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アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成２２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 ）拠点機関： 中国海洋大学 
（べトナム）拠点機関： ベトナム科学技術院海洋環境資源研究所 
（ タ イ ）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/sed-rg/JSPS/MDW_Eng.html  

(H23.4.15 に組織改編の関係で閉鎖) 
 
３．開始年度 
 平成 ２０年度（３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・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：産学官連携推進部門 連携業務部 プロジェクト推進室 
 
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）Director・Tran Duc Thanh 
 協力機関：（英文）Institute of Marine Geology and Geophysics (IMGG)/Vietnamese 

Academy of Science and Technology (VAST), Ho Chi Minh Institute of Resources 
Geography (HCMIRG)/Vietnamese Academy of Science and Technology (VAST) 

      （和文）ベトナム科学技術院海洋地質地球物理研究所， 
ベトナム科学技術院ホーチミン資源地理研究所 

 
（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・ 

Professor・Jarupongsakul Thanawat 
 協力機関：（英文）なし 
      （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認識とし，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，これらをセミナーとして毎年各国で開催し，さらに

日本への招聘を通じて論文化を指導し，ネットワークの構築と人材育成を行う． 



 3

 
６．平成２２年度研究交流目標 
 最終年度の平成２２年度には，大きく３つの交流を計画している．第１は，全体会合で

あるセミナー（S−１）をベトナムのハイフォンで開催し，各国のデルタの現状報告や研究

状況を討議し，東南アジアから東アジアのメガデルタのレビューを行うことによって，最

新情報や問題意識を共有する．また沿岸侵食や土地利用が大きな問題となっている紅河デ

ルタの沿岸域において現地討議を行う．紅河デルタでは，流域のダム建設や土砂採取など

によって，デルタ南部で沿岸浸食が大きな問題となっている．同様な問題は，他のデルタ

でも顕在化しており，ベトナムの現状と対策を現地で知ることは，他地域のデルタ研究者

にも有益である．第２は，焦点を絞ったショートセミナー（S−２）を中国青島の中国海洋

大学において実施する．同ショートセミナーは，基調講演を主とし，拠点機関や協力機関

などの人材育成を目途としたものである．日本への招聘や全体会合のセミナーへの参加は，

どうしても参加者が限られることから，講師派遣によりセミナーを実施することにより，

より多くの人が参加できる機会を与えることができる．第３は，中国，べトナムから若手

研究者を日本の拠点機関などに招聘し，共同研究を推進すると共に，データの解析やとり

まとめ，論文の執筆などの指導を行い，人材育成に努めたい．特に平成２２年度は最終年

度であることから，上記セミナーと合わせて研究のとりまとめを指導し，本プログラムで

行ってきた研究成果を国際学術誌から発信したい． 
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７．平成２２年度研究交流成果 
 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

 平成 22 年度は，最終年度であることから，これまでのまとめと，今後の更なる発展を目

指した．特にデルタの沿岸浸食は参加各国だけの問題ではなく，アジアの沿岸域で共通の

課題であることから，全体セミナーを東・東南アジア沿岸地球科学計画調整委員会(CCOP)
のデルタプロジェクトの年会と共催し，東南アジアから東アジア各国へのネットワーク拡

