
 

拠点大学交流事業 事後評価結果（平成16年度終了分） 

 

 

テーマ 熱帯水圏における水産資源の持続的開発・利用に関する研究 

日本側拠点大学名 
東京海洋大学 
（平成１５年９月まで東京水産大学） 

相手国側拠点大学名 インドネシア・ディポヌゴロ大学 

交流開始年度 平成７年度 

交流終了年度 平成１６年度 

予算配分 平成 ７年度  ２２，２８１千円 

平成 ８年度  ２４，３９２千円 

平成 ９年度  ２５，６００千円 

平成１０年度  ２４，８００千円 

平成１１年度  ２７，０００千円 

平成１２年度  ２４，３００千円 

平成１３年度  ２３，０００千円 

平成１４年度  ３１，０００千円 

平成１５年度  ２９，６８６千円 

平成１６年度  ２８，０００千円 

合  計  ２６０，０５９千円 

 

 

総合的評価 

 

Ａ 学術研究及び国際交流のいずれの観点からも、とても優れた事業を行ったと判断できる。順

調に交流が行われ、目標を達成できた。 
 
B 学術研究及び国際交流の観点からみて、優れた事業を行っていると判断できる。 
いくつかの課題はあったが、おおむね目標を達成できた。 

 
C 予想外の困難な状態が発生したなどの理由により、学術研究及び（又は）国際交流の観点か
らみて課題が多く、目標が達成されたとは言い難い。 
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総合的所見 

 
 
 インドネシアは、大小様々な数千の島々がアメリカ大陸を横断する規模の距離のなかに点在し

ていることが大きな地理的特徴として挙げられるが、各地域の有力大学を協力大学として交流を

開始した本事業は、その規模をカバーする交流のネットワーク構築が最大の問題であったと考え

られる。それに加え、政情不安や研究インフラの不備等、多くの困難な状況を抱えながら本事業

はスタートした。 
 
こうした困難な状況にもかかわらず、本事業は、国情に合致した適切な課題設定のもと、我が

国有数の水産系総合大学という特徴を活かして構築された実施体制により、多くの困難を克服し

つつ、国際セミナー、国際ワークショップ、共同研究、技術移転、人材育成などを通して、学術

研究および国際交流のいずれの観点からも大変優れた成果を挙げたと評価できる。 
 
本事業終了後も、海洋国家インドネシアの国策としての「海からの食糧資源確保」という要請

に応えるべく、その人的ネットワークを活かした新たな展開が期待され、交流の目的を十分に達

成できたと判断するものである。改めて、コーディネーターの意識と手腕の高さを評価したい。

 

＜特に優れている点＞ 
○ 厳しいインドネシアの社会情勢の中、数多くのセミナー、ワークショップを開催してきた。
○ ワークショップや共同調査等に練習船を利用できるようプロデュースし、特色ある運営を行
った。 

○ セミナーごとにプロシーディングスをまとめることにより研究シーズを整理し、これを迅速
に出版してきた。 

○ インドネシア国内の各大学および研究者間のネットワークを作ることができた。 
○ インドネシア若手研究者に国際セミナー主催のノウハウができた。 
○ インドネシアからの留学生を受け入れ、多くの修士、博士学位取得者を輩出した。 
○ 標本採集、調査、資料収集等を互いにサポートしあえる深い信頼関係が生まれた。 
 
＜課題＞ 
○ 環境に関する研究課題（海洋の物理化学的観測の他、プランクトン、ベントス、資源解析等）
に欠く。 

○ 日本側コーディネーターの交替が多い。 
○ 研究体制の4部門において、水産生物・養殖部門と漁業技術部門で研究内容が重複しており、
「水産生物の生理・行動」の位置づけが曖昧。 

○ 日本側協力大学の事業における参加が報告からは見えない。また、日本側協力大学とインド
ネシア側拠点および協力大学との交流がなされていない。 
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観点別評価 

 

１．事業の目標（１０年間を通じて達成すべき目標として定めたものが明確であったか） 

 

評 価 

Ａ 

 

（コメント） 

 

近年人口増加の著しいアジア地域において、持続的な食料生産技術の構築は急務とされている

が、本事業は、「インドネシアの熱帯水圏における水産資源の持続的開発と利用に向けた学術交

流」を上位目標として定め、水産食品、養殖業、漁業技術、漁業経済の４部門を設定し、部門毎

に共同研究の個別課題を設け、１０年間を３期に分けて実施された。 

 

