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Dr. Harsh Vardhan, the Union Minister for Science & Technology, Earth Sciences and Environment, Forest & Climate Change,
and the South Korean Minister for Science & ICT, Mr. You Young-Min during the signing of the MoUs.

India Signs Five MoUs with South Korea
in the Field of Science & Technology

At the 4 th India-Korea Science & Technology
Ministers Steering Committee Meeting, India
and South Korea inked 11 Memorandums of
Understanding (MoUs), on July 9, 2018. Of these,
five were for cooperation in the field of Science &
Technology. It was the first time, since the last meeting
of the Steering Committee at Seoul in November
2015 that the two nations reviewed bilateral S&T
cooperation between them. Dr. Harsh Vardhan,
the Union Minister for Science & Technology, Earth
Sciences and Environment, Forest & Climate Change,
and Mr. You Young-Min, the South Korean Minister
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for Science & ICT, signed three key MoUs; for
Programme of Cooperation 2018-21, Establishment
of Future Strategy Group, and Cooperation in
Biotechnology and Bio-economy.
The fourth S&T MoU was signed between
Council of Scientific & Industrial Research (CSIR),
and South Korean National Research Council for
Science & Technology. While, the fifth one was
inked between Indian Institute of Technology (IIT),
Mumbai and Korea Institute of Science &Technology,
which focused on boosting future-oriented cooperation
in their respective fields.
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cocoons, and gelatin, they developed the hydrogel.
An enzyme ‘Tyrosinase’ was used to develop a
stable hydrogel system.
Published in the Journal of Cellular Physiology
(2018, 1-16), the study shows how the threedimensional mini organs can imitate the various
stages of hair growth in human beings. According
to Dr. Sourabh Ghosh, corresponding author of
the study, the action of a model hair regeneration
drug (minoxidil) has been successfully tested in this
lab-based hair follicle model and hence ready for
companies to further check and test their products.

Silk-Based Hydrogel Comes
to Rescue from Hair Loss
Alopecia (hair loss or baldness) is a common yet
stressful ailment affecting millions of people across
the world. It occurs when the hair growth cycle is
disrupted due to various reasons such as illness,
metabolic imbalances, improper nutrition, trauma
etc. leading to temporary or permanent hair loss.
Although a few drugs are available in the market,
the successful treatment of alopecia is still far from
reality.
Since the currently available anti-alopecia
drugs and cosmetics are tested on animals and not
humans, the differences in their immunology and
physiology drastically limit the success of such
drugs. Unavailability of suitable human cell-based
in vitro models for drug testing has been a major
hurdle in development as well as testing.
In a breakthrough to help screen novel drugs for
treating hair loss without involving animal tests, the
scientists from IIT, Delhi and ITC Life Sciences
and Technology Centre, Bangalore, have developed
an in vitro three-dimensional hair follicle model
enveloped by a silk-based hydrogel to provide a
proper environment for hair growth. By combining
a mixture of silk proteins, isolated from silkworm

Moringa oleifera:

Cost-Effective Water
Purification Filter System
A tree native to India, Moringa oleifera
(drumstick tree or miracle tree), has been
reported to be effective in purifying water and
making it potable (Environmental Science and
Technology Letters 2018, 5(1): 38–42). The plant
is widely renowned for its nutritional and medicinal
properties and is said to have the potential to
combat the symptoms of diabetes, insomnia,
asthma, cancer etc. Rich in protein and fibre,
the plant is cultivated for food and natural oils.
Its seeds contain antibacterial proteins and are used
JULY-SEPTEMBER 2018
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World’s Lightest Satellite Designed by Indian Aerospace
Engineering Students
Four Indian students have designed the world’s lightest satellite, named ‘Jaihind-1S’ which is 4 cm wide
and weighs only 33.39 grams. The experimental satellite is built at a meagre budget of INR 15,000 and
thus could possibly be the cheapest satellite as well. The students are from the Department of Aerospace
Engineering in Hindustan Institute of Technology and Science near Chennai. The innovative and indigenous
satellite was launched into space from Colorado Space Centre in the USA on 24 August 2018. The satellite
was designed by the students during the ‘Cubes in Space’ competition held in January. ‘Cubes in Space’ is an
international educational program for school children that teaches them how to design STEM experiments
for launch into space. It is conducted by Colorado Space Grant Consortium, NASA and idoodle-learning.
The satellite has been made with a 3D printed outer casing from polylactic acid (PLA) nylon material and
is designed to conduct three experiments. According to the team leader of the project, K.J. Harikrishnan,
the primary aim of Jaihind-1S is to check the working of nylon material under microgravity. Besides,
the team also intends to study extreme
weather events such as cloudbursts
and try to understand the trajectory of
the rocket. After reaching a height of
65-70 kilometres, the sensor modules
attached to the satellite will start sending
data to an on-board SD card through a
microcontroller. The satellite will work
for 15-20 hours. Data received will
then be analysed for assessing various
parameters. Apart from the team leader,
the four-member team included P.
Amarnath, T. Giri Prasad and G. Sudhi.

