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地球環境科学 
東南アジア湿地生態系における環境保全と地域利用 
 
評価資料の要約 
東南アジアに広く分布する熱帯湿地林は炭素の貯蔵庫であるが、20世紀後半からの無秩序
な利用にさらされ、炭素の大量放出と、そこに生息する多様で貴重な動植物種の急速な絶

滅が危惧されている。本事業の目標は2国間の共同研究を通じて、熱帯泥炭地域における地
球環境への負荷が少ない21世紀型土地利用方式の策定をすることと、日本・インドネシア
両国間における教育・研究交流の充実を図り将来を担う若手研究者を育成すること、にあ

る。 
 拠点大学は北海道大学とインドネシア科学院生物研究センターである。交流組織に代表

者、拠点大学交流運営委員会、拠点大学交流実行委員会をおいた。運営委員会は拠点大学、

協力大学、研究協力者の20数名より構成され重要事項の決定を行った。拠点大学交流企画
実行委員会は拠点大学メンバーで構成され、相手国と密接に連絡を取り、交流計画策定、

セミナー開催企画、報告書取りまとめなどを行った。 
 本交流事業では、研究の展開に応じて基礎研究期（平成9～11年度）、研究展開期（平成
12～16年度）、研究応用期（平成17～18年度）にわけて、共同研究を軸として研究者の交流
と若手研究者の育成を行ってきた。陸域生態、生物生産、土地基盤、陸水生態を対象とす

る4課題の研究グループに、平成16年度からは会・生活経済研究グループを加え、研究を行
った。本事業への参加者数は、平成9年には日本・インドネシア合わせて51名であったが、
基礎研究期終了時には155名となり、平成16年度には合計246名に達し、さらに第3期終了
時の参加者は日本側147名、インドネシア側136名、合計283名に達した。近年は、派遣、
招聘をあわせて年間70名を超える活発な研究交流を行っている。 
 パランカラヤには大規模なフィールド観測拠点が建設され、観測タワーの研究からは、

森林周辺域の開発で水位が下げられている地域では、たとえ自然林であっても炭酸ガスの

放出源になっていることが初めて明らかにされた。鳥類、小型哺乳類、昆虫類を対象に種

間種内の多様性のレベルを調べた結果、島嶼国インドネシアにおいては島間の多様性に加

えて同じ島内でも遺伝的な多様性が高いことが明らかにされ、様々な生物種で普遍的に見

られる現象であることが示唆された。地域の開発にあたっては貴重な生物多様性の保全に

配慮することが重要である。 
 交流事業開始後5年目より10年目までの間に、日本側研究者11名およびインドネシア人研
究者14名が本研究に関連して学位を取得した。留学生は帰国後、環境科学、農学、工学の
中核研究者として日本側拠点校および協力大学との交流に主要な役割を果たしてきている。

帰国留学生や本交流を通じて培われた人的ネットワークをさらに発展させ、大学間交流協

定を通じて交流を活発化させ大規模フィールド観測拠点は積極的な活用をはかる。インド

ネシア科学院は生物多様性研究の拠点として機能することが期待される。 
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評価資料の要約（英語） 
The vast tropical peat swamp forest in Southeast Asia is a huge storage of global carbon. However, 

the recent disordered exploitation of the tropical swamp forest starting in the late 20th century 

becomes a serious concern about the carbon emission and the loss of diverse and rare plant and 

animal species inhabiting there. The major goals of the present study were to develop a method of 

land use with minimum load to the environment, to stimulate research and education activities, and 

to foster young researchers of the next generation by conducting bilateral cooperative research. 

 Core universities were Hokkaido University and Research Center for Biology of the 

Indonesian institute of Sciences. On the Japanese side, there were a representative director, a steering 

committee and an organizing committee under the program. The steering committee consisted of 

about 20 members from the core university and cooperative universities, with several research 

collaborators. The organizing committee, consisting of a dozen of members from the core university, 

planned research exchanges and seminars, made reports and so on.  

 The 10-year program started with a term for basic research (FY1997-1999), followed by a 

term for research development (FY2000-2004) and ended up with a term for research application 

(FY2005-2006). During the basic research term, we established four research groups of terrestrial 

ecology, bio-production, peatland technology, and freshwater ecology. Based on the discussion at the 

international symposium in 2002, a new research group of socio-economics was started. Number of 

researchers participating in this program increased from 51 totalling Japanese and Indonesian sides 

in 1997 to 283 persons in 2006. Since 2002, more than 70 persons travelled to or from Indonesia 

every year. 

 A large field observation facilities were set up in the vicinity of Palangkaraya. Using a flux 

sensors and sonic anemometer-thermometers equipped on a 41-m monitoring tower set up in a peat 

swamp forest, carbon dioxide balance was monitored for three years. The calculated net annual 

ecosystem production or carbon flux was negative. It was revealed for the first time that a natural 

forest became a source of carbon dioxide once the adjacent area had been drained. Genetic variations 

were examined for small mammals, birds and insects in Indonesia and Southeast Asia to understand 

the levels of inter- and intraspecific diversities. Genetic variation was very high between the 

localities within a island as well as that between islands, suggesting that such genetic diversity 

within localities would be commonly found in a variety of animals. Land development should be 

conducted taking conservation of biodiversity of rare and valuable species into account. 

 Since the start of the program 11 young researchers of the Japanese side and 14 Indonesian 

researches were conferred the doctor’s degrees in the related areas of the present program. These 

Indonesians are now work for universities and institutions as senior researchers of environmental 

science, agronomy and engineering who play key roles in linking Japanese and Indonesian 

researchers. 


