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平成２３年度 実施報告書 

 

 

１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関 ： 京都大学 物質－細胞統合システム拠点 

(韓 国 側 )拠 点 機 関： ソウル国立大学 

(中 国 側 )拠 点 機 関： 清華大学 

( シ ン ガ ポ ー ル 側 )

拠 点 機 関： 

シンガポール国立大学 

 

２．研究交流課題名 

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

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

（英文）： Asian Chemical Biology                         

                   （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．開始年度 

平成 23年度（1年目） 

 

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）：拠点長・中辻憲夫 

 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,名古屋市立大学,千葉大学 

 事務組織：物質－細胞統合システム拠点 事務部 

 

 

相手国側実施組織（拠点機関名・協力機関名は、和英併記願います。） 

（１）国（地域）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, Associate Professor, Seung Bum Park 

 協力機関：（英文）Ewha Womans University, Pohang University of Science and  
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 Technology, Korean Ocean Research and Development Institute, 

 Yonsei University, Dongguk University, Korea University 

（和文）梨花女子大学、浦項工科大学、韓国海洋研究所、延世大学、東国大学、 

高麗大学 

 経費負担区分：パターン２ 

 

（２）国（地域）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, The Chinese University of Hong 

Kong, The Hong Kong Polytechnic University, The University of 

Hong Kong 

      （和文）中国科学院、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（地域）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 

 協力機関：（英文）Nanyang Technological University 

      （和文）ナンヤン工科大学 

 経費負担区分：パターン２ 

 

 

５．全期間を通じた研究交流目標 

 

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

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

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

ン、タイ、マレーシア）も含む。 

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

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

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

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

成長し、基礎研究から創薬研究まで、幅広くアイディアを創出する融合分野となったこ
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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）、シンガポールなどの「アジア先進国」

を代表するケミカルバイオロジー研究者間で研究資源共同利用、共同研究、情報交

換、人的交換を行い、国際協調によって効率的に研究を推進し、米国と対抗できる

拠点をつくる。 

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

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

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

ア新興国」から優秀な学生をアジアのケミカルバイオロジー分野にリクルートする。

ベトナム、フィリピン、タイ、マレーシアから優秀な若い人材のアジア先進国内で

の留学を促進し、新興国からの次世代研究者を開拓する。 

 

６．平成２３年度研究交流目標 

 

① 研究協力体制の構築： 

本事業の構想は 3 年前から 4カ国で協議し、準備が整った。さらに、4 カ国の代表的

な研究者で「第一回アジアケミカルバイオロジー会議」をソウル国立大学で試験的に行

い、詳細において合意を得た。特にアジア新興国からの学生の勧誘には各国から強い期

待がある。韓国の 6 研究機関、中国の 5研究機関、シンガポールの 2研究機関、それぞ

れの代表者・参加者からは、本事業の参加意向を確認済みである。 

平成 23 年度は、コーディネーター上杉教授が過去の交流により構築した日韓中新の

研究者ネットワークを基盤に、ケミカルバイオロジー分野における拠点形成を開始する。

キーパーソンによる小規模な運営委員会をソウル、北京、香港、シンガポールで開催し、

初年度は京都大学を中心とした新しいテーマに基づく共同研究体制を構築し、開始する。

また、ハノイでのセミナーの詳細を決定し、実行する。 

 

② 学術的観点： 

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

共同研究を推進する。 

 

③ 若手研究者養成： 

日本での外国人若手研究者養成のため日本、韓国、中国、シンガポールを代表する

ケミカルバイオロジー研究者がアジア新興国でセミナーをする際に、現地の学生や教

員にケミカルバイオロジー研究の魅力を紹介し、有望な学生を面接する。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。 



 4 

平成 23年度はアジア新興国の顕著な例として、ベトナムを取り上げる。ベトナムの

トップ校であるベトナム国家大学ハノイ校(VNU)の総長と連絡をすでにとり、本事業

に対する支援の言質を得ている。本事業のホームページを立ち上げ、VNU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、ウェブ登

