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アジア研究教育拠点事業 
平成 23 年度 実施計画書 

 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関： 千葉大学 

（ 中 国 ） 拠 点 機 関： 中国科学院上海有機化学研究所 

（ 台 湾 ） 拠 点 機 関： 国立清華大学 

（ 韓 国 ） 拠 点 機 関  延世大学 

（ タ イ ） 拠 点 機 関  ジュラポン研究所 

（ シ ン ガ ポ ー ル ） 拠 点 機 関  南洋理工大学 

（ マ レ ー シ ア ） 拠 点 機 関  マラヤ大学 

 
２．研究交流課題名 

（和文）： アジアにおける 先端有機化学の新展開            

                     （交流分野： 化学  ）  

（英文）： New Phase of Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia    

                   （交流分野： Chemistry ）  

 研究交流課題に係るホームページ：http://npceoca.jp/ 
 
３．採用年度 
 平成 22 年度（ 2 年度目） 
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：千葉大学 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：学長・齋藤 康 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：大学院薬学研究院・教授・西田篤司 
 協力機関：北海道大学、東北大学、東京大学、東京工業大学、名古屋大学、京都大学、  
      大阪大学、九州大学、理化学研究所 
 事務組織：学術国際部国際企画課 

      薬学部事務部 

 



2 
 

相手国側実施組織（拠点機関名・協力機関名は、和英併記願います。） 

（１）国（地域）名：中華人民共和国 

拠点機関：（英文）Shanghai Institute of Organic Chemistry 
      （和文）上海有機化学研究所 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）School of Chemistry and Chemical 
Engineering・Professor・Zhu-Jun Yao 
 協力機関：（英文）Nanjing University, Peking University, Tsinghua University, 
Institute of Chemistry, Chinese Academy of Science, Lanzhaou University, Nankai 
University, Xiamen University, Sichunan University, Chengdu Institute of Organic 
Chemistry, East China University of Science and Technology, Shanghai Jiaotong 
University, Fudan University, Shanghai Institute of Materia Medica, University of 
Science and Technology of China, The University of Hong Kong, The Chinese University 
of Hong Kong, Hong Kong Baptist University, The Hong Kong Polytechnic University, 
Hong Kong University of Science and Technology, 
（和文）南京大学,北京大学,清華大学,中国科学院化学研究所,蘭州大学,南開大学,廈門大

学,四川大学,成都有機化学研究所,華東理工大学,上海交通大学,復旦大学,中国科学院・上

海薬物研究所,中国科学技術大学,香港大学,香港中文大学,香港浸会大学,香港理工大学, 

香港科技大学, 

 経費負担区分：パターン２ 

 

（２）国（地域）名：台湾 

拠点機関：（英文）National Tsing Hua University 

     （和文）国立清華大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Department of Chemistry・Professor・

Biing-Jiun Uang 
 協力機関：（英文）National Taiwan University, Academia Sinica, National Central 
University, National Chung Cheng University, National Taiwan Normal University, 
（和文）国立台湾大学,中国科学院,国立中央大学,国立中正大学,国立台湾師範大学, 

 経費負担区分：パターン２ 

 

（３）国（地域）名：韓国 

拠点機関：（英文）Yonsei University 
      （和文）延世大学 

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

Kwan Soo Kim 
 協力機関：（英文）Korea Research Institute of Chemical Technology, Seoul National 
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University, Korea University, Sungkyunkwan University, Korea Advanced Institute of 
Science and Technology (KAIST), Pohang University of Science and Technology 
（和文）韓国科学産業技術研究所,ソウル国立大学校,高麗大学校,成均館大学校. 韓国科学

技術院, 浦項工科大学校 

 経費負担区分：パターン２ 

 
（４）国（地域）名：タイ 
拠点機関：（英文）Chulabhorn Research Institute 

     （和文）ジュラポン研究所 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文） 

Laboratory of Medicinal Chemistry・Professor・Somsak Ruchirawat 

 協力機関：（英文）Chulalongkorn University, Mahidol University, Ramkamhaeng 
University, Kasetsart University, Khon Kaen University, Burapha University, 
Sirinakharinwirot University, Prince of Songkla University, King Mongkut Institute of 
Technology at Lad Krabang Campus, King Mongkut Institute of Technology at Thonburi 
Campus, 
（和文）チュラロンコン大学,マヒドン大学,ランカンパン大学,カセサート大学,コンケン

大学,ブラパー大学,シリナカリンビロート大学,ソンクラ大学,キンモンク工科大学ラカバ

ンキャンパス,キンモンク工科大学トンブリキャンパス, 
 経費負担区分：パターン２ 

 
（５）国（地域）名：シンガポール 
拠点機関：（英文）Nanyang Technological University  

    （和文）南洋理工大学 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）School of Physical and Mathematical 

