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 総合的評価（書面評価）  

 

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 

 

「学術的側面」については、順調に成果が得られている。当該課題は①「バイオテク

ノロジーを利用した魚介類生産技術の向上」および②「養殖魚介類のリスク管理技術開

発」の二つの研究グループにより構成されている。これまでの 2 年間の交流を通じて得

られた学術的成果として、ウシエビの遺伝子発現プロファイリングを網羅的に行うため

の cDNA マイクロアレイの構築、エビ類感染症の迅速診断技術の開発、抗菌剤に頼らな

い魚介類養殖を目的としたワクチン開発研究、および新たな感染防御技術となるファー

ジ療法についての有用な発見等があげられる。特に、抗菌剤等の化学物質を使用しない

魚介類感染症撲滅への取り組みは高く評価できる。日本で開発されたワクチンを用い

た、相手国（タイ）においる大規模な感染防除効果試験が実施されるなど、当該事業の

目的に沿った共同研究は大いに進捗した。 

相手国の参加研究者との共著論文を含む優れた研究業績が国際誌に複数公表されて

おり、交流活動の成果はあがっているが、国内学会・シンポジウム等における発表につ

いては、本事業への謝辞を明示したもの以外はリストに記載できないため、内容が確認

できないことが気にかかる。 

研究者交流については、日本側の拠点機関および協力機関の研究者・学生が、タイに

おける種々の研究機関、研究者と共同研究を実施しており、多様な研究者交流が進捗し

ている。また将来に向けたタイ国における人材発掘もなされていることや、タイ側のマ

ッチングファンドも確保されていることなど、拠点機関および協力機関間の実施体制・

協力体制等は良好かつ適切である。 

「若手研究者の養成」についても、共同研究やセミナーを通して順調に進められており、

特に、研究業績の半数が相手国の参加研究者との共著であることは高く評価できる。「共

同研究」「セミナー」「研究者交流」についても適切に計画し、概ね効果的に実施されてお

り、適切に経費も執行されている。特に、タイ国留学生の国費留学生受け入れ申請は、よ

り多くの採択へ向けて今後も積極的に行う必要がある。また、今後の研究交流活動計画目

標達成に向けた計画は具体的であり、かつ実現性の高い内容となっており、計画の大幅修

正の必要はない。 

「研究教育拠点の構築」については、初年度における東日本大震災や 2 年度のタイ大

洪水等の影響により、当初予定していたセミナーの実施や研究者の交流が若干停滞した

が、代わりのセミナーや研究交流会、さらに勉強会をタイ国で開催した。日本における

セミナー等は実施されておらず、研究教育拠点の構築は平成 24 年度から本格的に進め



る予定であるが、具体的計画が示されていない。今後、国内の協力機関との十分な協議

により作成した具体的計画案を持って東南アジア諸国との協議に臨むべきである。本件

は全日本で取り組むべき課題であり、我が国の国益に沿った研究教育拠点を構築すべき

で、その中で日本側拠点機関が主導的役割を果たす必要がある。日本側拠点機関は明確

なビジョンを示し、2 国間だけではなくアジア諸国に共通して存在する、安心・安全な

養殖魚介類の生産技術とリスク管理法開発に関する諸問題を協力して解決にあたる具

体的システムと協力体制つくりが必要である。すなわち、当該分野における諸問題の解

決にあたる協議会、研究センター及び基金などの設立を期待したい。そのためには、本

事業と並行して進行する国内外の事業との連携も必要である。特に、連携先は文科省の

みならず他省庁の事業や国内企業なども対象とし、将来の我が国への安心・安全な食糧

の安定供給を見据えた取り組みが必要であろう。 

今後の研究交流計画ならびに目標に関しては、若手研究者の研究協力体制の達成、継続

したマッチングファンドの獲得、日本側研究者の訪問の際における今まで以上の研究指

導、国際特許等に関する事前確認をあげており、具体的かつ実現性の高い計画をたてると

ともに、課題についても適切な対応がなされている。これらのことから、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が構

築されることが期待される。 

当該分野において、タイの研究機関と緊密に連携した拠点を確立していくことは将来的

にも重要であり、さらに着実に成果を上げるよう努力していただきたい。とくに、若手研

究者の国際共同研究への取り組みを奨励していく具体的な仕組みを整備していくこと、相

補的な研究基盤を活用して双方向型の研究者交流を強化していくこと、これまでの個別の

共同研究成果を総合しながら組織的・体系的に共同研究や人材育成に取り組んでいく国際

的なネットワークを構築していくことに力を入れてほしい。将来的に産業に貢献できる研

究教育の拠点を構築していく方向が望ましいと考えるので、社会人や実務者も交えた講習

会等も充実させ、共同研究の成果の実用化に向けた体制づくりにも取り組んでいただきた

い。 

以上、本課題は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される。今後さらに共同研究の進展を期待したい

