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アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成２２年度 実施計画書 

 
 
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 ） 拠 点 機 関： 中国海洋大学 
（べトナム）拠点機関： べトナム科学技術院海洋環境資源研究所 
（ タ イ ） 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_Eng.html 
 
３．採用年度 
 平成 ２０年度（３年度目） 
 
４．実施体制 
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 
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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 
 
（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）Director・Tran Duc Thanh 
 協力機関：（英文）Institute of Marine Geology and Geophysics (IMGG)/Vietnamese 
Academy of Science and Technology (VAST), Ho Chi Minh Institute of Resources 
Geography (HCMIRG)/Vietnamese Academy of Science and Technology (VAST) 
      （和文）ベトナム科学技術院海洋地質地球物理研究所，ベトナム科学技術院ホ

ーチミン資源地理研究所 
 
（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：（英文）なし 
      （和文）なし 
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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認識とし，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，これらをセミナーとし

て毎年各国で開催し，さらに日本への招聘を通じて論文化を指導し，ネットワークの構

築と人材育成を行う． 

 
６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
 
 平成２１年度は，CCOP と共同で「デルタの沿岸侵食に関するセミナー」をタイ，バ

ンコクにおいて開催した．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 件の発表が行われた．CCOP との共同開催となった

ことで，東南アジアと東アジア各国から多数の報告があり，ネットワークが更に広がっ

たこと，沿岸浸食が各国で大きな問題となっており，現状認識を共有できたことは大き

な成果であった．また，「デルタと海水準変動セミナー」を中国上海の華東師範大学に

おいて開催し，中国の天津，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．同セミナーでは基調講演を主体にし，基礎的な事項の習得に力

点がおかれた． 

 以上のセミナーの開催に加えて，本課題では，各国から研究者を日本に招聘し，個別

の研究の指導と共同研究の遂行を行っている．平成２０年度は４名，平成２１年度は６

名が中国とベトナムから日本の拠点機関に招聘され共同研究が行われた．これらの成果

の一部は，国際学術誌に投稿され，２本が印刷中（中国の長江デルタとタイのチャオプ

ラヤデルタ），４本が投稿中である． 

 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
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ラヤで起こっている地盤沈下や海岸侵食，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，紅河や黄河での海岸侵食，顕在化して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．バンコクで開催された会合では，地盤沈下によって

大きく海岸線が後退していること，海水の侵入が大潮時におこっていること，下水の溢

れ出しが認められることなどが，現地で討議された．特に海岸浸食については，どのよ

うな対策を講じるか，砂浜海岸と違って泥質海岸での対策は難しい．タイでは 2007 年

から行われている透水性の杭工法は大きな成果をあげており，この工法の科学的な評価

が本研究で行われ，参加者に示された．  
 
７．平成２２年度研究交流目標 
 
 終年度の平成２２年度には，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（S−１）をベトナムのハイフォンで開催し，各国のデルタの現状報告や

研究状況を討議し，東南アジアから東アジアのメガデルタのレビューを行うことによっ

て， 新情報や問題意識を共有する．また沿岸侵食や土地利用が大きな問題となってい

る紅河デルタの沿岸域において現地討議を行う．紅河デルタでは，流域のダム建設や土

砂採取などによって，デルタ南部で沿岸浸食が大きな問題となっている．同様な問題は，

他のデルタでも顕在化しており，ベトナムの現状と対策を現地で知ることは，他地域の

デルタ研究者にも有益である．第２は，焦点を絞ったショートセミナー（S−２）を中国

青島の中国海洋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

点機関や協力機関などの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．

特に平成２２年度は 終年度であることから，上記セミナーと合わせて研究のとりまと

めを指導し，本プログラムで行ってきた研究成果を国際学術誌から発信したい． 

 
８．平成２２年度研究交流計画概要 
 

８－１ 共同研究 

 参加各国では各国の予算によってデルタの研究が行われている．これらの研究を本課

題を通じて有機的な共同研究に展開すること，また研究成果のとりまとめ，特に国際学

術誌を通じた成果発表を推進することが，本課題における主な共同研究である．平成２
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２年度は，ベトナムのハイフォンにおいて 10 月にセミナー（S−１）が実施されること

