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総合的評価（書面評価）  

 

評  価（案） 

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 

 

本事業は、タイ、ベトナム、ラオス、カンボジアなどの東南アジアの生物資源を開拓し、

これを用いた物造り技術の開発を行う世界トップレベルの研究教育拠点の形成を目的と

して進められたものである。「亜熱帯微生物資源を活用する次世代物造りバイオ技術の構

築」という研究課題は、日本のバイオによるものづくりの観点に加え、国際的にも重要な

課題であり、特色もある。大阪大学が 2002 年 12 月にタイのマヒドン大学内に設置した東

南アジア共同研究拠点が中心となり、「共同研究」、「学術セミナー」、「研究者交流」など

の活発な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」

で想定通りの成果が上げられていることから、目標は達成できたと評価できる。 

具体的には、研究基盤が比較的整っているタイやベトナムと３つの共同研究を進めて着

実に優れた研究成果を挙げている一方で、基盤が脆弱なラオスやカンボジアに対しては、

タイを拠点として人的トレーニングを行いつつ、研究機器を導入して環境整備をはかり、

共同研究に向けての基盤を整えている。相手国の状況に応じて、適切な協力体制で事業が

進められた。 

本事業期間内に、ラオスやカンボジアでの生物資源探索を実施するまでには至らなかっ

たが、今後、導入された機器や技術、構築されたネットワークを継続的に活用していくこ

とで、大きな成果が期待できる。 

同時に、タイやベトナムに対しては、共同研究で得られた成果をさらに発展させ、産業

に結びつけていく最終段階「工業プロセスの開発」という観点から研究に取り組み、より

一層のレベルアップを図って頂きたい。 

 なお、報告書は全体として具体性が十分でない記述もあり、達成度の評価が難しいもの

となっている部分も見受けられるが、研究成果については、生理活性物質の研究において

大きな成果があったことが見て取れる。他の研究成果についても優れた点を具体的述べる

ことで、研究成果を強調できれば、本研究交流の意義をさらに適正に伝えられたのではな

いかと思う。さらに、中間評価における指摘事項等はいずれも重要な指摘を含んでおり、

この指摘に十分答える取り組みができれば、達成度は一層高くなったものと考えられる。 

加えて、欲を言えば、３つの共同研究（新規有用物質の生産、新規有用酵素の生産、新

規有用生体触媒の開発とその応用による発酵生産）が連携、統合した成果が得られるとな

お良い。また、アジア諸国の大学や研究所においては研究成果の社会実装（利用）が強く

求められている側面もあるので、本事業で得られた成果の今後の実用面での利活用も期待

したい。今後も、特に次世代の中核を担う若手研究者の継続的な養成などを通じ、本事業

で実施された活動の継続とさらなる発展を期待する。 
 



 
 

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（案） 

■ 想定以上の成果があがった。  

□ 概ね成果があがった。  

□ ある程度成果があがった。 

□ 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。 

 

「学術的側面」 

下記の３つの課題について、主にタイとの共同研究を実施しており、それぞれ目標と

した成果を着実に挙げている。 

○新規有用生理活性物質の生産：タイ・ベトナムとの共同研究 

様々な放線菌株の代謝物から新規化合物を見出し、その生理活性を同定。また、新規バ

クテリオシンを生産する乳酸菌の探索から食品保存などへの応用まで実施。 

○新規有用酵素の生産：タイとの共同研究 

ヘミセルロース分解力を持つキシラナーゼ/セルラーゼ酵素複合体の単離と異種発現に

よる大量生産、新規フィターゼ酵素による穀物飼料中のフィチン酸からのリン酸生成 

○新規有用生体触媒の開発とその応用による醗酵生産：タイとの共同研究 

バイオエタノール生産用スーパー酵母の育種を目指し、タイで発見した高温耐性を持つ

菌を既存の高生産性菌と掛け合わせ、さらに、紫外線処理に対する耐性をもつものを選

抜して遺伝子の同定と機能解明を達成、有機溶媒系で進行する変換反応に利用できる新

規微生物の単離とスクリーニングも実施。 

このように、新規化合物の発見、有用酵素の解析や生産系の構築など、将来、応用や

発展が期待できる成果が数多く得られており評価できる。特に新規マクロライド化合物

の精製と構造決定、培養法の確立と遺伝子群の取得、発現系の確立に見るべきものがあ

る。 

 