for elementary water
purification
method.
Unfortunately,
this
traditional method of
purification leaves high
amounts of dissolved
organic carbon (DOC)
behind from the seeds,
which allows bacteria
to regrow after just 24
hours. Thus, the water
stays potable for a short
span.
But now a cheap and
effective water filtration
medium called “f-sand”
has been devised by
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combining sand and plant materials which has
significantly enhanced the particle and bacterial
removal efficiency. By extracting the seed proteins
from the M. oleifera and making them stick to the
principal component of sand i.e. to the surface
of silica particles, f-sand was formulated. This
novel medium kills microorganisms and decreases
turbidity, attaching to organic and particulate matter.
Thereafter, the undesirable contaminants, as well
as the dissolved organic carbon, can be washed out
and separated. This allows the water to stay clean
for a longer time, and the f-sand can also be reused
for another cycle of filtration. The study highlights
the benefits of this novel water purification filter
system, particularly in developing nations, as it can
help effectively purify water at low cost without
requiring any synthetic chemical or electricity.
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Kala-Azar Cure Found in Chayote Vegetable
Visceral leishmaniasis, also known as kala-azar, black fever or Dumdum fever, is the most severe form
of leishmaniasis, caused by protozoan parasites of the genus Leishmania. According to the World Health
Organization (WHO), it is the second-largest parasitic killer in the world after malaria. In this disease, the
parasites migrate to the internal organs like the liver, spleen, bone marrow resulting in the death of the
patient if treatment is not provided in due time. Although a few medicines are available for the treatment
of the disease but their high cost, related severe side-effects and developing drug resistance lately restrict
their usage.
In a study published in the journal, Scientific Reports (2018, 8: 8814), researchers at the IIT, Guwahati,
have prepared nanosilver particles (1 nm - 100 nm in size) by employing a natural approach. This is not the
first time that nanosilver formulations have been tried against kala-azar. However, a natural and easy way
of producing them was not available until now. In this study, researchers chose Chayote (Sechium edule),
a vegetable which is widely grown in Assam and other regions of the country. It was chosen as a phytoresource because it is readily available, is inexpensive, and is unexplored yet.
The scientists extracted the juice of the vegetable and mixed it with an equal quantity of silver nitrate
solution to prepare the formulation. Within eighteen hours, almost all silver nitrate got reduced to silver
particles. The latter was found to be nearly 1.5 times more effective than the drugs presently in use. The
scientists also tested their efficacy on human cell line and found them to be safe. Thus, this report clearly
indicates that these silver nanoparticles are safe as well as specific for parasites causing kala-azar. The
method described herein can be used in pharmaceutical industries, in future, for the scaled-up synthesis of

CSIR-IMTECH and Zydus
Cadila Sign Agreement
to Fight Drug-Resistant
Infections

microbial related research; whereas Zydus Cadila
is an international pharmaceutical expert in drug
discovery and development. The project will aim
at developing new drug combinations against drugresistant pathogens that cause severe diseases in
India as well as all over the world.

For the treatment of drug-resistant infections,
CSIR-Institute of Microbial Technology (IMTECH)
has inked a collaborative research agreement with
pharmaceutical major Zydus Cadila. Scientists
from both organizations will be working together
on genomics and microbiology to identify a new
drug as a potential anti-tuberculosis compound.
The agreement is a move in the direction towards
supporting the WHO’s ‘The End TB Strategy’.
The partnership will hopefully deliver new
therapies for the country, as CSIR-IMTECH is
renowned for its vast scientific experience in
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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

覚書 (MoU) 締結時、インド科学技術・地球科学・環境森林気候変動大臣、Harsh Vardhan (ハーシュ・ヴァルダハン) 博士と韓国の科学
技術情報通信部大臣、You Young Min (ユー・ユ―ング・ミン)。

インドは韓国と科学技術の分野で5件覚書 (MoU) 締結
び生物経済での協力、3件の重要な覚書 (MoU) を
締結した。
4番目の覚書 (MoU) は科学・工業研究評議会
（Council of Scientific & Industrial Research
ーCSIR）と韓国学術研究会議
(NST:
National
Research Council for Science & Technology）
の間で締結された。そして、関連分野で未来指向
の協力を促進することを中心とする 5 番目の覚
書 (MoU) はムンバイ市にあるIndian Institute of
Technology (インド工科大学)と Korea Institute
of Science & Technology（韓国科学技術研究所）
の間で締結された。