から，同セミナーにおいて，各国で行われている調査や研究の報告を行い，とりまとめ

の協議を行う．これらを受けて，2011 年 1-2 月に，各国から 2-3 名の若手研究者を日

本の拠点機関である産業技術総合研究所に約２週間招聘し，解析やとりまとめの指導を

行う．また21年度に要望のあった共同研究のとりまとめに関する招聘を6-7月に行う． 

 共同研究の課題は，「沿岸環境監視技術に関する研究」として包括的な課題名で登録

している．沿岸環境の把握と監視は，衛星データ，沿岸陸域と沿岸海洋の現地データ，

河川からのデータなどの個別の解析とこれらの総合的な解析が必要である．黄河，長江，

珠江，紅河，メコン河，チャオプラヤ河デルタでは，各種の問題が顕在化しているが，

それらは個々のデルタで，問題の進展の具合や内容，またこれらの問題に対する調査や

解析，対策も異なっている．しかし，ここでは包括的な課題として登録し，参加各国と

の有機的な研究が進む事を目指していることから，各国のコーディネーターを連名で代

表者とした．個々の国々との個別共同研究からスタートするが， 終的には統合的また

比較研究を目指していることから，共同研究名も包括的な課題のみとした． 

 各国との 22 年度の主な研究内容は，以下の通りである． 

 中国：黄河デルタでは，流域に建設されたダムの影響でデルタ全体が縮小するほど沿

岸浸食が問題となっている．河川からの運搬土砂量，海域における堆積量と侵食量，衛

星画像解析による海岸線や干潟の変遷，海域における波浪と潮汐の底質への影響，これ

らを統合したデルタの沿岸侵食に関する評価のとりまとめを行う．江蘇省の旧黄河デル

タでは 1855 年の河道付け替えに伴い侵食が卓越している．これらの黄海への影響を海

域で行ったボーリングコアや音波探査の結果から解析する．長江デルタでは，デルタの

前面の海域で多数のボーリングコアが近年採取されている．これらをとりまとめること

によって流域における人間活動の海域への影響を評価する． 

 べトナム：紅河デルタやメコンデルタでも，海岸侵食が問題となってきている．紅河

デルタでは，運搬土砂量の変遷，衛星画像や古地形図による海岸線の変遷などを総合し

て，デルタの近年の環境変化をとりまとめる．またメコンデルタでは，過去１０年間に

多くのボーリングコアデータにより過去数千年から数百年の環境変化の資料が蓄積し

ている．これらをとりまとめて国際学術誌に投稿する． 

 タイ：チャオプラヤデルタ沿岸域は，地下水のくみ上げ過多による地盤沈下が主な要

因で沿岸侵食が起こっている．夏季と冬季のモンスーンの影響を受けて，波浪と潮汐が

どのように沿岸浸食に寄与しているかを，数値解析とタイのチュラロンコン大学で行っ

ている現地調査から評価する． 

 以上の主なデルタの研究以外でも，参加している研究者の成果とりまとめを指導し，

国際学術誌への投稿を勧め，成果が公表され，世界に発信できるようにする． 
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８－２ セミナー 

 2010 年 10 月にベトナム，ハイフォンにおいて本課題の全体会合・年会である「沿岸

侵食の監視と評価に関するセミナー」（S−１）をベトナムの拠点機関の海洋環境資源研

究所をホストに実施し，2010 年 6 月に中国青島の中国側の拠点機関の中国海洋大学に

おいて主に人材育成を目途とした「沿岸浸食の包括的理解セミナー」（S−２）を実施す

る． 

注：表においては仮日程をそれぞれ，2010 年 10 月 11-16 日と 2010 年 6 月 20-22 日と

している． 

a) （S−１）沿岸侵食の監視と評価に関するセミナー (JSPS AA Science Platform 

Seminar on Monitoring and evaluating coastal erosion in deltas)  

