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平成 20 年度 拠点大学交流事業 事後評価結果 

 

 

 

交流分野 応用生物化学・生産生物における開発と環境との調和 

日本側拠点大

学名 
東京大学大学院 農学生命科学研究科 

相手国側拠点

大学名 
ボゴール農科大学 

交流期間 平成１０年度～平成１９年度（１０年間） 

予算配分 

平成１０年度 １９，５００千円  平成１５年度 ３０，９４０千円 

平成１１年度 ２５，４４０千円  平成１６年度 ３０，０００千円 

平成１２年度 ３０，０００千円  平成１７年度 ２７，２００千円 

平成１３年度 ２８，５８６千円  平成１８年度 ２５，８４０千円 

平成１４年度 ３２，５００千円  平成１９年度 ２４，６９０千円 

（委託手数料含めず） 

累  計  ２７３，２５６千円 

交流実績 

＜１０年間の交流総数＞ 

派遣： ３４４人  受入： ２３２人 

 合計： ５７６人 

＜学術会合＞ 

 セミナー：４回 

＜論文等＞ 

論文：１５７件 
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１．事業の目標 

観 点 

 

10 年間の交流を通じて達成すると定めた目標について、学術的価値、社会的価値、具

体性、実現可能性等の観点から適切な目標であったか 

 

評 価   

 

 □ 適切であった 

 ■ 概ね適切であった 

 □ ある程度適切であった 

 □ 十分でなかった 

 

コメント 

本事業の主題である食料問題と環境問題を同時に解決することは、学術的価値と社会

的価値の高い世界的に急務の問題である。 

現在の農業生命科学に課せられた社会的課題から本交流事業の目標を見た場合、環境

調和型生物生産システム及び農村社会の開発方式の解明という点で、本交流事業は高い

社会的価値を有している。専門分化が著しく進み、農学本来の総合性・実践性が欠如し

た研究が多い中で、東京大学大学院農学生命科学研究科が率先して、総合性・実践性に

関わる農学生命科学の再構築に取り組んだことは、関連学会に大きなインパクトを与え

た点で高く評価できる。 

しかし、学術的価値、社会的価値を東南アジアモンスーン地域に求めるとすれば、「コ

メの人口収容力の解明」であると考えられ、インドネシアにおける持続的な農業経営の

解明及び生物エネルギーと食料生産とのバランスのとれた生産システムの実現といった

課題については、今後の課題として残されている。さらに、熱帯地域における食料資源

となる遺伝的宝庫の検討だけに留まらず、この遺伝資源を本当に飢餓で苦しむ地域の食

料生産に繋げられるかという研究がグループ５として加わっていたならば、その時はじ

めて地球環境問題を克服する具体的な体制としての「食料増産」が意味をもってくるも

のと解される。そのため、この部分が事業の目標に記載されておれば、はるかに事業の

目標が明確になったのではないか。 

また、途上国での人口増加とそれに対応した自国内での食料増産の必要性は広義には

地球環境問題として捉えることができるが、平成 10 年度の時点で本事業の推進拠点であ

るインドネシアにおいて、上記の人口増加と食料増産の必要性を課題とした「地球環境

問題の解決策」を求めた目標設定は少し無理があったのではないかと考えられる。 

 

現地で研究フィールドを設定し多くの研究者が参加して問題解決を目指すというアプ

ローチを採用したことは、本交流事業の具体性を高める点で大きな貢献をしている。研

究成果の具体性という点でも、新品種の開発、バイオテクノロジー技術のインドネシア

研究者への移転、物質循環に基づく農村生態系の改善方向の提示を行うなど有効な成果、

より具体的には、①土地利用変化がもたらす環境変化や流域単位での窒素収支や水収支

が明らかにされた、②プラカランガンなどの植物資源の伝統的利用が再評価され、新品

種の開発やバイオテクノロジー技術の導入の可能性が検討された、③生物生産を支える

農村社会構造とその変化が長期モニタリングとヒアリング等によって明らかにされた、
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④崩壊しつつある農村生態系の現状が物質循環等の観点から把握され、その改善方策が

検討された、があった。 

しかし、到達目標と成果の間には、次のような乖離がある。①では、持続可能な土地

利用システムが提案されていない。③では、農村社会構造の変化は明らかにされたが、

新たな環境調和型の農村開発の方法が提案されていない。④では、地域社会に適合した

新たな持続的生物資源乖離システムが提案されていない。 

 

本交流事業では、10 年間で 212 名ものインドネシア研究者を日本側が受け入れており、

交流終了後も彼らのフォローを行えば、研究目標のさらなる実現に近づくことができる

であろう。また、将来にわたってこの交流事業の成果の持続的な普及を行う仕組みを作

り上げることが大切である。 
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２．事業の実施状況 

観 点 

 

事業の全体的な体制、共同研究の体制、セミナーの実施状況、研究者交流及びその他の

交流の状況、事業に対する相手国拠点大学・対応機関との協力の状況等が、適切に実施

されたか 

  

評 価   

 

 □ 適切であった 

 ■ 概ね適切であった 

 □ ある程度適切であった 

 □ 十分でなかった 

 

