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(様式４) 

１． 基本データ  

【事業名称】 

事業名（和文は４０字以内。） 

（和文）アジア・ヨーロッパ国際連携による環境生命工学若手研究者育成プログラム 

 

（英文）Asia-Europe International Training Program for Young Investigators in Eco-Bio Technology 

 

 

【申請大学】 

大学名（和文） 東京工業大学 

 

      (英文)  

Tokyo Institute of Technology 

 

大学長氏名 

伊賀 健一 

 

 

【申請専攻等】（申請大学内の研究科、附置研、研究センター、国際交流担当課等） 

大 学 名（和文）  

東京工業大学 

 

  

（英文）  

Tokyo Institute of Technology 

 

  

専攻等名（和文）  

生命理工学研究科 

 

 

(英文)  

Graduate School of Bioscience and Biotechnology 

 

 

【申請大学内のその他の専攻等】（該当がある場合のみ記述してください。専攻等が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文）  

分子生命科学専攻 

 

 

(英文)  

Department of Life Science 

 

専攻等名（和文）  

生体システム専攻 

 

(英文) 

       Department of Biological Sciences 

 

 

 

専攻等名（和文） 

                生命情報専攻 

 

 

 

(英文) 

       Department of Biological Information 
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専攻等名（和文） 

                生物プロセス専攻 

 

 

 

(英文) 

       Department of Bioengineering 

 

 

 

 

専攻等名（和文） 

                生体分子機能工学専攻 

 

 

 

(英文) 

       Department of Biomolecular Engineering 

 

 

 

【申請大学以外の協力機関】（該当がある場合のみ記述してください。機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文）  

 

 

  

(英文)  

 

 

 

【海外パートナー機関】(機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文）  

工学部、自然科学部 

 

  

(英文)  

Faculty of Engineering, Faculty of Natural Sciences 

 

 

専攻等名（和文）  

技術科学部、自然科学・数学部 

 

  

(英文)  

Faculty of Engineering Sciences, Faculty of Natural Sciences and Mathematics 

 

 

機関名 （和文）                            

 

 

（英文） 

 

 

 

機関名 （和文）  

インペリアル・カレッジ・ロンドン                           

 

 

（英文） 

 

Imperial College London 

 

機関名 （和文）  

スイス連邦工科大学                           

 

 

（英文） 

 

Swiss Federal Institute of Technology 
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専攻等名（和文）  

医学部、生命科学部 

 

  

(英文)  

Medical Faculty, Faculty of Bio Sciences 

 

 

専攻等名（和文）  

生物学科 

 

  

(英文)  

Department of Biology 

 

 

専攻等名（和文）  

化学工程系・生物科学系 

 

  

(英文)  

Department of Chemical Engineering and Department of Biological Sciences and Biotechnology 

 

 

 

機関名 （和文）  

ハイデルベルク大学/ドイツ癌研究センター                           

 

 

（英文） 

 

University of Heidelberg/German Cancer Research Center 

 

機関名 （和文）  

アーヘン工科大学                           

 

 

（英文） 

 

RWTH Aachen University 

 

機関名 （和文）  

清華大学                           

 

 

（英文） 

 

Tsinghua University 
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２．事業実施期間を通じた事業の目標と、そのうちの平成２２年度の事業目標達成状況 