 日程：2010 年 10 月，場所：ベトナム，ハイフォン 

  1 日目：登録，２−３日目：研究発表，４−６日目：沿岸侵食域の現地討論（紅河デ

ルタ北部，中部，南部の海岸部）， 

 デルタにおける沿岸侵食の監視は，陸域における潮間帯の調査，沿岸海域における沿

岸海域の海底調査，衛星画像データなどを用いたリモセンの大きく３つの監視方法があ

る．これらの手法の基礎的な知識と研究例，これらの手法を統合化するための技術，こ

れらの結果分かった沿岸侵食を評価し，シミュレーションによりモデリングする技術，

これらの全体像を参加者が理解することを目標にする．また全体会合であることから，

各国における現状や研究の進捗状況を報告しあい，相互理解を深める． 

b) （ S −２）沿岸浸食のモニタリングと評価手法に関する公開セミナー

（JSPS-OUC-IGG/AIST Open Seminar on Methods of Monitoring and Assessment of Coastal 

Erosion） 

 日程：2010 年 6 月，場所：中国海洋大学，青島，中国 

  1 日目と３日目：準備と個別指導，２日目：講義 

人材育成を主たる目途として沿岸浸食を多面的に理解するために基礎的な講義を公開

セミナーで行う（講師は３−４名を予定）． 

 なお，全体会議や各国の拠点・参画機関との協議の中で，人材育成を目途とした各国

でのセミナー（１−２名の講師派遣による集中講義）の希望が上記のデルタセミナーに

加えて出された時は，できるだけ希望に添えるように，追加変更する． 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

 平成２２年度に予定されている２つのセミナーを円滑に行うためにコーディネータ

ーが 5-6 月にベトナムと中国を訪問し，会場の確認，サーキュラーの作成などの事前準

備を行う． 
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９．平成２２年度研究交流計画総人数・人日数 
９－１ 相手国との交流計画 

 

 

    派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

中国 

<人／人日>

べトナム

<人／人日>

タイ 

<人／人日>

 

<人／人日> 

合計 

<人／人日>

日本 

<人／人日> 
 ５／１７

６／４０

(１／６)
１／２  

12／59 

(1/6) 

中国 

<人／人日> 
４／４０  

３／１８

(2／12) 
０／０  

７／58 

(2／12) 

べトナム 

<人／人日> 
２／３０ ０／０  ０／０  ２／30 

タイ 

<人／人日> 
１／１０ ０／０ １／６   ２／16 

 

     <人／人日> 
     

 

 

合計 

<人／人日> 
７／８０ ５／１７

10／６４

 (3／18)
１／２  

23／163 

(3／18) 

 

 

※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。（なお、記入の仕方の詳細については「記入上の注意」を参考にしてください。） 

※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 国内での交流計画 

１／５  <人／人日> 

国内の研究者間のデルタの研究成果の統合化のために協力研究者が拠点機関に出張す

るため． 
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１０．平成２２年度研究交流計画状況 

１０－１ 共同研究 

―研究課題ごとに作成してください。― 

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 environment watching in coastal zones 

