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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 

三島 良直 

 

 

【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）  

大学院生命理工学研究科 

 

 

(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 

 

機関名 （和文）  

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

 

 

 

 

（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２４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 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 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 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 24 年度は本事業の 終年度であり、「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 24 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、平成 22 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。 

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、ローザンヌ校に修士課程院生１名を

それぞれ 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名を 3か月間派遣し、環境が人体に

及ぼす影響を調査する手法についての共同研究を前進させた。 

アーヘン工科大学へは、博士課程院生１人を 6 か月間派遣し、欧州地域での未利用生物資源の効率的

再資源化技術に関する共同研究を進展させた。 

清華大学とは、平成 24年 10 月に桂林で環境生命工学分野を含む生命理工学のシンポジウムを行った。

また昨年度より派遣している修士課程院生 3 人の派遣を延長し、合計で 400 日以上派遣した。更に、修

士課程院生3人を7か月派遣した。清華大学からは平成24年8月まで修士課程院生２人が留学しており、

複数の共同研究が進んだ。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２４年度 年度事業実施概要 

 

 

平成 24 年度は本事業の 終年度であり、「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。 

 

平成 24 年度の事業実施概要は以下の通りである。 

 

(1) 東京工業大学においては、平成 23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った。また委員会内若手研究者教育グループでは、平成 24 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、平

成 23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、平成 24年度の若手研究者派遣の改善に役立てた。 

 

(2) インペリアル・カレッジ・ロンドンとは引き続き、これまでの高感度環境計測に関わる医科工学

領域と化学領域の研究推進の中で、特に医科工学的共同研究に重点を置き推進してきた。このため、平

成24年度は修士課程院生１人を3か月間派遣してDDSキャリアを志向した新規融合タンパク質の作製を

行った。当該学生がロンドン滞在中に、東京工業大学の担当教員１名がメンターとして訪問した。 

 

(3) スイス連邦工科大学については、「環境生命工学」分野をより発展させるため、ローザンヌ校に修

士課程院生 1 人を、チューリッヒ校に修士課程院生１人を各々3 か月間派遣し、特に高感度環境計測に

関わる生物化学領域の共同研究を遂行させた。東京工業大学の担当教員 2 名がローザンヌ校、チューリ

ッヒ校にメンターとして訪れるとともに、現地の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)環境が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 か月間派遣した。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 6か月間派遣した。

そして、その滞在期間に東京工業大学の担当教員 1 人がメンターとしてアーヘン工科大学を訪問すると

ともに、今後の研究連携についても議論した。 

 

（5)中国においては、昨年度より派遣している修士課程院生 3 人の派遣を延長し、合計で 400 日以上

派遣した。そして昨年 8 月より新たに修士課程院生 3 人を 7 か月間派遣した。清華大学からは平成 24

年 8 月まで修士課程院生２人が留学しており、複数の共同研究が進んだ。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。当該学生が中国滞在中に、東京工業大学の担当教

員１名が定期的に清華大学に訪問しメンター活動を行った。 

 

(6) 本年度が当該プログラムの 終年度であることが、この 5 年間で培った協力関係をアピールする

とともに、今後の益々の交流の活発化を図るため、平成 24 年 10 月に桂林で本プログラムの海外パート

ナー機関の代表がほとんど参加しての環境生命工学分野を含む生命理工学のシンポジウムを実施した。

本シンポジウムの中では、今後の継続的な連携のやり方などを議論した。 
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４．平成２４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。 

・平成 21 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 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平成 24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 24 年度渡航者のうち、平成 24 年 12 月までに帰国した者による派遣研

究活動報告会を平成 25 年 2 月と 3 月に開催した。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。報告会後の運営委員会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 月に締結した部局間学術交流協定を推進する

ことを両者で確認した。また、インペリアル・カレッジ・ロンドンの代表が平成 24年 10 月に桂林で開

催した国際シンポジウムに参加した。そのシンポジウムの中で互いの交流関係について議論し、今後も

高感度環境計測に関わる医科工学領域と化学領域の研究を推進していくこととした。 

 