録を促す。登録者の中から事前に厳選し、最大 50人に絞る。平成 22年 9月に開所し

た京都大学ハノイ事務所と協力し、これら 50 人を対象として、ハノイで参加国間セ

ミナーを行う際に、現地むけに説明会と面接を同時に行う。米国留学してしまいそう

な真に優秀な学生・教員を強く日本へ勧誘し、平成 24年度に 10名の日本留学を目指

す。 

 

７．平成２３年度研究交流成果 

 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

コーディネーター上杉教授は本事業開始の 4 年前から参加 4 カ国のメンバーとの綿

密な協議・準備を開始していた。そのため、事業初年度である平成 23 年度中には、日

韓中新の研究者ネットワークとケミカルバイオロジー分野における拠点の基盤構築を

スムーズに行うことが出来た。平成 23 年 10 月にはキーパーソン 10 名による小規模な

運営委員会を中国・上海で開催し、本事業の全体像の説明と今後 5年間の事業計画の打

ち合わせ、京都大学を中心とした新しいテーマに基づく共同研究体制を構築した。同運

営委員会にてハノイミーティングの詳細も決議され、平成 24 年 2 月のベトナム・ハノ

イでのミーティングでは、教授レベルの参加者 29名（日本 15名、韓国 7名、中国（本

土及び香港）5名、シンガポール 2名）が積極的にネットワークづくりに参加した。 

 

７－２ 学術面の成果 

初年度は京都大学を中心に、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推進することを目標とした。1年を通して研究者を

派遣・招聘し、個別に共同研究打ち合わせを進めることができた。2月のハノイミーティ

ングにおいては 29名の参加者(教授レベル)が一堂に会し、各メンバーの研究概要紹介、未

発表結果を含めた学術発表、現在抱えている問題をシェアし、共同研究のきっかけづくり

を行った。ミーティング期間中、コーヒーブレイクおよび食事の時間を問わず、熱心に議

論をする輪がいくつも広がった。1年の活動を通して、アジア全体のケミカルバイオロジ

ーネットワークが広がり、新たな共同研究の提案があちこちで見られた。 

 

７－３ 若手研究者養成 

日本での外国人若手研究者養成のため、平成 23年度はアジア新興国の顕著な例であ

るベトナムを取り上げた。日本のベトナム人留学生は同国が世界貿易機関（WTO）に加

盟した 2007年から年率 2ケタのペースで増加している。滞在人数は 09年に初めて 3千

人を突破した。中国人の約 8千人、韓国人の約 2万人と比べれば少ないが、国・地域別
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では台湾に次いで 4番目に多い。今後ベトナム人留学生は増加すると思われ、優秀な学

生の確保が重要である。平成 24 年 2 月のハノイミーティングの際に、日本、韓国、中

国、シンガポールを代表するケミカルバイオロジー研究者 29 名が現地の学生や教員に

ケミカルバイオロジー研究の魅力を紹介し、有望なベトナム人学生 41 人をハノイで面

接した。 

コーディネーター上杉教授は本事業開始前より、ベトナムのトップ校であるベトナ

ム国家大学ハノイ校(VNU)の総長に協力を要請し、支援の言質を得ていた。ハノイでの

学生の面接に際しては、京都大学-VNU 共同事務所(VKCO)スタッフの協力を得ることが

出来た。面接準備にあたって、アジア発ケミカルバイオロジーのホームページ上で、予

めベトナムの化学、生物学などを専攻する学生や若手教員の募集したところ、ベトナム

全土から 52 名の応募があった。送られてきた略歴書を参考に厳選し、41 名の候補者を

2 月 26 日(日)午後にハノイデーウーホテルで面接をした。各教授は半日かけて 10 名程

度の候補者と 1対 1のインタビューを行った。インタビューでは、各研究者の研究だけ

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

今回の方法については注目度は高く、在ベトナム日本大使館や VNU の強い協力が得

られた。また、ケミカルバイオロジーの世界的な専門誌“ACS Chemical Biology”や

“Chemistry & Biology”はこの面接に寄付金を提供した。 

今回応募があった 52名のベトナムの学生・若手研究者は、応募の段階で留学希望先の

研究室を第 10候補まで選んでいる。（日本 19、韓国 16、中国 3、香港 4、シンガポール 2

の合計 44研究室）そのうち、第 1留学希望先として、日本 83％、韓国 12％、中国 0％、

香港 0%、シンガポール 4％が選ばれた。第 1～10留学希望先を総合してみると、日本 64％、

韓国 22％、中国 3％、香港 5％、シンガポール 7％であった。経済・文化的な影響か、韓

国の人気は高く、面接でも日本よりも韓国を優先するトップクラスの学生が見られた。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 16.9 回、韓国 6.9