Sciences・Professor・Teck-Peng Loh 

 協力機関：（英文）National University of Singapore（和文）国立シンガポール大学 

 経費負担区分：パターン２ 

 
（６）国（地域）名：マレーシア 
拠点機関：（英文）University of Malaya  

    （和文）マラヤ大学 

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

Noorsaadah Abd. Rahman 
 経費負担区分：パターン２ 
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５．全期間を通じた研究交流目標 
有機化学は医・農薬、化学繊維、液晶、プラスチック、有機発光材料、有機半導体、有機太陽電

池、燃料電池など世界の基幹化学産業に密着した「もの作り」を支える基礎学問である。また、

環境保全の観点からグリーンケミストリーも重要である。近年、化学産業のグローバル化が進展

し、特にアジア地域におけるビジネス交流が著しく発展してきた。フェアな真のパートナーシッ

プを築くには有機化学研究者相互の交流に基づく、緊密なネットワークづくりが欠かせない。し

かし有機化学の発展の歴史を辿ると若い研究者の視点はともすれば欧米に向きがちであり、欧米

における国際学会で発表し、欧米系の学会誌、専門雑誌に研究内容を発表し、またその雑誌のレ

ベルが業績評価に使われてきた。2005 年 10 月、アジア研究教育支援事業｢アジアの 先端有機

化学｣が名古屋大学磯部稔教授をコーディネーターとしてスタートし日本、中国、台湾、香港、

韓国、タイ（後にシンガポール）間における研究者交流に大きな実績をあげてきた（第一期事業）。

第一期事業は大きな成果を上げながらも 2009 年度を持って終了した。そこで、それまでの 5年

間をアジア地域における有機化学者ネットワーク構築の第１段階ととらえ、2010 年、「ネットワ

ークの拡張と定着」を目的として新たに｢アジアにおける 先端有機化学の新展開｣事業を開始し

た。すなわち、年１回の国際シンポジウムの開催、レクチャーシップ賞の創設とそれに基づく研

究者交流、天然物化学および触媒・機能性分子開発を重点とする共同研究、大学院生・ポストド

クの口頭発表と英語交流事業を推進し、東アジア地域における 先端有機化学研究の底上げを図

る。 これまでの交流活動実績を基盤として、本事業では参加国を拡大し新たにマレーシアを加

え、また日本側協力機関として理化学研究所を加えた。更に本事業では大学院生、博士研究員ま

で交流の範囲を広げ次世代へ向けた交流ネットワークの定着を図っている。 

 

６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
 平成２２年度は本プログラムの初年度として組織の整備を整え、事業計画を実施した。 

国際シンポジウムの開催；平成２２年１１月5日〜７日、台湾高雄市の the National Sun Yat-sen 

University において Min-Jung Wu 教授の主催によりプレシンポジウムを開催し１６人の海外

参加者（６カ国/地域）の講演が行われた。高雄市在住の研究者、学生が参加し討論を行った。

平成２２年１１月６日〜７日、台湾新竹市、Chun-Chen Lin 教授の主催により 0th CEOCA 

Junior Workshop が開催された。９カ国/地域より３１名の大学院生が口頭発表し各国１−２名

の支援教授を含め国立清華大学大学院生、研究者と討論した。優秀発表者に講演発表賞（１０名）

とポスター発表賞（９名）が授与された。 

 平成 22 年度に計画した国際シンポジウムとして 5th International Symposium on 

Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia を台湾新竹市、アンバッサダーホテルにて１１月７

日〜１１日、国立清華大学 Biing-Jiun Uang 教授の主催にて開催した。１６１名の参加登録者

があり、３３演題の招待講演および１２６演題のポスター発表が繰り広げられ熱心な討論が行わ

れた。研究発表分野は有機合成、天然物化学、有機金属化学、不斉触媒、ケミカルバイオロジー

など多岐にわたった。７１演題の優秀発表者にレクチャーシップ賞が授与され、受賞者は平成２
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３年度、レクチャーシップ賞授与国において１週間程度の講演旅行に招待される予定である。 

共同研究；千葉大学とマラヤ大学の研究交流、名古屋大学と台湾国立清華大学との共同研究、大

阪大学とマラヤ大学との共同研究を実施し、有意義な研究交流が行われた。研究成果については

今後、学術論文として公表予定である。 

研究者交流： 4th International Symposium on Cutting-Edge Organic Chemistry in 

Asia(Bangkok, Thailand)におけるレクチャーシップ賞受賞者の研究交流を行った。日本訪問研

究者 12 名（中国４名、韓国２名、台湾２名、タイ３名、シンガポール１名）は日本側ホストを

介して講演ツアースケジュールが提案され１週間程度の旅行期間中３から４件の学術講演を行

い参加者との研究および文化交流を行った。本事業では海外研究者の日本国内交通費および宿泊

経費等を支援した。また、日本人研究者 17 名もプログラム参加国から講演旅行に招待され、本

事業では渡航費を支援した。レクチャーシップツアーのうち、研究者のスケジュールの都合など

から一部実施されなかったものについては平成 23 年度の実施を検討する。 

 以上平成 22 年度に予定された事業はほぼ達成されたと考えられ、大変有効な研究交流が行わ

れた。平成 22 年度交流に対する参加者の評価は、今後、アンケート調査などにより確認する予

定である。 

 