〈スイス連邦工科大学〉 

特に、この 5年間でローザンヌ校は東工大との全学交流協定校となるまで関係を発展させた。加えて

平成 24年 10 月に桂林で開催された国際シンポジウムにおいて、チューリッヒ校とローザンヌ校から代

表が参加し、その中で今後の高感度環境計測に関わる生物化学領域の共同研究も引き続き推進していく

こととした。 

 

〈ハイデルベルク大学/ドイツ癌研究センター〉 

平成 24 年度の学生派遣を機会に、さらに新たなハイデルベルグ大学の教員との共同研究もスタート

した。また、平成 24 年度にはハイデルベルグ大学の代表が東工大を訪問し、セミナーを開催するとと

もに、今後も継続的に核酸を利用した人体の遺伝的変異を解析する技術開発の共同研究を推進すること

とした。 

 

〈アーヘン工科大学〉 

 平成 24 年 5 月にアーヘン工科大学の代表を東工大に招聘して、東工大とアーヘン工科大学の合同シ

ンポジウムを大学全体で開催した。その会議では新たな共同研究を実施に向けての議論が行われた。ま

た、中国で開催した国際シンポジウムにもアーヘン工科大学の代表を招聘し、研究交流を実施して今後

も未利用生物資源の効率的再資源化技術の共同研究や学術交流を引き続き行うこととした。 

 

〈清華大学〉 

各国の海外パートナー機関の代表が集まる国際シンポジウムの打ち合わせを共同主催者として行い、

平成 24年 10 月に桂林にて開催した。このシンポジウムでは、ITP の海外パートナー機関の研究者と生

命理工がこれまで構築してきたアジアでの環境生命工学分野のネットワークのメンバーとの相互交流

の場所が提供でき、広く世界から研究者が集まり、環境生命工学に関する国際的な議論を展開すること

ができた。また、清華大学とは、今後も両校の院生や教員間での、未利用生物資源の効率的再資源化技

術の共同研究は継続的に実施することとした。 
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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） 

「DDS キャリアを志向した新規融合タンパク質の作製」松本梨恵 

体内の特定の場所にタンパク質を運ぶための仕組みとして、癌マーカーともなる nucleolin

に対するアプタマーAS1411 を用いることを考え、それを利用したタンパク質ナノ粒子の設計

と構築、ならびにその機能評価を行った。 

 

（スイス連邦工科大学チューリッヒ校） 

「タンパク質が形成するキャプシド構造を制御する手法の開発」加藤和子 

Lumazin synthase遺伝子と、一か所のシステイン残基に変異を入れた遺伝子3種にHis tag DNAを結合

し、大腸菌に導入して、His tag融合タンパク質として、ニッケルカラムで生成した。それらのタンパ

ク質にアゾベンゼンを修飾させ、FPLCにて、それぞれのキャプシド構造のものとペンタマー構造のも

のを分離した。そして、それぞれの融合酵素のキャプシド構造とペンタマー構造の量的比率を測定し、

また、キャプシド構造に光を当てた際のキャプシド構造とペンタマー構造との比率の動的変化を測定

することで、アゾベンゼンのシス・トランスとこの酵素のキャプシド・ペンタマー構造との関係を明

らかにした。 

 

（スイス連邦工科大学ローザンヌ校） 

「SNAP-tagの代替システムであるLexA-HCA systemのリンカー化合物の有機合成」石井陽大 

タザニティブ、ボゼンタン等、3種類の薬剤を用い、これにPEGリンカー、C6アルキル鎖リンカーを連

結し、末端にベンゼンスルホンアミドを導入した化合物を合成した。この化合物と、派遣先ジョンソ

ン研において既に合成されているベンジルグアニン‐PEG‐薬剤との反応性の比較を行った結果、従来

の化合物に比べ、今回合成した化合物は、反応性が1/3~1/4程度に低下していることが明らかになった。

 

