
アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成２１年度 実施報告書 

 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関 ： 独立行政法人 産業技術総合研究所 地質情報研究部門 
中 国 側 拠 点 機 関 ： 中国海洋大学 
ベトナム側拠点機関： ベトナム科学技術院 海洋環境資源研究所 
タ イ 側 拠 点 機 関 ： チュラロンコン大学 

 
２．研究交流課題名 

（和文）： メガデルタ監視技術に関するアジアにおけるネットワーク構築と人材育成        
                   （交流分野： 沿岸環境学      ）  
（英文）：Mega-delta watching in Asia: Networking and capacity building               

                   （交流分野： Coastal Environment   ）  
 研究交流課題に係るホームページ：http://unit.aist.go.jp/igg/sed-rg/JSPS/MDW_Jp.html  
 
 
３．開始年度 

平成２１年度（２年目） 
 
日本側実施組織 
 拠点機関：独立行政法人 産業技術総合研究所 地質情報研究部門 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：地質情報研究部門・部門長・栗本史雄 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：地質情報研究部門・上席研究員・齋藤文紀 
 協力機関：三重大学、新潟大学 
 事務組織：産学官連携推進部門連携業務部プロジェクト推進室 
 
相手国側実施組織（拠点機関名・協力機関名は、和英併記願います。） 
（１） 国 （地域）名：中国 
拠点機関：（英文）Ocean University of China 

      （和文）中国海洋大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）College of Marine Geosciences・  
  Professor・Yang Zuosheng 
 協力機関：（英文）China Geological Survey、East China Normal University、 
                   Zhongshan University 
      （和文）中国地質調査局，華東師範大学，中山大学 
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（２） 国 （地域）名：べトナム 
拠点機関：（英文）Institute of Marine Environment and Resources (IMER), Vietnamese 

Academy of Science and Technology (VAST) 
      （和文）ベトナム科学技術院 海洋環境資源研究所 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）IMER・Director・Tran Duc Thanh 
 協力機関：（英文）Institute of Marine Geology and Geophysics (IMGG)/VAST， 
                  Ho Chi Minh Institute of Resources Geography (HCMIRG)/VAST  
      （和文）べトナム科学技術院 海洋地質地球物理研究所 
          べトナム科学技術院 資源地理ホーチミン研究所 
 
（３）国（地域）名：タイ  
拠点機関：（英文）Chulalongkorn University 

      （和文）チュラロンコン大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Department of Geology・ 
    Associate Professor・Jarupongsakul Thanawat 
 協力機関：（英・和文）なし 
 
５．全期間を通じた研究交流目標 

アジアの沿岸域を特徴づけるメガデルタ（大規模三角州）は，人類にとって生活や生産

等の面から重要であるにもかかわらず，流域及びデルタにおける人間活動や地球規模の環

境変化に対応して，洪水や沿岸侵食等の脆弱性が指摘され，現在既に様々な問題が顕在化

している．これらのメガデルタの環境保全や持続的な発展は，アジアにおいて重要である

ばかりでなく，IPCC 第４次評価報告書で指摘されているように，地球規模の問題となって

きている．本課題は，これらメガデルタで起こっている環境変化をいかに監視し，評価や

保全に役立てるかを研究するとともに，関係各国のネットワークの構築を通じて，人材育

成を行うことを目標とする．具体的には，基礎的な知識や技術を共有すること，同地域の

諸国間の連携を深め，各国の問題や課題を共有すること，河川を通じて流域から海岸沿岸

域まで多国間にまたがる問題を共通のまた総合的に理解するための科学的な場を提供する

こと，得られた学問的な成果を国際的に認知されるよう国際学術誌等から出版すること等

があげられる．個別のテーマを設定した技術講習（ショートコース）や野外での討議，研

究成果発表のための国際集会，これらの活動を日本を核として関係各国で推進することに

よって，ネットワーク構築と人材育成を行う． 
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６．平成２１年度研究交流目標 
 ２年目の平成２１年度は，大きく３つの交流を計画している．第１は，全体会合であ

