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Ⅰ これまでの事業実施により得られた成果  

（１）当該事業を実施したことによる学術的な成果、持続的な協力関係の構築状況、若手研究者

の養成への貢献度等、事業実施の進捗状況への評価。 

 

評  価 

□ 十分進展している。  

☑ 概ね進展している。  

□ ある程度進展している。 

□ 十分に進展しているとは言えない。 

コメント 

（申請時の目的達成に対する計画の進捗状況について） 

申請書によると、本プログラムの目的は「熱帯域の生物多様性を研究し、その保全に貢

献できる人材を育てること」とある。開始して 2 年目だが、研究計画はおおむね無難に進

展しているものと思われる。H19 年度には 3名、H20 年度には 9名の大学院生が、4つの派

遣パートナー機関で 1〜2ヶ月の海外研鑽を進めており、大学院生の派遣数も当初の予定を

上回っている。限られた期間での現地調査であるにも関わらず、これらの成果を学内セミ

ナーで発表するなど、それぞれ研究成果を着実に挙げつつあるように見受けられる。研究

交流分野についても、特定の研究分野に偏ることなく幅広い領域で参画教員がプログラム

実施に向けて活発に活動しており、大学全体が意欲的にプログラム実施に貢献している。

パートナー機関からの招聘も積極的に行っているようで、双方向の交流が進んでいると評

価できる。パートナー機関とは密接な交流と情報交換を行っており、毎年ワークショップ

やセミナーを開催するなど、積極的な情報発信に取り組んでいると評価できる。さらに、

新たな研究機関と交流協定を締結し、ITP のパートナー機関を開拓するなどの活発な取り

組みも高く評価できる。 

（組織的な運営体制づくりについて） 

多くの学部をかかえ非常に大きな大学である鹿児島大学において、学長、副学長、各学

部長、各研究科長を含めて、管理委員会、評価委員会、運営委員会、安全対策部会を設置

し、しっかりした組織作りを行っている。特に、海外でのフィールド調査を安全に行うた

めに事前に調査団を派遣したり、海外での生活やマナーについての教育を行うなど入念な

準備体制を作っていることは評価できる。 

（大学全体の国際戦略の一環としての貢献について） 

本大学は、アジア太平洋諸国との国際交流の拠点となるべく、「国際戦略本部」を設置し、

教育研究交流と人材育成を目指しているので、本プログラムが、若手研究者の国際交流に

貢献しつつあると見受けられる。 

（取り組み成果の国内外への積極的な情報発信について） 

本プログラムの取り組みは、大学ではホームページや国際シンポジウム、国内では公開

シンポジウムでの招待講演、海外ではセミナーやワークショップとして、その活動のアピ

ールや成果の公表に努めているようである。 

（事業実施経費の使途の妥当性等について） 

経費の使用については、概ね妥当であると見受けられる。「その他の経費」が全体のほぼ

3分の１と多いのが気になる。 
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（２）若手研究者の養成実施状況に関する評価。 

 