〈ハイデルベルグ大学/ドイツ癌研究センター〉 

「生きた細胞内でのシャペロン作用機構解析」中澤耕己 

シャペロンはタンパク質の機能維持に重要な働きを担っていることが試験管レベルでは詳しく解析さ

れている。留学先ではシャペロンの機能をin situで解析するための実験を行った。その結果、TF、DnaK、

GroELについて翻訳共役的な働きを示す有為な値が確認できた。またタンパク質合成阻害剤の添加によ

りタンパク質翻訳が止まり、シャペロンの働きが弱まることが確認できた。 

 

〈アーヘン工科大学〉 

「Bacillus subtilisへのトリプトファン蛍光タグの挿入とオンライン検出」矢野憲一 

GFPなどの蛍光タンパク質はタンパク質発現のモニタリングでは有効であるが、分子量が大きいため、分

子量の小さいタンパク質には有効ではない。留学先では、低分子タンパク質発現用に開発されたトリプ

トファン蛍光タグを利用し、プロテアーゼ発現系でのモニタリングを行った。そして分泌型プロアーゼ

遺伝子の下流に、10アミノ酸タグ1種と20アミノ酸タグ1種の遺伝子を連結させ、融合タンパク質遺伝子

を構築し、枯草菌に導入することに成功した。 

 

〈清華大学〉 

「リグニンの加水分解物によって増殖が阻害されない突然変異株の取得」北原裕己 

 木材系廃棄物（リグノセルロース）からバイオ燃料を生産するプロジェクトの１要素技術の研究開発

を担当し、リグノセルロース加水分解物中の酵母増殖阻害活性を有するフルフラール、バニリン、酢酸



    若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム(ITP)       
平成２４年度実施報告書 

（平成２４年度） 

8 

およびそれら全てが含まれるサトウキビ粕の熱酸処理物を用い、プラズマ処理による酵母の変異導入に

より、これらの阻害物質が含まれている培地の中でも増殖できる変異株の分離を試みている。 

 

「Application of M13 bacteriophage with engineered pVIII protein」中野和彦 

 ファージディスプレイ法を応用して M13 ファージの外殻タンパク質である pVIII の N 末端に外来ペプ

チド断片を挿入し、この遺伝子改変 M13 ファージをさまざまな金属によるナノマテリアル合成の土台と

して利用することを目指している。 

 

「生殖細胞で特異的に発現するタンパク質 SPATA4 の骨芽細胞の分化誘導に与える影響」司馬博 

 Nuclear factor というトランスフェクション用試薬を用い、SPATA4 を構成的にに発現する 3T3-L1(骨

芽細胞の前駆体)の cell line の構築を行っている。今後は分化誘導において SPATA4 を発現する細胞と

wild type の細胞の形態、分化マーカーの発現量を用いて比較・分析し SPATA4 が骨芽細胞の前駆細胞に

与える影響を分子レベルで解明することを目的とした。 

 

「木材系廃棄物からバイオ燃料を生産するプロセスの構築」森川裕一 

 木材系廃棄物（リグノセルロース）から熱・酸処理を中心とした糖化プロセスと酵母を使いバイオ燃

料（バイオエタノールとバイオディーゼル）を生産するプロセスを組み合わせた複合生産プロセスの最

適化を図り、バイオ燃料の効率化生産法の確立を目的としている。 

 

「藻類の増殖力の向上」長尾浩平 

 藻類の培養では海水利用がコスト面から重要である。研究では淡水性の藍藻スピルリナを用い、海水

中でも高い増殖能を示す藻類株を分離するために、常温常圧プラズマ法を用いて藻類に変異を導入し、

耐塩性を有した変異株を取得することを目標とした。 

 