るセミナーをタイのバンコクで開催し，地下水の取水過多による地盤沈下によってデル

タの沿岸域がどのような影響を受けたかを，可能ならばタイの政策立案者も含めて現地

で討議を行いたい．地球温暖化によって将来の海面上昇が懸念されているが，タイ，バ

ンコクの事例は人間が過去４０年間に引き起こした人為的な海面上昇と同じであり，そ

の沿岸域での応答は，他地域の海面上昇影響に重要なデータを提供してくれる．第２は，

20 年度にべトナムの拠点機関からの依頼で行われたショートセミナーを中国の上海の

華東師範大学において実施する．同ショートセミナーは，基調講演を主とし，拠点機関

や協力機関において行う人材育成を目途としたものである．日本への招聘や全体会合の

セミナーへの参加は，どうしても参加者が限られることから，講師派遣によりセミナー

を実施することにより，より多くの人が参加できる機会を与えることができる．第３は，

中国，べトナムから若手研究者を日本の拠点機関などに招聘し，共同研究を推進すると

共に，データの解析やとりまとめ，論文の執筆などの指導を行い，人材育成に努めたい． 

 
７．平成２１年度研究交流成果 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

 

 平成 21 年度は，課題の２年目であり，初年度に３ヶ年の活動計画の概要が決まっている

ことから，それらを基に更なる発展を目指した．特にデルタの沿岸浸食は参加各国だけの

問題ではなく，アジアの沿岸域で共通の課題であることから，全体セミナーを東・東南ア

ジア沿岸地球科学計画調整委員会(CCOP)のデルタプロジェクトの年会と共催し，東南アジ

アから東アジア各国へのネットワーク拡大を試みた．結果として 11 ヶ国が参加し，沿岸浸

食に関してより広範囲な連携体制が構築された．また相手国との共同研究において国際学

術誌への共著論文の投稿の支援のために，日本への招聘，セミナーでの指導などを行い，

昨年度以上に論文が投稿できたことは，協力体制が順調に進捗していることを示している． 

 各国との連携体制の進捗は以下の通りである． 

 中国とは，コーディネーターの所属する中国海洋大学の協力の下，上海の華東師範大学

においてセミナーを 12 月に開催した．このセミナーでは，中国国内に広く案内し，現在の

参画機関以外にも広く参加を募った．天津，青島，南京，及び上海の各大学や研究所，計

９つの機関から参加があり，多くの研究者や学生の参加が得られたことは大成功であった

といえる．同様のセミナー開催は，最終年度においても中国側から要望があり，2010 年 6

月に中国側の拠点機関である青島で開催することになった．これ以外にも，天津，広州か

らも要望が届いており，これらについては前向きに今後も検討してゆきたい．上海で開催

されたセミナーでは日中共同で，東シナ海の海水準変動に関して総説論文を仕上げること

が提案され，関係者で次年度にとりまとめることになった． 

 ベトナムとは，タイで開催されたセミナーへ３名の招聘，日本側の拠点機関に共同研究
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のため３名が招聘された．最終年度の全体セミナーは 2010 年 10 月にベトナム北部のハイ

フォンで開催されることが決まっており，同セミナーに向けて，日程と内容に関して，協

議を行い，概要を決定した． 

 タイとは，2009 年 11 月に開催されたセミナー（S-1）の準備のために日本側のコーディ

ネーターが７月にタイに訪問し，協議を行い，セミナーのサーキュラーを作成し，関係機

関に案内した．11 月のセミナーは上述したように CCOP の会合との共催としたため 11 ヶ国

から参加があり，タイと関係各国の連携に貢献できた．またタイ側と日本側がそれぞれ筆

頭の共著論文も国際学術誌に投稿され，研究協力が進展している． 

 

７－２ 学術面の成果 

 今年度の学術面での大きな成果は，昨年度に行われたセミナーの成果が国際学術誌

「Estuarine, Coastal and Shelf Science」からまとまって出版されたこと，同様に国際

学術誌「Earth Surface Processes and Landform」での特集に向けて数本の論文が投稿さ

れ，年度末段階で２本が受理に至った．黄河デルタの堆積物輸送におけるダムの影響やタ

イのチャオプラヤデルタの沿岸浸食が数値解析で示される等，共同研究での成果や同地域

でのとりまとめが国際学術誌から公表されてきていることがあげられる．沿岸環境の保全

には，そのモニタリングとその評価が重要であり，タイ，チャオプラヤデルタの泥質海岸，

ベトナム，メコンデルタの砂質海岸においてモニタリングを主として沿岸浸食の動態とメ

カニズムが明らかになった研究成果が日タイ，日ベトナムの共著論文として国際学術誌か

ら出されたことは大きな成果といえる．これらの地域でこのような基礎的な研究は今まで

になく，今後の保全対策にも貢献できるものと期待している．過去の環境変遷からの研究

でも，ボーリングコアを用いた成果が国際学術誌から発表された（Proceedings of the 

National Academy of Science, USA, Continental Shelf Research, Journal of Asian Earth 

