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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 

 

昨今の遺伝資源をとりまく国際情勢は厳しく、植物遺伝資源についても、それを探索・

利用するためには、産出国との厚い信頼関係を築くとともに、法的な摩擦が生じないよう、

共同研究にかかる知的財産権等の取り扱いについてのルールを相互に合意した上で事業

を実施することが現在必要不可欠となっている。この高いハードルに対し、岡山大学では

平成 16 年に昆明植物研究所と「大学間交流協定」を締結し、さらに平成 22 年に知的所有

権の取り扱いを提起した「共同研究協定」を締結するなど、国内における植物遺伝資源の

利活用に関する研究ユニット運営の基盤を確立している。そして、この協定をベースに研

究交流を推進することにより、岡山大学は、それまで 10 年以上にわたって育まれてきた

相手国拠点とのパートナーシップを強化したのみならず、それを発展させ、植物育種学、

薬学、食品科学等、幅広い分野の専門家が協力しあう広汎な研究教育ネットワークを構築

にすることに成功した。 

そして、昆明植物研究所のジーンバンク機能を最大限に活用し、中国遺伝資源の日本へ

の導入を可能にした。導入された遺伝資源の今後の取り扱いには注意する必要があるもの

の、これまでに岡山大学で維持している既存の遺伝資源も大変充実しており、両者をあわ

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。 

参加メンバーについては、岡山大学をコアとする日本側の参画機関は、ネギ属植物等の

ような少数の例外を除き、収集対象の植物種を良く知る専門家で構成されている。それを

バックアップする機能性評価も薬学系の専門家の参画が得られている。医歯薬系の研究分

担者を加えることにより、遺伝資源の評価に新たな視点が加わり、研究に深みが増した点

は評価すべきである。また、園芸植物の収集とその評価と関連して、地方の植物園と連携

を取った点は評価できるが、園芸植物は本事業でも大きな柱であると見受けられることか

らも、蔬菜（＝野菜）を対象にした研究では、岡山大学に限定せずに国内の園芸分野の専

門家を組み込む努力が必要ではなかったではなかろうか。評価用資料より中国側の陣容の

質を推し量ることはできないが、同国内ではかなり著名な研究者かと推察される。 

さらに、事業終了後も研究協力の継続が合意されているとのことであり、本事業により、

世界水準の有用植物遺伝資源研究教育拠点として発展するための基盤が名実ともに確立

されたといえよう。このように、本事業は、現在の植物遺伝資源を取り巻く厳しい状況の

下、その探索・研究・利用を推進する上でのモデルケースとなりうる非常に優れた先導的

事例であり、この点について、コーディネーターと関係各位の先見の明と多大な努力に敬

意を表するとともに最大級の賛辞を送りたい。 

ただ、留意しておきたい点として、中国雲南省およ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、



 
 

Indigenous plant も数多くみられる。カテゴリとしては、栽培植物の在来品種・系統、

栽培植物の近縁野生種、薬用植物および観賞用植物に分けられ、それぞれの用途に応じて

基礎的ならびに応用的な研究の展開がなされている。特に、創薬関係の基礎研究は興味深

いが、有用な新規機能性物質が発見されたとしても、国内の薬事法の審査は長期に及ぶこ

とが予想され、簡単に成果のあがる話と早合点しないほうがよいと思われる。さらに、中

国の周辺諸国も収集の対象となっていることから、各遺伝資源提供国が定める法令等をよ

く検討して導入プランを立てる必要性を強く感じる。 

 

