
アジア研究教育拠点事業 
平成２３年度 実施計画書 

 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関  東京大学大気海洋研究所 
インドネシア拠点機関 インドネシア科学院海洋研究センター 
マレーシア拠点機関 マレーシア工科大学 
フィリピン拠点機関 フィリピン大学ディリマン校 
タイ拠点機関 チュラロンコン大学 
ベトナム拠点機関 海洋環境資源研究所 

 
２．研究交流課題名 

（和文）：東南アジアにおける沿岸海洋学の研究教育ネットワーク構築         
                   （交流分野：沿岸海洋学）  
（英文）：Establishment of research and education network on coastal marine science in 
Southeast Asia 
                   （交流分野：Coastal Marine Science）  
 研究交流課題に係るホームページ：http://  準備中                             
 
３．採用年度 
 平成 23 年度（1 年度目） 
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：東京大学大気海洋研究所 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：大気海洋研究所・所長・新野宏 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：大気海洋研究所・教授・西田周平 
 協力機関：名古屋大学地球水循環研究センター、東京大学大学院農学生命科学研究科、 
東京大学アジア生物資源環境研究センター、国立科学博物館標本資料センター、鹿児島 
大学総合研究博物館、北里大学海洋生命科学部、鹿児島大学水産学部、東海大学海洋学 
部、創価大学工学部、東海大学海洋研究所、国立科学博物館動物研究部、神戸女学院大  
学人間科学部 

  
事務組織： 
東京大学大気海洋研究所事務部 
 
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：インドネシア 
拠点機関：（英文）Research Center for Oceanography, Indonesian Institute of Sciences  

(LIPI) 
      （和文）インドネシア科学院海洋研究センター 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Research Center for Oceanography, 

Indonesian Institute of Sciences (LIPI)・Director・Suharsono 
 
 協力機関： 
（英文）Agency for the Assessment and Application of Technology (BPPT) 
（和文）技術評価応用庁 
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(英文) Sam Ratulangi University 

（和文）サム・ラツランギ大学 
 
（英文）Research Center for Biology, Indonesian Institute of Sciences (LIPI) 
（和文）インドネシア科学院生物学研究センター 
 
 経費負担区分：パターン１ 
 
（２）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）Faculty of Science ・Associate 
Professor・Charoen Nitithamyong 
  
協力機関： 
（英文）Burapha University 
（和文）ブラファ大学 
 
(英文) Phuket Marine Biological Center 
(和文) プーケット海洋生物センター 

 
(英文) Prince of Songkla University 
(和文) ソンカラ王子大学 

 
(英文) Kasetsart University 
(和文) カセサート大学 
 
(英文) Marine and Coastal Resources Research Center (Upper Gulf) 
(和文) 海洋沿岸資源研究センター（上湾部） 
 
 経費負担区分：パターン１ 
 
（３）国（地域）名：ベトナム 
拠点機関：（英文）Institute of Marine Environment and Resources (IMER) 

      （和文）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）Research Institute of Marine Fisheries 
（和文）海洋水産研究所 
 
（英文）Nha Trang Institute of Oceanography 
（和文）ナトラン海洋研究所 
 
（英文）Vietnam National University 
（和文）ベトナム国立大学 
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 経費負担区分：パターン１ 
 
（４）国（地域）名：マレーシア 
拠点機関：（英文）Universiti Teknologi Malaysia 

      （和文）マレーシア工科大学 
 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Faculty of Geoinformation 
Science and Engineering，Universiti Teknologi Malaysia・Professor・
Mohd Ibrahim Seeni Mohd 

 
 協力機関： 
（英文）Universiti Kebangsaan Malaysia 
（和文）ケバンサーン・マレーシア大学 
 
（英文）Universiti Putra Malaysia (UPM) 
（和文）プトラマレーシア大学 
 
（英文）Universiti Sains Malaysia 
（和文）マレーシア科学大学 
 
 経費負担区分：パターン２ 
 
（５）国（地域）名：フィリピン 
拠点機関：（英文）University of the Philippines, Diliman 

      （和文）フィリピン大学ディリマン校 

 
コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Marine Science Institute, University  
of the Philippines, Diliman Professor・Miguel D. Fortes 

 
 協力機関： 
（英文）De La Salle University 
（和文）デラサレ大学 
 
（英文）University of the Philippines Visayas 
（和文）フィリピン大学ヴィサヤス校 

 

