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Diplomacy
CSIR and Johnson & Johnson join hands for TB
Drug Research
US-based drug company Johnson & Johnson
has recently signed a Memorandum of
Understanding (MoU) with the CSIRInstitute
of
Microbial
Technology
(IMTECH), Chandigarh, India on 16th
August 2017 in New Delhi. As per the
MoU, both institutes will work together
to accelerate discovery and approval of
innovative new treatments for tuberculosis.
The partnership focuses on working in
support of India’s National Strategic Plan to
end TB by 2025.
Dr. Paul Stoffels, Chief Scientific Officer, Johnson & Johnson,
Dr. Harsh Vardhan, Hon’ble Minister of Science & Technology,
Dr. Anil Koul, Director, CSIR-IMTECH and Dr. Girish Sahni,
Director General, CSIR during the signing of the agreement

VAJRA: A New Scheme for Engaging International Experts
Board (SERB), Department of Science & Technology
(DST) welcomes well-accomplished overseas scientists
to take up challenging research problems in the Indian
setting and take advantage of the scheme. The area of
research to be undertaken by the faculty should be of
interest to India, including translation of the scientific
outcome to practice. Faculty can also be incuded in
teaching/ mentoring during the period of stay in India.
They could also play other related roles in scouting for
potential technologies within the institution, review and
act as mentors of start-ups housed at the host institution.
Further information at www.vajra-india.in

VAJRA (Visiting Advanced Joint Research) Faculty
Scheme is a dedicated program exclusively for overseas
scientists and academicians with emphasis on Nonresident Indians (NRI) and Persons of Indian Origin
(PIO)/ Overseas Citizen of India (OCI) to work as
adjunct/ visiting faculty for a specific period in public
funded academic and research institutions in India. The
Scheme recognizes the value of collaborative research
as a crucial element for information sharing among
researchers for updating and acquiring knowledge and
skills, and also to draw different perspectives to solve
a shared problem. Science and Engineering Research
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Saraswati: Newly Discovered Supercluster of Galaxies
A galaxy may be defined as a
collection of stars and planets
that are pinned in the universe by
gravity. A cluster could roughly
enclose 1000 to 10000 galaxies.
A supercluster could have 4043 clusters. Our very own Milky
Way galaxy is a component of the
local group galaxy cluster, which
in turn is part of the Laniakea
supercluster.
A supercluster is among
the largest-known structures of
the solar system. Recently, a
team of Indian astronomers from
Optical images of the two most massive clusters of the Saraswati supercluster
The Inter-University Centre for
Astronomy and Astrophysics,
and groups, of which a few incredibly large ones
Pune, in collaboration with researchers at Indian
constitute its bound and central core region.
Institute of Science Education and Research (IISER),
Only a few such massive superclusters are
Pune; National Institute of Technology, Jamshedpur;
known
at
present.
The
researchers
have
and Newman College, Kerala, discovered an extremely
highlighted
the
importance
of
their
findings
for
massive and large-scale supercluster of galaxies- as
ongoing cosmological studies of dark energy
big as 20 million billion Suns— which they named as
and the growth of large-scale structures in the
Saraswati — an ancient Indian goddess of knowledge
universe. This study will be helpful in better
and wisdom. This supercluster is one of the largest
understanding the physical processes involved in the
known structures in the neighbourhood of the universe,
growth of such enormous cosmic structures in the
4000 million light- years away from Earth and roughly
distant universe.
more than 10 billion years old. Its mass extends over
the scale of 600 million light years.
These observations will open a new window on
the study of large-scale structures in the universe
This wall-like supercluster is shown to be
(Astrophysical Journal 2017, 844(1): 25).
associated with at least 43 massive galaxy clusters

Organic Solar Cells: Superior Life using NiO Films
Organic solar cells (OSC) are third generation photovoltaic devices which have received considerable
attention due to their potential for flexible, low-cost
photovoltaic devices. However, these devices have
very short life times and degrade very fast, hence, not
suitable for commercial purposes. Therefore, the prime
concern is to improve the device life times without sacrificing the device efficiencies.
Stability concerns have led to the development
of better alternatives which employ ‘NiO’ as hole
transporting material in OSCs. NiO is a transition metal
preferred because of its stability and better deposition
capabilities. Preparation of thin NiO films on a large
scale has been a challenge until now.
September 2017