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 

交流予定人数 

（※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> 

日本 

<人／人日> 

 ０／０ ０／０ ０／０ ０／０ 

中国 

<人／人日> 

４／４０  ０／０ ０／０ ４／４０ 

べトナム 

<人／人日> 

２／３０ ０／０  ０／０ ２／３０ 

タイ 

<人／人日> 

１／１０ ０／０ ０／０  １／１０ 

合計 

<人／人日> 

７／８０ ０／０ ０／０ ０／０ ７／８０ 

② 国内での交流    １／５   人／人日 

２２年度の研究

交流活動計画 

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

ルタにおける完新世と近年の環境変遷，近年の人間活動によるデルタへの影

響に関して，各国の研究者と共同で解析を行う．セミナー開催時に発表され

る研究のとりまとめを共同で行い，国際学術誌への投稿を目指す．また中国，

べトナム，タイから各若手研究者をそれぞれ４名，２名，１名日本の拠点機

関に招聘し，共同解析と，具体的に論文化の指導を行い，国際学術誌に投稿

する． 
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期待される研究

活動成果 

アジアのデルタにおける現況や問題点，対策に資するための学術的な知見を

国際学術誌から公表することによって，各国における政策や対策に貢献でき

るばかりでなく，相互の理解を深め，また各国における人材育成に貢献でき

ることを期待している． 

日本側参加者数  

２２ 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

２５ 名 （１３－２（中国）国側参加者リストを参照） 

べトナム国側参加者数 

１２ 名 （１３－３（べトナム）国側参加者リストを参照） 

タイ国側参加者数  

５ （１３－４（タイ）国側参加者リストを参照） 
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１０－２ セミナー 
―実施する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）日本学術振興会アジア・アフリカ学術基盤形成事業 

「沿岸侵食の監視と評価に関するセミナー」 
（英文）JSPS AA Science Program Seminar on Monitoring and 

evaluating coastal erosion in deltas 
開催時期（予定） 平成 22 年 10 月 11 日 ～ 平成 22 年 10 月 16 日（6 日間） 
開催地（国（地域）名、

都市名、会場名） 
（和文）ベトナム（ハイフォン），海洋環境資源研究所 
（英文）Vietnam (Haiphong), IMER/VAST  

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) 

Tran Duc Thanh・Institute of Marine Environments and Resources 

(IMER), VAST・Director 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国(ベトナム) 

日本 
<人／人日> 

A. ５／３５

B. ０／０

C. １／６

中国 

<人／人日> 

A. ３／１８

B. ０／０

C. ２／１２

べトナム 

<人／人日> 

A. ２／１２

B. ０／０

C. ９／３６

タイ 

 <人／人日> 

A. １／６

B. ０／０

C. ０／０

合計 
<人／人日> 

A. １１／７１

B. ０／０

C. １２／５４

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 
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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の監視は，陸域における潮間

帯の調査，沿岸海域における沿岸海域の海底調査，衛

星画像データなどを用いたリモセンの大きく３つの監

視方法がある．これらの手法の基礎的な知識と研究例，

これらの手法を統合化するための技術，これらの結果

分かった沿岸侵食を評価し，シミュレーションにより

モデリングする技術，これらの全体像を参加者が理解

することを目標にする．また 終年度であることから，

各国で行ってきた研究成果の報告ととりまとめを行

う． 

期待される成果 デルタ監視のための基礎的な事項を参加者が学ぶこ

とができるとともに，各国で行われているデルタ研

究の成果を共有することができる．また海岸部の現

地に行くことによって，沿岸侵食の要因を現場で理

解し，討議できる．これらは各国のデルタ研究を進

展させるものと期待できる． 

セミナーの運営組織 ホストであるベトナム側に組織委委員会を形成． 

メンバーは，海洋環境資源所の Tran Duc Thanh 所長，

Tran Dinh Lan 副所長，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

と概算額 

日本側  内容 外国旅費        金額 2,000,000 円 
その他               100,000 円 
外国旅費・謝金に係る消費税     30,000 円 

        合計 2,130,000 円 
ベトナム国側 内容 会場費用       金額   100,000 円 

   国内旅費                100,000 円 
              合計  200,000 円 

中国側 内容 外国旅費       金額  200,000 円 
 

  合計  200,000 円 
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―実施するセミナーごとに作成してください。－ 
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 

「沿岸浸食のモニタリングと評価手法に関する公開セミナー」

（英文） JSPS-OUC-IGG/AIST Open Seminar on Methods of 

Monitoring and Assessment of Coastal Erosion 
開催時期（予定） 平成 22 年 6 月 20 日 ～ 平成 22 年 6 月 22 日（3 日間） 
開催地（国（地域）名、