（英文）St. Paul University Manila 
（和文）セントポール大学マニラ校 
 
 経費負担区分：パターン２ 
 
５．全期間を通じた研究交流目標 
東南アジア海域はサンゴ礁、マングローブをはじめとする多様な沿岸生態系のほか、水

深 4000m を超える半閉鎖的な海盆を含み、世界の海洋の中で も種多様性が高いことで知

られる。また豊かで多様な水産資源の供給源として、約 6 億人の人口を擁する沿岸諸国の

経済や国民生活にとっても重要な場である。一方この海域では陸域からの汚染物質の流入

負荷や漁業・リゾート開発等の人間活動にくわえ、地球規模の気候変動の影響による深刻

な沿岸環境の悪化が進んでいる。 

平成 13 年度から実施されている日本学術振興会の多国間拠点大学交流事業「沿岸海洋科
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学」は、我が国と東南アジア五ヵ国の協力によりこれらの問題に取り組み、この海域にお

ける物質循環、有害藻類、生物多様性、汚染物質の現状と動態について多くの成果を得て

きた。10 年間の大学交流事業によりこの海域の海洋科学に関する知見を統合する学際的な

研究・教育体制が形成されつつあり、若手研究者も育ってきている。 

本研究交流課題では、上記事業を基盤として構築してきた沿岸海洋学のネットワークを

維持・強化するとともに、学際的協力による参加各国における 先端の沿岸海洋学の拠点

形成により、地球規模の国際的取り組みにも貢献しうる研究教育ネットワークを構築する。

さらに、若手研究者をネットワークに参加させることにより、次世代を担う研究者育成を

目指す。 

以上の目的のため、本研究交流課題では、平成 23〜27 年度の 5年間、インドネシア、マ

レーシア、フィリピン、タイ、ベトナムおよび日本の 6 ヵ国の研究者が連携して、ユネス

コの IOC（政府間海洋委員会）/WESTPAC（西部太平洋委員会）の中でも重要視されている下

記の３課題について共同研究を実施する。 

課題１．東南アジアの沿岸海洋学：物理過程 

課題２．東南アジアの沿岸海洋学：生物多様性 

課題３．東南アジアの沿岸海洋学：環境汚染 

一方海草群集をはじめとする沿岸生態系については、個別課題の研究者を組織した研究

グループによる海域を特定した総合的調査を実施する。さらに、参加国および研究分野相

互の研究交流を促進する目的で、毎年１回、国際セミナーを開催する。 

 
６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
平成 23 年度から開始。 

 
７．平成２３年度研究交流目標 
初年度は 5 年間の事業計画の策定、既存資料の整備、および課題毎の継続的調査・研究

に充てる。このため、個別課題の日本側担当者を各国に派遣し、次年度以降の共同研究計

画を相手国研究者と共同で策定するとともに、各国、各分野における既存の資料・知見収

集のための調査を開始する。日本において国内会合および国際セミナーを開催し、多国間

拠点大学交流事業の成果をふまえ、総合的生態系調査の計画を策定する。また、リモート

センシング、ハビタットマッピング、生物多様性等の分野について数名の若手研究者を日

本に受入れ、研究者交流を促進する。 

 
８．平成２３年度研究交流計画概要 
  

８－１ 共同研究 

上記３つの課題に関する個別の研究と、総合的生態系調査のための観測・解析手法の

検討を並行して行う。課題１では物理過程に関する資料の解析とハビタットマッピング

の調査計画の策定、課題２では有害藻類、魚類、プランクトン、海草・海藻の各生物群

についてフィールドガイドの作成と多様性データベースの構築を目指した現地調査と

資料の収集・解析、課題３では汚染物質の分布・動態データベースの資料収集とバイオ

アッセイによる環境評価手法の検討を行う。特定海域の生態系調査については６月に国

内研究者の会合を招集し、事業全体の計画を策定するとともに、海域を絞った分野間連携

による総合的調査の計画を検討する。 
 
８－２ セミナー 

10〜12 月の適当な時期に参加各国および日本側研究者による国際セミナーを大気海洋研

究所で開催する。上記国内会合での論議をふまえ、全事業期間における実施計画とともに、

研究協力を通じた研究者育成のプログラムを策定する。この目的のため、各国、各課題担
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当者は沿岸生態系の現状、生態系の健全性の評価手法、および既存資料の現状について講

