
拠点大学交流事業 
平成１９年度 実施報告書 

 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 大 学 ： 東京大学大学院農学生命科学研究科 

（ インドネシア側 ）拠点大学： ボゴール農科大学 

 
２．交流分野・研究テーマ 
（和文）： 応用生物科学／生物生産における開発と環境との調和                   

（英文）： Applied Biosciences ／Harmonization between Development and Environmental           

      Conservation in Biological Production   
 交流分野・研究テーマに係るホームページ：    http://www.ipb.ac.id/~rubrd/                            
 
 
３．開始年度 
   平成１０年度（１０年目） 
 
 
４．交流実施期間（業務委託期間） 
  平成 １９年 ４月 １日 ～ 平成 ２０年 ３月 ３１日 
 
 
５．実施組織 
日本側実施組織 
     拠点大学：東京大学大学院農学生命科学研究科 

  実施組織代表者：大学院農学生命科学研究科・ 
研究科長・生源寺 眞一  

 コーディネーター：大学院農学生命科学研究科・教授・武内 和彦 
     協力大学：東北大学大学院理学研究科・大学院農学研究科 
          宇都宮大学農学部 
          京都大学大学院農学研究科 
          岡山大学農学部・自然科学研究科・環境学研究科 
          九州大学大学院農学研究院 
          神戸大学大学院国際協力研究科 
          筑波大学大学院システム情報工学研究科 
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     事務組織：東京大学農学系事務部 
 
 
相手国側実施組織（拠点大学名・協力大学名は、和英併記願います。） 
     拠点大学：（英文）Bogor Agricultural University (IPB) 
          （和文）ボゴール農科大学 
  実施組織代表者：（英文）Ahmad Ansori Mattjik, Professor,  

Bogor Agricultural University (IPB)  
 コーディネーター：（英文）Khairil A. Notodiputro, Dean,  

Bogor Agricultural University (IPB)  
 
     協力大学：（英文）Gadjah Mada University 

               Padjajaran University 

               Bandung Institute University 

                       Udayana University 

               National Atomic Energy 

 
          （和文）ガジャマダ大学 

                           パジャジャラン大学 
                           バンドン工科大学 
                           ウダヤナ大学 

                           国立原子力庁 

 
６．拠点大学交流としての全期間を通じた研究交流目標 

本交流事業は、東京大学大学院農学生命科学研究科とボゴール農科大学を拠点大学とする応

用生物科学分野の共同研究を推進するものであり、その主題は「生物生産における開発と環境の

調和」である。食料問題と環境問題の同時解決を図ることは、重要かつ急務の世界的課題である

が、この問題解決に占める生物生産の役割は極めて大きい。本交流事業では、こうした問題が最

も顕著に現れている東南アジアのインドネシアを対象に、環境を保全しながら生物生産の維持・向

上を目指すための方策について検討することを目的としている。 

具体的には、①開発に伴う環境変化と環境保全に関する研究、②植物資源の持続的利用に関す

る研究、③環境調和型農村開発に関する社会経済学的研究、④持続的生物資源管理システムに

関する地域生態学的研究の４つの研究課題について共同研究を実施している。 
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７．平成１９年度の研究交流実績の概要 
７－１ 共同研究 