７．平成２３年度研究交流目標 
 
① 研究協力体制の点検：平成２３年５月に国内拠点代表者と本年度の研究交流内容の点

検を東京にて行う予定である。１２月に香港にて開催予定の The 6th International 
Conference on Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia (ICCEOCA-6)(S-1)の際に、運営

会議を開催する予定である。コーディネーターは上記会議を成功させるために早い時期に

中国／香港代表の Henry Wong 教授（The Chinese University of Hong Kong）と現地に

て打ち合わせる予定である。また、必要に応じて、参加国コーディネーターとの面談を行

う。 
 
② 学術的観点：シンポジウムの趣旨を周知させレベルの高い討論会とする。アジアにお

けるトップレベルの研究者を集め天然物化学、ケミカルバイオロジー，触媒開発，機能性

分子開発などの分野の発表・討論を活発に行う。これまでの 6 年間の実績により、本シン

ポジウムの重要性は参加各国研究者にすでに浸透しており、本交流を基盤とした共同研究

など、新たな交流展開に進展させる。共同研究による学術成果の公表を積極的に進める。 
 
③ 若手研究者養成：共同研究の機会に出来るだけ若手研究者の派遣を要請し、交流に努

める。またシンポジウム発表者における若手研究者の参加割合を増やす。中国にて開催予

定の 1st Junior Workshop において大学院生・ポスドクの口頭発表の機会を設ける。英語プ

レゼンテーション能力の涵養、国際感覚の育成を行う。 
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８．平成２３年度研究交流計画概要 
８－１ 共同研究 

１）「タイの生物資源に関するケミカルバイオロジー研究」 

名古屋大学西川教授とタイ、チュラロンコン大学 Khanit Swanborirux 博士との共同

研究；チュラロンコン大学の訪問(１名、７日間) 教員・学生（１名ずつ、それぞれ３

０日間）を受け入れ有用天然有機化合物の化学合成について指導する。 
２）「新規有機金属触媒の開発研究」 

理化学研究所、侯教授(北京大学訪問、１４日間)と北京大学 Xi 教授(１名、受入れ３０

日間)との共同研究を実施し、研究者交流を行う。 
３）「天然有機化合物の不斉合成研究」 

千葉大学西田教授と台湾国立清華大学 Uang 教授との共同研究を実施し、清華大学大

学院生を 1 ヶ月受け入れ、不斉合成研究について研究指導を行う。また千葉大学大学

院生を清華大学に１ヶ月派遣し研究交流を行う。 
 
８－２ セミナー (S-1) 

The 6th International Conference on Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia 
(ICCEOCA-6)を香港にて12月11日～15日に開催する

(http://www.chem.cuhk.edu.hk/icceoca6/index.html)。120人規模のシンポジウムを予定しており

現在準備中である。大学院生・ポスドクの口頭発表プログラム1st Junior Workshopを

Pei-Qiang Huang教授(Xiamen University)の主催にて中国厦門にて開催する予定である。

日本人研究者、大学院生・ポスドク合わせて40名を派遣する予定である。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 レクチャーシップ事業に基づき相互招聘事業を行う。中国 6 名、韓国 1 名、台湾 3 名、

シンガポール 3 名、タイ 1 名の研究者を受け入れ、1 週間国内に滞在し 3〜4 件の講演を行

い交流する。日本国内の移動・滞在費を支援する。 

 日本人研究者 20 名のレクチャーシップアワードに基づき渡航費を支援する。中国 6 名、

韓国 2 名、シンガポール 3 名、台湾７名、タイ 1 名、マレーシア 1 名への渡航が予定され

ている。 

 交流内容についてのレポートをホームページに掲載する。 

 また国内の協力機関の代表者と平成２３年度の事業の確認、展開について打ち合わせを

都内で行う。 
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９．平成２３年度研究交流計画総人数・人日数 

９－１ 相手国との交流計画 

 

 派遣先 

 

 

派遣元 

日本 

<人／ 

人日> 

中国 

<人／ 

人日> 

韓国 

<人／ 

人日> 

タイ 

<人／ 

人日> 

台湾 

<人／ 

人日> 

シンガ 

ポール 

<人／ 

人日> 

マレー 

シア 

<人／ 

人日> 

合計 

日本 

<人／ 

人日> 

 46/242 2/14 

 

