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Diplomacy
India-Canada Technology Summit 2017:

New Chapter in the Bilateral Relationships
and industrial cooperation with Science and Engineering
Research Board (SERB) of DST, India, and MITACS
of Canada. It was aimed at promoting multidisciplinary
research partnerships as well as providing practical
solutions with the application of science and technology.
A MoU was also signed by Prof. Ashutosh Sharma,
Secretary, DST and Dr. B. Mario Pinto, President of
the Natural Sciences and Engineering Research Council
of Canada (NSERC) to facilitate continued innovative
partnerships between Canadian and Indian researchers.

A two-day India-Canada Technology Summit, organised
jointly by the Department of Science & Technology (DST)
and Confederation of Indian Industry (CII) in New Delhi,
India, during 14-15 November 2017 was inaugurated
by Dr. Harsh Vardhan, India’s Minister of Science &
Technology, Earth Sciences, Environment, Forests &
Climate Change along with Mr. Navdeep Singh Bains,
Canada’s Minister of Innovation, Science and Economic
Development. The Indo-Canadian Summit focussed on
launching new projects and programs to foster research

Dr. Harsh Vardhan, Hon’ble Minister of Science & Technology, Earth Sciences, Environment, Forests & Climate Change, India,
inaugurating the India-Canada Technology Summit 2017, along with Mr. Navdeep Singh Bains, Canada’s Minister of Innovation,
Science and Economic Development (on his right) and Prof. Ashutosh Sharma, Secretary, DST, India (on his left)
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CSIR-IICB Uncovers
Molecular Mechanism of
Stress-Induced Gastric
Ulcer

Researchers at Kolkata’s CSIR-Indian Institute of Chemical
Biology (CSIR-IICB) have for the first time identified the molecular
mechanism by which acute mental stress damages the stomach
resulting in gastric ulcer or stress-related mucosal disease.
The study showed that acute mental stress activates stress
response pathway. The team identified a molecule called
corticosterone responsible for transmitting the signal from
the brain to gut mitochondria. The corticosterone causes
glucocorticoid receptor (GR) translocation to gut mitochondria
which negatively impacts the mitochondrial functions. The data
revealed the heavy accumulation of harmful free radicals in the
mitochondria present in the inner lining of mucosal cells leading
to excessive mitochondrial fission and mitophagy (destruction of
defective mitochondria).
It was hypothesized that scavenging mitochondrial free radicals
or controlling mitophagy could prevent a stress-induced gastric
ulcer. During mental stress, the levels of corticosterone, as well
as glucocorticoid receptor, increased significantly in the stomach.
Corticosterone once released into the blood enters mitochondria
and reduces ATP production and respiration capacity. By
preventing corticosterone from binding to the glucocorticoid
receptor, stomach injury in the animals can be averted.
The pre-treatment with two common psychoactive
drugs, diazepam or olanzapine (that blocks stress perception)
compromised
stress-induced
increased
corticosterone
concentration and drastically reduced gastric mucosal injury and
bleeding. Interestingly, none of these drugs offered any protection
against gastric injury where the brain was not involved indicating
that it is indeed the acute mental stress which is causing gastric
complications.
This research advocates a new generation of anti-stress
medications with minimal side effects which would aim at
mitochondrial fitness to avert stress-related disorders (Free
Radical Biology & Medicine 2017, 113: 424-438).
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Nano-Cocoons:
Novel Drug Delivery
Particle

Drug delivery involves various approaches
to transport a drug inside the body to safely
achieve its desired therapeutic effect. Recent
developments include using carbon nanotubes,
but they pose certain toxicity. This toxicity can
be mitigated by combining carbon nanotubes
with biocompatible materials.
A team of researchers at the Indian Institute
of Technology, Madras have designed nano-sized
biomaterials (termed as nano-cocoons) which can
serve as a potential drug delivery system in the
future. They used polyethylene glycol (PEG), a
biocompatible polymer, to synthesize these ultrasmall cocoons along with tiny carbon fibres. PEG
is extensively used in biomedical engineering
through tissue engineering, drug delivery, and
biosensors.

