
様式９ 

アジア研究教育拠点事業 
平成２４年度 実施報告書 

 

 

１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関： 東京大学大気海洋研究所 

イ ン ド ネ シ ア 拠 点 機 関： インドネシア科学院海洋研究センター 

マ レ ー シ ア 拠 点 機 関： プトラマレーシア大学 

フ ィ リ ピ ン 拠 点 機 関 ：  フィリピン大学ディリマン校 

タ イ 拠 点 機 関 ：  チュラロンコン大学 

ベ ト ナ ム 拠 点 機 関 ：  海洋環境資源研究所 

 

２．研究交流課題名 

（和文）：東南アジアにおける沿岸海洋学の研究教育ネットワーク構築                                  

                   （交流分野：沿岸海洋学 ）  

（英文）：Establishment of research and education network on coastal marine science in  

Southeast Asia                            

                   （交流分野：Coastal Marine Science）  

 研究交流課題に係るホームページ：http://mits10.aori.u-tokyo.ac.jp/asiacore/                                        

 

３．採用期間 

平成 23 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

（  2 年度目） 

 

４．実施体制 

日本側実施組織 

 拠点機関：東京大学大気海洋研究所 

 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：大気海洋研究所・所長・新野宏 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：大気海洋研究所・教授・西田周平 

 協力機関：東京大学大学院農学生命科学研究科、東京大学アジア生物資源環境研究セン

ター、国立科学博物館標本資料センター、国立科学博物館動物研究部、創価

大学工学部、北里大学海洋生命科学部、東海大学海洋学部、東海大学海洋研

究所、名古屋大学地球水循環研究センター、神戸女学院大学人間科学部、鹿

児島大学総合研究博物館、鹿児島大学水産学部 

 事務組織：東京大学大気海洋研究所事務部 

 

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）国名：インドネシア 
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拠点機関：（英文）Research Center for Oceanography, Indonesian Institute of Sciences 

(LIPI) 

      （和文）インドネシア科学院海洋研究センター 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Director・Zainal ARIFIN 

 協力機関：（英文）Agency for the Assessment and Application of Technology (BPPT) 

（和文）技術評価応用庁 

（英文）Sam Ratulangi University 

（和文）サム・ラツランギ大学 

       （英文）Research Center for Biology, Indonesian of Sciences (LIPI) 

（和文）インドネシア科学院生物学研究センター 

経費負担区分：パターン１ 

 

 

（２）国名：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）Faculty of Science ・Associate Professor・ 

Thaithaworn LIRDWITAYAPRASIT 

協力機関：（英文）Burapha University 

      （和文）ブラパ大学 

（英文）Phuket Marine Biological Center 

      （和文）プーケット海洋生物センター 

（英文）Prince of Songkla University 

      （和文）ソンクラ王子大学 

（英文）Kasetsart University 

      （和文）カセサート大学 

（英文）Marine and Coastal Resources Research Center 

      （和文）海洋沿岸資源研究センター 

経費負担区分:パターン２ 

 

（３）国（地域）名：ベトナム 

拠点機関：（英文）Institute of Marine Environment and Resources (IMER) 

      （和文）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）Research Institute of Marine Fisheries 

（和文）海洋水産研究所 

（英文）Institute of Oceanography, Nha Trang 
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（和文）ニャチャン海洋研究所 

（英文）Vietnam National University 

（和文）ベトナム国立大学 

 経費負担区分：パターン１ 

 

（４）国（地域）名：マレーシア 

拠点機関：（英文）Universiti Putra Malaysia 

       （和文）プトラマレーシア大学 

コーディネーター（所属部局・職・氏名）： 

（英文）Faculty of Agriculture ・Professor・Fatimah Md. YUSOFF 

協力機関：（英文）Universiti Kebangsaan Malaysia 

（和文）クバンサーン・マレーシア大学 

（英文）Universiti Teknologi Malaysia 

（和文）マレーシア工科大学 

（英文）Universiti Sains Malaysia 

（和文）マレーシア科学大学 

 経費負担区分：パターン２ 

 

（５）国（地域）名：フィリピン 

拠点機関：（英文）University of the Philippines, Diliman 

      （和文）フィリピン大学ディリマン校 

コーディネーター（所属部局・職・氏名）： 

（英文）Marine Science Institute ・Professor・Miguel D. FORTES 

 協力機関：（英文）De La Salle University 

（和文）デラサール大学 

（英文）University of the Philippines, Visayas 

（和文）フィリピン大学ヴィサヤス校 

（英文）St. Paul University Manila 

（和文）セントポール大学マニラ校 

 経費負担区分：パターン２ 

 