大を昨年度に引き続き試みた．結果として 12 ヶ国が参加し，沿岸浸食に関してより広範囲

な連携体制が構築された．また相手国との共同研究において国際学術誌への共著論文の投

稿の支援のために，日本への招聘，セミナーでの指導などを行い，昨年度以上に論文及び

共著論文が出版できたことは，協力体制が順調に進捗していることを示している．各国と

の連携体制の進捗は以下の通りである． 

 中国とは，コーディネーターの所属する中国海洋大学と共催で同大学においてセミナー

を６月に開催した（S-2）．このセミナーは，同大学以外の研究機関などからも参加があり，

多くの研究者や学生の参加が得られたことは大成功であったといえる．今年度において本

プログラムは修了するが，中国の他の研究機関や大学からも要望が届いていることから，

できる限り継続して行っていけるように努力したい．また今年度は中国から５名の研究者

（内４名が本予算）を日本側の拠点機関で受け入れ，共同研究を行った．中国の協力機関

からは，中国側の予算による継続した受け入れの要望が届いており，課題終了後も研究協

力体制が継続されそうである．  

 ベトナムとは，ベトナムの拠点機関である海洋環境資源研究所において 2010 年 11 月に

セミナーを開催した（S-1）．このセミナーは上述したように CCOP の会合との共催とした

ため 12 ヶ国から参加があり，ベトナムと関係各国の連携に貢献できた．ベトナムの研究機

関からは継続した共同研究の要望があり，また 2011 年に開催されるハノイでの国際会議へ

の協力も届いており，今後も継続した研究協力が行われるものと確信している． 

 タイとは，拠点機関のチュラロンコン大学，国際機関の CCOP，タイ鉱物資源局を中心

に交流をすすめている．タイ鉱物資源局からは人材育成への協力依頼がきており，日本側

の拠点機関との協力協定が 22 年度から検討されている．また，チュラロンコン大学とは 24

年度に共同調査を実施することが計画されており，本課題の終了以降も協力関係が継続さ

れる予定である． 

 

７－２ 学術面の成果 

 今年度の学術面での大きな成果は，個々に行われてきた共同研究が昨年度以上に国際学

術誌から公表されてきていることが示すように，沿岸域の研究成果が世界に発信できてき

ていることあげられる．沿岸環境の保全や管理には，そのモニタリングとその評価が重要

であり，そのためには，自然状態の変動を様々な時間スケールで正しく理解しておくこと

が大切である．黄河，長江，珠江，メコン河，チャオプラヤ河のデルタの研究成果の論文
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が平成 22 年度に出版されている．これら以外にも，現在東南アジアから東アジアの５大河

川の土砂運搬量のレビュー，人間活動の紅河デルタ平野への影響，長江デルタに位置する

メガシティー上海の環境変遷，メコンデルタにおける海水準上昇の応答をとりまとめて国

際学術誌に投稿中である．このように中国，ベトナム，タイのメガデルタに関する基礎的

な情報は，本課題を通じて着実にとりまとめられてきており，沿岸環境保全に資する基礎

的な情報が得られている．またこれらの成果は，これらの地域の環境保全のみならず，世

界のデルタの研究や地球環境変動などにも大きく貢献している．土砂運搬量から見ると世

界の 16 大河川のうち，10 の大河川がアジアに位置し，アジアは世界的にもメガデルタの代

表的な地域である．模式地ともいえるアジアの地域から，着実に成果が世界に発信できた

ことは大きな意義がある．  
 
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，ベトナム，ハイフォンで開催したセミナーに，中国

から 30 代の若手研究者２名，日本から修士卒の若手１名，ポスドク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４名共に口頭で研究発表をすることができた．また

同セミナーは公開としていたことから，上記以外にもタイのアジア工科大学のベトナム人

院生１名と，１名の若手研究者が日本から参加し，発表を行った．中国の青島で行われた

セミナーは，中国海洋大学において公開で行われたことから約 20-30 名の学生・院生を含

む 50 名前後の参加があった．特に青島の研究機関に属する 20-30 代の若手研究者が 10-20

名参加し，沿岸域のデータの解析手法や解釈に関して，個別に相談，指導できたことは有

意義であった．セミナーに関しては，中国の他の地域からも開催の要望が届いており，で

きれば継続して開催できるように努力したい． 

 日本側拠点への招聘では，共同研究により中国から４名とベトナムから１名，計５名を

招聘した．そのうち，３名が 30 代の研究者であり，できるだけリーダー的な若手研究者か

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．５名のうち，３名が年度末までに国際学術誌に投稿し

（Quaternary Science Reviews, Quaternary Research, Earth Surface Processes and 
Landforms），他の２名はほぼ図が完成し，2011 年度の早い時期の国際学術誌（Marine 
Geology, Geomorphology）へ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

