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平成２５年度 アジア研究教育拠点事業  
中間評価資料（進捗状況報告書）  

 
１．概要 

研究交流課題名 
（和文） 

アジア発ケミカルバイオロジー 

日本側拠点機関名 京都大学物質-細胞統合システム拠点 

コーディネーター

所属・職・氏名 
物質-細胞統合システム拠点・教授・上杉 志成 

相手国（地域）側 

国名 拠点機関名 コーディネーター所属・職・氏名 

韓国 Seoul National University Department of Chemistry, Professor,  
Seung Bum PARK 

中国 Tsinghua University Department of Chemistry, Professor,  
Yan-Mei LI 

シンガポール National University of 
Singapore 

Department of Chemistry, Professor,  
Young-Tae CHANG 

２．研究交流目標 
 申請時に計画した目標と現時点における達成度について記入してください。 

○申請時の研究交流目標 

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、幅広くアイデアを創出する融合分野

となったことだろう。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。 

 

○目標に対する達成度とその理由 

 上記目標に対する 2 カ年分の計画について、 

□十分に達成された 

☑概ね達成された 

【ＨＰ公開資料】 
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□ある程度達成された 

□ほとんど達成されなかった 

【理由】 

本交流課題は Asian Chemical Biology Initiative (ACBI)として、「アジア先進国」のみならず「アジア新興国」

も巻きこみながら「アジアケミカルバイオロジーネットワーク」が広がりを見せている。 

目標① 

 アジア先進国間の「ケミカルバイオロジーネットワーク」構築という意味においては、申請時の期待を超

えるスピードと規模で教育拠点の基盤を構築することが出来た。本拠点にはアジア先進国を代表する日

本・韓国・中国（本土及び香港）・シンガポールの本事業計画参加者に加え、アラブ首長国連邦・ニュー

ジーランド・インドのトップケミカルバイオロジスト総勢 78 名が参加している。地理的条件や参加者の

得意分野を生かしながら、積極的かつ効率的に資源共同利用・共同研究・情報交換・人的交流を行ってい

る。年に 1 度開催される第三国ミーティングの際には、本課題参加メンバー（教授レベル）が一同に会

し、短時間で効率よく研究討論・意見交換を行った。これまでの交流の結果、既存の国際共同研究 1 件

は京都大学を中心に順調に進んでおり、その他にも新しく 3 件の国際共同研究が開始した。今後、共同

研究の具体的な方向性が決まった案件については、若手研究者（ポスドク・学生）を実行部隊として相手

国に派遣し、若手同士で研究の成果報告、実験の詳細な打ち合わせ等を英語で行わせる。これからのケミ

カルバイオロジーネットワークの充実と成果に期待が出来る。 

目標② 

 「アジア新興国」での第三国ミーティング （ベトナム及びタイ）において、「アジア先進国」へ優秀な留

学生を勧誘するための面接会を実施（ベトナム 41 名、タイ 36 名の学生が参加）。またベトナムにて

ACBI-Sponsored Class を開講し、ベトナム国家大学ハノイ校化学科の Honors Program(成績優秀者を対

象とした特別教育プログラム)の学生約 30 名に 5 日間の講義を行った。ケミカルバイオロジーという学問

がまだあまり知られていないこれらの国において、優秀な学生にケミカルバイオロジーを紹介し、「アジ

ア先進国」への留学を促進した。その結果、これまでにベトナムより 2 名が日本に留学、2 名が韓国への

留学の機会を得ている。本事業申請当時は各年 5～10 名程度の日本留学を目指していたため、実績とし

ては達成度が低く思われる。しかし現在留学制度に応募中の学生もおり、今後留学生の増加が見込まれる。

他方で、本交流活動を行ったことにより、大学国際化を推進する上で国として取り組むべき重要課題が明

らかとなったため、以下進捗状況に問題を提起している。 

３．これまでの研究交流活動の進捗状況 
（１）これまで（平成25年3月末まで）の研究交流活動について、「共同研究」、「セミナー」及び「研究者交流」の交流の

形態ごとに、派遣及び受入の概要を記入してください。※各年度における派遣及び受入実績については、「中間評価

資料（経費関係調書）」に記入してください。 

○共同研究  

 【概要】 
R-1：化合物ライブラリーの共同利用 
 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。平成２３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
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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。 