が、本事業での研究費のみではさらに多くの学術的成果を得ることは難しいことから、

別研究費への積極的な申請が望まれる。 



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 

 

当該課題は①「バイオテクノロジーを利用した魚介類生産技術の向上」および②「養

殖魚介類のリスク管理技術開発」の二つの研究グループにより構成されている。 

「学術的側面」については、国際学術誌に研究業績が着実に発表されており、とく

に共同研究の成果はほぼ順調に蓄積されている。①の学術的成果として、特に、ウシ

エビの遺伝子発現プロファイリングを網羅的に行うための cDNA マイクロアレイの構

築と、エビ類感染症の迅速診断技術の開発が特筆される。②では、抗菌剤に頼らない

魚介類養殖を目的としたワクチン開発研究が顕著な成果をあげるとともに、新たな感

染防御技術となるファージ療法についても有用な発見があった。日本で開発されたワ

クチンを用いた、相手国（タイ）においる大規模な感染防除効果試験が実施され、共

同研究の交流活動が大いに進捗した。わが国養殖業で養殖用飼料を介して発生したロ

イコマラカイトグリーンの残留による汚染事例について、タイムリーな共同研究が実

施できたこと、大学院生に加えて社会人や実務者を交えた食品安全に関する勉強会を

開催していることなどは、波及効果あるいはそれが期待できる要素といえよう。今後

さらにこれらの共同研究の進展を期待したいが、本事業での研究費のみではさらに多

くの学術的成果を得ることは難しいことから、別研究費への積極的な申請が望まれ

る。当然これまでの研究成果も本事業の予算のみで得られたわけではなく、JSPS 側も

本事業内の重要研究課題については別予算を措置することも検討すべきである。尚、

耐病性トランスジェニックフィッシュの作出は耐病性メカニズムの解明には有効で

あるが、我が国の国民感情や生態系への影響を考えると必ずしも安心とは言えない。 

当該期間中、14 件の学術論文（査読有の英文）が公表されており、内 7 件が相手国

の参加研究者との共著論文であり、優れた研究業績があがってきていることは高く評

価できる。初年度における東日本大震災や 2 年度のタイ大洪水等の影響により、当初

予定していたセミナーの実施や研究者の交流が若干停滞したが、代わりのセミナーや

研究交流会、さらに大学院生と社会人を対象にした食品安全に関する勉強会をタイ国

で開催することにより、若手研究者の交流の活発化ならびに育成を実現できた。しか

し、セミナーを通しての研究交流に大学院生等を積極的に参加させることにより、若

手研究者の養成にも力を入れ、順調に進められているようであるが、そのことにより

どのように具体的に若手研究者の養成に成果が上がっているのかは明確でないとこ



ろがある。資料を見る限り、日本におけるセミナー等は実施されておらず、国際会議

あるいは国内学会・シンポジウム等における発表が 1 件もないので、今後の努力を期

待する。また、日本からの長期での派遣を実施できていないことも、今後の課題であ

る。 

「研究教育拠点の構築」については、研究教育拠点構築に向けた双方向型の研究者交

流に物足りないところがある。平成 24 年度から本格的に進める予定とあるが、具体的

計画が示されていない。東南アジア諸国から若手研究者を招聘して講演を願うだけでは

不十分であり、むしろ国内の協力機関との十分な協議により作成した具体的計画案を持

って東南アジア諸国との協議に臨むべきである。本件は全日本で取り組むべき課題であ

り、我が国の国益に沿った研究教育拠点を構築すべきで、その中で日本側拠点機関が主

導的役割を果たす必要がある。 

 

 

 



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 

 