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
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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．平成 22 年度（2010

年）にベトナムのハイフォンで開催されたセミナーでは，会議での研究発表の後，紅河デ

ルタにおいて現地討論を行った．特に，海岸での討論後，ホテルにて，データをいかに読

むか，評価のためにはどのようなデータセットが必要かを討議した．ここでは昼間の現地

の復習を行うとともに，効果的な対策のために必要な，簡便な調査・解析手法は何かを議

論したが，参加者からは非常に好評であった．特に沿岸侵食は海岸線の後退だけではなく，

侵食の本体は水深数 m から十数 m の浅海域であること，その地域（海域）の時系列のデー

タが重要であるということ，また沿岸侵食は沿岸域の物質収支（堆積物収支）の視点から

見ることが重要であることなどは，各国からの参加者（研究者及び政府機関関係者）には

有益だったようである．今後は，地域や国の政府機関にも研究成果が対策に反映されるよ

うに，継続して現地コーディネーターとも協議し，協力体制を発展させていきたい． 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

 昨年度までの報告書でも指摘したように，セミナーへの海外からの参加は限られ，今年

度においても，中国，ベトナム，タイの研究者が他国のセミナーに本予算で参加した総数

は，非常に限られている．一方，中国で開催したセミナーには，約 50 名が参加した．規模

は小さくてもこのようなセミナーを多数開催することが，研究の裾野を広げることに大き

く貢献する．各国からこのような要望が届いていることから，今後もできる限り継続して

このような活動を行いたい．また日本に招聘して論文指導を行っているが，これも数は限

られる．中国からは中国の予算により若手が来日できるので，受け入れと継続した指導の

要望が届いている．今後は，本予算で構築されたネットワークを活用し，双方の予算をう

まく活用して人材育成を継続する必要がある．  

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２２年度論文総数   １３本 

 （22 年度中に online, 23 年 5 月印刷の１本を含む） 

   うち、相手国参加研究者との共著 １１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  ９本 
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８．平成２２年度研究交流実績概要 
  

８－１ 共同研究 

 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主な

対象に，主に沿岸域の変化を衛星と沿岸海域のデータ，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．中国から４名，べトナムから２名がそれぞれ２週

間前後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（ベトナム

の１名は別の予算）．これら以外は，セミナー開催時やメールを通じて，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．日本への招聘中にとりまとめた

論文は国際学術誌に共著で投稿し，今年度中にとりまとめが間に合わなかった研究につい

ても 23 年中に投稿予定である．またこれら以外にも，昨年度に投稿した論文の修正，メー

ルなどを通じて論文のとりまとめや指導を行った．また国内の若手研究者への指導を行い，

国際学術誌に投稿した．これらの結果，22 年度に公表された論文は昨年度よりも多く，国

際学術誌から 12 本，国内学会誌から１本で，内 11 本が相手国との共著論文である．国際

学術誌に現在投稿中の論文も４本あり，より活発な活動を行うことができた．  

 