５．全期間を通じた研究交流目標 

東南アジア海域はサンゴ礁、マングローブをはじめとする多様な沿岸生態系のほか、水

深 4000m を超える半閉鎖的な海盆を含み、世界の海洋の中で最も種多様性が高いことで知

られる。また豊かで多様な水産資源の供給源として、約 6 億人の人口を擁する沿岸諸国の

経済や国民生活にとっても重要な場である。一方この海域では陸域からの汚染物質の流入

負荷や漁業・リゾート開発等の人間活動にくわえ、地球規模の気候変動の影響による深刻

な沿岸環境の悪化が進んでいる。 
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平成 13年度から実施されている日本学術振興会の多国間拠点大学交流事業「沿岸海洋科

学」は、我が国と東南アジア五ヵ国の協力によりこれらの問題に取り組み、この海域にお

ける物質循環、有害藻類、生物多様性、汚染物質の現状と動態について多くの成果を得て

きた。10 年間の大学交流事業によりこの海域の海洋科学に関する知見を統合する学際的な

研究・教育体制が形成されつつあり、若手研究者も育ってきている。 

本研究交流課題では、上記事業を基盤として構築してきた沿岸海洋学のネットワークを

維持・強化するとともに、学際的協力による参加各国における最先端の沿岸海洋学の拠点

形成により、地球規模の国際的取り組みにも貢献しうる研究教育ネットワークを構築する。

さらに、若手研究者をネットワークに参加させることにより、次世代を担う研究者育成を

目指す。 

以上の目的のため、本研究交流課題では、平成 23〜27年度の 5年間、インドネシア、マ

レーシア、フィリピン、タイ、ベトナムおよび日本の 6 ヵ国の研究者が連携して、ユネス

コの IOC（政府間海洋委員会）/WESTPAC（西部太平洋委員会）の中でも重要視されている下

記の３課題について７つの研究グループにより共同研究を実施する。 

課題１．東南アジアの沿岸海洋学：物理過程（G1） 

課題２．東南アジアの沿岸海洋学：生物多様性（G2H, G2P, G2M, G2F, G2B） 

課題３．東南アジアの沿岸海洋学：環境汚染（G3） 

一方海草群集をはじめとする沿岸生態系については、個別課題の研究者を組織した研究

グループにより、海域を特定した総合的調査を実施する。さらに、参加国および研究分野

相互の研究交流を促進する目的で、毎年１回、国際セミナーを開催する。 

 

６．平成２４年度研究交流目標 

いずれの課題とも、初年度の活動（現場調査、研究打ち合わせ、国際ワークショップ）

を通じて２年度以降の研究協力体制を構築したが、平成 24 年度は以下に述べる課題毎の学

術的活動、分野間協力によるアマモ場生態系の学際的・統合的調査、および国際セミナー

を通じてこの協力体制の充実を目指す。同時にこれらの活動の中で現場調査、試料の分析・

解析、セミナーでの発表・論議に積極的に若手メンバーを参加させることにより研究者の

育成を図る。以下に課題毎の学術的目標を示す。 

課題１：物理過程（G1） 

リモートセンシング、モデル構築、および各国における野外調査を通じて、マングロー

ブ、河口域をはじめとする沿岸生態系の変遷と現状に関する知見を拡充する。 

課題２：生物多様性（G2） 

・有害藻類（G2H）：微小藻類の分類・同定・生態研究に関する図鑑を編集し、富栄養化デ

ータベース構築のための資料を収集する。またタイにおける貝類の大量斃死に関する調

査を実施する。 

・プランクトン（G2P）：各国における動物プランクトンに関する過去の資料を収集・整理

しデータベースの拡充を目指す。またクラゲ類の漁業・分類・生態について現地調査を

実施する。さらに形態と遺伝子情報を総合した分子系統地理学的解析を実施する。 
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・大型植物（G2M）：当海域の大型植物の主要群について遺伝学的特性を解析するとともに、

安定同位体比を指標とした環境評価を実施し、メタデータの完備した標本コレクション

を整備する。 

・魚類（G2F）：タイ、マレーシアの魚類分類のフィールドガイドを編集する。 

・ベントス（G2B）：マレーシアで形態と遺伝子情報を統合した分類研究手法に関するワー

クショップ、日本で海産無脊椎動物の分類・同定手法に関するワークショップを実施し、

マレーシアのソフトコーラルの分類・同定フィールドガイドを編集する。 

課題３：環境汚染（G3） 

各国の実状に応じた現地調査と分析を実施し、各種化学物質の生態系における分布に関

する知見を拡充するとともに、分子生物学的手法を駆使して新たな汚染指標とバイオアッ

セイ手法を確立する。 

上記の目標に加え、マレーシアのアマモ場生態系を対象に全ての研究グループの共同に

よる調査を実施し、生物多様性の現状と生態系の機能、および汚染物質の動態との関係に

ついて知見の拡充を目指す。 

 

