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総合的評価  

 

評 価 

☑ 学術研究及び国際交流のいずれの観点からも、十分な成果を挙げつつあり、当初目

的の達成が大いに期待できる。 

□ 学術研究及び国際交流の観点からみて、概ね成果を挙げつつあり、現行の努力を継

続することによって目的の達成が概ね期待できる。  

□ 学術研究及び国際交流の観点からみて、ある程度成果を挙げつつあるが、目的達成

のためには一層の努力が必要と判断される。 

□ 学術研究及び国際交流の観点からみて、成果が十分にあるとは言えず、目的の達成

が期待できないため、経費の減額又は中止が適当であると判断される。 

コメント 

  

 本課題は、我が国と中国、韓国、台湾、タイ、シンガポールの有機化学者による研究交

流事業を実施している。主たる目標は、アジアにおける最先端有機化学シンポジウムの開

催による最先端の学術情報の交換と人的交流の促進に置き、その必然的結果として人的ネ

ットワークの形成、世界水準の研究成果、若手研究者の育成及び研究グループ間の学術交

流の活性化を目指している。 

 

 欧米中心でなくアジアの研究水準をこれまで以上に向上させるために必要なプロジェ

クトであり、昨今のアジア地域での経済活動の活発化と世界をリードするまでになってい

る各国での教育研究重視型の政策とマッチして、ますます活発な研究交流が行われるであ

ろう。さらに、アジア研究教育拠点事業の最大の趣旨である「世界的水準の研究拠点の構

築とともに次世代の中核を担う若手研究者の養成を目的とする」を十分に達成できるばか

りでなく、アジア全体の学術研究および国際交流の観点から、化学、特に有機化学の世界

水準をこれまで以上に上げる重要な事業になっている。 

 

 また、アジア発の学術論文誌「Chemistry-An Asian Journal」が昨年 7 月に創刊されて

いることから見ても、アジアにおける学術の進展は著しいものがあり、本課題は時宜を得

たものといえる。本事業に参加しているメンバーのうち、コーディネーターを含めて 7

名もの研究者が当該学術論文誌の編集委員を務めていることから見て、世界的に高い水準

の研究教育拠点の形成がなされつつある。特に、IUPAC 事業とも連携してネットワークを

形成しており、十分に継続的な研究交流を実施できる体制である。 

 

 これまでに、3 回のアジア有機化学シンポジウムが開催され、学術交流・国際交流に所

期以上の成果が挙がっている。それは、本課題の発足レベルから、参加各国のコーディネ

ーターに有力な人材を配置し、組織・ネットワーク形成が極めて順調に構築できたことに

よると思われ、よく組織化された研究交流組織を構築していることは、優れた点として評

価できる。 
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 特に、アジア有機化学シンポジウムの参加者には、20 代、30 代の若手研究者を多く含

める配慮がなされ、また、参加 6 ヶ国により総合評価委員会を組織し、若手研究者の育成

に向けて「レクチャーシップ」の創設と受賞者の講演旅行を各国の協力で実現している。

これは、将来数十年以上にわたる人的・文化的交流の基盤の形成に寄与するのみならず、

我が国とアジア諸国の将来の関係にも大きな意義がある。今後、我が国がアジアにとどま

らず恒常的に若手研究者を海外に派遣するモデルケースとなることが期待される。 

 

 今後はアジア最先端有機化学国際会議の内容を更に充実していくことも必要であるし、

各国の拠点機関を中心とする研究交流事業推進のために新たに若手研究者を積極的に登

用していく必要もあるが、これまでの実績と今後の計画から、経費支給期間の終了後も、

有機化学分野における国際研究教育拠点として継続性が期待できる。 

 

 本事業は所期の目標を上回るペースで進展しており、アジア有機化学シンポジウムを中

核としてさらに飛躍する高い可能性をもっており、本事業に対する経費増など、さらなる

支援が望まれる。 
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１．これまでの交流を通じて得られた成果  

 

観  点 

・申請時の研究交流目標の達成に向けて、計画が着実に進展しているか。 

・交流を通じて、学術的側面、社会への貢献、若手研究者の養成、先端的学

術情報の集約の観点からの計画が進展しているか。 

・研究交流経費は効率的・効果的に使用されているか。 

 

