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日本学術振興会 アジア研究教育拠点事業 

事後評価（平成２２年度採用課題）評価結果 

 

 

領域・分科（細目） 化学・基礎化学（有機化学） 

拠点機関名 千葉大学 

研究交流課題名 アジアにおける最先端有機化学の新展開 

採用期間 
5 年間 

（平成 22 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日） 

日本側コーディネーター（職・氏名） 大学院薬学研究院・教授・西田 篤司 

交流相手国 

（国・拠点機関・コーディネーター） 

中国・中国科学院上海有機化学研究所 

（Chinese Academy of Sciences・Professor・Ang 

LI） 

韓国・ソウル国立大学校 

（Department of Chemistry,College of Naitonal 

Sciences・Professor・Byeong Moon KIM） 

台湾・国立清華大学 

（Department of Chemistry・Professor・Biing-Jiun 

UANG） 

タイ・ジュラポン研究所 

（Laboratory of Medicinal Chemistry・Professor・

Somsak RUCHIRAWAT） 

シンガポール・南洋理工大学 

（School of Physical and Mathematical Sciences・

Professor・Teck-Peng LOH） 

マレーシア・マラヤ大学 

（Department of Chemistry・Professor・Noorsaadah 

Abd. RAHMAN） 
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総合的評価（書面評価）  

 

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、当初の目標もある程度達成された。 

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 

 

本課題は、平成 17 年度に発足した「アジアの最先端有機化学」の成果を基盤として、

平成 22 年度に発足し、世界的な水準の研究教育拠点の構築ならびに若手研究者の育成を

めざし、アジアの研究拠点と密接な連携のもとに、国際シンポジウム、レクチャーシップ、

ジュニアシンポジウム等の企画を推進する事により、アジアの有機化学者の間の研究交流

において多大な役割を果たしている。 

分野的にも有機化学、天然物化学（ケミカルバイオロジー）、創薬化学等がうたわれて

おり、それを日本の拠点機関がアジアの拠点機関をけん引する形で、企画・実施されてい

る点では評価できる。現在新薬が開発できる国は全世界的に限られており、アジアでは日

本のみである。その点でもアジア地域において日本の科学技術がトップの座にいることは

間違いない。しかしながら近い将来、シンガポールや中国、韓国が新薬を開発するだけの

潜在的科学力をもっていることは疑いなく、「切磋琢磨」という言葉通り、お互いレベル

を上げていくことが期待される。これまで、比較的欧米に向きがちであった日本の研究者

が、近年発展目覚ましいアジアに目をむけ、アジアの中で議論を行い、共同研究等を行う

事は、アジア地域の化学の発展のためにも極めて重要である。 

本課題では、天然物化学、反応開発、ケミカルバイオロジー、更に、液晶、太陽電池等

の広い意味での機能性分子の開発に関心を持ち、最先端の研究を推進している有機化学の

研究者がアジア地域の中で交流を図り、毎年国際シンポジウムを開催し、国際シンポジウ

ムにおいて優れた講演を行った研究者に対してレクチャーシップ賞を与えている。特に国

際シンポジウムと、それに付随したレクチャーシップ賞による講演旅行への招待による若

い研究者の教育、さらに数多くのセミナー講演者の派遣により、国際交流と若い研究者の

教育という点において、素晴らしい成果を上げていると言える。毎年開催されている国際

シンポジウムには、日本を中心としてアジア各国から優れた多くの化学者が参加してい

る。 

しかし、もう一歩進めて、共同研究や学生の交換留学など教育拠点として期待される部

分での成果はもう一歩のように思える。また、国際シンポジウムについては、日本で開催

される場合は、地方大学の教員や大学院生にも門戸を開けば、さらに交流も教育的効果も

大きなものになったのではないかと思われる。なお、予期しなかった成果として、何人か

がアカデミックポジションを得たことが書かれているが、何年も継続している事業であれ

ばその間に拠点機関の若手研究者がアカデミックポジションを得るのは当然であり、海外

の拠点機関間で助教、准教授、教授採用等の交流が出てくるまでになるとなおよかったの
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ではないかと考えられる。 

平成 27 年度より、本事業を継続した研究交流活動として、JSPS 研究拠点形成事業「ア

ジア有機化学最先端研究拠点」事業が発足しているが、今後は、国際シンポジウムの開催

を続けるだけでなく、アジアの特色ある、お互いの得意な点を生かした共同研究が望まれ

る。天然物化学、ケミカルバイオロジーなどの分野が期待できるであろう。本事業の 5 年

間の優れた取り組み、交流の成果を大きく発展させ、世界的水準の研究教育拠点として、

研究者間の密なネットワークの形成および研究レベルの向上に大きく寄与する事が期待

される。 

 

