
    若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム(ITP)       
平成２０年度 実施報告書 

（平成２０年度） 

1 

(様式４) 

１． 基本データ    

【事業名称】 

事業名（和文は４０字以内。） 

（和文）熱帯域における生物資源の多様性保全のための国際教育プログラム 

 

（英文）International training program to protect diversity of bioresources in the tropical area

 

 

【申請大学】 

大学名（和文） 鹿児島大学 

 
      (英文) Kagoshima University 

 

大学長氏名      吉田 浩己 

 

 

 

【申請専攻等】（申請大学内の研究科、附置研、研究センター、国際交流担当課等） 

大 学 名（和文） 鹿児島大学 
 

 

（英文） Kagoshima University 
 

 

専攻等名（和文） 理工学研究科生命物質システム専攻  

(英文) Graduate School of Science and Engineering, 
Department of Nature System Science 

 

【申請大学内のその他の専攻等】（該当がある場合のみ記述してください。専攻等が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文） 連合農学研究科生物生産科学専攻  

(英文) United Graduate School of Agricultural Sciences, 
Science of Bioresource Production 

 

専攻等名（和文） 連合農学研究科生物環境保全科学専攻  

(英文) United Graduate School of Agricultural Sciences, 
Science of Life Environment and Conservation 

専攻等名（和文） 連合農学研究科水産資源科学専攻 
(英文) United Graduate School of Agricultural Sciences, 

Science of Marine Resources 
 

 

【申請大学以外の協力機関】（該当がある場合のみ記述してください。機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文）  

 

  

(英文)  

機関名 （和文）                            

 

 

（英文） 
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【海外パートナー機関】(機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

 

専攻等名（和文） 生物学研究センター 
 

  

(英文) The Research Center for Biology (RCB-LIPI) 
 

専攻等名（和文） 数理･自然科学部 

 

  

(英文) Faculty of Mathematics and Natural Sciences  

専攻等名（和文） 熱帯生物保全研究所 

ボルネオ海洋研究所 

  

(英文) Institute for Tropical Biology and Conservation 
Borneo Marine Research Institute 

専攻等名（和文） 海洋研究所 
 

  

(英文) Institute of Oceanography 
 

機関名 （和文） インドネシア科学院(LIPI)      

        

（英文） 

 
The Indonesian Institute of Sciences 

機関名 （和文） インドネシア・アンダラス大学 
                        

（英文）  Andalas University 
 

機関名 （和文） マレーシア・サバ大学 
 

（英文） University Malaysia Sabah (UMS) 
 

機関名 （和文） マレーシア・トレンガヌ大                

（英文） University Malaysia Terengganu (UMT) 
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２．事業実施期間を通じた事業の目標と、そのうちの平成２０年度の事業目標達成状況 

 

事業実施期間を通じた事業目標は以下のとおりである。 
「熱帯生物資源の多様性を保全するための人材育成」 

その目標達成のために、次の成果を達成させる必要がある。 

１．若手研究者の育成：熱帯域の生物多様性を研究し、その保全に貢献できる人材を育成する。

生物を保全するためには、系統分類学の研究、その生理機能や生態の解明が必要であり、環

境の解析も欠かせない。また熱帯域でも人間の生活が深く入りこんでいるので栽培品種の多

様性の研究も必要となる。そして、国際的に生物の多様性を研究でき、持続共生を可能とす

る環境戦略を立案･推進する人材を育てることである。 

 

２．鹿児島大学と東南アジア地域の拠点大学機関とのネットワーク構築：パートナー機関と

は現在までもそれぞれに長い交流の歴史を持っているが、本事業により、一層の学術交流を

盛んにする。こちらから人を派遣するだけではなく、パートナー機関からの留学生も増加す

るだろう。ITP による片方向の交流だけではなく、相互の学術交流へと昇華し、将来ＡＳＥ

ＡＮ全体の環境保全に関するネットワーク構築できるような体制を構築する。 

 

３．鹿児島大学の当該分野の教育研究能力およびマネジメント能力の強化等：熱帯地域の陸

生と水生双方の生物多様性の総合的な教育研究拠点として、本大学の教育研究キャパシティ

を高める。同時に事務局スタッフの海外事業展開にかかるマネジメント能力の強化を図る。

またシンポジウムや出版活動などを通じて、熱帯地域の生物多様性の重要性に関する一般社

会での関心を高める。 

 