演、論議する。また、会期中に課題毎の分科会を開催し、課題毎の研究と分野間連携によ

る総合的調査の実施計画を検討する。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

なし。 

 

９．平成２３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 

 

 
※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 

34／154  <人／人日> 
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１０．平成２３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 平成 23 年度 研究終了年度 平成 27 年度 

研究課題名 （和文）東南アジアの沿岸海洋学：物理過程 

（英文）Coastal marine science in Southeast Asia: Physical processes 
日本側代表者 
氏名・所属・職 

（和文）森本昭彦・名古屋大学地球水循環研究センター・准教授 

（英文）Akihiko Morimoto・Nagoya University・Associate Professor 
相手国側代表者 

氏名・所属・職 
Suharsono・Research Center for Oceanography, Indonesian Institute of 

Sciences (LIPI)・Director 

Charoen Nitithamyong・Faculty of Science, Chulalongkorn University ・

Associate Professor 

Tran Duc Thanh・Research Institute of Marine Fisheries, Institute of Marine 

Environment and Resources (IMER)・ Director 

Mohd Ibrahim Seeni Mohd・Universiti Teknologi Malaysia・Professor 

Miguel D. Fortes・University of the Philippines, Diliman・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 

② 国内での交流       １人／１人日 

２３年度

の研究交

流活動計

画 

タイ、マレーシア、インドネシア、ベトナムに研究者を派遣し、トンキン湾

をはじめとする各国沿岸域での現場観測、漂流ブイ観測、数値モデル、衛星

データ解析およびアマモ場を中心としたハビタットマッピング調査の計画

を策定する。また、タイ、マレーシアから研究者を招聘し、タイ湾で取得さ

れたデータを共同で解析する。 

期待され

る研究交

流活動成

果 

各国沿岸生態系の主要構成生物群および汚染物質の動態を考慮した物理観測、

ハビタットマッピング、および生態系モデリングのための具体的調査計画が策

定される。タイ湾については、新たなデータ解析により物理場の動態に関する

既存のモデルの改善が期待される。 

日本人参加者数 

7 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

インドネシア国（地域）側参加者数 

3 名 （１３－２ インドネシア側参加者リストを参照） 

タイ（地域）側参加者数 
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2 名 （１３－３ タイ側参加者リストを参照） 

ベトナム（地域）側参加者数 

4 名 （１３－４ ベトナム側参加者リストを参照）

マレーシア（地域）側参加者数 

3 名 （１３－５ マレーシア側参加者リストを参照） 

フィリピン（地域）側参加者数 

1 名 （１３－６ フィリピン側参加者リストを参照） 
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整理番号 R－2 研究開始年度 平成 23 年度 研究終了年度 平成 27 年度 
研究課題名 （和文）東南アジアの沿岸海洋学：生物多様性 

（英文）Coastal marine science in Southeast Asia: Biodiversity 
日本側代表者 
氏名・所属・職 

（和文）西田周平・東京大学大気海洋研究所・教授 

（英文）Shuhei Nishida・Atmosphere and Ocean Research Institute・Professor
相手国側代表者 
氏名・所属・職 

Suharsono・Research Center for Oceanography, Indonesian Institute of 

Sciences (LIPI)・Director 

Charoen Nitithamyong・Faculty of Science, Chulalongkorn University ・

Associate Professor 

Tran Duc Thanh・Research Institute of Marine Fisheries, Institute of Marine 

Environment and Resources (IMER)・ Director 

Mohd Ibrahim Seeni Mohd・Universiti Teknologi Malaysia・Professor 

Miguel D. Fortes・University of the Philippines, Diliman・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 

 
② 国内での交流       ２人／２人日 

２ ３ 年 度

の 研 究 交

流 活 動 計

画 

有害藻類グループはベトナム、インドネシアに研究者を派遣し、赤潮原因種に

関する現地調査を実施するとともに、微細藻類データベース構築のための資料

収集を相手国研究者と共同で実施する。魚類グループはインドネシアに研究者

を派遣し、フィールドガイド作成のための基礎的調査を行う。プランクトング

ループはベトナム、マレーシア、タイに研究者を派遣し、現地研究者と共同で

タイ湾およびマラッカ海峡での長期定点観測の計画策定、漁業対象である大型

クラゲ類の現地調査、動物プランクトンの分布と多様性データベース構築のた

めの資料収集を行う。海藻・海草グループはタイ、フィリピンに研究者を派遣

し、植生の現地調査を実施するとともに、学際的生態系調査のための植生分布

資料を収集する。 

期 待 さ れ

る 研 究 交

流 活 動 成

果 

生態系を構成する主要な生物群の分布に関する知見が拡充されるとともに、生

物多様性データベース構築のための基礎的資料が収集される。これらの活動を

現地研究者と協働して実施することにより、調査・解析および資料の収集・整

理手法の若手研究者による修得が期待される。 

日本人参加者数 

25 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

インドネシア国（地域）側参加者数 

12 名 （１３－２ インドネシア側参加者リストを参照） 
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タイ（地域）側参加者数 

