
拠点大学交流事業 
平成２０年度 実施報告書(案) 

 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関： 東京大学海洋研究所 
Ocean Research Institute, The University of Tokyo 

（インドネシア）拠点機関： インドネシア科学院 LIPI 海洋研究開発センター 
Research and Development Center for Oceanology, LIPI 

（ タイ ）拠点機関： チュラロンコン大学 
Chulalongkorn University 

（マレーシア）拠点機関： マレーシア工科大学 
Universiti Teknologi Malaysia 

（フィリピン）拠点機関： フィリピン大学ディリマン校 
University of the Philippines, Diliman 

（ベトナム）拠点機関： 海洋環境資源研究所 
Institute of Marine Environment and Resources 

 
２．研究交流課題名 

（和文）：東アジア・東南アジア沿岸・辺縁海の物質輸送過程に関する研究       
（和文）：海産有害微細藻類の生物生態学                      
（和文）：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          
（和文）：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         
                   （交流分野：沿岸海洋学        ）  
（英文）：Water circulation and the material transport process in the coastal areas and 
marginal seas of the East and Southeast Asia   
（英文）：Ecology and Oceanography of Harmful Marine Microalgae         
（英文）：Biodiversity Studies in the coastal waters of the East and Southeast Asia  
（英文）：Pollution of hazardous chemicals in the coastal marine environment and their 
ecological effect   
                   （交流分野：Coastal Marine Science  ）  
 研究交流課題に係るホームページ：http://www.wdc-jp.com/jsps-cms/ 
 
 
３．開始年度 
平成１３年度（８年目） 
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４．実施体制 
日本側実施組織 

拠点大学： 東京大学海洋研究所 

実施組織代表者： 西田 睦  東京大学海洋研究所 所長・教授 

コーディネーター： 宮崎  信之 東京大学海洋研究所  

海洋科学国際共同研究センター 教授 

協力大学： 

1. 北海道大学大学院水産科学研究科 2. 北里大学海洋生命科学部 

3. 東北大学大学院理学研究科 4. 東北大学大学院農学研究科 

5. 東京海洋大学海洋科学部 6. 東京大学大学院農学生命科学研究科 

7. 東京大学ｱｼﾞｱ生物資源環境研究ｾﾝﾀｰ 8. 東海大学海洋学部 

9. 三重大学生物資源学部 10. 京都大学ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学教育研究ｾﾝﾀｰ 

11. 広島大学生物生産学部 12. 愛媛大学沿岸環境科学研究ｾﾝﾀｰ 

13. 香川大学農学部 14. 九州大学応用力学研究所 

15. 長崎大学水産学部 16. 高知大学農学部 

17. 鹿児島大学水産学部 18. 鹿児島大学理学部 

19. 国立科学博物館動物研究部 20. 琉球大学理学部 

21. 名古屋大学地球水循環研究センター  

 
事務組織： 
 コーディネーター  

宮 崎  信 之 
  
   
海洋科学国際共同研究センター  国際委員会 
セ ン タ ー 長 植 松  光 夫  委員長 植 松  光 夫 
教 授 宮 崎  信 之  委 員 川 邉  正 樹 
 植 松  光 夫   蒲 生  俊 敬 
准 教 授 井 上  広 滋   西 田  周 平 
 朴  進 午   佐 野  有 司 
    安 田  一 郎 
外国人客員教授等 ３名   大 竹  二 雄 
国内客員教授等 1 名   沖 野  郷 子 
技 術 補 佐 員 
事 務 補 佐 員 

２名 
１名 
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 事 務 担 当 （ 総 括 ） 事 務 部 長  

 （事務責任者） 総 務 課 長 
 （事務担当者） 総務課国際交流係長 

 
インドネシア側実施組織 

拠点大学： Research and Development Center for Oceanology, LIPI 

インドネシア科学院 LIPI 海洋研究開発センター 

実施組織代表者： ※ 相手国側実施組織体制により該当者なし 

コーディネーター：  Suharsono, Director 

Research and Development Center for Oceanology, LIPI 

協力大学：  • Sam Ratulangi University 

サムラトランギ大学 

• Diponegoro University 

ディポネゴロ大学 

• Bogor Agricultural University 

ボゴール農業大学 

 

 
タイ側実施組織 

拠点大学： Chulalongkorn University 

チュラロンコン大学 

実施組織代表者： ※ 相手国側実施組織体制により該当者なし 

コーディネーター：  Charoen Nitithamyong, Assistant Professor / Head of Department 

Department of Marine Science, Faculty of Science, Chulalongkorn University 

協力大学：  • Kasetsart University 

カセサート大学 

• Prince of Songkla University 

プリンス・オブ・ソンクラ大学 

• Burapha University 

 ブラパ大学 

• Phuket Marine Biological Center 

プーケット海洋生物センター 

• Department of Fisheries 

水産庁 

 

 
マレーシア側実施組織 

拠点大学： Universiti Teknologi Malaysia 

マレーシア工科大学 
実施組織代表者： ※ 相手国側実施組織体制により該当者なし 

コーディネーター：  Mohd Ibrahim Seeni Mohd, Professor 

Faculty of Geoinformation Science and Engineering，Universiti Teknologi Malaysia 

協力大学：  • Universiti Sains Malaysia 

サンマレーシア大学 

• Universiti Putra Malaysia 

プトラマレーシア大学 
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• Universiti Kebangsaan Malaysia 

