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（様式４） 

二国間交流事業 共同研究報告書 
 

平成２７年 ３月 ３１日 
 

 独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 
 

共同研究代表者所属・部局名古屋大学大学院環境学研究科 

（（ふりがな）     きたがわ   ひろゆき 

職・氏 名 教授・北川  浩之 

1. 事 業 名  相手国（ベトナム）との共同研究  振興会対応機関（ＶＡＳＴ） 

2. 研 究 課 題 名  東南アジアの気候災害被害の低減にむけたベトナム湖沼堆積物からの古洪水の探求 

3. 全 採 用 期 間  平成２５年８月１日 ～ 平成２８年３月３１日（２年８ヶ月） 

4. 経 費 総 額 

（1）本事業により執行した研究経費総額 6,550,000 円 

初年度経費 1,800,000 円、 ２年度経費 2,500,000円、 ３年度経費 2,250,000円 

（2）本事業経費以外の国内における研究経費総額 600,000円 

 

5．研究組織 

（1）日本側参加者（代表者は除く） 

氏 名 所 属・職 名 

堀 和明 

竹村恵二 

林田 明 

中村俊夫 

栗田直幸 
高梨祐太郎 

名古屋大学・准教授 

京都大学・教授 

同志社大学・教授 

名古屋大学・教授 

名古屋大学・特任准教授 

同志社大学・大学院生（修士課程） 

（2）相手国側研究代表者 

所属・職名・氏名 ベトナム科学技術アカデミー地理研究所・上級研究員・Dang Phong Xuan 

（3）相手国参加者（代表者は除く） 

氏  名 所 属・職 名 

Lai Vinh Cam 

Le Thanh Tam 

Trinh Ngoc Tuyen 

Truong Phuong Dung 

Nguyen Phien 

Hong Nhat Vuong 

ベトナム科学技術アカデミー地理研究所・所長 

ベトナム科学技術アカデミー地理研究所・副所長 

ベトナム科学技術アカデミー地理研究所・部長(Head) 

ベトナム科学技術アカデミー地理研究所・研究員 

ベトナム科学技術アカデミー地理研究所・研究員 

ベトナム科学技術アカデミー地理研究所・修士課程大学院生 
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6．研究実績概要（全期間を通じた研究の目的・研究計画の実施状況・成果等の概要を簡潔に記載してくださ