成果については、優れた研究業績がこれまで順調に発表されている。現在までに、46

編の論文発表と 33 件の国際学会発表がなされた。これらの発表には、相手国拠点の研究

者との共著論文が 27 編含まれる。また、事業期間の後半では、相手国拠点の研究者が主

著者となった論文の国際誌への投稿が目立って増加しており、特筆に値する。 

ただし、本事業で調査対象となった地域は世界的に見ても極めて貴重かつユニークな

生物相・農業生態系を有すること、そのため、収集された遺伝資源やフィールド・データ

が超一級の学術的価値をもつとみられること、そして、実施された研究交流活動のスケー

ルの大きさを考慮すると、事業の力点が有用資源の探索・収集・育種利用にあったことを

勘案しても、これまでに発表された論文は、その「質」「量」ともに、やや物足りなさも

感じる。本プロジェクトは植物を扱っており、また野外での調査も多いのが特徴である。

得られた植物材料を対象に、さらに栽培や室内での実験によって、遺伝資源の評価を行う

のが一般的な流れである。植物の栽培は数か月から、場合によっては年をまたぐ場合もあ

る。そのため、成果を得るまでの期間が長くなってしまう点はいたしかたないと考える。

そのような研究対象の特性を差し引いても、研究成果を発表する論文の質と量は、必ずし

も十分とは言えないのではなかろうか。今後、良質の論文が多数発表されることで、この

問題が解決されることを期待したい。 

また、本プロジェクトの成果では、これまで多くの研究蓄積がある主要穀類における

研究成果よりも、研究の蓄積の少なかった園芸植物での研究成果が相対的に優れているよ

うに感じられる。我が国では園芸植物は重要な農作物であるが、相手国やその近隣諸国で

は、国の経済状態と連鎖して、未だに主要穀類が研究の主流であるので、本プロジェクト

でも、主要穀類での研究成果において際立った、リーダーシップをとって欲しかった。 

 

若手研究者の育成については、本事業では、（1）日中双方の拠点で開催される国際シン

ポジウムやセミナーでの、英語による研究発表・意見交換、（2）植物遺伝資源探索調査へ

の参加、（3）若手研究者の中長期間の受け入れを通じて、若手研究者の育成が図られた。

このうち、「（1）国際シンポジウム・セミナーへの参加」については、若手研究者・大学

院生による講演発表とポスター発表が年を追って活発化した。「（2）植物遺伝資源探索調

査」でも、日本側から 17 名、中国側から 19 名の若手研究者・大学院生が参加し、フィー

ルドワークの経験を積んだ。また、「（3）若手研究者の受け入れ」についても、中国と周

辺諸国より合計 13 名の受け入れに成功している。これらの成果は、若手研究者の育成に

大きく貢献するものであり、高く評価できる。一方、日本人若手研究者の海外滞在の多く

は比較的短期間であり、中国（および周辺国）に中長期間にわたって滞在し腰を据えて研

究を行ったケースがほとんど無かったこと等から、本事業に参加した若手研究者が、植物

遺伝資源学分野で自立して研究を遂行する能力をどの程度涵養できたか、そして、築かれ

た研究交流基盤を引き継ぎ発展させていく実力を十分に身につけるに至ったのかどうか、



 
 

やや心許なく感じる。この点については、今後目に見える形で成果が現れることを期待し

たい。 

 

今後の課題としては、本事業により基盤が完成した「東アジア有用植物遺伝資源研究教

育拠点」が、真に世界的水準の拠点へ発展するための次なるステップのひとつは、研究者・

政策策定者に広く認知されうる卓越した基礎的・応用的研究業績をあげることと思われ

る。このステップを迅速かつ成功裡に通過するためには、戦力として活躍が期待できる内

外の若手・中堅クラスの植物遺伝資源研究者をより積極的にネットワークに取り込むこと

で、「成果発信力」の強化を図る必要があると思われる。 

一般国民に対する本事業の成果の普及活動はいろいろな手法・媒体を使って行うことが

可能なはずであるが、現状では物足りないと感じる部分もある。今後一層、世界的に関心

が高まる生物多様性とも関連して、本研究事業の成果は広く国民に知らせるべきであり、

国民の賛同により、今後遺伝資源に関する研究の一層の展開が図れるようにも思われる。 

 

