
１－１　協力の背景と概要

チュニジア共和国（以下、「チュニジア」と記す）は、地中海から沙漠までの距離が 100 ～

350 km と短い独特な地形を有し、そのほとんどが乾燥地あるいは半乾燥地に属する。地域内の

乾燥度変化は大きく、多様な生物分布を有している。乾燥地という極限環境下に対応するため、

沙漠における微生物・植物には、抗酸化物質等の機能性食品として利用価値の高い生物資源が

多く存在することが明らかになってきている。

一方、チュニジアにおける生物資源の機能探索や利用の事例は乏しい。チュニジアの 2015 年

のオリーブオイル輸出量は世界第 2 位であると予想されているが、その多くはバルクタンクで

の輸出であり、付加価値づけがなされていない。薬用植物も、メラニン合成阻害成分等、有用

成分を有していることが解明されているが、これまで利用されていない。

今後は、これらの有用生物資源の機能を探索し、その利用法についても開発することによっ

て、付加価値を高めることが必要である。また、環境に順応した品種の改良手法を開発し、量

産化に向けた取り組みを開始することも重要である。

これらの課題に対応するため、共同研究実績があり、共同研究の実施体制が整っている日本

に、本案件「乾燥地生物資源の機能解析と有効利用」が、チュニジア国政府により要請された。

要請を受け、チュニジア側研究機関と日本側研究機関が共同で、地球規模課題となっている乾

燥地生物資源の機能解析と有効利用のための研究を行うことになった。

これまで、「生物資源有用性評価」・「生産基盤調整」・「育種方法開発」・「製品化技術開発」・

「データベース構築」の 5 グループごとに関連分野に係る現地調査及び研究が実施されるととも

に、カウンターパート（C/P）への技術移転が行われた。

１－２　協力内容

本プロジェクトはチュニジアにおける乾燥地生物資源の機能解析と有効利用のために、乾燥
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地生物資源の有用成分の探索・機能性評価・生産・製品化といった一連のプロセスを統合的な

基礎を構築することをめざし、上記 5 研究グループで日本側研究機関とチュニジア側研究機関

が共同で研究を実施した。

（１）上位目標

１．実施機関が乾燥地生物資源の機能解析の中核的研究拠点になる。

２．有用生物資源を用いて開発された製品の商品化により地域経済が活性化される。

（２）プロジェクト目標

乾燥地生物資源（オリーブ、薬用植物、耐塩性植物）の有用成分の探索・機能性評価・

生産・製品化といった一連のプロセスを統合的に行うための技術的な基礎が構築される。

（３）成　果

成果１．�乾燥地生物資源（オリーブ、薬用植物、耐塩性植物）の有用成分の機能性及びそ

の生息環境が解析される。

成果２． 乾燥地生物資源（オリーブ、薬用植物、耐塩性植物）の生産のために、地域環境

に適合した高度水利用技術や安定的・持続的な生産環境に改善するための方法が

開発される。

成果３． 乾燥地生物資源（オリーブ、薬用植物、耐塩性植物）に関するライブラリーを含

む統合データベースが構築される。

成果４． 分子マーカーを活用した耐非生物ストレス食用作物の育種方法が開発される。

成果５． 乾燥地生物資源（オリーブ、薬用植物、耐塩性植物）の利用・製品化に関する技

術が開発される。

（４）投入（評価時点）

＜日本側＞（総投入額　3 億 9,600 万円）

長期専門家の派遣：業務調整　2 名

研究者のチュニジアへの派遣：28 名、114 回、計 1,200 日間

研修員受入れ（本邦）：長期研修 6 名、短期研修 29 名 33 回、招聘 4 次 25 名

機材と消耗品：1 億 8,679 万 5,000 円及び 26 万 9,000 チュニジア・ディナール

現地活動費：73 万 9,000 チュニジア・ディナール

＜チュニジア側＞

研究者： 97名（教授 11名、准教授 14名、助教 7名、研究員 4名、技術者 16名、技師 2名、

博士研究員 2 名、博士課程学生 33 名、修士課程学生 8 名）

機材：24 万 7,000 チュニジア・ディナール及び 14 万 4,000 ユーロ（主要な機材のみ）

現地活動費：19 万 9,000 チュニジア・ディナール

２．評価調査団の概要

調査者

日本側

団長／総括 本村　知睦 JICA 農村開発部　参事役

協力企画 会津　菜穂 JICA 農村開発部第 1 グループ第 2 チーム　調査役

評価分析 鶴井　純 株式会社サステイナブル　コンサルタント
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３－１　実績の確認