 平成２４年度は引き続き日本と韓国、中国、シンガポール間のライブラリー共同利用を行った。日本‐韓

国間の化合物ライブラリー共同利用については、特に研究者の派遣、受け入れは行わず、京都大のライブ

ラリーを供給し、ソウル大でスクリーニングを行った。京都大－中国科学院間では、京都大より研究員を

中国に派遣。中国側の若手研究者との研究打ち合わせ、ディスカッション、講演を行った。また、中国科

学院のライブラリーで京都大開発のスクリーニングを行った結果、有望な化合物を見出した。この化合物

から今後の共同研究が広がるであろう。その他、日本から中国・浙江大学に５名を派遣。中国からは１名

の研究者が京都大学を訪問し、京大若手研究員らと共同研究の進捗状況報告を行った。京都大－シンガポ

ール大はそれぞれの化合物ライブラリーを交換し利用した。シンガポール国立大の蛍光ライブラリーから

見出した有望な化合物は、そのメカニズムについて共著論文にまとめ、現在投稿中である。 

 

R-2：ナノ粒子を用いた細胞表面認識 

 本共同研究は平成 24 年 2 月のハノイミーティングにて新たに開始した京都大-香港中文大間の国際共同

研究である。京大より二木教授を香港中文大に派遣、Xia 助教授らとともに共同研究課題についての具体

的な研究打合せと意見交換、「ナノ粒子作製技術」の技術指導を受けた。その結果、京大側の試料を提供

し、香港側の実験系における応用に関して検討することとなった。また、香港中文大 Xia 教授を京大・

化学研究所に招聘。共同研究課題の研究打合せを行うとともに、「ペプチドを用いた細胞操作技術」の技

術指導を行った。同時期に開催された「第 5 回統合物質フォーラム」で Xia 助教授が講演を行うととも

に、本イニシアチブ日本側参加メンバー研究室所属の若手研究員が講演。互いの研究室における研究成

果を紹介し、将来的な共同研究の可能性を検討した。平成 25 年 1 月のバンコクミーティングの際に、

Xia 助教授と二木教授が今後の研究に関する打合せと意見交換を行った。現在、香港側で実験のとりまと

めが行われており、論文投稿も視野に入れている。 

 

○セミナー  

 平成２３年度 平成２４年度 
国内開催    0 回   0 回 
海外開催 1 回 1 回 
合計 1 回 1 回 

【概要】 

Asian Chemical Biology Initiative 2012 Hanoi Meeting (平成 24 年 2 月 24 日～27 日) 

 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・ハノイ市にて開

催。ACBI 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
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後半日かけて、ACBI 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。 

 この面接会については注目度は高く、在ベトナム日本大使館やベトナム国家大学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。また、このミーティングの模様は ACS Chemical Biology 7 (2012) に取り上げら

れた。 

 

Asian Chemical Biology Initiative 2013 Bangkok Meeting（平成 25 年 1 月 24 日～28 日） 

 平成 24 年度は、前年度とほぼ同じスケジュールで①「アジア先進国」間の交流と②「アジア新興国」か

らの留学生獲得の両方を、第三国であるタイ・バンコク市にて一気に行った。ACBI 研究参加メンバー（教

授レベル）39 名(日本 22 名、韓国 6 名、中国 7 名、シンガポール 1 名、UAE1 名、ニュージーランド 2

名)が参加。研究討論会では、初参加のメンバーには Scientific Sessions にて各自の研究概要紹介、2 回目

の参加者は研究テーマ・興味ごとに分かれて(focused group)4 つの Parallel Sessions にて、未発表結果を

含めた学術発表を 15 分間で発表し、共同研究のきっかけを提供した。参加者間のフィードバックシート

の交換も導入し、短い時間で効率よく研究資源共同利用、国際共同研究の決定、情報交換を実践した。新

たな国際共同研究が、このセミナーによっていくつも生まれた。3 日目の午後にはタイの学生との面接会

を開催。Asian Chemical Biology Initiative のホームページ上で、予めタイの化学、生物学などを専攻する

学生や若手教員に面接の募集を行った。応募者の履歴書を審査し、36 名を面接会に招待。各教授は半日

かけて 7 名程度の候補者と 1 対 1 のインタビューを行った。前年同様、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。タイの優秀な