評  価 

☑ 十分進展している。 

□ 概ね進展している。 

□ ある程度進展している。 

□ 十分に進展しているとは言えない。 

コメント 

 

 アジアで世界的水準の学術交流を行う機会を恒常化する意図から企画された本課題

は、発展著しい東および東南アジア諸国の有機化学者の連携を図り、同地区の有機化学

の発展を推進する優れたものと判断する。 

 

 また、本課題は平成 17 年の準備会発足レベルから、その趣旨が日本化学会をはじめと

する関連学会で周知され、国内の有機化学者から高い関心を集めていた。それが、名古

屋における第 0回、沖縄における第 1回、そして韓国における第 2回国際会議において、

我が国をはじめとするアジア諸国から優れた有機化学者が多数結集し、交流の実を挙げ

たことに示されている。目標は着実に進展して、所期以上の成果が得られている。また、

よく組織化された研究交流組織を構築していることは特に優れた点として評価できる。 

 

 本課題と時期を同じくして、アジア発の学術論文誌「Chemistry-An Asian Journal」

が平成 18 年 7 月に創刊され、多数の編集委員が本課題に含まれていることは、本課題の

学術研究の質的向上に大きく寄与している。本学術誌との連携は、研究者それぞれが討

論を通じた情報収集・集約の努力とあわせ、先端的学術情報の集約の観点からも評価で

きる。 

 

 交流活動も、毎年一回の国際会議、50 名を越す若手のレクチャーシップと共同研究の

三本柱が採用されており、十分に機能していると判断できる。特に、若手研究者の育成

に向けて、レクチャーシップの創設と受賞者の講演旅行を各国の協力で実現により、将

来数十年にわたる人的・文化的交流の基盤を構築することができ、我が国とアジア諸国

の将来の関係にも大きな意義がある。 

 

 経費の多くはセミナーや研究者交流に充当され、これによりシンポジウムの開催やレ

クチャーシップ受賞者の講演旅行が可能になっている。したがって、経費は本事業の離
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陸から上昇飛行に至る過程に効果的に使用されていると思われる。 

 

 なお、研究交流活動については順調に問題なく進展しているが、この課題に関連した

主な研究発表論文などは、ほとんどコーディネーターが関与した論文である。他の多く

の参加者がありながら研究発表が現在のところ表に出てこないことは、拠点として国内

協力機関研究者が十分に関与していると判断しがたく、もっと国内協力機関研究者の関

与が明確にされるべきであろう。 
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２．事業の実施体制、相手国とのネットワークの構築  

 

観  点 

・若手研究者が身につけるべき能力・資質等の向上に資する仕組みを構築し、

それが機能しているか。 

・日本側拠点機関は、機関として継続的に交流を実施する体制となっている

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、相手

国とのネットワークの構築が進展しているか。 

 

評  価 

☑ 十分効果的に実施されている。 

□ 概ね効果的に実施されている。 

□ ある程度効果的に実施されている。 

□ 効果的に実施されているとは言えない。 

コメント 

 

 アジア有機化学シンポジウムの参加者に 20 代、30 代の若手研究者を多く含める配慮が

なされ、ポスター発表に英語のプレゼンテーションを課すことにより英語発表の経験を

積ませている。また、参加 6ヶ国により総合評価委員会を組織し、レクチャーシップ賞

を選定し、優れた若手研究者には各国を講演旅行することにより、貴重な研鑽の機会と

更なる研究推進のインセンティブを与えている。これは、各国のコーディネーターのサ

ポートなくしては実現できない取り組みであり、すでに相手国との間にネットワークが

構築され、それが十分機能していることを示している。 

 

 特に、受賞者が各国を一週間程度講演して回る事業は、若手研究者を鍛える上で非常

に有効である。訪問した研究機関、講演題名、報告書などが公開されれば、今後我が国

がアジアにとどまらず恒常的に若手研究者を海外に派遣するモデルケースとなることが

期待される。 

 