「共同研究」「セミナー」「研究者交流」は適切に計画し、概ね効果的に実施されてお

り、適切に経費も執行されている。特に、タイ国留学生の国費留学生受け入れ申請は、

より多くの採択へ向けて今後も積極的に行う必要がある。22 年度、23 年度ともに、数

多くの研究課題について共同研究を通した成果が得られている。研究交流課題に関する

幾つかの課題について共同研究が適切に実施され、着実にその成果が業績として積み上

げられつつある。こうした個別の共同研究成果の相互の連携をはかり、研究交流事業を

組織的に推進していく体制をさらに整備していくことが必要であろう。 

さまざまな事情で当初予定されていたセミナー開催の日程等が大幅に変更される中

で、共同研究を中心に一定の成果が挙げられている点は評価できるが、セミナーを通し

て若手研究者の養成をどのように具体的・体系的に進めているのか、やや不明確である。

また、セミナーは両年度に１回ずつタイで開催されているが、これらは日本の研究者が

短期間タイを訪問する形式で行われており、タイ側研究者の日本訪問が行われていない

ことが課題である。 

研究者交流については、日本側の拠点機関および協力機関の研究者・学生が、タイに

おける種々の研究機関、研究者と共同研究を実施しており、多様な研究者交流が進展し

ている。しかし、研究教育拠点化に向けて双方向型の研究者交流の体制を整備すること

も今後の課題として残っている。 

日本側コーディネーターおよびグループリーダーによるタイの複数大学、水産局等へ

の訪問を通して、事業運営、実施・支援体制の検討ならびに協力要請を行うとともに、

日本への留学希望者に対する面接も行う等、将来に向けた人材発掘もなされており、拠

点機関及び協力機関間の実施体制・協力体制等は適切に構築、運営されている。国内外

の拠点機関及び協力機関間の実施体制・協力体制等はほぼ適切であるが、日本側拠点機

関のリーダーシップがより強く発揮されることが望まれる。特に、国内の協力機関との

十分な協議のもと、明確なビジョンを示し、2 国間だけではなくアジア諸国に共通して

存在する、安心・安全な養殖魚介類の生産技術とリスク管理法開発に関する諸問題を協

力して解決にあたる具体的システムと協力体制つくりが必要である。 



 経費に関しては 22 年度、23 年度ともに、派遣旅費及び物品費等に支出されている。

研究者交流費は 0 円であるが、これは同一研究者が 1 度の出張で共同研究と研究者交流

を行っているためで、両年度ともに、適切な経費執行がなされている。タイ側のマッチ

ングファンドは、タイ国学術振興会およびカセサート大学、チュラロンコン大学がタイ

国政府より受けている科学研究費の一部により担保されており、両年度の金額はそれぞ

れ 1800 万円および 1300 万円で、相応の負担をしていると考えられる。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はほぼ適切に確保されている。しかし、本事業

が対等な協力関係に基づく双方向交流として実施されているとは言え、日本側は常に指

導的立場を維持すべきであり、学術及び経済レベルに差がある相手国に多くのマッチン

グファンドの確保を強いることは交流事業の進展を妨げることになろう。 

 

  

 

 

 



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 

 

目標達成に向けた計画は具体的であり、かつ実現性の高い内容となっており、計画

の大幅修正の必要はない。今後の研究交流計画ならびに目標に関しては、二つの研究

グループのグループリーダーを中心にして、本事業申請時のものに若干の修正を加え

ながら発展させてゆく予定である。中堅以上の研究者間における研究協力体制の構築

は概ね出来ているようだが、若手研究者の研究協力体制が十分に達成できていないこ

とが課題である。今後は若手研究者、大学院生の交流の実施を重点的に行うことを目

標としているが、一方で、本事業はマッチングファンド獲得を前提とすることから、

相手国（タイ）からの若手研究者の招聘および研究指導が十分に行えなくなる場合も

危惧される。そのような場合も想定して、日本側研究者の訪問の際に、今まで以上の

研究指導を行う必要性を述べている。 

ワクチンの開発などタイにおける魚病被害の軽減につながる成果が得られつつあ

る一方で、実用化にあたっては医薬品としての承認が必要となるので、今後、承認申

請に関わるデータの蓄積が進めるとともに、国際特許等について、各研究者が共同研

究者と同意書等を通した事前確認をとるようにしている。 

本事業の前身である拠点大学方式交流事業での 10 年を加えた共同研究事業を継続

して展開しており、今後も研究者の交流と共同研究が順調に発展すると考えられる。 

以上、目標達成に向け、具体的な実現性の高い計画をたてている。今後の課題や研究

協力体制としてさらに強化する必要がある点などを把握して適切な対応を行っており、

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

ネットワークが構築されることが期待される。計画調書に沿ってさらに成果を充実させ

ていただきたい。 

しかしながら、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

ワーク構築に向けて具体的ビジョンを示す必要がある。すなわち、安心・安全な養殖魚

介類の生産技術とリスク管理法開発に関する諸問題を協力して解決にあたる協議会、研

究センター及び基金などの設立を期待したい。そのためには、本事業と並行して進行す

る国内外の事業との連携も必要である。特に、連携先は文科省のみならず他省庁の事業

や国内企業なども対象とし、将来の我が国への安心・安全な食糧の安定供給を見据えた

取り組みが必要であろう。 



また、相補的な研究基盤を利用した双方向型の研究者交流や若手研究者の養成に向け

た体制を具体的に整備していくことは、国際研究教育拠点として継続的な活動を展開し

ていくためにも必要不可欠であり、その点に力を入れてほしい。個別に展開されてきた

共同研究を、組織として体系的に推進していく体制を整備していくことも今後の重要な

課題であろう。 

 

 