2018年7月9日にインドと韓国は、インド・韓国
科学技術第4閣僚運営委員会の結末で11件の覚書
(MoU) を締結した。その内、5件の覚書(MoU)は科
学技術の分野に関するものであった。運営委員会
の2015年11月のソウルでの会議以来、両国は二ヵ
国間の科学技術協力をレビューした。インドの科
学技術・地球科学・環境森林気候変動大臣、Harsh
Vardhan (ハーシュ・ヴァルダハン) 博士と韓国の
科学技術情報通信部大臣、You Young Min (ユー・
ユング・ミン) は、2018－21年協力プログラムと
未来戦略グループの設立とバイオテクノロジー及
科学 ディプロマシー
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絹ベースのヒドロゲルは脱
毛から救う

パク質とゼラチンとの混合物を化合させることに
よってヒドロゲルを開発した。安定したヒドロゲ
ルシステムを開発するために「チロシナーゼ」と
いう酵素が使用された。

脱毛症（脱毛またははげ頭）は世界中で何百万人
も罹患している普通であるもののストレスをかけ
る病気である。これは、病気、代謝不均衡、不適
切な栄養、心的外傷など様々な理由で毛周期は乱
された場合に発生し、一時的、又は永久的な脱毛
をもたらす。いくつか薬物が市場で入手可能では
あるが、脱毛症の成功的治療はまだ現実には程遠
いものである。

Journal of Cellular Physiology（2018、116 ）に掲載された本研究は、3次元ミニ器官が人
間の発毛の各段階をどう真似できるかを示してい
る。当研究の研究者Sourabh Ghosh(スロブ・ゴー
シュ）博士によると、毛髪再生薬（ミノキシジ
ル）の作用がこの実験ベースの毛包モデルで成功
裏に試験され、次は、企業はこの製品をさらにチ
ェックし、他の試験が実施できるという段階にあ
る。

現在入手可能な抗脱毛症薬と化粧品は人では
なく動物を対象に実験されているので、その免疫
学および生理学上の違いはこれらの薬物の成功を
制限する。薬物検査用の適切なヒト細胞をベース
にしたインビトロモデルがないことは開発および
試験に対して大きな困難とされている。
動物実験を行わずに脱毛治療のため新規薬剤
をふるいにかけることを維持するブレイクスルー
としては、デリー市にあるIIT (Indian Institute
of Technology (インド工科大学）) とバングロー
ル市にあるITC (Life Sciences and Technology
Centre (ITC (ライフサインエンス・アンド・テク
ノロジーセンター))の科学者らは、発毛のためふ
さわしい環境を与えるように、絹ベースのヒドロ
ゲルに囲まれたインビトロ3 次元毛包モデルを開
発した。彼らは、カイコの繭から分離した絹タン

ワサビノキ (Moringa oleifera):
コスト効率の良い水浄フィルターシ
ステム
ドラムスティックツリーまたはミラクルツリーと
も言われるインド固有の木ワサビノキ (Moringa
oleifera)は、水の浄化・飲用化に有効である
と報告されている(Environmental Science and
Technology Letters 2018, 5(1): 38–42)。この
植物は、栄養や薬効特性で広く知られており、糖
尿病、不眠症、喘息、癌などの症状に闘う潜在力
があると言われている。タンパク質や繊維が豊富
で、当植物は食品や天然油をつくるのに栽培され
ている。
その種子は抗菌性タンパク質が含まれてお
り、基本的な水浄方に使用されている。残念なこ
とに、この伝統的な精製方法は、種子から多量の
2018年7月～9月

18

科学 ディプロマシー

インド航空宇宙工学の学生が世界最軽量の衛星を設計
よると、Jaihind-1Sの主な目的は、微小重力下
でナイロン素材の質又機能を確認することだ。さ
らに、チームは豪雨など極端な気象事象の研究も
したいし、ロケットの軌道を理解しようとしてい
る。65〜70キロメートルの高さに達した後、衛星
に取り付けられたセンサモジュールは、マイクロ
コントローラを介してオンボードのSDカードにデ
ータを送信し始める。衛星は15-20時間作動する。
受信したデータは、様々なパラメータを評価する
ために解析される。四人のチームはチームリーダ
ー以外にP. Amarnath （ピ・アマラナート）、T.
Giri Prasad （ティ・ギリ プラサード）、G.
Sudhi （ジ・スディ）がいる。

