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 総合的評価  

 

評  価 

 Ａ 想定以上の成果をあげつつあり、当初の目標の達成が大いに期待できる。 

 Ｂ 想定どおりの成果をあげつつあり、現行の努力を継続することによって目標の達成

が概ね期待できる。 

 Ｃ ある程度の成果をあげつつあるが、目標達成のためには一層の努力が必要である。 

 Ｄ 成果が十分にあるとは言えず、目標の達成が期待できないため、経費の減額または

中止が適当であると判断される。 

コメント 

 

岡山大学の植物遺伝資源グループと昆明植物研究所との研究交流・共同研究は 10 年以

上にわたって活発に続けられている。これまでも、日本学術振興会科学研究費補助金（基

盤研究（Ａ）海外学術調査）を獲得し、ムギ類、イネ、ダイズ、ウリ科作物の共同調査及

び研究交流を行うなど、実績もあり、活発な交流活動を行っている。 

また、平成 16 年に昆明植物研究所と「大学間交流協定」を締結し、研究交流・共同研

究を発展させてきている。さらに、遺伝資源の探索とその利用に関しては遺伝資源産出国

との間で知的財産権について摩擦が生じる可能性が高く、共同研究を推進する上での問題

点となることが予想されるが、本事業では平成 22 年に岡山大学と昆明植物研究所との間

で知的所有権を盛り込んだ共同研究協定を締結するなど、想定される問題点をいち早く解

決し、共同研究の基盤整備ができた。加えて、昆明植物研究所に新設された最新鋭のジー

ンバンクである中国西单野生生物種質資源庫の整備もできて、これらの植物遺伝資源が、

日本にも導入可能になってきた。これまでに、岡山大学で維持している既存の植物遺伝資

源も大変充実しており、両者の植物遺伝資源をあわせると、最高水準の植物遺伝資源研究

の基盤が構築されつつある。これまでに得られた交流成果では、日中両国だけでなくアジ

ア各国からの研究者や留学生が本事業に参加していることからも、とりわけ国際的な共同

研究が重視される当該研究分野において将来にわたって交流を活性化するための拠点と

して十二分にその役割を果たし、これまでの交流事業の成果としては想定どおりの成果が

得られたと判断した。 

 

中国雲单省及びその周辺地域を含む東アジアは未利用植物資源の宝庫であり、重要作物

のイネ、ムギ類、ダイズやウリ科作物だけでなく、新しいユニークな植物遺伝資源が採集

される可能性も高い。これらの植物遺伝資源を用いて、基礎的にも、応用的にも、非常に

魅力的な共同研究が展開されることが期待される。今後、日本側研究グループが保有する

分子遺伝学、分子生物学などの先端的技術が導入され、遺伝資源の評価・開発研究および

基礎・応用研究、たとえば、各種作物の多様性と進化・種分化の解明や、制ガン作用を持

つ薬効成分の解析、さらに、病害抵抗性や環境ストレス耐性に関する基礎・応用研究が活

発に展開され、卓越した成果をあげることを期待したい。 

 

これまでに、本事業で「セミナー」、「シンポジウム」、「集会」を精力的に行ってきてい

るが、本事業を継承できる若手研究者の育成に関しては、多少不安があるように思われる。

助教や博士課程後期の学生を含めた多くの若手研究者の相互交流を促進し、現地調査、共



同研究、国際シンポジウム、セミナーなどに若手研究者を積極的に参加させ、共同研究の

一躍を担う優れた若手研究者を育成することを期待したい。 

 

この分野におけるアジア研究教育拠点になりうる基盤を有しているので、今後は、コア

メンバー以外の岡山大学の研究者にも積極的に本事業に参画してもらい、さらに、産学官

の連携も図りながら、他研究科や他大学・他研究機関の研究者、そして、昆明植物研究所

や雲单大学、雲单農業大学以外の中国の関連大学・研究機関、中国以外のアジア諸国の研

究者も参画した国際的ネットワークを構築し、真に「東アジアにおける有用植物遺伝資源

研究拠点」となることを期待したい。 

 