回、中国 4.3回、香港 6.5回、シンガポール 17.5回であり、ベトナムでのシンガポールの

人気ぶりがうかがえる(下図参照)。 
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ベトナム人の勤勉さは日本人と似ているところが多く、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。来年度以降に奨学金制度を利用して日本

でケミカルバイオロジーを学ぶ学生が増加すると期待できる。 

一方で、ベトナムトップ校の成績優秀者は米国やヨーロッパの研究機関への留学を希望

することが多いと聞いた。欧米の大学は独自の方法とルートで成績優秀者を一本釣りして

いることが分かった。今後我が国の国際化事業を進めていくうえでの大きな課題だろう。 

 

 

７－４ 社会貢献 

ハノイミーティングの際に、ベトナム国家大学ハノイ校化学科を訪問した。現時点で化

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

善が行われている。今後設備的な問題は解決されるであろう。しかし人的な問題は残る。

優秀な学生や若手教員は多いため、適切な教育がなされればケミカルバイオロジー研究は

可能だ。そこで、本年度に築き上げたベトナムとのネットワークを利用して、“Asian 

Chemical Biology Initiative-Sponsored Class”を平成 24年度中に VNU 化学科で開講すること

を提案し、承認された。このクラスでは、ケミカルバイオロジーを講義するとともに、真

に優秀な大学院生を特定する。平成 24 年度、京都大学上杉教授とシンガポール国立大学

Chang 教授が、1週間の集中講義を担当する予定である。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

 

【第 3国ミーティング開催時期】 

ハノイミーティング開催時期は韓国側参加者にとって好都合ではなかった。2月下旬は韓国

の大学卒業シーズンと重なり、本事業韓国側参加者の 1/2が不参加であった。この点を考慮

し、平成 24年度の第 3国セミナー（タイ・バンコク）は 1月下旬を予定している。日程は

決定済み(平成 25年 1 月 25日～28日)で、本事業参加 PIすべてに連絡済みである。 

 

【面接候補者の選抜方法】 

ハノイミーティングで面接をした学生・若手教員の候補者選びには改善の余地が見られた。

候補者の多くは非常に優秀であり、海外留学に高い志を持ち、英会話力にも優れていた。

しかしながら、英語（特にスピーキング）においては不十分な候補者が若干名おり、ケミ

カルバイオロジー分野とはあまり関連のない候補者も数名見受けられた。参加 PI からは、

候補者を選ぶ方法について再検討するべきだという意見が多く上がった。この点を踏まえ、

平成 24年度のバンコクセミナーでは予めチュラロンコン大学薬学部、化学部、医学部、国

際部に協力を要請し、候補者を前もって大学側で選考してもらえるように打診する。専攻

分野や希望分野の再確認と、英語コミュニケーション能力の高い（大使館推薦の国費留学

生に匹敵するレベル）候補者にのみアジア発ケミカルバイオロジーのウエブ上で面接登録

を促す。面接登録ページにも改善を加え、候補者の希望と PI の求める人物像がよりマッチ



 7 

するような面接システムを作る。 

 

【国費留学生の選抜方法に関する問題点】 

今回のハノイミーティングの経験から、日本の国費外国人留学生(研究留学生)の選抜方法に

おける 2つの問題点を提起したい。 

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

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

り、真に優秀な学生を網羅的にスクリーニングできているのか疑問である。 

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

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

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

本語の会話力があれば、特別な得点が与えられる。文科系留学の場合は優れた制度であ

るが、理系留学の場合はどうだろうか。国際化拠点整備事業(グローバル 30)では日本語

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

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

盾が生じる。改善が必要であろう。 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２３年度論文総数    0本 

 相手国参加研究者との共著  0本 

 

 

８．平成２３年度研究交流実績概要 

  

