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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つつあり、当初の目標の達成が大いに期待できる。 

 Ｂ 想定どおりの成果をあげつつあり、現行の努力を継続することによって目標の達成

が概ね期待できる。 

Ｃ ある程度の成果をあげつつあるが、目標達成のためには一層の努力が必要である。

Ｄ 成果が十分にあるとは言えず、目標の達成が期待できないため、経費の減額または

中止が適当であると判断される。 

コメント 

 

平成 17 年度に発足したアジア地域における有機化学ネットワーク構築を目的とした前

事業「アジアの最先端有機化学」の成果を基盤とし、平成 22 年度より発展的に継承して

スタートした本研究交流課題「アジア地域における最先端有機化学の新展開」に関する当

該事業も、世界的水準の研究教育拠点の構築と若手研究者の養成において、これまで着実

に学術的成果を挙げており、概ね順調に計画が達成しつつあると思われる。 

本事業では、国内外の研究拠点と適切に連携しながら、現在の有機化学の最先端、かつ

今後更なる発展が期待される研究内容（C-H 活性化、有機触媒、太陽電池材料を含む種々

の有機材料化学）を中心とした、高水準の国際シンポジウムやセミナーが継続的かつ定期

的に開催されている。国際シンポジウムに加え、若手研究者の養成を目的とした、Junior 

International Symposium の開催に至り、若手研究者達の、早期からの国際感覚の養成に

大きく貢献している。日本人研究者、とくに大学院生を含めた若手研究者に、国際的に交

流して英語で研究成果を発表する機会は重要であり、同様な問題を共有するアジア各国が

連携して、共同研究、国際シンポジウムなどを開催することは非常に意義がある。そのよ

うな機会に若手研究者を積極的に参加させ、最先端の研究に触れる機会を増やしている点

が高く評価できる。次世代の有機化学分野を担う若い世代の交流は、今後のアジア地区の

有機化学を強力に推進する原動力として、非常に重要であり、参加した学生達のコメント

からも、このことを強く意識した感想が得られている。これらの取り組みは大いに評価で

きる。種々の Award も学生達の良い刺激になる。さらに国際シンポジウムでは、レクチャ

ーシップ賞が制定され、受賞者への講演旅行の招待が行われており、これを活用した優秀

な研究者間での研究交流を促進する取り組みが、非常に効果的に行われている。 

 共同研究や研究協力を通した研究者の交流も積極的に行われており、双方向の交流が実

現されている。相手国として新たにマレーシアを加え、各研究拠点機関との連携も研究拠

点構築の充実も、効率的かつ着実に行われている。即ち、国内拠点リーダーによる年１回

の国内拠点会議の開催、毎年１回開催される国際会議で国外拠点リーダーを交えたビジネ

スミーティングを開催することで、拠点間での着実な協力体制を築いている。特に国内で

は、研究交流で来日した外国若手研究者の様々な場所での講演会をセッティングするな 

ど、拠点にとどまらず広範な研究交流の活性化にも貢献しており、これらの取り組みは大

いに評価される。これらの連携を基盤として、拠点間での共同研究も活発に行われており、

天災の影響で一部実施できなかった事例があったものの、特に、天然物化学分野の研究を

中心に着実に実施されている。日本を中心としたアジアにおける有機化学の発展に貢献し

ており、これまでの成果を基にさらに発展し、継続的な研究教育拠点として活動が進んで

いくことが期待できる。今後、触媒や有機材料の分野での共同研究も計画されており、こ

れらの成果も大変期待される。さらにフィリピンやインドネシアなど他のアジアの国々の



参加も推進し、より大きなアジアの拠点づくりの実現を目指して欲しい。 

なお研究業績については、着実に研究業績が発表されているものの、業績発表は一部の

研究者にとどまっている。今後は、多くの参加研究者による業績、また拠点との共同研究

による研究業績の発表が強く望まれる。 

平成２２年度にスタートして交流の進展が加速する時期に東日本大震災および原子力

発電所の事故に見舞われ、日本の国際交流が大きく停滞したにもかかわらず、本研究交流

課題は着実に成果を上げてきている点は高く評価できる。現在、震災の復興やタイ国の洪

水災害などの影響から完全に復帰したとは言い難く、多くの困難が今後も予想されるが、