The nano-cocoons are of the size range of
100 to 200 nanometres, where one nanometre
is one-billionth of a metre. Curcumin (an active
anti-cancerous ingredient of turmeric), having
poor bioavailability, was used to check the
efficiency of these nanostructures. Interestingly,
cocoon-curcumin complex successfully delivered
curcumin inside brain cancer tissues, while
curcumin alone failed to do so.
The team aims to find out if these biomaterials
can cross over the blood-brain barrier and deliver
medicinal drugs to brain tumour sites. Moreover,
investigations are required to find out their
applicability in real life conditions. These nanococoons could be further explored for targeted
drug delivery (Nano-Structures & Nano-Objects
2018, 13: 30-35).
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Plastic-based Nanofibres
Integrated Biosensor:
Quick Detection of
Infectious Diseases

Optical
image
of the
fabricated
device with
a threeelectrode
system

histidine-rich protein II antibodies were immobilized to
a sensing surface of the modified working electrode.
The device records a signal, on recognizing the presence
of even a trace of malaria’s biomarkers in blood serum.

Treating infectious diseases require early detection.
There are several detection methods available
commercially, but are expensive, time-consuming and
require expert personnel. Therefore, the development
of a cost-effective, user-friendly, compact and efficient
device is the need of the hour.

This novel device does not need a trained
technician to operate. It is an extremely sensitive device
capable of detecting malaria parasite at a concentration
of even as low as a trillionth of a gram in a millimetre.
It shows that even the minutest presence of a parasite
can be detected and hence, can identify an infection on
the very first day.

Researchers from the Indian Institute of Technology,
Hyderabad, India in collaboration with the University of
California Davis, USA have come up with a low-cost
device which uses a biochip and a nanomaterial based
on zinc oxide, to help detect infectious diseases. The
invention has proven its prowess in rapid detection of
malaria at very early stages.

The device will be particularly helpful in endemic
areas and rural areas where health-care and diagnostic
facilities are not so readily available. The research
team has been working on a technology by which the
diagnosis could be transmitted to a doctor or medical
consultant with the help of a smartphone. This device
holds promise in developing many other infectious
diseases biomarker detection system (ACS Applied
Materials and Interfaces 2017, 9(46): 39994-40005).

The biochip is made up of a sensing platform
integrated with a three-electrode system. The latter is
made up of platinum (counter electrode), silver chloride
(reference electrode) and gold (working electrode). In
this particular device which had been tested, nanofibres
were reversibly combined with histidine-rich protein II
antibodies, which are specific to the malarial antigen. The

Castasterone: Imparting Heavy Metal Stress Tolerance

Heavy metals pose a great threat to all life-forms at higher concentrations by forming complex compounds within
the cell. Moreover, once introduced into the environment, the heavy metals cannot be degraded, resulting in
bioaccumulation and hence, cause pollution. Agricultural soil polluted by heavy metals has not only reduced crop
yields but has also created contaminated food products containing alarming levels of toxic heavy metals. Consuming
such contaminated foods has adverse health effects on human beings. Since a large area of agricultural soil is
contaminated with heavy metals, it is imperative not only to make our crops and plants heavy metal resistant but also
make it less likely to uptake the heavy metals.
A collaborative work from different universities in Punjab has reported that brassica seeds which were presoaked in a chemical known as castasterone, were able to sustain the heavy metal contamination better. Castasterone
is a likely end product of a brassinosteroid (hormonal) pathway in plants; known to be activated in response to
different stresses. The team observed that pre-soaking seeds with castasterone led to an increase in the antioxidants
under heavy metal stress and this methodology could help prepare the plant for future stress conditions. The scientists
showed that mustard seeds when pre-treated with castasterone showed better growth than the untreated seeds, on
being exposed to the heavy metal, copper. The plants also accumulated copper to a lesser degree. The level of genes
involved in alleviating stress showed higher expression indicating an increase in stress tolerance.
This study showed that castasterone application improved the performance of brassica plants in heavy metals
contaminated soils. Though the full potential of this brassinosteroid remains to be explored, it holds great importance
in designing future experiments to improve heavy metal tolerance in crop plants (Ecotoxicology and Environmental
Safety 2018, 147: 725-734).

SCIENCE DIPLOMACY

7

DECEMBER 2017

Fake Floral
Signatures:
Unique
Strategy
to Attract
Pollinators

Science Diplomacy
Launched at the India
International Science
Festival (IISF) 2017