18 名 （１３－３ タイ側参加者リストを参照） 

ベトナム（地域）側参加者数 

21 名 （１３－４ ベトナム側参加者リストを参照）

マレーシア（地域）側参加者数 

14 名 （１３－５ マレーシア側参加者リストを参照） 

フィリピン（地域）側参加者数 

10 名 （１３－６ フィリピン側参加者リストを参照） 
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整理番号 R－3 研究開始年度 平成 23 年度 研究終了年度 平成 27 年度 
研究課題名 （和文）東南アジアの沿岸海洋学：環境汚染 

（英文）Coastal marine science in Southeast Asia: Environmental pollution
日本側代表者 
氏名・所属・職 

（和文）井上広滋・東京大学大気海洋研究所・准教授 

（英文）Koji Inoue・Atmosphere and Ocean Research Institute・Associate 

Professor 
相手国側代表者 
氏名・所属・職 

Suharsono・Research Center for Oceanography, Indonesian Institute of 

Sciences (LIPI)・Director 

Charoen Nitithamyong・Faculty of Science, Chulalongkorn University ・

Associate Professor 

Tran Duc Thanh・Research Institute of Marine Fisheries, Institute of Marine 

Environment and Resources (IMER)・ Director 

Mohd Ibrahim Seeni Mohd・Universiti Teknologi Malaysia・Professor 

Miguel D. Fortes・University of the Philippines, Diliman・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 

② 国内での交流       １人／１人日 

２ ３ 年 度

の 研 究 交

流 活 動 計

画 

研究者を各国に派遣し、防汚塗料（TBT とその代替物質）を中心に、汚染

物質の分布・動態調査を相手国と共同で実施するとともに、メダカ近縁種を用

いた環境評価法の検討を開始する。また、汚染物質分布のデータベース構築の

準備段階として、既存資料の収集とデータの品質チェックを行う。 

期 待 さ れ

る 研 究 交

流 活 動 成

果 

主要な汚染物質の分布と環境評価法に関する基礎的知見が拡充するとともに、

汚染物質データベース構築のための基礎的資料が収集される。これらの活動を

現地研究者と協働して実施することにより、分析法および資料の収集・整理手

法の若手研究者による修得が期待される。 

日本人参加者数 

4 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

インドネシア国（地域）側参加者数 

3 名 （１３－２ インドネシア側参加者リストを参照） 

タイ（地域）側参加者数 

3 名 （１３－３ タイ側参加者リストを参照） 

ベトナム（地域）側参加者数 

5 名 （１３－４ ベトナム側参加者リストを参照）
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マレーシア（地域）側参加者数 

4 名 （１３－５ マレーシア側参加者リストを参照） 

フィリピン（地域）側参加者数 

2 名 （１３－６ フィリピン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研究教育拠点事業」東南アジアの

沿岸生態系：統合的研究に向けて 
（英文）“JSPS Asian Core Program” Coastal ecosystems in 
Southeast Asia: towards an integrative research 

開催時期 平成 23 年 10 月  日 ～ 平成 23 年 10 月  日（3 日間） 
開催地（国名、都市名、会場名） （和文）日本、柏市、東京大学大気海洋研究所 

（英文）Japan, Kashiwa City, Atmosphere and Ocean Research 
Institute 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）西田周平・東京大学大気海洋研究所・教授 
（英文）Shuhei Nishida・Atmosphere and Ocean Research 
Institute・Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外での開催の場合) 

 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 セミナー開催国 

（ 日本 ） 

日本 
<人／人日> 

A. 30/150
B.
C.

インドネシア 

<人／人日> 
A.
B.
C. 6/30

マレーシア 

<人／人日> 
A. 8/40
B.
C.

フィリピン 

<人／人日> 
A. 4/20
B.
C.