７．平成２４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ください。） 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

本事業で取り組む３つの課題のうち、課題２（生物多様性）では対象とする生物群に対

応した５つの研究グループを組織した：G2H（有害藻類）、G2P（プランクトン）、G2M（大型

植物）、G2F（魚類）、G2B（ベントス）。 

本事業ではマッチングファンドの確保と２つのパターンによる経費運用が必須要件とさ

れているが、H23 年度の実施報告書に示したとおり、このシステムによる資金確保は国によ

り大きな制約があり必ずしも現実的なものではない。しかし、このような制約の中、H24

年度には、NC および各国主要メンバーの多大な努力により、各国の助成機関から応分の活

動資金が確保された。とくに、インドネシアでは H24 年度の合同セミナーの開催助成をイ

ンドネシア科学院（LIPI）から得ており、タイでは H25 年度の合同セミナーの開催をはじ

めとする助成を国家学術調査委員会（NRCT）から得られるとの連絡を NC から受けている。

またマレーシアでは高等教育省（MOHE）から本事業に対応した 2012〜2015 年度事業費を

得ることに成功した。これに関連して、マレーシアでは数回の国内会合を開催し、従来の

３課題７グループに新たに「生理活性物質の探索と利用」という課題を加えた４課題８グ

ループによる研究協力体制を整備した。これに対応し、本事業全体としては、マレーシア

の新グループは、当面、関連の大きい生物多様性グループ（G2B：ベントス）の中で活動し、

他のグループとの連携を検討することとした。 

 