Recently, Singh et al. from the Indian Institute of
Technology, Kanpur, India attempted to overcome this
bottleneck by using the technique of inkjet printing.
The researchers used NiO as ‘ink’ and ‘paper’ was a
substrate of glass coated with a material that serves
as the positive electrode. They successfully prepared
uniform and smooth NiO films as thin as 18 nanometres.
For this, they used NiO ink having drops of a particular
size, and by providing the substrate with a UV-Ozone
treatment before printing. The inkjet-printed NiO film
revealed different degrees of transparency at varying
temperatures and was able to transmit a maximum of
89% of the light falling on it, by thermally treating the
film at 400 ºC.
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Grape Extract:
Effective Radioprotector
The usage of gamma radiations is
increasing in healthcare, particularly
diagnostic and therapeutics. Exposure to
gamma radiations can kill living cells,
a property which medicine exploits to
treat cancerous cells. However, normal
cells also get damaged on being exposed
to these harmful radiations along with
blood and other components. Therefore,
it is essential to have an effective
protective agent against such radiation
damages.
Indrani Singha and S K Das from
College of Medicine & JNM Hospital,
West Bengal, India demonstrated
the radio-protective activity of grape
extracts against gamma radiation
mediated membrane damage. They
employed red bloods cells (RBCs) as
an in vitro model since its membrane is
rich in polyunsaturated fatty acids, which are extremely
susceptible to lipid peroxidation – oxidative degradation
of lipids.
The scientists pre-treated the freshly drawn
blood samples from healthy volunteers with grape
extracts before irradiating the RBCs with gamma rays.
Interestingly, one hour of gamma radiation treatment
did not have any negative impact on RBCs. The grape
extracts did not alter the viability of RBCs. They

also demonstrated that gamma radiation altered the
structural integrity of the cell membrane with changes
in osmotic fragility and morphology of RBCs. On the
other hand, the grape extracts significantly reduced
the radiation-induced morphological alteration and
conferred protection at all levels. It indicates that the
grape extract is a promising radio-protective agent
(Indian Journal of Experimental Biology 2016, 54:
735-744).

Further, they tested the performance of this inkjetprinted NiO film in an organic solar cell device. In such
a device, the hole transporting layer must bond well

Drop

Droplet
Substrate
(droplet in liquid
state)
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with the light absorbing material to provide a smooth
passage for the positively charged ‘holes’ of the material
to reach an electrode. To achieve this, they chemically
and thermally treated the
NiO film and were able
to drastically improve the
Schematic diagram of drying behaviour of NiO film at higher
conversion efficiency of
temperatures during printing
the device from 0.75%
to 2.67%. This study
implies that structurally
and chemically identical
NiO films can be easily
manufactured on a large
scale at a low cost by using
Heating
Substrate
Heating
Substrate
inkjet printing technique
(droplet in dried
(printed film in
(Scientific Reports 2017,
state)
dried state)
7(1): 1775).
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Indo-Russian Science and Technology Cooperation
A MoU on the joint India-Russia technology assessment
and accelerated commercialization programme, was
concluded in Moscow on 20th June 2017. The MoU
aims at facilitating support to enterprises to improve their
global competitiveness through international cooperation,
innovative activities and technology transfer. The two
agencies, Department of Science & Technology (DST) and
Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises
(FASIE) will link the Indian and Russian institutions to
develop user-friendly and easy mechanisms for assisting
companies and research entities to develop collaborative
and joint projects.

Dr. Sergey Polyakov, Director General, FASIE, Russia and Professor
Ashutosh Sharma, Secretary, DST, India during the signing of the MoU

From the Director’s Desk

Science Diplomacy: Connecting Top Indian Science Stories to the World
Science is universal and must reach out to all around the world. Good and true science is to be shared
among the nations for the larger benefit of today’s well-connected societies as scientific research transcends
countries and continents. “Science Diplomacy” is an effort to share India’s top scientific research,
technological advancements, innovations and key policy aspects with different nations especially those
who have science and technology cooperation with India. Today, something like 22% Indian research
papers is an outcome of collaborative research with other countries. This engagement of our researchers
and scientists with their counterparts in these countries shows the growing science diplomacy that India enjoys with
many countries. CSIR-NISCAIR is the pioneer in science communication in general and scholarly and encyclopedic
publications in particular.
Science Diplomacy is one of the recent initiatives of the institute towards its commitment to communicating
and sharing science to all stakeholders and promoting science outreach and public engagement. Science Diplomacy
also offers a platform to broaden and strengthen science and technology cooperation efforts further. Much of the highquality scientific research gets highlighted through English journals published in India and abroad. A new avenue for
taking the results of Indian scientific research abroad can be opened up if the research output could be conveyed in
some of the major foreign languages as well in the form of a digest to be available in the main foreign languages besides
English and Hindi. Science could thus be harnessed as a diplomatic wedge benefitting English as well as non-English
readers across the globe by disseminating selected scientific breakthroughs and connecting larger readership both in
English and non-English regions across the world to Indian science. Diplomatic missions, research and development
organizations and institutions, science academies, universities, libraries and mass media, etc., in different countries,
will get such relevant content in their respective language(s) in both print and online versions. The first issue comes in
Japanese-English languages, to begin with, and subsequently will be made available in other foreign languages, i.e.,
Chinese, French, German, Russian and Spanish; other languages may be added depending on the need and feasibility.
It gives me immense pleasure to place the introductory issue of Science Diplomacy in your hands. We hope you’ll
enjoy reading as well as referring it to your friends, colleagues, and institutions for wider reach. We look forward to
your valuable suggestions. 								
											