A world without pollinators would be a world without plants
and a world without plants would be a world without life.
The majority of flowering plants depend on pollinators,
and in the recent times, bees and other pollinators have
suffered heavily by habitat loss, environmental change,
pesticide poisoning, diseases, etc. Therefore, it is of
utmost importance to study plant-pollinator interactions
to find new methods to create climate-resilient systems.
Though it is known that pollination happens when
bees, hoverflies, and other insects fly from one flower
to another, how they identify the suitable flower
was an unknown mystery. Recently, biologists from
Bangalore and Sweden cracked the code behind insects’
choosy behaviour. The researchers developed a unique
methodology to identify the cues that the pollinators use
to choose suitable flowers. The authors then employed
multivariate data analysis to predict various combinations
of these cues that were attractive to pollinators. They
created artificial lures based on the predicted cues to
understand the preference behaviour better. Interestingly,
these fake lures successfully attracted pollinators.
According to this study, pollinators can be attracted to
artificial objects, which have no direct resemblance to real
flowers but possess particular combinations of attractive
cues. This technique is just like displaying fancy but fake
food at a food counter, where pollinators will get attracted.
By conducting specific experiments, one could identify
new ways to improve the attraction of the pollinators
towards the crop with the help of artificial lures and its
applications could revolutionize climate-resilient farming
in the future (Proceedings of the National Academy of
Sciences USA 2017, 114(50): 13218-13223).

Dr. Harsh Vardhan, Union Minister for Science & Technology, Earth Sciences
and Environment, Forests & Climate Change, along with Mr Yafes Osman,
Science & Technology Minister of Bangladesh on his right and Mr Abdul Latif
Roshan, Higher Education Minister of Afghanistan on his left, releasing the first
issue of Science Diplomacy at IISF 2017

‘Science Diplomacy’ is a CSIR-NISCAIR new initiative
offering a quarterly digest of India’s top scientific
research, innovation and policy developments in major
foreign languages and vice-versa. Dr. Harsh Vardhan,
Union Minister for Science & Technology, Earth
Sciences and Environment, Forests & Climate Change,
along with Mr Yafes Osman, Science & Technology
Minister of Bangladesh and Mr Abdul Latif Roshan,
Higher Education Minister of Afghanistan, unveiled
the first issue of Science Diplomacy at the inaugural
ceremony of the India International Science Festival
held at the Anna University, Chennai on 13 October
2017. Dr Manoj Kumar Patairiya presented the copies
of Science Diplomacy to Hon’ble ministers.
Science Diplomacy is being published by the CSIRNational Institute of Science Communication and
Information Resources (CSIR-NISCAIR), New Delhi.
Presently, the publication has been brought out in
English and Japanese and would be expanded to other
foreign languages in near future.

Editor General: Dr. Manoj Kumar Patairiya

Published by:
Dr. Manoj Kumar Patairiya
Director
CSIR - National Institute of Science Communication &
Information Resources (NISCAIR)

Editor: Dr. Monika Jaggi
Consulting Editor (Language): Prof. Ashok Kumar Chawla
Design and Formatting: Neeru Sharma
Production: Pankaj Gupta, Ashwani Kumar Brahmi
Printed at: CSIR-NISCAIR
Press, Vigyan Sanchar Bhawan, New Delhi
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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
インド・カナダ技術サミット2017:

二国間関係において新たなる一章
のMITACSがリードをとり、研究・産業協働を助長す
るための新規プロジェクトおよびプログラムの開始
に焦点を合わせた。この動きは、集学的研究パー
トナーシップの促進及び科学技術の応用によって
実践的な解決案の提供を目的としたものである。
カナダの研究者とインドの研究者との継続的、又
革新的なパートナーシップの促進のため、DSTセク
レタリー、Ashutosh Sharma（アシュト―シュ・シ
ャルマ）教授とカナダの自然科学工学研究委員会
（NSERC）の総裁、B.Mario Pinto（ビー・マリオ・
ピント）博士によってMoUも署名された。

２０１７年１１月１４・１５日インドの二ユーデ
リーでDepartment of Science & Technology (科学
技術局：DST)と Confederation of India Industry
(インド工業連盟：CII)の共催の２日間にわたる
インド・カナダ技術サミットは、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・バルダン）博士とカナダのイ
ノベーシヨン・科学経済開発大臣 Navdeep Singh
Bains（ナブディープ・シング・バインス）氏によ
り開始された。インド・カナダサミットは、イン
ドのDSTの科学技術研究委員会(SERB)およびカナダ

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・バルダン）博士、カナダのイノベーシヨン・科学経済
開発大臣 Navdeep Singh Bains氏（ナブディープ・シング・バインス）（その右側）とインドのDSTセクレタリー、Ashutosh Sharma（ア
シュト―シュ・シャルマ）教授（その左側）とともに、インド・カナダ技術サミット２０１７年を開始。
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CSIR-IICB がストレス