４部門それぞれにおいて達成すべき目標として定められたものは明確である。水産業関連技術

と調査開発研究技術の移転が行われるとともに、研究成果の公表や新しいニーズを見いだすため

のセミナーやワークショップの開催を通じて研究人材の育成が行われた。また、「開発先行主義」

による水産資源の枯渇、沿岸環境の悪化をインドネシアで再現させないために、我が国での経験

を生かした、食品、養殖、漁業、経済の水産分野の主要４部門での国際協力、共同研究の開拓、

人材育成が行われた。 

 

食料安定供給と環境問題回避が本事業における目標の２本柱と読み取れるが、強いて言えば、

養殖部門第３期の“生物多様性の保全”を除いては、「開発」が強調された応用研究に目標が偏

っている。水産生物の生理・行動、海洋プランクトン・ベントスの動態、海洋環境測定、資源解

析、等々の基礎研究に関する項目があっても良かったのではないか。 
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２．これまでの実施状況 

 ２－１．事業の全体的な体制 

 （コーディネーター、拠点大学、協力大学、協力研究者による実施体制は適当であったか。（日本側及び相手国側とも）） 

 
評 価 

Ａ 

 

（コメント） 

 

日本側のコーディネーター、拠点大学、協力大学、協力研究者による実施体制に関しては、き

め細かく計画されており、本事業を実施するに当たりほぼ申し分のない体制内容である。東京海

洋大学内に拠点大学小委員会を設け、同校で同時に実施されているタイとの拠点大学事業とジョ

イントしたことで、アジアにおける同類の問題を総括的に審議する体制であった。 

 

一方、インドネシア側の実施体制に関する情報がやや少ない印象があるが、４つの研究部門に

それぞれサブコーディネーターをおき実質的な交流計画の立案、実行に当たったこと、インドネ

シア全国にまたがる有力大学が協力大学として参加したことなど、実施体制は適切であったと判

断される。 

 

ただし、日本側コーディネーターが、第２期から第３期にかけて３人が２年毎に交替したこと

についてはやや疑問である。“それぞれ任期の課題を担当”するための特殊な理由もあったとは

思うが、2-4（14 頁）にも３年フェーズでの全体調整を行ったとしており、１人が３年以上を担

当した方が、全体の流れを把握でき、円滑なプロジェクトの調整が行えたのではないか。相手国

側との信頼関係を深める上でも、実質のリーダーが頻繁に交替しない方が望ましいのではないだ

ろうか。 
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２－２．共同研究の体制 
（共同研究を実施するに当たっての枠組み・活動内容は適当であったか。（具体的な成果は、[3-2.]で記載されている。）） 
  

評 価 

Ｂ 

 

（コメント） 

 

全体課題の下に、水産食品、水産生物・養殖、漁業技術、漁業経済の４部門を設定し、部門毎

に課題を設定し、さらにその課題のもとに複数の小課題を設け、共同研究を実施している。小課

題から判断される活動内容は、全体課題の目標達成にとって適切であったと判断される。 

 

 なお、水産生物・養殖技術部門の水産生物を切り離して、例えば「水産生物部門」、として５

部門構成にする（例：2000年セミナーの部門；25頁）ことも考えられたのではないか。 

 

各部門に関する改善点としては、次のようなものが考えられる。 

《水産食品部門》 

“利用”に重点が偏る。“鮮度判定”以外にも、加工過程での「水産物の安全と安心」が取

り上げることも考えられたのではないか。 

《水産生物・養殖部門》 

日本側とインドネシア側の参加者の差がやや大きい。これの原因としては、漁業技術部門

の小課題3：「水産生物の行動と生理」を本部門のテーマと想定したインドネシア側参加者（18

頁3-1-2-1）が含まれたためと予想する。 

《漁業技術部門》 

小課題が整理されていないように感じる。1999年セミナーでの分類（24頁）の方が適切と

思われる。１が運航、２、３、４が漁具・漁法、５が計測、の３つの枠組みではないだろう

か。 

《漁業経済部門》 

かかげられた技術・流通の発展の他に、漁業協同組合、市場の構造と制度、老人、女性、

未成年を含めた漁村コミュニティのあり方、後継者の確保、諸外国とのマネジメントの方法、

等々、将来を見据えたテーマがあっても良かった。 
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２－３．セミナーの実施状況 
（セミナー実施体制、内容は適当であったか。（具体的な成果があれば、[3-3.]で記載されている。）） 
 
評 価 

Ａ 

 

（コメント） 

 