本事業を通じて、コーディネーターをはじめとするコアメンバーは、遺伝資源の知的財

産権の取り扱いという大変難しい問題を見事に克服し、近年稀に見るスケールの可能性を

秘める国際共同研究を軌道にのせた。この快挙達成にいたる道程においては、想定を超え

る難しい問題が多数あったであろうことは想像に難くなく、部分的な脆弱性・不足が見受

けられるものの、総合的に考慮すると、順調な拠点形成と研究交流を通して想定どおりの

成果をあげており、当初の目標は達成されたといってよいだろう。 

 

 

 
 



 
 

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」： 

本課題は、15 年以上続いている岡山大学と昆明植物研究所の間における研究者交流の

成果として、照葉樹林帯等から収集した植物遺伝資源を基礎から応用まで幅広く国際共

同研究に活用し、それらがもつ農学的ならびに薬学的な潜在能力を見出そうとするもの

で、応用植物科学の領域を広く網羅する学術的に優れた研究課題を幾つも包含してい

る。また、様々なレベルでの学内連携や他大学・学外研究機関との協力を推進すること

で、全体的に学際的な雰囲気が生み出されてきており、本事業の枠組みが我国を代表す

る植物遺伝資源研究プラットホームになる可能性は大きいといえる。しかし、植物種、

対象地域、研究の目的等がそれぞれ多岐にわたるため、総花的で全体としての調和がと

れていない印象が残る。さらに、研究テーマはどれも目標が高く、重たい印象を受ける

ので、各テーマ間の連携がなく、それぞれの独り歩きが感じられる。今後は、各テーマ

のベクトルを束ねる工夫が必要で新たな研究概念を吹き込むことの重要性を認識して

進めて頂きたい。それこそが、学術的レベルの更なる向上をもたらす原動力になるはず

である。 

 また、主要穀物などこれまでに研究の蓄積がある植物では、当該科学領域において特

筆すべきほどの成果が得られたとは言い難いようである。これまで地域間の比較などが

ほとんど行われておらず、科学的な情報の蓄積自体が少ない、観賞用植物等では水準以

上の成果が得られており、相手国においても価値のある研究と言えよう。 

なお、個別のテーマについては、以下のとおりである。 

（1）植物遺伝資源探索 

本事業による探索調査が合計 20 回実施された。その結果、中国及び周辺諸国より、

コムギ、オオムギ、ダイズ、ウリ科、ネギ属、トウガラシ属、雑草植物、園芸植物（シ

ュウカイドウ属やツバキ属など）の遺伝資源が幅広く採集された。また、稀少なキュウ

リ属野生種が採集されるなど、注目に値する成果があがっており、評価できる。ただし、

現時点では、本事業によって構築された植物遺伝資源コレクションの全容が不明であ



 
 

る。今後の発表に期待したい。 

（2）植物遺伝資源多様性解析 

イネ、コムギ、オオムギ、メロン、チャなど、東アジアの重要作物とその近縁野生種

の多様性解析を通じて、複数の新知見が得られており、評価できる。特に、雲南省のオ

オムギの多様性（Guo et al.2012）及びチャの起源（Zhao et al. 2014）に関する研究

成果は興味深い。また、新規有用遺伝資源として、α-トコフェロール含量が高いダイ

ズ系統が発見されおり、評価できる。 

（3）植物遺伝資源評価・開発研究 

中国側との共同研究協定（2010 年に締結）に基づいて研究が行われた結果、本事業

により収集された植物遺伝資源から重要薬理活性（抗マラリア活性や抗菌活性）をも

つ複数の物質が発見された。これは、注目に値する成果である。植物遺伝資源の育種

的利用については、コムギ、ダイズ、シュウカイドウ、シシランで新品種開発が着実

に進められている模様であり、今後の成果を期待できる。 

 