21 世紀の社会では地球温暖化、エネルギー枯渇、人口過剰増加等の地球規模の問題が生じ、地球上の

有限な生物資源の効率的利用や再資源化、人類が暮らす環境変化の迅速かつ継続的な計測やそれらが人

体に及ぼす影響の解析・評価等の人類を中心とした生命に関わる科学技術開発が焦眉の急である。特に、

今後近々に急激な人口増加が予想されるユーラシア地域においては最重要科学技術となっている。 

一方、東京工業大学大学院生命理工学研究科では、分子生命科学専攻、生体システム専攻、生命情報専

攻、生物プロセス専攻、生体分子機能工学専攻の 5 専攻が一致団結して、理工融合による生命科学と工

学に関する教育研究を実施してきた。特に生物プロセス専攻と生体分子機能工学専攻を中心に環境・エ

ネルギー問題を解決するための研究開発や人材育成に注力してきている。 

そこで本事業では、東京工業大学生命理工学研究科が、(1) 生命を扱う中心的な学術分野である生物

学、医学、薬学、農学と (2) 技術開発の中心学術分野である化学・工学を有機的に融合させ、新たに「環

境生命工学」分野を創出し、環境先進国であるヨーロッパの 3 ヶ国の主要大学等と近年の技術発展が目

覚しい中国のトップ大学と強く連携して研究開発を行い、それを通して国際的に活躍できる新技術開発

分野の人材の育成を行なう。具体的には、「環境生命工学」分野の中心となる未利用生物資源の効率的再

資源化技術、高感度環境計測、環境が及ぼす生命への影響の迅速解析技術の 3 分野の研究開発のユーラ

シア地域を中心にした教育研究拠点を形成し、東京工業大学生命理工学研究科の若手研究者や大学院生

が海外パートナー機関で長期研究活動を行うとともに、海外パートナー機関の若手研究者や学生も東京

工業大学で研究活動を行い、当該研究開発分野での教育研究や双方研究開発コミュニケーションを推進

する。さらにシンポジウム等による海外パートナー機関との共同企画も行い、先ず海外パートナー機関

との間で「環境生命工学」分野の強力なネットワークを形成し、次いで海外パートナー機関のある地域

の著名な大学、そして世界各国のトップクラスの大学等にも門戸を開いたグローバルネットワークの形

成を目指す。このネットワークの中心が東京工業大学生命理工学研究科となり、世界有数の「環境生命

工学」の教育研究拠点を構築することを最終目標としている。そして、当該分野のヨーロッパやアジア

諸国の優秀な若手研究者、そして世界各国の優秀な若手研究者が東京工業大学や海外パートナー機関に

集い、地球規模の環境問題を解決するための最先端バイオ技術開発を推進することを目指している。 

平成 22 年度は本事業の 3年目の中間時期であり、「環境生命工学」という新融合研究開発分野をアジ

ア・ヨーロッパ地域で展開するとともに当該分野の研究連携を拡大するために、中国ならびにドイツで

のシンポジウム開催や海外パートナー機関との３つの研究領域（未利用生物資源の効率的再資源化技術、

高感度環境計測、環境が及ぼす生命への影響の迅速解析技術）の複数の共同研究の発展的継続・新規計

画を行い、大学院生や若手研究者を派遣して積極的に推進した。 

 

平成 22年度の事業実施状況は以下の通りであり、目標達成に向けて活発な学術交流が進んでいる。 

インペリアル・カレッジ・ロンドンへは、修士課程院生 1名を 3か月間派遣し、21年度から開始した

共同研究が発展的に進み、高感度環境計測の研究交流が益々進展した。また、部局間交流協定を締結し

た。 

スイス連邦工科大学とは、チューリッヒ校に修士課程院生 1名、博士課程院生１名をそれぞれ 3か月

間派遣し、ローザンヌ校へは修士課程院生１名を 3 か月間派遣した。上記により高感度環境計測の相互

の研究交流はさらに深まった。 

ハイデルベルク大学/ドイツ癌研究センターへは、修士課程院生１人を 3か月間派遣し、環境が人体に

及ぼす影響について等の共同研究を前進させた。また７月には合同シンポジウムを開催した。 

本事業での研究開発ネットワーク拡大のため、平成 22年度からアーヘン工科大学を海外パートナー機

関に加え、博士課程院生１人を 5 か月間派遣し、欧州地域での未利用生物資源の効率的再資源化技術の

連携ができるようになった。 

清華大学とは、平成 22年 7月（別途予算）と平成 23年 1月に北京でそれぞれ環境分野を含む生命工

学と環境生命工学のシンポジウムを行った。また修士課程院生１人を前年度から引き続き 6ヵ月派遣し

た。清華大学からは平成 22年 9月より新たに修士課程院生３人が留学しており、複数の共同研究が進ん

でいる。さらに担当教員を派遣して今後の新たな学術交流を計画するための議論を行った。 
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３．平成２２ 年度事業実施概要 

平成 22年度は本事業の 3年目にあたり、初年度立ち上げた「環境生命工学」という新融合研究開発分

野をアジア・ヨーロッパ地域で展開すべく、ヨーロッパ地域でのシンポジウム開催や海外パートナー機

関との３つの研究領域（未利用生物資源の効率的再資源化技術、高感度環境計測、環境が及ぼす生命へ

の影響の迅速解析技術）の複数の共同研究の発展的継続・新規計画を行い、大学院生や若手研究者を派

遣して積極的に推進することを目標とした。 

 