い。） 

① 研究目的、研究方法、研究内容 

「東南アジア沿岸地域の巨大都市あるいは周辺の産業地帯が洪水や旱魃などの気候イベントに対し極度に

脆弱である」と WWF 報告書において指摘されている。製造業の国際分業やグローバル化が進む中、東南アジ

アでのインフラの寸断や企業活動の停滞などの都市・工業地帯の機能不全は、被災国や被災地域だけでなく、

世界規模で大きな影響を及ぼす。 

東南アジア地域における気候イベント発生の特徴の把握は、当該地域だけでなく、国際社会からも要請され

ている重要な課題である。東南アジアの気候は東アジアモンスーンや台風の影響を強く受ける。東アジアモ

ンスーンによりもたらされる降水は水資源として重要である一方、集中豪雨で大規模な洪水や冠水を引き起

こし、人々の生活に大きな影響を及ぼす。東南アジアのモンスーン集中豪雨や台風などの気候イベントの発

生の特徴（規模ごとの発生頻度など）を正しく理解し、気象災害による社会の脆弱性を正しく評価すること

は、喫緊に取り組むべき課題である。 

偶発的・周期的に発生する気候イベント発生の特徴を捉えるためには、長期の気候変動・気候イベント発生

の記録が必要となる。しかし、気象観測網の整備が遅れた東南アジアでは、長期間に亘る気象観測データが

なく、また、度重なる戦争と高温多湿の気候の中で、15 世紀から現在に至るまでの自然災害の記録資料がほ

とんど保存されていない。このような長期の気象データや歴史記録が存在しない状況で、将来の気象災害に

対する社会の脆弱性についての十分な評価を行なうことは極めて困難な状況にある。 

 平成 25年 8月～平成 28年 3月の 2年 8 か月間に、ベトナム中央高原 Lai Gai県に複数分布する火口湖の

湿地（以前には滞水していたが、現在は湿地となっている）から、地方行政機関の支援のもと両国の研

究者が協働して、7 mの堆積物コアを採集した。VAST地理研究所及び名古屋大学で、採集した堆積物コ

アの炭素 14 年代測定、地球化学分析、光学特性分析、堆積相の観察などを行った。堆積物コアから得

られたデータの多変量分析等の統計的なデータ処理を行った。本研究で得られた過去１万５千年間の高

時間分解能な気候変動復元の結果は、AGU Chapmanコンファレンス（平成 27年 6月 12日～15日に日本

側研究代表者が香港大学へ出張）、国際第四紀学会連合第 19回大会（19th INQUA,平成 27年 7月 28日～

8 月 3 日にベトナム側研究代表者が来日、名古屋）において公表した。公表後、ドイツ・フインランド

の研究グループから、今後の国際（多国間）共同研究の提案がされた。本成果の総括とし、本共同研究

参加者の連名で、「Hydroclimatic changes in continental Southeast Asia over the past 13,800 years 

inferred from the biogeochemical properties of maar sediments on the Pleiku volcanic field in 

the central highland of Vietnam」というタイトルの論文にまとめ投稿予定である（平成 28年 5月予

定）。また、VAST 地理研究所（ハノイ）で日本側とベトナム側研究グループ合同のセミナー、本プロジ

ェクトで得られたデータの古気候学・第四紀学的な意味についての説明を兼ねた研究会・意見交換会（ベ

トナム側若手研究者・学生を対象）を計 4 回開催した。現在、名古屋大学宇宙地球環境研究所と VAST

地理研究所（ハノイ）で教育・研究に関する学術交流協定の締結の手続きを進めている 
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7．派遣・受入実績 

（１） 全研究期間中に相手国または相手国以外の国を訪問した日本側参加者氏名、派遣期間、主たる訪問

先（年度毎に並べ、相手国以外の国における訪問先には下線を引き、国名を明記してください。） 

氏名 
期      間 

（現地到着日～現地出発日） 
主たる訪問先 

 

北川浩之・名古屋大学 

北川浩之・名古屋大学 

北川浩之・名古屋大学 

堀和明名・名古屋大学 

林田明・同志社大学 

佐治泰輔・同志社大学 

 

 

北川浩之・名古屋大学 

北川浩之・名古屋大学 

北川浩之・名古屋大学 

北川浩之・名古屋大学 

林田明・同志社大学 

中村俊夫・名古屋大学 

高梨祐太郎・同志社大学 

栗田直幸・名古屋大学 
 

 

北川浩之・名古屋大学 

北川浩之・名古屋大学 

北川浩之・名古屋大学 

北川浩之・名古屋大学 

北川浩之・名古屋大学 

平成 25年度（計 36日） 

11.14～11.19(6) 

2.21～3.3(11) 

3.18～3.20(3) 

2.22～2.25(4) 

2.23～2.27(4) 

2.23～3.2(8) 

 

平成 26年度（計 58日） 

12/19-12/25(7日) 

2/27-3/2(4日) 

3/5-3/11(7日)  

3/15-3/21(7 日) 

3/18-3/21(4 日) 

3/16-3/21(6 日) 

3/16-3/21(6 日) 

3/5-3/21(17 日) 

 

平成 27年度（25日） 

6/12～6/15(4日) 

9/26～10/3(8日) 

12/12～12/15(4 日) 

1/28～１/31（4 日） 

3/10～3/15(5日) 

 

 

VAST地理研究所 

VAST地理研究所 

VAST地理研究所 

VAST地理研究所 

VAST地理研究所 

VAST地理研究所 

 

 

VAST地理研究所 

VAST地理研究所 

VAST地理研究所 

VAST地理研究所 

VAST地理研究所 

VAST地理研究所 

VAST地理研究所 

 
 

香港大学・香港 

VAST地理研究所 

VAST地理研究所 

VAST地理研究所 

VAST地理研究所 

 
 計 19名（延べ人数） 計 119日 

 

（２）全研究期間中に受け入れた相手国参加者氏名、来日期間、主たる訪問先（年度毎に並べ、振興会か

ら滞在費等の支給を受けた研究者に＊印をつけてください。） 

氏名 
期      間 

（来日日～離日日） 
主たる訪問先 

Dang Phong Xuan・VAST 地理研

究所* 

Dang Phong Xuan・VAST 地理研

究所* 

Lai Vinh Cam*・VAST 地理研究

所 

7/28～8/3(7 日) 

 

2/18～2/24（7日） 

 

2/18～2/24（7日） 

名古屋大学 

 

名古屋大学・同志社大学 

 

名古屋大学・同志社大学 

計  3名（延べ人数） 計 21日 