８－１ 共同研究 

萌芽的な共同研究が多数ある中で、最も重要なのは化合物ライブラリーの共有であろ

う。化合物ライブラリーを共有することで、研究資源の有効利用が可能となる。また、

ライブラリーを共同利用して有望な化合物を共同開発することで、新たな共同研究が

発生する。初年度は京都大学を中心とした共同研究「化合物ライブラリーの共同利用」

を推進するための交流を中心に行った。日本から中国・シンガポールに 6 名を派遣。

韓国・中国からは 7 名が京都大学を訪問し、共同研究参加者との綿密な打ち合わせを

行った。平成 23 年 10 月に中国・上海で行われた運営委員会には日本・韓国・中国・

シンガポールより共同研究代表者が集合した。その結果、京都大学を中心とした新し

いテーマに基づく共同研究体制を構築し、シンガポール国立大学との化合物ライブラ

リーの共同利用を実際に行うことが出来た。中国との化合物ライブラリー交換につい

ては、現在知財について交渉中である。 

 

８－２ セミナー 
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平成 24年 2月 24 日～27日に Asian Chemical Biology Initiative 2012 Hanoi Meetingをハ

ノイ（ベトナム）で開催した。日本の国費留学生の募集時期を念頭におき、この時期

に開催を決定した。このセミナーは単なる発表会ではない。①「アジア先進国」参加

者間での研究協力体制を構築する討論会と、②「アジア新興国」からの留学生獲得の

ための現地学生面接会、という二つの目的を達成するため、第三国であるベトナムで

行った。教授レベルの参加者 29名（日本 15 名、韓国 7名、中国（本土及び香港）5名、

シンガポール 2 名）が積極的にネットワークづくりと面接会に参加した。初日は到着

と運営方針会議、2日目は終日研究討論会、3日目午前中は研究討論会、午後は現地の

学生を対象にケミカルバイオロジー紹介と面接、4日目出発というタイトなスケジュー

ルだったが、会期中、ブレイクや食事中でさえも、参加者は熱心に議論を交わし、共

同研究の提案や決定、情報交換を行った。3 日目の面接会にはあらかじめ選抜された

41 名のベトナムの学生・若手教員が参加した。導入としてケミカルバイオロジー研究

の概要を紹介し、その後半日かけて、本事業参加教授 29名が候補者 10 名程度と 1対 1

のインタビューを行った。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説明が行われた。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

コーディネーター上杉教授（京都大）をベトナム、シンガポール、中国に派遣し、本

事業の紹介、ケミカルバイオロジー分野の説明、参加者間のネットワークづくり、2月

のハノイセミナーのための現地調査及び現地スタッフとの綿密な打ち合わせを行った。

特に平成 23 年 10 月に中国・上海で行われた運営委員会では、上杉教授が中心となり

本事業の概要説明、今後5年間の計画と打ち合わせ、2月のハノイセミナーの詳細決定、

中国での本事業の拡大の可能性、ニュージーランドのサテライト参加についての協議、

等の話し合いを行った。 
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９．平成２３年度研究交流実績人数・人日数 

９－１ 相手国との交流実績 

 

          派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

韓国 

<人／人日> 

中国 

<人／人日> 

シンガポール 

<人／人日> 

ベトナム 

<人／人日> 
合計 

日本 

<人／人日> 

実施計画  3/30 9/38 4/12 21/83 37/163 

実績 0/0 8/27 2/7 16/80 26/114 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 7/32  (3/9) (2/5) (15/60) 7/32 

(20/74) 

実績 6/16 (3/11) (0/0) (7/34) 6/16 

(10/45) 

中国 

<人／人日> 

実施計画 2/11 (3/9)  (2/6) (7/28) 2/11 

(12/43) 

実績 1/3 (0/0) (0/0) (5/20) 1/3 

(5/20) 

シンガポール 

<人／人日> 

実施計画 2/7 (2/5) (2/6)  (2/8) 2/7 

(6/19) 

実績 0/0 (0/0) (1/3) (2/8) (3/11) 

ベトナム 

<人／人日> 

実施計画       

実績      

合計 

<人／人日> 

実施計画 11/50 3/30 9/38 

(5/15) 

4/12 

(4/11) 

21/83 

(24/96) 

48/213 

(38/136) 

実績 7/19 0/0 

(0/0) 

