
アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成２０年度 実施計画書 

 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関 ： 独立行政法人 産業技術総合研究所 地質情報研究部門 
中 国 側 拠 点 機 関 ： 中国海洋大学 
ベトナム側拠点機関： ベトナム科学技術院 海洋環境資源研究所 
タ イ 側 拠 点 機 関 ： チュラロンコン大学 

 
２．研究交流課題名 

（和文）： メガデルタ監視技術に関するアジアにおけるネットワーク構築と人材育成           

                   （交流分野：沿岸環境学                  ）  
（英文）： Mega-delta watching in Asia: Networking and capacity building              

                   （交流分野：Coastal Environment）  
 研究交流課題に係るホームページ：http://                                         
 
３．採用年度 
 平成 20 年度（1 年度目） 
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：独立行政法人 産業技術総合研究所 地質情報研究部門 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：地質情報研究部門・部門長・栗本 史雄 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：地質情報研究部門・グループ長・齋藤文紀 
 協力機関：三重大学、新潟大学 
 事務組織：国際部門国際関係室 
 
 
相手国（地域）側実施組織（拠点機関名・協力機関名は、和英併記願います。） 
（１）国（地域）名：中国 
拠点機関：（英文）Ocean University of China 

      （和文）中国海洋大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）College of Marine Geosciences・  
  Professor・Yang Zuosheng 
 協力機関：（英・和文）China Geological Survey（中国地質調査局）、East China Normal  
  University（華東師範大学）、Zhongshan University（中山大学） 
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（２）国（地域）名：ベトナム 
拠点機関：（英文）Institute of Marine Environment and Resources (IMER), VAST 

      （和文）ベトナム科学技術院 海洋環境資源研究所 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Director・Tran Duc Thanh 
 協力機関：（英・和文）IMGG, VAST（ベトナム科学技術院・海洋地質地球物理研究所）、 
  Institute of Resources Geography (IRG), VAST（ベトナム科学技術院・資源地理研究

所：旧地理副研究所） 
 
（３）国（地域）名：タイ  
拠点機関：（英文）Chulalongkorn University 

      （和文）チュラロンコン大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Department of Geology・ 
    Associate Professor・Jarupongsakul Thanawat 
 協力機関：（英・和文）なし 
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５．アジア・アフリカ学術基盤形成事業としての全期間を通じた研究交流目標 
アジアの沿岸域を特徴づけるメガデルタ（大規模三角州）は，人類にとって生活や生産

等の面から重要であるにもかかわらず，流域及びデルタにおける人間活動や地球規模の環

境変化に対応して，洪水や沿岸侵食等の脆弱性が指摘され，現在既に様々な問題が顕在化

している．これらのメガデルタの環境保全や持続的な発展は，アジアにおいて重要である

ばかりでなく，IPCC 第４次評価報告書で指摘されているように，地球規模の問題となって

きている．本課題は，これらメガデルタで起こっている環境変化をいかに監視し，評価や

保全に役立てるかを研究するとともに，関係各国のネットワークの構築を通じて，人材育

成を行うことを目標とする．具体的には，基礎的な知識や技術を共有すること，同地域の

諸国間の連携を深め，各国の問題や課題を共有すること，河川を通じて流域から海岸沿岸

域まで多国間にまたがる問題を共通のまた総合的に理解するための科学的な場を提供する

こと，得られた学問的な成果を国際的に認知されるよう国際学術誌等から出版すること等

があげられる．個別のテーマを設定した技術講習（ショートコース）や野外での討議，研

究成果発表のための国際集会，これらの活動を日本を核として関係各国で推進することに

よって，ネットワーク構築と人材育成を行う． 

 
６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
 本課題提案に向けて参画機関との協議を行うとともに，中国，ベトナム，タイのメガデ

ルタにおいて沿岸環境評価のための基盤的な情報の取得や解析を行ってきた． 

 