「若手研究者の養成」 

ジョイントシンポジウム４回と若手研究者育成セミナー５回を実施、これらが博士課程

学生や若手研究者の発掘と育成に極めて有効であることが判明し、参加者数は年々増加

し、最終年度では延べ 230 名が参加したとのことである。タイやベトナムの若手につい

ては、母国で世界に通用する研究をするための高度技術の教育と強固なネットワークの

構築、ラオスやカンボジアの若手については、基本的な実験器具すら不足した状況から



 
 

スタートし、機器の導入をはじめバイオテクノロジーに関する基礎技術の教育から実

施、最終年度にはラオスの若手主体でシンポジウムの準備・運営まで経験させている。

相手国の状況に応じた適切な養成が行われている。タイ、ベトナム、ラオス、カンボジ

アの若手研究者への技術、研究指導が中心となっているが、日本人の若手研究者（学生）

についても様々な機会を作り、貴重な経験になっており、評価できる。 

ただし、その結果としてどのような具体的な成果が見られたのかがわかりにくい面も

ある。他の研究分野と比較する、他の国と比較する、研究交流以前の状況と比較するな

どの手法で成果を具体的に示すことができれば、「人材育成と母国への定着に大きな成

果を挙げた」という主張はさらに強く裏付けられると思われる。 

 

「研究教育拠点の構築」 

 タイのマヒドン大学内に設置された大阪大学東南アジア共同研究拠点を有効に利用

し、大阪大学を中心とする日本側コンソーシアムとマヒドン大学を中心とするタイ側コ

ンソーシアム、さらに、ベトナム、ラオス、カンボジアの中心的なバイオ研究機関から

なる機能的な研究教育ネットワークが構築されており、本プロジェクト終了後も、構築

したネットワークを維持・発展させるための努力が継続的になされる予定とのことであ

り、タイを中心に今後の発展が期待できる。 

なお、「若手研究者の養成」と同様、どのような交流活動を実施したかは述べられて

いるものの、その結果としてどのような具体的な成果が見られたのかがわかりにくい面

もあり、効果を具体的に記述するとなおよかったと思われる。 

 

・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。 

 

タイで採取した微生物群が高率で抗菌性物質を生産することを確かめ、熱帯・亜熱帯

域に生育する微生物群の有用性を明らかにしている。本研究交流にふさわしい成果が得

られており、数多くの学術論文、学会発表等がなされ、優れた成果を挙げていると評価

できる。ただし、新規有用酵素、新規有用生体触媒については、記載されている成果が

具体的ではないので、どの程度に優れているのか判断しにくい。 

なお、論文の内訳をみると、相手国研究者が第一著者となっている論文が６報のみと

少ないことが気になる。タイとは３つの課題について５年間の共同研究を行っており、

計６０名以上の参加者がいるにもかかわらず、論文をまとめることができる研究者は数

名ということになる。加えて、共著論文も多く出ているが、すべてタイのみであり（研

究環境の関係もあると思われるが）、今後、他国との共著論文の増加が課題となる。 

 

・本事業により得られた成果の社会への還元があったか。 

 

共同研究で見出した生理活性物質バクテリオシンに関しては、バクテリオシン生産菌

を発酵ソーセージのスターターカルチャーとして利用することや、フィルム包装への活

用により、タイの肉製品の食中毒菌を顕著に減少させることに成功し、工業的に利用す

ることができている。このように、相手国の産業への波及効果を持つ成果が報告されて

いる。これらの実用性、有用性、産業規模の評価は今後行う必要があるものの、将来的

に社会への還元につながる優れた成果と考えられ、また、教育面の社会還元も評価でき

る。 



 
 