Editor General: Dr. Manoj Kumar Patairiya
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Consulting Editor (Language): Prof. Ashok Kumar Chawla
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多くの専門分野にわたるインドのグローバルダイジェスト

科学

ディプロマシー
CSIR と Johnson & Johnson (ジョンソン・エンド・ジョン

ソン) が結核治療薬研究提携
2017年8月16日、ニューデリーにて、米国を拠
点とする製薬会社 Johnson & Johnson がインド
のチャンディーガル市にある CSIR-Institute of
Microbial Technology （CSIR-微生物工学研究所
(IMTECH) ）と覚書（MoU）を締結した。本覚
書によると、両研究所は、結核の革新的な新規
治療法の発見又承認を促進するよう協力する。
本パートナーシップは、2025までに結核の根絶
を目的としたインド国立戦略計画を支援するた
め協力して取り込むことに重点を置いている。
協定調印の際、Johnson & Johnson 最高科学責任者、
Dr. Paul Stoffels（ポール・ストッフルズ博士）、
科学技術省大臣閣下、Dr. Harsh Vardhan（ハーシュ・バーダン
博士）、
CSIR-IMTECH所長、Dr. Anil Koul（アニル・コール博士）
そして、CSIR長官、Dr. Girish Sahni（ギリッシュ・セニ－博士）

VAJRA（バジャラ）: 国際専門家が関わるよう新しい計画
VAJRA (Visiting Advanced Joint Research) という教授
陣向けスキームは、海外の科学者又アカデミシャン
専用プログラムであり、非居住インド人 (NRI) 又
インド系移民（PIO）・在外インド国民 (OCI) が
インドでの政府出資による学術・研究機関で一定期
間、非常勤・客員教職員として研究できることに重
点をおいた企画である。このスキームは研究者間で
の情報共有を行い、知識と技能の更新と取得し、そ
して共有課題に対して異なる視点を集めるため共同
研究の価値を決定的な要素として認める。Science
and Engineering Research Board (SERB; 科学・工学研
究ボード), Department of Science & Technology (DST；
科学 .ディプロマシー

科学・技術局) は、外国にいる熟練した一流の科学
者がインドの研究機関で困難な研究課題を取り上げ
て研究を行うため、このスキームをうまく利用され
ることを期待している。教授陣が取り組む研究分野
は、科学的結果を実践に繋げることも含み、インド
にとって関心のある課題でなければならない。教授
陣は在留期間中、授業・メンタリングに携わること
もできる。また、彼らは研究所内にある潜在技術を
探し求める、そのリビューを行う、又所内で収容さ
れているスタートアップスのメンター役を行うよう
な役割を果たすことも可能。もっと詳しい情報に関
しては、www.vajra-india.in をご覧ください。
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Saraswati （サラスワティ；弁財天）：新発見の超銀河団
銀河とは、宇宙で重力によっ
て拘束された恒星及び惑星の
集団として定義できる。ある
銀河団は、おおよそ1000乃至
10000個の銀河を含んでおり、
ま た ， あ る 超 銀 河 団 は 、 40
〜43団の銀河団が存在する可
能性がある。我々がよく天の
川銀河という名前で存じてい
る銀河系が局部銀河団の一部
とであり、そして局部銀河団
はラ二アケア超銀河団の一部
である。
超銀河団は、太陽系の最
大の既知構造の一つである。
Saraswati (サラスワティー; 弁財天) 超銀河団の二つの最も大きな銀河団の光学像
最 近 、 プ ネ ー 市 に あ る InterUniversity Centre for Astronomy and Astrophysics
この壁のような超銀河団は、少なくとも43個の
(天文天体物理学大学共同センター）のインド
巨大な銀河団と銀河群と関連しているようにしめさ
人天文学者のチームが、同市のIndian Institute of
れており、それらの中で、幾つか非常に巨大なもの
Science Education and Research （インド科学教育研
が超銀河団の境界及び中心部となっている。現在の
究大学）又ジャムシェードプル市にあるNational
ところ、このような巨大な超銀河団の幾つかしか知
Institute of Technology（国立工科大学）、そしてケ
られていない。研究者は、宇宙の暗黒エネルギー、
ーララ州にあるNewman College（ニューマン・カ
又大規模構造の成長に関する現在進行中の宇宙論研
レッジ）の研究者らと共同で、2万兆個の太陽ほ
究に関して彼らの発見の重要性を強調した。本研究
ど非常に巨大で、大規模の超銀河団を発見し、古
は、遠い宇宙で非常に大きな宇宙構造の成長に関わ
代インドのサラスワティという知識及び知恵の女
る物理的なプロセスについてさらなる理解を深める
神に因んで名付けた。この超銀河団は、宇宙の近
のに役立つと思う。これらの観察結果は、宇宙の大
隣の最大の既知構造の一つであり、地球から40億
光年の距離にある。そして、おおよそ100億年以
規模構造に関する研究の新しい道を切り開くと思わ
上も古いもので、質量は6億の光年の範囲に広が
れる。（Astrophysical Journal （直訳：天体物理学ジ
っている。
ャーナル）2017年 844(1): 25)。

