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総合的評価（書面評価）  

 

評  価 

Ａ 想定以上の成果をあげており、当初の目標は達成された。 

Ｂ 想定どおりの成果をあげており、当初の目標は達成された。 

Ｃ ある程度成果があがり、当初の目標もある程度達成された。 

Ｄ 成果が十分にあるとは言えず、当初の目標はほとんど達成されなかった。 

コメント 

 

現在、世界規模での人口の急増により、21 世紀中頃には世界人口が 90～100 億人に達する

と予測されている状況では、食料、水、エネルギーなど多くの資源が不足することが危惧さ

れている。また、海外では近年、魚食に対する関心が高まっており、国際間での水産物の争

奪戦などが生じていることは周知の事実である。一方、我が国では食品の偽装問題や農薬の

混入事件などに端を発し、食の安心・安全志向は極めて高い。このような国内外での状況を

勘案すると、日本国民が一定の衛生基準を満たした水産物を確保することが非常に厳しい状

況にあると認識せざるを得ない。このような状態を打破するためには、養殖業の盛んな東南

アジア諸国、とくにタイやベトナムなどで高い安全基準を満たした魚介類を養殖してもら

い、さらに加工するための技術を導入し、それを忠実に実施して製造した水産物を輸入する

ことが重要である。こうした状況の中で、本事業は、将来起こるかもしれない食糧危機に対

処するため、「食の安全保障」を構築する先鞭をつけたものと位置づけるべきものであろう。 

結論としては、本事業は十分成果を残しており、セミナー等で交流を行い、社会への成果

の還元を果たしており、当初の目的は達成していると判断する。 

まず、本事業による学術面の成果が大きく上がっている点を評価したい。国際標準のジャ

ーナルに本事業期間内に 31 報もの論文を公表できたことは、関係者の高い研究能力もさる

ことながら、日・タイの研究者の着実な協力関係が成り立っていたことを物語っている。ま

た、国際学会での発表数も多く、今後さらに高レベルの論文発表が日・タイ両国から続くこ

とが予期できる。ほぼすべての学術的な成果は、当初本事業が設定した問題意識の範囲内に

あるもので、科学的に予想を超える革新的な成果が得られたわけではない。しかしながら、

どの研究も科学として高いレベルを保った成果をあげている点は、共同研究の成果として特

筆すべきであろう。 

研究教育活動の拠点構築の観点からは、本事業は、拠点校となった東京海洋大、カセサー

ト大、共に自身の研究教育活動が活発に行われただけでなく、それぞれが多くの大学、研究

機関と研究教育活動を展開できたといえる。拠点校の研究教育活動が活発であるだけでな

く、幅広く拠点校を中心とした大学、研究機関のつながりが必要であり、この点からは大い

に評価出来る。特に、全期間を通して、年あたり 30 名を超える日本側研究者・学生がタイ

を訪れ、交流を深めた点は高く評価される。このような人的な交流が、高いレベルの研究成

果を支えたと考えられる。また、二校間の協力体制に関しても、震災等のハプニングがあっ

たのにも関わらず、活発に共同研究が展開されていたことも大いに評価出来る点である。一

方で、二国間の交流として日本側からの派遣が多数であったのにも関わらず、タイ側からの
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派遣人数が少数であった点については、双方向の交流という観点で課題が残った。 

研究成果の社会還元という側面では、東京海洋大学を中心とし、単に技術の導入を行うの

ではなく、共同研究やセミナー、あるいは社会人セミナーを通して安全基準の確保やそれを

発展させるに必要な研究方法や成果、考え方などをタイの大学教員や若手研究者、企業人に

伝える努力を行った。このことは、目標に掲げた「安心・安全な養殖魚介類の生産技術」の

構築にとって、確かな礎となったと評価できる。これらの成果を、養殖業や食品産業に波及

させるためにはさらなる実用化に向けた努力が両国に必要であるが、本事業による人的ネッ

トワークがそれを可能にすると期待できる。更に、長期的観点からは、今後カセサート大を

拠点としてさらに強化し、東南アジア全体へと研究教育活動を展開する可能性を期待した

い。本事業によってまかれたシード（種）により、今後、東南アジア諸国の養殖・水産加工

技術が飛躍的に向上し、それらの国の経済発展の礎として、さらに発展していくことが期待

される。 
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１．これまでの交流を通じて得られた成果  

 