Sciences）．またアジアにおける研究成果が盛り込まれ，日本のコーディネーターが参画し

た国際チームによって Nature Geoscience から「人間活動によって沈みゆくデルタ」とし

てデルタの危機を扱った論文が発表された．これは本課題で扱っていることが，本課題の

参加国に限らず，世界的な問題となってきていることを示しており，アジアから唯一の著

者としてその中に貢献できたことは大きい． 

 
７－３ 若手研究者養成 

 本課題における若手養成は，セミナーへの参加による養成と日本の拠点機関への招聘に

よる養成の大きく２つに分けられる． 

 セミナーへの参加による養成では，バンコクで開催したセミナーに，中国からポスドク

１名，日本から修士卒の若手１名，ベトナムから若手研究者１名を招聘し，彼らに国際会

議に参加する機会を与え，また３名共に口頭で研究発表をすることができた．また同セミ

ナーは公開としていたことから，１名のポスドクと１名の若手研究者が日本から参加し，

発表を行った．上海で行われたセミナーでは，公開で華東師範大学で行われたことから約
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40 名の学生を含む 60 名前後の参加があった．特に天津，青島，南京，及び上海の各大学や

研究所の計９つの機関から参加があり，多くの若手研究者や学生の参加が得られたことは

良かった．特に今回は，中国では行われていない海水準変動をハイドロアイソスタシーの

観点から取り扱うという最先端の内容に関して講義形式をとり，基礎的な事項を３名の講

師が話す形態をとったことから，若手のみならず多くの研究者にも好評であった．中国の

他の地域からも開催の要望が届いており，できれば最終年度に開催できるように努力した

い． 

 日本側拠点への招聘では，共同研究により中国とベトナムからそれぞれ３名，計６名を

招聘した．そのうち，４名が 30 代の研究者であり，できるだけ若手研究者から招聘するよ

うに心掛けた．招聘では，来日時に投稿予定の論文の草稿を持参するようにさせ，滞在期

間中に，データの確認，図の書き方，論文の構成に関して指導し，国際学術誌に投稿でき

るように指導した．６名のうち，２名が年度末までに国際学術誌に投稿し（The Holocene, 

Marine Geology），他の４名はほぼ図が完成し，2010 年度の早い時期の投稿を目指している． 

 

７－４ 社会貢献 

 

 本課題では，アジアのメガデルタで起こっている環境変化をいかに監視し，評価や保全

に役立てるかを研究することが研究の重要な柱の一つとなっている．タイのチャオプラヤ

で起こっている地盤沈下や海岸侵食，べトナムのメコンデルタで起こっている海岸侵食や

マングローブの伐採，べトナムの紅河での海岸侵食，中国の黄河の海岸侵食，これらの顕

在化し，社会問題となっている課題をどう理解し，監視する必要があるのか．またこれら

の課題に対してどのような対策を講じることができるのか．科学的な知見をもとに提言を

行うこと，政策立案者と交流し，成果を還元していくことが望ましい．平成 21 年度（2009

年）にタイのバンコクで開催された会合では，チャオプラヤデルタの沿岸浸食と沈下に焦

点をあてて基調講演が行われ，沿岸浸食が進行する現地において討議がされた．沿岸浸食

は 1960 年代以降今までに約 1km にも達し，多くの干潟とマングローブが消失した．侵食を

防ぐ対策としては，石積，竹柵，砂袋（サンドソーセージ），タイヤ柵などが講じられてい

るが効果的な対策となっていない．タイ側のコーディネーターが行っている透過式の３列

柵は陸側に堆積を促し，コストと保全の面からも良好な結果を得ている．この方法の科学

的な評価を行い，どのような機構が働いているかを本課題を通じて明らかにし，国際学術

誌で公表した．今後の対策に貢献できるものと期待している．チャオプラヤデルタの沿岸

域では，侵食に加えて，地盤沈下の影響が浸水や下水道の溢れ出しという現象として顕在

化しはじめている．現地討論においてこのような現象を観察し，地下水取得の規制がデル

タ全域で必要であることを痛感した．今後は，地域や国の政府機関にも研究成果が対策に

反映されるように，現地コーディネーターとも協議し，検討していきたい．  

 