「若手研究者の養成」： 

事業実施期間を通して、適宜、「セミナー」、「国際シンポジウム」や「研究小集会」

を積極的に実施して日中双方の若手研究者を含む多くの関係者間で情報共有を行って

きた点は評価できる。また、若手研究者の中から国内学会の学会賞や論文賞を受賞した

点や競争的資金を獲得していることにも一定の評価はできる。さらに、若手も交えた中

国側との直接的な交流にも力が注がれ、新たな世代が動き出す予兆は感じられる。 

一方、一般に、野外調査を主体とする研究では、フィールドで得た 1 次情報を整理し

て論文として発表することが極めて大切である。探索回数・参加人数の充実度を勘案す

ると、本事業でも貴重な 1 次情報が多数得られたものと思われる。しかし、日本側の若

手研究者によるこのような調査報告論文の発表数は必ずしも多くないように見受けら

れる。このため、今回の探索調査に参加した日本人若手研究者が、この技量をどの程度

身につけ得たのかを研究実績から十分確認できず、残念である。 

さらに、特筆に値するような研究成果は、中国の研究者と連名で若手が欧米の関連分

野の研究集会等で発表することで、自らが主催するシンポジウム等でチャンスを与える

以上の効果が得られたはずである。具体的に、どの様な分野で頭角を現す若手を育成す

るのか、明確な戦略がなかったように見受けられる。学生が主導的にボトムアップして

いく仕組み、すなわち、若手研究者支援セミナー等の開催などのアイディアがあるとさ

らによかったのではないかと思われる。 

加えて、日本人若手研究者の海外滞在の多くは比較的短期間であり、中国（および周

辺国）に中長期間にわたって滞在し腰を据えて研究を行ったケースがほとんど無かった

ことは、貴重なチャンスであっただけに、特に悔やまれる。 

 

「研究教育拠点の構築」： 

日本側は主に岡山大学の幾つかの部局が参加しており、また岡山大学以外では富山県

の植物園が参加しており、有機的に結びつきながら拠点が構築されたと思われる。特に

大学執行部への働き掛けを通じて学長からの力強い支援を受け、薬学系教員の参画が得

られた。学内の協力体制が年を追うごとに拡大し、学際的な雰囲気が醸成されてきてお

り、学内の協力体制強化を意識した機運の高まりが感じられる。しかし、薬学系の参画

は、より実学的な研究を展開する方向へ全体がシフトすることを促す作用があり、農学



 
 

と薬学が協調して研究を進めることで得られる相乗効果をいかに生み出していくか、課

題も多い。 

 

・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。 

 

 本事業では、46 編の論文発表と 33 件の国際学会発表がなされた。学会発表では表彰

もされている。論文発表の内容は、植物遺伝資源探索調査、多様性解析、植物遺伝資源

がもつ成分の薬理活性分析など幅広い。これらの発表には、相手国拠点の研究者との共

著論文が 27 編含まれる。また、事業期間の後半では、相手国拠点の研究者が主著者と

なった論文の国際誌への投稿が目立って増加しており、特筆に値する。このように、優

れた研究業績が、本事業による研究交流活動の成果として順調に発表されていることが

確認できる。 

世界的な遺伝資源コレクションとして、広く認知されているムギ類やウリ類について

は、日本側コーディネーター等の精力的な収集・調査活動や遺伝資源を利用した基礎な

らびに応用研究により、それぞれ６報の学術論文が公表されている。それらの大部分は

Web of Science （トムソン・ロイター）に収録されているデータベース中に誌名を見

出すことができる国際誌に掲載されている。ただし、研究者・政策策定者に広い影響力

をもつ国際誌への論文掲載が今のところなく、その水準が必ずしも高いとは言えない。

また、中国研究者との論文共著化で明確に内容を向上させ、国際連携研究による相乗効

果を得ることができていないように見受けられる点も残念である。 

中国雲南省の生物相・農業生態系のユニークさを考えると、本事業で収集された植物

遺伝資源やフィールド・データは、超一級の学術的価値をもつと思われる。このため、

本事業による成果をできるだけ早く魅力ある論文として発表し、内外の研究者に忌憚な

い評価を仰ぐことが、今後の共同研究推進のためにも肝要と思われる。この点について、

コアメンバーをはじめ、本事業に参加した研究者の奮起を期待したい。また、参加研究

者の人数（日本側 75 名、中国側 66 名）と研究交流経費総額（47,780 千円）を考慮する

と、事業の力点が有用資源の探索・収集・育種利用にあったことを勘案しても、現時点

での総論文数はやや少ないといわざるをえない。今後、フィールドで得た 1 次情報をベ

ースとした論文、及び、収集した遺伝資源の育種利用に関する論文が多数発表されるこ

とで、この問題が解決されることを期待したい。 

 