（１）成果１：達成されている。

13 の有用成分の機能性が同定され、多くの研究成果が発表された。

指標 1-1（関連分野の論文発表数、国際学会発表数、特許出願数が、15、50、5 以上にな

る）については論文数 30、国際学会発表数 63、特許出願数 5 であり、達成されている。指

標 1-2（機能性解析に必要な分析能力を備えた研究者、学生、技術系職員の数が、CBBC、
CBS、IRA において、7、6、5 名以上になる）については各 11、7、6 であり、達成されて

いる。指標 1-3（有望な生物資源の機能性が、8 以上特定されている）についても 13 の有

望な機能性が特定されており、すべての指標が達成されている。

（２）成果２：おおむね達成されている。

4 つの水利用技術が開発され、多くの研究成果が発表された。

指標 2-1（関連分野での論文発表数と国際学会発表数が、12 と 28 以上になる）について

は各 25、31 であり、達成されている。指標 2-2（当該分野の技術開発に必要な能力を備え

た研究者、学生、技術系職員数が、CBS、ENIS、INAT、IRA において、2、10、3、1 名以

上になる）は各 5、8、8、0 であり、ある程度達成されている。

（３）成果３：ある程度達成されている。

植物種のデータが一定程度入力されているが、データベース構築には至っていない。

ライブラリーに関する指標のうち、指標 3-4（統合データベースに含まれる品種数が 360
種以上になる）は 430 種となっており達成されている。指標 3-5（ライブラリーを運営管

理できる職員数が、CBBC、CBS、IRA において、それぞれ 1 名以上になる）は該当職員数

がそれぞれ 3、3、4 名であるが、これらの職員はライブラリー維持管理の一部業務ができ

るだけであり、指標 3-6（ライブラリーの運営管理マニュアルが整備されている）は、終

了時評価時点では同マニュアルは完成には至っていない。統合データベースに関する指標

では、指標 3-1（統合データベースに含まれる品種数が 60 種以上になる）は植物種／品種

の数が 87 種／品種であるが、データベースは完成しておらず、データセットに入力されて

いる情報も不完全である。指標 3-2（統合データベースを運営管理できる職員数が各機関 1
名以上になる）は職員数が各機関とも目標値を上回っているが、これらの職員は統合デー