平成２０年度の事業目標達成状況 

１．若手研究者の育成 
若手研究者 9 名を各 2 ヶ月派遣した。派遣前には熱帯の生物多様性を研究するための基礎

知識に関する講義、パートナー機関に関する説明、研究に関る相手国の法令等の説明、海外

での生活の心得、緊急時の対処方法などについて指導を行った。また大学内で ITP セミナー

を 5回開催し、若手研究者の知識レベルの向上を図った。派遣期間中は現地での生活、研究

の注意を指導教員が与えるほか、指導教員が帰国後にパートナー機関の研究者や職員との共

同で勉学ができる体制を作った。パートナー機関の研究者とセミナーを開催して互いの研究

内容について理解を深めるとともに、英語と現地の言葉によるコミュニケーション能力を高

めた。インドネシアに派遣した若手研究者の 4 名はアンダラス大で開催した Workshop に参

加し、英語での発表のトレーニングを受けた。マレーシアでも研究室レベルのセミナーを行

い英語で発表した。 

２．鹿児島大学と東南アジア地域の拠点大学機関とのネットワーク構築 
ITP と関連付けて日本学生支援機構から短期留学の 3 名分の特別枠を得ることができ、1 名

は招へい直前に都合が悪くなり来日しなかったがパートナー機関の若手研究者 2名が半年間

来て鹿児島大学で勉学し、将来のネットワーク構築への貢献が期待できる。 

 アンダラス大学では、大学の 50 周年事業の一環との位置づけで 150 名以上が参加するワ

ークショップを盛大に開催でき、大学との関係強化に大いに役立った。 

３．鹿児島大学の当該分野の教育研究能力およびマネジメント能力の強化等 
上記のアンダラス大学における Workshop には国際戦略本部の職員も参加し、国際的な場に

おける事務能力向上に役立った。ITP の運営体制として運営委員会、専門部会、評価委員

会を適時に開催し、マネジメント能力の強化に役立った。国内外への周知、学内の連絡強

化のためには、ホームページを随時に更新したほか、東京で開催された日本学術振興会主

催と環境省主催のシンポジウムで、ITP の成果を公表した。 

以上、本年度に予定したレベルの能力強化ができた。 
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３．平成２０年度年度事業実施概要 

 

１．若手研究者の育成： 

目標：熱帯域の生物多様性を研究し、その保全に貢献できる人材を育成する。 

事業計画：LIPI 生物学研究センター２名、アンダラス大 3名、サバ大学２名、トレンガヌ大

へ 2名の若手研究者を各 2ヶ月派遣した。また、アンダラス大学で生物多様性保全のためのワ

ークショップを開催した。 

1)派遣前の指導：熱帯の生物多様性を研究するための基礎知識に関する講義、パートナー

機関に関する説明、研究に関る相手国の法令等の説明、海外での生活の心得、緊急時

の対処方法などについて指導を行う。ITP セミナーを５回開催し生物多様性等について

の知識を深める。パートナー機関から来学中の留学生によってマレーシア語、インド

ネシア語の指導をしてもらい、同時に現地での生活について理解を深めた。 

 2)派遣期間中：指導教員が同行している期間は、現地での生活、研究の注意を指導教員が

与えるほか、指導教員が帰国後にパートナー機関の研究者や職員との共同で勉学がで

きる体制を作った。派遣期間中は安全確保のために、日本と定期的に携帯電話等で連

絡を取った。インドネシア派遣生はアンダラス大学でのワークショップに参加し、パ

ートナー機関の研究者と互いの研究内容について理解を深めるとともに、英語と現地

の言葉によるコミュニケーション能力を高めた。 

3)派遣終了後：帰国後には、成果報告会を行うとともに、パートナー機関で得られた研究

成果を学会で発表や論文等にまとめるための指導を行っている。(参考資料：ポスター）

 

２．鹿児島大学と東南アジア地域の拠点大学機関とのネットワーク構築： 
 ITP と関連付けて日本学生支援機構から短期留学制度を利用しトレンガヌ大、アンダラス

大から若手研究者各１名を招聘した。将来のネットワーク構築への貢献が期待できる。 

 アンダラス大学では、大学の 50 周年事業の一環との位置づけで 150 名以上が参加するワ

ークショップを開催し、同大学との長年の関係を一層強化できた。 
ITP 管理委員会委員長である理事と国際事業課職員がサバ大とトレンガヌ大を訪問し、サ

バ大との学術交流協定の正式調印、トレンガヌ大学との ITP に関する PO（Plan of Operation)

