
アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成２０年度 実施報告書 

 
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://unit.aist.go.jp/igg/cug-rg/JSPS/MDW_Jp.html  
 
３．開始年度 
平成 ２０年度（１年目） 
 
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・上席研究員・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：（英文）China Geological Survey、East China Normal University、 
                   Zhongshan University 
      （和文）中国地質調査局，華東師範大学，中山大学 
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（２） 国 （地域）名：べトナム 
拠点機関：（英文）Institute of Marine Environment and Resources (IMER), Vietnamese 

Academy of Science and Technology (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）IMER・Director・Tran Duc Thanh 
 協力機関：（英文）Institute of Marine Geology and Geophysics (IMGG)/VAST， 
                  Ho Chi Minh Institute of Resources Geography (HCMIRG)/VAST  
      （和文）べトナム科学技術院 海洋地質地球物理研究所 
          べトナム科学技術院 資源地理ホーチミン研究所 
 
（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 
 
５．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． 
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６．平成２０年度研究交流目標 
 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

者に幅広いまた最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．  
 
７．平成２０年度研究交流成果 

（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下さい。） 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

 平成 20 年度は，課題の初年度であることから，日本側のコーディネーターの齋藤文紀が

各国を訪問してコーディネーターの所属する機関との取り決め，今後３年間の全体計画を

共同で作成した． 

 中国のコーディネーターの所属する中国海洋大学には，プログラム開始直前の 20 年 3 月

に訪問し，20 年度に予定されている第１回の全体集会（国際デルタ会議）の日程とサキュ

ラーを作成した．合わせて，参画機関の中国地質調査局青島海洋地質研究所，華東師範大

学にも訪問し，協力を要請し快諾を得た． 

 8 月にタイ，チュラロンコン大学のコーディネーターである Thanawat Jarupongsakul 准

教授を訪問し，今後の計画を討議した．10−11 月に予定されている中国での第１回全体集会

へのタイからの招聘者の確定を行い，来年度の秋にタイで第２回の全体集会を開催するこ

とを決めた． 

 べトナムとは，メールにより拠点機関と参画機関に問い合わせて，中国で開催される第

１回会合への招聘者を確定した．中国で行われた会合において，合意文書の作成がベトナ

ムの拠点機関と日本のコーディネータとの間で必要であることが分かったため，メールで

のやり取りで合意文書を作成し，11 月 17 日（日本側），11 月 19 日（べトナム側）にサイ

ンを行った．またべトナム側の要請により 21 年 1 月にハイフォンにおいてショートセミナ

ーを開催する事になった．ハイフォンで開催されたセミナーの前後において，べトナム側

のコーディネータの Tran Duc Thanh 所長と協力協議を行い，最終年度の 22 年の秋にハイ

フォンで第３回の全体集会を開催することに合意した． 

 

７－２ 学術面の成果 

 今年度の学術面での大きな成果は，中国で開催した国際デルタ会議（沿岸堆積環境セミ

ナーを含む）と共同研究や研究者交流で来日した研究者との共同研究の成果があげられる．

欧米を含む 14 ヶ国から 76 名の参加者によって 65 件の研究発表があり，主にアジアのデル
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タに関する最新の知見が報告された．特にアジアのデルタが抱える沿岸侵食や自然災害な