学生で日本に留学を希望する者は、セミナー直後にコンタクトを取ってきた。メールやスカイプで詳細の

打ち合わせを行ったあと、大使館推薦国費留学制度の案内や推薦、各種財団奨学金への応募の推薦等、各

参加者が積極的にタイの学生の受入準備を進めている。 

 タイの Chemical Biology は勃興期にあり、急激な発展が期待されている。今回の会議では、“Emerging 

Chemical Biology in Thailand”と題して、タイの大学の５名の若手研究者が、彼ら自身が行ってきたケミ

カルバイオロジー研究を紹介した。タイでは、欧米で Ph.D.を取得したばかりの若い研究者によってケミ

カルバイオロジーが広がりつつある。しかし彼らの多くは欧米で学位を取得したため、日本のケミカルバ

イオロジストとの交流はほとんどなかった。タイの若手ケミカルバイオロジストの実情を理解し、タイで

のケミカルバイオロジー振興をアジア主導で行うきっかけづくりとなった。 

 前年度同様、今回の面接会については注目度は高く、在タイ日本大使館、JSPS バンコクオフィス、日本

留学生機構（JASSO）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,” “Chemistry & Biology,” “Biochemical Journal”及び公益財団法人テルモ科学技術振興財

団はこの面接に寄附金を提供した。このミーティングの模様は Chemistry & Biology 20(4)(2013)に取り上

げられた。 

 

○研究者交流  

【概要】 
平成 23 年度 

 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
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び現地スタッフ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。 

平成 24 年度 

 コーディネーター上杉教授（京都大）をタイ、韓国、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、1 月のバンコク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。 

 中国から新に本事業に参加した研究者 2 名を日本に招聘し、本事業に関する打ち合わせ、及び日本側参

加者との意見交換を行った。 

 平成 24 年 8 月には University of Auckland(ニュージーランド)がホストとして、ACBI 執行部(日本・中国・

韓国主要メンバー9 名)が一同に会し、ACBI-ニュージーランド間の協力体制について話し合った。また

University of Auckland の 5 名の研究者による研究紹介も行われた。その結果、すでに本事業に参加して

いる Peter Shepherd 教授、Rod Dunbar 教授に加えて、天然物化学分野で著名な女性研究者である

Margaret Brimble 教授、バイオテクノロジー・プロテオミクスの Cooper Garth 教授が正式に本事業に参

加することが決定された。ニュージーランドは小さな島国であるため、地理的に近いアジア先進国との連

携を切に望んでいる。特に(1)薬の臨床試験、(2)産官学間のネットワーク構築と交流、(3)人的交流という

3 分野において ACBI メンバーと協力し、共同研究の探索とアジア新興国からの留学生獲得を目指すこと

で合意した。 

 平成 23 年度の交流でネットワーク基盤を構築したベトナム国家大学（VNU）ハノイ校化学科において、

平成 25 年 1 月 7 日（月）～12 日（金）に Asian Chemical Biology Initiative-Sponsored Class “The Organic 