の締結を行った。両大学の関係教職員と今年度の派遣学生の状況や事業運営上の課題などに

ついて協議し、来年度以降も協力関係を発展させていくことを確認した。 

併せて、JSPS“若手研究者交流支援事業―東アジア首脳会議参加国からの若手研究者招へ

い―”制度やJASSOによる短期留学生招へい制度などによる相互交流などについても協議し、

両大学との関係をより強固で良好なものにすることができた。 

(参考資料：サバの地方新聞の記事) 

 

３．鹿児島大学の当該分野の教育研究能力およびマネジメント能力の強化等： 
教育研究能力強化： JASSO 資金で、トレンガヌ大１名、アンダラス大 1名の学生を招聘し、

相互の教育研究の交流を行った。また、評価委員会で２０年度中に派遣実績について審査し

た。 

マネジメント能力強化：随時運営委員会、各種委員会を開催し、ITP の管理運営を行って、

マネジメント能力の向上に努めた。また、インドネシアでのアンダラス大学と共同して開催

するワークショップには事務職員 1名を派遣して円滑な運営に寄与させ、アンダラス大の職

員と共同して同事業を実施することにより、海外交流における事務能力の向上を図った。 
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４．平成２０年度の具体的成果 

４－１．若手研究者育成に対する組織的取り組み状況 

ITP の運営員会を中心としてその下の企画部会･教育部会･安全対策部会により、若手研究者の育

成に組織的に取り組んできた。派遣学生の選考については企画部会が中心となって企画したがほかの

担当教職員も参加しながら、選考を進めた。教育部会では、理学部が英語教育に当たる外国人教員を

昨年度採用したので、開講されている英語の授業に派遣予定の若手研究者を参加させ英語能力の向

上に努めた。また、教員の協力で講師を探し出し学内で ITP セミナーを５回開催し、若手研究者の知識

レベルの向上を図った。派遣が決まった若手研究者については、現地の言葉の習得のための教室を、

留学生の協力によって開催した。安全対策部会では、安全対策についての教室を開いた。 

４－２．海外パートナー機関との協力体制構築状況 
LIPI 生物学研究センター：本年度は 2 名の若手研究者と 2 名の指導教員を派遣した。交流協定締結か

ら 3 年が経ち、見直しの年になっていたので更新を行った。またその時に ITP 活動に関する詳細な取り

決めを示した PO（Plan of Operation）を締結した。なお、11 月にはセンター長の交代があったが、新セ

ンター長には 11 月に面会し、前に変わらぬ協力の約束をした。外国人がインドネシアで調査するため

の許可証発行も昨年度まではジャカルタの LIPI 本部で行っていたが、その上位機関である RISTEK（イ

ンドネシア研究技術省）で許可を出すようになった。この機関とも良好な関係にある。 

アンダラス大学：本年度は 3 名の若手研究者と 2 名の指導教員を派遣した。LIPI と同様に交流協定締

結見直しの年になっていたので、再締結を行った。またその時に ITP 活動に関する詳細な取り決めを

示した PO（Plan of Operation）を締結した。アンダラス大学で ITP の Work shop を開催したが、同大学

がちょうど創立 50 周年に本年度が当たっていたこともあり、その記念事業の一つとして本 Workshop が

取り上げられ、アンダラス大学当局が大変熱心に開催へ努力してくれたので盛会となり、協力体制の一

層の強化になった。JASSOの予算で半年間アンダラスの大学院生1名を鹿児島大学に短期留学生とし

て招いた。 

サバ大学：夏季には２名の若手研究者と 2 名の指導教員を派遣し、研究と教育交流をはかったが、学

長室に招待されたり、サバ大学側も注目してくれていた。また 2 月には鹿児島大学から理事ら事務系職

員 3 名が訪問し、懸案であった交流協定の最終的調印を行った。これも盛大に歓迎され、地元新聞の

記事ともなった。 

トレンガヌ大学：本年度は２名の若手研究者とその 2 名を指導している１名の指導教員を派遣した。サ

バ大の訪問に続いて理事らがトレンガヌ大も訪問し、ITP 活動に関する詳細な取り決めを示した PO

（Plan of Operation）を締結した。JASSO の予算で半年間トレンガヌ大の大学院生 1 名を鹿児島大学に

短期留学生として招いた。 

タイの大学との協力体制の構築 

2007 年にインドネシアとマレーシアのパートナー機関との協力によって発足した。しかし、

鹿児島大学では、より広く東南アジアの各国との交流を深めたいと考えてきた。中でも長年の

交流のあるタイのカセサート大学とは 2008 年度に大学間交流協定の締結に至り、同国のスラ

ナリ工科大学とも、2009 年度初期に交流協定締結の運びとなる。今後、ITP のパートナー機関

としてもタイの大学に参加してもらい、より広い範囲で熱帯域の生物多様性保全のための教育

研究を進める準備をした。 
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４－３．学術面の成果及び成果の発表状況 
（本事業の一環として発表したもの、又は発表予定のものを記入してください。なお、印刷物がある場合