 (1) 東京工業大学においては、昨年度と同様に運営委員会を月 1回開催して若手研究者の海外派遣選

定・評価基準の確認、学術交流協定締結の準備・遂行、「環境生命工学」分野を国際的に展開させるため

の方策の議論等を行う。また委員会内若手研究者教育グループでは、平成 22年度の各派遣若手研究者の

研究計画・遂行の支援、これまでに派遣した若手研究者の事後ケア、平成 23年度の派遣若手研究者の募

集・選定等を行った。一方委員会内評価担当グループは、全渡航者に対する研究科報告会の開催や担当

教員によるメンター報告等を通じて、昨年度の派遣若手研究者を中心とした厳密な評価を行い、彼らの

技術・能力の向上や共同研究の進捗状況を把握した。 

 

(2) インペリアル・カレッジ・ロンドンとは平成 22年 10月の会合で協議を行い、これまでの高感度

環境計測に関わる研究推進の中で、特に化学的共同研究に重点を置き、インペリアル・カレッジ・ロン

ドンの化学科と中心とした連携を推進することとなった。本年度は多数の留学希望者の中から修士課程

院生１人を 3 ヶ月間、化学科の研究室に派遣して共同研究を遂行させた。院生がロンドン滞在中に、東

京工業大学の教員 1名がメンターとしてインペリアル・カレッジ・ロンドンを訪れた。そして、平成 23

年 3月に部局間交流協定を締結した。 

 

(3) スイス連邦工科大学については、高感度環境計測に関わる複数の共同研究の取り組みを進展させ

ており、本年度も東工大とスイス連邦工科大学間での「環境生命工学」分野をより発展させるため、チ

ューリッヒ校へ修士課程院生１人、博士課程院生 1 人をそれぞれ 3 ヶ月間、ローザンヌ校へは修士課程

院生 1人を 3ヶ月間派遣した。特に化学領域の共同研究が発展している。また、平成 23年度に東工大と

スイス連邦工科大学との合同シンポジウムを行うため、教員 2 人がチューリッヒ校とローザンヌ校に出

向き、シンポジウムの日程や内容等の詳細な協議を行った。同時に 2人はチューリッヒ校とローザンヌ

校それぞれに留学している学生のメンター活動を行うとともに、各指導教員などと現在の共同研究の進

捗状況の把握や今後の連携強化に向けての取り組みの議論等を行った。 

 

(4) 環境生命工学の一研究領域である環境が及ぼす生命への影響の迅速解析技術を中心とした日独合

同ワークショップを平成 22年 7月にドイツのハイデルベルグ大学にて開催した。このワークショップの

目的は、ハイデルベルグ大学と東京工業大学の間の研究開発コラボレーション推進である。本シンポジ

ウムに東京工業大学から教員 4名を派遣し、各自の環境が及ぼす生命への影響の迅速解析技術領域の研

究テーマ等を発表するとともに、ハイデルベルグ大学の関係者と別途会合を開催し、当該領域における

ハイデルベルグ大学との共同研究の進展と双方向若手研究者派遣の協議を行った。人体に及ぼす遺伝的

影響の解析技術の開発を目的とした共同研究を展開させるため、修士課程院生 1人をハイデルベルグ大

学へ 3ヶ月間派遣した。当該学生がハイデルベルク滞在と上記シンポジウムが同時期だったこともあり、

シンポジウム参加中の担当教員がメンターを行った。また、上記学生もシンポジウムを聴講することが

できた。平成 22年度より海外パートナー機関となったアーヘン工科大学とは、未利用生物資源の効率的

再資源化技術に必要な機能性酵素開発の共同研究推進のため、博士課程院生 1 人を 5カ月間派遣した。

その滞在期間に担当教員 2人がメンターとしてアーヘン工科大学を訪問し、今後の研究連携についても

議論した。 

 

（5) 中国・清華大学へは昨年度より継続して修士課程院生 1人を 5カ月間派遣し、未利用生物資源の

効率的再資源化技術の習得、現地での修士論文発表（中国語）を行い、清華大学の修士学位を取得した。

当該院生が北京滞在中に担当教員 1 人が定期的にメンターとして清華大を訪れた。一方で、清華大学修

士課程院生 3人を平成 22年 8月より 1年間東工大に受け入れ、共同研究を進展させている。また、平成

22 年 7 月に環境分野を含む生命工学の国際シンポジウムを清華大と共同主催し、さらに平成 23 年 1 月

には環境生命工学を中心とした合同シンポジウムを開催し、多くの共同研究の成果が発表された。 
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４．平成２１年度の具体的成果 

４－１．若手研究者育成に対する組織的取り組み状況 

 

