的利用や再資源化」、「環境関連迅速計測」、「環境因子による人体への影響」に関する共

同研究を実施させるとともに、全学交流協定があり授業料不徴収協定を締結しているスイス連邦工科大学

チューリッヒ校への派遣者には、積極的に講義等の履修も行わせ、単位の取得等を促す。また、他の大学

においても派遣者の希望により講義等が履修でき、単位が取得できるように個別対応を行っていく。清華

大学では、毎年清華大学合同プログラムの優秀な修士課程院生 3名を 1年 1ヶ月間派遣し、「生物資源の効

率的利用や再資源化」に関する共同研究の実施と技術習得、そして単位取得等による清華大学の修士学位

取得を促す。これまでの清華大学への派遣については、平成 21年度には清華大学への派遣者が 1名となり、

当初目標の 3 名とはならなかった。派遣希望者が少なかった理由としては、学部学生の中国という隣国に

対する理解度が低いことが主な原因と考えられたため、平成 21年度から学部 3年生対象の海外研修の選択

科目を設置し、2週間程度の中国研修を実施して、中国、特に清華大学に関する理解度を向上させる方策を

講じた。結果として、平成 22年の現段階では当該プログラムへの入学希望者は 4名おり、改善策の効果が

見られている。よって 22年度からは計画通り年 3名の派遣を実施できる予定である。メンターは各若手研

究者の派遣期間に 1回以上派遣し、派遣学生の技術習得状況の把握や助言などのケアを行う予定である。

一方で、相手国からの受け入れについては、各海外パートナー機関と共同研究を行っている教員を中心

とし、相手大学の教員と日本への派遣のための資金獲得等の議論を行い、ブリティッシュ・カウンシル、

DAAD 協会、在日スイス大使館等との協議も開始しており、これらの活動をさらに積極的に進めていく予定

である。清華大学からは毎年修士課程学生を 1年間受け入れる予定であり、平成 22年度は 3名の受入、平

成 23年度は 2名の学生の受入がほぼ決まっている。これについても、双方での益々の共同研究等の推進の

ため、受入学生人数の拡大を協議していく予定である。 

続いて海外パートナー機関との共同研究等の学術交流の拡大については、平成 22 年度にドイツにて、ハ

イデルベルグ大学とのシンポジウムを開催予定であり、当大学との交流の幅を広げる機会を設けている。

また、同年清華大学とは北京で国際シンポジウムを共同開催し、両大学の学術交流をさらに活性化するこ

とに加え、日中の他大学や他のアジア諸国の大学関係者にも「環境生命工学」分野を認知させて、新たに

形成する「環境生命工学」のネットワークへの参加と当該分野の研究協力を促す。そして将来のネットワ

ーク形成のためには、海外パートナー機関の間での学術交流の推進も重要となる。そのための方策として

平成 23 年度には、スイス連邦工科大学チューリッヒ校、同大学ローザンヌ校、東工大の 3校での合同ワー

クショップを開催する予定である。これにより、3 校間での当該分野の共同研究等が推進できるとともに、

「環境生命工学」のネットワーク形成の基礎を構築し、今後の拡大の礎とする。さらに同年清華大学とは、

大学院生を中心とした学術交流ワークショップを開催し、両大学の学生間での交流も活発化させるととも

に、欧州のパートナー機関にも参加を打診し、アジア・欧州の若手研究者の学術交流やネットワーク形成

を促す予定である。平成 24 年度には、日本で開催予定の日英韓・バイオ計測国際シンポジウムにおいて来

日英国教員との当該分野の学術交流や共同研究等の進展協議を行う。そして、同年、英国、スイス、ドイ

ツ、中国の共同研究者も参加・発表する環境生命理工学の国際シンポジウムを北京で開催し、ユーラシア

地域での学術交流や共同研究を促す。このシンポジウムに教員や若手研究者、学生を参加・発表させると

ともに当該分野の若手研究者育成に関して積極的な意見交換を行う。 

事業運営に関しては、平成 20 年度、21 年度と同様に東工大からの渡航者は帰国後、研究科内での報告会