交流事業を将来的に継続するための研究経費については今後の課題としてあげられて

いる。本件についての具体的な対策は記載不可能であると思われるが、研究内容、研究業

績から将来的にも共同研究の推進に必要な研究経費が獲得できるものと期待される。 

 

以上を総合的に考慮し、若手の交流のより一層の増加、および最終年度を目指してのよ

り大きな共同研究の成果発表のための具体的な取り組みが必要であるが、順調な拠点形成

と研究交流を通して想定どおりの成果をあげつつあり現行の努力を継続することによっ

て目標の達成が概ね期待できると判断した。 

 



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がっているか。 

・研究交流活動の成果として優れた研究業績が発表されているか。 

・研究交流活動の成果から発生した波及効果はあるか。 

 

評  価 

□ 想定以上の成果があがっている。  

■ 概ね成果があがっている。  

□ ある程度成果があがっている。 

□ 成果があがっているとは言えない。 

コメント 

 

本課題は、10 年以上の連携の歴史がある岡山大学と昆明植物研究所を基幹として照葉

樹林帯に分布する多様な植物資源の研究拠点を構築・発展させることを目的としてい

る。このため、貴重な植物資源の調査・保存から遺伝子レベルの解析まで、幅広く基礎

研究を展開しなければならない。 

日中共同シンポジウムが計画通りに開催され、研究交流の進め方全般に関する議論が

おこなわれ、その下で、研究分野ごとの研究交流が活発に実施されているなど本交流事

業は大変効率的に進められている。特に、平成 22 年 8 月に岡山大学と昆明植物研究所

との間で知的財産権に関わる条項を盛り込んだ共同研究協定を締結するなど、今後、当

該研究分野における共同研究を円滑に実施できるような体制整備がなされた点は、これ

までの研究交流・共同研究の実績の成果であり、高く評価できる。また、昆明植物研究

所に新設された最新鋭のジーンバンクである中国西单野生生物種質資源庫の整備に貢

献できたことも、本研究交流・共同研究の成果の一つであろう。これらの植物遺伝資源

は、日本にも導入されるようなので、今後、岡山大学で維持している既存の遺伝資源と

あわせると、最高水準の植物遺伝資源研究基盤の構築が期待できる。以上のように、人

物交流、共同研究の実施、そしてシンポジウムの開催状況から、学術面での交流は極め

て活発に行われていると高く評価でき、拠点形成は確実に進捗しているといえよう。 

 

これまでの学術交流の成果として、植物遺伝資源の探索、遺伝的多様性、植物成分の

薬理活性など多岐にわたる分野で学術雑誌等（紀要・論文集等も含む）に発表した論文

または著書は 21 編で、そのうち、査読つきのものが 12 編、国内学会・シンポジウム等

の発表も 11 題と、多数の論文が発表されており、優れた業績があげられている。また、

発表論文の中には相手国拠点の研究員との共著論文も多くみられ、共同研究としての研

究成果であることが具体的に確認できる形で発表されている。 

本事業開始後 2 年であること、植物の遺伝資源に関する基礎研究は短期間には進まな

いことやその難しさを考慮すると、国際誌への投稿論文は着実に増加しているようであ

るが、まだそれほど多くない。また、国際会議における発表が一つもないのは、交流相

手が中国であることを勘案しても、多少物足りないように感じる。さらに、これらの植

物遺伝資源を基盤として、分子遺伝学，分子生物学および有機化学の最先端の技術を利



用して基礎及び応用の両面での共同研究を目指すことも目的とされているようだが、今

のところ、公表された学術雑誌等の中に、分子遺伝学，分子生物学の最先端的技術を利

用して成果を得たという研究論文は、ほとんどないように思われる。今後に期待したい。 

 

