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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 

 

本課題は、1）東南アジア海域の沿岸海洋学の諸問題―物質循環、有害藻類、生物多様性、

汚染物質－に対応可能な研究教育ネットワークの強化、2）地球規模の国際的取り組みにも

貢献しうる沿岸海洋学教育研究ネットワークの構築、3）沿岸海洋科学の次世代を担う研究

者養成、の 3 つを目標に掲げて研究交流活動を進めてきた。教育研究の風土やレベル、財政

状況について国毎の格差が大きい中、これまでの共同研究・セミナー開催などの交流を通

じて、学術的側面において課題分野ごとに着実な成果を挙げつつあり、研究協力体制と

研究教育のためのネットワーク構築が継続的に進められており、一定の成果を上げてきて

いる。 

学術的実績はおおむね順調に上がっている。特に当該海域での図鑑やフィールドガイドの

出版（Ｇ2Ｈ、Ｇ2Ｆ、Ｇ2Ｍ）は、地道な取り組みながら当該海域を対象とした沿岸海洋研

究の基盤強化に直結する試みであり評価できる。当課題に関連した査読論文は 24 編とそれ

なりの数ではあるが、本事業がＨ13 からの多国間拠点大学交流事業の継続的発展事業であ

ることを考慮すると、それなりの国際誌に掲載された論文がほとんどないのは残念である。

今後の成果に期待したい。  

若手研究者の養成も順調に進んでいる。多くの課題グループ（Ｇ1、Ｇ2Ｈ、Ｇ2Ｐ、Ｇ2

Ｍ）において、沿岸海洋研究において重要な調査方法や解析技術の指導・伝授が行われ、相

手国側の若手研究者の明確な技術的向上につながったことは間違いない。今後も日本国内

において、我が国の若手研究者が中核として積極的に本事業に参画し、次世代を担うリ

ーダーシップをもった研究者の育成が期待できる。また、交流国の若手研究者による本

ネットワークへの参加が促進されたことも、一つ目立った波及効果と言える。 

研究者交流については改善の余地があるかもしれない。交流実績は実施計画に対して低い

レベルに留まり、とくに相手国側から日本への派遣総数について交流実績が実施計画の半分

以下である。このような事例が複数年に渡り同じ相手国との間で継続していることは計画時

に問題があった可能性がある。 

ネットワーク構築については、事業全体としてはおおむね良好に進んでいる一方で、国に

よる格差も大きい。本事業が掲げている東南アジア海域に関する知見を統合する学際的

な研究・教育ネットワークの構築目標に向けて、各課題間の繋がりや、参画拠点諸国・

拠点研究機関間における交流の強化が望まれる。また、交流は双方向とすることや、全

参画拠点諸国において学術面での成果が輩出するように努力を期待したい。  
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研究交流活動の経費執行には問題は見当たらない。ただし相手国の経済状態・研究資金