Chemistry of Life”を開講した。京都大学上杉及びシンガポール国立大学の Chang の 2 名が計 5 日の講義

を担当した。約 30 名の Honors Program(成績優秀者を対象とした特別教育プログラム)在籍中の学部生が

受講。Honors Program の学生は 1 回生時に VNU 外語大学に在籍し、一年間英語で講義を受け、学生の

語学力を集中的に強化する。本講義も全て英語で行われたが、ディスカッションやホームワークでの学生

の英語レベルの高さに講師は一様に感心した。ベトナムの大学では、設備・備品面での問題が深刻であり、

またケミカルバイオロジー研究はほとんどなされていない。本講義により、レベルの高いベトナムの学生

にケミカルバイオロジーの教育の機会を与えることで、将来アジア先進国に留学するきっかけを作り、帰

国後にはベトナムを代表するケミカルバイオロジストを輩出できると期待する。 
 
（２）（１）の研究交流活動を通じて、申請時の計画がどの程度進展したか、「学術的側面」、「若手研究者の育成」、 

及び「研究教育拠点の構築」の観点から記入してください。 
○学術的側面 

 本課題の研究交流活動を通じて、「アジア先進国」が緊密に連携し、将来的に世界をリードしうる先端的

な学術コミュニティの基盤づくりに成功した。本事業の構想は事業開始 3 年前より参加国間で協議して

おり、試験的に「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開催。日本・韓国・中国・

シンガポールの参加者からは、事業の参加意向と詳細について合意を得ていた。本事業参加者は、アジア

のケミカルバイオロジストとしての質・国際性・本事業への貢献を高く期待できるもののみを厳選してい

る。事業開始当初は 47 名の参加者（教授レベル及び若手研究者）であったが、平成 25 年 4 月時点では

日本・韓国・中国・シンガポールの参加国、及びアラブ首長国連邦・ニュージーランド・インド・アメリ
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カ合衆国のサテライト参加者も加え 78 名となった。このコミュニティ基盤がなければ知りえる事がなか

ったであろう各国のケミカルバイオロジスト同士が、積極的に互いの研究内容を紹介、理解し、国際共同

研究のネタを提案・模索している。 

 一口にケミカルバイオロジーといっても、様々な得意分野を持つ参加者がいるため、年 1 回のセミナー

時に、短い時間で国際共同研究を模索・提案したり、国際共同研究の開始、人的交流、論文発表に到るま

でには時間と綿密な計画が必要である。実際に、各参加国内での国内共同研究であれば、平成 23 年 4 月

より、日本間で 6 報、韓国間で 13 報、中国間で 3 報の論文が出ている。国際共同研究の難しさが浮き彫

りとなった。そのような状況下でも、申請時には 1 件のみであった共同研究課題が、2 年間の交流活動を

通して、新たに 3 件の国際共同研究開始となった事は、学術的側面から見ても大きな進歩であるといえ

る。実際に世間に公表できる具体的な成果はまだ少ないが、地理的に近い「アジア先進国」で人的交流や

施設・研究資源の相互利用のシステムを構築、最大限に利用し、国際共同研究のスピード化を図ることで、

最終的には米国のレベルに匹敵、凌駕するようなアジア最大の学術コミュニティ形成を目標とする。 

 

○若手研究者の育成 

本課題では、日本での外国人若手研究者育成、日本人若手研究者の育成、という二つの観点から若手研究者の

育成を図る。 

日本での外国人若手研究者育成 

 「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。本計画

の目標の一つは、「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

ることだ。各参加国を代表するケミカルバイオロジー研究者は、過去２回のアジア新興国（ハノイ及びバ

ンコク）でセミナー（共同研究打ち合わせ）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、半日かけて面接会を実施した。優秀な学生には、国費留学生への推薦やＲＡへの採用を

オファーした。2 回の面接会を通して、アジア新興国の成績優秀者をリクルートするための第１歩は着実

に踏み出せた。しかしながら、実際に留学を実現させるためには多くの課題が残る事が分かった。 

 ハノイミーティングでは 29 名の本事業参加メンバーが 41 名のベトナム人学生を面接した（1 人当たり

15 分×10 セッション）。その中で、ミーティング終了後に実際に ACBI メンバーとコンタクトをとった学

生は 45 人(重複を含む)、そのうち実際に日本に留学することが出来た学生は 2 人、その他現在 2 名が奨

学金に応募を検討中である。日本に限って言えば、24 名の学生が 10 名の ACBI メンバーにコンタクトを

とったが、在ベトナム日本国大使館推薦国費留学生奨学金制度には応募制限があり、留学を希望した学生

のほとんどがいまだに出願できずにいる。以下に、ハノイでの面接会を通して明らかとなった、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 3 つの問題を提起する。 

(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
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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。 

