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 総合的評価  

 

評 価 

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 

 

人口が集中している河口域・沿岸域は、人間の活動の影響が色濃く表れる水域であり、

特にアジアは歴史的・文化的にも沿岸域への生活依存度が高い地域であるといえる。近

年の地球規模の気候変動や人間活動による汚染といった問題は、アジアの沿岸域に深刻

な問題を与えつつあることから、アジアにおける沿岸海洋学の学際共同研究体制を構築

しようとする本研究課題の目標は大変高く評価される。 

 

本事業を総合して評価すると、10 年間で約 5 億円の大型事業であったが、「東南アジ

アでの研究者の育成」、「国際共同研究の発展」、「研究成果」、「論文等業績」、「今後の展

開の可能性」のいずれの項目でも、予算規模以上のかけがえのない成果をあげており、

本事業は当初の設定目標以上の成果をあげたものとして高く評価する。特筆すべき成果

として次の点を評価する。 

・10 年の研究期間を通じて、セミナーや技術指導を高頻度に開催する努力を惜しまなか

った。 

・各課題が、国際共同研究により生物多様性と環境保護に関する優れた成果をあげてい

る。 

・膨大な数の研究論文を出版し、そのなかには日本と東南アジア各国研究者との共著論

文が多数含まれる。 

・東南アジア各国の環境保護、環境汚染防除に関する政策に貢献し、国際貢献を果たす

ことができた。 

・本事業の間に、相手国研究者が自国の研究費獲得に努力する等、本事業が東南アジア

各国の研究者の自立を促した。 

・平成 21 年には、アジア各国の行政官まで交えて、この事業終了後の国際共同プログ

ラムについて協議する等、本事業は東南アジア研究者ネットワークを構築することに

成功したと言える。 

 

また、課題毎の成果については、課題 2 は、社会的にも、水産的にも緊急性の高い発

見がなされているようで、今後の進展が期待される。課題 3 は、多くの地域的なフィー

ルドガイドも含めて、今後の当該沿岸域の多様性科学の基礎が構築されたと思われる。

今後、若手研究者のトレーニング、育成が継続されることを期待する。また、今回のプ

ロジェクトでは明示されていないが、生物多様性の保全、資料の保管、研究継続の基礎

施設として、当該国での海洋博物館等、研究普及拠点の充実も必要であろう。 

 全体としてみれば、期待通りの成果が得られているが、一部のグループの成果には不

満が残る。また、物質循環、プランクトン等を介した毒性学、生物多様性科学、人為有

害物質の分析化学の 4 課題が並立し、それぞれに成果が得られているが、これらの 4 分



野を統合するような成果は、セミナー等を別にして不十分なように思われる。統合的で

具体的であり、政策提言に至るような研究成果も期待される。 

 

 課題・反省点に示されているように、本事業によって得られた成果が、事業の終了後

も継続発展されるシステム作りが望まれる。また相手国と日本での事業内容の広報にも

努力を払う必要がある。国際プロジェクトでしかも東南アジア対象という条件から、参

加国に対する研究成果の公開は、研究者と一般の方々の双方に発信されているようであ

るが、はたして国内に対してはどれだけの情報が流されているのか、という点が気にな

った。沿岸海洋学は日本にとっても重要な研究分野であることを広く一般に知ってもら

うような努力をしていただくこともお願いしたい。 

 

このような広域的な国際共同研究活動をコーディネートし遂行できたのは、拠点大学

である東京大学大気海洋研究所の高い研究運営能力とたゆまぬ努力とによるたまもの

であり、担当機関は交流事業としての責務を十分以上に果たしたものと判定する。実施

期間が長く、参加国・参画機関の数も非常に多いことから、共同研究を実施していくに

あたっては多くの混乱と困難を抱えたことと思われるが、堅固なマネジメント体制を作

り上げて驚異的な数の業績を刊行するに至り、さらに後継プロジェクトも採択されてい

ることから、本プロジェクトの意義が非常に高く、また、その目標は十二分に達成され

たと判断してよいであろう。このようなフィールド調査研究は継続にこそ第一義がある

と考えるので、今後のますますの継続的な発展、継続される ACORE 事業の成功に大いに

期待するところである。 

 