 明確な目的を設定したセミナー、シンポジウム、ワークショップが精力的に開催されている。

インドネシア側で国内学会の設立の動きが出てきたことは本事業の大きな成果である。 

 

１０年間の前半には分科セミナーを各１回、また、事業が進行してきた後半には全部門の合同

セミナーを隔年で開催し、非常に適切かつ活発な活動ができている。また、これらの業績をまと

めたプロシーディングスが、インドネシア側で高く評価されたことは、セミナー開催の成功を裏

付けている。 

 

セミナーと並行して開催された計１２回のワークショップは、両国の水産事情を互いに理解し

合う上で重要であった。 

 

練習船をインドネシアに寄港させて開催したワークショップは、海洋大学だからこそできる企

画であり、日本の水産研究の拠点大学としての重要な役割を果たしたものと高く評価できる。 

 
 

 
２－４．研究者交流など、その他の交流の状況 
（研究者個人の交流など共同研究、セミナー以外の交流は適切に実施されたか。（概要について記載されている。）） 

 
評 価 

Ｂ 

 

（コメント） 

 

 水産食品部門は、５つの小課題が設定されているが、招聘、派遣ともに交流人数がつねに年間

5名以下であり、人数が少ない。 

 

その他の３研究部門では人数、内容ともに交流は適切に実施されていると判断される。 

 

経費節減を行い、できるだけ多くの派遣を行った努力は良い。派遣、招聘とも、１０年間を通

じてコンスタントに行った点も、さまざまな政治的情勢の中での努力がうかがえる。 
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２－５．事業に対する相手国拠点大学、対応機関との協力の状況 
（交流を実施するに当たって、相手国との協力関係をどの程度構築できたか。） 

 
評 価 

Ｂ 

 

（コメント） 

 

 相手国の協力大学全てにおける学術交流協定の締結、６回の国際セミナーと１２回の国際ワー

クショップの共同開催、個別の共同研究等を通して、成果の発表、意見交換が活発に行われ、協

力関係が高いレベルで構築されたことは大いに評価できる。 

 

また、インドネシア側拠点大学および７協力大学すべてが、“海洋大学との連携の重要性を十

分に理解し”（16頁12行目）、学術交流協定を締結できたことは素晴らしい成果である。 

 

しかしながら、東京海洋大学以外の日本側１４協力大学と、インドネシア側の大学との学術交

流、および協定の締結も活発に行うべきだったのではないか。両国の協力大学にはそれぞれ、取

り扱う技術、生物種、水域環境、等々の得手不得手や、研究を行う上での独自のメリット、人材

を持ちあわせているはずであり、本事業においては、これら個々の協力大学を引き合わせる責務

も、東京海洋大学に委ねられていたはずである。 
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３．これまでの交流を通じての成果 

３－１．交流による学術的な影響 
（必要に応じて、日本、相手国、第３国、に分けて記述されている。） 
 

評 価 

Ａ 

 

（コメント） 

 

水産食品、水産生物・養殖、漁業技術、漁業経済の４つの研究部門それぞれにおいて、設定さ

れた小課題ごとに大きな学術的成果が得られており、インドネシアにおける水産学の学術レベル

および水産業の技術レベルの向上に大きく貢献したと判断される。 

 

いずれの部門でも本事業の課題から多数の学位論文が出されている。また、日本の様々な先端

技術をインドネシア側に伝えるとともに、日本側もインドネシアのマングローブ生態系の豊か

さ、未開拓の有効資源、風土にあったさまざまな水産技術、等々を学ぶことができ、素晴らしい

学術交流が成されたと評価する。 

 