(3) 京大・上杉とシンガポール国立大・Chang 教授が平成 25 年 1 月に授業を担当したベトナム

国家大学ハノイ校化学科の Honors Program の学生は 5 年の学部教育の後に海外留学するこ

とが前提となっている。この語学と学力を兼ね備えたトップクラスの学生を確保することが

日本の大学にとって重要である。問題は、日本の国費留学生に彼らが応募できないことだ。

大使館推薦国費留学生の選抜は、東南アジアそれぞれにおいて、相手国の当局との共同事業

である。ベトナムにおいては、ベトナム側当局の意向により、これらの学部卒業生が研究留

学生に応募できないようになっている。ベトナムトップ校の学生には、大学推薦しか研究国

費留学生として日本に来るチャンスはない。このため、平成 23 年年度のハノイミーティング

の際に面接した学生のほとんどが応募すらできず、ハノイミーティングに参加した 15 名の教

授のうち、ベトナムからの留学生獲得は 2 人であった(ただし全員が卒業年度ではないため、

今後増える可能性はある)。ベトナムの優秀な学生のほぼ全てが欧米に流れている。非公式な

改善を求めているが、ベトナム当局の反応は薄い。日本国として正式なトップダウンルート

で改善を強く要求するべきである。  

 バンコクミーティングでは 37 名の本事業参加メンバーが 36 名のタイ人学生を面接した（１人当たり 10

分×7 セッション）。その中で、ミーティング終了後に実際に ACBI メンバーとコンタクトをとった学生は

14 人（重複を含む）。ベトナムの学生に比べて、実際に面接会後に ACBI メンバーにコンタクトをとった

タイ人学生が圧倒的に少ない。現在、国費外国人留学生(研究留学生)には 2 名応募している。在タイ日本

大使館では国費外国人留学生の筆記試験・面接を平成 25 年 7 月より開始するとの通知を受けている。結

果は平成 25 年度の本事業報告書にて報告を予定している。その他 1 名は他の日本の奨学金制度に応募し

たが、残念ながら不採用となった。韓国へ留学を希望していた 2 名も、個人的な事情で留学を断念した。 

 ２回の面接会を通して、もう１つの問題が浮上した。アジア新興国の成績優秀者の多くが米国やヨーロ

ッパの研究機関（必ずしもトップ校ではない）への留学を希望していることが分かった。ベトナム・タ

イの学生募集は ACBI のホームページ上で行い、各国トップ校の教員や大使館等にも協力を要請した。し

かしながら、両国で同様に応募者数の伸び悩みが見られた。学生募集に協力を要請したベトナム及びタイ

トップ校の教員は応募者数伸び悩みの原因を、ケミカルバイオロジーの学問自体があまり浸透していない

事、そして多くの成績優秀者はすでに欧米・オーストラリアに一本釣りされている、と分析した。タイで

生物医学分野のトップ校であるマヒドール大学の化学科では、大学院はすべて英語で講義されており、大

学院生は流暢な英語を話す。成績優秀者が「アジア先進国」よりも英語圏を留学先に選ぶのは当然の結果

と言える。同じことが下図１・２にあらわされている。各面接会の応募の段階で、応募者はホームページ

上で留学希望先の研究室を第 10 候補まで選ぶ。全回答を各国参加メンバーの数で割ると、以下の図１・

２の通り、シンガポール・ニュージーランド・香港など英語圏の人気が高いことがわかる。「日本に留学

するには日本語の語学力が前提」という誤解があるように思えた。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。 

 今後 3 年間、本計画の実行によって、ケミカルバイオロジー分野の留学生を急増させる必要がある。そ

の結果、10 年後に「アジア新興国」で中核になる研究者が育成される。これによって、アジアのケミカ

ルバイオロジーは「アジア先進国」だけでなく「アジア新興国」に波及し、アジアの学術コミュニティや

共同研究・共同利用のネットワークが広がることを期待する。 
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外国での日本人若手研究者養成 