2/14 

 

 

8/79 

 

3/21 1/7 62/377 

中国 

<人／ 

人日> 

 

8/86 

 

 (2/14) (1/7) (3/21) (2/14)  
8/86 

(8/56)  

韓国 

<人／ 

人日> 

1/7 (24/128)   (1/7) (3/21) (1/7) (1/7) 
1/7 

(30/170) 

タイ 

<人／ 

人日> 

3/67  (16/82) (1/7)  (2/14) (1/7)  
3/67 

(20/110) 

台湾 

<人／ 

人日> 

 

4/51 

 

(22/114) (2/14) (1/7)  (2/14) (1/7) 
4/51 

(28/156) 

シンガ 

ポール 

<人／ 

人日> 

3/21  (6/32) (1/7) (1/7) (1/7)  (2/14) 
3/21 

(11/67) 

マレー 

シア 

<人／ 

人日> 

 (3/15)     (1/7)   (4/22)  

合計 
<人／人

日> 

19/232 

 

 46/242 

(71/371) 

2/14 

(6/42)

2/14

(4/28)

8/79 

 (9/63)

3/21 

(7/49)

1/7 

(4/28) 

81/609 

(101/581)

※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流する人数・人日数を記載してくだ

さい。（なお、記入の仕方の詳細については「記入上の注意」を参考にしてください。） 

※日本側予算によらない交流についても、カッコ書きで記入してください。（合計欄は（ ）

をのぞいた人・日数としてください。） 

 

９－２ 国内での交流計画 

10／20  <人／日> 

 

 国内協力大学・施設の代表者との打ち合わせに利用する。 
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１０．平成２３年度研究交流計画状況 

１０－１ 共同研究 

―研究課題ごとに作成してください。― 

整理番号 R－1 研究開始年度 平成 22 年度 研究終了年度 平成 26 年度 

研究課題名 （和文）アジア 先端有機化学の新展開 

（英文）New Phase of Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia 
日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）西田篤司・千葉大学・教授 

（英文）Atsushi Nishida・Chiba-University・Professor 
相手国側代表者 

氏名・所属・職 

1) Zhu-Jun Yao・Shanghai Institute of Organic Chemistry・Professor
2) Kwan Soo Kim・Yonsei University・Professor 
3) Biing-Jiun Uang・National Tsing Hua University・Professor 
4) Somsak Ruchirawat・Chulabhorn Institute・Professor 
5) Teck-Peng Loh・Nanyang Technological University・Professor 
6) Noorsaadah Abd. Rahman・University of Malaya・Professor 

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

 

派遣元 

日本 中国 台湾 タイ 計 

<人／人日> <人／人日>
＜人／ 

人日＞ 

<人／ 

人日 

<人／ 

人日> 

日本 

<人／人日> 
  1/30 1/7 2/37 

中国 

<人／人日> 
2/44    2/44 

台湾 

<人／人日> 
1/30    1/30 

タイ 

<人／人日> 
2/60    2/60 

合計 

<人／人日> 
5/134  1/30 1/7 7/171 

② 国内での交流       人／日 

２３年度の研 

究交流活動計画 

１）名古屋大学−タイ、チュラロンコン大学の研究交流；名古屋大学から

教員１名がチュラロンコン大学を訪問し、１週間滞在し天然物化学研究

について打ち合わせを行う。チュラロンコン大学から教員・大学院生そ

れぞれ１名が名古屋大学を訪問し１ヶ月滞在の上、有用天然物の化学合

成について指導を受ける。 

２）理化学研究所−北京大学の研究交流；北京大学より研究者１名が理化

学研究所を訪問し２週間滞在の上、新たな遷移金属触媒および触媒反応
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の開発について情報交換および研究交流を行う。北京大学より大学院生