評  価 

□ 非常に効果的に実施されている。 

□ 概ね効果的に実施されている。 

☑ ある程度効果的に実施されている。  

□ 効果的に実施されているとは言えない。 

コメント 

（若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動について） 

大学院生のようなフレッシュな若手研究者の卵が、熱帯域の自然生態系を知る事は、

きわめて重要と考えられる。大学院生の海外派遣にあたり、安全対策や生活面の指導な

ど、十分な対策がとられていると評価できる。派遣者の大半が修士課程の１年目の院生

であり、海外での研究体験をするという研究開始のスタートアップとしては機能してい

ると思われるが、研究者養成プログラムとしてその後の育成にどの程度機能しているか

にやや疑問が残る。ワークショップなどで英語による発表経験を積ませていることは評

価できるが、現在のところそれが学術面の成果として現れているとは言い難い。紀要・

論文集を含めた学術誌への公表はまだ１件もなく、国際会議などでの発表は実質的にゼ

ロである。中間評価資料（進捗状況報告書）に記載された研究発表はすべて日本国内で

行われた研究集会のもので、日本語により発表されたものだからである。今後の増加に

期待したい。研究成果が形となって現れるにはある程度の時間がかかることは理解でき

るが、鹿児島大学は以前よりパートナー機関との研究交流があり、学生実習などの実績

も積んでいることを考慮すると、もう少し研究成果が欲しいところである。 

単位取得や論文指導などにはいたっていないようであるが、現地研究者の意見やアド

バイスなどを得ることによって、研究の意義を理解すると共に、研究をすすめる上で大

いに役に立っていると思われる。 

（派遣人数・派遣期間について） 

派遣研究者数は初年度より３名、９名、13 名と年々増加しており、人数としては妥当

と思われる。しかし、派遣者数に比べて応募者数はそれほど多くなく、平成 19 年度と 20

年度は応募者全員が派遣されている。これまでは希望者にはほぼ全員に機会が与えられ

ているようであり、今後も予算とパートナー機関の受け入れが可能であれば、できるだ

け多くの学生に機会が与えられるのはいいと思われるが、事前の募集情報や審査方法の

妥当性について検討が必要であると感じられる。 

派遣期間については、最長で６０日なのは短いと思われる。それら予算執行の制約か

らきているのだろうが、2ヶ月程度では、かなりの予備調査を念入りにしていないと、成

果を得られないで終わってしまっているケースもあると思われる。単位取得や成果発表

や論文指導などを考えると、滞在期間は場合によってはさらに長くするなどの検討も必

要と思われる。この点に関しては、予算や希望人数との兼ね合いもあり、今後の課題で

ある。 
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（３）海外パートナー機関との連携状況についての評価。 

 