 日本側の実施体制は、国際交流に多くの実績を持つ十分な人数の協力研究者がおり、

そのうちの数名はアジア発の学術論文誌「Chemistry-An Asian Journal」の編集委員を

務めている。特に本課題のコーディネーターは IUPAC の有機化学部会長でもあり、IUPAC

事業とも連携してネットワークを形成しており、十分に継続的な研究交流を実施できる

体制である。 

 

 ただし、日本側協力機関は、千葉大学を除いて全て旧帝大から構成されている。他大

学の実力のあるリーダーとして相応しい研究教育者も含めることも検討すべきであろ

う。また、拠点機関を含めて殆どの協力機関の参加者が教授に偏っている。将来のアジ

アの研究教育連携を考えると、准教授、助教を含む若手の研究者にも参加を求めて、彼
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らの重要な寄与貢献が望まれる。 

 

 相手国のマッチングファンドは、各国いずれも本事業開始初期は小額であったが、い

ずれの国も年度ごとに増額されている。国際会議の開催や人的交流のコストにもかかわ

らず、本事業を通じた学術交流や人材育成に対する各国の意気込みがうかがわれ、各国

において本課題が十分に発展して行くものと思われる。 
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３．今後の展望  

 

観  点 

・計画が着実に実施され、研究交流目標の達成が期待できるか。また、改善

点がある場合には、それを検討し、適切に対応しているか。 

・経費支給期間の終了後も、当該分野における国際研究教育拠点として継続

的な活動を行うネットワークの構築が期待できるか。 

 

評  価 

☑ 大いに期待できる。 

□ 概ね期待できる。 

□ 一層の努力が必要である。 

□ 期待できない。 

コメント 

 

 本課題は、アジア研究教育拠点事業の最大の趣旨である「世界的水準の研究拠点の構

築とともに次世代の中核を担う若手研究者の養成を目的とする」を十分に達成できるば

かりでなく、アジア全体の化学、特に有機化学の世界水準をこれまで以上に上げること

になる。 

 

 特に、これまでに 3 回のアジア有機化学シンポジウムを開催することにより、最先端

の研究討論をつうじて、研究者間の強固なネットワークが構築されており、また、若手

研究者養成に関しては、若手研究者がレクチャラーシップ賞に選ばれ、各国を一週間程

度講演して回る事業を行っており、その数が順調に伸びている。 

 

 平成 20—22 年度までのアジア有機化学シンポジウムの開催地もすでに決まっており、

それぞれの国内における協力機関が年とともに増えていることからも、定期的な本国際

会議の開催を通じて目標の達成が十分期待できる。 

 

 さらに、研究機関間で複数の国際学術交流協定が締結されるなど、副次的効果として

掲げていた研究グループ間の研究交流が活発になっており、継続的に研究や人的交流活

動を行うネットワークが構築されている。 

 

 これらの実績と今後の計画から、経費支給期間の終了後も、有機化学分野における国

際研究教育拠点として継続が期待できる。 

 

 既に、東および東南アジアで世界水準の学術交流の機会を恒常化するという目標に近

づいていると思われる。むしろ、本事業が予想を上回るインパクトを与えたことから、

現在の６ヶ国にとどまらず、周辺諸国の有機化学者が参加可能な形態をどのように立案

し、いかにアジア全域にまたがる交流のネットワークに発展させるかも十分に検討に値
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するであろう。 

 

 なお、研究交流活動については順調に問題なく進展しているが、この課題に関連した

主な研究発表論文などは、ほとんどコーディネーターが関与した論文である。他の多く

の参加者がありながら研究発表が現在のところ表に出てこないことは、拠点として国内

協力機関研究者が十分に関与していると判断しがたく、もっと国内協力機関研究者の関

与が明確にされるべきであろう。 
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４．事務運営  

 

観  点 
・拠点機関として交流を支援する体制が構築されているか。 

・事業実施に必要な書類の提出は適切な時期になされているか。 

 

コメント 

 

 名古屋大学本部および部局とも支援体制は十分であり、特に問題はない。平成 18 年

度のアジア有機化学会議には、本部事務局の国際担当理事が出席するなど、拠点機関と

しての理解を深めるとともに十分な支援体制を構築している。 

 

 