を１名、１ヶ月受入れ金属錯体調製とその構造解析について研究指導を

行う。 

３）千葉大学−台湾清華大学の研究交流；台湾清華大学の大学院生１名を

千葉大学に１ヶ月受け入れ、不斉合成化学分野の研究について研究指導

を行う。また千葉大学大学院生を１名、１ヶ月派遣し研究発表、有機触

媒開発について指導を受ける。 

期待される研究

交流活動成果 

特に天然生物資源が豊富なタイとの天然物化学分野における共同研究は

新たな創薬資源の開発につながる成果が期待される。タイ，台湾の若手

研究者・大学院生を日本において研究指導することにより、現地におけ

る研究レベルが向上し、新たな共同研究に進展する可能性がある。北京

大学は有機金属化学分野で豊富な人材を有しており理化学研究所との研

究交流により相互発展が期待できる。台湾では材料化学分野における研

究が進んでおりその分野の情報を取り入れる。日本では精密合成分野の

化学が進んでおり、台湾との交流により両者の特徴を生かした新規材料

開発や新規反応開発が期待される。 

日本側参加者数  

215 名 （13－1 日本側参加者リストを参照） 

（中国）国（地域）側参加者数 

75 名 （13－2 （中国）国（地域）側参加者リストを参照） 

（韓国）国（地域）側参加者数 

32 名 （13－3 （韓国）国（地域）側参加者リストを参照） 

（台湾）国（地域）側参加者数 

48 名 （13－4 （台湾）国（地域）側参加者リストを参照） 

（タイ）国(地域) 側参加者数 

45 名 （13－5 （タイ）国（地域）側参加者リストを参照） 

（シンガポール）国（地域）側参加者数 

17 名 （13－6（シンガポール）国(地域)側参加者リストを参照）

（マレーシア）国（地域）側参加者数 

5 名 （13－７（マレーシア）国(地域）側参加者リストを参照）
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１０－２ セミナー 
―実施するセミナーごとに作成してください。－ 
整理番号 S－1 
セミナー名 （和文）日本学術振興会アジア研究教育拠点事業 第 6 回アジア

先端有機化学国際会議 
（英文）JSPS Asian Core Program, 6th International Conference 
of Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia 

開催時期 平成 23 年 12 月 11 日 ～ 平成 23 年 12 月 15 日（5 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）中華人民共和国，香港，香港中文大学 
（英文）People’s Republic of China, Hong Kong，The Chinese 
University of Hong Kong 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）西田篤司・千葉大学・教授 
（英文）Atsushi Nishida・Chiba University・Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外での開催の場合) 

Henry Wong・Professor・The Chinese University of Hong Kong・
教授 

 
 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（  香港 ） 

日本 
<人／人日> 

A. 40/200 
B.  
C.  

中国 

<人／人日> 

A.  
B.  
C. 45/225 

韓国 

<人／人日> 

A.  
B.  
C. 20/100 

台湾 

<人／人日> 

A.  
B.  
C. 20/100 

タイ 

<人／人日> 
A.  
B.  
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C. 15/75 

シンガポール 

<人／人日> 

A.  

B.  

C. 5/25 

マレーシア 
<人／人日> 

A.  

B.  

C. 3/15 

合計 
<人／人日> 

A. 40/200 

B.  

C. 108/540 

 
A.セミナー経費から負担 
B.共同研究・研究者交流から負担 
C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない

でください。） 
 
セミナー開催の目的 昨年度と同様、アジアにおける 先端研究者間の「顔の見える」

交流を実施し、情報交換を行う。 先端有機化学のあらゆる分野

を一堂に集めることにより、異なる分野間の刺激を生み新たな発

想に基づく共同研究の進展を目的とする。また、英語による表現

能力の向上、国際協調および異文化への理解を深める。平成２２

年度にスタートした本事業の核をなす研究交流として位置づけ、

さらに強固な研究交流基盤を築く。開催形式はメインシンポジウ

ムの他に大学院生・ポスドクの研究交流を目的とする 1st Junior 
Workshop を開催する。触媒化学分野や機能性材料開発分野の若手

研究者をメインに招へいすることによって、参加者の入れ替わり

を促進し、新たな交流の進展を目指す。 
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期待される成果 「学術的側面」・「社会への貢献」近年、アジアにおける有機化学