・本事業により得られた成果の社会への還元があったか。 

 

 学会等のセッションにおける発表、ＪＳＰＳシンポなど、主に研究者や専門家を対象

にした成果の還元は十分に行われていた。本事業により蓄積された遺伝資源の知的財産

権の取り扱い問題を含む国際共同研究の進め方のノウハウを民間種苗会社に説明する

等の活動も積極的に行われており、評価できる。 

 ただ、その一方で、植物遺伝資源の探索、収集および導入で主に構成される事業であ

るため、目に見えて即効性のある社会還元を生み出しにくいことは差し引いても、関連

事項が公開シンポ、啓発セミナー、新聞報道だけでは物足りない面もある。例えば、遺

伝資源の受け入れを実行した後、それを使った研究成果が得られて実用性を伴う知見が

得られた場合には、早急に関連企業との共同研究を進める等の取り組みがあっても良

い。また、遺伝資源の産業利用検討会の組織化や遺伝資源情報データベースの構築を通



 
 

して、得られた成果の‘見える化’を進め、民間企業が遺伝資源にアクセスし易い状況

をつくることも重要である。また、一般市民への成果の還元は、地方新聞に取り上げら

れた程度であり十分とは言い難い。諸外国と遺伝資源の研究をする意義と成果を対にし

て積極的に国民に還元する意識が必要であったように思われる。 

 なお、本事業により収集された植物遺伝資源の利活用に関する研究が、今後、新品種

や新薬の開発として結実すれば、成果の社会への還元がより一層進むものと期待され

る。 

 

・当初予期していなかった活動成果があったか。 

 

 本事業を通じて、コーディネーターをはじめとするコアメンバーは、遺伝資源の知的

財産権の取り扱いという大変難しい問題を見事に克服し、近年稀に見るスケールの可能

性を秘める国際共同研究を軌道にのせた。この快挙達成にいたる道程においては、想定

を超える難しい問題が多数あったであろうことは想像に難くない。このため、「国際共

同研究を軌道にのせたこと」が、当初の計画通りの活動成果とはいえ、「“結果的に順調

に進んだ”ことが実は“予期しなかった成果”」とのコーディネーターの説明には、頷

ける部分もある。一方、本事業で収集された植物遺伝資源の育種・創薬への利活用につ

いては、今のところ、想定の範囲内の活動成果と思われる。今後、本事業に参加した研

究者のセレンディピティが発揮され、予想を超える成果が得られることを期待したい。 

 なお、報告書では、キュウリの近縁種の導入があげられていた。しかし、これらの研

究は米国では昔から行なわれており、近年もしっかりとした論文が公表されている。我

が国に導入されたことは話題としては貴重であるが、それをどのような人たちがどのよ

うな利用をするのであるかを、ある程度具体的に示すことができるとよかったのではな

いか。 



 
 

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 つの共同研究（「植物遺伝資源の探索」、「植物遺伝資源の多様性解析」、