都市名、会場名） 
（和文）中国（青島），中国海洋大学 
（英文）China (Qingdao), Ocean University of China 

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) 

YANG Zuosheng・ Ocean University of China・Professor 

 
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. ３／９

B. ０／０

C. ０／０

中国 

<人／人日> 

A. ０／０

B. ０／０

C. １４／２０

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. ３／９

B. ０／０

C. １４／２０

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を包括的に理解するために土

砂輸送と沿岸域の堆積と浸食，衛星データを用いた解

析方法，沿岸海域の数値シミュレーションによる侵食

量の評価の３つの基調講演から基礎的な事項を習得す

ることを目的とする．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．また

セミナーの前後に個別指導の時間を設け，参加者個々

に研究の遂行やとりまとめの指導を行い，人材育成を

行う． 

期待される成果 中国では，黄河流域の多数のダムや三峡ダムに代表

される長江流域のダムの影響が沿岸域に及んでお

り，沿岸侵食が一部顕在化している．これらに対し

てどのような調査研究を行っていくか，基礎的な事

項と具体例を提供し，研究手法や流域と海域を統合

した考え方を明示することによって，今後の研究や

人材育成に貢献したい． 
セミナーの運営組織 ホストである中国側に組織委員会を形成． 

メンバーは，中国側のコーディネーターである

YANG Zuesheng中国海洋大学教授とWANG Houjie
副教授,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

と概算額 

日本側  内容 外国旅費       金額   400,000 円 
   その他             50,000 円 
              合計   450,000 円 

中国側 
 

内容 会場費用        金額    50,000 円 
              
              合計    50,000 円 

 
 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

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  

派遣先 

派遣元 

中国 

<人／人日>

ベトナム 

<人／人日> 

タイ 

<人／人日> 

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

２／８ １／５ １／２ ４／１５ 

合計 

<人／人日> 

２／８ １／５ １／２ ４／１５ 

②  国内での交流       ０／０ 人／人日 

 

所属・職名 

派遣者名 

派遣・受入先 

（国・都市・機関） 
派遣時期 用務・目的等 

産総研・上席研

究員・齋藤文紀 

中国・青島・

中国海洋大学 

５月上旬 ６月に予定されているセミナーの詳細

の協議. 

産総研・上席研

究員・齋藤文紀 

ベトナム・ハ

イフォン・海

洋環境資源研

究所 

６月上旬 １０月に予定されている全体セミナー

のサーキュラーの作成，現地討論の巡検

地の検討. 

産総研・上席研

究員・齋藤文紀 

タイ・バンコ

ク・チュラロ

ンコン大学 

６月上旬 上記ベトナムへの出張の途中でバンコ

クに寄り，今年度の交流に関してタイの

コーディネーターと協議する. 

産総研・上席研

究員・齋藤文紀 

中国・広州・

南シナ海海洋

研究所 

９月上旬 珠江デルタの情報収集. 
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１１．平成２２年度経費使用見込み額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 100,000 国内旅費、外国旅費の合計は、

研究交流経費の５０％以上で
あること. 外国旅費 4,000,000

謝金 0  

備品・消耗品購
入費 

150,000
成果配布用の DVD 他，高額備
品はなし 

その他経費 700,000
現地セミナー費用 
年代測定費用 

外国旅費・謝金
に係る消費税 

50,000  

計 5,000,000
研究交流経費配分額以内であ
ること 

委託手数料 500,000
研究交流経費の１０％を上限
とし、必要な額であること。 
また、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見込み額及び交流計画 

 

 経費使用見込み額（円） 交流計画人数<人／人日> 

第１四半期 ９００，０００ ７／３０ 

第２四半期 ４００，０００ １／４ 

第３四半期 ２，５００，０００ ９／５９ 

第４四半期 １，２００，０００ ７／７５ 

合計 ５，０００，０００ ２４／１６８ 

 