タベースの運営管理ができるわけではない。指標 3-3（統合データベースの運営管理マニュ

アルが整備されている）についてドラフトは作成されており完成には至っていないものの、

いずれもがある程度達成されている。

（４）成果４：達成されている。

分子マーカーを活用した耐乾性、耐塩性、耐病性食用作物の育種方法が開発された。

指標 4-1（関連分野での論文発表数と国際学会発表数が、それぞれ 5 以上になる）は 14

チュニジア側

総　括 Helmi MARDASSI チュニス・パスツール研究所教授

団　員 Moktar HAMDI 国立原子力科学技術センター（CNSTN）所長／教授

団　員 Mohamed EN NABLI 前国立研究活動評価委員会（CNEAR）会長／教授

調査期間 2015 年 1 月 24 日～ 2 月 13 日 評価種類：終了時評価

３. 評価結果の概要

iii



となっており、指標 4-2（関連する分析を実施できる能力を備えた研究者、学生、技術系

職員の数が、INAT において 6 名以上になる）は 9 名となっており、いずれも達成されてい

る。

（５）成果５：おおむね達成されている。

製品化には至っていないが、将来的な製品化の可能性がある 2 つの技術が開発された。

指標 5-1（関連分野での論文発表数、国際学会発表数、特許出願数が、6、8、1 以上にな

る）は各 10 報、10、1 件と達成されており、指標 5-2（利用法・製品化に関する技術開発

能力を備えた研究者、学生、技術系職員の数が、CBBC、CBS、IRA において、それぞれ 3
名以上になる）も合計 9 名でおおむね達成されている。

（６）プロジェクト目標の達成度：達成されている。

指標１（実施機関の研究能力全般）には数値目標が設定されていないが、指標は達成さ

れていると考えられる。チュニジアと日本の研究者による共著論文が 40 報作成され、6 件

の特許申請が行われ、バイオアッセイなどの研究手法が新たに導入されたからである。

指標２（実施機関間の協働体制）も数値目標が設定されていないが、指標は達成されて

いると考えられる。プロジェクト開始当初、実施機関は互いに協働して研究を行った経験

がなかったが、類似の研究機材を導入した研究機関同士が協働して分析機材の不具合に対

応するなど、プロジェクトを通じて協働体制が強化されたためである。

３－２　評価結果の要約

（１）妥当性：高い。

プロジェクトは、チュニジアの開発政策「2012–2016 年 経済社会開発戦略」の掲げる優

先課題に応えるとともに、2013 年に策定されたわが国の対チュニジア国別援助方針の重点

分野にも合致している。また、最先端研究による経済発展を目指すチュニジア側研究機関

のニーズに応えており、チュニジアと日本の政策とも整合性が保たれている。

（２）有効性：高い。

終了時評価時点においてプロジェクト目標は、達成されている。新たな研究手法が導入

され、多くの論文が作成されるなどチュニジア側研究機関の研究能力は強化されており、

協働体制も強化された。また、5 つの成果は相互補完関係にあるとともに、生物資源の有

効利用に貢献しており、成果からプロジェクト目標に至る論理性が認められる。

（３）効率性：ある程度高い。

成果３を除き、成果達成の可能性は、概して高い。成果３の植物種データベース構築は、

作業がやや遅れているが、プロジェクト終了時までに改善が期待できる。投入は、日本側、

チュニジア側とも適切であり、高価な研究機材もほとんどが問題なく稼働している。チュ

ニジアの革命、運搬時の交通事故による研究機材の破損、東日本大震災による日本側研究

サンプルの喪失など想定外の事態に見舞われ作業に遅れが生じた時期もあったが、関係者

の努力により作業の遅れはほぼ解消されている。

（４）インパクト：ある程度高い。

民間企業数社から、研究成果に対する問合せが既に届いており、研究成果が将来的に製
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品化される可能性が示唆されている。また、そのような民間企業を含め、政府機関、市民

に研究機関の能力が理解されることにより、将来的にチュニジア側研究機関が中核的研究

拠点になる可能性もあり、上位目標は達成に向かっている。ENIS が環境関連データベース

の構築を始めるなど、想定外の成果も得られている。チュニジア乾燥・半乾燥地へのアク

セスが確保されたことは、日本側研究者にも便益をもたらした。なお、負のインパクトは

特にはない。

（５）持続性：中程度

上記のとおりチュニジアの政策に合致しており、政策面、組織・制度面、の持続性は高

い。人的資源面では、日本で研修を受けたチュニジア研究者の継続雇用が課題になってい

る。現時点では環境面の問題はないが、将来的には生物資源が枯渇しないよう工夫して利

用する必要がある。技術面では、迅速に修理を行える販売代理店が不足していることが課

題である。財政面では、機材の深刻な故障や消耗品の購入に対応できる予算の不足が懸念

される。

３－３　効果発現に貢献した要因

（１）計画内容に関すること

本邦研修と研究機材購入計画との調和がとれていた。研修生は、本邦研修で技術を学び、

帰国後はチュニジアで同じ機材を使いながら研究を進めることができた。

（２）実施プロセスに関すること

小豆島など日本の研究機関と産業界を視察したことが、チュニジア側研究者の意欲を刺

激し、チュニジア生物資源の有効利用を進める契機となった。

３－４　問題点及び問題に起因した要因

（１）実施プロセスに関すること

・2010-2011 年のジャスミン革命により、チュニジアでの研究活動に遅れが生じた。

・機材のチュニジア国内輸送時に生じた交通事故により、研究機材の搬入が遅れた。

・ 2011 年の東日本大震災により日本側研究機関の試験サンプルが喪失し、留学生が帰国す

るといった事態に直面した。

３－５　結　論

プロジェクトは多くの成果を創出しており、その目的である「生物資源の有効利用に係る技

術的基盤の構築」を成し遂げている。チュニジア側研究機関は、多くの最先端研究機材を導入

し、技術を向上させることによって、最先端レベルの研究活動が行えるようになった。研究機

関間の協調体制も強化された。結果として、人材育成、技術移転、生物資源の有効利用可能性

などの面において、大きな成果が得られた。

合同評価団は、当初計画どおり 2015 年 5 月にプロジェクトが終了されるべきと結論する。
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３－６　提　言