８－２ セミナー 

 今年度は，2010 年 11 月にベトナム，ハイフォンにおいて本課題の全体会合・年会である

「沿岸侵食の監視と評価に関するセミナー」（S−１）をベトナムの拠点機関の海洋環境資源

研究所をホストに実施し，2010 年 6 月に中国青島の中国側の拠点機関の中国海洋大学にお

いて主に人材育成を目途とした「沿岸浸食の包括的理解セミナー」（S−２）を実施した． 

（S−１）沿岸侵食の監視と評価に関するセミナー ：東アジアから東南アジアにおける沿岸

侵食に関して最先端の研究の情報交換やネットワークを構築することを目的として，東・

東南アジア沿岸・沿海地球科学計画調整委員会(CCOP)のプロジェクトである「東南アジア

と東アジアのデルタにおける統合的地質アセスメント(DelSEA)」とセミナーを共催し，実

施した．セミナーは， 2010 年 11 月 24 日から 29 日に，ベトナムの拠点機関である海洋環

境資源研究所をホストに，ハイフォンを中心に行われ，12 ヶ国から 40 名が参加した．11

月 25-26 日にはハイフォンの海軍招待所の会議室において基調講演を含めて 34 件の発表が

行われた．また，11 月 27-29 日には，紅河デルタの沿岸部のマングローブ，沿岸侵食地域，

完新世中期の高海水準の痕跡，ハノイ周辺の自然堤防の巡検・現地討論が実施された．本

事業を CCOP プロジェクトと共催したことにより，本事業参加国以外のアジアの国々から 7

ヶ国,ドイツを含めて合計で 12ケ国から参加があり，各国の沿岸侵食の状況を皆が理解し，

問題点を共有することができた．また野外での巡検とそれを基にした討論によって，どの

ような調査や解析が沿岸侵食の理解のために必要か，途上国でも今すぐできる対策とは何

かについて討議できたことは非常に有意義であった．  
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（S−２）沿岸浸食のモニタリングと評価手法に関する公開セミナー：中国の拠点機関であ

る青島の中国海洋大学において 2010 年 6 月 20 日から 22 日に実施された．21 日に中国海洋

大学で開催されたセミナーでは，日本側から参加した３名の基調講演，中国側からの１名

の基調講演，また韓国から参加した Kim 博士により追加の講演があり，計５件の基調講演

が行われた．中国側の拠点機関である中国海洋大学以外からも，中国地質調査局，国家海

洋局第一海洋研究所，中国科学院海洋研究所から合わせて約 50名が参加した．沿岸侵食は，

中国の黄河では顕在化した問題であり，これに加えて地盤沈下も問題となりつつある．本

セミナーでは，モニタリングや解析手法の基礎に焦点をあてて，黄河を対象にした研究解

析結果の事例とともに発表を行った．参加者の中にも同様な解析を行っている若手研究者

があり，解析と結果の解釈に関して，有益な議論を行う事ができた． 

 

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：6 月と 11 月のセミナーの開催準備のために日本側のコーディネーターの齋

藤文紀が，2010 年 5 月に中国側の拠点機関である中国海洋大学を訪問し，大会会場の選定，

日程の確認，サーキュラーの作成を，現地のコーディネーターと共に行った．また 7 月に

ベトナム側の拠点機関である海洋環境資源研究所を訪問し，同様に大会会場の選定，日程

の確認，サーキュラーの作成を，現地のコーディネーターと共に行った． 

国際学会での研究発表：本プログラムで得られた成果を国際学会で公表するため日本から

２名が台湾で開催された WPGM2010 などに参加し発表を行った．また同学会には，中国

の共同研究者の参加もあり，成果が共著で発表された． 

アジアの他のデルタの情報収集：沿岸侵食はアジアの他のデルタでも顕在化した問題とな

っている．インド東部のメガデルタのゴダバリデルタにおいても大きな問題となっている

ことから日本側のコーディネーターの齋藤文紀が 7 月のベトナム訪問に合わせて渡印し，

情報を収集した．これらの内容は，ベトナムでのセミナーで報告された． 
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９．平成２２年度研究交流実績人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

 

      派遣先 

 

派遣元 

日本 

<人/人日> 

中国 

<人/人日>

ベトナム

<人/人日>

タイ 

<人/人日>

台湾 

<人/人日>

インド 

<人/人日> 

合計 

<人/人日>

日本 
<人/人日> 

実施計画  5/17 6/40 
(1/6) 

1/2 0/0 0/0 12/59 
(1/6) 

実績 4/17 5/30 
(1/7) 