ケバンサーン・マレーシア大学 

• Universiti Malaysia Sarawak 

マレーシア・サラワク大学 

• Universiti Malaya 

 マラヤ大学 

• Southeast Asian Fisheries Development 

Center (SEAFDEC) 

南アジア水産開発センター 

 
フィリピン側実施組織 

拠点大学： University of the Philippines, Diliman  

フィリピン大学ディリマン校 

実施組織代表者： ※ 相手国側実施組織体制により該当者なし 

コーディネーター：  Miguel D. Fortes, Professor 

Marine Science Institute, University of the Philippines, Diliman 

協力大学：  • University of the Philippines Los Banos 

フィリピン大学ロスバノス校 

• De La Salle University 

デラサレ大学 

• University of the Philippines Visayas 

 フィリピン大学ヴィサヤス校 

• University of San Carlos 

サンカルロス大学 

 
ベトナム側実施組織 

拠点大学： Institute of Marine Environment and Resources 

海洋環境資源研究所 
実施組織代表者： ※ 相手国側実施組織体制により該当者なし 

コーディネーター：  Tran Duc Thanh, Director 

Institute of Marine Environment and Resources 

協力大学：  • Vietnam National University 

ベトナム国立大学 

 
５．全期間を通じた研究交流目標 
 東アジア・東南アジアは３０億以上の多くの人口を抱え、その社会活動が沿岸域に大き

な影響を与えている。また、沿岸域に生息する生物資源は多くの国々に食糧を提供してお

り、社会経済の面からも沿岸域の持続的包括管理・利用は、この地域で最も重要な課題で

ある。このように重要な沿岸域も工業化、都市の人口集中などの影響で、富栄養化による

赤潮の発生、重金属類汚染、内分泌攪乱物質汚染が深刻な環境問題となってきた。また、

陸地を主とする土地利用の変化による土砂の堆積、懸濁物の流入などによる藻場、海草群

落、マングローブ域、サンゴ礁の破壊は、世界有数の生物多様性を誇るこの海域でウミガ

メ、ジュゴン、サンゴなどの激減をもたらしている。縁辺海を含む東アジア・東南アジア

の沿岸域の持続的包括管理・利用の観点からも、沿岸海洋学に関する物理・化学・生物に

またがる学際的総合研究は不可欠である。 

 本共同研究は、平成 13-18 年度の 6 年間、インドネシア、マレーシア、タイ、フィリピ
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ン，ベトナムおよび日本の６カ国の研究者と連携して、ユネスコの IOC（政府間海洋委員会）

/WESTPAC（IOC の西部太平洋委員会）の中でも重要視されている下記の４課題について実施

してきた。 

 研究課題： 

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 

この大型共同研究を実施することにより、東アジア・東南アジアにおける沿岸海洋学の

基礎研究を飛躍的に発展させるだけでなく、将来を担う若い優秀な研究者の育成になる。 

また、これらの活動により、沿岸海洋についての多くの学際的な成果が期待できるとと

もに、沿岸環境の保全と将来に対する生物資源の持続的包括管理・利用という観点から社

会経済的波及効果も期待できる。したがって、本研究課題では、これまで培ってきた研究

共同体制をさらに発展させて、東アジア・東南アジアにおける組織的・包括的な沿岸海洋

学の基盤を確立することを目標とする。 
 
６．平成２０年度研究交流目標 
〔課題１〕 

2008 年 5 月、マレ－シア・コタキナバルで開催される WESTPAC シンポジウムに参加し、タ

イランド湾・ジャカルタ湾・マニラ湾・南シナ海に関する研究成果を発表する。 

タイランド湾において、鉛直拡散係数水平分布の季節変動に関する現地観測を行う。 

ジャカルタ湾のクロロフィル a 濃度推算のための衛星画像解析地域アルゴリズムを開発す

る。 

マニラ湾における赤潮発生機構を明らかにする。 

インドネシアとマレ-シアで人口衛星画像と音波探知機を用いた藻場のモニタリング手法

を開発する。 

〔課題２〕 

平成 19 年度に行ったセミナーにおいて、対象生物を Pydodinium、Cochlodinium、Noctiluca

や Pseudo-nitzschia、Nitzschia などに大きくまとめたので、平成 20 年度はそれらを中心

に研究を進める。 

有毒プランクトン Pydodinium と有害プランクトン Cochlodinium については昨年度までの

研究で確立できた培養株に加え、フィリピンとマレーシアで新たな株を作成し、それらを

あわせて遺伝子形質を比較して、広域化の状況を調べることに重点を置く。赤潮プランク

トンの Noctiluca については、その発生機構を水域富栄養化との関係ならびに共存種との

遷移および餌生物のという観点から現場調査とデータ解析を行う。これらを実施するため、

わが国とタイ、マレーシアとフィリピンとの研究交流を実施する。 

有毒珪藻の Pseudo-nitzschia については、昨年度までにベトナムとフィリピンなどで採集
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した試料と今年度東南アジア各国で作る培養株を用いて、東南アジアにおける発生種を電