＜プロジェクト終了後に対応することが求められる事項＞

（１）日本側への提言

１）チュニジア側研究機関との協力関係維持

日本側研究機関は、さまざまなネットワークを駆使して、プロジェクト終了後もチュ

ニジア側研究機関と何らかの協力関係を維持することが必要とされる。

２）日本企業への情報提供など連携の強化

上位目標２「有用生物資源を用いて開発された製品の商品化により地域経済が活性化

される。」を達成するために、日本側研究機関及び研究者は、プロジェクト終了後も引

き続き、日本あるいは海外企業との連携拠点となることが求められる。これらの努力に

よって、共同研究や生物資源の有効利用が促進されることが期待される。

（２）チュニジア側への提言

１）日本側研究機関との協力関係維持

チュニジア側研究機関は、さまざまなネットワークを駆使して、プロジェクト終了後

も日本側研究機関と何らかの協力関係を維持することが必要とされる。

日本側研究機関との協力関係が特に必要なのは、特許取得製品が関係する分野（分子

構造、分子基盤の作用、構造機能の解析など）である。なかでも薬用植物の抗腫瘍作用

に関する協力関係維持は重要であるが、プロジェクトによる特許申請が行われたすべて

の分野で協力関係を維持していくことが必要とされる。

２）研究成果の実用化・製品化の促進に資する産学連携プラットフォームの設立・運営

上位目標２「有用生物資源を用いて開発された製品の商品化により地域経済が活性化

される。」を達成するためには、多分野を対象にした水平型あるいは総合的研究活動から、

特定分野に絞り込んだ垂直型あるいは実用化型研究に移行していく必要がある。言い換

えれば、バイオテクノロジーからバイオインダストリーへの転換が期待されている。

チュニジアでは、テクノパークが産学連携の基盤となっている。テクノパーク内の産

学連携機能が更に強化され、研究機関とチュニジアあるいは国際的な企業との連携が強

化されていくことが必要とされる。

３）生物資源の有用な機能性に関するデータベースの公開と関係者からのアクセス促進

データベースは、共同研究や生物資源の有効利用を促進するための重要な基盤である。

チュニジア側研究機関は、プロジェクト終了後も主体的にデータベースの開発を継続し、

関係者からのアクセスを促進していくことが必要とされる。

４）チュニジア側研究メンバーの継続的雇用（本邦研修受講者の雇用確保など）

上位目標 1「実施機関が乾燥地生物資源の機能解析の中核的研究拠点になる」を達成し、

チュニジア側研究機関の研究能力を維持発展させるためには、プロジェクトに参画した

チュニジア側研究者が、機関によって継続的に雇用されなくてはならない。これらの研

究者が、プロジェクト活動を通じて身に付けた研究能力と経験を継続的に発揮し、自ら

の研究機関を発展させていくことが必要とされる。

５）研究機材の適切な維持管理

R/D にも明記されているとおり、研究機材の維持管理はチュニジア側の責務である。

機材の修理や消耗品の購入等について、例えば機材販売業者との維持管理契約の締結、

高等教育・科学技術省（MHESR）からの維持管理に関する予算配布等、適切な維持管理

体制が構築されなくてはならない。
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３－７　教　訓

（１）生物資源の製品化を実現するための要件

プロジェクトの研究成果は、基礎科学から応用科学までを含むものであり、生物資源を

市場に持ち込み有効利用しようとする試みもみられた。しかしながら、プロジェクト関係

者の努力では乗り越えられない壁があることも明らかになった。生物資源を製品化し国内

あるいは国際的な市場に製品を届けるためには、今回のプロジェクト期間を超えるレベル

でチュニジアと日本間の関係を維持・強化していくことが必要である。

（２）有用な生物資源特定をする際に伝承的知識を活用する有効性

プロジェクトは、有用な生物資源を特定する第一歩として、地域の伝統的知識を収集し

た。伝統的知識に基づき生物資源を分析した結果、伝承的な薬効をもつとされる植物は、

有用な機能成分を含んでいることが科学的に証明されており、伝統的知識を利用すること

によって、有用な生物資源の探索が効率的に行うことができる可能性がある。

（３）研修と機材供与の有効な組み合わせによる効果的な技術移転

チュニジア側研究者への技術移転の主な手段は、日本の大学での短期及び長期研修で

あった。これら研修プログラムと並行して、チュニジア側研究機関には日本の大学と同様

の研究機材が導入された。日本での研修を終えたチュニジア側研究者は、チュニジア帰国

後もただちに研究を続けることができた。研修と機材供与の組み合わせは、技術移転の手

法として効果的な方法であった。

（４）多機関連携の強化に向けた各機関の役割の明確化

複数の研究機関が参画するプロジェクトにおいてより強固な連携を実現するためには、

各機関の役割を明確にし、より強力なリーダーシップの下で活動を実施することが必要で

ある。強力なリーダーシップを発揮するためには、実施国において学術的に著名で、プロ

ジェクト管理や運営に秀でており、かつ、プロジェクト活動にフルタイムで参加できる人

材を、研究チームの統括者に任命することが望ましいであろう。

（５）適切な機材の購入による持続性の確保

先端的な研究を行うためには最先端の研究機材を導入する必要があるが、研究活動の持

続性を担保するためには適切な維持管理が不可欠である。一般に、最先端の研究機材は維

持管理が難しいので、機材を選定する際には、関係者が十分協議して適切な機材を選定し

なくてはならない。現地に良い代理店があるか否かもあらかじめ確認することが重要であ

る。
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