は一部添付してください。） 

2009.2. 荻原豪太・M. M. Matsumoto・向井幸則・A. D. Tuzan・本村浩之．コタ・キナバル周辺で

水揚げされる魚類の種多様性．第 20 回魚類生態研究会．鹿児島大学水産学部，鹿児島市． 

 

2009.2．松沼瑞樹・M. S. Noor Azhar・S. A. K. Siti Tafzilmeriam・Y. Yusri・本村浩之．マレーシア・

トレンガヌ州の海産魚類相．第 20 回魚類生態研究会．鹿児島大学水産学部，鹿児島市． 

 

2009.2．目黒昌利・M. S. Noor Azhar・S. A. K. Siti Tafzilmeriam・Y. Yusri・本村浩之．2009（14 

Feb.）．マレーシア・トレンガヌ沿岸における魚類多様性．第 20 回魚類生態研究会．鹿児島大学水

産学部，鹿児島市． 

 

2008. 河野百合子インドネシア西ジャワ州ボゴールの小規模金採掘集落周辺大気および着生シダ

植物中の水銀濃度. 日本分析化学会第 57 年会 

 

2008.08 山崎健史 マレーシア ボルネオ島産アリグモ属の紹介．日本蜘蛛類学会  

  

2008. 河野百合子 インドネシア西ジャワ州チカニキ川流域の河川底質と大気の水銀濃度 第 26

回九州分析化学若手の会夏季セミナー（日本分析化学会九州支部） 
 

  

４－４．今後の課題・問題点 
本年度はインドネシアのアンダラス大学で Workshop を行い、150 名以上の参加があった。講演した

若手研究者には大きな刺激となったばかりでなく、アンダラス大学以外のインドネシア国内からの講演

者も 9 名を数え、学会活動が低調なインドネシア国内への影響も決して小さくはなかった。来年度も是

非インドネシアで行ってほしいと要望されている。しかし一方で、マレーシア等国外からの参加は旅費

などの面で難しい点があった。また、インドネシアのパートナー機関は陸上生物に関連した研究者が

多いのに対して、マレーシアのパートナー機関は水中の生物との関連が深い。そのために、多くの予

算と時間を使って合同で Workshop を開くことにも、疑問もあった。今後の課題として、このような

Workshop は派遣学生のトレーニングの場として大きな効果が見られるので、インドネシア･マレーシア

の両方で開催することを検討する。 
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５．若手研究者の派遣実績 

 

 

派遣先機関 

 

派遣期間 

 

派遣者所属・職名等 

LIPI 生物学研究セ

ンター 

平成20年 10月 12

日～12 月 10 日 理工学研究科･Ｄ２ 

LIPI 生物学研究セ

ンター 

平成20年 10月 12

日～12 月 10 日 
理工学研究科･Ｍ１ 

アンダラス大学 

平成20年 10月 12

日～12 月 10 日 農学研究科･Ｍ１ 

アンダラス大学 

平成20年 10月 12

日～12 月 10 日 理工学研究科･Ｍ１ 

アンダラス大学 

平成 20 年 10 月 8

日～12 月 2日 理工学研究科･Ｍ１ 

サバ大学 

平成 20 年 9 月 2

日～10 月 31 日 理工学研究科･Ｍ１ 

サバ大学 

平成 20 年 9 月 2

日～10 月 30 日 水産学研究科･Ｍ１ 

トレンガヌ大学 

平成 20 年 9 月 10

日～11 月 8日 水産学研究科･Ｍ１ 

 

トレンガヌ大学 

平成20年 11月 30

日～21 年 1月 31

日 

 

水産学研究科･Ｍ１ 
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６．担当教職員研究者の出張実績 

 

 

出張先機関 

 

出張期間 

 