 



 6

７－５ 今後の課題・問題点 

 
 昨年度の報告書でも指摘したように，セミナーへの海外からの参加は限られ，今年度に

おいても，中国，ベトナム，タイの研究者が他国のセミナーに本予算で参加した総数は，

５名しかない．一方，中国で開催したセミナーには，中国全土から約 60 名が参加した．規

模は小さくてもこのようなセミナーを多数開催することが，研究の裾野を広げることに大

きく貢献する．各国の参加者とも協議し，最終年度はできるだけ多くのこのようなセミナ

ーを開催できるように努力したい．また日本に招聘して論文指導を行っているが，これも

数は限られる．効果的な方法としては，個別指導を海外でのセミナーの前後に行い，短時

間だがより多くの人に指導できる環境を考慮することが必要であろう．限られた予算の中

で，より多くの人たちが参加し，より多くの人が学べるシステムを検討する必要がある． 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２１年度論文総数     １１本（印刷中を含む，報告記事２編を除く） 

   うち、相手国参加研究者との共著   ７本 

   うち、本事業が JSPS の出資によることが明記されているもの  

                     ４本（報告記事２編を除く） 

（※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入して下さい。） 

平成２１年度報告記事 ２本（本事業が JSPS の出資によることが明記） 

 
 
８．平成２１年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 

 中国の黄河と長江，べトナムの紅河とメコン河，タイのチャオプラヤ河のデルタを主な

対象に，主に沿岸域の変化を衛星と測深，河川からの土砂供給量，ボーリングコアなどの

データを用いて解析した．中国から３名，べトナムから３名がそれぞれ２週間前後日本の

拠点機関に滞在し，データのとりまとめなどの共同研究を行った．これら以外は，セミナ

ー開催時やメールを通じて，データのやり取りや解析，論文の草稿の交換を行い共同研究

を推進した．日本への招聘中にとりまとめた論文は国際学術誌に共著で２本投稿し，招聘

期間中の成果はこれら以外についても 22 年度に国際学術誌に投稿予定で，準備中である．

またこれら以外にも，メールなどを通じて論文のとりまとめを行い，国際学術誌に投稿し

た．また国内の若手研究者への指導を行い，国内外の学会誌に国内のデルタの論文をとり

まとめた．昨年度から行ってきたタイ，ベトナム，中国との共同研究については，国際学

術誌で，印刷中を含めて７本が発表された．  

 

８－２ セミナー 

 今年度は，タイ，バンコクでの全体集会のセミナーと中国，上海での個別セミナーの２
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件が実施された． 