1/2 2/9 1/6 13/64 
(1/7) 

中国 
<人/人日> 

実施計画 4/40  3/18 
(2/12) 

0/0 0/0 0/0 7/58 
(2/12) 

実績 4/49 2/14 
(1/7) 

0/0 0/0 0/0 6/63 
(1/7) 

ベトナム 

<人/人日> 

実施計画 

 

2/30 0/0  0/0 0/0 0/0 2/30 

実績 1/15 
(1/15) 

0/0 0/0 0/0 0/0 1/15 
(1/15) 

タイ 
<人/人日> 

実施計画 

 

1/10 0/0 1/6  0/0 0/0 2/16 

実績 0/0 0/0 1/6 
(1/6) 

0/0 0/0 1/6 
(1/6) 

合計 
<人/人日> 

実施計画 7/80 5/17 10/64 
(3/18) 

1/2 0/0 0/0 23/163 
(3/18) 

実績 5/64 
(1/15) 

4/17 8/50 
(3/20) 

1/2 2/9 1/6 21/148 
(4/35) 

セミナー（S-1）に招聘したベトナム，ホーチミン市からベトナム，ハイフォンへの２名 
（2 人/12 人日）は上記の表には含まれていない．これを含めると総計は，23/160 となる． 
 
※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。） 

※日本側予算によらない交流についても、カッコ書きで記入してください。（合計欄は（ ）

をのぞいた人・日数としてください。） 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

  １／５  <人／人日>   ０／０  <人／人日> 
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１０．平成２２年度研究交流実績状況 
１０－１ 共同研究 

―研究課題ごとに作成してください。― 

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 environment watching in coastal zones 
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 

交流予定人

数 

（※日本側予

算によらない

交流について

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 

<人/人日> 

実施計画  ０／０ ０／０ ０／０ ０／０ 

実績 ０／０ ０／０ ０／０ ０／０ 

中国 

<人/人日> 

実施計画 ４／４０  ０／０ ０／０ ４／４０ 

実績 ４／４９ ０／０ ０／０ ４／４９ 

べトナム 

<人/人日> 

実施計画 ２／３０ ０／０  ０／０ ２／３０ 

実績 １／１５ ０／０ ０／０ １／１５ 

タイ 

<人/人日> 

実施計画 １／１０ ０／０ ０／０  １／１０ 

実績 ０／０ ０／０ ０／０ ０／０ 

合計 

<人/人日> 

実施計画 ７／８０ ０／０ ０／０ ０／０ ７／８０ 

実績 ５／６４ ０／０ ０／０ ０／０ ５／６４ 

② 国内での交流    ０／０   人／人日 

２２年度の

研究交流活

動 

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

における完新世と近年の環境変遷，近年の人間活動によるデルタへの影響に関し

て，各国の研究者と共同で解析を行った．セミナー開催時に発表される研究のと

りまとめを共同で行い，また中国，べトナムから各若手研究者をそれぞれ４名，

１名日本の拠点機関に招聘し，共同解析と，具体的に論文化の指導を行い，国際

学術誌に投稿した． 

研究交流活

動成果 

中国との共同研究：昨年度に行われた黄河デルタ，長江デルタの研究成果が投稿

後，受理され，国際学術誌から公表されてきている（Quaternary Research, 
Quaternary Science Reviews, Journal of Hydrology, Earth Surface Processes 
and Landforms, Sedimentary Geology, Marine Geology など）．今年度は昨年に
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引き続き黄河デルタの変動を合成開口レーダーデータ，海域における波浪と潮汐

データ，沿岸域の地形・地質データ，河川データを統合して解析を行った．合成

開口レーダの解析では土砂運搬量との関係と季節変化を明らかにし，Earth 
Planetary Space に投稿した．また第一海洋研究所の Qiao 氏と黄河沖合のコアに