を開催して成果を評価する。毎年秋以降に全担当教員・職員による当該プログラム検討協議会を開催し、

これまでの渡航の成果、共同研究等の推進状況、若手研究者の成長度を総合的に評価・検討し、当該プロ

グラムをさらに強化する改善策を検討する。東工大からの渡航者は帰国後に研究科内での報告会を開催し

て成果を評価する。 

事業終了後の展望としては、事業期間 5 年間の全若手研究者の渡航の評価、若手研究者の成長度・共同研究

等の推進状況を総合的に協議・検討し、当該プログラムの最終報告・評価を行う。その最終報告・評価結果に基

づき、東京工業大学大学院生命理工学研究科と当該事業の海外パートナー機関が中心となり、ユーラシア

地域での「環境生命工学」分野の研究開発ネットワークを形成するとともに、世界における「環境生命工

学」の中核的役割を担うように今後 5～10 年の中期的な国際連携戦略を策定して、国際展開を推進する。
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（２）年度別計画について記入して下さい。（年度別の具体的な事業実施計画について記入してくださ

い。） 

①平成 22 年度 

（海外派遣計画） 

派遣先（機関名・部局名等）         派遣予定者の身分（人数）    派遣期間（日単位）
 インペリアル・カレッジ・ロンドン・工学部  修士課程 2年(1 名）  90 日間 

   教員（1名）   7 日間 

 スイス連邦工科大学・技術科学部  修士課程 2年(1 名)  90 日間 

 スイス連邦工科大学・自然科学・数学部  博士課程 1年(1 名)  90 日間 

 スイス連邦工科大学・自然科学・数学部  修士課程 1年(1 名)  90 日間 

 スイス連邦工科大学  教員（2名） 各 7日間 

 ハイデルベルグ大学・生命科学部  修士課程 2年(1 名)  90 日間 

   教員（1名）   7 日間 

 アーヘン工科大学・生物学科  博士課程 2年(1 名） 150 日間 

   教員（1名）   7 日間 

 清華大学・化学工程系・生物科学系  修士課程 2年(1 名) 150 日間 

   教員（3名） 各 5日間 

 

(1) インペリアル・カレッジには修士課程学生 1名を 3ヶ月間派遣し、環境関連迅速計測に関する共同研究を推進する。

派遣期間中に、担当教員 1名を派遣し、メンター活動と今後の本事業遂行のための協議を行う。 

(2) スイス連邦工科大学・ローザンヌ校へは修士課程院生 1名を 3ヶ月間、チューリッヒ校へは博士課程学生１名、修

士課程学生１名を各々3ヶ月間派遣し環境生命工学分野をより発展させる。また、平成 23 年度に東工大とスイス連邦

工科大学との合同シンポジウムを行うため、教員 2人がチューリッヒ校とローザンヌ校に出向き、シンポジウムの日程

や内容等の詳細な協議を行う。同時に派遣学生のメンター活動を行う。 

 (3) ハイデルベルグ大学へは修士課程学生 1名を 3ヶ月間派遣し、環境因子による人体への影響を検証する共同研究

の推進と研究会・セミナーを通じた英語での発表能力の向上を促す。担当教員 1名を派遣し、派遣学生の技術習得状況

の把握や学生指導、共同研究推進の協議を行う。 

(4)アーヘン工科大学へは博士課程院生 1名を 5ヵ月間派遣し、効率的再資源化技術に必要な機能性酵素開発の共同研

究を推進させる。派遣期間中、担当教員 1人がメンターとして訪問するとともに、今後の研究連携についても議論する。

(5) 中国・清華大学へは昨年度より継続して修士課程院生 1人を 5ヵ月間派遣し、未利用生物資源の効率的再資源化技

術の習得や双方の修士学位取得を促すとともに、清華大学修士課程院生 3人を 1年間受け入れる。そして、当該学生が

北京滞在中に担当教員 2人が定期的にメンターとして清華大を訪れる。また、担当教員１人が清華大学を訪問し、今後

の本事業遂行のための協議を行う。 

 