有機太陽電池：NiO膜の使用による優れた生活
光エネルギーを電気エネルギーに変換する有機太
陽電池 (OSCs) は第三世代の光起電装置で、そ
の可撓性のある低コストの光起電装置の可能性の
ため、相当な注目を集めている。しかし、これら
の装置は耐用年数はとても短くて、早く劣化する
ので商業上は適していない。ですから、主な関心
は、装置の効率を犠牲せずに耐用年数を改善する
ことである。
安定性に関する懸念は、OSCs (有機太陽電
池)で ‘NiO’ をホール運搬材として活用したも
っとよい代替案の開発に繋がっている。NiO は遷
移金属で、その安定性とより良いデポジション性
のため好まれている。NiO 薄膜の大規模製造は今
まで大きな課題となっていた。

2017年7月〜9月

最近、インドのカンプル市にある
Indian
Institute of Technology （インド工科大学）の
Singh 他は、インクジェットプリンティング技法
を使って、この支障を乗り越えろうと試みた。研
究者が、「インク」として NiO を使い、又「ペ
ーパー」としては、正極の役をはたす材料で被覆
したガラス基板を使った。彼らが均一で滑らかな
18ナノメートルほど薄い NiO 膜を作ることに成
功した。そのため、ある特定のサイズの滴の NiO
インクを使い、プリンティングの前、基板に対し
て UV-オゾン処理を行った。インクジェットでプ
リントされた NiO 膜は様々な温度で異なる透明
度を示した。そして、膜を400 ºCで熱的処理する
ことにより、入射する光の最大89％を通すことが
できた。
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グレープエキス: 効果的放射線防護剤
電磁放射の最もエネルギーのあるガ
ンマ線放射種の使用は、医療、特に
診断学また治療学において、増加し
ている。ガンマ線放射への被ばくは
生体細胞を殺すことができるという
性質があって、それは医学分野でが
ん細胞を治療するために活用されて
いる。しかし、そこで、有害な放射
にさらされることで、血液とその他
の成分と共に正常細胞も損傷をうけ
る。ですから、このような放射線障
害に対して効果的な防護剤があるの
は必要だ。
インドの西ベンガル州の College of Medicine & JNM hospital (医
療大学とJNM病院)のIndrani Singha
（インドラ二・シンガ）とS K Das
（S.K.ダス）は、ガンマ線放射の仲
介により細胞膜損傷に対してグレー
プエキスの放射線防護活性を実証し
た。彼らは赤血球をその細胞膜は質
過酸化反応つまり脂質の酸化的分解
反応の影響の非常に受けやすい多価不飽和脂肪酸
が豊かですので、体外モデルとして使った。
研究者は、赤血球をガンマ線にさらす前に、
健康な被験者から新たに採取した血液サンプルを
グレープエキスと一緒に前処理を行った。面白い
ことに、一時間までのガンマ線照射治療は、赤血
球に対して何も悪影響を及ぼさなかった。グレー
プエキスは赤血球の生存性を変化させなかった。
彼らは、ガンマ放射線は浸透圧脆弱性を変化させ