若手研究者の養成では、共同セミナーには多くの若手研究者や学生が参加しており、

十分な成果である。日中両国の研究者や学生だけでなくアジア各国からの研究者や留学

生も日本側のメンバーとしてセミナーあるいは研究に参加している。今後これらの研究

者や留学生が本国あるいは世界各国で活躍することを考えると、研究教育の拠点構築と

して十二分に目標を達成しうると考えられる。 

 しかし、一方では、日本の拠点機関の教員は 31 名にもなり、多くの教員が参画して

いるようだが、助教は 4 名、博士課程後期学生は 3 名のみしか参画しておらず、若手研

究者の参画が必ずしも多いとはいえない。遺伝資源探索調査などに若手が 12 名しか参

加していないようである。全体で 2 年間に 77 名が交流していることを考えると、もう

少し多くてもよいと思われる。ただ、博士課程前期学生は 10 名参加しており、博士課

程前期の学生も若手研究者の卵とすれば、それなりの成果とも考えることができる。ま

た、シンポジウム、セミナー、学会などで発表した学生・若手研究者の実数を記載した

ほうが、実績としてわかりやすいと感じられた。ともあれ、今後の「若手研究者の養成」

を期待したい。 

 

以上を総合的に判断して「概ね成果があがっている」と評価した。 

 

 



２．研究交流活動の実施状況 

 

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、実施しているか。 

・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るか。 

・研究交流活動の実施にあたり、適切に経費が執行されているか。 

・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る

か。 

 

評  価 

□ 想定以上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 

 

研究交流目標達成に向けて共同研究、セミナー、研究者交流は適切かつ効率的に計

画・実施されていると判断できる。 

「共同研究」として、「植物遺伝資源の探索グループ」が、中国雲单省およびその周

辺地域において、ムギ類、イネ、ダイズ、ウリ科作物およびベコニアなどの野生植物の

フィールド調査を共同で行い、数々の貴重な遺伝資源を日本に新規導入した。また、「植

物遺伝資源の多様性解析グループ」は、ムギ類、イネ、チャ、メロンなどの植物の多様

性や起源に関する共同研究を行った。「植物遺伝資源の評価・開発研究グループ」は、

作物の品種改良や創薬の開発、中国雲单省の植物由来の抗菌性生理活性物質に関する共

同研究を行った。このように、「共同研究」に関しては効果的に実施されている。 

「セミナー」、「シンポジウム」、「集会」に関しては、平成 21 年には、10 月 6 日・7

日に、キックオフシンポジウムとして、岡山で「東アジア植物遺伝資源シンポジウム」

を開催し、約 100 名が参加、12 月 21 日・22 日に､中国の昆明で、合同セミナー「東ア

ジアの植物遺伝資源における含有成分の多様性」が開催され、約 80 名が参加、平成 22

年には、8 月 27 日・28 日に、中国の昆明で「東アジア植物遺伝資源シンポジウム」を

開催し、約 90 名が参加、8 月 28 日には､同じ場所で「東アジアの植物遺伝資源における

薬理活性物質の多様性セミナー」を開催し、約 50 名が参加、9 月 25 日には、秋田での

日本育種学会開催時に、研究集会「遺伝資源海外学術調査の現状と課題」を開催し、約

30 名が参加、平成 23 年の 3 月 5 日・6 日には、岡山大学で「日本ナス科・ウリ科ゲノ

ム合同国際シンポジウム」が共同開催され、約 130 名が参加、というように、これまで、

6 回実施しており、多くの参加者があった。 

 

共同研究、セミナーには、国内拠点研究機関の教員、学生だけでなく、他大学や研究

機関の研究者も数多く参加しており、また、中国側についても拠点研究機関の昆明植物

研究所以外の研究者も多数参加していることから、実施体制や協力体制は適切であると

判断される。 

 



経費については、適切に執行されていると思われる。 

 

相手国の「マッチングファンド」負担状況については、当初 2010 年で終わる予定だ

った 2 つのプログラムが、それぞれ 2014 年、2015 年まで延長されたようである。また、

2009 年から 2014 年まで続くプログラムもあり、相手国の中国においても、交流を行う

に十分な「マッチングファンド」が確保されていると思われ、高く評価できる。 

 

以上から総合的に判断すると研究交流活動の実施状況は概ね効率的に実施されてい

ると思われる。日本側、中国側ともに十分な数の参加者がリストに記載されていること

からも、この調子で進めば、将来の拠点の発展が楽しみな陣容であろう。 

 

 

 

 

 



３．今後の研究交流活動計画 

 

観  点 

・目標達成に向けた計画が具体的であり、かつ実現性の高い内容となってい

るか。 

・今後の課題がある場合には、それを検討し、適切に対応しているか。 

・経費支給期間終了後も、当該分野における国際研究教育拠点として継続

的な活動を行うネットワーク構築が期待できるか。 

 