「植物遺伝資源の評価・開発研究」）が計画されたことは、本事業の目標達成に資する

ものであり、適切であったと評価できる。このうち、「植物遺伝資源の探索」と「植物

遺伝資源の多様性解析」については、実施内容についても適切であったと評価できる。 

具体的には、「植物遺伝資源の探索」グループが、中国雲南省およびその周辺地域にお

いて、穀類（ムギ類、ダイズ）、野菜（キュウリ属、ネギ属、トウガラシ属）および観

賞植物（シュウカイドウ属、ツバキ属等）について、在来品種・系統や近縁野生種のフ

ィールド調査を共同で行い、数々の貴重な遺伝資源を昆明植物研究所のジーンバンクを

通じて日本に新規導入することを可能にした。また、「植物遺伝資源の多様性解析」グ

ループは、日本に導入した植物遺伝資源の多様性や起源に関する共同研究を行い、様々

な研究成果を得ている。 

一方、「植物遺伝資源の評価・開発研究」の実施内容については、研究対象をやや広

げすぎた嫌いがある。この共同研究は、「本事業の成果を社会に還元」する「出口」的

な役割を担い、特に具体的で分かりやすい結果を出すことが期待されていたものと思わ

れる。本グループでは、収集した遺伝資源を利用した遺伝・育種研究、機能性や薬理活

性を示す物質の探索等を行い、将来の品種改良や創薬に繋がりそうな成果を幾つか残し

ているが、育種学・薬学分野での大きな成果に発展しそうな課題をより慎重に選別した

上で、成果の見込める研究を優先的かつ集中的に進める形での取り組みがなされるとな

およかったのではないかと考えられる。 

  

「セミナー」：全事業実施期間を通して、国内で１０回、海外で７回の計１７回、共同

セミナーが実施され、参加研究者や関連研究を行っている教員・研究者に適宜、成果情



 
 

報を共有する機会が提供された。その中で、本事業からの経費負担のみで運営された日

中合同シンポジウムが１０回行われ、のべ７００名以上の研究者と学生が参加し、共同

研究成果の共有がなされた。それぞれのセミナーには、途中で国際情勢の急激な変化が

あったにもかかわらず、日中両国の研究者が相当数参加している。また内容的にも、事

業の年次進行に合わせて、共同研究者間で研究成果を共有し議論を深めるものとなって

いる。これからのことから、本事業におけるセミナーは、適切に計画・実施されたと評

価できる。 

 

「研究者交流」：日本人研究者が現地に赴き、中国等の研究者と合同で行った遺伝資源

探索調査は計２０回となっている。また、中国等から研究者を日本に受け入れ、遺伝資

源を用いた研究開発に係わる人材育成面からのキャパシティ・ビルディングを積極的に

行い、多くの交流実績と成果を残している。 

  

以上のように、中国側の拠点ならびに日本国内の分担者と十分な打ち合わせを行いなが

ら、計画を立案し、それを実施したと考えてよい。 

 

・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。 

 

本事業で採集された植物遺伝資源の有効利用を進めるためには、育種学分野のみなら

ず、薬学や食品科学等の分野においてもその特性を分析・評価し、有用生物資源として

のポテンシャルを多角的に高める必要がある。本事業では、拠点機関である岡山大学環

境生命科学研究科（農学系）を中心に、国際センターが事務組織を統括し、幾つかの部

局の事務組織と連携する方式がとられ、資源植物科学研究所、医歯薬学総合研究科（薬

学系）、教育学研究科からなる学内横断的な実施体制が上手く構築された。このことは、

採集された植物遺伝資源の利活用を進める上で適切かつ有効な措置であり、評価でき

る。 

一方で、幾つかの部局に所属する教員間の意思疎通の手法は詳しく述べられておら

ず、不明瞭な点が多い。研究推進調整会議を適宜実施するなどの運営努力がなされてい

たのだと思うが、本事業の情報が学内にどれだけ公平に流されていたのか、はっきりし

ない面もある。 

また、国内の協力機関との協力体制については、本事業で採集された植物遺伝資源が

もつ学術的魅力・価値の大きさを考えると、やや物足りなさを感じることは否めない。

特に、育種学分野で、我が国が厚い研究者層を誇るイネとコムギについては、学外・協

力機関外からも、力量ある研究者の参加をより積極的に仰ぎ、高いレベルの成果を追求

する布陣とする必要があったと考えられる。さらに、扱っている植物には、主要穀物以

外の、キュウリやメロンなどの野菜や観賞対象の花が含まれている。花を担当する組織

として地方の植物園が参画して成果をあげており、研究体制として十分な配慮が行き届

いてはいるものの、野菜の専門家がほとんどおらず、岡山大学に限定せずに、国の研究

者などの参加も考慮すればよかったのではないだろうかとも感じられた。 

個別の機関で見ると、二つの国立大学法人との協力は日本側コーディネーターや資源

植物科学研究所教員がそれぞれ有する信頼関係から上手く機能しているようであるが、

公益財団法人（花と緑の銀行）との実施体制・協力体制については、どの様になってい

るのかほとんど情報がなく、岡山大学と同法人の関係や海外機関との協定の有無など、



 
 