コメント 

この交流事業を円滑に実施するため、日本側ではコーディネーターを委員長として、

東京大学から 4名と各協力大学から 1名（計 7名）の委員によって 12 名の実施委員会が

結成され、毎年 1 回委員会が開催された。毎年、日本側及びインドネシア側の研究代表

者等によって、事業計画や交流計画が協議された。 

全体的な体制、共同研究の体制の内容はよく吟味されたものであり、しかも、拠点構

想を構成する拠点大学及び協力大学が参加しやすい内容にしていることは高く評価でき

る。内容的には、植物資源の持続的利用に関する研究で生物機能に関する多面的評価を

行い、その上で生物工学的技術導入による農業生産のイノベーションを行う意図は、食

料増産の具体的切り口を示すものであり、非常に高く評価できる。 

 

本交流事業の共同研究を進めるため、4分野の研究グループが作られた。この 4分野の

研究組織は適切と思われるが、それぞれのグループでの研究とともに、グループ間での

緊密な連携が確保できれば、より総合性が高い研究成果の実現が可能であったと思われ

る。 

 

インドネシア側の拠点大学であるボゴール農科大学の受入体制は、事後評価資料からは

十分に把握することはできないが、日本側の 4 つの研究グループにほぼ対応してカウン

ターパートとなる研究組織が形成されたものと想定できる。また、ボゴール農科大学内

に東京大学の研究拠点オフィスを設けて事業を展開することにより、交流事業が円滑に

推進されたことは高く評価できる。 

さらに、本交流事業を通してガジャマダ大学とは部局間協定が、パジャジャラン大学

とは全学協定が締結され、交流事業の輪がインドネシア国内で確実に広がっていること

が確認できる。また、インドネシア教育文化省高等教育総局とも大変良好な関係が構築

され、拠点事業の推進はスムーズに行われた。 

 

研究交流は、主として相互の研究拠点での日常的な研究推進とともに、定期的に開催

される全体セミナー、グループごとのセミナー、グループ横断的なセミナー、共同調査、

定点観測農村フィールドでの共同研究、博士論文や修士論文の指導及び研究成果を体系

的に取りまとめて社会に発信するという体制で実施された。 
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第 1 回目の全体セミナーの開始が交流事業開始後 3 年目であるが、これをもっと早く

開催し、問題点を明らかにして事業の全体像について議論していればよかったのではな

いかと思われるものの、その他、グループごとにセミナーが開催されており、セミナー

の開催については概ね適切であった。 

日本側からは毎年 31 名の研究者がインドネシアに派遣され、インドネシア側から約 21

名の研究者が受け入れられた。10 年間の交流事業を通じてインドネシア側から日本に受

け入れられた合計 45 名の若手研究者と留学生の内、15 名が博士号、6名が修士号を取得

した。日本側からインドネシアに派遣された合計 46 名の大学院生と学部学生の内、6 名

が博士号、26 名が修士号を取得した。 

このような研究者交流の体制は、研究者の多様な能力向上のためのネットワーク構築

に極めて有効であったと高く評価できる。 
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３．事業を通じての成果 

観 点   

 

交流による学術的な影響、共同研究を通じて発表された研究業績、セミナーの成果、

若手研究者の交流に関する成果、交流を通じての相手国からの貢献、交流を通じての相

手国への貢献、成果の社会への還元、予期しなかった成果、交流事業終了後の展望等の

成果について 

  

評 価  

 

 □ 十分成果があった 

 ■ 概ね成果があった 

 □ ある程度成果があった 

 □ 十分とは言えない 

 

コメント 

交流による学術的な影響については、博士論文・修士論文指導を通じてインドネシア

の農業・農村及び生物を研究対象とする専門研究者の育成、研究成果の国際的な発信と

評価の獲得、日本側がもっている高度な分析手法のインドネシア人研究者への移転並び

に研究成果の現地への発信（現地語著書の公刊）という点で優れた成果を実現している。

しかしながら、交流事業の波及成果として新たな競争的資金が獲得され、新たな共同

研究が始まったにもかかわらず、このことについて具体的な学術的効果を記していない

のは残念である。 

 

研究成果の国際的な発信という点では査読付き論文 77 編、著書 13 編が公表されてお

り、年間平均 8 編近い論文と年間 1 編を超える書籍が刊行されたことと、その内国際学

術誌が半数を占めるという点は高く評価できる。また、発表論文数が 239 編と多く、日

本・インドネシアの両国の研究の活性化に貢献している。 

しかし、この成果がどれだけ国際的にインパクトの大きいものとして受け止められた

かの評価は不明である。生態学や社会経済学関連の国際学術誌への投稿は、数よりも内

容が重視される。この事業は、10 年間という比較的長期にわたる共同研究であり、重厚

な論文を作成すること及び国際的に権威ある学術誌に論文が掲載されるようになること

は、今後益々重視されるであろう。 

 

 10 年間で全体のセミナーは 3年目、5年目、7年目、最終年度と研究の節目節目に開催

されており、研究成果の発表、グループごとの研究交流、研究内容の軌道修正という点

で大きな成果を実現している。外部評価を導入して大所高所から研究の軌道修正を行っ

ている点は評価できる。 

 