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 

■ 想定以上に適切な目標であった。  

□ 概ね適切な目標であった。 

□ ある程度適切な目標であった。 

□ 適切な目標であったとは言えない。 

コメント 

 

 日本を含むアジア諸国は沿岸域に人口が集中しており、人間の活動は直接・間接に水

域へ大きなインパクトを与える。水域への影響は、水環境のみならずそこに生息する生

き物にも当然影響を与えるものである。ここで注目しなければならないことは、海洋に

は物理的な国境は存在せず、水も生き物も自由に行き来をするという点である。すなわ

ち、特定の国や地域の沿岸域に物理化学的な環境あるいは生物に何らかの変化が起こっ

た場合、その影響は、他の水域へも伝搬する可能性が非常に高く、生物の多様性の保全

と資源管理には国境をまたいだ研究が必要なことは自明である。したがって、沿岸域の

包括管理はアジア諸国共通の喫緊の課題であり、そのための沿岸海洋学の国際的な学術

基盤を形成する意義は非常に高い。 

 

拠点大学交流事業として、東南アジア沿岸海洋国である、インドネシア、タイ、マレー

シア、フィリピン、ベトナムを連関するという、学術的にも政策的にも意義の高い目標

であった。また、この地域の生物多様性の解明と保全は、緊急を要する課題であり、目

標であると思われる。自然と人為の有毒物質の研究も、この地域、水域としては必要性

の高い目標であった。また、東南アジア沿岸域を形成する主要 5 カ国を相手国としたこ

とにより、東南アジア沿岸域全体の物質循環と生物多様性を総括的に理解することに成

功している。また 4つの課題ともいずれも十分な研究業績と国際研究推進の成果をあげ、

総合的には熱帯域の海洋循環と各種生物相の特性、さらに東南アジアにおける水質汚染

問題にまで研究を進めており、事業における 4つの課題構成が適切であったと判定した。

また、生物多様性の 4 サブグループの設定とメンバー構成も、国内的にも国際的にも妥

当である。ただし、この研究体制なら、もう少し生態毒性学の視点を前面に出してもよ

かったのではないかと思われる。 

さらに、交流期間の間に、国内外の研究者により膨大な数の論文や著書が出版されて

いる。このように優れた多くの成果が得られたことから、学術的価値の観点から見て、

当初の研究目標と計画は適切に設定されていたと判定した。 

  

アジアの沿岸域の持続的利用と包括的な管理を多国間で実施するための学術基盤の

形成という課題に対して、6 カ国の研究機関と共同で学際研究を実施するとした本課題

の目標は、非常に高く評価される。6 カ国での学際研究に関する共通プラットホームが

形成されることは、文化的にも食料利用においても海洋への依存の高いアジア諸国にと

って非常に大きな意義を持つと考える。また、業績のなかには、学術的に高く評価され

た成果が多数認められるのに加えて、東南アジア諸国の環境行政の推進への貢献も認め



られる（課題 1、2、4）。期間を通じて多くの論文が出版されたことは、本交流事業に参

加した研究者のアクティビティーが 10年間の長期にわたって高く維持されていたこと、

かつ本事業により国内外で新しい人材が育成されたことを示している。これらの成果か

ら、社会的価値から見て本事業の目標は適切に設定されていたと判定した。 

 

 この事業は、10 年の研究期間という科学研究プロジェクトとしては長い期間が与えら

れている。大気海洋研究所が長年にわたって積み上げてきた多国間の研究協力実績に基

づいて計画されたことにより、具体的かつ実現可能性の高い事業計画として立案されて

いたものと考える。 

しかしながら、広範な学術領域を網羅したフィールド科学を志向していることから、

恐らく実施側としてはもっと長い期間を必要としたのであろうと想像する。また、参画

機関が多くなり実施場所も広大になることが容易に予想されるため、どのレベルでの基

盤の実現を目指したものなのかを明示されればさらによかったと考える。 

 