インド人学生４人が幅4cm、重量33.39gの
「Jaihind-1S」（ジャイ ヒンド-1S）という世
界最軽量衛星を設計した。この実験的な衛星は、1
万5000インドルピーの貧弱な予算で建設され、お
そらく最も安価な衛星でもあるだろう。学生ら
は、チェンナイ近郊のHindustan Institute of
Technology and Science （理工系大学）の航空
宇宙工学に所属している。
革新的で原産の衛星
は、2018年8月24日に米国のコロラド宇宙センター
から宇宙に打ち上げられた。この衛星は、1月に
開催された「Cubes in Space」（宇宙でのキュー
ブ）コンペティションで学生がデザインしたもの
だ。「Cubes in Space」は、宇宙へ打
ち上げるためのSTEM実験の設計方法を教
える、学校の子供たちのための国際教育
プログラムだ。コロラドスペース・グラ
ント・コンソーシアム、NASAとidoodlelearning
（イドゥードル・ラーニン
グ）によって実施されている。
この衛星は、ポリ乳酸（PLA）ナイロ
ン材料から3Dプリントされたアウター・
ケーシングで作られ、三つの実験を行う
ように設計されている。このプロジェク
トのチームリーダー K.J. Harikrishnan
（ケー・ジェ・ハリクリシュナン氏)に

溶存有機炭素（DOC）が残こされ、細菌は僅か24時間
後に再増殖することができる。したがって、水は短期
間だけ飲用水として使われる。
しかし、現在では、砂および植物材の組み合わせ
で「f-sand」 と呼ばれる安価で効果的な水のろ過培地
が考案され、これは粒子および細菌除去効率を著しく
向上させる。M.オレフェラ（M. oleifera）から種子タ
ンパク質を抽出して、それが砂の主成分、すなわちシ
リカ粒子の表面に付着することにより、f-sand が調剤
された。この新規培地が有機物および粒子状物質に付
着し、微生物を殺し、濁度の低下を図る。その後、望
ましくない汚染物質および溶解性有機炭素 (DOC) を除
却して、分離することができる。したがいまして、水
をより長時間清浄状態に保つことができ、又f-sand も
別のろ過サイクルで再利用が可能である。本研究は、
化学物質や電気を必要とせずに低コストで水を効果的
に浄化することに役立つため、特に発展途上国でのこ
の新規浄水フィルタシステムの利点を強調する。
科学 ディプロマシー
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ハヤトウリは黒熱病の治療に効果的と発見
カラ・アザール、黒熱病、ダムダム熱とも言われている内臓リーシュマニア症はリーシュマニアの最も重
症型であり、リーシュマニア属の寄生原虫類により引き起こされる病である。世界保健機関によると、こ
の寄生原虫類はマラリアに次ぐ世界第2の死因である。この病気は、寄生原虫が肝臓、脾臓、骨髄など内
蔵に移転し、結果として早いうちに治療をしないと患者が死亡する。この病気の治療に関して、いくつか
薬剤があるが、高コスト、それに関連する重度な副作用そして最近現れるようになった薬剤耐性のせいで
その利用が限られている。
Scientific Reports誌 (2018、8:8814) に発表さられた研究によると、IIT, Guwahati（グワーハーティ
ーにあるインド工科大学）の研究者らは銀のナノ粒子 (1ナノメートルー100ナノメートルの粒子径) を自
然なアプローチで製剤した。カラアザール病に対して銀のナノ粒子製剤が実験されたことは始めてではな
い。しかし 、今まで当製剤をつくるのに自然的なかつ簡単な方法はなかった。本研究において、研究者
らはインドのアッサム州とほかの地方で大幅につくられるハヤトウリ(Sechium edule)という野菜を選ん
だ。ハヤトウリは未開拓のままであり、安価また容易に入手出来るものなので植物資源として選ばれた。
科学者は製剤をつくるのに野菜のジュースを抽出し、そのジュースを同量の硝酸銀溶液と混合し
た。18時間以内に,ほとんどの硝酸銀が銀粒子になった。後者の方が現在使っている薬物より約1.5倍効果
的であることが見つかった.科学者がその薬物の有効性をヒト細胞株にも試し、その結果、これは安全だ
と見つかった。このように、本レポートは、これらの銀ナノ粒子が安全で、黒熱病を起こす寄生原虫に対
しても特異的であることを示している。ここに記述されている方法は、将来薬品工場で自然ナノ薬物の大
規模な生成にも使うことができる。

「CSIR-IMTECH」 と「Zydus
Cadila」は薬剤耐性感染症と
闘うため、契約終結

提供できることが期待されている。このプロジェ
クトは、インドおよび全世界で重症疾患を引き起
こす薬物耐性病原体に対して新薬の合剤の開発を
目指す。

薬剤耐性感染症の治療のため、CSIR-Institute
of Microbial Technology（IMTECH）は医薬界にお
ける大手の「Zydus Cadila」と共同研究契約を結
んだ。両側の科学者は、潜在的な抗結核製薬とな
るような新薬を特定するのに、ゲノミクス、そし
て微生物学を中心に共同研究を行う予定だ。この
契約は、世界保健機関（WHO）の「ストップ結核
戦略」を支援することへの動きだ。
CSIR-IMTECHは微生物関連研究における幅広い
科学的経験で知られており、Zydus Cadilaは創薬
とその発展における国際的な医薬専門組織なので
このパートナーシップはインドで新しい治療法を
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