なお、各部門については、以下のような点が挙げられる。 

《水産食品部門》 

未利用水産資源を利用した新規加工品の開発、伝統水産製品の品質向上等に関しては各小課

題で学位論文を仕上げ、また、インドネシア側研究者に開発・利用に対する研究の興味を持

たせたことは高く評価できる。反面、“開発・利用”が先行した感があり、鮮度判定の他にも、

現在、日本の国民が「加工食品」において最も危惧している問題の「食の安全と安心」につ

いての学術交流も行えるとさらに良かった。 

《水産生物・養殖部門》 

資源豊かなマングローブの生物学に関したセミナーのセッションは、インドネシア側研究

者の関心も非常に高かったようであり、沿岸生物資源の再生を目指している日本側にとって

も有意義な学術交流であったと思う。この調査が、インドネシアの風土にあった“環境調和

型養殖技術”にも反映されたものとうかがえ、本部門内の小課題が互いに学術レベルを高め

合ったに相違ないと評価する。 

《漁業技術部門》 

各小課題で数々の学位論文を発表し、また、インドネシア側協力大学で出す学位の審査委

員として日本側研究者が指名されたことは、両国の信頼関係が深まった証であると高く評価

できる。一方、本部門の小課題はやや小分けしすぎているように思われ、例えば小課題２、

３、４は１つの課題にまとめた方が統合的な内容の研究ができたように感じる。また、小課

題３は水産生物・養殖技術部門の成長や繁殖の生理学（19頁 7行目）においても重要な学問

分野であり、むしろ「水産生物の行動と生理」として水産生物・養殖技術部門に入れ、漁業

技術部門では小課題２や５とともに「漁獲生物の行動と生理」を意味するテーマを考案して

はどうだったろうか。 

《漁業経済部門》 

経済情勢悪化の渦中で飛躍的な成果は得られなかったようだが、2003 年以降に、今後、時

間をかけて行うべき共同研究テーマ「エビ養殖池の環境修復による経済効果」を立ち上げて

いる。インドネシアの水産の現状をふまえたテーマであるが、やや専門が偏りすぎているよ

うに感じる。今後は、インドネシア側拠点大学および協力大学と締結した協定を基盤に、さ

らなる幅広い研究テーマを計画し、活発な学術交流がなされることを期待する。 
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３－２．共同研究を通じて発表された研究業績 
（[2-2.]を通じての成果が記載されている。論文リストも添付されている。） 

 
評 価 

Ａ 

 

（コメント） 

 

学術論文への公表が非常に活発に行われており高く評価できる。また、セミナーやワークショ

ップの講演要旨、プロシーディング等をシリーズの出版物にまとめたことは、未開花の研究テー

マを将来の新しい展開のために整理しておくという意味でも大いに評価できる。 

 

 
 
 
３－３．セミナーの成果 
([2-3.]の実施を通じての成果について記載されている。) 
 

評 価 

Ｂ 

 

（コメント） 

 

１０年間の交流事業のなかで６回の国際セミナーが開催されており、年度を重ねるにしたが

い、参加人数、発表件数がともに増えている。これは１０年の間に両国が課題の重要性に対して

理解を深め、事業が熟成していったことの裏付けであり、セミナー開催の成果を高く評価できる。

 

また、会場での論文の受け付け、プロシーディングスの年度内出版は、業績を迅速にペーパー

にまとめるという丁寧な事務であると評価できる。 

 

しかし、インドネシア側からは拠点大学の他、７協力大学も積極的にセミナーに参加し、発表

や意見交換を行ったのに対し、日本側協力大学の影が報告の中に見当たらない。日本の水産業、

水産研究の現状を、インドネシア側研究者により幅広く、また深く理解してもらうためにも、東

京海洋大学が日本側協力大学に対してセミナー参加の要請を行い、プログラムをアレンジすべき

だったのではないか。 
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３－４．若手研究者の交流に関する成果 
 （特筆すべきことがあれば記載されている。） 
 

評 価 

Ａ 

 

（コメント） 

 

事業でかかげた研究テーマから多くの修士学位、博士学位を出したことは高く評価できる。両

国から互いに多くの若手研究者が派遣されており、彼らが積極的な学術交流を行ったことで、互

いに異なる環境・文化の中で育まれてきた水産業を学び、このことが新しい発想の研究創出につ

ながると期待できる。 

 

インターネットを利用したリアルタイム講義を成功させたことは、新しい国際学術交流の形を

提案できたという意味で大きな貢献であった。また、外洋域における練習船での共同調査は、拠

点大学が海洋大学であったからこそできた交流であり、プロデュースは大いに評価できる。 

 
 
 
３－５．交流を通じての相手国からの貢献 

 （この交流がなければ得られなかったデータ・情報、相手国から得られた協力の状況について記載されている。） 
 

評 価 

Ａ 

 

（コメント） 

 

インドネシア国内での標本採集、調査、資料収集が円滑に進められるよう、同国の担当者が行

ってくれた様々な形でのサポートは高く評価できる。これらのサポート体制を、日本側研究者が

帰国後も継続的に行ってくれたことで、共同研究の進行も順調に維持できた。こういった相手国

からいただく貢献は、両国間の信頼関係があってこその産物であり、拠点大学事業の大きな成果

である。 
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３－６．交流を通じての相手国への貢献 
 （相手国への基礎研究や人材育成の支援などがあれば記載されている。） 
 

評 価 

Ａ 

 
（コメント） 

 