記録された沿岸侵食の歴史を明らかにし，Continental Shelf Research に投稿し

た．黄海沿岸の旧黄河デルタ域では，中国地質局の Liu Jian 氏と基本層序を明ら

かにし，Marine Geology に投稿し，印刷された．沿岸侵食については定量的な解

析を行い，現在投稿準備中である．長江デルタについては，軟弱地盤が厚く，地

盤沈下によって相対的に海水準が上昇している上海周辺域について，華東師範大

学の Wang Zhanghua 氏と古環境変遷をとりまとめて Quaternary Science 
Reviews に投稿した． またカンボジアのメコンデルタから採取したコアの花粉分

析を同じく華東師範大学の LI Zhen 氏と共同で解析し，完新世中期の海水準上昇

のデルタの応答を明らかにして Quaternary Research に投稿した． 
べトナムとの共同研究：べトナム北部の紅河デルタの人間活動の影響を，詳細な

地形判読によって明らかにし，The Holocene に投稿した．べトナム南部のメコン

河デルタ全体の環境変動については，平面的な変遷を TaThiKimOanh ほかで，

断面的な変遷を Nguyen Van Lap ほかで共著で現在取りまとめ中である． 
タイとの共同研究：タイの沿岸侵食のモデルについては上原ほかで Earth 
Surface Processes and Landforms から出版された．タイのチャオプラヤデルタ

沿岸の侵食は年ごとに悪化しており，これらの最新の情報を含めて Elsevier から

出版される教科書の記述し，受理された．  
その他の研究：三重県の雲出川デルタの環境変遷については船引(小峰)ほかでと

りまとめられ第四紀研究から出版された．  
 

日本側参加者数  

２３ 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

２５ 名 （１３－２ 中国側参加者リストを参照） 

べトナム側参加者数 

１２ 名 （１３－３ べトナム側参加者リストを参照） 

タイ側参加者数  

５ 名 （１３－４ タイ側参加者リストを参照） 

 
 
 
 
 



 12

１０－２ セミナー 

整理番号 S－１ 
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 

「沿岸侵食の監視と評価に関するセミナー」 
（英文）JSPS AA Science Program Seminar on Monitoring and 

evaluating coastal erosion in deltas 
開催時期（予定） 平成 22 年 11 月 24 日 ～ 平成 22 年 11 月 29 日（6 日間） 
開催地（国（地域）名、

都市名、会場名） 
（和文）ベトナム（ハイフォン），海軍招待所会議室 
（英文）Vietnam (Haiphong), Navy Guest House 

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 Environments and 
Resources (IMER), VAST・Director 

参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国(ベトナム) 

日本 
<人／人日> 

A. ４／２６

B. ０／０

C. １／７

中国 

<人／人日> 

A. ２／１４

B. ０／０

C. １／７

べトナム 

<人／人日> 

A. ２／１２

B. ０／０

C. ７／３０

タイ 

 <人／人日> 

A. １／６

B. ０／０

C. １／６

合計 
<人／人日> 

A. ９／５８

B. ０／０

C. １０／５０

注：ベトナムの A の２名は，ベトナムからベトナムへの参加のため，交流実績９−１には記

載されていない． 
A.セミナー経費から負担 
B.共同研究・研究者交流から負担 
C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない

でください。） 
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セミナー開催の目的 デルタにおける沿岸侵食の監視は，陸域における潮間帯の調査，沿