デルタの沿岸侵食に関するセミナー（S-1）：東アジアから東南アジアにおける沿岸侵食に

関して最先端の研究の情報交換やネットワークを構築することを目的として，東・東南ア

ジア沿岸・沿海地球科学計画調整委員会(CCOP)のプロジェクトである「東南アジアと東ア

ジアのデルタにおける統合的地質アセスメント(DelSEA)」とセミナーを共催し，実施した．

セミナーは， 2009 年 11 月 1 日から 6 日に，タイ，バンコクのバンコクセンターホテルで

開催された．11 ヶ国から 36 名が参加し，11 月 2-3 日にバンコクセンターホテルにおいて

基調講演を含めて 26 件の発表が，11 月 4-6 日には，タイ湾奥部からパタヤ，ラヨーン域の

沿岸侵食の巡検・現地討論が実施された．本事業を CCOP プロジェクトと共催したことによ

り，本事業参加国以外のアジアの国々から 6 ヶ国,ドイツを含めて合計で 11 ケ国から参加

があり，各国の沿岸侵食の状況を皆が理解し，問題点を共有することができた．また現地

討論によって，科学の立場から途上国でも今すぐできる対策とは何かについて討議できた

ことは非常に有意義であった．  

デルタと海水準変動セミナー(S-2)： デルタにおける沿岸侵食やデルタの変形と海水準変

動との関係の基礎的な理解を目的に公開セミナーが，2009 年 12 月 20 日から 22 日に中国上

海の華東師範大学において開催された．22 日に沿岸地形と堆積物，アイソスタシー，沿岸

海洋の３つの基調講演を講義形式で行い，21 日長江デルタの巡検を行い，地形と堆積物の

関係の講義が野外で行われた．天津，青島，南京，及び上海の各大学や研究所，計９つの

機関から約 60 名が参加した．中国でこのような内容の講演会が開催されるのは初めてであ

り，基礎的な理解の普及，中国内での同分野の研究者の研究交流にも大きく貢献するとと

もに，日本の研究者との交流や共同研究についても議論できたことは有益であった． 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

各国との協議：11 月のセミナー（S-1）の開催準備のために日本側のコーディネーターの齋

藤文紀が，2009 年 7 月にタイ側の拠点機関であるチュラロンコン大学を訪問し，大会会場

の選定，日程の確認，サーキュラーの作成を，現地のコーディネーターと共に行った． 
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９．平成２１年度研究交流実績総人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

 

（単位：人／人日） 

    派遣先 

派遣元 
日本 中国 ベトナム タイ 合計 

日本 

実施計画 
 

３／１２ １／４ ６／３４ １０／５０ 

実績 4(1)/１４ 1(１)／４ ５／２６ ８／４４ 

中国 

実施計画 ２／３０

 

０／０ ３／１８ ５／４８ 

実績 ３／４８ ０／０ 
２／１４ 

（１／７） 
５／６２ 

（１／７） 

ベトナム 

実施計画 ２／３０ ０／０ 

 

３／１８ ５／４８ 

実績 ３／３９ ０／０ ３／１８ ６／５７ 

タイ 

実施計画 １／１５ ０／０ ０／０ 

 

１／１５ 

実績 ０／０ ０／０ ０／０ ０／０ 

合計 

実施計画 ５／７５ ３／１２ １／４ １２／７０ ２１／１６１ 

実績 ６／８７ ３/１４ ０／４ 
１０/５８ 
（１／７） 

１９／１６３ 
（１／７） 

 

※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流する人数・人日数を記載してくだ

さい。 

※日本側予算によらない交流についても、カッコ書きで記入してください。（合計欄は（ ）

をのぞいた人・日数としてください。） 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

  １／５  ＜人／人日＞   ０／０  ＜人／人日＞ 
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１０．平成２１年度研究交流実績状況 
１０－１ 共同研究 

整理番号 R－１ 研究開始年度 ２０年度 研究終了年度 ２２年度 

研究課題名 （和文）沿岸環境監視技術に関する研究 

（英文）Research on coastal environment watching 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）産業技術総合研究所・上席研究員・齋藤文紀 

（英文）AIST, Prime Senior Researcher, Yoshiki Saito 

相手国側代表

者 

氏名・所属・職 

YANG Zuosheng, Ocean University of China, Professor 

TRAN Duc Thanh, IMER, VAST, Director 

Jarupongsakul Thanawat, Chulalongkorn University, Associate 

Professor 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相

手国予算による）

についても、カッ

コ書きで記入のこ

と。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 中国 べトナム タイ 計 

(人/人日) (人/人日) (人/人日) (人/人日) (人/人日)

日本 実施計画
 

０／０ ０／０ ０／０ ０／０ 

実績 1(1)／２ 1(1)／４ ０／０  ０／６ 

中国 実施計画 ２／３０
 

０／０ ０／０ ２／３０ 

実績 ３／４８ ０／０ ０／０ ３／４８ 

べ ト ナ

ム 

実施計画 ２／３０ ０／０ 
 

０／０ ２／３０ 

実績 ３／３９ ０／０ ０／０ ３／３９ 

タイ 実施計画 １／１５ ０／０ ０／０ 
 

１／１５ 

 実績 ０／０ ０／０ ０／０ ０／０ 

合計 
実施計画 ５／７５ ０／０ ０／０ ０／０ ５／７５ 

実績 ６／８７ ０／２ ０／４ ０／０ ６／９３ 

② 国内での交流    ０／０   人／人日 

２１年度の研

究交流活動及

び成果 

 