ナノコクーン：
新規薬物送達
粒子

コルカタのCSIR-Indian Institute of Chemical Biology（CSIRIICB；インド科学生物学研究所）の研究者は史上初めて、急
性精神的ストレスが胃に損傷を与え、胃潰瘍・ストレス関連
の粘膜疾患につながる分子レベルのメカニズムを同定した。
その研究は急性精神的ストレスがストレス反応経路を活
性化することを示した。研究チームは、脳からの信号を腸ミ
トコンドリアに伝達することに関与しているコルチコステロ
ンという分子を同定した。コルチコステロンはグルココルチ
コイド受容体（GR）の腸ミトコンドリアへの転座を引き起こ
し、それがミトコンドリア機能に悪影響を与える。当研究の
データは、粘膜細胞の内層に存在するミトコンドリアに有害
な遊離ラジカルが大量に蓄積し、ミトコンドリアの過剰分裂
とマイトファジー（傷害障害を受けたミトコンドリアを排除
する機構）につながっていることを明らかにした。
ミトコンドリア遊離ラジカルの補足またはミトファジー
の抑制によってストレス誘発胃潰瘍が予防できるという仮説
が立てられた。精神的ストレスがたまっている時胃の中でコ
ルチコステロンおよびグルココルチコイド受容体のレベルが
著しく増加した。コルチコステロンはいったん血液中に放出
されると、ミトコンドリアに入り、ATP生産と呼吸能を減少さ
せる。コルチコステロンがグルココルチコイド受容体に結合
するのを防ぐことによって、動物における胃損傷を防止する
ことができる。
一般的な二つの精神作用薬、ジアペザム又オランゼピン
（ストレス知覚をブロックするもの）を用いた前処置は、ス
トレス誘発性の増加したコルチコステロンの濃度を影響し、
胃粘膜傷害と出血を劇的に減少させた。興味深いことに、こ
れらの精神作用薬のどれも脳が関係しないところにおける
胃傷害に対してまったく保護作用がなく、胃の合併症を引き
起こすのは実に急性精神的なストレスであることを示してい
る。
本研究は、ストレス関連の不調を回避するためミトコン
ドリアの良い調子を目指す、副作用のもっとも少ない新世
代抗ストレス薬を提唱している（フリー・ラディカル・バイ
オロジー・アンド・メディシン２０１７年、113：424－438;
Free Radical Biology ＆ Medicine 2017,113：424-438)。

薬物送達は、所望の治療効果を安全に達成す
るため、体内に薬物を輸送するための様々な
アプローチがある。最近の開発は、カーボ
ン・ナノチューブの使用が含まれているが、
これらは一定の毒性がある。この毒性は、カ
ーボン・ナノチューブと生体適合性材とを組
み合わせることによって緩和することができ
る。

誘発胃潰瘍の分子メ
カニズムを発見

胃病変
ストレス
活性
グルココルチコイ 反応性
酸化剤
ド受容体

ETC

活性
HPA 系

脳

炎症性
損傷 アポトーシス

コルチコステロン

-酸化
RCR ATP

内蔵

急性精神的ストレスの際、脳と腸ミトコンドリアとの間のクロストーク
を示す図
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マドラスのインド工科大学(Indian
Institute of Technology, Madras) の研究チ
ームは、将来、潜在的な薬物送達システムと
して役立つナノサイズバの（ナノ コクーンと
呼ばして称される）生体材料を企画した。当
チームは、ポリエチレン・グリコール(PEG)と
いう生体適合性ポリマーを使用して、これら
の超小型のコクーンを小さな炭素繊維ととも
に合成した。PEGは、組織工学、薬物送達及び
バイオセンサーを介して生体医工学において
広く利用されている。

ナノコクーンは、１００から２００ナノ
メートルの範囲のサイズであり、１ナノメー
トルは１メートルの10億分の1である。生物
学的利用能が低いクルクミン（ターメリック
の活性抗癌剤）を用いて、これらのナノ構造
の効率性を調べた。興味深いことに、コクー
ン―クルクミン複合体は、脳癌組織内にクル
クミンをうまく送られたが、クルクミン単独
の場合、それはできなかった。
当チームは、これらの生体材料が血液
脳関門を越え、脳腫瘍部位に医薬品を送達で
きるかどうかを調べることを目指している。
また、実際の生活環境での適用性を調べるた
めには、調査が必要だ。これらのナノコクー
ンは、対象となる薬物送達のためさらに調
べる余地がある（ナノ構造とナノ物体2018,
13: 30-35; Nano-Structures & Nano-Objects
2018, 13: 30-35。
SCIENCE DIPLOMACY