8/27 

(4/14) 

2/7 

(0/0) 

16/80 

(14/62) 

33/133 

(18/76) 

 

※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・日数としてください。） 

 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

   0／0   <人／人日>    0／0   <人／人日> 
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１０．平成２３年度研究交流実績状況 

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 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）Dongju Jung・京都大学・講師 

（英文）Dongju Jung, Kyoto University, Lecturer 

相手国側代表

者 

氏名・所属・

職 

 Sunghoon Kim・ソウル国立大学・教授 

 Ming-Wei Wang・中国科学院・教授  

 Young-Tae Chang・シンガポール国立大学・教授 

交流人数 

（※日本側予算

によらない交流

についても、カ

ッコ書きで記入

のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 韓国 中国 シンガポール 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

 <人／人日> 

実施 

計画 

 3/30 7/30 3/9 13/69 

実績 0/0 5/17 1/3 6/20 

韓国

 <人／人日> 

実施 

計画 

7/32  (1/5) (1/3) 7/32 

(2/8) 

実績 6/16 (3/11) (0/0) 6/16 

(3/11) 

中国

 <人／人日> 

実施 

計画 

2/11 (1/5)  (1/3) 2/11 

(2/8) 

実績 1/3   1/3 

シンガポール 

<人／人日> 

実施 

計画 

2/7 (1/3) (1/3)  2/7 

(2/6) 

実績 0/0 (0/0) (1/3) 0/0 

(1/3) 

合計 

<人／人日> 

実施 

計画 

11/50 3/30 

(2/8) 

7/30 

(2/8) 

3/9 

(2/6) 

24/119 

(6/22) 

実績 7/19 0/0 5/17 

(4/14) 

1/3 13/39 

(4/14) 

② 国内での交流       0人／0人日 

２３年度の研

究交流活動 

平成 23 年度は共同研究課題「化合物ライブラリーの共同利用」を推進する

ための基盤づくりを行った。具体的な交流は以下の通り。 

・京都大・森井教授がシンガポール・ナンヤン技術大・Orner助教授を訪問、
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共同研究打ち合わせを行った。 

・中国・中国科学院・Wang 教授が京都大学を訪問。京都大学物質-細胞統

合システム拠点内にあるケミカルスクリーニングセンターの視察、今後の

化合物ライブラリー共同利用のための研究打ち合わせを行った。 

・韓国・ソウル国立大・Kim教授が京都大学を訪問。京都大学物質-細胞統

合システム拠点内にあるケミカルスクリーニングセンターの視察、今後の

化合物ライブラリー共同利用のための研究打ち合わせ、及び若手研究者派

遣計画についての打ち合わせを行った。 

・京都大・浜地教授が中国・香港中文大・Xia助教授を訪問し、共同研究打

ち合わせ及び講演を行った。 

・大阪大・菊地教授、東京大・小澤教授、理研・吉田主任研究員、京都大・

Jin 研究員が中国・中国科学院・Wang教授を訪問。Wang教授が拠点長を務

める The National Center for Drug Screeningを視察。共同研究打ち合わせと講

演、及び本事業運営委員会に出席、今後 5 年間の事業計画、共同研究計画

について話し合った。(韓国側 3名、中国側 2名、シンガポール側 1名も参

加) 

・韓国・東国大・Lee 准教授が京都大学を訪問。京都大・森井教授、二木

教授とともに、共同研究打ち合わせと講演を行った。 

・韓国・梨花女子大・Choo 教授、Kwon 准教授、大学院生 2 名が京都大学

を訪問。京都大学参加者らとともに共同研究打ち合わせと若手研究者派遣

計画についての話し合いを行った。 

 