子顕微鏡によって精査するとともに、毒生産性を確認する。また、これら種類の発生と貝

類の毒化との関係も継続的監視をフィリピン、ベトナムで実施するほか、プランクトンに

より毒化した生物だけでなく、有毒海産生物の分布の実態についても調査分析を実施す 

る。貝毒の分析のためにはフィリピン、ベトナムの研究者をわが国に招聘して分析と論文

作成を実施する。 

〔課題３〕 

魚類研究グループはタイ湾奥部でワークショップを開催する。参加国から研究者が参加し、

魚類の多様性に関する研究発表を行い、タイの若手研究者に対して魚類分類学のトレーニ

ングを実施する。インドネシアから1名を招聘して浅海性魚類の分類学的研究を行う。 

海藻・海草研究グループは日本でワークショップを行う。各自が持ち寄った標本を参加者

が協力して査定し、今後の共同利用に役立てる。ワークショップには参加国の研究者が参

加する。タイから1名を招聘して研究論文を作成する。 

ベントスグループはマレーシアのペナンにおいてワークショップを開催する。対象とする

分類群は二枚貝類で、分類と同定に関する研究発表を行うと同時にマレーシアの若手研究

者に二枚貝類の同定に関するトレーニングを行う。 

プランクトン研究グループはマレーシアで動物プランクトンの生態研究・同定法に関する

トレーニングコースとメンバーによる研究発表・討論のためのワークショップを開催する。

インドネシアから 1名を招聘し、動物プランクトンに関する共同研究を行う。 

〔課題４〕 

POME ワークショップを平成２０年５月２１－２５日、マレーシアのコタキナバルで開催し、

これまでの分析してきた結果について各国のメンバーが報告すると同時に、今後の調査計

画について議論する。 

平成１９年度に実施されたインドネシアのジャカルタ湾の分析調査の結果を基に、ジャカ

ルタ湾の代表的な地点からコアサンプルを採集し、分析を実施する。この環境調査には、

日本の研究者５名がインドネシアの研究者と共同して３日間の現地調査を実施する。 

有害化学物質の生物濃縮過程を明らかにする目的で、インドネシアのポソ湖に日本の研究

者５名を１４日間派遣し、インドネシアのテンタナ大学と共同調査を実施する。 

マレーシアのプトラ大学の研究者と共同して、トランスジェニック・メダカを使用した環

境モニタリング調査を実施する。マレーシアに日本の研究者３名を１４日間派遣してマレ

ーシアの研究者とマレーシア沿岸域の環境モニタリング研究を実施する。 

インドネシアのサムラトランギ大学と共同して、マナド周辺海域に生息するサンゴを使用

して、有機スズ化合物による生物影響について共同調査を実施する。 
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７．平成２０年度研究交流成果 
７－１ 研究協力体制の構築状況 

〔課題１〕 

平成 20 年 5 月にコタキナバルで開かれた第 7回 WESTPAC 海洋学セミナーに参加した。イン

ドネシア・マカサル大学、マレ－シア工科大学と藻場現地調査を行い、人工衛星画像を用

いて、海底生態系特性を明らかにする手法を確立した。ベトナム・ハノイ大学と人工衛星

高度計デ－タを用いた沿岸海域平均水面長期変動を明らかにする共同研究を行った。タ

イ・ブラパ大学とタイ湾の植物プランクトン増殖機構を明らかにする現地共同観測を行っ

た。 

〔課題２〕 

平成 20年 5月にコタキナバルで開かれた第7回 WESTPAC海洋学セミナーに課題２の班員16

名が参加していたので、その機会を利用して研究班検討会議を行った。討議の結果、今後

２年間は従来より実施していた研究テーマのうち、有害種広域化、沿岸富栄養化、および

海産食品安全に特に優先度を高くして研究を実施することを決めた。また、学位を取得し

て間もない若手研究者、及び大学院博士課程の院生を特に支援するように計画した。 

〔課題３〕 

魚類、ベントス、プランクトン及び海藻・海草の研究グループごとに参加国で分類学や生

態学に関するワークショップを行い、研究発表を通じて、参加国の研究レベルの向上に貢

献した。また、東南アジアの参加国研究者がそれぞれの地域における浅海性生物の多様性

研究の現状を発表し、日本との研究交流ばかりではなく、全参加国同士の研究交流に貢献

した。このような活動を通じて、多国間の研究交流ネットワークを発展させることができ

た。 

〔課題４〕 

本研究課題では、「トランスジェニック・メダカ」の共同研究に関して、海洋研究所とマレ

ーシアのプトラ大学との間で学術協定の締結が進行している。この計画は、本研究課題を

実践する課程を通じて立案されたもので、その成果が大いに期待できる。それ以外にも、

幾つかの国際共同研究が検討されている。 

 