 本項目については、若手研究者（学生・ポスドク）の実際の交流の機会はまだ少ない。申請時からの進展

よりも遅れをとっている。本課題開始より 2 年間、教授レベルの参加者の交流活動を通して、共同研究

の種がいくつか生まれ、実際に国際共同研究を開始しているが、現段階ではまだ研究室を主宰する研究者

同士の決断に頼っている萌芽的な共同研究が多い。また、若手研究者を派遣・受入を行うタイミング、及

びメリットを送る手・受け手側の双方で見つけられなければ、実際の人的交流が生まれる可能性は極めて

低い。すでに開始している個別の共同研究に関しても、実際に若手はメール・スカイプ等で研究の進捗状

況や問題提示・解決法の模索等を行っている。実際の人的交流はすぐれているが、若手は時間・コストの

削減を考える傾向にある。 

 一方で、相手国参加者が日本を訪問した際には、積極的に若手研究者と英語でのディスカッションをさせ

ている。本事業の方策として、共同研究の模索や打ち合わせは教授レベルの参加者が行い、研究の成果報

告・問題点・克服法・実験手法の詳細な打ち合わせなどは若手に任せている。本計画 2 年度目のバンコ

クミーティングを終え、国際共同研究を始動する参加者が増加したことを機に、今後若手研究者の交流数

の増加が見込まれる。本事業では引き続き、若手外国人・若手日本人研究者は研究プロジェクトの実行部

隊として参加することで国際プロジェクトの経験を得、将来的には国際的にリーダーシップの取れる若手

9.8 
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3.5 3.0 2.5 

New Zealand Japan UAE Singapore HK Korea China

The Most Popular Destinations for Postgraduate Study
Average # of Times Chosen by Thai Candidates

図２：タイの学生による人気の留学先（ACBI 参加国：平成 25年 1 月） 
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The Most Popular Destinations for Postgraduate Study
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図１：ベトナムの学生による人気の留学先（ACBI 参加国内：平成 24年 2 月） 
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研究者として育成することを目標とする。 

 

○アジア地域における研究教育拠点の構築 

 アジア先進国間の「ケミカルバイオロジーネットワーク」構築という意味においては、申請時の期待を

超えるスピードと規模で教育拠点の基盤を構築することが出来た。ニュージーランド、アラブ首長国連

邦、インドのトップケミカルバイオロジストがサテライトとして参加したことにより、より共同研究・

共同利用の可能性が広がった。引き続き「アジア先進国」で研究を加速し、投資重複を避け、早期に成

果を社会に還元することを共通の目標とする。 

 「ケミカルバイオロジーネットワーク」は、ベトナム・タイという「アジア新興国」においても広がり

を見せている。ベトナムではまだケミカルバイオロジーという学問の分野がほとんど存在していないた

め、バンコクセミナー時には優秀な学生にケミカルバイオロジーの導入を行い、優秀な学生をベトナム

国家大学ハノイ校化学科においては ACBI-Sponsored Class の開講を行った。一方、タイではケミカル

バイオロジーが勃興期である。米国で博士号を取得した若手教員がタイに帰国し、ケミカルバイオロジ

ー研究を展開しようとしている。バンコクセミナー時にマヒドール大学化学科を訪問し、学部長、関連

教員、「アジア発ケミカルバイオロジー」参加メンバーとのショートディスカッションを行った。タイの

ケミカルバイオロジー研究が抱える問題は、応用研究に研究資金が重点配分されており基礎研究への資

金が十分でないこと、そしてケミカルバイオロジー分野の人材不足であった。この二つの問題を解決す

るために、「アジア発ケミカルバイオロジー」とタイとの協力体制を今後構築する必要があると考えた。 

 