本交流事業の最終年度にあたる平成１９年度は、これまでの現地調査とデータ解析に基づいて、

ひき続き４つの研究課題の進展を図りつつ，成果の取りまとめ作業を重点的に行った。個別の研

究業績においては，審査の厳しい国際誌への公表論文の増加（８－６参照）など，着実な成果が

得られている。多くの読者を有する国際誌へ論文を公表することは，個別研究の水準の向上だけ

でなく，研究成果を広く世界に発信することにもつながる。また，昨年度に引き続き，研究成果の応

用と農村社会への還元にも重点を置いた。具体的には、調査対象地の農村に農村向けの政府プ

ログラムを導入して、調査研究と農村改善プログラムを結合させ、研究結果をプログラムに反映さ

せるなどの試みも検討されている。また、個別研究の水準を高めるだけでなく、研究成果を総合化

していくことにも重点を置いた。そのため、４つの研究グループ内およびグループ間における研究

対象地の共有化や相互乗入れなどを推進した。その結果、研究対象地は，チレゴン周辺地域、チ

タルム川流域、中部ジャワ農村地域の３箇所に収斂されてきたといえる。 

以上のように，4 つの研究課題のいずれにおいても、個別研究成果の蓄積だけでなく、研究成

果の総合化や農村社会への還元という意味からも着実な成果が得られていると評価できる。また、

若手研究者の育成や学生の交流においても、大きな成果が得られており、今後の幅広い交流を支

える活動がいっそう活発になるものと期待できる。 

 
７－２ セミナー 

本年度は，拠点大学交流事業の最終年度にあたるため，これまでの事業全体の研究成果

の最終的なとりまとめと人材交流を含む事業総括を行うことを目的として第４回セミナー

を実施した。本セミナーは，2008 年 2 月 28 日～2008 年 2 月 29 日に東京大学農学部弥生講

堂において開催された。本事業の後半からは、個別研究の総合化とその社会還元が大きな

課題となってきたが、本セミナーでは、その点について集中的な討議を行い、大きな成果

が得られたと考えている。また、本事業の成果を広く発信するとともに、さらなる学術交

流を広げるために、国内外の著名な研究者を講演者として招へいするとともに，本事業の

外部評価を行った。本セミナーの詳細なプログラムは，別添の通りである（プログラムを

添付してください）。また，本セミナーにおける研究報告内容は、プロシーティングスとし

て印刷公表した（別添：こちらもお願いします）。 

 

７－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

本年度は，日本側研究者の派遣は行っていない。インドネシアからは，ボゴール農科大

学＊＊学部長の Khairil Anwar Notodiputro 教授を 2008 年 2 月 26 日から 2008 年 3 月 2 日

の６日間，東京大学農学部へ招へいし，セミナーへの参加とともに，本事業の総括に関す

る議論を行った。 
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８．平成１９年度の研究交流の成果 
（交流を通じての相手国からの貢献及び相手国への貢献を含めてください。） 

８－１ 研究協力体制の構築状況 

本事業開始からこれまでの間に構築されてきた研究協力体制は，今年度も良好な状態で

維持されている。 

具体的には，日本側研究者はインドネシア側研究者をカウンターパートとして，インドネシア

現地で調査研究を行い，インドネシア側研究者は，日本で文献収集や論文の共同執筆を行

っている。現地調査においては，データの蓄積など，より実質的な成果を得るために，日本人

の大学院生や若手研究者を積極的に長期滞在させてきた。現地語が堪能な日本人学生や若

手研究者が増えてきたことも，これによる副次的な効果である。また，現地の学生による調査へ

の積極的な参加も得られるとともに，彼ら自身の卒業論文や修士論文などとしても教育・研究

成果が蓄積されてきた。 

インドネシア側研究者の日本への招へいにおいても，論文執筆など実質的な成果を重視し

てきた。これらの研究協力を通じて，とくに若手研究者の間では，強力な信頼関係が構築され

ており，本事業の終了後も，多くの両国研究者の間で共同研究等の研究交流が継続されるも

のと確信している。 

 

８－２ 学術面の成果 

審査付論文、著書、学会発表その他においても着実な研究成果が得られている。とくに、

特筆すべき点は，審査が厳しい国際学術誌への公表論文が増えていることである（詳細に

ついては，８－６を参照）。 

 
８－３ 若手研究者養成 

平成１９年度も、若手研究者養成については着実な成果が得られた。上述した通り、論文作成

のために来日するインドネシア若手研究者や現地調査のためにインドネシアへ派遣される日本側

若手研究者には優先的に長期滞在をさせ、それに応じて調査研究費を多く割り当てるなどの配慮

を行なうことによって若手研究者の養成に努めた。 

本交流事業を通じて、これまでに累計４５名（論文博士および博士課程が２４名、修士課程９名、

学部生・研究生１２名）のインドネシア側の若手研究者および留学生の受け入れを行ってきたが、

このうち平成１９年度には１３名（論文博士および博士課程９名、修士課程４名）の受け入れを引き

続き行った。平成１９年度中には３名が博士号を、２名が修士号の学位を取得した。その結果、累

計では博士号取得者が１４名、修士号取得者が６名となった。 
一方、日本側からも多くの大学院生および学部生が本事業に参加している。これまでに累計４６

名（博士課程９名、修士課程２６名、学部生１１名）の日本人学生が本事業に関わってきたが、この

うち平成１９年度には８名（博士課程２名、修士課程４名、学部生４名）が引き続き研究を行った。こ

のうち、平成１９年度中には２名が博士号を，２名が修士号、２名が学士号を取得した。その結果、
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累計では博士号取得者が６名、修士号取得者２６名、学士号取得者１１名となった。 