研究交流活動

成果 

シンガポール国立大・Chang教授と実際に化合物ライブラリーを交換した。

その結果、ユニークな活性を持つ化合物を発見し、そのメカニズムの解明

に至った。共同の論文を現在投稿中。特許についても共同で作成中である。 

日本側参加者数  

23 名 （13-1日本側参加者リストを参照） 

（韓国）国（地域）側参加者数 

18 名 （13-2（韓国）国（地域）側参加研究者リストを参照） 

（中国）国（地域）側参加者数 

7 名 （13-3（中国）国（地域）側参加研究者リストを参照） 

（シンガポール）国（地域）側参加者数 

2 名 （13-4（シンガポール）国（地域）側参加研究者リストを

参照） 
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１０－２ セミナー 

―実施したセミナーごとに作成してください。－ 

整理番号 S－1 

セミナー名 （和文）アジア発ケミカルバイオロジーミーティング 2012 インハ

ノイ（日本学術振興会・韓国・中国・シンガポール合同アジア研究

教育拠点事業） 

（英文）Asian Chemical Biology Initiative 2012 Hanoi Meeting 

(Asian CORE Program Supported by JSPS, Korea, China, 

Singapore) 

開催時期 平成 24年 2月 24日 ～ 平成 24年 2月 27日（4日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）ベトナム・ハノイ・ハノイデーウーホテル 

（英文）Vietnam, Hanoi, Hanoi Daewoo Hotel 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）上杉志成・京都大学物質-細胞統合システム拠点・教授 

（英文）Motonari Uesugi, Kyoto University, Institute for 

 Integrated Cell-Material Sciences, 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) 

新江 利彦・京都大学・ベトナム国家大学ハノイ共同事務所 

（VKCO）・共同所長 

 

参加者数 

   派遣先 

派遣元 

セミナー開催国 

（ベトナム） 

日本 

<人／人日> 

A. 15/76 

B. 0 

C. 0 

韓国 

<人／人日> 

A. 0 

B. 0 

C. 7/34 

中国 

<人／人日> 

A. 0 

B. 0 

C. 5/20 

シンガポール 

<人／人日> 

A. 0 

B. 0 

C. 2/8 

合計 

<人／人日> 

A. 15/76 

B. 0 

C. 14/62 
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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 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国であるベ

トナムで行う。 

① 「アジア先進国」間の交流  共同研究参加メンバー（教授レ

ベル）が集中して会議を行うことで、短い時間で効率よく、具

体的に研究資源共同利用、共同研究、情報交換、人的交換を企画

する。世界的にも高いレベルのケミカルバイオロジーコミュニティ形

成の基盤作りを目指す。 

② 「アジア新興国」からの留学生獲得  「アジア先進国」の大学は一

様にグローバル化を課題としている。その解決方法の 1 つは優秀な

留学生の獲得であろう。特に本計画参加者の中では、ベトナム、タ
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イ、フィリピン、マレーシアからの留学生を求める声が多い。平成 23

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

ンガポール間のセミナーを「アジア新興国」であるベトナム（ハノイ）

で行い、同時にベトナムの優秀な若い人材に留学の機会を与え

るための面接を行う。米国留学してしまいそうな真に優秀な学

生・教員を強く日本へ勧誘し、平成２４年度に１０名の日本留

学を目指す。 

（日本側コーディネーター・上杉は本事業説明と面接のみ参加。） 

セミナーの成果 セミナーの開催により以下の成果が得られた。 

・ ケミカルバイオロジー研究者間で研究資源共同利用の実行が

確定し、新しい共同研究のアイディアが生まれた。 

・ セミナー参加者（教授レベル）により決定された共同研究の実施

を各研究室の若手研究者（学生・ポスドク）に任せる。英語での

成果報告、問題点、克服法、実験手法の詳細な打ち合わせなど

を通して若手研究者の育成をはかることが目的である。この趣旨

を各国の参加者に周知した。 

・ ベトナムの優秀な学生・教員へ、国費留学生への推薦を 3 月に

行った。ベトナムでは 6 月から国費留学生の選考が大使館で始

まる。その結果については次回報告する。 
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セミナーの運営組織 上杉志成（コーディネーター・京都大学）が主催した。Seung Bum 

Park（韓国・ソウル国立大学）、Yan-Mei Li (中国・清華大学)、

Young-Tae Chang（シンガポール・シンガポール国立大学）が海外

組織委員を務めた。また、平成 22 年９月に開所した京都大学ハノイ事

務所を中心に、会場の準備や現地視察の実施等を行った。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 外国派遣旅費      金額 4,085,100円 

