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評価資料 
評価資料の要約 
平成 13-17 年度の５年間、日本が中心となって、アジア５ヶ国（インドネシア、マレー
シア、タイ、フィリピン、ベトナム）と沿岸海洋科学（Coastal Oceanography）に関する
多国間共同研究を実施してきた。ここでは次の４課題を実施してきた。（１）東アジア・東

南アジア沿岸・縁辺海の物質輸送過程に関する研究、（２）海産有害微細藻類の生物生態学、

（３）東アジア・東南アジアの沿岸域における生物多様性の研究、（４）有害化学物質によ

る沿岸環境の汚染と生態影響に関する研究。なかでも課題３は、さらに４サブグループ

（１：魚類、２：無脊椎動物、３：海草類、４：プランクトン）に分かれている。外国の

24研究機関（インドネシア：４，マレーシア：７，タイ：６，フィリピン：５，ベトナム：
２）と日本の 20研究機関から総数 326人（外国人：222、日本人：104）が参加している。
これまでセミナー２回、コーディネーター会議５回、ワークショップ 46回（国内：21回, 国
外：25 回）を開催してきた。ワークショップでは、研究発表、最新の情報交換、研究計画
立案を行うとともに、若手研究者を対象に基礎的なトレーニングや分析手法の標準化も実

施した。本プログラムの活動を通じて、これらの国々から優秀な若手研究者が育ってきた。

本研究に関連した原著論文は 528編（英語版査読付き：462編、日本語版：66編）、プロシ
ーディング（英語版）：103編、著書 12編、報告書他は 17編である。特に、魚類のフィー
ルドガイド、海草類のフィールドガイド、有害化学物質の化学分析法マニュアル（ＣＤ付

き）は、これらのアジア諸国の研究者や関連機関から高い評価を受けている。本研究活動

を通じて得られた成果をもとに、これまで培ってきたネットワークを生かして、アジア諸

国の研究者や研究機関と連携して沿岸海洋学に関する重要な研究課題に取り組んでいくこ

とが極めて重要である。このシステムを生かして研究を展開することによって、人間社会

の環境保全にも貢献できる新しい展開が期待できる。したがって、本多国間拠点大学研究

「沿岸海洋学」を次の第二フェーズの５年間（平成 18-22 年度）も継続して実施していく
ことを強く希望する。 
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評価資料の要約（英語） 
The JSPS Multilateral Core University Program “Coastal Oceanography” has been  
conducted by Asian five countries (Indonesia, Malaysia, Thailand, Philippines and 
Vietnam) and Japan for 5 years (2001/2002－2005/2006). This program covers the 
following four research subjects; Project 1: Water circulation and the process of material 
transport in the coastal areas and marginal seas of the East and Southeast Asia, Project 
2: Ecology and Oceanography of Harmful Marine Microalgae, Project 3: Biodiversity 
Studies in the coastal waters of the East and Southeast Asia, and Project 4: Pollution of 
hazardous chemicals in the coastal marine environment and their ecological effect. 
Project 3 is composed of the following 4 subgroups; 1. Fish subgroup, 2. Inbertabrate 
subgroup, 3. Seagrass subgroup, and 4. Plankton subgroup. The 222 foreign scientists 
from 24 Institutes/Universities (Indonesia: 4, Malaysia: 7, Thailand: 6, Philippines: 5, 
Vietnam: 2) and 104 Japanese scientists from 20 Institutes/Universities joined this 
program and worked together under the common principles. Two seminars, five 
national coordinator’s meetings, and 46 workshops (21 in Japan and 25 in the foreign 
countries) have been organized with cooperation of five Asian countries and Japan. In 
the workshop, we shared our time for presentation, exchange of recent information, and 
establishment of research plan. In order to encourage the young scientists, we also had 
the training course using the field guide of fish and sea grass, original text book, and 
analytical manual of hazardous chemicals. As the related manuscripts with this 
program, we published total 528 original scientific papers (462 papers in English with 
the peered referee and 66 ones in Japanese), 103 articles in English of the proceedings, 
12 books and 17 reports. Especially, the field guide book of fish and sea grass and the 
anatical manual and its CD of hazardous chemicals are highly evaluated from the 
scientists and the institutes/universities of the above Asian countries. Based on the 
present scientific evidences, it is very important to continue to enforce this Multilateral 
Core University Program “Coastal Oceanography” with cooperation of scientists and 
institutes/universities of these Asian countries. This system is expected to contribute 
to environmental conservation of human society. Thus, we strongly wish to establish the 
second phase of the Multilateral Core University Program “Coastal Oceanography” for 
the coming five years from 2006/2007 to 2010/2011.  
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