どの問題が報告され，各国で起こっているデルタの問題を共有できた．またアジアで行わ

れてきたこれらの研究やフィールドが欧米の研究者に紹介されたことも意義深い．これら

の発表は優れた内容が多く，国際学術誌「Earth Surface Processes and Landform」

「Estuarine, Coastal and Shelf Science」から特集号を出す事になり，2009 年４月末ま

でに投稿することになった．同会議の中でべトナム側のコーディネーターからべトナムの

ハイフォンにおいてショートセミナー開催の要請があり，2009 年 1 月にべトナム科学技術

院海洋環境資源研究所において半日のセミナーを開催した．２件の基調講演と２件の研究

発表が行われ，約 30 名が参加した．2009 年 2 月には，べトナムと中国から合わせて４名の

研究者が，日本側の拠点機関に共同研究と研究者交流で来日した．中国海洋大学からの Wang 

准教授と Bi 博士課程院生と日本側のコーディネーターと黄河デルタの土砂変化と沿岸域へ

の影響のとりまとめを行い，1999 年から運用が始まった小浪底ダムがデルタ域に甚大な影

響を及ぼしていることが時系列の開析から明らかになった．これらの成果は現在とりまと

め中で，2009 年中に国際学術誌に投稿予定である． 

 
７－３ 若手研究者養成 

 本課題における若手養成は，セミナーへの参加による養成と日本の拠点機関への招聘に

よる養成の大きく２つに分けられる． 

 セミナーへの参加による養成では，中国で開催した国際デルタ会議（沿岸堆積環境セミ

ナーを含む）に，日本から修士２年の学生１名，ポスドクの学生１名，べトナムから 20 代

の研究者１名を招聘し，彼らに国際会議に参加する機会を与え，また３名共に口頭で研究

発表をすることができた．また同会議は，中国海洋大学で開催されたことから，拠点機関

や参画機関の学生に対しては，研究発表の部分については自由参加とし，20 名を超える学

生が世界からの報告を含むデルタの研究成果を聴講することができた．更に，同会議は，

ほとんどの参加者が，宿泊，食事，巡検，研究発表を共にしたことから，海外の著名な研

究者に若手研究者が研究上の質問をしたり等，参加者同士で交流を深めることができた．

べトナムのハイフォンで開催されたデルタのショートセミナーでは，アジアのデルタの理

解のための基礎的な知識を講義し，研究所の若手研究者育成に配慮するとともに，講義の

前後において，執筆中の論文のとりまとめて方について個別の指導を行った． 

 日本側拠点への招聘では，共同研究と研究者交流により招聘した４名のうち，１名が 20

代（博士課程４年），2名が 30 代であり，できるだけ若手研究者から招聘するように心掛け

た．招聘では，来日時に投稿予定の論文の草稿を持参するようにさせ，滞在期間中に，デ

ータの確認，図の書き方，論文の構成に関して指導し，国際学術誌に投稿できるように指

導した．2009 年 2 月に招聘した時に準備した論文原稿は，４月末の投稿を目指している． 

 

７－４ 社会貢献 

 本課題では，アジアの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
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に役立てるかを研究することが研究の重要な柱の一つとなっている．タイのチャオプラヤ

で起こっている地盤沈下や海岸侵食，べトナムのメコンデルタで起こっている海岸侵食や

マングローブの伐採，べトナムの紅河での海岸侵食，中国の黄河の海岸侵食，これらの顕

在化し，社会問題となっている課題をどう理解し，監視する必要があるのか．またこれら

の課題に対してどのような対策を講じることができるのか．科学的な知見をもとに提言を

行うこと，政策立案者と交流し，成果を還元していくことが望ましい．研究初年度の 20 年

度に中国で開催された会合では，黄河デルタで最も大きな課題である海岸侵食・沿岸侵食

が現地において討議された．また研究交流や共同研究により，河川管理と合わせて，定量

的な解析が行われた．これらの結果，1999 年から運用が開始された小浪底ダムの影響で運

搬土砂量が年間 1.5 億トンにまで減少していること，沿岸域の測深データの解析から現在

の河口部の沿岸侵食を防ぐためには年間 1.8 億トンの土砂運搬量が必要であること，デル

タ全域の沿岸侵食を防ぐためには年間 2.5 億トンの土砂運搬量が必要であることが判明し

た．これらの成果は，現在夏季に放水を行っている小浪底ダムの運用方法の改善に向けて，

沿岸侵食を防ぐための初めて科学的な根拠を提示することができた．また黄河デルタの現

地討論会では，黄河デルタで最も重要な産業である渤海油田基地の海岸侵食に対して，参

加した研究者から効果的な護岸方法について様々な提案や意見が，護岸担当責任者に示さ

れた． 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

 研究初年度の平成 20 年度は，中国で開催された全体集会に，べトナムから３名，タイか

ら１名の研究者を招聘でき，日本の拠点機関に４名の研究者を招聘できた．しかし，これ

らは合計でも８名にしか過ぎず，参画している研究者や関係する研究者の割合からすれば

少ない．より効果的に多くの人たちが学び，参画できるシステムを検討する必要がある．

べトナムの拠点機関からの要請で実施したデルタセミナーには，約 30 名の人たちが参加し，

より効果的に人材育成に貢献できた．より多くの人たちが参加し，学べるシステムを構築

する必要がある．また各国の参画機関が独自に予算を獲得し，自前で全体集会に参加でき

るような支援も必要である． 

 