 
４．事業の実施体制 
本事業を実施する上での、「日本側拠点機関の実施体制」、「相手国拠点機関との協力体制」、及び「日本側拠点 

機関の事務支援体制」について記入してください。 
○日本側拠点機関の実施体制 （拠点機関としての役割・国内の協力機関との協力体制等） 

 コーディネーターである京大・上杉、及び上杉の秘書・中島の 2 名で本事業の運営を行っている。日本

側参加研究者の相手国派遣・受入の承認、出張関係の書類作成、本事業に関する計画書・報告書等の作

成等、また国内の協力機関に所属する研究者とは直接メール・電話にて連絡を取り、情報収集や共有を

行っている。 

 上記 2 名でセミナーの企画・運営全般を行っている。セミナー会場の視察、第 3 国のトップ校との交渉

は上杉が実際にその国に足を運び、事業の主旨と目的を説明、理解を得たうえで、学生の面接会の協力

要請を行う。 

 京都大学では事業開始当初より Asian Chemical Biology Initiative の英語のホームページを立ち上げ、英

語で本事業の情報を公開、共有している(http://www.asianchembio.jp/)。メンバー情報の更新、ミーティ

ングレポート、第 3 国の学生面接会のエントリーフォーム、ミーティングの情報等をウエブ上にて行っ

ている。面接会のウエブ登録には、学業成績や英語検定試験の成績、そして将来の希望などを英語で書

く欄を設けている。また今後の面接会にむけて、新たにアジア新興国の留学生向けに ACBI 各参加国の

奨学金情報も掲載を予定している。第 3 国の学生に情報をより広くいきわたらせるために、ウエブサイ

トのアクセス解析を行い、アジアからより多くのホームページ訪問者を獲得できるようにする。具体的

には、グーグル検索で「ケミカルバイオロジー」を英語及び各国の言葉（日本語、中国語、韓国語、ベ

トナム語、タイ語、マレー語）で行ったときに、ホームページが上位にランキングされるように工夫す

http://www.asianchembio.jp/
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る。 

 

○相手国拠点機関との協力体制 （各国の役割分担・ネットワーク構築状況等） 

 相手国拠点機関との協力体制は十分に整われている。特に、各国に新しい参加メンバーを追加する際に

は、各国のコーディネーターに略歴を送付。コーディネーターは、新規参加希望者の業績、研究費獲得

状況等から、他の ACBI 参加者と同レベルと判断されたもののみを参加者として許可する。新たな国の

メンバーがサテライトとして参加を希望する際には、各国コーディネーター及び執行部メンバーによる

会議を行い、慎重な協議により決断を下す。 

 各国コーディネーターは、マッチングファンド獲得に向けての情報収集や研究助成金の応募等を積極的

に行っている。 

 

○日本側拠点機関の事務支援体制 （拠点機関全体としての事務運営・支援体制等） 

 コーディネーターである京大・上杉、及び上杉の秘書・中島が、各国事業参加者への事務連絡、研究者の

派遣・受入手続き、セミナー企画・運営、ウエブサイトの管理・運営等、計画書・報告書の作成等を行っ

ている。 

 拠点機関である京都大学物質-細胞統合システム拠点事務部においては、経理上の手続き（旅費計算・承

認、消耗品・備品購入の承認等）、及び書類提出の最終確認、日本学術振興会とコンタクトを取る際の窓

口となっている。 

 
 

５．この課題に関連した主な発表論文名・著者名 
コーディネーターあるいは参加研究者が実施期間中に発表した論文等で、この交流の成果であり、本事業名が明

記されているものを記載してください。コーディネーター・参加研究者の氏名にはアンダーラインを付してください。また、

相手国の参加研究者との共著論文には、文頭の番号に○印を付してください。また、相手国が 2 カ国以上ある場合は、

どの国の参加研究者との共著論文かがわかるように「相手国名」欄に記入してください。 
 

 
（１）学術雑誌等（紀要・論文集等も含む）に発表した論文又は著書 
・査読がある場合、印刷済及び採録決定済のものに限り、査読中・投稿中のものは除く。また「査読」欄に○印を付すこと。 

整理

番号 
著者名、発表論文名、学会誌名、発表年月巻号等 

査読 

 

相手国名 

（共著の場

合） 

１ 
Uesugi, M., Morii, T. Two Days of Experiments in Vietnam: Asian Chemical Biology 

Initiative, Hanoi Meeting. ACS Chem Biol. 7, 623-625 (2012). 

  

２ 
Suzuki, T., Arai, M.A., Nakashima, M., Uesugi, M. Merging Chemistry and Biology in 
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