プラスチックを使ったナノ
ファイバー統合バイオセン
サ：
感染症の迅速な発見

入り口

出口

三電極系付
きの組み立
てられた装
置の光学像

結合されていた。ヒスチジンに富むタンパク質 II
抗体は修飾された作用電極のセンシング表面に固定
化された。この装置は、血清にたとえ微量のマラリ
アのバイオマーカーが検出されたら、信号を記録す
る。

感染症を治療するには、早期発見が必要とされる。
発見方法としてはいくつかの方法が市販されている
が、それらが高いし、時間がかかるとともに専門家
を必要とする。従って、 コスト効果の高い、使い
やすい、小型、又効率の高い装置が今必要となって
いる。

この斬新な装置を操作するには、熟練技術者
を必要としない。この装置は非常に精密的で、1ミ
リメートロに1兆分の1グラムほど、極めて低い濃度
のマラリア原虫を発見できる。ごくわずかな原虫量
も発見できることを示し、それゆえに、感染を初日
に特定できる。

米国のカリフォルニア・デビス大学と共同
してインドのハイドラバード市にある
Indian
Institute of Technology （インド工科大学・ハイ
ドラバード）の研究者はバイオチップと酸化亜鉛を
使ったナノ物質を用いて、感染病発見のための低コ
ストデバイスを作り出した。この発明はマラリアの
初期段階での迅速な発見でその優れた腕前を証明し
た。

本装置は、特に医療や診断施設が簡単に利用
できない病気の流行地、又農村地域で役に立つ。
研究チームは、スマートフォンを使って医師や医
療コンサルタントに診断詳細を送信できる技術開発
に取り組んでいる。本装置はその他に多くの感染病
のバイオマーカー発見システムへの展開の可能性を
見込んでいる。(アプライド・マテリアルズ・アン
ド・インタフェース 2017年, 9(46):39994-40005;
ACS Applied Materials and Interfaces。

バイオチップは三電極系と統合されたセンシ
ングプラットフォームから作られている。後者は、
白金（対電極）、塩化銀（基準電極）と金（作用電
極）から作られている。テストされたこの特定の装
置において、ナノファイバーはマラリア抗原に特有
なヒスチジンに富むタンパク質 II 抗体と可逆的に

カスタステロン：農作物に重金属ストレス耐性を与える
重金属は、細胞内に複合化合物を形成し、全ての生物に対して濃度が高い場合大きな脅威となる。そし
て、一度環境に侵入したら、重金属は劣化しなくなり、生物蓄積につながって、汚染を起こす。重金属
で汚染された農耕用土壌は農作物生産高を減らすだけではなく、憂慮すべきレベルの有害な重金属汚染
食品も産み出したことがわかった。このような汚染食物の摂取は人間の健康に悪影響を与える。農耕用
土壌の大部分は重金属汚染を受けているので、農作物が耐重金属性を与えるだけではなく、重金属をよ
り少なく吸収できるようにすることも不可欠である。
インドのパンジャブ州のいくつかの大学で行われた共同研究は、カスタステロンとして知られて
いる化学品に予浸したアブラナの種が重金属汚染に対してより良く耐えるとを報じた。カスタステロン
は、植物のブラシノステロイド（ホルモン）経路の最終製品であるようで、様々なストレスに対して活
性化することが知られている。研究チームは、カスタステロンに予浸した種が重金属ストレス下で酸化
防止剤の増加につながった。当方法は植物に対して将来直面可能なストレス状況を耐えられるように手
伝う。科学者らは、未処理種に比べ、カスタステロンにて前処理したからしの種が重金属の銅にさらさ
れた場合も良好な成長を維持できたことを明らかにした。さらに、その農作物は銅の蓄積も少なかっ
た。ストレス軽減に関係する遺伝子のレベルが高く発現され、ストレス耐性の増加を示した。
当研究は、カスタステロン応用により重金属汚染の農耕用土壌でアブラナの植物のパファマンスが
向上したことを示した。本ブラシノステロイドのフル潜在力はまだ未開拓のままであるが、農作物の重
金属耐性を向上させることに当たって将来の実験計画に対して大きな重要性を持つ。「環境（生体）毒
物学及び環境安全性、２０１８、１４７：７２５－７３４; Ecotoxicology and Environmental Safety
2018, 147: 725-734」。
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『科学ディプロマシ
ー』は、インド国際科
学祭2017年の際刊行さ
れた。