また、相手国で開催するシンポジウムによって、若手研究者や学生のバイオテクノロ

ジーに対する関心や意欲を著しく向上させることができ、学問の裾野を広げるという形

で社会に大きく還元した。 

  

・当初予期していなかった活動成果があったか。 

 

 相手国によっては、科学的なシンポジウムの開催が稀であり、新たな学問分野の普及

にもつながることを見出した点、大阪大学の地元の市民団体からラオスに対する寄付の

申し出が寄せられ、ラオス大学の研究機器整備に貢献できた点、などが、当初予期して

いなかった成果と考えられる。 

 若手研究者（学生も含む）の教育面での成果は想定範囲であると思われる。 



 
 

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（案） 

□ 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」 

 ３つの課題が実施されており、１つの課題がタイ・ベトナムとの共同研究、残りの２

つの課題はタイとの共同研究である。実施されている共同研究は順調に成果を挙げてお

り、今後は、相手国研究者が主体となった論文作成や、産業化に向けての研究開発など、

さらなる発展が期待される。また、ラオスやカンボジアについては、研究環境が整って

いないこともあり、必要機器の導入や研究者への基礎技術の教育などが実施され、共同

研究のための土台作りが効果的に行われた。今後、この土台を活用した共同研究が実施

され、徐々に成果を挙げていくことが期待される。 

「セミナー」 

ジョイントシンポジウム４回と若手研究者育成セミナー５回を実施しており、博士課

程学生や若手研究者の発掘と育成、ネットワークの形成などを目的に適切に実施され

た。最終年度は、はじめて日本で開催することで９６名の日本人の参加者を得て、狭い

視野を持つ傾向のある日本人大学院生や若手研究者の啓蒙にもつなげている。 

また、ラオスでのシンポジウムも開催し、相手国の若手研究者に準備や運営を任せる

など、多面的な効果を挙げている。この努力、意欲、効果は評価できる。 

「研究者交流」 

 タイでは１，２か月に最低一回のペースで、ベトナム、ラオス、カンボジアではいず

れかの国で年に１，２回のペースで、主要研究者とコーディネーター間での議論や情報

交換を適切に実施している。日本側の独走とならないよう相手国の価値観を考慮し、各

国の了解を得ながら進めてきたという手法は、今後の関係継続においても極めて有効と

考えられる。 

 だだ、若手研究者の養成という観点からすると、助教や博士後期課程学生の研究交流



 
 

がもう少しあってもよかったのではないかとも感じられる。 

 

・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。 

 

国内では、大阪大学の生物工学国際交流センターを拠点とし、５つの他大学を協力機

関として共同研究が実施された。関係機関の研究者らも含め、相手国との十分な情報交

換が実施され、大阪大学の事務支援体制も十分なものであったと考えられる。 

国外では、タイのマヒドン大学が拠点となり、同学内に設置された大阪大学東南アジ

ア共同研究拠点を有効に利用しつつ、ラオスやカンボジアの若手研究者の教育にも寄与

するなど中心的な役割を果たした。また、ベトナムでも共同研究が進展し、さらに他の

プロジェクトの協力関係につながるなど、有効な協力体制が構築されたと考えられる。

ただ、ベトナムとの関係は、ファンドの面で対等の協力関係とまではいえなかった。 

さらに欲を言えば、幅広い範囲にわたり取り組めたというメリットはあると思うが、

３つの共同研究（新規有用物質の生産、新規有用酵素の生産、新規有用生体触媒の開発

とその応用による発酵生産）が連携、統合した成果が得られるとさらに良い。 

 

・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。 

 

経費は適切に執行されている。 

 

・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。 

 