は大きな発展を遂げ欧米をしのぐ勢いで 新研究情報を発信し続

けている。しかし、若手研究者や大学院生の中には欧米における

研究のみに注目し、有機化学全体の進展を見誤っているものも多

い。実際にアジア諸国の若手研究者達の研究レベル、巧みなプレ

ゼンテーション技術、活発な議論を目の当たりにすることにより

大いに刺激を受けるものと期待される。 
 アジアにおける化学産業の発展は各国の政治・経済事情により

大きく異なる。交流を通じてそれらに理解を深め、各国の持つ化

学環境の問題点に対する学術的な取り組みが進展することが期待

される。特に触媒化学分野や機能性材料開発分野における研究の

進展が期待される。アジアの豊富な動・植物資源、さらに海洋資

源を用いる天然物化学の進展により、新たな医・農薬開発の進展

が期待される。 
「若手人材の育成」優秀な発表者にレクチャーシップ賞を与え、

加盟国・地域が相互に招聘し密接な交流を行うことにより、さら

に国際的な理解が深まる。 
又、インドネシア、フィリピン，ベトナムなど周辺国研究者にも

参加を呼びかけ、有機化学研究レベルの底上げを図る。 
セミナーの運営組織 西田篤司（コーディネーター、千葉大学）および Zhu-Jun Yao（香

港・中国科学院・上海有機化学研究所）および Henry Wong (中

国・ Chinese University of Hong Kong)が共同で主催する。谷野

圭持（北海道大学）、岩淵好治（東北大学）、渡邊秀典（東京大学）、

鈴木啓介（東京工業大学）、西川俊雄（名古屋大学）、松原誠二郎

（京都大学）、村田道雄（大阪大学）、佐々木茂貴（九州大学）、侯

招民（理化学研究所）が国内組織委員を務め、Biing-Jiun Uang(台湾・

上海有機化学研究所）、Kwan Soo Kim（韓国・延世大学）、Somsak 

Ruchirawat（タイ、ジュラポン研究所）、Teck-Peng Loh（シンガポ

ール・南洋理工大学）、Noorsaadah Abd.Rahman（マレーシア・マラ

ヤ大学）が海外組織委員を務める。 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容：国際航空運賃 
金額：400 万円 
   10 万円×40 名 

（中国）国（地域）側 内容：国内旅費、会議開催費、海外参加者の国内旅費

金額：600 万円 



13 
 

（韓国）国（地域）側 内容：国際航空運賃 
金額：300 万円 

（台湾）国（地域）側 内容：国際航空運賃 
金額：300 万円 

（タイ）国（地域）側 内容：国際航空運賃 
金額：225 万円 

（シンガポール）国（地

域）側 
内容：国際航空運賃 
金額：75 万円 

（マレーシア）国（地

域）側 
内容：国際航空運賃 
金額：75 万円 
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１０－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 
① 相手国との交流                  

 

 派遣先 

 

 

派遣元 

日本 

<人／ 

人日> 

中国 

<人／ 

人日> 

韓国 

<人／ 

人日> 

タイ 

<人／ 

人日> 

台湾 

<人／ 

人日> 

シンガ 

ポール 

<人／ 

人日> 

マレー 

シア 

<人／ 

人日> 

合計 

日本 

<人／ 

人日> 

 6/42 2/14 1/7 7/49 3/21 1/7 20/140

中国 

<人／ 

人日> 

6/42  (2/14) (1/7) (3/21) (2/14)  
6/42 

(8/56) 

韓国 

<人／ 

人日> 

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

(10/70)

タイ 

<人／ 

人日> 

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

(5/35) 

台湾 

<人／ 

人日> 

3/21 (2/14) (2/14) (1/7)  (2/14) (1/7) 
3/21 

(8/56) 

シンガ 

ポール 

<人／ 

人日> 

3/21 (1/7) (1/7) (1/7) (1/7)  （2/14） 
3/21 

(6/42) 

マレー 

シア 

<人／ 

人日> 

     (1/7)  (1/7) 

合計 

<人／人

日> 

14/98 
6/42 

(8/56) 
2/14 

(6/42) 
1/7 

(4/28) 
7/49 

(9/63) 
3/21 

(7/49) 
1/7 

(4/28) 
34/238
(38/266)

②  国内での交流     10/20  人／人日 
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所属・職名 