観  点 

・研究交流活動を通じて「学術的側面」「若手研究者の養成」「研究教育拠 

点の構築」の観点から成果があったか。 

・研究交流活動の成果として優れた研究業績が発表されたか。 

・本事業により得られた成果の社会への還元があったか。 

・当初予期していなかった活動成果があったか。 

 

評  価 

□ 想定以上の成果があがった。  

■ 概ね成果があがった。  

□ ある程度成果があった。 

□ 成果があがったとは言えない。 

コメント 

・研究交流活動を通じて「学術的側面」「若手研究者の養成」「研究教育拠点の構築」

の観点から成果があったか。 

研究成果の面から、学術的な効果があったものと推察される。 

アンケートなど具体的な効果の事例があるわけではないので、直接的な効果の現れを測

ることは難しいが、両国の若手研究者の養成は、概ね効果的に実施されたと考えられる。 

研究教育拠点の構築の観点では、日本側については、東京海洋大学を拠点として、他に

日本の 8 大学が本交流活動に参画し、各大学の担当者が有機的に交流を重ねたことが確認

できた。特に、コーディネーターを中心とした成果や研究計画の取りまとめが、国内外の

学会の機会を捉えて着実に進行された点は評価できる。一方で、タイ側のネットワーク構

築としては、15 年にわたる拠点大学交流の実績を踏まえ、タイ側との広く深い人的ネット

ワークが構築できているが、その範囲は計画当初の想定を超えるものではないようで、さ

らなるタイの大学間の交流促進が進むように期待する。 

 

 

・研究交流活動の成果として優れた研究業績が発表されたか。 

 

両国からの研究業績が多数有り、学術面での成果は満足できるレベルであると評価でき

る。特に、研究インフラの日本とタイ間での格差を考えるときに、日本・タイの大学の本

格的な共同研究には困難な面があると想像したが、注意深い役割分担を通して、本事業に

よる共同研究が科学的なレベルの高さを維持しつつ、タイ側の大学のレベル向上に役だっ

ていると認められる。特に、バイオテクノロジーを駆使した共同研究プラットフォームを、

豊富な甲殻類・魚類養殖の研究フィールドをもつタイに根付かせることが出来た点は高く

評価できる。 

研究業績の発表状況については、日本・タイ両国の大学を発信元として、Fish & 

Shellfish Immunology, Vaccine, Developmental and Comparative Immunology など、世

界標準のジャーナルに 31 編の論文を公表しており、そのうちの半数は相手国研究者との
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共同論文であることから、十分な成果が得られていると判断される。ただし、本事業の性

格上致し方ない点はあるが、水産学関係／比較免疫学関係の常識を大きく超えるような卓

越した科学的発見があったわけではない。 

国際会議における発表状況も満足すべきレベルである。特にタイ側からの発表が１／３

を超えている点は、今後の研究レベルの向上をさらに期待させるものである。 

 

・本事業により得られた成果の社会への還元があったか。 

  

日本・タイ両国でセミナーやシンポジウムを開催するとともに、タイ・カセサート大学

やタイ輸出入協会食品関連部門と連携して、食品関連企業の実務者および大学院生を対象

に社会人公開セミナーなどを実施して、水産物の衛生管理の向上など成果の社会還元の機

会は十分設けられている。セミナー等を契機とした民間との共同研究が今後どの程度立ち

上がるかによって、成果が結実するかどうかという最終的な成果が見えてくるだろう。 

また、一部の研究成果については、既に、プロバイオティクスやエビのワクチン試験な

どのように、近い将来に実用化が見込まれるものが含まれている。これらの成果は、社会

還元として捉えることができるであろう。 

 