７－２ 学術面の成果 

〔課題１〕 

人工衛星海色画像による沿岸生態系マッピング手法に関する共著論文を作成中である。タ

イ湾の植物プランクトン濃度と鉛直拡散係数の関係に関する共著論文を投稿中である。 

〔課題２〕 

記憶喪失性毒を多量に蓄積している二枚貝 Spondylus sp.が東南アジア各国の沿岸域で発見

され、ベトナムにおいては、その蓄積している毒を生産した珪藻が Pseudo-nitzschia 

caciantha であることが確認された。また、カブトガニ、オオマルモンダコ、ツムギハゼな

ど数種の有毒生物の毒成分がテトロドトキシンと確認され、これらがフィリピン、ベトナ
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ム、タイなどに広く分布し、実際に食中毒事件が多く発生していることがわかった。 

〔課題３〕 

新種のプランクトンや魚類を発見し論文発表を行った。マレーシアの Sibu 島および Tinggi

島において動物プランクトンの多様性に関する現地調査やマレーシアのマラッカ海峡にお

いて浅海魚類の調査を行う等、参加国の沿岸生物のインベントリー作成を進めた。ま海藻

に関しては、浅海域での長時間にわたる水中ビデオを用いて長時間の連続観察の有効性を

実証した。 

〔課題４〕 

本研究課題のメンバーは、ワークショップのみならず、国際会議（IOC/WESTPAC, etc.）に

も積極的に参加し、共同研究の成果を発表している。研究成果として、著書１編、論文１

５編を公表してきた。その他に、これまでの学術成果を生かして、国際会議（World Ocean 

Conference in Indonesia International Conference of Marine Ecosystem in Malaysia）

を企画し、平成 21 年度に開催することが予定されている。 

 

７－３ 若手研究者養成 

〔課題１〕 

インドネシア・マカサル大学の若手研究者に人工衛星海色画像解析法をトレ－ニングした。

さらにブラパ大学の大学院生に乱流計を用いた鉛直拡散係数推定法を講習した。 

〔課題２〕 

ベトナムの調査を通じて知り合った優秀な若手研究者 Bui Quang Nghi くんをマレーシアに

おけるシンポジウムに招聘し、指導を行った。また、同じベトナム海洋研究所の Dao Viet Ha

さんに対し、研究成果を学会誌に公表するとともに博士論文を作成するように指導し、Dao

さんは平成 20 年３月に学位を授与されるに至った。また、国内班員の大学院生 Nguyen Van 

Nguyen さんも同時期に学位を授与され、平成 21 年 4 月以降はベトナム側班員として、共同

研究を開始することとなった。 

〔課題３〕 

魚類、ベントス、プランクトン及び海藻・海草の研究グループごとに参加国で分類学や生

態学に関するワークショップを行い、現地の若手研究者のトレーニングを行った。トレー

ニングに際しては、講義のみではなく、フィールドに出て実物の生物に接し、現場で同定

する能力を高めるように配慮した。また、必要に応じて、参加国の若手研究者を日本に招

聘し、分類学や生態学に関する指導を行った。 

〔課題４〕 

本研究課題では、調査やワークショップに若手研究者の参加を募り、積極的に活動してき

たが、各国の対応が必ずしも十分ではない。マレーシアのプトラ大学では、大学の経費で

若手研究者を支援するプログラムが動き出し、本研究課題に関して２人の大学院生（博士

課程）を海洋研究所に派遣してきた。このような活動が各国に広がっていくことが望まし

い。 
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７－４ 社会貢献 

〔課題１〕 

人工衛星海色画像を用いた東南アジア沿岸海域の藻場・サンゴ礁マッピングが可能になれ

ば、この海域の沿岸海域環境保全の大きな力になる。 

〔課題２〕 

平成 20 年 5 月にコタキナバルで開かれた第 7回 WESTPAC 海洋学セミナーにおいて、ベトナ

ムの Dao Viet Ha さんが、JSPS などの国際共同研究の重要性について基調講演を行った。

また、同セミナーでは課題２の班員 16 名が口頭 24 件、ポスター13 件の発表を行い、共同

研究の成果を示した。 

〔課題３〕 

本事業の参加国では浅海性生物の分類に関する文献が乏しいため、多様性研究に支障を来

している。このような現状を改善するため、分類学の専門家ばかりではなく、学部学生や

水産研究機関の研究者に役立つフィールドガイドを作成している。本年度はアンダマン海

の浅海性魚類 780 種を収録したフィールドガイドを日本とタイの研究者の共同によって出

版した。また、ワークショップを通じて、現地における浅海性生物の多様性研究を振興す

るように努めた。 

〔課題４〕 

本研究課題のメンバーが中心になって開催した国際会議「The ASEAN International 

Conference “Conservation on the Coastal Environment”(edited by Nobuyuki Miyazaki 

& Gullaya Wattayakorn) 」に発表された論文をもとに、海洋環境に関する教科書が出版さ

れた。出版された本は ASEAN 諸国の研究者や研究機関をつうじて、若手研究者や関心のあ

る一般の人々にも配布され、教科書として利用されている。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

〔課題１〕 

インドネシアとマレ－シアで確立した人工衛星海色画像による沿岸生態系マッピング手法

をベトナム・タイ・フィリピンにも適用可能にする必要がある。 

〔課題２〕 

南シナ海やタイ湾を取り巻く環境が変化してきて、それら海域を取り巻く各国における共

同海洋調査の必要性が高まっているが、観測機器の不足だけでなく、海洋資源の確保に関

する政治的理由から、沿岸国だけでは調査が実施しにくくなってきている。また中国が資

源確保に大きく乗り出してきているため、各国研究者は大きな不安を感じている。このよ

うな状況の中で、日本が主導する中立な科学研究推進、特に沿岸国が共同で同時に実施で

きる多国間交流事業のような形の共同研究に対する期待は大きい。 

〔課題３〕 

これまでの参加国研究者とワークショップを共同開催するなどの活動を通じて、研究交流

は着実に前進している。しかしながら、参加国同士の研究者交流という点では不十分な点
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がある。特に分類学に関しては、参加国の研究者の中に国際レベルの研究を行える者が少