中国との共同研究：昨年度に行われた黄河デルタ，長江デルタや紅河デル

タの研究成果が投稿後，受理され，国際学術誌から公表されてきている

（Estuarine, Coastal and Shelf Science, Continental Shelf Research, 

Journal of Asian Earth Sciences, Quaternary Research, PNAS）．今年

度は昨年に引き続き黄河デルタの変動を合成開口レーダーデータ，海域に

おける波浪と潮汐データ，沿岸域の地形・地質データ，河川データを統合

して解析を行っている．これらの成果は今年度のセミナーでも一部発表し

たが，来年度の６月に青島で開催されるセミナーで最終報告を行うべく準

備中である．黄河デルタ前面の土砂輸送については中国海洋大学の Wang

副教授と共著でとりまとめて Earth Science Processess and Landforms 

に投稿し，受理された．旧黄河デルタの分布する江蘇省沖の海洋地質につ
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いては青島海洋地質研究所の Liu Jian 氏と共著で，Marine Geology に投

稿した．長江沖の過去数百年間の環境変動については，その地形と地質か

らとりまとめて，華東師範大学の Wang 教授との共著で The Holocene に，

青島海洋地質研究所の Liu Jian 氏と共著で Quaternary Science Reviews

に投稿した．  

べトナムとの共同研究：べトナム北部の紅河の土砂運搬量へのダムの影響

の解析をべトナム科学技術院海洋環境資源研究所と産総研地質情報研究

部門で行い，Vu ほか，Thanh ほかで共著で投稿原稿を準備中である．同

じく紅河デルタの海岸線の変化を衛星画像と古地図を用いて解析し，過去

10 年間は干潟の埋め立てとマングローブの植林により，陸域が拡大して

いることが明らかとなった．これについてはべトナム科学技術院海洋環境

資源研究所の Thao ほかで共著でとりまとめ中である．これらの研究は昨

年度より継続して行っているが，若干とりまとめが遅れているが，着実に

進捗している．べトナム南部のメコン河デルタの環境変動については田村

亨ほかの共著で Geomorphology から公表した．メコンデルタ全域の環境変

動については，Ta ほかで共著で現在取りまとめ中である． メコンデルタ

の衛星画像を用いた解析については今年度は情報を入手し，来年度に解析

を行う予定である． 

タイとの共同研究：タイ湾北部の海岸侵食の評価のために数値シミュレー

ションによる波浪の底質への影響を考察し，上原ほかの共著で Earth 

Surface Processes and Landforms に投稿し，受理された．タイのチャオ

プラヤデルタ沿岸の侵食は年ごとに悪化しており，これらの最新の情報を

含めて Elsevier から出版される教科書の記述し，投稿した．  

その他の研究：愛知県の矢作川デルタの完新世の変遷がとりまとめられ佐

藤ほかで Estuarine, Coastal and Shelf Science から出版された．三重

県の雲出川デルタの環境変遷については小峰ほかでとりまとめられ第四

紀研究に投稿された．津波の沿岸湖沼への影響に関して，松本ほかにより

とりまとめられ，Sedimentary Geology に投稿された．日本のコーディネ

ーターが参画した国際チームによって Nature Geoscience から「人間活動

によって沈みゆくデルタ」としてデルタの危機を扱った論文が発表され

た． 

日本側参加者数  

２５ 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

２４ 名 （１３－２中国側参加研究者リストを参照） 

べトナム側参加者数 

１２ 名 （１３－３べトナム側参加研究者リストを参照） 
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タイ側参加者数  

５ 名 （１３－４タイ側参加研究者リストを参照） 
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１０－２ セミナー 

―実施したセミナーごとに作成してください。－ 
整理番号 S－１ 
セミナー名 （和文）デルタの沿岸侵食に関するセミナー 

（英文）JSPS and CCOP/GSJ/AIST Joint Seminar on Coastal 
Erosion in Deltas 

開催時期 平成２１年１１月１日 ～ 平成２１年１１月６日（６日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）タイ，バンコク及びパタヤ，バンコクセンターホテル（パ

タヤは巡検のみ） 
（英文）Thailand, Bangkok & Pattaya, Bangkok Center Hotel 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）齋藤文紀・産業技術総合研究所・上席研究員 
（英文）Yoshiki Saito・AIST・Prime Senior Researcher 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

Thanawat JARUPONGSAKUL・Chulalongkoron University・Associate 

Professor 

 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国( タイ ) 