・東京工業大学 生命理工学研究科 ITP運営委員会を毎月開催し、本事業を着実に遂行するための企画・

立案・広報等について協議した。 

・昨年度構築した本事業のホームページにて、本事業の紹介、派遣者募集に関するお知らせなどを行い、

広報活動を行った。また、派遣先からの中間報告、帰国後の最終レポートもホームページ内で紹介し

た。 

・若手研究者教育グループで昨年度決定した海外派遣選定方法に基づき、派遣者の①書類審査、②面接

を行い、派遣評価担当グループとともに本年度派遣する若手研究者の決定を行った。 

・評価担当グループでは、平成 22 年度渡航者のうち、平成 22 年 12 月までに帰国した者による派遣研

究活動報告会について、時期を合わせて 2回開催した。他の若手研究者への波及効果も考慮し本報告

会は学内公開で行った。また、報告会のうち１回は報告会の前に次年度の募集説明会を行った。この

ことにより本事業での派遣への関心が高まった。報告会後の面接等で当該若手研究者の技術・能力の

向上や共同研究の進捗状況の厳密な評価を行った。 

・派遣評価担当グループでの評価結果を踏まえ、ITP運営委員会にて、次年度以降の改善点を協議した。 

・派遣した若手研究者の海外滞在中は、原則的に１名以上の本事業担当教員を派遣してメンターとして

研究助言、生活相談等を行い、若手研究者の研究進展を支援した。 

・ITP運営委員会では、各メンターからの報告書をもとに、各若手研究者の研究状況の共有化、問題点

に対する今後の対策等を協議し、若手研究者の研究状況の改善指導を行った。 

 

 

４－２．海外パートナー機関との協力体制構築状況 

 

（インペリアル・カレッジ・ロンドン） 

 インペリアル・カレッジ・ロンドンとは平成 23年 3月公式な部局間学術交流協定を締結した。 

 

〈スイス連邦工科大学〉 

スイス連邦工科大学との共同研究の進展のための日瑞合同シンポジウムを平成 23 年度に開催すべく、

チューリッヒ校、ローザンヌ校の両校と協議を行い、開催日程やシンポジウム内容等を決定した。 

 

〈ハイデルベルク大学/ドイツ癌研究センター〉 

 ドイツ・ハイデルベルグ大学と共同で平成 22 年 7 月にハイデルベルグ大学において合同ワークショ

ップを開催し、両校間での共同研究の枠組みなどを議論した。 

 

〈アーヘン工科大学〉 

 ドイツ・アーヘン工科大学とは平成 19 年度に大学間学術交流協定を締結していたが、生命理工学研

究科は本事業により、組織的な環境生命工学分野の共同研究や学術交流をアーヘン工科大学の関係部局

と平成 22年度から開始した。複数の共同研究を行うべく、その協議を続けている。 

 

〈清華大学〉 

清華大学とは既に大学間学術交流協定を締結している。平成 22 年 7 月には別途予算により、清華大

と共同主催による国際シンポジウムを開催し、参加したアジア各国の代表者との間で、環境分野を含む

生命工学の研究コンソーシアムを締結した。これにより、アジアでの環境生命工学分野のネットワーク

を拡大することができた。今後はこのネットワークを利用し、アジアでの環境生命理工学分野の共同研

究を進展させていく予定である。また、清華大学とは平成 23 年 1 月に北京において環境生命工学分野

の共同研究を中心とした合同シンポジウムを開催した。 
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４－３．学術面の成果及び成果の発表状況 

（本事業の一環として発表したもの、又は発表予定のものを記入してください。なお、印刷物がある場合

は一部添付してください。） 

 

 〈インペリアル・カレッジ・ロンドン〉 

１）「進化分子工学による proGPRアプタマーの取得とその評価」甲斐徹郎 

proGPRはがんマーカーであり、アプタマー取得により環境変化により生じるがんの検出法等の開発が

期待できる。この研究はすでに東工大で修士論文テーマとして行ってきたものであり、Selection の条

件等を検討し、DNA のランダムライブラリーからコンセンサス配列の取得まではできている。そこでそ

のキャラクタリゼーションを行い、できれば proGPRセンシングシステムの構築までをインペリアル・カ

レッジ・ロンドンにて行う予定であった。しかしコンセンサス配列をもとに合成した DNA では結合活性

が見られなかった。そこで再度 DNAライブラリーから Selection ラウンドを回し、取得された DNAにつ

いて現在キャラクタリゼーションを進めている。シーケンスもようやく発注できるようになったので、

結果を解析し、コンセンサス配列があるか調べ、SPRによる結合解析を行った。 

 