なく、後進の指導に課題を残している。また、現地調査の予算が少ないため、広範な調査

や長期の調査が不可能であり、多様性研究にとって大きな問題となっている。 

〔課題４〕 

本プログラムの各課題間との連携が議論され、具体的な研究が展開されつつある。この活

動をさらに加速して行く必要がある。本研究課題は若手研究者の参加が極めて重要である

が、JSPS で支援する大学院生の数は極めて少ないことから、育成に関してはもっと組織的

な支援体制が望まれる。また、本研究課題で得られた研究成果を、若手研究者や一般の人々

に如何に伝えていくかが今後の重要な課題の一つとしてあげられる。 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２０年度論文総数  １０７本 

   うち、相手国参加研究者との共著 ３４本 

   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 ３３本 

（※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入して下さい。） 
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８．平成２０年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 

〔課題１〕 

今年度は、まず人工衛星可視画像を用いて、サンゴ礁、藻場などの沿岸海域生態系特性が

明らかにできないかを検討するために、マレーシアとインドネシアで現地観測を行った。

その結果、人工衛星ＡＬＯＳの可視画像を適切に処理することで、衛星画像情報から死ん

だサンゴ、生きたサンゴ、海草、砂地を見分けることができることが初めて明らかになっ

た。この手法が他の海域でも適用可能かどうか、今後さらに多くの海域で試してみる予定

である。 

〔課題２〕 

具体的研究成果としては次のようなものがあった。 

１）有害プランクトンの Cochlodinium polykrikoides がわが国や韓国など東アジアに分布

する個体群と、マレーシアやフィリピンに分布するものでは形態は同一であるものの分子

細胞学的には区別可能であった。 

２）タイ、フィリピンに分布する共生藻をもつ緑Noctilucaとわが国に分布する赤Noctiluca

は分子細胞学的にも識別不可能であり、差異は共生藻の有無のみであった。 

３）ベトナムに発生した記憶喪失性毒ドーモイ酸の生産種は Pseudo-nitzschia caciantha

であったが、培養株を数世代継代するうちに毒生産能が失われ、増殖能力もなくなって死

んでしまったため、更なる確認が今後の課題となった。 

〔課題３〕 

魚類、ベントス、プランクトン、海草・海藻の 4 つの研究グループは分類学・生態学に関

するワークショップを開催し、海洋生物の多様性に関する研究発表を行った。また、ワー

クショップにおいて、当該地域の若手研究者に対して、分類学や生態学に関する実習及び

海洋生物の同定を中心としたトレーニングを実施した。さらにタイのアンダマン海の浅海

性魚類（780 種）に関するフィールドガイドを出版した。 

〔課題４〕 

インドネシアのジャカルタ湾やフィリピンのマニラ湾から採集したコアサンプル中の重金

属の分析を実施し、両海域の汚染状況を時系列的に比較検討中である。インドネシアやタ

イの沿岸域で採集した生物試料中に存在している有機塩素系化合物や有機スズ化合物の分

析を実施した。マレーシアやベトナムの研究者と共同してそれぞれの沿岸域から生物試料

を採集し、その試料を分析用に前処理を施した。インドネシアの研究者と共同してポソ湖

で環境生態調査を実施した。マレーシアのプトラ大学と共同して、アジアで初めてトラン

スジェニック・メダカを使用した環境モニタリング調査に関する共同研究体制の構築を進

めた。 
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８－２ セミナー 

NaGISA（Natural Geography In Shore Area）プロジェクトでは、西部太平洋海域国際会議

を平成 20 年 10 月 26 日～28 日（うち、JSPS 特別セッション：東南アジア沿岸海域の生

物多様性は、10 月 27 日～28 日）までジャカルタ（インドネシア）にて開催した。本事

業からの参加者は、マレーシア 2 名、タイ 1 名、フィリピン 1 名及びベトナム 1 名であっ

た。またベントスグループの各国代表者会議を開き、事業の現状及び今後の展望等につい

て話し合った。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

平成 20 年５月 19-20 日に各国のナショナル・コーディネーターがマラッカ（マレーシア）

に集まり、各国の代表者が国内研究活動を紹介するとともに、各研究課題のプロジェクト・

リーダーが活動現状を報告した。これらの報告を基に今後の研究実施計画について議論し

た。 

 12



９．平成２０年度研究交流実績総人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

エラー! リンクが正しくありません。※ インドネシア（派遣元）→中国（派遣先）：1/7 m/md （H20.7.16

付け承認案件）は、上の表には含めておりません。 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

  ０／０  （人／人日）   ４／１４ （人／人日） 
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１０．平成２０年度研究交流実績状況 
１０－１ 共同研究 