 外国旅費に係る消費税  204,255円 

 セミナー開催経費        547,044円 

 セミナー開催経費に係る消費税 27,352円 

 合計 4,863,751円 

韓国 内容 外国派遣旅費      金額 1,400,000円 

 セミナー開催経費 224,000円 

 合計 1,624,000円 

中国 内容 外国派遣旅費      金額 750,000円 

 セミナー開催経費 160,000円 

 合計 910,000円 

シンガポー

ル 

内容 外国派遣旅費      金額 200,000円 

 セミナー開催経費 64,000円 

 合計 264,000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> 

韓国 

<人／人日> 

中国 

<人／人日> 

シンガポール 

<人／人日> 

ベトナム 

<人／人日> 

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  0/0 2/8 1/3 1/3 4/14 

実績 0/0 3/10 1/4 1/4 5/18 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 0/0  (2/4) (1/2) 0/0 0/0 

(3/6) 

実績 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

中国 

<人／人日> 

実施計画 0/0 (2/4)  (1/3) 0/0 0/0 

(3/7) 

実績 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

シンガポール 

<人／人日> 

実施計画 0/0 (1/2) (1/3)  0/0 0/0 

(2/5) 

実績 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

合計 

<人／人日> 

実施計画 0/0 0/0 

(3/6) 

2/8 

(3/7) 

1/3 

(2/5) 

1/3 4/14 

(8/18) 

実績 0/0 0/0 3/10 1/4 1/4 5/18 

②  国内での交流       0人／0人日 

 

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・上杉志成 

 

ベトナム・ハ

ノイ・ハノイ

国家大学 

平成 23 年 6

月 

ハノイ国家大学内にあるハノイ自然科

学大学化学科、ハノイ工芸大学バイオテ

クノロジー学科を訪問。ケミカルバイオ

ロジー分野の研究紹介、人脈ネットワー

クづくりと、ハノイ国家大学スタッフと

の 2 月ハノイセミナーのための概要説

明、情報収集、打ち合わせを行った。 

京都大学・教

授・上杉志成 

 

 

シンガポー

ル・シンガポ

ール国立大

学、ナンヤン

技術大学 

平成 23 年 8

月 

シンガポール国立大・Chang 准教授及び

ナンヤン技術大・Orner助教授を訪問し、

本拠点事業の紹介と打ち合わせを行っ

た。 

 

京都大学・教

授・上杉志成 

中国・香港・

香港中文大

平成 23年 10

月 

香港中文大・Xia 助教授を訪問し、本拠

点事業の紹介と今後の事業計画につい
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 学 て打ち合わせを行った。 

京都大学・教

授・上杉志成 

 

 

 

中国・上海・

中国科学院 

平成 23年 10

月 

中国科学院・Wang教授を訪問。Wang教

授が拠点長を務める The National Center 

for Drug Screeningを視察。本事業運営委

員会を主催し、本事業の概要説明、今後

5 年間の事業計画、2 月ハノイセミナー

の具体案等について話し合いを行った。 

京都大学・教

授・上杉志成 

 

 

中国・香港・

香港中文大

学 

平成 23年 12

月 

香港中文大・Yang教授他、香港側参加者

とともに、本拠点事業の紹介と今後の事

業計画についての打ち合わせを行った。 
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１１．平成２３年度経費使用総額 

 経費内訳 金額（円） 備考 

研究交流経費 
国内旅費 578,270  

外国旅費 6,440,170  

謝金 0  

備品・消耗品購入費 2,182,468  

その他経費 1,249,521  

外国旅費・謝金等に
係る消費税 

349,571  

計 10,800,000  

委託手数料 1,080,000  

合  計 11,880,000  

 

１２．四半期毎の経費使用額及び交流実績 

 経費使用額（円） 交流人数<人／人日> 

第１四半期 92,880 2/7 

第２四半期 690,550 2/7 

第３四半期 1,715,450 14/43 

第４四半期 8,301,120 15/76 

計 10,800,000 33/133 

 

１３．平成２３年度相手国マッチングファンド使用額 

相手国名 
平成２３年度使用額 

（日本円換算額） [単位：現地通貨] 

韓国 2,324,000円 31,997,300 [ウォン] 

中国 1,225,000円 93,974 [元] 

シンガポール 476,000円 7,271 [シンガポールドル] 

※ 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。 