〈スイス連邦工科大学〉 

１）「E. coli IspEの阻害剤としての2-アミノピリジンデリバティブの合成」大澤 祥 

人間と異なった代謝経路を使用する病原体などが存在する場合、その代謝経路は魅力的な治療の標的

になりうる。私がお世話になったDiederich Groupでは、生命活動に重要な役割を果たしているイソプレ

ノイド化合物群の前駆体であるIPP、DMAPPの合成経路であるnon-mevalonate pathwayに着目して研究が

行われている。この代謝経路はマラリアの原因であるマラリア原虫などで使われている。マラリアは依

然として世界的に流行しており、特にアフリカが多くの割合を占めている。WHOによると、2008年に24

億3千万の症例と86万3千の死者が報告されており、きわめて重大な問題となっている。また、既存の薬

に耐性を持つ病原体の出現が各地で報告され、新しい診断法や新薬の開発が早急に求められている。 

当研究では、non-mevalonate pathway上のリン酸化酵素であるIspEに焦点を当て、その新しい阻害剤

の開発を目指した。IspEは、この代謝経路の中心に位置し、ATPを用いてCDP-MEのリン酸化を触媒してい

る。E. coli IspEは、結晶構造が決定されており、その構造を用いて阻害剤となりうる化合物のモデリ

ングを行い、その結果を踏まえて実際に合成をした。本研究では、当研究室で以前に合成されている化

合物において、様々な置換基を導入、合成し、阻害剤としてのアッセイを行い、最適化を図った。 

 

２）「酵素カスケード反応を用いたバイオセンサー構築に向けてのβ-galactosidaseの活性評価」 

  矢澤健二郎 

 環境状態を高感度で計測するバイオセンサーの開発を目標として、種々の酵素とデンドリマーの複合

体を作製し、SiO2 基板上に固定化する技術を確立し、固定化した酵素のカスケード反応を利用して、検

体の定量を行うことを目的とした。酵素が基板へ結合したことの確認は、Transmission Interference 

Adsorption Sensor(TInAS)を用いて、屈折率の変化から測定を行った。また、酵素が基板に固定化され

た後も活性を有しているか、および溶液中での安定性の確認として、基質を用いた吸光度変化から測定

した。 

 

３）「サブスタンスP蛍光イメージングプローブの開発、及び関連化合物の合成」奥乃靖弘 

 サブスタンスP(Substance P)は、H-Arg-Pro-Lys-Pro-Gln-Gln-Phe-Phe-Gl-Leu-Met-NH2の配列をなす

11 量体のタキキニン郡神経ペプチドである。生体内では、主に脳や脊髄に存存在する特定の神経末端か

ら放出され、炎症や痛みの伝搬に関わっている。またサブスタンスP は、リウマチやクローン病に関わ

り、そして様々な病状の代理マーカーにもなっているが、その作用機構の全貌は明らかにされていない。

それゆえ、生体内でリアルタイムイメージングを行うことのできる蛍光プローブ法の開発は、人体に及

ぼす環境影響を調査する上でも非常に重要なことである。留学先のKai Johnsson lab.ではタンパク質発

現技術を用いて、様々な蛍光プローブが開発されてきた。その中の一つに、FRET とタンパク質タグ技術
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を応用させたopen-close 型プローブがある。その原理は、まずSNAP タグ-CLIP タグ-receptor を有す

るタンパク質を作成する。次にSNAP タグと共有結合を形成するベンジルグアニン（BG）にリンカーを介

して、蛍光分子と検出する分子より低い結合定数を持った分子（インヒビター分子）を繋げた物質を作

用させ複合体を形成させる。そして、そこに検出する分子を作用させることでFRET が生じないようにし、

蛍光スペクトル変化によって検出する、というものである。そこで本研究では、上記の方法論を用いた

サブスタンスP 蛍光イメージングプローブの作成を目的とし、SNAP タグと結合させる部位の化学合成を

目的としている。留学中は、インヒビター分子としてサブスタンスP 配列に変異を加え、結合定数を低

下させたペプチドを採用し、現在までに合成配列の決定・合成と、ペプチドに付加させるBG 部位の合成

を行った。 

 

〈ハイデルベルク大学/ドイツ癌研究センター〉環境が及ぼす生命への影響の迅速解析技術 

１）「遷移金属触媒をコンジュゲートした核酸を利用したハイブリッド触媒の設計と合成、性質評価」 

  飯島良紘 

 環境が及ぼす人体の遺伝的な影響を解析するために、イミダゾール環 N1 位および N3 位にベンジル基

を有するカルベン-金属複合体の合成経路を確立した。アミノ基に保護基を用いることなく、ほぼ 100%

変換することができた。今後ベンジル以外の保護基を有する基質の反応を追跡するにはさらなる工夫が

必要である。また、モデル化合物を用いて、触媒反応の条件、後処理の方法から分析条件の調整を含め、

一通り触媒活性の評価法を検討した。得られた触媒活性は期待より低かったものの、DNA-カルベン複合

体は水への溶解度を考慮するとなお有望であると考えられ、今後目的物を得るにはどちらの合成経路が

良いか検討していく。 

 

〈アーヘン工科大学〉未利用生物資源の効率的再資源化技術 

１）好アルカリ性バシラス属細菌由来キチナーゼの進化分子工学的検討 宇仁文哉 

Directed ChiJ evolution protocol to screen for improved activity was established. 