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 

 

今後の研究交流計画および平成 23 年以降の研究経費には、今後の具体的な研究交流

の計画と経費が記載されており実現性の高い内容であると判断される。また、中国側拠

点機関との間で知的財産権に関する条項を盛り込んだ共同研究協定を締結するなど今

後、当該研究分野における共同研究が円滑に実施できるような体制も整備されている。 

研究交流実施計画には、経費支給期間終了後の問題点として研究経費の獲得が挙げら

れ、その対応策が記載されている。これは、きわめて的確な検討内容であり、本事業に

参加した研究者が共同研究の継続に必要な研究費の獲得に向けて積極的に取り組むこ

とと期待される。また、科研費等への応募状況に関する資料がないため確証は持てない

が、研究内容や研究業績から判断して将来的にもある程度の研究費は確保されるものと

思われる。 

一方、「今後の研究交流計画」の記載事項について、「共同研究」の「概要」が、平成

24 年度と平成 25 年度が、まったく同じのようである。「研究者交流」の「概要」も、平

成 24 年度と平成 25 年度が、まったく同じである。平成 24 年度と平成 25 年度とを分け

て記載することになっているので、平成 25 年度の計画は、平成 24 年度の計画を受けて、

より発展させるような「概要」を記載してほしかった。特に、平成 25 年度は最終年度

である。したがって、平成 25 年度の「共同研究」、「研究者交流」の「概要」は、まと

め的な「概要」にもなるべきと思われる。 

「経費の平成 23 年～25 年度予定」のところは、「共同研究」のところが中心で、「セ

ミナー」では、「物品費等」のところしか計上されていない。また、「研究者交流」では、

「受入旅費」のみしか計上されていない。脚注に「セミナーに係る旅費は共同研究経費

から支出している」とあり、理解はできるが、項目が分けられている以上、分けて考え

てほしかった。「研究者交流」のところは、「受入旅費」のみの計上であるが、派遣はし

ない、ということか明確でないので、記載してほしかった。 

また、若手研究者の養成という面では、「若手研究者の派遣・受け入れを積極的に行

い」と書いていることから、これまでの 2 年間より実数で若手研究者の交流がより一層

増加することを望む。具体的研究内容では大きく 3 点を記載しており、植物遺伝資源の

利用は限りない可能性が秘められているといえる。しかし、計画調書では、「未発掘の



共同研究課題がたくさんあると考えられるが・・・」と、大きな研究成果に発展しそう

な研究課題を絞り切れていない面がある。もちろん、遺伝資源は相手国の意向を無視し

て利用できないものであり、また、国際ルールに基づいて研究を進めなければならず、

難しい側面を含んでいることは理解する。一方で、進捗状況報告書では「抗マラリア活

性や抗菌活性に関する研究をスタートさせ・・・・」と記述していることから、大きな

期待を抱かせる共同研究課題を包含していると思われる。大きな研究成果と未来のある

確固たる拠点形成は表裏一体と考えられるので、この点に関してより具体的な共同研究

成果があがることを期待する。 

 

岡山大学と昆明植物研究所との研究交流は 10 年以上にわたって継続しており、「大学

間交流協定」も締結している。日中両国の研究拠点は本事業の実施前から有用植物遺伝

資源の研究に関して十分なネットワークを構築しつつあり、本事業によってこれまでに

構築したネットワークがさらに拡大し、安定的なものとなることが期待される。経費支

給期間終了後も、これまでの実績をもとに、当該分野における国際研究教育拠点として

昆明植物研究所との研究交流や拠点形成を順調に発展させていくこと、両機関が東アジ

アにおける当該分野の国際共同研究の拠点機関として十分な役割を果たすことが期待

できる。 

一方、活動を推進している中心的な研究者は、限られているようである。岡山大学の

医歯薬学総合研究科や、中国側では雲单大学や雲单農業大学の研究者が新たに本事業に

参画してきているが、若手研究者をも取り込んで、今後、しっかりとした「ネットワー

ク構築」を図り、研究交流・共同研究のますますの発展を期待したい。 

 

 