 タイでは、本プロジェクト実施の５年間で総額 6,300 万円という十分なファンドがタ

イ側チームに支給された。ベトナムでは、５年間で総額 700 万円の支給に加えて、最終

年度に別途 123 万円のファンドを獲得した。さらに、2014 年 4 月から 3 年間で総額 590

万円のファンドも獲得済みであり、これを用いて今後も共同研究を継続するとのこと。 

「対等な協力関係による」交流という観点からすると、ベトナムについては十分なマッ

チングファンドが確保されていたとはいいがたい面があるものの、今後複数年のファン

ドが確保されており、努力、意欲は評価できる。今後も持続的な交流が促進されること

が望まれる。 

 

・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。 

 

 中間評価において下記の４つの指摘事項があり、それに対する対応が適切になされた

と考えられる。 

1)本事業終了後の大阪大学東南アジア共同研究拠点の将来計画と継続性について 

 大阪大学生物工学国際交流センターとマヒドン大学理学部との共同運営となってお

り、2012 年 12 月で 10 周年を迎えているとのことである。また、バンコクには大阪大学

ASEAN センターも設置されており、合わせて東南アジア地域における共同研究・国際交

流のハブと捉え、将来的に維持・発展させる予定とのことである。UNESCO 国際大学院研

修講座のタイでの運営拠点としても機能しており、将来計画や継続性について十分に検

討されている。 

 ただ、最終報告書においても、本研究課題遂行の成果を生かしてどのような将来計画



 
 

を考えているかという記載になっていないように見受けられる点が惜しまれる。 

2)本事業終了後の活動の継続と発展について 

 タイの東南アジア行動研究拠点を現地の中核拠点として、これまでに培った人的ネッ

トワークを活かして共同研究、人材育成を継続していくとのことであり、そのために、

大阪大学やタイ NRCT からの支援に加え、他のプロジェクトへの申請を行って共同研究

を遂行する資金獲得に取り組んでいくとのことである。前向きな対応がなされている。 

3)ベトナムについての研究資金の獲得について 

 真摯な交渉と努力の結果、2014 年度から 3 年間の資金を獲得できたとのことであり、

適切な対応がなされている。 

4)日本とタイの若手研究者のより積極的な参加を促すことについて 

 適切な対応がなされ、H23 年度から H25 年度と着実に参加人数を増やすことができた。

若手研究者がセミナーの運営に携わるように工夫がなされ、それが有効であったとのこ

とであるが、セミナーの運営だけでなく研究交流にも、若手研究者のもっと積極的な参

画があってもよかったのではないか。若手研究者の異国間交流を継続的に実施していく

ことは、今後の日本にとって重要な教育と考える。 

 

 

 



 
 

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（案） 

□ 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。 

 

本事業によって、強固なネットワークが構築され、世界的水準の研究教育拠点の基盤

が構築できたと考える。大阪大学としても、マヒドン大学に設置されている東南アジア

共同研究拠点を重要視しており、今後も維持・発展させる方針とのことである。この東

南アジア共同研究拠点が東南アジア現地ハブとなり、継続的、効果的に機能すれば、継

続的な研究交流活動は十分に可能だと思われる。そのため、今後、東南アジア共同研究

拠点の将来計画と継続性が重要なポイントとなる。東南アジア共同研究拠点の活動や発

展を中心に位置づけ、研究教育活動を行う人材の継続的育成が必須であろう。 

ただし、１つの大学で負担できる予算には当然限りがある。本事業に限らず、研究交

流事業の難しいところは、予算の終了が活発な交流の終了になりかねないというところ

にあると思う。熱帯・亜熱帯域にいままで知られていなかった微生物と遺伝資源が存在

するとすれば、アジア地域を対象とした研究交流には大きな必然性がある。適切な規模

の予算を獲得さえできれば、その予算を十分に生かして、ベトナムとの共同研究の進展、

基盤を作ったラオスやカンボジアでの生物資源の探索などを進め、世界水準の研究教育

拠点としての継続的な活動が実施できると考える。 

本事業により構築した国内、海外のネットワークの実質的な維持、発展、共同研究の

継続、次世代の中核を担う若手研究者の継続的な養成を期待したい。 

 