 

８－４ 社会貢献 

現地の農村への貢献についても、昨年度に引き続き，具体的な方策が検討された。これは，調

査対象としている農村のいくつかにおいて、政府の農村改善プログラムを導入しようとする試みで

ある。これは基本的にインドネシア側研究者の努力によるものであるが、農村開発にフィールド調

査の結果を直接活用していこうとするもので、評価に値する実践だと考えている。研究成果の技術

的な側面からは、第２グループが行っている耐陰性の植物育種が実現すれば、プランテーション

林床の有効利用が可能となり、農家所得の向上、森林の不法伐採の減少などが期待できる。また、

商品性の高い果樹とその林床を利用した作物栽培を組み合わせるという新しい農業を提案できる

可能性がある。さらに，第１グループが行ったチダナウ流域の水文解析と乾期の水田蒸発散量調

査は、チダナウ川の乾期渇水流量に与える自然要因（豊富な地下水）と人為的要因（非潅漑の水

田面積等）を明らかにしており、KTI と地方政府が検討している対策（ダム建設、土地利用）に対し

て基本的かつ科学的な知見を提供している。また、チダナウ流域内のラワダナウ湿地はジャワ島唯

一の淡水湿原で保護地域となっており、KTI が管理している。第１グループはこの湿地の水位と下

流水位との関係や水質浄化機能を明らかにし、適切な水位管理の前提となる知見を提供した。本

年度の東大でのセミナーにも KTI の政策担当者が参加し、第１グループリーダーとの間で上記に

関する議論を行っている。 

この他、本事業の共同研究によって得られた知見を現地に広めることを目的として，2008 年 2 月

にはインドネシア語による書籍”Studi Ekologi Lanskap pada Pengelolaan Sumberdaya 
Hayati yang Berkelanjutan di Perdesaan Indonesia. 2008, Arifin, H.S. and Roosita, K. 
(eds), Sekolah Pascasarjana IPB (Bogor Agricultural University Press), 211pp.”を出版し

た。これによってもインドネシア社会一般に対する学術的な貢献が出来たと考えている。 

 

８－５ 今後の課題・問題点 

本事業で共同研究を進めていくうえでの問題点として，交流経費は多いものの調査や研

究のための経費（備品・消耗品費、謝金等）が少ないことが挙げられる。これを克服する

ために，科学研究費補助金などの研究資金を別途獲得するなどの努力も行われており，一

定の成果をあげてきた。今後は，本事業を核として研究交流を発展させ，本事業終了後も

共同研究を続けられるよう，研究資金を継続的に獲得していくことが課題である。また，

個別研究の統合と研究成果の社会還元についても，上述してきたとおり一定の成果はある

ものの，今後もますます推進していく努力が必要である。 
 

８－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成１９年度論文総数  26 本 

   うち、相手国参加研究者との共著 15 本 

 5



   うち、本事業がJSPSの出資によることが明記されているもの 6 本 

（※ 論文リストを別に添付してください） 
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９．平成１９年度における総交流人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

（単位：人／人日） 

    派遣先 

派遣元 

日本 
（JSPS）

インドネシ

ア(DGHE) 
タイ

(NRCT) 
フィリピ

ン（DOST）
 合計 

日本 
（JSPS） 

実施計画 
 

32/262    32/262 

実績 25/234    25/234 

インドネシア

(DGHE) 
実施計画 35/292     35/292 

実績 31/281    31/281 

タイ(NRCT) 実施計画 1/5     1/5 

実績 1/7    1/7 

フ ィ リ ピ ン

（DOST） 

実施計画 1/5     1/5 

実績 1/5    1/5 

 実施計画       

実績      

合計 実施計画 37/302 32/262    69/564 

実績 33/293 25/234    58/527 

 

※ 派遣先・派遣元ともに、対応機関がある場合は「国名（機関名）」で記入し、第三国の

場合は「国名」を記載してください。 

※ 各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流した人数・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。） 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

  22／68   （人／人日）    22／61   （人／人日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