岸海域における沿岸海域の海底調査，衛星画像データなどを用いた

リモセンの大きく３つの監視方法がある．これらの手法の基礎的な

知識と研究例，これらの手法を統合化するための技術，これらの結

果分かった沿岸侵食を評価し，シミュレーションによりモデリング

する技術，これらの全体像を参加者が理解することを目標にする．

また最終年度であることから，各国で行ってきた研究成果の報告と

とりまとめを行う． 
セミナーの成果 本セミナーは，東南アジアから東アジア各国におけるネットワーク

の構築と幅広く知識を共有するため，CCOP の会合と共催で開催さ

れた．セミナーは，２日間は基調講演と各研究者からの発表で，引

き続く２日半は紅河デルタの巡検で構成された．12 ヶ国から約 40
名が参加し，巡検案内を含めて 34 件の発表が行われ，最新情報や

基礎的な知識の共有と同地域のネットワーク構築に大きく貢献し

た．発表では，日本，中国，タイ，ドイツからの基調講演が行われ，

沿岸侵食に関する堆積学的な見地からの基礎知識，黄河における土

砂量の変化と沿岸侵食の関係，マングローブ域における降雨の侵食

に及ぼす影響，タイにおける沿岸侵食防止の対策など，各分野にお

ける最新の情報または基礎的な知識が報告され，多くの途上国から

の参加者がこれらの情報を学べたことは有益であった．また各国か

らの発表では，各国の沿岸浸食の現状や現在行われているプロジェ

クトの概要が報告され，参加者間で共有できたことは非常に有意義

であった．巡検では，沿岸浸食の現場と行われている対策を見るこ

とができ，特に巡検中にホテルで行った巡検の総括の討議は，巡検

内容を復習し，知識を整理する上で参加者からの評判も良かった．

沿岸浸食に対して対策を講じる前に，どのような情報を収集し，解

析する必要があるか，それらの科学的な知見をもとに対策を講じる

ことの重要性が理解され，非常に有益であった． 
セミナーの運営組織 ホストであるベトナム側に組織委委員会を形成． 

メンバーは，海洋環境資源所の Tran Duc Thanh 所長，Tran Dinh 
Lan 副所長，日本側のコーディネーターの齋藤文紀，及び CCOP
事務局の Niran Chaimanee マネージャー． 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 外国旅費         金額 1,500,000 円

ベトナム側 内容 旅費           金額   100,000 円

   事務局経費             100,000 円

CCOP（国際機関）側 内容 外国旅費         金額 2,500,000 円
   会議費               200,000 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 

「沿岸浸食のモニタリングと評価手法に関する公開セミナー」

（英文）JSPS-OUC-IGG/AIST Open Seminar on Methods of 
Monitoring and Assessment of Coastal Erosion 

開催時期（予定） 平成 22 年 6 月 20 日 ～ 平成 22 年 6 月 22 日（3 日間） 
開催地（国（地域）名、

都市名、会場名） 
（和文）中国（青島），中国海洋大学 
（英文）China (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 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国( 中国 ) 

日本 
<人／人日> 

A. ３／９

B. ０／０

C. ０／０

中国 

<人／人日> 

A. ０／０

B. ０／０

C. １１／２５

べトナム 

<人／人日> 

A. ０／０

B. ０／０

C. ０／０

タイ 

 <人／人日> 

A. ０／０

B. ０／０

C. ０／０

合計 
<人／人日> 

A. ３／９

B. ０／０

C. １１／２５

A.セミナー経費から負担 
B.共同研究・研究者交流から負担 
C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない 
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セミナー開催の目的 デルタにおける沿岸侵食を包括的に理解するために土砂輸送と沿