「タンパク質 SPATA4 が脂肪細胞の分化に与える影響の分析」藤 亮介 

脂肪細胞の分化誘導に関わることが知られている SPATA4 タンパク質について、その詳細なメカニズム

を明らかにするために、発現誘導が可能なプロモーターに連結した SPATA4 遺伝子を脂肪細胞に導入し

た。そして脂肪細胞の分化を確認したところ、この遺伝子発現は脂肪細胞の分化に抑制的であるという

ことが明らかになり、遺伝子工学的アプローチから裏付けすることができた。 

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 

ITP の支援により、5 年間数十名の学生や若手研究者を海外パートナー機関に派遣し、そこでの共同

研究を実施してきた。そして、それにより各機関と強力な交流関係を築くことができた。今後の課題と

しては、学生や若手研究者を派遣するための旅費等の支援策である。これについては、平成 23 年度から

全学で文部科学省から２つの世界展開力強化事業を開始しており、この派遣機関には、インペリアル・

カレッジ・ロンドン、スイス連邦工科大学、アーヘン工科大学、清華大学が含まれており、この事業に

よる長期派遣を利用して学生を派遣することを検討する。また、ドイツ派遣には DAAD の奨学金、中国派

遣には中国政府の奨学金、JASSO の派遣費用支援制度などもあるので、これも利用する。東京工業大学

大学院生命理工学研究科に、生命理工国際交流委員会を設置し、本プログラムの海外パートナー機関と

の共同研究や学生等の派遣の支援を継続的に実施する。 

 

・海外パートナー機関からの派遣の推進・増強 

 上述した生命理工国際交流委員会を中心とし、海外パートナー機関からの学生や若手研究者の派遣の

支援を実施していく。また全学の世界展開力強化事業では、双方向交流として海外からの学生や若手研

究者の受入支援も行っていることから、この支援によりインペリアル・カレッジ・ロンドン、スイス連

邦工科大学、アーヘン工科大学、清華大学から生命理工学研究科への学生等の派遣については積極的に

利用していく。 
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５．若手研究者の派遣実績（年度を跨いで引き続いて派遣した場合は、全期間について記載すること） 

 

 

派遣先機関 

（名称・所在地） 

 

派遣期間 

 

派遣者所属・職名等 

アーヘン工科大学 

（独国・アーヘン） 

平成 24 年 7月 2日～

12 月 28 日 

（180 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 

博士課程 1年 

ハイデルベルグ大学/ 

ドイツ癌研究センター 

（独国・ハイデルベルグ）

平成24年7月10日～

10 月 7日 

（90 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 

修士課程 1年 

スイス連邦工科大学 

（スイス・チューリッヒ）

平成24年8月13日～

11 月 11 日 

（91 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 

修士課程 1年 

スイス連邦工科大学 

（スイス・ローザンヌ） 

平成 24 年 8月 2日～

10 月 31 日 

（91 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 

修士課程 1年 

インペリアル・カレッジ・

ロンドン 

（英国・ロンドン） 

平成 24 年 9月 7日～

11 月 29 日 

（84 日） 

東京工業大学大学院生命理工学研究科

生命情報専攻 

修士課程 1年 

清華大学化学工程系 

（中国・北京） 

平成23年8月20日～

平成 24年 10 月 1日

（409 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 

東工大－清華大大学院プログラム 

修士課程 2年 

清華大学化学工程系 

（中国・北京） 

平成23年8月20日～

平成 24年 9月 29 日

（407 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 

東工大－清華大大学院プログラム 

修士課程 2年 

清華大学化学工程系 

（中国・北京） 

平成23年8月20日～

平成 24年 10 月 5日

（413 日） 

東京工業大学大学院生命理工学研究科

生命情報専攻 

東工大－清華大大学院プログラム 

修士課程 2年 

清華大学化学工程系 

（中国・北京） 

平成24年8月16日～

平成 25年 3月 26 日

（223 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 

東工大－清華大大学院プログラム 

修士課程 1年 

清華大学化学工程系 

（中国・北京） 

平成24年8月16日～

平成 25年 3月 28 日

（225 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 

東工大－清華大大学院プログラム 

修士課程 1年 

清華大学化学工程系 

（中国・北京） 

平成24年8月16日～

平成 25年 3月 24 日

（221 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 

東工大－清華大大学院プログラム 

修士課程 1年 

 

 