以上のことを総合して、本事業の目標は、想定以上に適切に設定されていたものと評

価する。 

 



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 

■ 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 

 

参加国と参画機関の数が非常に多く、運営には多くの困難と混乱が予想されるが、課

題リーダーとナショナルコーディネーターの設置が有効に機能しており、特にナショナ

ルコーディネーターの標本授受等への貢献は大きいと考える。全体的に見ても、事業の

体制、研究交流と指導は適切に実施されたものと判定した。また予算規模に応じた、む

しろそれ以上の成果が得られていると評価する。 

 

毎年度、開催したコーディネーター・リーダー会議は、国際研究の調整と計画的遂行

に大きく貢献している。この会議では、併せて研究成果の報告も行っており、各国間で

の研究の底上げと推進に貢献しているものと評価する。複雑になりがちな各国の参加機

関と研究課題グループの縦と横の連携のスキームを非常に分かりやすく整備しており、

高く評価できる。また、日本人研究者と東南アジア研究者による共著論文が多数ある。

これらの点から考え、共同研究の体制は適切に運営されたものと判定する。 

 

10 年間に独自の国際セミナーを 5 回、他の国際プロジェクトと連携して国際会議を 7

回開催することにより、事業期間中に毎年度、国際集会を開催して多数の参加者をみて

いる。本事業のセミナーは、各々の国際セミナーの趣旨が本プロジェクトに沿って設定

され、国際事業にふさわしい形式で適切に運営されたものと判定する。 

 

 東南アジア各国で開催した「分析の標準化に関する技術検討会」、「トレーニングコー

ス」は、相手国研究者の資質向上に大いに貢献している（課題 3、4）。また、ナショナ

ルコーディネーター間の調整によるコーディネーター会議が毎年開催され、各々の年度

と研究課題の進捗状況に合わせながら研究の推進と研究者交流が確実になされている。

このように本事業は、相手国研究者の資質向上と共同研究推進に貢献しており、研究者

交流は適切かつ効果的に運営・実施されたものと評価する。 

 

 会議の運営及び現地での試料採集等で、相手国の積極的な協力体制が得られており、

理想的なかたちで事業の国際協力体制が敷かれていたものと考える。 

 特に課題 3 では、海洋生物多様性に関わる各国の専門家が協力し、大学・研究所・博

物館の協力を得て、積極的に研究活動と現地調査研究を行った点が評価できる。また頻

繁にトレーニングコースを開催して若手研究者の育成に努める等、理想的なかたちで国

際共同研究を推進している。国際学術プロジェクトにおいては、生物学的な調査では標



本の行き来、フィールド調査では各々の国の管轄部局による規制等様々なハードルが予

想されるが、これらを、ナショナルコーディネーターを中心に調整しながら実施されて

おり、概ね目標は達成されたと考える。 

 

個々のグループの国際的な交流は、十分に成果をあげたようである。また、相手国か

らの積極的な参画も見られた点は、高く評価される。国外の研究者の学位取得者も、グ

ループ 1 を除けば満足すべき成果である。また、若手の養成事業も活発に行われたよう

に推察する。これらの成果は、将来の研究機関の充実と呼応した当該沿岸域の基礎・応

用研究の充実につながると思われる。 

ただし、交流事業全体としてみたときに、グループ間を統合的したような成果が十分

ではないように思われる。また、相手国間の国際的な成果や、それをもとにした政策、

研究提言については、評価資料、添付資料からは見えてこない。 

 



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 

評 価 

■ 想定以上の成果があった。 

□ 概ね成果があった。 

□ ある程度成果があった。 

□ 成果があったとは言えない。 

コメント 

 