評  価 

□ 非常に効果的に実施されている。 

☑ 概ね効果的に実施されている。 

□ ある程度効果的に実施されている。  

□ 効果的に実施されているとは言えない。 

コメント 

（海外パートナー機関との連携体制について） 

派遣先パートナー機関での大学院生の研鑽は、熱帯自然の現場をできるだけ体験させ

るもので、若いうちにこのような現場を知ってもらう事は極めて重要と思われる。本プ

ログラムでの海外パートナー機関であるインドネシアの科学院生物学研究センターおよ

びアンダラス大学、マレーシアのサバ大学およびトレンガヌ大学の 4 つの海外のパート

ナー機関はいずれも、学術交流協定か大学間交流協定を締結しており、大学院留学生を

受け入れている実績を認める。いずれもしっかりとした研究教育機関であり、本プロジ

ェクトにおける連携体制はしっかりと確立している。鹿児島大学が過去 20 年間に渡って

築いて来た海外パートナー機関との信頼関係が ITP では良く発揮され、スムーズな連携

がとられていると評価できる。さらに、タイのスラナリエ工科大学やカセサート大学な

どと交流協定を締結するなど、新たなパートナー機関の開拓に向けて努力している点も

高く評価でき、連携体制は今後も発展継続可能と思われる。インドネシアでの合同セミ

ナーやワークショップにより、ITP の双方の理解が深まったと評価できるが、他の地域の

パートナー機関との相互理解に向けての取り組みも今後期待したい。また、ITP の後期で

は、研究目的である「生物資源の多様性保全に貢献できる人材育成」に向けた具体的な

取り組みについて期待したい。 

（海外パートナー機関との双方向交流の体制作りやマッチングファンドの確保など、イ

コールパートナーシップが期待できるか） 

4 つの海外のパートナー機関にはいずれも、本大学で学位をとった研究者、または現在

本大学へ留学中の大学院生がいるなど、双方向の交流実績が認められる。さらに、JASSO

や JSPS の援助による交流実績もあり、今後の発展が期待できる。学長クラスの訪問によ

り twin program などの教育連携に取り組むことにより、対等な研究・教育交流が促進す

ると期待できる。一方で、若手研究者はあまり多くないようだが、学長や学部長など大

学教員の比較的高位者が鹿児島大学に受け入れられていて、今後は若手研究者の受け入

れ人数が増大する事を期待する。また、サバ大学やトレンガヌ大学からはマレーシア政

府の資金で留学できる制度があり、アンダラス大学では、アジア銀行の資金を利用して

修士の Dual Degree 制度を作る努力をしているなど、将来的にはパートナー機関からの

相応の負担も期待できそうである。 
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Ⅱ 今後の展望  

当初の目的に対しての達成可能性、ピログラムの継続見込み、モデルとしての他大学等への

波及効果等、今後の展望についての評価。 

 

評  価 

□ 大いに期待できる。  

☑ 概ね期待できる。   

□ 一層の努力が必要である。  

□ 期待できない。 

コメント 

（当初の目的達成の期待と問題点に関しての改善の仕組みについて） 

毎年のワークショップの進め方にどのような方向性、発展性を持たせて行くのかが重

要である。今回の ITP では、鹿児島大学は３カ国６研究機関とのパートナーシップを築

く計画であり、それに向けての取り組みは着実に進んでいると評価できる。本事業実施

期間中に、パートナー機関との密接な人材ネットワークが築かれ、研究者交流が円滑に

なると大いに期待できる。 

若手研究者の卵としての大学院生の派遣予定人数は十分なものと考えられる。しかし、

予算との関係もあるが、短期の派遣者ばかりでなく、長期の派遣者もほしいところであ

る。今後も多数の若手研究者の派遣を計画しているが、期間や人数については機械的に

割り振りされているように見受けられるので、今後は、これまでの 2 年間の成果と問題

点を見直して、ただ単に機械的に、多数の学生を派遣するのではなく、派遣の成果が確

実に研究業績として公表でき、その成果を発展的に今後の研究に活かす仕組みを、学内

評価委員会などで検討する必要があると思われる。特に、中間評価資料（進捗状況報告

書）にも指摘があるように、これまで国際学会や原著論文としての成果発表が全くない

のは、今後の課題である。 

また、海外パートナー機関からの若手研究者の受け入れ人数の増加を期待する。 

（事業実施期間終了後のプログラム継続見込み、モデルとして他大学等への波及効果へ

の期待について） 

鹿児島大学には過去の実績が多くあるので、本プログラムの実施期間の終了後も、同

様のプログラムが十分に継続されるもとの思われる。 

一方で、鹿児島大学を含めた７研究機関の関係をどのようにして行くのかの展望が欲

しいところである。鹿児島大学を軸とした１対多の関係であるのか、３カ国の６研究機

関間にもある程度の連携を考えているのか。ワークショップはすべての国の合同で行う

のか、あるいはそれぞれの国を主な対象として行うのか。特に、新たにパートナー機関

として加えたタイの研究機関との交流の展望が明確に書かれていないのが気になるとこ

ろである。さらに、単なる研究交流や学位取得のみならず、研究者としても人材育成に

どのような取り組みを行うかの展望を明確にして欲しい。例えば、国際会議での研究発

表や学術論文執筆のベースラインの設定などがあっても良いのではないか。22 年度にイ

ンドネシアで開かれる Association of Tropical Biology and Conservation は、目的達

成のための良い機会になると期待できる。また、若手研究者の相互交流の促進には、単

位の互換制度や学位取得条件の共通認識が重要となる。ITP 実施期間終了後もプログラム
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を潤滑に継続させるためには、アンダラス大学と協議中の twin program のような取り決

めを広く運用する基盤作りが重要である。 

本プログラムの発展的構想として、英語教育を念頭においた「熱帯域生物多様性保全

コース」（修士レベル）の開設の計画を挙げている。本プログラムに関わる専攻がクラス

ターとなって、海外パートナー機関との連携によってアジア研究教育拠点に発展すれば、

このスタイルの人材育成プログラムはモデルケースとして、他大学への波及効果も大い

に期待できると思われる。 
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 総合的評価   

 