 
 



 

4 
 

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た。  

■ 概ね成果があがった。  

□ ある程度成果があった。 

□ 成果があがったとは言えない。 

コメント 

・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。 

 

学術的側面： 

 天然物化学、ケミカルバイオロジー、更には触媒、液晶、太陽電池等の、広い意味で

の機能性分子の開発研究を中心とした分野において国際的に活躍しているアジアの研

究者が一同に集まり、国際シンポジウムを開催し、活発な討論を行った事により、当該

の研究分野のみならず、境界領域、他分野の発展に寄与できたと思われる。また、国際

シンポジウムにおいて優れた講演を行った研究者にレクチャーシップ賞を授け、他の国

が招へいして講演旅行を行い、学術的な討論を密に行う事により、新たな研究ヘとつな

がった可能性もあり、学術的にも高く評価できる。国際シンポジウムのみならず、非常

に多くの第一線研究者の相互訪問が行われており、研究交流という観点からは極めて意

義深い。 

しかし、現状共同研究に関しては、成果が公表されつつあるものの、共著論文も少な

い。開催した国際シンポジウムにおける分野別の参加者数や発表者数の国別比較を行う

などして、今後、各国の強みを生かした有効な共同研究がなされることを期待する。 

 

若手研究者の養成： 

国際シンポジウムや Junior International Symposium の開催により、比較的海外で

口頭発表を行う機会の少ない大学院生、ポスドクなどの若手の研究者に、口頭発表、ポ

スター発表等の機会を設けており、若手の研究者同士が直接交流する事ができたのは、

今後の日本、アジアの発展に寄与する若手の研究者の養成のためにも、大きな役割を果

たしたと考えられる。特に、まだ研究基盤が十分でない国において、若い学生へ良い刺

激を与えていると想像される。また、レクチャーシップ賞および若い研究者の海外での

講演旅行の招待は教育上とても良い制度だと思われる。ただし、レクチャーシップ賞は、

もちろん励みになるとは思われるものの、このような賞は受賞者が少なくてこそ価値が
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出るという側面もあるため、5 年間で 415 名という数の多さは多少気にかかる。 

 

研究教育拠点の構築： 

上述の国際シンポジウムや Junior International Symposium 等の企画により、日本

国内、更に、アジア内でのネットワークの形成も順調に進んでおり、「研究教育拠点の

構築」という観点からも概ね成果があった。 

 

・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。 

 

本事業に参画した 35 グループの研究成果を Chemistry; Asian Journal (Wiley 社)の

特集号として発表している点は評価できるが、これは個々の研究者の論文の寄せ集めで

あり、本事業の成果として挙げられている論文 42 報の内 35 報がこの Chemistry; Asian 

Journal の 2015 年の特集号に載ったものであるという業績は、少し物足りないと思う。 

一方、国際シンポジウムにおいては、極めてレベルの高い成果の発表が行われ、天然

物化学ならびに、触媒開発の分野において、優れた研究業績が発表された。 

 

・本事業により得られた成果の社会への還元があったか。 

  

国際的な学術論文誌に本プロブラムの活動内容が掲載され、アジアの研究者ネットワ

ーク構築の意義が広く紹介され、また、レクチャーシップ賞により、若手を中心とする

優れた研究者が他の国に招へいされ、各国で交流を行い、有機化学領域の国際化に大き

く寄与した。 

しかし、本事業で得られる成果の社会還元とは、この事業で教育を受けた学生が国を

代表するような科学者・技術者となったり、本プロジェクトが医薬シード分子開発を含

む天然物化学、ケミカルバイオロジー、触媒開発、液晶、太陽電池の素材となりうる機

能性分子開発である以上、共同研究で画期的な成果が得られることだと思われる。社会

に還元されるには時間が必要と思われるが、ある程度の成果は期待される。 

 

・当初予期していなかった活動成果があったか。 

  

日本人の英語プレゼンテ－ション力が向上したことや何人かがアカデミックポジシ

ョンに就いたことは本事業の成果の一つではあると考えられるが、予期できる事であろ

う。 
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２．事業の実施状況 

 

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

たか。 

・中間評価における指摘事項等について、適切に対応されたか。 

 

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 

・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。 

 