（海外パートナー機関との共同企画） 

 企画名 ：Joint Workshop for Advanced Biotechnology 

 開催時期 ：平成 22 年 7月 16 日 

 開催場所（国名） ：ハイデルベルグ大学（ドイツ） 

 参加者数（見込み）：計約 30 名：日本 4名（内 東京工業大学 4名）、ドイツ 26 名 

（計画の目的及び概要） 

 目的：環境が及ぼす生命への影響の迅速解析技術開発に関する日独合同ワークショップを開催し、学術交流や共同研

究の進展、双方向若手研究者派遣の詳細などについて協議し、共同研究の推進を促す。 

概要：医学バイオ系基礎研究に関する発表 8 件とその討論により、環境が及ぼす生命への影響の迅速解析技術を含

めた医学バイオ系研究の現状と問題点、さらに次世代の科学技術について討議する。 

 

（海外パートナー機関との共同企画） 

 企画名 ：International Symposium on Advanced Biological Engineering and Science (ISABES 2010) 

 開催時期 ：平成 22 年 7月 23 日～24 日 

 開催場所（国名） ：清華大学（中国） 

 参加者数（見込み）：計 100 名：日本 30 名（内 東京工業大学 25 名）、中国 65 名、他外国 5名 

（計画の目的及び概要） 

 目的：未利用生物資源の効率的再資源化技術を中心とした環境生命工学の国際シンポジウムを開催し、学術交流や共

同研究の進展、双方向若手研究者派遣の詳細などについて協議し、共同研究の推進及び当該分野の波及を促す。

概要：環境生命工学研究に関する教員発表 20 件と学生発表 20 件とその討論により、未利用生物資源の効率的再資

源化技術を含めた環境生命工学研究の現状と問題点、さらに次世代の科学技術について討議する。 
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②平成 23 年度 

（海外派遣計画） 

派遣先（機関名・部局名等）      派遣予定者の身分（人数）      派遣期間（日単位） 
 インペリアル・カレッジ・ロンドン・工学部  博士課程 1年(1 名）  90 日間 

   教員（1名）   7 日間 

 スイス連邦工科大学・技術科学部  修士課程 1年(1 名)  90 日間 

   教員（1名）   7 日間 

 スイス連邦工科大学・自然科学・数学部  博士課程 1年(1 名)  90 日間 

    教員（1名）   7 日間 

 ハイデルベルグ大学・生命科学部  修士課程 2年(1 名)  90 日間 

   教員（1名）   7 日間 

 アーヘン工科大学・生物学科  博士課程 2年(1 名） 150 日間 

   教員（1名）   7 日間 

 清華大学・化学工程系・生物科学系  修士課程 1年(3 名) 180 日間 

   教員（3名） 各 5日間 

 