出張者所属・職名等 

サバ大学･ 

トレンガヌ大学 

平成20年 9月 1

日～9月 15 日 連合農学研究科･准教授 

サバ大学  

平成20年 9月 2

日～9月 9日 
理工学研究科･教授 

アンダラス大学 

平成 20 年 10 月

8 日～10 月 18

日 
理工学研究科･教授 

LIPI 生物学研究セ

ンター 

平成 20 年 10 月

12 日～10 月 23

日 
理工学研究科･教授 

アンダラス大学 

平成 20 年 10 月

12 日～10 月 24

日 
連合農学研究科･教授 

LIPI 生物学研究セ

ンター 

平成 20 年 10 月

12 日～10 月 23

日 
理工学研究科･教授 

アンダラス大学 ･

LIPI 生物学研究セ

ンター 

平成 20 年 11 月

27 日～12 月 6

日 
理工学研究科･教授 

アンダラス大学 

平成 20 年 11 月

29 日～12 月 6

日 
連合農学研究科･教授 

アンダラス大学 

平成 20 年 11 月

29 日～12 月 6

日 
連合農学研究科･教授 

アンダラス大学 

平成 20 年 11 月

29 日～12 月 6

日 

 

研究国際部国際事業課･国際事業課長

 

トレンガヌ大･ 

サバ大 

平成 21年 2月

28 日～3月 5日 
 
理事（教育・学生担当）  

 

トレンガヌ大･ 

サバ大 

平成 21年 2月

28 日～3月 5日 

 

研究国際部国際事業課･特任専門員 

 

トレンガヌ大･ 

サバ大 

平成 21年 2月

28 日～3月 5日 

 

研究国際部国際事業課･国際事業係長
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７．共同企画実施状況 

 

企 画 名 
International Training Program (ITP) Workshop 

to protect diversity of bioresources in the tropical area 

開 催 期 間 平成 20 年 12 月 3 日 ～ 平成 20 年 12 月 4 日（ 2 日間）

開 催 地 インドネシア･アンダラス大学 

日
本
側
責
任
者

氏 名 米田 健 

所属機関・職名 鹿児島大学連合農学研究科・教授 

（
※
日
本
以
外
で 

 
 

開
催
の
場
合
） 

開

催

責

任

者

氏 名 

（ 英 文 ） 

エリザール･ムクタール 

(Dr. Erizal Mukhtal) 

所属機関・職名 

（ 英 文 ） 

アンダラス大学 数理･自然科学部 生物学科･講師 

（Dept. of Biology, Fac. of Mathematics and Natural Sciences, Andalas 

University Lecture） 

概要及び成果 

【概要】 

（共同企画の目的、本会経費により参加した参加者の役割や貢献についても示してください）

 インドネシアにおいて生物多様性の保全に関わる研究者が集まり、今までの成果を報告し今

後発展すべき方向を議論した。ITP でインドネシアに派遣された若手研究者 5名のうち 4名が

本ワークショップに参加し、英語による発表と討議の技能を磨いた。日本の指導教員は ITP

予算で 3 名、独自予算で 1 名合計 4 名が参加した。インドネシア国内のジャワ島からは ITP

予算で 4名を招へいし、1名が独自予算で参加し、講演をしてもらった。パートナー機関であ

る LIPI 生物学研究センターからは独自予算で 4名が参加した、これら 17 名以外に開催地であ

るアンダラス大学の研究者 5名をあわせて２２の講演を一日半に渡って行った。鹿児島大学の

事務職員 1名が ITP 予算で参加し、国際的な行事における事務処理能力の向上に努めた。 

【成果】 

2日間の期間中受付名簿に署名しただけでも158名が参加し、盛大なワークショップとなった。

参加した若手研究者のほとんどが英語による講演は始めての経験であったが、その前 1ヵ月半

あまりのデータ収集と講演に向けてのプレゼンテーションの準備は、研究者としての能力向上

に大きく寄与した。事務職員も海外でのこのような行事に参加することを通じて国際的なシン

ポジウム開催などの時の事務処理能力の向上ができた。 

また今年度がアンダラス大学の設立 50 周年ということもあり、アンダラス大学は 50 周年記

念事業の一環として本ワークショップ開催に非常に熱心に取り組んでくれたので、アンダラス

大学との協力体制構築に大変役立った。 

副次的効果として、インドネシアの生物関連の学会に対してもよい影響があった。インドネ

シアには生態学会があるが、個々の大学や個人としては活動していても学会としての活動はほ

とんど休眠状態になっている。それが、今回はアンダラス、LIPI、パクアン大学、スディルマ

ン大学、ディポネゴロ大学、ボゴール農科大学のスタッフが集まり、今後どのようにして学会

を活性化させるかを話し合う場にもなった。（参考資料：出席者名簿、要旨集、新聞記事） 

＊その他、参加者リスト（様式は任意。本会経費負担者には印を付けること）、日程等、セミナー関連資料

があれば添付すること 