7 variants with higher activity were identified. 

Mutant M1E2 showed the highest activity toward soluble chitin at pH 7.5 and 9.0. 

Mutant M3D12 showed the highest activity toward insoluble chitin. 

Sequencing of these mutants should be performed and structural analysis is required. 

Further characterization of these mutants should be performed using purified enzyme. 

 

 

〈清華大学〉未利用生物資源の効率的再資源化技術 

１）「E.aerogenes 由来のＮＡＤＨ酸化酵素の補酵素 NAD再生における応用研究」冨塚直美 

 The total turnover numbers (TTNs) achieved 1580 by adjusting the proportion of the amount of 

E. aerogenes NADH oxidase and alcohol dehydrogenase, by controlling the added amount of the 
substrates of NAD+, as well as assessing the optimal temperature and reaction time for this process. 
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４－４．今後の課題・問題点 

 

・東工大と各海外パートナー機関との共同研究の増強（線から面へ） 

今年度研究開発ネットワークの拡大としてドイツ・アーヘン工科大学を加えることができ、欧州では

スイス、ドイツで複数のトップクラスの大学・機関との組織的な共同研究体制が構築でき、ネットワー

クが広がってきた。一方で英国ではまだ１校であり、欧州における環境生命工学分野のネットワーク拡

大するためには、英国を含めた他の国との共同研究連携も視野に入れる必要がある。 

さらにアジアにおいては、別予算であるが清華大と共同主催による国際シンポジウムを開催した際、

アジアにおける生命工学分野の研究コンソーシアムを構築した。このコンソーシアムでは、清華大以外

の中国のトップ大学や他のアジア諸国のトップクラスの大学も含まれており、日本国、特に東工大がア

ジアにおいて環境生命工学分野の研究でリーダーシップを取るには最適な条件が整った。今後は、それ

らトップクラスの大学との共同研究等も推進することで、アジアでの当該分野での大きなネットワーク

形成とそれを率いるリーダーとなることを必要である。 

これらのことから、次年度以降は、パートナー機関を中心とした研究のネットワーク拡大とこれまで

のパートナー機関以外での環境生命工学分野の共同研究も戦略的に推進する予定である。 

 

・海外パートナー機関からの派遣の推進・増強 

 海外パートナー機関からの派遣がまだ少ないため、双方向での研究交流とすべく、次年度以降にその

対策のため、相手国の留学生奨学金の関係部署にも相談する等により、今後はさらなる双方向の学術交

流、研究者交流を活発化に行っていく。 
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５．若手研究者の派遣実績 

 

 

派遣先機関 

 

派遣期間 

 

派遣者所属・職名等 

清華大学化学工程系 

（中国・北京市） 

平成 22年 4月 1日～10月 23日 

（平成 21年 8月 31日～） 

（190 (419)日） 

東京工業大学大学院 

生物プロセス専攻 

東工大－清華大大学院プログラム 

修士課程 2年 

インペリアル・カレッジ・ 

ロンドン 

（英国・ロンドン市） 

 

平成 22年 8月 11日～11月 7日 

（89日） 

東京工業大学大学院 

生命情報専攻 

修士課程 2年 

ハイデルベルグ大学/ 

ドイツ癌研究センター 

（ドイツ・ハイデルベルグ市） 

平成 22年 7月 15日～10月 10日 

（88日） 

東京工業大学大学院 

分子生命科学専攻 

修士課程 2年 

スイス連邦工科大学 

（スイス・ローザンヌ市） 

 

平成 22年 8月 1日～10月 30日 

（91日） 

東京工業大学大学院 

分子生命科学専攻 

修士課程 2年 

スイス連邦工科大学 

（スイス・チューリッヒ市） 

平成 22年 8月 18日～11月 11日 

（86日） 

東京工業大学大学院 

分子生命科学専攻 

修士課程１年 

スイス連邦工科大学 

（スイス・チューリッヒ市） 

平成 22年 9月 30日～12月 12日 

（74日） 

東京工業大学大学院 

生体分子機能工学専攻 

博士課程１年 

アーヘン工科大学 

（ドイツ・アーヘン） 

平成 22年 8月 3日～12月 27日 

（147日） 

 