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    ２本 

   うち、相手国参加研究者との共著  ２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  ０本 

（※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入して下さい。） 

平成２０年度報告記事 １本（本事業が JSPS の出資によることが明記） 
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８．平成２０年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 

中国との共同研究：黄河デルタについては，中国海洋大学と産総研地質情報研究部門にお

いて土砂運搬量と沿岸海域の測量結果に基づく堆積と侵食の土砂量の関係をとりまとめた．

運搬土砂量が減少した 1999 年以降の黄河デルタの海域における土砂輸送形態については

Bi,N. et al.によってEstuarine, Coastal and Shelf Scienceに投稿された．黄河デルタ

の海岸線の変化については，合成開口レーダーによる解析を田中ほかにより解析中である．

中国地質調査局青島海洋地質研究所と産総研地質情報研究部門との共同研究では黄海北部

のボーリングコアの化学分析結果から過去約１万年間の変遷を明らかにし，Continental 

Shelf Researchで公表した．九州大学と中国海洋大学ほかでは，上原ほかにより黄河デル

タの波浪と潮汐を考慮した波浪の底質への影響がシミュレーションにより検討された．長

江デルタにおいては，華東師範大学と産総研地質情報研究部門においてボーリングコアを

用いた古環境の研究が行われた．同じく，べトナム北部の紅河デルタの堆積物に記録され

た歴史時代の人間活動と環境変化が明らかにされ，Proceedings of National Academy of 

Sciencesに投稿された． 

べトナムとの共同研究：べトナム北部の紅河の土砂運搬量へのダムの影響の解析をべトナ

ム科学技術院と産総研地質情報研究部門で行い，Vu, D.V.ほかで投稿原稿を準備中である．

同じく紅河デルタの海岸線の変化を衛星画像を用いて解析し，過去 10 年間は干潟の埋め立

てとマングローブの植林により，陸域が拡大していることが明らかとなった．べトナム南

部のメコン河デルタのカマウ地域における過去３千年間の環境変化を，資源地理ホーチミ

ン研究所と産総研地質情報研究部門ほかの共同解析で明らかにした．メコン河デルタ中央

部のチャービン海岸における海岸線の過去３年間の変化をとりまとめて，田村 亨ほかで，

Marine Geologyに 2009 年 3 月に投稿した． 

タイとの共同研究：タイ湾北部の海岸侵食の評価のために数値シミュレーションによる波

浪の底質への影響を考察し，上原克人ほかで国際学術誌への投稿を準備中である．沿岸侵

食の要因を明らかにするため，土砂運搬量，海面上昇，土地利用の変化を年代順に整理し，

地盤沈下による海面上昇が大きな役割を果たしていることが明らかになった．これらの監

視のためには，沿岸海域での継続的な調査と衛星や飛行機を用いた詳細な地盤変動の継続

的な調査が必要であることが示された． 

その他の研究：カンボジアのメコン河デルタから採取したボーリングコアを解析し，基本

層序，完新世初期の海水準変動とデルタの開始，近年の人間活動の影響に関して，

Quaternary Science Reviewsから田村 亨ほかで公表した．愛知県の矢作川デルタの完新

世の変遷をとりまとめて佐藤ほかでEstuarine, Coastal and Shelf Scienceに投稿した． 

べトナムから 1 名(14 日間)，中国から 2 名(14 日間 1 名，15 日間 1 名)が，2009 年 2 月に

産総研地質情報研究部門に招聘された．共同でデータ解析，図表，論文の構成，最新の知

見との検討などを行った．これらの論文は，2009 年春に国際学術誌に投稿予定である． 
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８－２ セミナー 