適切な体制がとられているのか判断に迷うところである。また、実施報告書や交流状況

報告書に挙名がみられない協力機関もあるようであり、厳しい言い方をすれば組織の頭

数合わせの参画であるとも見受けられる。 

加えて、相手国については、岡山大学と昆明植物研究所は 2004 年に大学間国際交流

協定を締結しており、様々なレベルでの協力を惜しみなくできる関係を構築している

が、岡山大学と中国側協力機関（４大学、２農業科学院）との関係は未だオーソライズ

されていないようである。アジア研究拠点校としての岡山大学のプレゼンスを確立する

ためにも上記の協力機関との関係強化が必要である。 

 

・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。 

 

経費については、全期間にわたる「国内旅費」と「外国旅費」の合計が、研究交流経

費の 7 割近くとなっており、効果的かつ適切に執行されていると判断できる。 

 

・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。 

 

中国側が獲得したマッチングファンド資金は十分に確保されていたと思われる。 

 

・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。 

 

 全ての指摘事項に対して真摯に改善施策を推し進めたことが確認された。 

 具体的には、以下のとおりである。 

【指摘事項 1：「本事業を継承できる若手育成の促進」】 

この指摘に対応して、新規に採用された植物遺伝資源関係の若手教員５名が、本事業

に参画した。また、セミナー・シンポジウム等で、若手研究者・大学院生が発表し、運

営に参加する機会が増やされた。これらは、本指摘事項に対する即応的対応として適切

であり、評価できる。一方、中間評価にある「本事業を継承できる」の真意は、「野外

調査、多様性解析、特性評価・開発等で、実質的に研究の一翼を担える人材の育成」に

あるものと思われる。この点に対する対応の成否を見極めるのには相当の時間がかかる

のは自明であり、今後、目に見える形で成果が現れることを期待したい。 

 

【指摘事項 2：「成果発表が物足りない」】 

国際誌への投稿に関しては、研究対象が植物であり研究期間が一般に長くなるのは理

解できるが、量と質とが必ずしも増えておらず、指摘が充分には生かされていない面も

あるものの、論文作成が進められ、現在もその努力が継続されている。そして、その成

果が、特に相手国拠点からの発表論文数に現れ始めており、今後更なる増加を期待した

い。 

 

【指摘事項 3：「研究ネットワークの強化」】 

この指摘に対応して、新規に採用された植物遺伝資源関係の若手教員５名が本事業に

参画するとともに、新たな協力機関（岡山県生物科学研究所、中国中央民族大学など）

が組織に加わった。また、医歯薬学系統の研究者の参画を果たしており、遺伝資源評価

の中で近年重要性を増している、未知の有用物質の探索にも着手している。これらは、



 
 

本指摘事項に対する即応的対応として適切であり、評価できる。一方、本事業の主軸の

一つである育種学分野ついては、学外・協力機関外からも力量のある研究者の参加をよ

り積極的に仰ぐことにより、本指摘事項に対応する必要があったと考えられる。 

 

 



 
 

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。 

 

若い研究者が本事業によって研究活動を積極的に行っている点、また医歯薬学系の研

究者も参画することにより、遺伝資源評価の手法がより先端的になっている点、さらに

これまでに科学的な研究成果の蓄積が相対的に少ない花などの園芸植物を扱っている点

では、事業終了後も世界水準の研究教育拠点として活動を行っていくことが期待される。

具体的に以下の３点にフォーカスすると、 

 

【海外拠点との連携について】 

本事業では、2010 年に相手国拠点と締結した共同研究協定に基づき着実に研究交流活

動が実施されたのみならず、事業終了後も研究協力を継続することが合意されている。

また、事業期間内に、急激な国際情勢の変化があったにもかかわらず、活発な研究交流

が継続されていることは、相手国拠点との厚い信頼関係に基づくパートナーシップの賜

物と判断できる。 

 