東京工業大学大学院 

生物プロセス専攻  

博士課程 2年 
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６．担当教職員の出張実績 

出張先機関 出張期間 出張者所属・職名等 

清華大学（中国） 
平成 22 年 6月 21日～6月 24日 

（4日） 

東京工業大学 

大学院生命理工学研究科 

分子生命科学専攻 准教授 

スイス連邦工科大学 

（スイス・ローザンヌ） 

スイス連邦工科大学 

（スイス・チューリッヒ） 

アーヘン工科大学 

（ドイツ・アーヘン） 

平成 22 年 10月 24日～10月 28日 

（5日） 

東京工業大学 

大学院生命理工学研究科 

生物プロセス専攻 教授 

スイス連邦工科大学 

（スイス・ローザンヌ） 

スイス連邦工科大学 

（スイス・チューリッヒ） 

アーヘン工科大学 

（ドイツ・アーヘン） 

平成 22 年 10月 24日～10月 28日 

（5日） 

東京工業大学 

大学院生命理工学研究科 

分子生命科学専攻 准教授 

インペリアル・カレッジ・ 

ロンドン 

（英国・ロンドン） 

スイス連邦工科大学 

（スイス・チューリッヒ） 

平成 22 年 10月 22日～10月 26日 

（5日） 

東京工業大学 

大学院生命理工学研究科 

生命情報専攻 准教授 

清華大学（中国） 
平成 22 年 12月 20日～12月 22日 

（3日） 

東京工業大学 

大学院生命理工学研究科 

分子生命科学専攻 准教授 

スイス連邦工科大学 

（スイス・ローザンヌ） 
平成 23 年 3月 5 日～3月 12日 

（8日） 

東京工業大学 

大学院生命理工学研究科 

生体分子機能工学専攻 教授 

清華大学（中国） 
平成 23 年 3月 28日～3月 30日 

（3日） 

東京工業大学 

大学院生命理工学研究科 

分子生命科学専攻 准教授 
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７．共同企画実施状況 

 

企 画 名 Joint Workshop for Advanced Biotechnology 

開 催 期 間 平成 22年 7月 16日 

開 催 地 ハイデルベルグ大学 

日
本
側
責
任
者 

氏 名 相澤 康則 

所属機関・職名 東京工業大学 大学院 生命理工学研究科・講師 

（
※
日
本
以
外
で 

 
 

開
催
の
場
合
） 

開

催

責

任

者 

氏 名 

（ 英 文 ） 
Gert Fricker 

所属機関・職名 

（ 英 文 ） 
Heidelberg University, Professor 

概要及び成果 

【概要】 

ハイデルベルグ大学薬学・分子バイオテクノロジー科（以下、ハイデルベルグ大学）との研究交流を活

発化させるために、両校の教授および准教授が講演を行いさらにその後の懇親会で友好を深め、PI 個

人間の相互理解を高めた。さらに、ハイデルベルグ大から東工大への留学希望者が増えることを期待し、

東工大の研究をハイデルベルグ大の若手研究者に紹介した。 

 

【成果】 

ドイツ・ハイデルベルグ大学から 5名、東京工業大学から 4名の合計 9名の講演内容は多彩かつ最先

端であったため、知的に刺激的な講演会であった。全ての講演者から、「本ワークショップを開催して

良かった」、「成功であった」というコメントを頂いている。講演会中の質疑応答時間は限られていたが、

休憩時間および講演会後の懇親会の席でも、研究者間で盛んに議論が続いていた。本ワークショップが

両大学間の研究交流のきっかけになることを大いに期待する。 

 ハイデルベルグ大学の若手研究者が数多く出席したことも喜ばしいことであった。今後、彼らの中か

ら東京工業大学への留学希望者も期待できる。 

 

 

東京工業大学講演者・参加者氏名： 

関根光雄、徳永万喜洋、廣田順二、相澤康則 

  

ハイデルベルグ大学講演者・参加者氏名： 

Karl Rohr、Stefan Wölfl、Gert Fricker、Christian Klein、Andres Jäschke  
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企 画 名 
International Symposium on Advanced Biological Engineering and Science 

(ISABES 2010) 

開 催 期 間 平成 22年 7月 23日～25日 

開 催 地 中国・北京 北京友誼賓館(Beijing Friendship Hotel) 