インドネシアから多くの留学生を受け入れ、新しい研究手法や技術を伝えると同時に、学位を

授与してきたことは、本事業における学術交流の熟成であると高く評価できる。また、インドネ

シア側の研究者に、新しい資源の探索、有効利用方法、日本における漁業技術や試料解析技術、

等々を伝えられたことも、今後のインドネシア国内における独自の研究シーズの立ち上げ、研究

者の継続的育成において価値ある貢献である。 

 
 
 
３－７．成果の社会への還元 
（成果の実用化、産業化など日本又は相手国の社会に貢献した事項があれば記載されている。） 

 
評 価 

Ａ 

 

（コメント） 

 

特に水産食品分野において相手国側における事業成果の具体的実用化、産業化が行われてお

り、その他の分野においてもセミナー、啓発活動、技術指導を通じて産業振興に大きく貢献して

いる。 

 

両国の水産技術の現状、水産食品の伝統の知恵を紹介しあい、そこから新たな技術、水産食品

の開発・利用に道を拓いたことは両国の社会にとって有益であったと評価できる。また、インド

ネシア国内における魚食普及運動が始まったことは社会への大きな貢献である。 

 

ただし、事業において研究、開拓された技術は、現在、未だ研究者レベル、あるいは政府レベ

ルでの試行段階にとどまり、実用化にはいたっていない。１０年の事業期間に、漁船、漁具、餌

料、食品等、水産関連企業に属する開発担当者との学術交流が行われると良かった。今後、実用

化、産業化の実現に向けて努力され、本事業での成果が社会に受け入れられることによって、両

国の水産経済が発展することを期待する。 
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３－８．予期しなかった成果 
（特筆すべきことがあれば記載されている。） 
 

（コメント） 

 

インドネシア国内における水産振興の機運の盛り上がり、インドネシア水産関連各大学の改組

拡充、事業を通して育った若手研究者の昇進と活躍、インターネットによるリアルタイム講義な

ど、が予期しなかった成果として記載されている。 

 

インドネシアの大学で水産系学部の拡充、および水産分野に興味を持つ研究者が増加したこと

は、本事業による活発な学術交流の成果であると評価する。今回の交流を通じて、海洋大学がイ

ンドネシアの様々な地域の大学との学術ネットワークを結んだことも素晴らしい結果である。 

 

また、インターネットによるリアルタイム講義は現在も定期的に継続されており、両国大学間

の良好な学術関係が深まっている。 

 

さらに、英語を母国語としない両国が英語によるセミナーを実施した努力により、国際会議の

ノウハウを手に入れたこと、参加者が、本事業でかかげたさまざまな課題をこなし、活発な論文

執筆を行った業績により地位昇進を早めたことも重要な成果である。 

 

しかし、ほとんどの成果は日本側拠点大学であった東京海洋大学にもたらされた予期せぬ成果

であり、日本側協力大学およびその研究者たちにも同等位のメリットがもたらされることが本事

業の趣旨ではないだろうか。 

 
 
 
３－９．課題・反省点 
（交流の進め方について、何かあれば記載されている。） 
 

（コメント） 

 

研究交流が大きく展開すべき第２期に、不運にもインドネシアの政治的混乱に遭い、事業の運

営にさまざまな支障が生じたと思う。そんな状況の中でも、可能な限りのセミナー、共同研究を

すすめたことは、日本側拠点大学の海洋大学の努力によるものと高く評価したい。不運な時期の

交流事業ではあったが、こうした困難があったからこそ、両国間のより強い信頼関係ができたも

のと思う。 
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３－１０．交流事業終了後の展望 
（本事業により得られた成果や協力体制などの、今後の展望について記載されている。） 

 
評 価 

Ａ 

 

（コメント） 

 

本事業により得られた成果や協力体制などの今後の展望が、予算獲得、JICAのコンサルタント

登録、留学生受け入れ、人的ネットワークの強化等、個々の事例を挙げ、具体的かつ明確に記載

されている。 

 

事業運営の過程において、インドネシアの各大学に所属する若手研究者のネットワークが結ば

れたことで、彼らのリードによるインドネシア国内独自の学会立ち上げ、セミナー等の学術交流

がプロデュースされることが大いに期待できる。 

 

インドネシア研究者個人の間、あるいは地域大学間で、今後、共同研究、情報交換、標本の譲

渡等が行われることも予測され、個々の地域で小さく行われていた研究が、インドネシアという

国の特色溢れる象徴的統合研究に発展することも期待される。 
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