 日本側及びインドネシア側の若手研究者の交流が活発に行われ、現地フィールドでの

若手研究者の長期滞在により、現地語の修得と研究意欲の向上が図られている。その結

果、24 名の博士取得者（うちインドネシア側研究者 15 名）の実現を達成した。 

 

フィールド調査の準備や研究資源の調達及びフィールド調査は、インドネシア側拠点大
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学・協力大学の研究者の多大な貢献によって行われた。相手国からの協力がなければ、

成果の実現は困難であったであろう。 

相手国への貢献という観点からは、先端的な研究手法の移転と、国際的に活躍できる研

究者として備えるべき条件を伝え、インドネシア側拠点大学と協力大学の教育研究に活

性化をもたらしたことは大きい成果である。 

 

 本交流事業の成果は、学術誌だけでなく、一般の科学雑誌、英語及び現地語での図書

出版、現地調査フィールドへの政府の農村改善プログラムの導入など、様々な成果を社

会に還元している。また、10 年間でインドネシアの 2 大学との協定締結は、決して多く

はないが評価できる成果である。 

交流事業終了後の取り組みを見ると、インドネシアの研究者との研究ネットワークの

持続により、インドネシア研究の深化が期待できる。 

 

インドネシアのマスコミ関連者を中心として多くの人々を引き寄せたという記載、我

が国の有名な科学雑誌に特集号として出版された事実などから、一定の社会への還元が

行われたと推定されるが、我が国の一般の人々に対する成果の還元について記されてい

ないことが残念である。また、この報道または特集号が契機となってどれだけ新たな展

開への道を拓いたかについては残念ながら不明である。 

新たな競争的資金を獲得して事業終了後の現在も交流が続けられており、今後をさら

に期待したい。 
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４．総合的評価（書面評価） 

評 価  該当するアルファベットを○で囲んでください。 

 

 Ａ 研究交流の目標を十分達成できた。 

 

 Ｂ 研究交流の目標を概ね達成できた。 

 

 Ｃ 研究交流の目標をある程度達成できた。 

 

 Ｄ 研究交流の目標はほとんど達成されなかった。 

 

コメント 

本交流事業の特筆すべき点は、近代農学の積極的な導入により、長い歴史の中で形成

されてきた伝統的な農業生産システムと生産環境の変化が大きいインドネシアを調査フ

ィールドとして、総合的・実践的な視点から「環境を保全しながら生物生産の維持・向

上を目指す」という研究目標を設定して、学際的な研究をインドネシア側拠点大学・協

力大学の研究者の多大な貢献によって展開した点にある。また、本交流事業の実施によ

って、インドネシア側拠点大学と協力大学の教育研究に活性化をもたらした。 

 

研究交流は、植物生産、環境保全、農村開発、地域生態という 4 つのグループで構成

されたが、10 年前のグループ分けとしては適切であったといえる。現在であれば、これ

に生物エネルギーの問題、持続的農業経営の確立が加わったであろう。ただし、4グルー

プの中には、到達目標まで至っていないものがみられる。 

  

交流事業の取り組み方法で特筆できるのは、ボゴール農科大学の中に東京大学の拠点

オフィスを設置して、日常的な研究交流を実現した点である。また、定点観測的な現地

調査フィールドを設置したことにより、研究成果の実証、現地農業、生物生産、環境保

全及び農村社会システムの実態とその変容をリアリティーをもって把握することが可能

になった。また、インドネシア側と日本側の研究者が現地で長期にわたってフィールド

調査することが可能となり、現地語の習得、コミュニケーションの方法など、国際的な

研究の場で活躍するためのトレーニングの場としても有効に活用され、大きな成果が実

現された。 

 

 日常的な研究交流とともに、4回の全体セミナー、グループごとのワークショップを定

期的に開催することにより、研究交流目標に対する両国研究者の意識統一と研究意欲の

向上、博士論文・修士論文執筆のための指導を行い、多くの研究者の学位取得を支援し

た。多くの学位取得者を輩出したことは、インドネシアにおける農学研究のレベルアッ

プだけでなく、将来にわたって日本とインドネシアの学術交流の核となる人材を確保し

たことになり、事業終了後の研究交流の持続が期待できる。 

  

研究成果は国際的な学術誌に積極的に投稿されて査読付き論文として掲載されるとと

もに、研究成果の社会的な還元という点でも、研究成果を英語と現地語の公刊図書とし

て出版して普及を図ったことは特筆できる成果といえよう。ただし、インドネシアの農
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村へ成果の還元は行われているが、我が国の一般の人々に対しても、分かりやすい方法

で成果を還元するべきであった。 

  

 インドネシアの熱帯地域は遺伝資源の宝庫であり、その中でも、食料植物資源の探索

と遺伝子解析、そして、その成果としての新たな植物種の創出は必ずや地球環境問題の

有力なツールになるであろう。本事業で、少なくともこの課題が研究グループに取り上

げられたことはきわめて高く評価される。本事業で芽生えた珠玉の国際貢献的研究が大

きく飛翔することを期待する。 

 

 