整理番号 R-1 研究開始年度 平成 13 年度 研究終了年度 平成 22 年度 

研究課題名 （和文）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 

（英文）Water circulation and the material transport process in the 

coastal areas and marginal seas of the East and Southeast Asia 

日本側代表

者 

氏 名 ・ 所

属・職 

（和文）柳 哲雄・九州大学応用力学研究所・教授 

（英文）Tetsuo Yanagi, Professor, Research Institute for Applied 

Mechanics, Kyushu University 

相手側代表

者 

氏 名 ・ 所

属・職 

Mohd Ibrahim Seeni Mohd, Professor, Faculty of Geoinformation Science 

and Engineering, Universiti Teknologi Malaysia 

 

 

交流人数 

（※日本側予

算によらない

交流（相手国

予算による）

についても、

カッコ書きで

記入のこと。） 

エラー! リンクが正しくありません。 

２０年度の

研究交流活

動及び成果 

 

インドネシア・マカサル大学、マレ－シア工科大学と藻場現地調査を行い、

人工衛星画像を用いて、海底生態系特性を明らかにする手法を確立した。現

在この手法をタイ・ベトナム・フィリピンにも適用可能にする努力を行って

いる。また、ベトナム・ハノイ大学と人工衛星高度計デ－タを用いた沿岸海

域平均水面長期変動を明らかにする共同研究を行った。さらに、タイ・ブラ

パ大学とタイ湾の植物プランクトン増殖機構を明らかにする現地共同観測

を行って論文を作成した。またマニラ湾で雨季と乾季で窒素循環が異なるこ

とを明らかにした。 

日本側参加者数 

１９ 名 （１３－１ 日本側参加者研究者リストを参照） 

相手国側参加者数 

 

１２ 

８ 

３ 

３ 

１２ 

名 （１３－２～６ 相手国側参加研究者リストを参照） 

インドネシア 

タイ 

マレーシア 

フィリピン 

ベトナム 
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整理番号 R-2 研究開始年度 平成 13 年度 研究終了年度 平成 22 年度 

研究課題名 （和文）海産有害微細藻類の生物生態学 

（英文）Ecology and Oceanography of Harmful Marine Microalgae 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）福代 康夫・東京大学アジア生物資源環境研究センター・教授 

（英文）Yasuwo Fukuyo, Professor, Asian Natural Environmental 

Science Center, The University of Tokyo 

相手側代表者 

氏名・所属・職 

Tran Duc Thanh, Deputy Head, Institute of Marine Environment and 

Resources, Vietnam 

 

 

交流人数 
（※日本側予算に

よらない交流（相

手国予算による）

についても、カッ

コ書きで記入のこ

と。） 

エラー! リンクが正しくありません。 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

2008 年 5 月にコタキナバル（マレーシア）で開かれた第 7回 IOC/WESTPAC

科学シンポジウムにおいて、16 名の参加を得て口頭 24 件、ポスター13

件の発表を行うとともに、研究班検討会議を行った。その他、研究成果

としては次のようなものがあった。１）有害プランクトンの Cochlodinium 
polykrikoides が、わが国とマレーシアやフィリピンに分布するもので

は、形態は同一であるものの分子細胞学的には区別可能であった、２）

南シナ海、タイ湾に広く分布する、共生藻をもつ緑 Noctiluca と、東シ

ナ海以北に分布する赤 Noctilucaは分子細胞学的にも識別不可能であり、

差異は共生藻の有無のみであった、３）東南アジア各国の沿岸域に分布

する Spondylus 属の二枚貝は記憶喪失性毒を多量に蓄積しているが、そ

の蓄積している毒を生産した珪藻が Pseudo-nitzschia caciantha である

ことがベトナムにおける研究で確認された。また、カブトガニ、オオマ

ルモンダコなど数種の有毒生物の毒成分がテトロドトキシンと確認さ

れ、食中毒事件が多く発生していることがわかった。 

日本側参加者数 

２４ 名 （１３－１ 日本側参加者研究者リストを参照） 

相手国側参加者数 

 

１１ 

１７ 

７ 

１７ 

２５ 

名 （１３－２～６ 相手国側参加研究者リストを参照）

インドネシア 

タイ 

マレーシア 

フィリピン 

ベトナム 

 

整理番号 R-3 研究開始年度 平成 13 年度 研究終了年度 平成 22 年度 

研究課題名 （和文）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 

（英文）Biodiversity studies in the coastal waters of the eastern 

and the southeastern Asia 

日本側代表者  

氏名・所属・職 

（和文）松浦 啓一・国立科学博物館標本資料センター・コレクション

ディレクター 
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（英文）Keiichi Matsuura, Collection Director, Collection Center, 

National Museum of Nature and Science 

相手側代表者 

氏名・所属・職 

Suharsono，Director， 

Research and Development Center for Oceanology (RDCO), LIPI 

 

 