(1) インペリアル・カレッジには博士課程学生 1名を 3ヶ月間派遣し共同研究を遂行させる。派遣期間中に担当教員 1

名を派遣し、メンター活動と日本－英国間での当該分野の学術交流や共同研究等の進展協議を行う。 

(2) スイス連邦工科大学とは環境生命工学分野の合同ワークショップをスイスで開催する。その際日本－スイス間の学

生交流強化や若手研者育成に関する合同協議も行う。また共同研究推進のため、教員 1名を 7日、修士課程学生 1名を

ローザンヌ校へ 3ヶ月間、博士課程学生 1名をチューリッヒ校へ 3ヶ月間派遣し環境生命工学分野の研究開発を益々発

展させる。 

(3) ハイデルベルグ大学へは修士課程学生 1名を 3ヶ月間派遣し、環境因子による人体への影響を検証する共同研究を

行う。担当教員 1名を派遣し、派遣学生の技術習得状況の把握や学生指導、共同研究推進の協議を行う。 

(4)アーヘン工科大学へは博士課程学生 1名を 5ヵ月間派遣し未利用生物資源の効率的再資源化技術に関する共同研究

を推進させる。派遣期間中、担当教員 1人がメンターとして訪問するとともに、現在の共同研究の進捗状況の把握や今

後の連携強化に向けての取り組みの議論等を行う。 

 (5) 清華大学合同プログラムの修士課程学生 3名を 8カ月間派遣し、技術習得や双方の修士学位取得を促す。 

研究打ち合わせのために担当教員 1名を 2度、交流計画遂行に関わる打ち合わせ等のために担当教員 1名を派遣する。

清華大学からは修士課程学生 2名を 1年間受け入れる。 

 

（海外パートナー機関との共同企画１） 

 企画名 ：Joint Workshop for Advanced Biotechnology 

 開催時期 ：平成 23 年 9月 10－11 日 

 開催場所（国名） ：スイス連邦工科大学ローザンヌ校（スイス） 

 参加者数（見込み）：計約 40 名：日本 4名（内 東京工業大学 4名）、スイス 36 名 

（計画の目的及び概要） 

目的：一昨年度から行っている高感度環境計測と再資源化技術に関わる共同研究を中心とした日瑞環境生命工学合

同ワークショップを開催し、専門的研究について討議するとともに、スイス連邦工科大学教員等と学術交流や

共同研究の進展、双方向若手研究者派遣の詳細などについて協議する。本ワークショップ開催により、当該分

野技術開発の共同研究の推進を促す。 

概要：2日間のワークショップにおいて、高感度計測と再資源化技術に関する発表とその討論により、現状と問題点、

さらに次世代の科学技術について討議する。また、スイス連邦工科大学関係者と東工大担当教員との会議を別

途設け、両大学間の国際的な若手研究者育成と今後の計画について詳細に協議する。 

 

（海外パートナー機関との共同企画２） 

 企画名 ：International Graduate Symposium for Applied Biological Engineering 

 開催時期 ：平成 23 年 7月 20-21 日 

 開催場所（国名） ：清華大学・北京（中国） 

 参加者数（見込み）：計約 70 名：日本 17 名（内 東京工業大学 17 名）、中国 43 名 

（計画の目的及び概要） 

目的：日中の大学院生が共同主催する環境生命工学分野を含む応用生命工学の大学院生国際シンポジウムを開催し、

欧州の学生にも参加を呼びかける。各自の専門的研究を発表するとともに、学生間での学術交流や研究開発の

詳細などについて協議する。 

概要：2日間のシンポジウムにおいて、応用生命工学に関する発表とその討論により、各国の学生の研究開発の現状

や問題点、さらに次世代の科学技術の発展などについて討議する。また、清華大学関係者と東工大担当教員と

の会議を別途設け、両大学間の国際的な学生交流と今後の計画について詳細に協議する。 
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③平成 24 年度 

（海外派遣計画） 

派遣先（機関名・部局名等）      派遣予定者の身分（人数）      派遣期間（日単位） 
 インペリアル・カレッジ・ロンドン・工学部  博士課程 1年(1 名）  90 日間 

   教員（1名）   7 日間 

 スイス連邦工科大学・技術科学部  修士課程 1年(1 名)  90 日間 

   教員（1名）   7 日間 

 スイス連邦工科大学・自然科学・数学部  博士課程 1年(1 名)  90 日間 

    教員（1名）   7 日間 

 ハイデルベルグ大学・生命科学部  修士課程 2年(1 名)  90 日間 

   教員（1名）   7 日間 

 アーヘン工科大学・生物学科  博士課程 2年(1 名） 150 日間 

   教員（1名）   7 日間 

 清華大学・化学工程系・生物科学系  修士課程 2年(3 名) 150 日間 

   教員（3名） 各 5日間 

 