タイ 

<人／人日> 
A.
B.
C. 8/40

ベトナム 
<人／人日> 

A.
B.
C. 7/35

合計 
<人／人日> 

A. 42/210
B.
C. 21/105

 
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でください。） 
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セミナー開催の目的 東南アジアにおける沿岸生態系の現状を把握し、物理過程、生物

多様性、汚染物質の動態に関する個別の調査・解析計画を策定す

るとともに、分野間の学際的協力による生態系の健全性モニタリ

ングのための総合的調査計画を策定する。また、個別の分野にお

けるデータベースの現状に基づき、Asian Core 事業における総合

的データベース構築のための行動計画を策定する。さらに、これ

らの活動を通じた若手研究者育成のためのプログラムを策定す

る。 
期待される成果 本セミナーでは、東南アジアに特徴的な沿岸生態系であるアマモ

場、サンゴ礁、および内湾域（タイ湾、ジャカルタ湾、マニラ湾

など）における物理過程、生物多様性、および汚染物質の現状評

価を目的として、それぞれの分野の専門家により既存の情報が総

説、論議される。これらの知見をもとに、生態系の健全性の評価

のための研究上の問題点が指摘され、今後の研究のための指針が

得られるものと期待される。さらに、衛星リモートセンシング、

現場物理観測、生物群集解析、汚染物質分析の専門家の協働によ

る、特定海域の生態系総合調査の実施計画が検討され、事業の全

期間にわたる研究計画が策定される。また、若手研究者が論議に

加わることにより、国際的な場で活躍できる研究者の育成にも寄

与する。各国からの参加者の多くは、IOC/WESTPAC、Census of 
Marine Life（第２期）をはじめとする多様な国際的プロジェクト、

および国内の主要な環境関連プロジェクトで活躍中であり、これ

らのプロジェクトと本事業との有効な連携についても多くの指針

が得られるものと期待される。 

セミナーの運営組織 大気海洋研究所・教授・西田周平（委員長・総括） 
大気海洋研究所・准教授・井上広滋（国内委員） 
名古屋大学・准教授・森本昭彦（国内委員） 
東京大学農学生命科学研究科・教授・古谷研（国内委員） 
マレーシア工科大学・ 教授・Mohd Ibrahim Seeni Mohd（国際委員）

インドネシア科学院海洋研究センター・所長・Suharsono（国際委員）

チュラロンコン大学・准教授・Charoen Nitithamyong（国際委員）

フィリピン大学ディリマン校・教授・Miguel D. Fortes（国際委員）

ベトナム海洋環境資源研究所・所長・Tran Duc Thanh（国際委員）

大気海洋研究所経理・調達チーム・主査・桶谷文紀（事務担当） 
大気海洋研究所国際・研究推進チーム・係長・福田祐子（事務担当）

大気海洋研究所国際・研究推進チーム・一般職員・飯塚祐二 
（事務担当） 
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開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容              金額 
国内旅費            1,806,400 円 
外国旅費                    0 円 
謝金                               30,000 円 
備品・消耗品購入費                 50,000 円 
その他経費             365,301 円 
外国旅費・謝金に係る消費税        1,500 円 
合計              2,253,201 円 

インドネシア国（地域）側 内容              金額 
国内旅費            525,000 円 
外国旅費            360,000 円  
合計               885,000 円    

マレーシア国（地域）側 内容              金額 
外国旅費            480,000 円 
合計              480,000 円 

フィリピン国（地域）側 内容              金額 
外国旅費            240,000 円 
合計              240,000 円 

タイ国（地域）側 内容              金額 
外国旅費            0 円 
合計              0 円 

ベトナム国（地域）側 内容              金額 
国内旅費            525,000 円 
外国旅費            360,000 円 
合計               885,000 円 

 

 

 

１０－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 
平成２３年度は実施しない。 
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１１．平成２３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 2,941,000 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 6,441,500

謝金 30,000  

備品・消耗品購
入費 

200,000  

その他経費 665,301  

外国旅費・謝金
等に係る消費
税 

319,699  

計 10,597,500
研究交流経費配分額以内であ
ること 

委託手数料 1,059,750
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 11,657,250  

 

 

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 0 0/0 

第２四半期 2,576,725 20/130 

第３四半期 5,444,051 50/279 

第４四半期 2,576,724 20/130 

合計 10,597,500 90/539 

 
 