の獲得に格差が大きく、一部の相手国についてはマッチングファンドが不十分な可能性が

ある。十分なマッチングファンド確保は今後の課題であろう。 

相手国マッチングファンドの規模や使途制限の問題から、国毎の交流の規模や内容に差が

生じている点や、日本からの一方的な派遣、日本へ受け入れている相手国の片寄りなどの問

題の解決には、日本学術振興会側の現行制度上の制約もあり、時間を要すると思われるが、

東アジアの複数国の研究者が一堂に会して実施するワークショップやトレーニングコース

は、研究交流推進や若手育成面で非常に大きな意義をもつことから、資金を別途確保するな

どして、現在できることを着実に進めていけるよう、積極的に検討していく必要性が感じら

れる。複数の協力国間でのネットワーク構築には日本以外の東南アジア諸国間での研究者交

流こそ重要であり、それはまだ現時点では不十分であるが、経費支給期間終了後も当該分野

における国際研究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どうか

に強く関連する。 

本事業全体としては、前段の多国間拠点大学交流事業の延長的な面があることも関係して

いるのかもしれないが、目標にやや具体性を欠く部分がある。前段の事業でこれまでに何が

どこまで達成されたのか、本事業でどのような強化や新規展開が図られたのかも分かり難

い。今後の研究交流実施計画の骨子も、これまでの研究交流活動を継続させていくという内

容であるが、内容、今後の研究交流計画に掲げられている課題分野ごとの「ワークショップ・

トレーニング」と「データベースの構築」については、各課題における具体的な内容が説明

されていないため実現性は不透明である。また、今後のデータベースの構築に関しては、ア

マモ群集に重点をおくというが、それが相手国側の沿岸海洋学の進展へどのように貢献する

か不明である。また、アマモ場を対象に実施している「総合的生態系調査」は一つの柱にな

り得ると考えられるが、あいまいな記述で、目標達成に向けた計画は具体的には示されてい

ない。 

東南アジア海域は沿岸諸国に対し高い生態系サービスを提供する一方で、地球規模の気候

変動や沿岸域の人間活動により深刻な環境悪化が進みつつある。このような背景のもと、地

球規模環境変化の諸問題にタイムリーに対応できる、東南アジア域で沿岸海洋学の研究

教育ネットワークを築くことは意義が大きく且つ緊急性が高い。しかしながら、沿岸海

洋学の分野で先端的と言えるレベルになるには道程は険しい状況にある。やや総花的な感の

ある共同研究のテーマや体制を一部見直し、国際研究教育拠点として世界にアピールできる

ような学術的価値の高い成果を少しでも生み出すための人・物・金の集中的な活用も含めた

戦略を練り直す必要がある。 

改善のためには、事業終了時に達成が見込まれるネットワークの完成像と予想される成果

を具体的に設定し、そのゴールに到達するための各年度毎の計画・数値目標を各研究グルー

プ・国で明確にして事業に取り組むことが鍵になると思われる。そのためにも、各国のコー

ディネーターには、危機感をもって、強いリーダーシップを発揮していただきたい。 
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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。 

・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 

 

・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。 

学術的側面の観点の実績はおおむね順調に上がっており、課題分野ごとに全３課題

とも成果をあげつつある。藻場生態系の総合調査などを通して、東南アジアの沿岸海

洋研究の強化が進行している様子が伺える。特に当該海域での図鑑やフィールドガイド

の出版（Ｇ2Ｈ、Ｇ2Ｆ、Ｇ2Ｍ）は、地道な取り組みながら当該海域を対象とした沿岸

海洋研究の基盤強化に直結する試みであり評価できる。ただし、一部の課題グループ（Ｇ

3）では、これまでの研究交流活動の進捗状況における学術的側面の研究成果の説明は、

具体的にほとんど示されず、いわば研究の実施状況の説明となっていた。今後の成果に

期待したい。 

若手研究者の育成については具体的な数値（年齢、職・学年、人数など）の記載が不

十分で事業全体の活動に占める若手研究者の割合が不明であり、本事業に参加した大学

院生の学位取得や大学・研究所への就職・昇進状況など、実質的な若手養成の成果の記

載があるとなおよかったものの、概ね順調に進んでおり、日本国内においては我が国

の若手研究者が中核として積極的に本事業に参画することで、次世代に繋がるリー

ダーシップをもった研究者の育成が期待できる。一方、参画する相手諸国では、セ

ミナーの参加以外に若手研究者の重点的養成は特に見受けられないが、多くの課題

グループ（Ｇ1、Ｇ2Ｈ、Ｇ2Ｐ、Ｇ2Ｍ）において、実習や共同研究、ワークショップを

通じ、沿岸海洋研究において重要な調査方法や解析技術の指導・伝授が行われた。これ

らの手法はいずれも関連分野の研究を進める上で必要不可欠なものであり、相手国側の

若手研究者の明確な技術的向上につながったことは間違いない。加えて、一部の課題グ

ループ（Ｇ2Ｈ）では、参加した若手研究者が国際セミナーにおける研究発表にこぎつ

けるまでに成長するなどの具体的成果もあがりつつある（Ｇ2Ｈ）。また、日本への留学

を通しての人材育成進展につながる動きも現れてきていることは今後の人材育成の光

明ともいえる（Ｇ2Ｈ、Ｇ2Ｐ、Ｇ2Ｆ）。その一方で、一部のグループ（Ｇ2Ｂ）では、

若手研究者育成についての具体的記載がないことは残念である。 
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本事業の目標に上げられている研究教育拠点の構築に関しては、フィールド調査

やデータベース構築など研究面でのネットワークの整備・構築は事業全体としてはおお

むね良好に進んでいるものの、教育面での拠点形成は遅れている感がある。また、平成

24 年度の交流実績としては、述べ派遣数 44 人（299 人日）、述べ受け入れ数 8 人（71

人日）であり、セミナーも 2 年間で述べ 2 回開催するなど、研究交流は十分に進んでい

る。その一方で、国や課題グループによる格差も大きい。国に関しては日本を除いてマ

レーシアでは 3 グループとも順調に拠点形成が進んでおり、タイの幾つかの研究グル

ープでも進展が見受けられた一方で、フィリピンではいずれの課題グループでも拠点

の構築に向けた取り組みがほとんど進んでいない。参画研究機関全体ではまだまだ努

力が必要である。 

 