国際デルタ会議（沿岸堆積環境セミナーを含む）：ユネスコと国際地質科学連合が推進する

地質科学国際共同研究計画(IGCP)のプロジェクトIGCP-475「モンスーンアジア太平洋地域

のデルタ」と, アジア太平洋地球環境変動ネットワーク(APN)のプロジェクト「アジアのメ

ガデルタ」と共同で，アジアのデルタの現状に関するお互いの理解を深め，関係者のネッ

トワーク構築と人材育成を目途として国際デルタ会議を中国の上海と青島で，2008 年 10 月

26 日から 11 月 2 日に開催した．発表者及び巡検の参加者は欧米を含む 14 ヶ国から 76 名で

あった（内本会経費「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」での参加者は８名）．65 件の研究発表があり，アジアのデルタに関する最新の知見

が数多く報告され，特にアジアのデルタが抱える沿岸侵食や自然災害などの問題が報告さ

れた．今後３年間の計画が討議され，次年度はタイで拠点機関のチュラロンコン大学で沿

岸侵食に焦点をあてて 2009 年 11 月にセミナーが開催されることになった．また本年度の

会議をもとに，Earth Surface Processes and Landformから特集号を出す事になり，各地

域のとりまとめに向けて 2009 年 2 月に日本の拠点機関に中国とベトナムから合計で４名が

本予算により来日することになった．中国側のコーディネーターと拠点機関及び協力機関

により，長江デルタ・旧黄河デルタと黄河デルタの２つの巡検が行われた．年度当初予定

していたデルタ会議直後の沿岸堆積環境セミナーは開催せず，デルタ会議の中で今後の計

画等も討議した． 

デルタセミナー：完新世におけるデルタの発達と近年の変貌：本セミナーは，べトナム側

のコーディネーターであるTran Duc Thanh所長からの要望で，当初の計画に加えて，べト

ナム，ハイフォンの同研究所で 2009 年 1 月 20 日に実施された．日本からの参加者の齋藤

文紀が基調講演を２件行い，べトナム側から２名がそれぞれ１件，合計で４件の研究発表

が行われた．参加者は約 30 名であった．基調講演では，参加者が地質，地球物理，生物，

海洋などと幅広いことから，堆積地質学からみたデルタの基礎的な基調講演とアジアにお

いて顕在化している問題を中心に基礎的な事項を中心に報告された．べトナム側からは，

リモセンを用いた海岸線の変化と土地利用の発表があり，総合討論において，紅河デルタ

の特殊性に関して討議された． 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

各国との協議：研究初年度の 20 年度は各国の拠点機関との取り決めや３ケ年間の計画を協

議するため，日本側のコーディネーターの齋藤文紀が，2008 年 8 月にタイ側の拠点機関で

あるチュラロンコン大学を，また 2009 年 1 月にべトナム側の拠点機関であるべトナム科学

技術院海洋環境資源研究所を訪問した．べトナム訪問は，べトナム側の要請により行われ

たデルタセミナーと合わせて実施された．これらの協議の結果，21 年度は 11 月にタイのチ

ュラロンコン大学を拠点に全体集会のセミナーを実施し，最終年度の 22 年度は秋にべトナ

ムのハイフォンにおいて実施されることになった． 

日本への招聘：中国から 1名(15 日間)が，2009 年 2 月に産総研地質情報研究部門に招聘さ
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れた．国際学術誌に投稿予定の論文の草稿を持参するようにし，来日期間中に，データ解

析の方法，図表の作成，論文の構成，最新の知見との検討などを指導した．  
 
 
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 

 

（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 
実施計画 

 
６／５３ １／３ １／３ ８／５９ 

実績 ４／２５ ２／５ ２／９ ８／３９ 

中国 
実施計画 ４／４８

 
０／０ ０／０ ４／４８ 

実績 ３／４４ ０／０ ０／０ ３／４４ 

ベトナム 
実施計画 ４／４８ ２／２０

 
０／０ ６／６８ 

実績 １／１４ ３／１９ ０／０ ４／３３ 

タイ 
実施計画 ０／０ １／１０ ０／０ 

 
１／１０ 

実績 ０／０ １／６ ０／０ １／６ 

合計 
実施計画 ８／９６ ９／８３ １／３ １／３ １９／１８５

実績 ４／５８ ８／５０ ２／５ ２／９ １６／１２２

 