日
本
側
責
任
者 

氏 名 梶原 将 

所属機関・職名 東京工業大学 大学院 生命理工学研究科・准教授 

（
※
日
本
以
外
で 

 
 

開
催
の
場
合
） 

開

催

責

任

者 

氏 名 

（ 英 文 ） 
Xin-Hui Xing 

所属機関・職名 

（ 英 文 ） 
Tsinghua University, Director, Professor of Biochemical Engineering  

概要及び成果 

【概要】 

東京工業大学生命理工学研究科は、21 世紀初頭よりアジア地域を中心に環境生命工学を含む生命工学分

野全体の技術開発を先導すべく、中国・清華大学と大学院生の研究交流活動、合同大学院プログラム実施な

どによる研究交流をアジア中心の世界規模なものに発展させるため、日中の他大学、韓国やアセアン諸

国等のアジア地域や欧米の国々の研究者も交えた大規模な国際シンポジウムを、清華大学と共同主催と

して実施し、人類の抱えている工業、資源、環境、エネルギー、健康、医療の世界規模の諸問題の解決

を目指す最先端生命工学の学術交流する場を設定した。3日間のシンポジウムにおいて、環境生命工学

を含む生命系の研究開発に関する口頭発表とポスター発表を行い、その討論により、未利用生物資源の

効率的再資源化技術を含めた環境生命工学系研究の現状と問題点、さらに次世代の科学技術について討

議した。また、清華大学関係者と東工大担当教員との会議を別途設け、両大学間の国際的な若手研究者

育成と今後の計画について詳細に協議した。 

 

【成果】 

 生命工学分野のアジアの研究者が一堂に会し、それぞれの研究開発の最新状況を報告することで、ア

ジアでの最先端の研究開発動向を参加者全員で共有化することができた。また、この機会に個々の研究

者間での共同研究も多く計画され、当該分野の学術交流が飛躍的に進展した。さらに、アジアの他のバ

イオ系研究分野のグループの活動などを把握することができた。そして出席者間での国際的学術交流・

共同研究を活性化させ、アジア各国からの約 50 名の出席者を中心としたグローバルネットワークを構

築するための生命工学研究推進のためのコンソーシアム設立の MOUを締結した。 

 

出席者 

約 280名（内訳 中国 約 200名、日本 約 50名、アジア他国 約 20名、その他 10名） 

（東工大関係者は、教員 10名、学生 15名） 

 

＊なお、本共同企画は他からの経費で実施した。 
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企 画 名 The symposium for research exchange between China and Japan 

開 催 期 間 平成 23年 1月 20日、21日 

開 催 地 北朝陽区新源西里中街 18号  Yuyang Hotel 

日
本
側
責
任
者 

氏 名 
①赤池 敏宏 

②梶原 将 

所属機関・職名 
①東京工業大学 大学院 生命理工学研究科・教授 

②東京工業大学 大学院 生命理工学研究科・准教授 

（
※
日
本
以
外
で 

 
 

開
催
の
場
合
） 

開

催

責

任

者 

氏 名 

（ 英 文 ） 
Xin-Hui Xing 

所属機関・職名 

（ 英 文 ） 
Tsinghua University, Director, Professor of Biochemical Engineering  

概要及び成果 

【概要】 

中国・清華大学と東工大との研究者の交流を促進し、主として未利用生物資源の効率的再資源化技術

を用いたエコバイオテクノロジーを推進するため、合同シンポジウムを北京で開催した。また中国・清

華大学と東工大との学術交流や共同研究の進展、双方向若手研究者派遣、本プログラムの今後の方向性

などについて、中国・清華大学の教員と、東工大教員が議論した。 

 

【成果】 

中国・清華大学から 6名、東京工業大学から 5 名の合計 11 名により「未利用生物資源の効率的再資

源化技術」を中心としたエコバイオテクノロジーに関する講演を行った。各機関における本分野の研究

を理解することができ、今後の共同研究を進める上で非常に有意義であった。また互いに科学技術の発

展と今後の共同研究および若手育成の在り方について討論し、今後より密接に共同研究を進め、共同研

究を軸にして、両機関の学生、ポスドク、助教等、若手研究者が相互に交流できる体制を整える方向で

推進することを確認した。 

 

 

東京工業大学講演者・参加者氏名： 

赤池敏宏、三原久和、梶原将、和地正明、山口雄輝 

  

清華大学講演者・参加者氏名： 

Xin-Hui Xing（清華大学側責任者）、Chun Li、Huimin Yu、Yan Sun、Yinhua Wan、Zhao Wang  

 

 

 

 

 

 

 