・研究交流活動の成果として優れた研究業績が発表されているか。  

当課題に関連した査読論文は 24 編とそれなりの数ではあるが、うち 8 編を同一のプ

ロシーディングが占めるなど、質より数を稼いだ感を免れず、学術雑誌への発表論文が

量・質ともに不十分である。相手国との共著論文は３割程度に留まっており、フィリピ

ンは 1 件のみである。著者が日本人のみの論文も多く、日本研究者が自らのフィールド

ワークを行う経費として本事業を使っていることが懸念される。国際会議の発表も６割

近くが本事業セミナーにおける発表で、国際学会の場における本事業の成果公表は不十

分である。本事業は平成１３年度から実施されている大学交流事業を基盤とした継続的

発展事業であることを考慮すると、それなりの国際誌に掲載された論文がほとんどない

のは残念である。多数の国際共著論文があっても良い段階にあると思われるが、まだ進

行途中のプログラムを評価することは困難で、日本国内から 54 名、総勢 219 名の研

究者が参画してきた本事業の終了時には、優れた査読論文が著名な国際専門雑誌に

多数掲載されること、及び、日本と相手諸国との共著論文や国際会議での発表の数

が全論文・発表数に占める割合が向上することを期待したい。 

国際研究交流に基づく成果発表のより一層の向上努力が必要であり、今後の成果に期

待したい。 

 

・研究交流活動の成果から発生した波及効果はあるか。 

 交流国の若手研究者による本ネットワークへの参加が促進されたことは一つ目立

った波及効果と言える。しかし、他に具体的な波及効果は認められず、タイムリーに

地球規模環境変化の諸問題に対応する沿岸海洋学の研究教育ネットワーク構築とい

う本事業の重要性・緊急性から、研究プロジェクト全体において各課題間の繋がり、

特に、学際的教育研究事業進行のために参画する諸国・全拠点研究機関間における

交流強化が必要と思われる。また、共同研究で得られた環境問題や生物多様性に関す

る科学的知見を基に、東南アジア全域における環境保全政策の立案や政府間協力体制構

築に向けての提言など、広域国際活動などへの貢献策も検討して欲しい。 

 

 

 



 

6 

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」を適切に計画し、

実施しているか。 

「共同研究」「セミナー」はほぼ適切に計画され、概ね効果的に実施されて、一定の

実績が得られているが、討議・策定された活動計画の具体的な内容や年次展開が不明で

あるため、その達成度の評価が困難である。また、「共同研究」に関しては課題名に対

して活動経過の内容が整合しているか理解できないものがあった（Ｇ1：物理過程－③

養殖方法に関する研究）。なお、「共同研究」については、日本から相手国へ出向くケー

スがほとんどで、日本国内で受け入れとなった研究室は数カ所のみと、相互での交流等

を活性化する努力が必要と思われる。 

 「セミナー」に関しては年間最低でも国内外一回ずつは必要で、特に国内の異なる大

学・研究機関において、定期的な運営に関する打合せ会合等が強力な実施・協力体制の

構築に必須と思われる。近年、日常的に利用される各種 web 会議の導入など、国内外の

交流に関して、より一層の工夫が期待される。 

研究者交流については実施されていない。 

全体としては、両年度とも交流実績（国別交流人日数合計）が実施計画に対して 70％

未満であるが、特に 24 年度は実施計画の 60％程度とやや低い値となっている。また相

手国側（5 カ国）から日本への派遣総数については、交流実績が実施計画の半分以下で

ある。また国によっても凸凹があり、フィリピンとの交流実績は、両年度に渡り実施計

画の半分以下である。こうした実施計画と実績とのギャップはある程度不可避なのかも

しれないが、複数年に渡り同じ相手国と同様の事例が繰り返される場合は計画時に問題

がある可能性がある。本課題に関連した査読あり発表論文は 24 報であるにもかかわら

ず、そのうち相手国参加研究者との共著論文が 11 報にとどまるが、この点も研究者交

流を高めていくことができれば改善していくかもしれない。 

 

・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るか。 

東南アジアにおける沿岸海洋学の諸問題に取り組むために 3 つの課題を設定し、これ
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に 7 つのグループで取り組むという体制が組まれており、明確な役割分担がなされてい

る。 

国内の協力機関との協力体制については、全国の大学と国立科学博物館を中心に適切

に選択され、東京大学大気海洋研究所でカバーできない分野に関しては、それぞれの分

野に強い組織から協力を得ている。これらの点では、拠点形成のための活動と当該事業

の対象とする広範な問題に対処するための十分な協力体制が構築されていると言える。 

相手国との協力体制は、役割分担・ネットワーク構築状況の模式図のみで、個別のサ

ブグループを除いて、相手国拠点機関の活動詳細に関する記述文が十分でなく、評価す

ることが難しい。具体的にどの部分の連携が構築されたのか、強化が必要な部分はどこ

なのか、自己評価が欠けている。進捗状況報告書 P。７には参加研究者の見直しの必要

性の記載があるが、対応策の提示は無い。 

 