７．平成２０年度の研究交流目標 
 平成 20 年度は，課題の初年度であることから，各国の拠点機関との取り決め，３ケ年間

の実行計画の詳細の決定をし，初年度実施予定のセミナーや共同研究を円滑に開始するこ

とが重要である．セミナーは，中国で開催される国際デルタ会議を共催し，本課題の参画

者に幅広いまた 先端の知識を収集する機会を提供すること，またその直後に行う本課題

のみのセミナーにおいて，沿岸堆積の調査解析技術に関する技術セミナーを実施し，これ

らの技術を習得することを目指す．また日本の拠点機関において，海外の参画機関から若

手研究者を招聘し，基礎的な解析技術を指導するとともに，各国で得られているデータの

共同解析ととりまとめを行う． 
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８．平成２０年度の研究交流の概要 
８－１ 共同研究 

 参加各国では各国の予算によってデルタの研究が行われている．これらの研究を本課題

を通じて有機的な共同研究に展開すること，また研究成果のとりまとめ，特に国際学術誌

を通じた成果発表を推進することが，本課題における主な共同研究である．平成 20 年度は，

中国の青島において 11 月 3-4 日にセミナーが実施されることから，同セミナーにおいて，

各国で行われている調査や研究の報告を行い，どのようにとりまとめるか，どのように展

開するかを，討議し，研究の方向付けを行う．これらを受けて，2009 年 1-2 月に，各国か

ら 1-2 名の若手研究者を日本の拠点機関である産業技術総合研究所に約２週間招聘し，解

析やとりまとめの指導を行う． 

 共同研究の課題は，「沿岸環境監視技術に関する研究」として包括的な課題名で登録して

いる．沿岸環境の把握と監視は，衛星データ，沿岸陸域と沿岸海洋の現地データ，河川か

らのデータなどの個別の解析とこれらの総合的な解析が必要である．黄河，長江，珠江，

紅河，メコン河，チャオプラヤ河デルタでは，各種の問題が顕在化しているが，それらは

個々のデルタで，問題の進展の具合や内容，またこれらの問題に対する調査や解析，対策

も異なっている．しかし，ここでは包括的な課題として登録し，参加各国との有機的な研

究が進む事を目指していることから，各国のコーディネーターを連名で代表者とした．個々

の国々との個別共同研究からスタートするが， 終的には統合的また比較研究を目指して

いることから，共同研究名も包括的な課題のみとした． 

 各国との２０年度の主な研究内容は，以下の通りである． 

 中国：黄河デルタでは，沿岸海域の深浅測量が行われており，沿岸海域の地形変化やそ

れを用いた堆積量や侵食量の解析が可能である．中国の拠点機関の中国海洋大学では，こ

れらのデータを取得していることから，河川からの供給量のデータと合わせて，沿岸侵食

の定量的な解析，河口部の堆積様式の解析を行う．また黄河デルタでは，1976 年の河道の

付け替えに伴い，10km 前後の海岸線の後退と前進が確認されている．これらの変遷を衛星

画像データを用いて解析する手法の研究を行う． 

 べトナム：紅河デルタやメコンデルタでは，海岸侵食が問題となってきているが，運搬

土砂量の減少によるものかどうか，明らかでない．このため平成２０年度は，これらのデ

ルタの現状把握に焦点をあてて解析を行う． 

 タイ：チャオプラヤデルタ沿岸域は，1970 年頃以降現在に至るまで，地下水のくみ上げ

過多による地盤沈下と沿岸侵食に悩まされている．運搬土砂量の減少，マングローブの伐

採，地盤沈下などが，沿岸侵食の原因とされているが，直接の要因は明らかでない．侵食

域はチャオプラヤ河河口部から周辺域に拡大しており，後退量も１km にも及んでいる．平

成２０年度は，沿岸侵食の要因の整理と監視のために必要な項目の検討を行う． 

 

８－２ セミナー 

 2008年 10月 26日から 11月 2日に中国の上海と青島で開催される国際デルタ会議を共催
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し，直後の 11 月 3-4 日に青島において本課題のみのセミナーを実施する．同会議は，地質