 毎年国際シンポジウムを開催するとともに、レクチャーシップ賞による研究者交流を

図り、また、ジュニアシンポジウムにより、若手育成を目指した企画も計画、実施され

ていることから、適切に計画、実施されており、活発な交流が行われている。各国で順

に開催された国際シンポジウムはのべ 1000 名を越える参加者を得た。レクチャーシ

ップ賞の受賞者は若手研究者を中心に 415 名にのぼり、１週間の講演旅行を実施す

るなど、プログラムの趣旨に合う活動が実施された。 

ただし、「共同研究」に関しては、研究指導の段階のものが多く、成果公表にまで進

んだものが少ない印象が否めない。 

 

・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。 

 

国内は、千葉大学を中心として、協力機関が密接な連携をとり、ビジネスミーティン

グも適宜行いつつ、国際シンポジウム等が極めて効率良く開催されたと考えられる。 

また、国内外の拠点機関、協力機関ともにそれぞれの国の科学（化学）研究をけん引し

ているレベルの高い機関であり、これまでのネットワークを通して、密接な関係がある

各機関と拠点形成を行い、効率的な実施体制・協力体制が構築された。 

 

・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。 

 

 旅費を中心として，適切に経費が執行されたと思われるが、報告書の研究者交流の
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記載について全員が「3～5 大学（研究所）を訪問し、講演、研究交流、文化交流を行う」

という一律の表現とするよりは、具体的な内容を記載するとより判断がしやすいと思わ

れる。 

 

 

・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たか。 

 

相手国により、経費の額に大きな差がみられるが、各国の研究者の規模、さらに経済

的な事情も考えると、交流を行うに十分なマッチングファンドが確保されたものと考え

られる。 

 

・中間評価における指摘事項等について適切に対応されたか。 

 

中間評価では、主に次の 2 点の指摘を受けている。 

１．他のアジア地域国の参加推進 

２．研究分野が天然物化学分野のみに偏らず、研究範囲を広げてほしい 

 

 １．については、マッチングファンドによる事業運営上難しいが、2 度の国際会議で

相手国に加えてベトナム、フィリピン、カンボジアからの若手研究者や大学院生を招へ

いし、交流したとある。 

 ２．については、東北大学、理化学研究所、千葉大学を中心に触媒化学の共同研究が

実施され、成果が公表しつつあるとのことである。 
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３．今後の研究交流活動計画 

 

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 

・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。 

 

東北大学を拠点機関とする平成 27 年度ＪＳＰＳ研究拠点形成事業が採択されており、

本事業を引き継ぐ形で行われるようであるので、今後も概ね成果が期待される。引き続

き国際シンポジウムを開催する事により、より多くの研究者が個人的に交流する事がで

き、ネットワーク構築を行う事は、極めて重要であり、また、レクチャーシップ賞等に

より、研究者のアジア圏内での交流が進展する事は、アジアの化学の認知度を高める意

味でも重要であろう。また、ジュニアシンポジウム等、若手の研究者の育成、交流の機

会を付与することは、有機化学部門の将来を担う若手研究者を育てる意味からも大きな

意義のある企画であると思われる。特に、学生が発表を行うのみならず、シンポジウム

の運営にも参加する体制を構築したのは、学生の国際性を高める上でも効果的な試みで

あろう。その上で、今後の研究交流活動に期待することとして、以下の 3 点からコメン

トしたい。 

1 点目は、本研究課題である「アジアにおける最先端有機化学の新展開」の観点からで

ある。日本の拠点機関・協力機関は十分な世界的水準の教育研究拠点を持っており、そ

れぞれ得意分野や特色がある。外国の拠点機関の方もそれぞれの国を代表するトップの

教育研究機関であり、分野によっては、日本と同等もしくはそれ以上の拠点もある。今

後も本事業の継続的な研究交流活動を持続するには、これらの世界でもトップの機関同

士が、単位の互換を認めた学生交換留学制度をつくり、さらに高レベルでの研究環境の

場を提供することが重要である。本事業の拠点、協力機関の中には、日本に来てもらう

だけでなく、日本から留学しても得るものが大きいと思われる機関がいくつかあるので、

そのような制度の実現を期待したい。 

 2 点目は、タイ、マレーシア（あるいは本課題の相手国には入っていないインドやイン

ドネシア、カンボジア、ベトナムなど）の研究レベルを現状よりもう 1 段、2 段階引き上

げることである。これには国際会議に出席させるだけでは不十分で、やはり、留学生制

度が重要であり、学生あるいは若い研究者が、欧米のみでなく、本課題の拠点機関、協

力機関に留学する制度をつくることで、科学の技術が向上すると期待できる。 
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3 点目に、国内の拠点機関、協力機関の中においても、固定メンバーが参加するのでは

なく、若手を含め、極力多くの幅広い分野の研究者が参加できる体制を構築していく事

を期待したい。 

 

 

 