    若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム(ITP)       
平成２４年度実施報告書 

（平成２４年度） 

10 

 

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 

 

インペリアルカレッジ・ロ

ンドン（イギリス・ロンド

ン）、スイス連邦工科大学

（スイス・チューリッヒ、

ローザンヌ） 

平成24年9月30日～

10 月 6日 

（7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 

 

アーヘン工科大学（ドイ

ツ・アーヘン）、スイス連邦

工科大学（スイス・チュー

リッヒ、ローザンヌ） 

平成24年9月30日～

10 月 5日 

（6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 

教授 

清華大学化学工程系 

（中国・北京） 

平成 24 年 6月 9日～ 

6 月 13 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 

教授 

清華大学化学工程系 

（中国・北京） 

平成 24 年 12 月 18 日

～12 月 21 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 

教授 

清華大学化学工程系 

（中国・北京） 

平成 25 年 3月 1日～ 

3 月 4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 

教授 
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７．海外パートナー機関からの受入実績 

 

 

主たる受入先 

 

受入期間 

 

所属・職名等 

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 

教授 梶原 将 研究室 

 

 

2011/9/1～2012/8/31 

 

 

清華大学 修士課程 2年 

 

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 

教授 一瀬 宏 研究室 

 

 

2011/9/1～2012/8/31 

 

 

清華大学 修士課程 2年 

 

 

 

東京工業大学 

大学院生命理工学研究科 

生命情報専攻  

教授  黒川 顕 研究室 

 

 

 

2012/9/1～2013/8/31 

 

 

清華大学 修士課程 2年 

 

 

 

東京工業大学  

大学院生命理工学研究科 

生体システム専攻 

教授 広瀬 茂久 研究室 

 

2012/9/1～2013/8/31 

 

 

清華大学 修士課程 2年 
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８．共同企画実施状況 

 

企 画 名 International Symposium on Advanced Biological Engineering 2012 (ISABE 2012)

開 催 期 間 平成 24 年 10 月 25 日 ～ 平成 24 年 10 月 29 日（5日間） 

開 催 地 中国・桂林 

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 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, Professor. 

概要及び成果 

【概要】 

（共同企画の目的、本会経費により参加した参加者の役割や貢献についても示してください） 

 

今世紀、地球温暖化、エネルギー枯渇、少子高齢化などの地球規模の問題が現実味を帯びてきており、

先進国や発展途上国を問わず様々な国や地域が一丸となって、資源、環境、エネルギー、健康、医療等

の問題に対して実質的な施策を講じることが急務となっている。その重要な施策の一つとして、バイオ

系等の基礎研究を応用し実質的な手段や技術を生み出すための国際協働による技術開発が必要不可欠

である。そこで東京工業大学大学院生命理工学研究科では、これまで清華大学化学工程系との生命工学

分野、特に生物資源の効率的利用や再資源化技術に関する学術交流や共同研究を積極的に推進してきて

おり、その取り組みをより一層発展させるため、ならびに広く環境生命工学分野において、東工大と欧

州や中国のパートナー機関との共同研究推進のための議論やさらなる共同研究の創成をすることを目

的としている。本シンポジウムでは、東工大や清華大の関連部局の教員や他の日中の大学の研究者、欧

米の大学や ASEAN 諸国の大学の研究者などが多数参加するため、環境生命工学分野のネットワークを

さらに拡大させることが可能となる。 
 

 

【成果】 

 

3 日間のシンポジウムにおいて、環境生命工学研究などに関する教員等発表 30件と学生等発表 50件を

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、東工大担当教員と海外パートナー機関の関係

者等の会議を別途設け、参加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。
 
運営組織概要：東京工業大学（関根光雄・岡畑恵雄・小畠英理・三原久和・梶原将（以上担当教員））、

清華大学（Prof. Xing Xin-Hui・Prof. Wang Zhao） 
 

 

 

＊その他、参加者リスト（様式は任意。本会経費負担者には印を付けること）、日程等、セミナー関連資料

があれば添付すること 