・当初予期していなかった活動成果があったか。 

  

報告書の中では、これに関する記載は見当たらないが、無魚粉飼料、魚油添加、ある

いは各種環境因子が免疫系に与える影響などは、当初の想定を超える成果として認めう

る。また、国際セミナーを通して、予想以上に若手の育成（意識向上）が進んだと考え

られる。 
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２．事業の実施状況 

 

観  点 

・研究交流目標達成に向けて、「共同研究」「セミナー」「研究者交流」を適

切に計画し、実施したか。 

・国内外の拠点機関及び協力機関間の実施体制・協力体制等は適切であっ

たか。 

・研究交流活動の実施にあたり、適切に経費が執行されたか。 

・相手国において交流を行うに十分なマッチングファンドが確保されてい

たか。 

・中間評価における指摘事項等について、適切に対応されたか。 

 

評  価 

□ 想定以上に効果的に実施された。  

■ 概ね効果的に実施された。  

□ ある程度効果的に実施された。  

□ 効果的に実施されたとは言えない。 

コメント 

・研究交流目標達成に向けて、「共同研究」「セミナー」「研究者交流」を適切に計画

し、実施したか。 

 

共同研究の計画は適切であったと判断される。また、その遂行は、経費の執行を含めて

ほぼ計画通りと評価できる。31 編の国際誌論文を公表できた点において、経費が有効に活

用され、十分な研究成果を上げたと考えられる。 

セミナーの開催についても、国内外で、全事業期間を通して着実に開催され、その内容

も基礎的な側面から、応用展開を含むものまで、ストーリーを感じさせるものである。こ

れらのセミナーを通して、若手の育成と交流が進んだことも窺われ、本事業の目的を果た

している。 

研究者交流については、報告されている回数が少なく、その機会を特に設けることが本

当に不必要であったのか検討の余地はあるものの、セミナーや共同研究を数多く行ってお

り、その機会に交流を行っていたと考えられる。 

 

・国内外の拠点機関及び協力機関間の実施体制・協力体制等は適切であったか。 

 

両国側とも多くの大学、研究機関が参画しており、実施体制は十分であったと考える。

日本側は東京海洋大学を拠点として、北海道大学、東北大学、東京大学、京都大学、広島

大学、宮崎大学、水産大学校および日本獣医生命科学大学が協力機関として参加した。ま

た、タイ側はカセサート大学を拠点として、チュラロンコン大学、ワライラック大学など

が協力機関として参加した。各年度において、すべての大学の担当者が綿密な打ち合わせ

と報告を繰り返しており、業績にもこの体制が反映されていることから、実施体制と協力

体制は、事業期間を通じて確固たるものであったと評価できる。特に事務的なサポートが
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円滑に進行したことが、本事業の成功に大きく貢献している。 

今後、本事業は関連産業を振興するための産学官連携強化に結びつくことが期待される

が、それが具体的にどのように達成できるかの道筋を検討する必要があるだろう。 

 

 

・研究交流活動の実施にあたり、適切に経費が執行されたか。 

 

全事業期間を通じ、日本側の経費使用額は約 4600 万円であり、その内、外国旅費が 66％、

国内旅費が 7％を占め、適切なバランスで予算措置され執行されたと判断される。特に、

初年度に物品費が多いが、これは共同研究インフラを確立させるためには適切な執行であ

ったと推察される。 

 

・相手国において交流を行うに十分なマッチングファンドが確保されていたか。 

 

全期間を通じ、タイ側で毎年度 800 万円〜5500 万円と十分な額のマッチングファンドが

確保され、研究者の相互交流の深化に貢献したことが伺われる。 

 

・中間評価における指摘事項等について適切に対応されたか。 

 