ることともに細胞膜の構造的完全性を変えること
を証明した。つまり、赤血球の破壊の可能性が高
いかどうかを確かめる、それから赤血球の形態を
確かめる血液検査。その一方では、グレープエキ
スは放射線に誘発された形態学的変化を著しく減
らし、あらゆるレベルで保護を与えた。グレープ
エキスは放射線保護剤として有望だと示している
（直訳：実験生物学のインドのジャーナル、2016
年、 54: 735-744)。

また、有機太陽電池デバイスにこのインクジ
ェットでプリントされた NiO 膜を使い、その性能
を検査した。このようなデバイスにて、電極に至
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るのに物質の正電荷を持つ「ホール」にスムーズ
な通過を提供するためホール輸送層は光吸収物質
とよく結合する必要がある。これを達成するため
に、NiO膜を化学的、又
熱的処理を行い、デバイ
スの変換効率を 0.75%
から 2.67% まで、大
幅に向上させることが
できた。本研究は、構
造的・化学的に同一の
NiO 膜がインクジェッ
トプリンティング技法を
使うことによって、低コ
ストで大量生産が可能で
あることを示唆している
(Scientific Reports(直
訳：科学報告書）2017
年、7(1): 1775)。
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印露科学技術協力
インドとロシアの間で、印露共同技術評価と商業
化の拡大したプログラムに関する覚書（MOU）はモ
スクワで2017年6月20日に締結された。本覚書は、
国際協力、革新活動、そして技術移転を通じて国
際競争力が向上するのに企業に対してサポートを
促進させることを目標としている。二つの政府機
関（DSTとFASIE）は、企業と研究機関が技術協力
また共同プロジェクトを共同開発するために支援
することに当たり、ユーザーに優しくて簡単なメ
カニズムを開発するのにインドまたロシアの関係
組織と研究機関を結びつける。
覚書（MoU）に署名した際、ロシア側からFASIE局長、Sergey Polyakov博士とインド側からDST次官、Ashutosh Sharma 教授が出席

総編集長から一言

科学ディプロマシー: 科学関係のインドのトップ記事を世界につなぐ
科学は普遍的なもので、世界中に広まるべきである。科学研究が国又大陸を超越していて、良いかつ正確な
科学は、よくつながっている今日の社会により大きな利益をもたらすため、各国間で共有すべきである。
『科学ディプロマシー』は、インドにおけるトップレベルの科学研究、技術の進歩、革新、そして重要政
策を、各国、特にインドと科学技術分野の協力関係がある国と共有する試みである。現在、インドから発
表されている論文のおおよそ 22％ が他国との共同研究によるものである。このようなインドの研究者と
科学者の他国の相手研究者また科学者との関わり合いは、インドの多くの国との科学ディプロマシーが強
化してきていることを示している。
CSIR-NISCAIR（インド国立科学コミュニケーション・情報資源研究所）は科学コミュニケーションの分野にお
いて、一般誌、特に学術誌かつ百科事典のようなものを出版するパイオニアだ。科学ディプロマシーは、、あらゆる
ステークホルダーへの科学のコミュニケーション又共有、そして科学のアウトリーチ活動又広い参画の促進へのコミ
ットメントを実施する本機関の最近のイニシアチブの一つであり、科学技術協力に対する取り組みをさらに広げる、
又強化するプラットフォームを提供する。質の高い科学研究のほとんどは、インド又海外で英語で出版されているジ
ャーナルを通じて強調されている。
研究成果を英語とヒンディー語以外、主要な外国語で、ダイジェストとして提供すれば、インドの科学研究成
果を海外に紹介するための新しい道を拓く可能性がある。ですから、科学は、科学における特定の飛躍的進歩の普
及、又インド科学を世界中に渡る、英語・非英語圏両方のより多くの読者につなげることにより、外交的くさびとし
て活用できることで、世界中に渡る英語・非英語圏の読者にとって役立つものとなる。様々な国の在外公館、研究開
発組織・機関、科学アカデミー、大学、図書館、マスメディアなどがそれぞれの言語で関連コンテンツを印刷版、又
オンライン版で入手可能企画だ。まず、初創刊号は日本語・英語版で、続いて、他の外国語、すなわち中国語、フラ
ンス語、ドイツ語、ロシア語とスペイン語で入手できるよう企画中だ。ご要望、又実現可能性に応じてその他の言語
を追加する可能性がある。
科学ディプロマシーの初創刊を皆さんにお渡しできることは大変嬉しく存じている。読者の皆様にお楽しみい
ただき、より多くの読者に読まれるよう、お友達、同僚や機関に勧めていただきたいと存じる。皆様の貴重なアドバ
イスを心待ちにしている。
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