※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 

  ３／ ２０（人／人日）   ０／  ０（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 ２０年度 研究終了年度 ２２年度 

研究課題名 （和文）沿岸環境監視技術に関する研究 

（英文）Research on coastal environment watching 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）産業技術総合研究所・上席研究員・齋藤文紀 

（英文）AIST, Prime Senior Researcher, Yoshiki Saito 

相手国側代表

者 

氏名・所属・職 

YANG Zuosheng, Ocean University of China, Professor 

TRAN Duc Thanh, IMER, VAST, Director 

Jarupongsakul Thanawat, Chulalongkorn University, Associate 

Professor 

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。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 中国 べトナム タイ 計 

(人/人日) (人/人日) (人/人日) (人/人日) (人/人日)

日本 実施計画
 

０／０ ０／０ ０／０ ０／０ 

実績 ０／０ ０／０ １／４ １／４ 

中国 実施計画 ２／２４
 

０／０ ０／０ ２／２４ 

実績 ２／２９ ０／０ ０／０ ２／２９ 

べ ト ナ

ム 

実施計画 ２／２４ ０／０ 
 

０／０ ２／２４ 

実績 １／１４ ０／０ ０／０ １／１４ 

タイ 実施計画 ０／０ ０／０ ０／０ 
 

０／０ 

 実績 ０／０ ０／０ ０／０ ０／０ 

合計 
実施計画 ４／４８ ０／０ ０／０ ０／０ ４／４８ 

実績 ３／４３ ０／０ ０／０ １／４ ４／４７ 

② 国内での交流    ０／０   人／人日 

２０年度の研

究交流活動及

び成果 

 

中国の黄河と長江，べトナムの紅河とメコン河，タイのチャオプラヤ河の

デルタを対象に，主に沿岸域の変化を衛星と測深，河川からの土砂供給量，

ボーリングコアなどのデータを用いて解析した．中国で開催されたセミナ

ー開催中に，行っている共同研究についてデータの検討やとりまとめの討

議等を行った．また，中国から２名，べトナムから１名がそれぞれ約２週

間日本の拠点機関に滞在し，データのとりまとめなどの共同研究を行っ

た．タイとの共同研究では，２年後のタイでのセミナーに向けて日本側で

解析を行うため情報収集と共同研究協議を行った．これら以外は，主にメ

ールを通じて，データのやり取りや解析，論文の草稿の交換を行い共同研

究を推進した． 

日本側参加者数  
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１６ 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

１７ 名 （１３－２中国側参加研究者リストを参照） 

べトナム側参加者数 

１２ 名 （１３－３べトナム側参加研究者リストを参照） 

タイ側参加者数  

３ 名 （１３－４タイ側参加研究者リストを参照） 
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１０－２ セミナー 

整理番号 S－１ 
セミナー名 （和文）国際デルタ会議・日本学術振興会アジア・アフリカ学術形

成基盤事業「沿岸堆積環境技術セミナー」 
（英文）International Conference on deltas & JSPS AA Science 
Platform Technical Seminar on Coastal sedimentary 
environments 

開催時期 平成 20 年 10 月 26 日 ～ 平成 20 年 11 月 2 日（8 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）中国，上海・青島，中国海洋大学 
（英文）China, Shanghai & Qingdao, Ocean University of China

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）齋藤文紀・産業技術総合研究所，上席研究員 
（英文）Yoshiki Saito, AIST, Prime Senior Researcher 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

YANG Zuosheng, Ocean University of China, Professor 

参加 

者数 

① アジア・アフリカ学術基盤形成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   ４/２５  （ / ）人/人日 ８/５０ 

（ / ）

 人/人日

中国側参加者     ０/０     （ / ）人/人日 

べトナム側参加者     ３/１９    （ / ）人/人日 

タイ側参加者     １/６      （ / ）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             １２人 68/544 