(1) インペリアル・カレッジ・ロンドンへは博士課程学生 1名を 3ヶ月派遣し、共同研究を推進する。また日本での主

催が予定されている日英韓・バイオ計測国際シンポジウムにおいて来日英国教員との当該分野の学術交流や共同研究等

の進展協議を行う。 

(2) 教員 1名を 7日、修士課程学生 1名をローザンヌ校へ 3ヶ月間、博士課程学生 1名をチューリッヒ校へ 3ヶ月間派

遣し環境生命工学分野をより発展させる。 

(3) ハイデルベルグ大学へは修士課程学生 1名を 3ヶ月間派遣し、環境因子による人体への影響を検証する共同研究を

行う。担当教員 1名を派遣し、派遣学生の技術習得状況の把握や学生指導、共同研究推進の協議を行う。 

(4)アーヘン工科大学へは博士課程学生 1名を 5ヵ月間派遣し未利用生物資源の効率的再資源化技術に関する共同研究

を推進させる。派遣期間中、担当教員 1人がメンターとして訪問するとともに、今後の研究連携についても議論する。

(5)清華大学には、昨年度より継続して修士課程院生 3人を 5ヵ月間派遣し、技術習得や双方の修士学位取得を促す。

研究打ち合わせのために担当教員 1名を 2度、交流計画遂行に関わる打ち合わせ等のために担当教員 1名を派遣する。

清華大学からは修士課程学生 3名を 1年間受け入れる。 

 
（海外パートナー機関との共同企画１） 

 企画名 ：International Symposium for Environmental Bioscience and Bioengineering 

 開催時期 ：平成 24 年 7月 24-26 日 

 開催場所（国名） ：清華大学（中国） 

 参加者数（見込み）：計約 200 名：日本 25 名（内 東京工業大学 18 名）、中国 130 名 

（計画の目的及び概要） 

目的：英国、スイス、ドイツ、中国の共同研究者も参加・発表する環境生命理工学の国際シンポジウムを北京で開

催し、ユーラシア地域での当該分野の学術交流や共同研究を促す。このシンポジウムに教員や若手研究者、学

生を参加・発表させるとともに当該分野の若手研究者育成に関して積極的な意見交換を行う。また、当該分野

の国際的ネットワーク形成の議論を本格的に進める。 

概要：３日間のシンポジウムにおいて、環境生命理工学に関する 50以上の口頭発表と 100 以上のポスター発表なら

びにその討論により、ユーラシア地域の最先端研究開発動向を把握し、参加者全員の共通認識とするとともに、

将来当該分野の科学技術についても討議する。環境生命工学の国際的ネットワークのための組織構築を検討す

る。 

（海外パートナー機関との共同企画２） 

 企画名 ：International workshop HITS 2012 

 開催時期 ：平成 24 年 4月 15-16 日 

 開催場所（国名） ：東京工業大学（日本） 

 参加者数（見込み）：計約 40 名：日本 30 名（内 東京工業大学 27 名）、英国 5名 

（計画の目的及び概要） 

目的：英国インペリアル・カレッジ・ロンドンから 5 名、韓国漢陽大学から 5 名が海外から参加・発表する高感度

環境計測の日英韓国際シンポジウムを本学で開催し、ユーラシア地域での当該分野の学術交流や共同研究を促

す。このシンポジウムに教員や若手研究者、学生を参加・発表させるとともに当該分野の若手研究者育成に関

して積極的な意見交換を行う。また、当該分野の国際的ネットワーク形成の議論を本格的に進める。 

概要：２日間のシンポジウムにおいて、高感度環境計測の関する各国での科学技術の進展状況と今後の共同研究お

よび若手育成の在り方について討論し、今後より密接に共同実施するための方策についても議論する。 

 