研究者の努力により、未遂行の共同研究、シンポジウム開催が、期間終了までに実施され

ることが強くのぞまれる。 

今後の計画について、これまでの実績に基づき、適切に計画されている。従来通り、各

拠点間の連携を密に保ちながら、引き続き年１回の国際シンポジウムが計画され、加えて

Junior Symposiumの強化も計画されている。優秀な国際的感覚を身につけた若手のアジア

研究者育成に大いに寄与しており、彼らの今後の活躍の場のひとつである化学系企業から

のサポートも大いに期待できる。今後も本事業の積極的なサポートを推奨する。 



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がっているか。 

・研究交流活動の成果として優れた研究業績が発表されているか。 

・研究交流活動の成果から発生した波及効果はあるか。 

 

評  価 

□ 想定以上の成果があがっている。  

■ 概ね成果があがっている。  

□ ある程度成果があがっている。 

□ 成果があがっているとは言えない。 

コメント 

 

平成 17 年度に発足したアジア地域における有機化学ネットワーク構築を目的とした

前事業「アジアの最先端有機化学」の成果を基盤とし、平成 22 年度より発展的に継承

して開始した「アジア地域における最先端有機化学の新展開」に関する当該事業も、こ

れまで順調かつ着実に学術的成果を挙げている。 

本事業のもとで開催された国際シンポジウムでは、現在の有機化学の最先端、かつ今

後更なる発展が期待される研究内容（C-H 活性化、有機触媒、太陽電池材料を含む種々

の有機材料化学）を中心とした研究発表と討論による、高水準のシンポジウムが継続的

に開催され、若手研究者の積極的な参加の推進も行われている。また、新たにマレーシ

アを加えて研究拠点構築の充実も進んでいる。日本を中心としたアジアにおける有機化

学の発展に貢献しており、これまでの優れた学術研究活動の成果をもとに、次年度以降

の発展も大いに期待できる。 

アジア各国におけるそれぞれ特徴ある研究を展開している各研究機関と研究拠点を

形成し、これらを活用しながら、研究交流、共同研究が効率的に推進され、十分な交流

がなされている。各拠点との協力関係も、これまで十分得られており、数々の成果が挙

がっているものと思われる。その内容は有機化学の分野において，化学生物学から機能

材料創製と多様で幅広く，分野横断的におこなわれていることが興味深い。 

Junior International Symposium の取り組みは大いに評価できる。次世代の有機化学

分野を担う若い世代の交流は、今後のアジア地区の有機化学を強力に推進する原動力と

して、非常に重要であり、参加した学生達のコメントからも、このことを強く意識した

感想が得られている。種々の Award も学生達の良い刺激になる。学会、シンポジウム参

加者からの感想から、参加者が当該事業の意義を十分理解し、その重要性を実感してい

ることがわかる。また新規触媒、天然物化学分野での研究交流も着実に進んでいる。今

後の更なる波及効果が大いに期待できる。 

東日本大震災という大きな障害があったにもかかわらず、着実に成果を上げているの

は大いに評価できるが、残念なことに，計画の一部が震災やタイ国の洪水被害等のため

に，年度内に実施することができず延期されている状態にある。これらの計画は，次年

度以降において遂行されることを期待する。 

研究成果の論文発表，国際会議における発表も順調におこなわれているなど、着実に

研究業績が発表されている。学術雑誌に発表された論文は天然物化学が主であるが、今



後は、多くの参加研究者による業績、また拠点との共同研究による研究業績、他の領域

の成果が発表されることを強く期待する。 

 



２．研究交流活動の実施状況 

 

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、実施しているか。 

・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るか。

・研究交流活動の実施にあたり、適切に経費が執行されているか。 

・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ている

か。 

 

評  価 

■ 想定以上に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 

 