（ / ）

 人/人日

中国側参加者             ２３人 

べトナム，タイ側参加者              ０人 

中国，べトナム，タイ以外の

国からの参加者 

            ３３人 

①と②の合計人数       ７６人 

セミナー開催の目

的 
本セミナーは，IGCP-475, APN プロジェクトと共催する国際デルタ会

議を通してデルタ研究の最先端の知見や，長江デルタと黄河デルの問

題や取られている対策を現地討論（巡検）で得ることを目的とする．

またアジアのデルタの現状，参加各国で行われている調査の実態と結

果の報告から知識や技術の共有化，行うべき調査や解析の方向を定め

持つことを目指す．会議開催中に JSPS プロジェクトのメンバーによ

るビジネス会合を開催し，今後の３年間の計画等を討議する． 
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セミナーの成果  国際デルタ会議は，過去４年間アジアにおいて実施され，毎回 100
名前後の参加者があり，アジアのデルタ研究の研究者交流において大

きな役割を担ってきた．今回中国で開催された第５回会合は最後の会

合であり，本課題と共同で実施できたことは，これらのネットワーク

の財産を引き継ぎ，より広範囲のネットワークを構築することができ

た．今回の会合では，発表者及び巡検の参加者は欧米を含む 14 ヶ国か

ら 76 名で，内本会経費「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」での参加者は８名であった．口頭とポ

スター発表を合わせて 65 件の研究発表があり，欧米及びアジアの研究

者によるアジアのデルタに関する最新の知見が数多く報告された．特

にアジアのデルタが抱える沿岸侵食や自然災害などの問題が報告され

た．またこの国際デルタ会議に参加し，発表を行うことは，世界の最

先端の調査技術や知見を得られたばかりでなく，多くの意見やアイデ

アを参加者から得ることができた． 
 国際デルタ会議で行われる現地討論は，現在河川流域のダム建設等

によって土砂量の減少によって引き起こされたデルタの沿岸侵食に関

して，現場において，これらの問題を認識できたばかりでなく，中国

で行われている対策を現場で理解できた．特に沿岸侵食は，べトナム，

タイほか，アジアの各国で問題となっており，より大規模な沿岸侵食

が顕在化している中国の海岸を見れたことは参考になった． 
 年度当初に予定していた沿岸堆積環境技術セミナー(当初の予定 11.3
〜11.4)は参加者の日程調整が出来なかったこと，デルタ会議の中で十

分に討議が可能であることから，デルタ会議の中に含めて行った． 
 

セミナーの運営組

織 
国際デルタ会議は，ユネスコと国際地質科学連合が推進する地質科学

国際共同研究計画(IGCP)のプロジェクト IGCP-475「モンスーンアジア

太平洋地域のデルタ」と, アジア太平洋地球環境変動ネットワーク

(APN)のプロジェクト「アジアのメガデルタ」の共催で実施された．上

海と青島の会議は，ホストである華東師範大学（代表 CHEN 教授）と

中国海洋大学（代表 YANG 教授）が，現地での会議運営を行った．日

本のコーディネータ齋藤が，これらすべての代表を兼ねていることか

ら，全体の調整は，上記２名と齋藤が行った． 
開 催 経

費 分 担

内 容 と

金額 

日本側 内容：古黄河・黄河デルタ巡検費用 
金額：407,912 円（消費税相当額 19,424 円含む） 

中国側 内容：要旨集印刷費用，長江デルタ巡検費用，会場費用 
（華東師範大学，中国海洋大学）              
金額：約 60 万円 
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整理番号 S－２ 
セミナー名 （和文）日本学術振興会アジア・アフリカ学術基盤形成事業「デル

タセミナー：完新世におけるデルタの発達と近年の変貌」 
（英文）JSPS AA Science Platform Seminar on Deltas: Holocene 
evolution and recent changes 

開催時期 平成 21 年 1 月 20 日 ～ 平成 21 年 1 月 20 日（1 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）べトナム，ハイフォン，海洋環境資源研究所 
（英文）Vietnam, Haiphong, IMER/VAST 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）齋藤文紀・産業技術総合研究所，上席研究員 
（英文）Yoshiki Saito, AIST, Prime Senior Researcher 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