中間評価時に指摘された、国際会議やシンポジウムでの発表を促進すべきという点は、

セミナーへのタイ以外の研究者や大学院生の招聘・参加や、セミナー講演・研究討論など

を適切に計画し、概ね効果的に実施されていることから、適切に対応していると言える。

また、研究者交流については当初の 1 件のみに留まっているが、日本国内でのセミナーも

開催されている点は、中間評価への指摘に適切に対応していると言える。 

関連学問・産業分野の問題解決を図るような協議会組織の確立については、既存の研究

者ネットワークを超える明示的な組織にはなっていない。ただし、現実的には、人的ネッ

トワークの広さと深さで、問題解決に臨むことが可能となっているようである。関連した

基金及び研究センターの設立は不明である。 
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３．今後の研究交流活動計画 

 

観  点 
・事業終了後も世界的水準の研究教育拠点として、継続的な研究交流活動の 

実施が期待できるか。 

 

評  価 

■ 想定以上の成果が期待できる。  

□ 概ね成果が期待できる。   

□ ある程度成果が期待できる。  

□ 成果が期待できない。 

コメント 

・事業終了後も世界的水準の研究教育拠点として、継続的な研究交流活動の 

実施が期待できるか。 

 

本事業の目的は、「安心・安全な養殖魚介類の生産技術」の構築を目指し、バイオテクノ

ロジーを利用した水産食資源の増産のために技術開発ならびに水産食品のリスク管理技術

の開発とリスク防除技術の確立を行うことである。すなわち、研究交流を通した「人材育

成」という点に主眼をおくことで、日本からの技術導入に頼るだけでなく、タイ国内での

関連技術の向上を促すことによって水産物における「食の安全保障」ともいうべきシステ

ムを構築しようとするものである。 

本事業に参画した研究グループには若い研究者が多く、今後の各グループの発展がさら

に期待できる。個々のグループ単位でだけでなく、すべての研究グループがこれまでも強

固な協力関係を保っているので、本事業でさらに強固になった人的ネットワークは、今後

の研究交流活動にも十分に活かされると期待できる。また、タイ輸出入協会の協力を得て

実施した社会人セミナーなどを通じ研究成果の啓蒙も図っていることも評価できる。 

また、人材育成の面から見ても、研究者だけでなく、大学院生を中心とした若手の育成に

も成功していることは、本事業が高く評価される点である。日本側の研究者・大学院生は

元より、タイ側の研究者も国際的評価の高い学術誌に発表できるレベルに達しており、さ

らに本事業に参加した多くの大学院生が研究交流を通じて研究者・技術者として関連する

産業分野の民間企業に多く巣立っていると考えられる。 

こうした研究成果の啓蒙活動や人材の輩出を通じ、今後の国際的な産官学協同事業に向け

て、インフラとしての人的ネットワークが整備されたと認められる。 

東京海洋大学とカセサート大学は、本事業の前にも 10 年間にわたり拠点大学交流事業を

継続して展開しており、地道な努力が本事業の成功に結び付いたといえる。これらのこと

は、本事業終了後も、水産養殖およびリスク防除分野において世界的水準の研究教育拠点

として、継続的な研究交流活動の実施が十分に期待できることを示すものである。今後、

両大学は、二国間だけでなく東南アジアにまで拡がる拠点として活躍することの期待は高

い。但し現状では、日本側参加研究者には日本だけでなく多数の国からの参加者が見受け

られ、東京海洋大学を拠点とした研究教育活動には期待が出来るが、タイ側からはタイ国

内からの参加者のみであったので、カセサート大を拠点とした今後の東南アジア展開は未
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知数である。 

加えて、事業の継続・発展のという点では、研究者交流および共同研究を継続するため

の資金も必要であり、これまでに構築してきた協力体制を発展させるために、外部資金の

獲得を行う必要がある。この点についても明確ではないが、研究業績は数多く残されてお

り、研究費獲得については期待が出来るので、今後は、将来に向けたビジョンを具体化し、

文部科学省以外の省庁所管の研究センター等との共同事業とすることや民間の関連企業等

による基金の設立も視野に入れる必要がある。 

 

 

 