評  価 

□ いずれの観点からも十分な成果をあげており、是非事業を継続させるべき。 

☑ 概ね成果をあげており、現行の努力を続けて事業を継続させるべき。 

□ ある程度成果をあげつつあるが、次年度以降の計画を見直すべき。 

□ 成果が十分にあるとは言えず事業を継続させるべきではない。 

コメント 

日本のように冬が寒いため生物多様性があまり大きくない風土で成長した若手研究

者が、一年中温暖で多雨で生物多様性が著しく大きな熱帯圏の自然を対象とした研修を

受ける事は、非常に有意義な事である。逆に、熱帯圏の若手研究者にとっても、熱帯で

は実感のできない温帯域における季節性を知る事は、生物の環境に対する適応力を理解

する上で重要である。本プログラムは、とにかく、双方の若手研究者にとって極めて異

質な自然環境を知ってもらう事が主眼となっていて、それは彼らの成長にとっておおい

に役立つものと思われる。また、言語も社会状況も違った異国の人々との直接的な交流

も、若手研究者の視野を広げる上でたいへん大事と思われる。 

そして、H19、20 年度には 12 名の大学院生が海外研鑽を進め、限られた期間での現地

調査であるにも関わらず、これらの成果を学内セミナーで発表するなど、それぞれ研究

成果を上げつつあり、若手研究者の国際交流に貢献しつつあると見受けられる。また、

本大学は、アジア太平洋諸国との国際交流の拠点となるべく、国際戦略本部を設置し、

教育研究交流と人材育成を目指しているが、本事業でも、大学内に管理、評価、運営の

各委員会および安全対策部会を組織し、それぞれ職務分担して、大学全体で本事業に組

織的に取り組み、国内外への積極的な情報発信にも努めていると思われる。 

本大学による ITP の取り組みは、海外の研究機関との研究交流プロジェクトを始める

際のモデルケースとして重要なものである。特に、実施研究機関での綿密な組織作りと、

パートナー機関との連携の進め方は非常に良いスタンダードであると評価できる。海外

での経験の乏しい若手研究者を派遣する際には、安全面や生活面の支援体制の強化が不

可欠であるが、本プログラムでは支援体制が非常に綿密に練られている。本事業はまだ

研究期間半ばであり、最終的にどの程度の成果が得られるかは現時点では明確ではない

が、ハード面から見る限り概ね順調な滑り出しと評価できる。 

ただし、今後は、これまでの 2 年間の成果と問題点を見直して、ただ単に、多数の学

生を派遣するのではなく、派遣の成果が確実に研究業績として公表でき、その成果を今

後の研究に発展的に活かす仕組みを、学内評価委員会などで検討する必要があると思わ

れる。これまで、国際学会での発表や原著論文としての成果が全くないのは、マイナス

評価で今後の課題である。本事業の目的である「熱帯域の生物多様性を研究し、その保

全に貢献できる人材育成」を達成するためには、研究成果のアウトプットを効率的に行

うための支援体制を強化する必要がある。ワークショップでの研究発表は相互理解のた

めに重要であり、若手研究者にとって貴重な経験となる。しかしそれを繰り返すだけで

は、あるレベルを超えた人材育成には必ずしも結びつかないであろう。 

論文執筆や国際会議での発表技術の向上のための研究支援は不可欠である。さらに、

学位取得の際には国際会議での研究発表や学術論文執筆のベースラインの設定なども
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有効であろう。また、相互の研究交流を行う上で、どのレベルの研究者を派遣あるいは

受け入れるかについてのアウトラインがあっても良いのではないだろうか。修士課程の

学生と博士課程の学生では研究交流のレベルも自ずと異なってくるだろうし、指導教官

あるいは共同研究者の相互訪問も共同研究の相互理解には不可欠である。研究を効率的

に進めるための支援体制の強化が今後の課題となるであろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