日本 
<人／人日> 

A. ４／２２

B. ０／０

C. ０／０

中国 

<人／人日> 

A. ２／１４

B. ０／０

C. １／７

べトナム 

<人／人日> 

A. ３／１８

B. ０／０

C. ０／０

タイ 

 <人／人日> 

A. ０／０

B. ０／０

C. ３／１８

合計 
<人／人日> 

A. ９／５４

B. ０／０

C. ４／２５

 
A.セミナー経費から負担 
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B.共同研究・研究者交流から負担 
C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない

でください。） 
 
セミナー開催の目

的 
デルタにおける沿岸侵食に関してその現状認識，監視と評価を主な対

象として，それらの最新の知見を共有することを目的とした．このた

め東・東南アジア沿岸地球科学計画調整委員会(CCOP)のデルタプロジ

ェクトで実施予定のセミナーと共催し，より多くの参加者からの報告

と基調講演を組み合わせでセミナーを実施した．特に東南アジアから

東アジア各国からの現状報告，デルタの監視と評価に関する基礎的か

つ最新の知見の基調報告により，参加者が広く理解することを目標に

する．また現地討論を行うことにより，実態のより正確な把握と，そ

こで行われている対処方法を学ぶことができる． 
セミナーの成果 セミナーには， 11 ヶ国から 36 名が参加し，11 月 2-3 日にバンコクセ

ンターホテルにおいて基調講演を含めて 26 件の発表が行われた．11 月

4-6 日には，タイ湾奥部からパタヤ，ラヨーン域の沿岸侵食の巡検・現

地討論が実施された．本事業予算による参加者は基調講演または一般

研究発表を行った．本事業をCCOPプロジェクトと共催したことにより，

本事業参加国以外のアジアの国々から6ヶ国,ドイツを含めて合計で11

ケ国から参加があり，各国の沿岸侵食の状況を皆が理解し，問題点を

共有することができた．また沿岸侵食一般，リモセンを用いた沿岸侵

食のモニタリング，海洋・気象データからの数値シミュレーション，

地盤沈下の大都市への影響の基調講演に加えて，ドイツキール大学の

シュバルツァー教授による砂浜海岸・沿岸域における沿岸侵食，メコ

ンデルタの泥質海岸における沿岸侵食の基調講演を設けることがで

き，参加者に幅広いまた最新の情報を提供することができた．特に２

日間の研究発表と討議に引き続き，泥質海岸と砂浜海岸を巡検し，現

地討論を実施し，最終日にはそれらの総括を行い，どのような取り組

みを各国で行ってゆくべきか，特に途上国において，すぐにでも取り

組める調査は何かを，参加者一同で議論できたことは有益であった．

また参加者間で互いに情報交換できるネットワークが構築されたこと

は大きな成果と言える． 

セミナーの運営組

織 
ホストであるタイ側に組織委委員会を形成 
メンバーは，Chulalongkorn University の Jarupongsakul Thanawat 准教

授と Pramote Sojisuporn 准教授,日本側のコーディネーターの齋藤文紀，

及び CCOP の Niran Chaimanee 博士  
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開 催 経

費 分 担

内 容 と

金額 

日本側 内容 外国旅費，要旨集英文校閲   金額  1,524,000 円 

タイ国及びタ

イ CCOP 
内容 会場費用，招聘費用，資料作成 金額  2, 100,000 円 
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整理番号 S－２ 
セミナー名 （和文）日本学術振興会 アジア・アフリカ学術基盤形成事業「デル

タと海水準変動セミナー」 
（英文）JSPS and SKLEC/ECNU Open Seminar on Deltas and Sea-Level Changes

開催時期 平成２１年１２月２０日 ～ 平成２１年１２月２２日（３日間）

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）中国，上海，華東師範大学 
（英文）China, Shanghai, East China Normal University 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）齋藤文紀・産業技術総合研究所・上席研究員 
（英文）Yoshiki Saito・AIST・Prime Senior Researcher 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

李珍（LI Zhen）・華東師範大学・副教授 

 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国( 中国 ) 

日本 
<人／人日> 

A. ３／１２

B. ０／０

C. ０／０

中国 

<人／人日> 

A. ０／０

B. ０／０

C. １０／１８

べトナム 

<人／人日> 

A. ０／０

B. ０／０

C. ０／０

タイ 

 <人／人日> 

A. ０／０

B. ０／０

C. ０／０

合計 
<人／人日> 

A. ３／１２

B. ０／０

C. １０／１８

 
A.セミナー経費から負担 
B.共同研究・研究者交流から負担 
C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない
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でください。） 
 