交流人数 
（※日本側予算に

よらない交流（相

手国予算による）

についても、カッ

コ書きで記入のこ

と。） 

エラー! リンクが正しくありません。 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

魚類、ベントス、プランクトン、海草・海藻の 4 つの研究グループはワ

ークショップを開催し、海洋生物の多様性に関する研究発表を行うとと

もに、当該地域の若手研究者に対して、分類学や生態学に関するトレー

ニングを実施した。ワークショップの開催場所は以下のとおりである。

（１）魚類グループ：タイのソンクラー（養殖研究所）、（２）ベント

スグループ：マレーシアのペナン（マレーシア工科大学）、（３）プラ

ンクトングループ：マレーシアの Universiti Kebangsaan Malaysia、（４）

海草・海藻グループ：北里大学。また、タイのアンダマン海の浅海性魚

類（780 種）に関するフィールドガイドを出版した。さらに、マレーシア

の Sibu 島および Tinggi 島において動物プランクトンの多様性に関する

現地調査を行った。海藻に関しては、浅海域での長時間にわたる水中ビ

デオを用いて長時間の連続観察の有効性を実証した。 

日本側参加者数 

４４ 名 （１３－１ 日本側参加者研究者リストを参照） 

相手国側参加者数 

 

１７ 

２０ 

１４ 

１３ 

２１ 

名 （１３－２～６ 相手国側参加研究者リストを参照）

インドネシア 

タイ 

マレーシア 

フィリピン 

ベトナム 

 
整理番号 R-4 研究開始年度 平成 13 年度 研究終了年度 平成 22 年度 

研究課題名 （和文）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 

（英文）Pollution of hazardous chemicals in the coastal marine 

environment and their ecological effect (POME) 

日本側代表者  

氏名・所属・職 

（和文）宮崎 信之・東京大学海洋研究所海洋科学国際共同研究センター・教授 

（英文）Nobuyuki Miyazaki, Professor，Center for International 

Cooperation, Ocean Research Institute, The University of Tokyo 

相手側代表者 

氏名・所属・職 

Gullaya Wattayakorn, Associate Professor,  

Faculty of Science, Chulalongkorn University, Thailand 

 

 

交流人数 
（※日本側予算に

エラー! リンクが正しくありません。 
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よらない交流（相

手国予算による）

についても、カッ

コ書きで記入のこ

と。） 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

本研究課題のメンバーは、2008 年 5 月にコタキナバル（マレーシア）で

開催された第 7 回 IOC/WESTPAC 科学シンポジウムに出席し、この会議で

これまでに得られた研究成果を発表した（発表課題：１２件）。同時に、

このシンポジウム中に本研究課題の第８回ワークショップを開催し、最

新の情報および新たに得られた研究成果について意見交換するととも

に、今後の研究の進め方について議論した。その議論を受けて、8-9 月に

マレーシア、12-1 月にベトナム、2-3 月にインドネシアの沿岸域の環境

調査を実施した。また、本メンバーの代表は 5 月 19-20 日にマレーシア

のマラッカで開催された第８回のナショナルコーディネーター会議に出

席し、本研究課題の活動の概要を説明し、出席している他のプロジェク

トの代表者と情報を交換を密にして、今後、研究を推進していくことを

確認した。また、マレーシアのメンバーが自らの国から本研究課題に関

係した共同研究費を獲得することができ、目標としている研究体制が構

築されつつある。今年度の成果としては、本研究課題のメンバーは著書

１編、論文 15 編を発表した。 

日本側参加者数 

３０ 名 （１３－１ 日本側参加者研究者リストを参照） 

相手国側参加者数 

 

１０ 

１６ 

７ 

１１ 

１４ 

名 （１３－２～６ 相手国側参加研究者リストを参照）

インドネシア 

タイ 

マレーシア 

フィリピン 

ベトナム 

１０－２ セミナー 

整理番号 S－１ 

セミナー名 

（和文）NaGISA 西部太平洋海域国際会議 

～JSPS 特別セッション：東南アジア沿岸海域の生物多様性 
（英文）NaGISA International Congress of Western Pacific 
Region ～ JSPS Special Session ： Coastal Biodiversity in 
Southeast Asia 

開催時期 平成２０年１０月２７日 ～ 平成２０年１０月２８日（２日間）

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）インドネシア、ジャカルタ、Accor Hotel 
（英文）Accor Hotel, Jakarta, Indonesia 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）白山 義久、京都大学フィールド科学教育研究センター、

教授 
（ 英 文 ） Yoshihisa Shirayama, FSERC, Kyoto University, 
Professor 
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相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

Susetiono 
Research Center for Oceanography, LIPI 
Researcher 

参加者数 

① 拠点大学交流事業の経費を受けて参加した人数・人日数 
（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 

計 

日本側参加者     /   （ / ）人/人日 5/20 

（ / ）

 人/人日

相手国側参加者    ５/２０ （ / ）人/人日 

(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ) 国(地域)側参加者     /   （ / ）人/人日 