各課題とも、予算規模に見合った業績と努力が認められ、各々の研究課題で目標設定に

応じた着実な研究成果があがっていると評価する。 

課題 1：東南アジア各国の沿岸域物質輸送を解明する等の成果をあげている。特に、ベトナ

ムにおける流出油漂流予測モデルで環境行政に貢献したこと、マニラ湾における有害植物プ

ランクトンの発生機構を解明した点が特に高く評価できる。しかし、リモートセンシングも含め

た観測には一定の成果があがっているようだが、目標である予測性の高いモデルの構築と検

証は、一部の成果しか見えてこない。 

課題 2：熱帯域栄養塩循環の特殊性と熱帯域赤潮の発生機構を解明した。特に有害微細

藻類由来の毒量を測定するシステムを開発する等、東南アジアで問題となっている水産物由

来の中毒を防御するための応用的かつ重要な成果もあげていることが高く評価できる。 

課題 3：生物分類群による 4つのグループに分かれて、フィールドガイドの出版やトレーニン

グコースを開催することにより、研究者数の増加と人材育成に成功し、東南アジア各国の生態

学の基礎研究の基盤を構築した点が評価できる。特にフィールドガイド等は、当該海域の今

後の研究の基礎となるものと評価され、今後の頻繁なバージョンアップが期待される。 

課題 4：インドネシアにおける金鉱山による水銀汚染による生態への影響を解明したことを

代表として、各国での海洋汚染についての研究推進で主導的な役割を果たした。汚染物質分

析のための標準手法を確立し、各国で共同調査を行った点も評価できる。 

また、課題 2、3、4 は、国際誌での公表も多く、成果としては満足できるものであり、国内外

の博士の学位取得者数も、妥当である。ただし、専門性の高い（やや間口の狭い）雑誌への

公表が多く、水環境、海洋環境等の一般雑誌、また、社会的にも評価の高い一般誌への公表

が少ないという印象を受けた。課題 2～4 に比べて、課題 1 の沿岸等の物質輸送過程のグル

ープは、論文公表数についても、やや少ないように思われる。課題 4 の有害物質のチームも、

多くの研究成果が論文数としては得られているが、多くの論文は限定的な地域で限られた有

害物質についてのレポートにとどまっており、マナド金鉱山に関する研究以外は、国際的なイ

ンパクトにやや欠けるようにも見える。課題 3 との協働による、生物的評価等の今後の発展を

期待したい。 

 

査読付き国際誌に 901 報、著書が 139 件出版され、国際的に評価の高い雑誌への論文も

多数見られ、業績は極めて良好である。膨大な数の業績は、本プロジェクトの学術的なアクテ

ィビティの高さと成果を明確に示しており、非常に高く評価できる。また日本と東南アジア研究



者との共著が多数出版されていることも、本国際共同事業の特筆すべき成果としてあげること

ができる。 

  

国際セミナーが定期的に開催され、各々の課題にしたがって必要かつ効果的な発表がなさ

れていると判断する。相手国の研究者も含めて多数の参加があり、平均以上の成果があった

と推量される。 

 

若手研究者を対象にした基礎トレーニング、分析方法の標準化も成果をあげている。若手

研究者の育成を掲げて、6カ国で 10年間のうちに 28名の博士号取得者を輩出しており、この

プロジェクトの規模に対して特筆すべき人数であったかどうかは判断の基準が乏しいものの、

この事業を通じて、東南アジア各国の若手研究者に沿岸海洋研究の関心をもたらし、東南ア

ジアで 20名あまりの博士、40名あまりの修士を輩出した成果は、若手研究者の教育という点

で国際プロジェクトとしての十分な役割を果たしており、特に課題 3が優れている。 

 

相手国からの貢献としては、フィールド調査において各国の研究協力体制が充実し、継続

的かつ円滑な研究の実施が可能になったことを高く評価したい。 

 

研究者間の研究成果の伝達と情報交換が十分になされていること、フィールドガイドに代表

される研究者及び一般へのワークショップの開催等により、東南アジア各国の環境行政への

貢献、一般市民への生物多様性への関心を高めたこと等が、社会への還元効果として評価

できる。 

 

スマトラ沖地震の前後での沿岸域の調査比較が出来たことは、今後の調査研究及び防災

の観点からも大きな成果と言えるだろう。 

 

各国と協力して、本事業で得られた成果を継続展開する努力が行われている。ACORE 事業

に継続する意義は大きく、本課題の後継プロジェクトが進行できるようになったことは大きな成

果と言える。 

  

 