科学国際共同研究（IGCP）の第 475 号「モンスーン・アジア太平洋地域のデルタ」とアジ

ア太平洋ネットワーク（APN）のメガデルタプロジェクトの 後の年会として開催されるも

ので，過去の実績からすると約 20 ケ国から約 100 名の参加が予想される．アジアのみなら

ず，世界各国のデルタに関する 先端の研究が紹介されることから，本課題のメンバーが

先端の知識を習得する絶好の機会であり，また長江デルタと黄河デルタの現地討論会（巡

検）もこの会議の中で実施されることから，これらのデルタにおける問題と行われている

調査や対策を現場で理解することができる．直後に行われる本課題参画者のみのセミナー

は，全体が集まる 初の会合となることから，３ケ年間の実行計画の詳細な協議を行い，

全体の実行計画を作成する．また，長江デルタや黄河デルタで行われている調査や取得し

たデータに関して，より細かな議論を行うとともに，各国の参画機関で行われている調査，

手法等に関して報告し討議する．巡検が行われる黄河デルタでは，ダム建設に伴う運搬土

砂量の現象によって，沿岸侵食が問題となっている．運搬土砂量，沿岸域での侵食量の実

態把握の調査や解析が中国の拠点機関である中国海洋大学において行われており，アジア

においては もすすんだ研究の一つである．このような総合的な解析や調査は他のデルタ

では行われていないことから，これらの先端的な調査手法や解析手法を共有することを通

じて，沿岸堆積の調査解析技術の習得を目指したい． 

a) 国際デルタ会議 (International Conference on Deltas) 2008.10.26-11.2 

（IGCP-475, APN Mega-deltas in Asia と共催） 

 日程   10.26 上海の華東師範大学で登録 

10.27 デルタセッション（上海：研究発表） 

10.28 長江デルタの現地討議（巡検） 

10.29 古黄河デルタの現地討議（巡検） 

10.30 デルタデッション（青島：研究発表） 

10.31 デルタセッション（青島：研究発表）午後黄河デルタへ移動 

11.1 黄河デルタの現地討議（巡検） 

11.2 青島へ移動 

b) 沿岸堆積環境技術セミナー 2008.11.3-11.4 

 (Technical Seminar on Coastal sedimentary environments ) 

 日程  11.3-4 中国海洋大学において技術セミナーを開催 

 

 日本のコーディネーターは，国際デルタ会議を共催する IGCP-475 の共同代表であり，ま

た APN のメガデルタプロジェクトの共同代表でもあること，また中国のコーディネーター

の YANG Zuosheng 教授が同会議の青島における責任者であることから，両コーディネータ

ーがセミナー開催責任者となる．国際デルタ会議のサーキュラーは，３月に出される予定

であることから，本事業を IGCP-475, APN プロジェクトに加えて，主催団体に加えて作成

する．なお，申請書においては，黄河と長江の現地討論会は 21 年度の予定であったが，国
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際デルタ会議と共催することにより，より広範囲また 先端の知識を得られる好機である

ことから 20 年度に実施する． 

 なお，全体会議や各国の拠点・参画機関との協議の中で，人材育成を目途とした各国で

のセミナー（１−２名の講師派遣による集中講義）の希望が出された時は，３ヶ年の研究計

画の中で考えて，できるだけ希望に添えるようにする． 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 本課題の初年度であることから，各国の拠点機関との取り決め，３ケ年間のセミナーと

共同研究の実行計画の詳細を協議するため，日本側コーディネーターが各国のコーディネ

ーターをなるべく早い時期に訪問し，協議と取り決めを行う． 

 各国の研究機関の研究者との交流はできる限り共同研究を通じて招聘の予定であるが，

大学院生や若手研究者の研究の指導のために，中国とベトナムから，堆積とリモートセン

シングそれぞれ１名，合計で４名の招聘を行う． 
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９．平成２０年度交流人数・人日数総表 
９－１ 相手国との交流計画 

（単位：人／人日） 

    派遣先 

派遣元 
日本 中国 ベトナム タイ  合計 

日本  ６／５３ １／３ １／３  ８／５９

中国 ４／４８     ４／４８

ベトナム ４／４８ ２／２０    ６／６８

タイ  １／１０    １／１０

       

合計 ８／９６ ９／８３ １／３ １／３  19／185 

 

※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流する人数・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 国内での交流計画 

３／２０  （人／人日） 

 

 
 