偽物の花：
送粉者を誘
い寄せるた
めのユニー
クな戦略
送粉者なしの世界は植物なしの世界となり、植物な
しの世界は生命なしの世界となるであろう。顕花植
物の大半は送粉者に依存し、最近、生息場所消失、
環境変化、農薬による中毒、病気などで蜂と他の送
粉者が多大の損害を受けている。従って、気候に耐
性を持つシステムを作る新たな方法を見つけるた
め、植物と送粉者の関係を研究するのは大変重要と
なってきました。
受粉は蜂やハナアブや他の虫が一つの花からもう
一つの花に移動することによって行われるプロセス
として知られているが、適切な花はどう同定してい
るのかは謎であった。最近、バンガロールとスウェ
ーデンからの生物学者は虫の選択的行動の原因を突
き止めた。生物学者は、送粉者が適切な花を選ぶの
に使用するシグナルを見つけるためにユニークな方
法論を展開した。そこから、送粉者を誘引するシグ
ナルの数多くのコンビネーションを予測するのに多
変量データ解析を利用した。優先的な行動をよりよ
く理解するために予測したシグナルに基づく人工的
な引き付けも作った。面白いことに、この偽装な引
きつけは送粉者を誘引することに成功した。
本研究によると、本物の花との明白な類似点な
く誘因シグナルの特定のコンビネーションをもった
人工物によって送粉者を誘引することができるそう
だ。送粉者を誘引するこのテクニックはカウンタ
ーで偽物の美味しそうな食品を並べることと同じで
ある。特定の実験を行うことによって、人工的な引
き付けを利用して、農作への送粉者の誘引を高め
るために新たな方法が見つけられ、将来その応用
が気候に対して抵抗力のある農耕をおこし革命を
もたらすことができる。「米国科学アカデミー会報
2017、114(50): 13218-13223; Proceedings of the
National Academy of Sciences USA 2017, 114(50):
13218-13223」。
総編集長: マノージ・クマール・パテリヤ 博士
編集者: モニカ・ジャッギー博士
コンサルティング編集者（言語)：アショク・クマール・チャウ
ラ教授
デザイン：ニール・シャルマ
プロダクション：パンカジ・グプタ、 アシュワニ・クマール・
ブラーミ
印刷所：ニュー・デリー、ヴィギャーン・サンチャール・バワ
ン、 CSIR-インド国立科学コミュニケション・情報資源研究所

DECEMBER 2017

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・バルダン）博士、バングラデシュの科学技
術大臣 Yafes Osman氏 (ヤフェス・オスマン)(その右側)とアフ
ガニスタンの文部大臣 Abdul Latif Roshan氏 (アブドゥル・
ラティフ・ロシャン)（その左側）とともに 科学外交の第1号を
IISF 2017で発表している。

『科学ディプロマシー』は、インドのトップの科
学研究、イノベーション、政策展開の四半期要約
を主要な外来言語で、またその逆のバージョンを提
供するCSIR-NISCAIRの新しいイニシアチブである。
科学技術、地球科学、環境、森林と気候変動の連
合大臣、Dr. Harsh Vardhan （ハーシュ・ヴァルダ
ン）博士は、バングラデシュの科学技術大臣 Yafes
Osman （ヤフェス・オスマン）氏、アフガニスタン
文部大臣 Abdul Latif Roshan (アブドゥル・ラティ
フ・ロシャン) 氏とともに2017年10月13日にチェン
ナイのアンナ大学で行われたインド国際科学祭の開
会式の際『科学ディプロマシー』、第1号を刊行し
た。Dr. Manoj Kumar Patairiya（マノージ・クマー
ル・パタリヤ博士）が大臣らに『科学ディプロマシ
ー』の発行物を進呈した。
『科学ディプロマシー』は、ニューデリーの
CSIR-科学コミュニケーション情報資源国立研究所
（CSIR-NISCAIR)により出版されている。現時点で
は、当刊行物は英語と日本語で出版されており、近
い将来、他の外国語でも展開予定である。
発行：
マノージ・クマール・パテリヤ 博士、 所長
インド国立科学コミューニケイション・情報資源研究所

(NISCAIR)

科学・産業研究委員会 (CSIR)
ヴィギャーン・サンチャール・バワン
〒 110012、インド、ニューデリー、Dr. K.Sクリシュナン・マールグ
電話番号: +91-11-25846024 ; ファクス: +91-11-25847062
Eメール: director@niscair.res.in; ウェブサイト: niscair.res.in
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