Tran Duc Thanh, Institute of Marine Environment and 
Resources (IMER)/VAST, Director 

参加 

者数 

② アジア・アフリカ学術基盤形成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   １/１  （  / ）人/人日  1/1 

（ / ）

 人/人日

中国側参加者     ０/０   （ / ）人/人日 

べトナム側参加者     ０/０    （ / ）人/人日 

タイ側参加者     ０/０    （ / ）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              ０人 29/29 

（ / ）

 人/人日

中国側参加者              ０人 

べトナム，タイ側参加者             ２９人 

タイ側参加者              ０人 

①と②の合計人数       ３０人 

セミナー開催の目

的 
本セミナーは，べトナム側の拠点機関である IMER/VAST においてべ

トナム側のコーディネータである Tran Duc Thanh 所長の下で，べト

ナム側の要請に応じて実施された．研究の初年度であることから，べ

トナムの拠点機関においてデルタに関する基礎的な知見や最新の情報

を報告し，課題などを共有化すること，べトナムのデルタにおける状

況を日本側のコーディネータが理解することなどが目的である． 
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セミナーの成果 セミナーには，拠点機関の研究所から特に多くの若手を含めて約 30 名

が参加し，基礎的な事柄から，紅河デルタの特殊性まで，幅広く議論

された．日本側のコーディネータの齋藤文紀が２件の基調講演を行い，

べトナム側から紅河デルタの土砂輸送とデルタへの影響，衛星データ

の解析による紅河デルタの土地利用の変化の検出の講演があった．特

に他のアジアのデルタと異なり，河川流域にダムが建設されているに

もかかわらず，近年はデルタの面積が干潟の埋め立てとマングローブ

の植林によって拡大していることが示されたことは，他のアジアのデ

ルタの沿岸侵食対策に多いに参考になることがわかった． 

セミナーの運営組

織 
べトナム科学技術院海洋環境資源研究所のべトナム側のコーディネー

タの Tran Duc Thanh 所長と日本側のコーディネータの齋藤文紀によ

り準備された．当日の司会は，Tran Dinh Lan 副所長が担当した． 

（日本側コーディネータのべトナムの拠点機関との協議のための研究者

交流に合わせて行われたため，５日間の渡航期間を研究者交流に４日，セ

ミナーに１日を配分した） 
開 催 経

費 分 担

内 容 と

金額 

日本側 内容：なし 
金額：０ 

べトナム側 内容：なし 
金額：０ 
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１０－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

① 相手国との交流                 （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 
実施計画 

 
１／３ １／３ １／３ ３／９ 

実績 ０／０ １／４ １／５ ２／９ 

中国 
実施計画 ２／２４ 

 
０／０ ０／０ ２／２４ 

実績 １／１５ ０／０ ０／０ １／１５ 

ベトナム 
実施計画 ２／２４ ０／０ 

 
０／０ ２／２４ 

実績 ０／０ ０／０ ０／０ ０／０ 

タイ 
実施計画 ０／０ ０／０ ０／０ 

 
０／０ 

実績 ０／０ ０／０ ０／０ ０／０ 

合計 
実施計画 ４／４８ １／３ １／３ １／３ ７／５７ 

実績 １／１５ ０／０ １／４ １／５ ３／２４ 

②  国内での交流       ０／０ 人／人日 
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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 ０  

外国旅費 ４，１９７，０２５ 
消費税相当額 

188,437 円含む 

謝金 ０  

備品・消耗品購入費 ０  

その他経費 ８０２，９７５ 
消費税相当額 

19,424 円含む 

外国旅費・謝金に係
る消費税 

０  

計 ５，０００，０００  

委託手数料 ５００，０００  

合  計 ５，５００，０００  

 

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 ０ ０／０ 

第２四半期 ４２２，３３５ ２／９ 

第３四半期 ２，９３４，８８８ ８／５０ 

第４四半期 １，６４２，７７７ ５／６３ 

計 ５，０００，０００ １６／１２２ 

 
 