岸域の堆積と浸食，衛星データを用いた解析方法，沿岸海域の数値

シミュレーションによる侵食量の評価の３つの基調講演から基礎

的な事項を習得することを目的とする．公開のセミナーとし，大学

内外からの参加を受け入れ，幅広く人材育成を行う．またセミナー

の前後に個別指導の時間を設け，参加者個々に研究の遂行やとりま

とめの指導を行い，人材育成を行う． 
セミナーの成果 ６月２１日に中国海洋大学で開催されたセミナーでは，日本側から

参加した３名の基調講演，中国側からの１名の基調講演，また韓国

から参加した Kim 博士により追加の講演があり，計５件の基調講

演が行われた．中国側の拠点機関である中国海洋大学以外からも，

中国地質調査局，国家海洋局第一海洋研究所，中国科学院海洋研究

所から約 50 名が参加した．沿岸侵食は，中国の黄河では顕在化し

た問題であり，これに加えて地盤沈下も問題となりつつある．本セ

ミナーでは，衛星データや航空レーザーによるモニタリングや解析

手法，海洋データを用いた数値解析，沿岸域の堆積学的な基礎知識

に焦点をあてて，一部は黄河を対象にした研究解析結果の事例とと

もに，発表を行った．参加者の中にも同様な解析を行っている若手

研究者があり，解析と結果の解釈に関して，有益な議論を行う事が

できた．またセミナーの前後に参加者と個別に相談できる時間を設

けることにより，解釈やとりまとめの指導を行うことができた． 
セミナーの運営組織 ホストである中国側に組織委員会を形成． 

メンバーは，中国側のコーディネーターである YANG Zuosheng
中国海洋大学教授と WANG Houjie 副教授,及び日本側のコーディ

ネーターの齋藤文紀 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容  外国旅費      金額 350,000 円 

中国側 内容  会場費用ほか    金額 100,000 円 



 16

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                  

          派遣先 

派遣元 

中国 

<人／人日> 

ベトナム

<人／人日>

タイ 

<人／人日>

台湾 インド 

<人／人日> 

計 

<人／人日> 

日本 

<人/人日> 

実施計画 ２／８ １／５ １／２ ０／０ ０／０ ４／１５ 

実績 １／８ １／４ １／２ ２／９ １／６ ６／２９ 

合計 

<人/人日> 

実施計画 ２／８ １／５ １／２ ０／０ ０／０ ４／１５ 

実績 １／８ １／４ １／２ ２／９ １／６ ６／２９ 

②  国内での交流    ０／０   人／人日 

 

 

所属・職名 

派遣者名 

派遣・受入先 

（国・都市・機関） 

派遣時期 用務・目的等 

産総研・ 

上席研究員・ 

齋藤文紀 

中国・青島・ 

中国海洋大学 

22.5.7-22.5.14 ６月に予定されているセミナーの 

詳細について協議を行った. 

産総研・ 

上席研究員・ 

齋藤文紀 

台湾・台北・ 22.6.23-22.6.27 AGU-WPGM2010 及び S2S 
workshop にて成果を発表 

産総研・ 

主任研究員・ 

田中明子 

台湾・台北 22.6.23-22.6.26 AGU-WPGM2010 にて成果を発表 

産総研・ 

上席研究員・ 

齋藤文紀 

インド・ 

ヴィシャカパ

トナム・ 

アンドラ大学 

22.7.3-22.7.8 アンドラ大学においてインドのメガ

デルタ（ゴダバリデルタ等）の沿岸 

侵食の情報収集 

産総研・ 

上席研究員・ 

齋藤文紀 

ベトナム・ 

ハイフォン・ 

海洋環境資源

研究所 

22.7.9-22.7-12 11 月に予定されているセミナーの 

詳細について協議を行った 

産総研・ 

上席研究員・ 

齋藤文紀 

タイ・ 

バンコク・

CCOP 

22.11.22-22.11.23 11 月に予定されているセミナーの 

共催機関との最終協議を行った 
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１１．平成２２年度経費使用総額 

 経費内訳 金額（円） 備考 

研究交流経費 
国内旅費 0  

外国旅費 3,423,292  

謝金 0  

備品・消耗品購入費 24,087  

その他経費 1,377,151 
共同研究の分
析費用，英文校
閲費用など 

外国旅費・謝金に係
る消費税 

145,589  

計 4,970,119  

委託手数料 497,011  

合  計 5,467,130  

 
 
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 1,146,245 ７／３３ 

第２四半期 461,954 ２／１０ 

第３四半期 1,614,345 ８／４８ 

第４四半期 1,747,575 ４／５７ 

計 4,970,119 ２１／１４８ 

 
 