【予算について】 

中国雲南省を中心とする東アジア地域に存在する植物遺伝資源の学術的魅力・価値の

高さ、及び本事業を成功裡に遂行した実績から、今後も研究交流活動の実施に必要な予

算を獲得できる可能性は高いと思われる。 

 

【研究体制について】 

本事業により基盤が完成した研究教育拠点が、真に世界的水準の拠点へ発展するため

の次なるステップのひとつは、研究者・政策策定者に広く認知されうる卓越した基礎的・

応用的研究業績をあげることと思われる。そして、そのような業績を蓄積することは、

本研究教育拠点の安定と継続にとっても重要な意味もつことは論を待たない。この点に

ついては、本事業のコアメンバーの更なる研究面での努力が求められるとともに、戦力

として活躍が期待できる内外の若手・中堅クラスの植物遺伝資源研究者をより積極的に

ネットワークに取り込むことで、「成果発信力」の強化を図る必要がある。また、教育面

での特色を前面に打ち出した活動や、医歯薬系の研究者が担当した、新規物質の探索を

さらに強化することにより、特色のある世界水準の拠点として認知されていくことを期



 
 

待したい。 

このように、本拠点が、世界的水準の研究教育拠点として継続的に発展していくため

には、「連携」と「予算」にみえる明るい展望を最大限に活かしつつ、研究体制の面で、

特段の工夫と努力が必要とみられる。 

 

なお、本事業による研究交流支援により、岡山大学は東アジアの植物遺伝資源研究拠

点となりつつあり、国内の学界と産業界からの事業内容の評価も高いと思われるが、最

終報告書中の今後の課題・問題点および展望の箇所には具体的な方向性が殆ど述べられ

ていないので、遺伝資源の収集を事業主体とすることに限界を感じざるを得ない部分も

ある。今後、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を考える

のであれば、以下の点に留意して研究実施体制を構築する必要がある。 

先ずは、収集した遺伝資源のリストを開示して、品種改良や創薬関連の研究者や種苗

開発に携わる育種家等に広く情報を提供する必要がある。オオムギは NBRP（ナショナル

バイオリソースプロジェクト）で構築した仕組みを活用し、資源の情報が周知される機

能が整っているが、その他については情報開示が重要な課題として考えられる。 

さらに、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を考えるの

であれば、欧米の一流農学系大学が持ちあわせる Pre-Breeding 研究機能を獲得すること

が重要である。即ち、主要な農業形質である耐病性や病害虫抵抗性を検定できる実験系

を整備し、種苗業界が抱える様々な問題に向き合えるようにしたいところである。 

中国は ITPGR（食料及び農業のための植物遺伝資源に関する国際条約（International 

Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture））非加盟の遺伝資源保

有国であるので、育種利用を考えたい遺伝資源に関しては、我国に導入する国際ルール

がない状態にある。そこで、同国の法令を順守しつつ、岡山大学が昆明植物研究所と遺

伝資源取得や利益配分に関する条件を交渉して契約を結ばなければいけない。しかし、

一連の交渉の経緯が報告書から読み取れず、法令順守の観点から懸念が残る。一方で、

中国は CBD（生物の多様性に関する条約（Convention on Biological Diversity））の締

約国となっており、導入した遺伝資源から薬理活性を示すような特定の化学内容成分が

見出された場合には、特許等の知財の対象となる。万が一、その成分が創薬で活用され、

日本の製薬会社から製品が販売されると、‘遺伝資源の利用から生ずる利益の公平かつ

衡平な配分’の観点から同国に対する利益配分が生じる。他方で、我国は CBD 関連援助

の最大の援助国であり、中国は最大の被援助国である。したがって、中国からの遺伝資

源導入はメリットとデメリットを常に考えながら、我国の国益を著しく損なわない様に

慎重にとり行う必要がある。 

 

 

 