派遣者名 

派遣・受入先 

（国・都市・機関）
派遣時期 用務・目的等 

京都大学・教授・大江 浩一 
韓国・都市、機

関は未定 

2011.6-2012

.1の約1週間

3〜４大学（研究所）を訪問し、

講演、研究交流、文化交流を行う。

東工大学・准教授・冨田 育義  
韓国・都市、機

関は未定 

2011.6-2012

.1の約1週間

3〜４大学（研究所）を訪問し、

講演、研究交流、文化交流を行う。

東京大学・教授・金井 求 
ﾏﾚｰｼｱ・都市、機

関は未定 
2011.6-2012

.1の約1週間

3〜４大学（研究所）を訪問し、

講演、研究交流、文化交流を行う。

名古屋大学・助教・深澤 愛子 
ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ・都市、

機関は未定 
2011.6-2012

.1の約1週間

3〜４大学（研究所）を訪問し、

講演、研究交流、文化交流を行う。

九州大学・教授・友岡 克彦 
ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ・都市、

機関は未定 
2011.6-2012

.1の約1週間

3〜４大学（研究所）を訪問し、

講演、研究交流、文化交流を行う。

京都大学・教授・山子 茂 
ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ・都市、

機関は未定 
2011.6-2012

.1の約1週間

3〜４大学（研究所）を訪問し、

講演、研究交流、文化交流を行う。

東工大学・准教授・冨田 育義 
台湾・都市、機

関は未定 
2011.6-2012

.1の約1週間

3〜４大学（研究所）を訪問し、

講演、研究交流、文化交流を行う。

大阪大学・教授・深瀬 浩一 
台湾・都市、機

関は未定 
2011.6-2012

.1の約1週間

3〜４大学（研究所）を訪問し、

講演、研究交流、文化交流を行う。

名古屋大学・助教・深澤 愛子 
台湾・都市、機

関は未定 
2011.6-2012

.1の約1週間

3〜４大学（研究所）を訪問し、

講演、研究交流、文化交流を行う。

名古屋大学・准教授・坂倉 彰 
台湾・都市、機

関は未定 
2011.6-2012

.1の約1週間

3〜４大学（研究所）を訪問し、

講演、研究交流、文化交流を行う。

大阪大学・教授・加藤 修雄 
台湾・都市、機

関は未定 
2011.6-2012

.1の約1週間

3〜４大学（研究所）を訪問し、

講演、研究交流、文化交流を行う。

京都大学・講師・中尾 佳亮 
台湾・都市、機

関は未定 
2011.6-2012

.1の約1週間

3〜４大学（研究所）を訪問し、

講演、研究交流、文化交流を行う。

東京大学・教授・金井 求 
中国・都市、機

関は未定 
2011.6-2012

.1の約1週間

3〜４大学（研究所）を訪問し、

講演、研究交流、文化交流を行う。

東北大学・教授・寺田 眞浩 
中国・都市、機

関は未定 
2011.6-2012

.1の約1週間

3〜４大学（研究所）を訪問し、

講演、研究交流、文化交流を行う。

北海道大学・教授・谷野 圭持 
中国・都市、機

関は未定 
2011.6-2012

.1の約1週間

3〜４大学（研究所）を訪問し、

講演、研究交流、文化交流を行う。

理化学研究所・専任研究員・平井 剛 
タイ・都市、機

関は未定 
2011.6-2012

.1の約1週間

3〜４大学（研究所）を訪問し、

講演、研究交流、文化交流を行う。
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東北大学・教授・寺田 眞浩 
中国（香港）・都