セミナー開催の目

的 
デルタにおける沿岸侵食やデルタの変形は海水準変動と密接な関係が

ある．これらのデルタの地質と堆積，及び海水準変動の基礎的な事項

を習得することを目的とした．公開のセミナーとし，大学内外からの

参加を受け入れ，幅広く人材育成を行うことを目指した．海水準の変

動は，デルタの地形や堆積物に大きな影響を及ぼしてきた．特にデル

タ地形の形成や沿岸堆積環境は，千年オーダーの海水準変動と密接な

関係がある．これらの理解には，固体地球の変形である氷河性・ハイ

ドロアイソスタシーの理解が不可欠である．また海水準の変動は，沿

岸環境において波浪や潮汐に大きな変化を導く．これら相互の理解を

目的として，沿岸地形と堆積物，アイソスタシー，沿岸海洋の３つの

基調講演を講義形式で行い，参加者に総合的な理解ができるようにな

ることを目指した． 
セミナーの成果 中国では海水準変動とデルタとの関係に関して，最新の学問成果があ

まり普及していなく，大学等でも講義がされていない．地形・地質学，

地球物理学，海洋物理学の個々の基礎的な知識とこれらの相互関係の

理解の普及を目途とした本セミナーには，天津，青島，南京，及び上

海の各大学や研究所，計９つの機関から約 60 名が参加した．海水準変

動と地形・堆積物の関係を基礎から，また東シナ海の最先端の研究成

果と合わせて学ぶことができた．また今回の会合によって，中国内で

の同分野の研究者の研究交流にも大きく貢献するとともに，日本の研

究者との交流や共同研究についても議論できたことは有益であった．

また海水準を指示する地形と堆積物を現地で理解してもらうために講

義前日に崇明島において現地討論会が行われ，特に学生が参加し，堆

積物や地形の見方に関して指導がされた．  

セミナーの運営組

織 
ホストである中国側に組織委委員会を形成 
メンバーは，華東師範大学の WANG Zhanghua 准教授と LI Zhen 准教授,

及び日本側のコーディネーターの齋藤文紀  
 

開 催 経

費 分 担

内 容 と

金額 

日本側 内容 外国旅費         金額     429,000 円 

相手国(地域) 内容 バスチャーター，会場費用 金額  200,000 円 
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１０－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

① 相手国との交流                 （単位：人／人日） 

    派遣先 

派遣元 
日本 中国 ベトナム タイ 合計 

日本 
実施計画 

 
１／４ １／４ １／４ ３／１２ 

実績 ０／０ ０／０ １／４ １／４ 

中国 
実施計画 ０／０ 

 
０／０ ０／０ ０／０ 

実績 ０／０ ０／０ ０／０ ０／０ 

ベトナム 
実施計画 ０／０ ０／０ 

 
０／０ ０／０ 

実績 ０／０ ０／０ ０／０ ０／０ 

タイ 
実施計画 ０／０ ０／０ ０／０ 

 
０／０ 

実績 ０／０ ０／０ ０／０ ０／０ 

合計 
実施計画 ０／０ １／４ １／４ １／４ ３／１２ 

実績 ０／０ ０／０ ０／０ １／４ １／４ 

② 国内での交流       ０／０ 人／人日 
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１１．平成２１年度経費使用総額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 

国内旅費 ０ 
うち利息 
０円 

外国旅費 ３，２６１，０３５  

謝金 ０  

備品・消耗品購入費 ０  

その他経費 １，６０７，７１９  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

１３１，２４６  

計 ５，０００，０００  

委託手数料 ５００，０００ 
消費税額は内額と

する。 

合  計 ５，５００，０００  

 
 
１２．四半期毎の経費使用額及び交流実績 

 

 経費使用額（円） 交流人数（人／人日） 

第１四半期 ０     ０／０ 

第２四半期 ３１４，８０７     １／４ 

第３四半期 ３，４９２，１７２    １２／７２ 

第４四半期 １，１９３，０２１     ６／８７ 

計 ５，０００，０００    １９／１６３ 

 
 