交流の進展が加速する時期に東日本大震災に見舞われて、国際交流が大きく停滞した

なか、共同研究は着実に進み、セミナーの開催と研究者の交流も適切に順調に行われて

いる。国内拠点リーダーによる年１回の国内拠点会議の開催、毎年１回開催される国際

会議で国外拠点リーダーを交えたビジネスミーティングには、日本及び相手国の拠点機

関と協力機関ともに多くの研究者が参加し、強力な実施・協力体制が整えられている。

国内の複数の大学，研究機関において，定期的な運営に関する打合せ等もおこなわれて

いるとともに，海外の大学等も積極的に交流がなされ、成功裏に国際会議等が実施され

たものと判断できる。 

特に国内では、研究交流で来日した外国若手研究者の様々な場所での講演会をセッテ

ィングするなど、拠点にとどまらず広範な研究交流の活性化にも貢献している。 

共同研究に関しては、天災の影響で一部実施できなかった事例があったものの、天然

物化学分野の研究を中心に着実に実施されている。またセミナーは、年１回のペースで

実施され、数多くの研究者が参加している。また本セミナーではレクチャーシップ賞を

制定し、受賞状況は Chemistry an Asian Journal 誌へ寄稿されている。なお受賞者の

Award 授与国への講演旅行招待は優れた取り組みである。またこの講演ツアーに基づく

研究者交流も活発に行われており、計画が着実に実施され効果を挙げている。 

これらの交流活動に用いられた経費の執行等においても計画に基づき、これまで適切

に使用されている。また、相手国のマッチングファンドの状況についても、負担金額は

国により格差はあるが、交流を行う上での金額は、充分に確保されているものと思われ

る。 

 

 



３．今後の研究交流活動計画 

 

観  点 

・目標達成に向けた計画が具体的であり、かつ実現性の高い内容となってい

るか。 

・今後の課題がある場合には、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構築が期待できるか。 

 

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 

 

今後の計画について、これまでの実績に基づいて、適切に計画されている。セミナー

の開催や若手研究者の育成が具体的に計画されており、それらの実現性は高いと考えら

れる。これまでの研究交流計画をもとに，次年度も国内外の会議が計画されている。具

体的には、年１回の国内拠点代表者等による会議、コーディネータの海外訪問による海

外拠点との連携強化が計画されている。これらの会議をもとに，国際共同研究などのさ

らなる展開のシーズが発生するものと期待される。またセミナーに関しても、これまで

に引き続き、年１回の国際シンポジウムが計画され、今後 Junior Symposium への強化

も計画されており、若手研究者の発表、交流の機会を積極的に構築することが計画され

ている。当該シンポジウムは、若手研究者の英語でのプレゼンテーションのよい機会と

なっており、早期からの国際感覚を育成するための優れた戦略である。 

今後の課題について、マッチングファンドの在り方が挙げられている。各国の経済状

態、また研究交流の拡大にともなうシンポジウム経費の増大等によるものである。後者

については、本事業がこれまで着実に発展してきていることを示す結果である。これら

の成果、即ち優秀な国際的感覚を身につけた若手のアジア研究者育成に大いに寄与して

おり、彼らの今後の活躍の場のひとつである化学系企業からのサポートも大いに期待で

きると考えられる。これらに関する取り組みも、計画されている。今後の課題に協力企

業グループによるサポート体制の構築をあげており、これにより交流目標の達成と将来

的な継続性もさらに実現性を高めると考えられる。 

これまで、本事業は着実な成果を挙げている。研究協力体制とネットワークは既に構

築されていると考えられ、今後さらにこれらを強固にする努力が期待できる。経費支給

期間終了後もこれらの協力体制とネットワークは継続し、今後の発展も期待され、一部

の海外拠点からも事業の継続を求められている。事業継続に向けた申請、サポート体制

の確立が計画されている。可能であれば、フィリピンやインドネシアなど他のアジアの

国々の参加も推進するようにして欲しい。また、本計画が，期間終了後も継続的に活動

することを目指していることは明白であり，そのネットワーク構築は大いに期待される

ものであるが，それを実現するために大学研究者が資金調達に必要以上の労力を費やす

ことは決して好ましいものでない。本計画の成功を基として，新たなる積極的な支援を

文部科学省，JSPS などに期待したい。 

 