市、機関は未定

2011.6-2012

.1の約1週間

3〜４大学（研究所）を訪問し、

講演、研究交流、文化交流を行う。

理化学研究所・ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ・福島 孝典 
中国（香港）・都

市、機関は未定

2011.6-2012

.1の約1週間

3〜４大学（研究所）を訪問し、

講演、研究交流、文化交流を行う。

京都大学・講師・中尾 佳亮 
中国（香港）・都

市、機関は未定

2011.6-2012

.1の約1週間

3〜４大学（研究所）を訪問し、

講演、研究交流、文化交流を行う。

韓国 Sungkunkwan University・Professor・

Do-Hyun Ryu  

日本・都市、機

関は未定 
2011.6-2012

.1の約1週間

3〜４大学（研究所）を訪問し、

講演、研究交流、文化交流を行う。

台湾 National Chung Cheng University・

Professor･Bor-Cherng Hong  

日本・都市、機

関は未定 

2011.6-2012

.1の約1週間

3〜４大学（研究所）を訪問し、

講演、研究交流、文化交流を行う。

台湾 National Taiwan Normal 

University・Richard P.Cheng  

日本・都市、機

関は未定 

2011.6-2012

.1の約1週間

3〜４大学（研究所）を訪問し、

講演、研究交流、文化交流を行う。

台湾 National Taiwan Normal  

University・Prof・Kwunmin Chen  

日本・都市、機

関は未定 

2011.6-2012

.1の約1週間

3〜４大学（研究所）を訪問し、

講演、研究交流、文化交流を行う。

シンガポール Nanyang Technological 

University・Assist.Prof・Shunsuke Chiba

日本・都市、機

関は未定 

2011.6-2012

.1の約1週間

3〜４大学（研究所）を訪問し、

講演、研究交流、文化交流を行う。

シンガポール National University of 

Singapore・Dr・Martin J. Lear 

日本・都市、機

関は未定 

2011.6-2012

.1の約1週間

3〜４大学（研究所）を訪問し、

講演、研究交流、文化交流を行う。

シンガポール National University of 

Singapore・Assist.Prof・Ying-Yeung Yeung

日本・都市、機

関は未定 

2011.6-2012

.1の約1週間

3〜４大学（研究所）を訪問し、

講演、研究交流、文化交流を行う。

タイ Thammasat University・・Siwarutt 

Boonyarattanakalin 

日本・都市、機

関は未定 

2011.6-2012

.1の約1週間

3〜４大学（研究所）を訪問し、

講演、研究交流、文化交流を行う。

中国 University of Science & Technology 

of China・Prof・Shi-Kai Tian 

日本・都市、機

関は未定 

2011.6-2012

.1の約1週間

3〜４大学（研究所）を訪問し、

講演、研究交流、文化交流を行う。

中国 East China Normal University・Prof・

WenHao Hu 

日本・都市、機

関は未定 

2011.6-2012

.1の約1週間

3〜４大学（研究所）を訪問し、

講演、研究交流、文化交流を行う。

中国 Donghua University・Prof・Feng-Ling 

Qing 

日本・都市、機

関は未定 

2011.6-2012

.1の約1週間

3〜４大学（研究所）を訪問し、

講演、研究交流、文化交流を行う。

中国(香港)The Hong Kong Polytechnic 

University・Prof・Fuk Yee Kwong 

日本・都市、機

関は未定 

2011.6-2012

.1の約1週間

3〜４大学（研究所）を訪問し、

講演、研究交流、文化交流を行う。

中国(香港)The Chinese University of 

Hong Kong・Assist.Prof・Chun-Yu Ho 

日本・都市、機

関は未定 

2011.6-2012

.1の約1週間

3〜４大学（研究所）を訪問し、

講演、研究交流、文化交流を行う。

中国(香港)Chinese University of Hong 

Kong・Assist.Prof・Ken Cham-Fai Leung 

日本・都市、機

関は未定 

2011.6-2012

.1の約1週間

3〜４大学（研究所）を訪問し、

講演、研究交流、文化交流を行う。



17 
 

九州大学・教授・永島 英夫 
台湾・都市、機

関は未定 
2011.6-2012

.1の約1週間

3〜４大学（研究所）を訪問し、

講演、研究交流、文化交流を行う。

 
②国内における交流 

北海道大学・教授・谷野 圭持 

日本・東京 2011.5 月−8

月の 2日間 

東京駅付近の貸し事務所にて、平

成２３年度事業の確認、展開につ

いて打ち合わせる。 

東北大学・教授・岩淵 好治 

日本・東京 2011.5 月−8

月の 2日間 

東京駅付近の貸し事務所にて、平

成２３年度事業の確認、展開につ

いて打ち合わせる。 

東京大学・教授・渡邊 秀典 

日本・東京 2011.5 月−8

月の 2日間 

東京駅付近の貸し事務所にて、平

成２３年度事業の確認、展開につ

いて打ち合わせる。 

東京工業大学・教授・鈴木 啓介 

日本・東京 2011.5 月−8

月の 2日間 

東京駅付近の貸し事務所にて、平

成２３年度事業の確認、展開につ

いて打ち合わせる。 

千葉大学・教授・西田 篤司 

日本・東京 2011.5 月−8

月の 2日間 

東京駅付近の貸し事務所にて、平

成２３年度事業の確認、展開につ

いて打ち合わせる。 

名古屋大学・教授・西川 俊雄 

日本・東京 2011.5 月−8

月の 2日間 

東京駅付近の貸し事務所にて、平

成２３年度事業の確認、展開につ

いて打ち合わせる。 

京都大学・教授・松原 誠二郎 

日本・東京 2011.5 月−8

月の 2日間 

東京駅付近の貸し事務所にて、平

成２３年度事業の確認、展開につ

いて打ち合わせる。 

大阪大学・教授・村田 道雄 

日本・東京 2011.5 月−8

月の 2日間 

東京駅付近の貸し事務所にて、平

成２３年度事業の確認、展開につ

いて打ち合わせる。 

九州大学・教授・佐々木 茂貴 

日本・東京 2011.5 月−8

月の 2日間 

東京駅付近の貸し事務所にて、平

成２３年度事業の確認、展開につ

いて打ち合わせる。 

理化学研究所・主任研究員・侯 召民 

日本・東京 2011.5 月−8

月の 2日間 

東京駅付近の貸し事務所にて、平

成２３年度事業の確認、展開につ

いて打ち合わせる。 
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１１．平成２３年度経費使用見込み額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 

国内旅費 3,926,800

15 万円×14 名（招聘） 

2 万円×10 名（国内連絡協議会） 

15700 円×44 日（共同研究･教授 2名）

10400 円×90 日（共同研究･学生 3名）

 

10 万円×2名（共同研究渡航費） 

10 万円×20 名（派遣） 

10 万円×40 名（ICCEOCA-6) 

外国旅費 6,200,000

謝金 0  

備品・消耗品購
入費 

363,200 共同研究消耗品他 

その他経費 0  

外国旅費・謝金
に係る消費税 

310,000  

計 10,800,000
研究交流経費配分額以内である
こと 

委託手数料 1,080,000
研究交流経費の１０％を上限と
し、必要な額であること。 
また、消費税額は内額とする。 

合  計 11,880,000  

 

１２．四半期毎の経費使用見込み額及び交流計画 

 経費使用見込み額（円） 交流計画人数<人／人日> 

第１四半期 
200,000

（国内連絡協議会）
10/20 

第２四半期 2,300,000 16/135 

第３四半期 7,153,800 63/414 

第４四半期 1,146,200 2/60 

合計 10,800,000 91/629 

 