(タイ) 国(地域)側参加者    １/ ４ （ / ）人/人日 

(ﾏﾚｰｼｱ) 国(地域)側参加者    ２/ ８ （ / ）人/人日 

(ﾌｨﾘﾋﾟﾝ) 国(地域)側参加者    １/ ４ （ / ）人/人日 

(ﾍﾞﾄﾅﾑ) 国(地域)側参加者    １/ ４ （ / ）人/人日 

② 本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者            ４ 人 

５９人

相手国側参加者           ５５ 人 

(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ) 国(地域)側参加者           ４０ 人 

(タイ) 国(地域)側参加者            ３ 人 

(ﾏﾚｰｼｱ) 国(地域)側参加者            ６ 人 

(ﾌｨﾘﾋﾟﾝ) 国(地域)側参加者            ２ 人 

(ﾍﾞﾄﾅﾑ) 国(地域)側参加者            ４ 人  

①と②の合計人数      ６４ 人 

セミナー開催の目的 

NaGISA（Natural Geography In Shore Area）プロジェクトは、

世界中に生息する海洋生物の多様性、分布、個体数を評価し解明す

るために企画された科学研究プログラムである海洋生物のセンサ

ス（Census of Marine Life, CoML, http://www.coml.org/）プロジ

ェクトの中のひとつのフィールドプロジェクトである。白山が研究

主任を務め、瀬戸臨海実験所を本部として北米・南米・東南アジア

などを中心に、すでに２０カ国以上が参加している国際プロジェク

トでもある。 
今般計画している NaGISA 西部太平洋海域国際会議は、このプロ

ジェクトの最終段階を目前にして、西部太平洋海域の参加者が一堂

に会して、現在までの成果を報告し、プロジェクトのまとめをどの

ような活動方針でおこなうか討議することを目的として開催する。

またさらに分類学者との協力体制の確立と、本フェーズ終了後の取

り組み（継続）の方策についての検討も行う。 
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セミナーの成果 

NaGISA の重要な研究のゴールは、沿岸生物の多様性を地域間で比

較することにある。そのためには、研究者同士がデータを持ち寄っ

てお互いのデータを比較するなどの交流を推進する必要がある。今

回の会議では、従来からの JSPS 大型国際交流事業参加者を中心と

して、従来は個別に実施されていた研究成果を発表し、活発に互い

の多様性データの比較を行うことができた。その結果、精密な多様

性の地域間比較を実施するためには、種レベルでの正確なサンプル

の分類同定が必須であることが明らかになった。しかし、文献情報

の不足などのために、実際には種レベルの分類を実施することは容

易ではない。この問題を解決するためには、従来から進めている分

類学のトレーニングワークショップが有効であること、また文献情

報の提供のために積極的にフィールドガイドを出版することを共

通の認識とすることができた。また、結果を適切な統計的手法で解

析することの必要性も明らかになった。この点については、本セミ

ナーで、6 カ国 33 人が行った口頭プレゼンテーションから実際に

論文として投稿された 25 編について、適切な査読と指導を実施す

ることによって前進をはかることとなった。そして投稿論文の中か

ら特に優秀なものは、Publications of the Seto Marine Biological 
Laboratory に出版される予定である。このように、本会議は、当

該海域の海洋底生生物の多様性研究の推進に多大な貢献をするこ

とができ、当初の目的を達成したと評価できる。 
  
またベントスグループの各国代表者会議を開き、事業の現状につ

いて総括をし、サンプリングについては比較的順調に進んでいる

が、サンプルの分析は予定よりも大幅に遅れているという共通の認

識を持った。この問題点を解決にするためには、研究発表の機会を

増やすこと、分類学のトレーニングワークショップの開催、フィー

ルドガイドの出版などが有効であるとの合意から、これらの具体的

な事業計画を立案した。 

 

セミナーの運営組織 

大会委員長 Susetiono （IO, LIPI） 
日本側代表 白山 義久 （京大・フィールド研） 
実行委員  伊勢戸 徹 （京大・フィールド研） 
      Aileen Tan Shau Hwan (USM, Malaysia) 
      Somchai Bussarawit (PMBC, Thailand) 
            Pham Dinh Trong (Vietnam) 
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開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容：旅費         金額  ６８５，７７６ 円 

相手国側 内容            金額２，２７５，０００ 円 
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１０－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

エラー! リンクが正しくありません。 
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１１．平成２０年度経費使用総額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 ４，３８６，８６２  

外国旅費 ２８，０１４，８４４  

謝金 ６４７，３８４  

備品・消耗品購入費 ５，４３１，４９９  

その他経費 ２，７０３，９３５  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

１，６３５，４７６  

計 ４２，８２０，０００  

委託手数料 ４，２８２，０００  

合  計 ４７，１０２，０００  

 
 
１２．四半期毎の経費使用額及び交流実績 

 

 経費使用額（円） 交流人数（人／人日） 

第１四半期 １０，８２１，３３５ ４７/ ３８１

第２四半期 ９，７４８，３０５ １６/ ２１１

第３四半期 ７，２９２，８４５ （＊）２６/ ３８８

第４四半期 １４，９５７，５１５ ３８/ ２８５

計 ４２，８２０，０００ １２７/１２６５

＊インドネシア（派遣元）→中国（派遣先）：1/7 m/md （H20.7.16 付け承認案件）は、含めておりません。 