・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。 

 研究交流活動の実施にあたり経費の執行には問題は見当たらず、概ね適切に執行され

ていると思われるが、適切性について判断しかねる部分もある。目的は東南アジア研究

教育拠点の構築に関する事業だが、備品・消耗品購入費用が配分額全体の 22%（H23）と

26%（H24、計画段階では 7%）を占め、さらに用途などは評価資料から把握できないため

である。また派遣に対して受入人数が大幅に少なくなっていることも気にかかる。 

 

・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るか。 

 相手拠点国間の差が大きく、まだ進行して２年目の事業で、十分なマッチングファン

ドが確保できたとは言えないが、相手国側の相応の負担とそれに向けた努力が確認で

き、マレーシア、タイ等で研究資金獲得したことは大いに評価できる。ただし、一部の

相手国についてはマッチングファンドが不十分な可能性がある。 
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３. 今後の展望  

 

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 

□ 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 

 

・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。 

今後の研究交流実施計画の骨子は、当初計画とほとんど変わらず、これまでの研究交

流活動を継続させていくという内容となっており、過去２年間の実施状況を鑑みると、

実現可能性は概ね担保されていると言える。しかしながら、共同研究のテーマ毎にゴー

ルや若手研究者育成の具体的な数値目標が設定されておらず、この点に関しては、計画

が漠然としたものになっている。また、今後の研究交流計画に掲げられている、ニーズ

の高い課題分野ごとの「ワークショップ・トレーニング」と「データベースの構築」に

ついては、いずれも各課題でどのような取り組みを行うかについて具体的な内容が説明

されておらず、26 年度以降の開催計画がまだ策定されていない。そのため実現性につい

てはいまひとつ不透明である。また、今後のデータベースの構築に関しては、アマモ群

集に重点をおくとのことであるが、データベースの内容の説明もなく、そもそもアマモ

群集でのデータベースの作成が相手国側の沿岸海洋学の進展へどのように貢献するか

についての説明がなされていない。収集ポリシー、管理期間、維持経費の確保など、具

体的なプロセスを明確にしておく必要がある。さらに、「総合的生態系調査」に関して

も、「より対象を絞った調査を・・・東南アジア全体におけるアマモ場群集の現状を明

らかにすることを目指す」といったあいまいな記述で、目標達成に向けた計画は具体的

には示されておらず、実現性が高い内容であるとは言えない。 

なお、事業進捗状況の評価にあわせた計画見直しの中間時点に当たり、東南アジア海

域に関する知見を統合する学際的な研究・教育ネットワークの構築目標に向けて、各課

題間の繋がり、参画拠点諸国・拠点研究機関間における交流の強化も必要と思われる。 

 

・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。 

 今後の課題として、相手国において十分なマッチングファンド確保と使途制限が難点

として挙げられている。各国の経済状態・科学資金の獲得に格差が大きく、また今後、

研究交流の拡大には各国の資金運営システム上の問題点も多い。日本学術振興会側の現

行制度上の制約もあるが、本事業における協力国間の交流を活発化させるためにも、事
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業計画期間内により着実に目標達成できるよう、本研究経費運用の柔軟性について検討

し、日本と複数の相手国が集まる多国間交流を円滑に実施できる体制を整えることが、

フィールドでの共同研究やワークショップ・トレーニングを通して、国際研究教育拠点

となり得る学術的価値の高い成果を出していく大きな鍵であり、対処可能な部分から積

極的に取り組んでほしい。 

 

・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。 

 経費支給期間終了後の本課題事業の長期的効果に関しては、本事業期間中の研究者交

流の程度に大きく依存することは言うまでも無いが、本事業は、現在着実な成果を挙げ

始め、研究協力体制とネットワークも構築されつつある。拠点研究機関である東京大学

大気海洋研究所の共同利用・共同研究拠点の利点を生かし、関係者の一層の努力により、

日本国内の研究機関が中核となる東南アジア地域での協力体制が強化されることを大

いに期待したい。 

ただし、複数の協力国間でのネットワーク構築には、日本以外の東南アジア諸国間で

の研究者交流こそ重要であるが、それは現時点では不十分であり、それゆえ、研究拠点

ネットワークのさらなる充実と発展が期待できるかどうかに関してはいささか不透明

である。また大気海洋研究所の共同利用経費のみで、本事業に代わる十分な活動経費が

維持できるのか不透明であり、相手国における研究資金獲得の推進に加えて、日本側研

究者による競争的資金獲得を積極的に進め、本事業終了時までに活動継続の見通しを得

ておくことが不可欠である。 

 

 