７－２ 学術面の成果 

課題１ 

2011 年度に引き続き、バンパコン河口域において 3 回の CTD 観測と約 2 ヶ月の流速計、



 6 

水温塩分計、溶存酸素計の係留観測を実施した。2 年連続でバンパコン河口域において長期

の連続データが取得できた。また、2011 年度は大洪水、2012 年度は通常の年であったこと

から、河川流量変化に伴う貧酸素水塊の形成、循環流の変化を比べることができ、バンパ

コン河口域の海洋環境が河川流量の変化に敏感であることが明らかとなった。先行プロジ

ェクト（沿岸海洋学）で収集された Upper Gulf of Thailand の観測データのデータベース化が

進んだ。インドネシアにおいて、放置されたエビ養殖場で魚、海藻、エビ、なまこ、二枚

貝を連続した池で養殖することにより、生産性を向上させることができ、さらに排水に含

まれる有機物を劇的に減少させることができることを明らかにした。タイ、サタヒップ地

先のガラモ場をリモートセンシングによりマッピングを行い現場調査データと合わせてバ

イオマスを初めて推定した成果、タイ、クンカベイ湾の海草藻場をリモートセンシングで

マッピングした結果、およびインドネシア、スペルモンデ諸島におけるサンゴ礁を構成す

る各種生態系の反射率スペクトルデータを計測した結果について、SPIE Asia-Pacific Remote 

Sensing Conference において口頭およびプロシーディングに論文として発表した。 

課題２ 

G2H：東南アジア各国研究者より入手した微細藻類の出現情報と画像ファイルを用いた図

鑑「Marine Phytoplankton of the Western Pacific」を出版した。マレーシアアマモ場合同調査

により底生性・付着性藻類の特定を開始した。出現種は主に珪藻類が優占したが、有害種

の出現も一部特定できた。G2P：インドネシアおよびタイ沿岸域から約 15 種のカイアシ類

未記載種を発見し、新種記載のための共同研究を実施した。アジア・太平洋海域のヤムシ

類多様性データベースを拡充・解析し、この海域における多様性地図を作成した。G2M：

東南アジア各国沿岸のウミウチワ属海藻の窒素安定同位体比を測定することにより、水域

への人為起源の窒素の影響評価を試みた結果、富栄養化の統一的指標としての海藻の窒素

安定同位体比の有用性が示された。G1 と共同でタイ湾東岸のホンダワラ藻場の衛星画像解

析を行い、詳細な分布状況を明らかにするとともに、現場観測を行い成長と成熟の季節的

変化を明らかにした。G2F：マレーシアのアマモ場で魚類の調査を行い、新たに作成した小

型トロール網が十分に効果があることを確認した。アマモ場調査により、カワハギ科の稀

種をはじめとして多くの魚類が採集され、アマモ場（メランボン）の魚類相が多様である

ことが分かった。G2B：タイにおいて八放サンゴ類とそれに付着する動物に関する共同研究

を実施した。八放サンゴ類には多数のクモヒトデ類が付着していることが明らかとなった。 

課題３ 

インドネシアの沿岸域の汚染について、LIPI を中心として調査を行っており、その成果

は近日中に公表できるようになる見込みである。また、アマモ場生態系の学際的・統合的

調査のサンプルの分析を日本、マレーシアのメンバーで分担して進めており、これについ

ても近い将来論文として公表できる見込みである。生物を用いる汚染の検出については、

有機スズ化合物への曝露に応答するメダカ属魚類の遺伝子について HiCEP（High Coverage 

Expression Profiling）法による検出を試みた。得られた候補遺伝子の応答性の確認を次

年度に行う予定である。 
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７－３ 若手研究者育成 

課題１ 

バンパコン河口域観測（タイ）で係留系の作成・設置方法、得られた時系列データの解

析方法を、また人工衛星データを同化する潮汐潮流モデルの原理を説明し、ソースコード

の解読法をブラパ大学で指導した。マレーシア工科大学で海草藻場シートゥルースデータ

の取得を指導した。 

課題２ 

G2H：新たにメンバーに加わった若手研究者のうち、インドネシアのメンバーは国際セミ

ナーに参加して研究発表し、プロシーディングスにも投稿している。インドネシアの一名

は日本への国費留学を申請した。マレーシアと日本の大学院生がアマモ場共同調査の現地

調査と微細藻類相解析に参加した。G2P：各国メンバーからの研究者情報を参照し、新たに

11 名（インドネシア 4 名、日本 1 名、マレーシア 3 名、ベトナム 3 名）の若手研究者をメ

ンバーに加えた。また、マレーシアでのアマモ場共同調査とタイでのクラゲ類調査に大学

院生を含む現地の若手研究者を参加させ、調査・解析手法を指導した。G2M：タイにおけ

るフィールドガイド作成のためのワークショップに大学院生を含む現地の若手研究者を参

加させ、調査・解析手法を実習した。また、マレーシアでのアマモ場共同調査では、マレ

ーシア・タイ・日本の大学院生を含む若手研究者が参加し、3 カ国共同で調査・解析手法を

実習した。G2F：マレーシアのアマモ場調査の際に、大学院生等の若手研究者 6 名に対して

魚類分類の研究の進め方について指導した。G2B：新たに 20 名（インドネシア 3 名、日本

4 名、マレーシア 4 名、フィリピン 2 名、タイ 2 名、ベトナム 5 名）の若手研究者をメンバ

ーに加えた。マレーシアで行った分子系統解析のワークショップに新しいメンバーを含む

若手研究者・大学院生を参加させ、最近の研究動向についての講義や実験解析手法の実習

を行った。また一部の若手メンバーを日本に招聘し、より詳細な実技指導を行った。 

課題３ 

ジャカルタにおける本プロジェクトの国際セミナーおよび LIPI と西カリマンタン州の主

催によるセミナーへの日本側メンバーの参加により、有機スズ化合物を中心とする環境汚

染物質の機器分析について、また、生物を指標とするモニタリング技術についてそれぞれ

ACORE の若手メンバーや、関連する若手研究者とコミュニケーションを取りながら、技術

や知識の向上をはかってきた。マレーシアの次世代メンバーとも、インドネシアでの国際

セミナーの機会や、マレーシアでの国際シンポジウムの機会を活かして、情報交換やブレ

ーンストーミングを行っている。ベトナムおよびフィリピンの若手の中心研究者とは、次

年度の交流について計画を立案中である。 

 

７－４ その他（社会貢献や独自の目的等） 

課題１ 

2011、2012 年のバンパコン河口域観測結果から、現地の漁業者特に貝類の養殖業者に貧

酸素水塊の出現するタイミングと河川流量との関係について説明した。2012 年の観測目的、

観測風景がタイのテレビ局によって取材され、現地のニュースで紹介された。 
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課題２ 

G2H：出版した図鑑を各国の主な参加メンバーへ配布することで有害種同定の標準化を図

るとともに，今後の出現情報収集への協力を依頼した。G2P：ブラパ大学附属水族館と新江

ノ島水族館の学術教育協定締結締結のためにメンバーが仲介役を担った。この協定には飼

育技術に関する協力、飼育生物の交換、教育の相互援助などが盛り込まれており、両国間

の水族館を基盤とした教育・広報活動の進展が期待される。G2M：世界的に生理活性物質

や未利用資源としての海産植物の重要性が認識されつつあり、各国メンバーは分類と生物

多様性の知見をもとに、海産植物に含まれる有用物質の検索・定量とその有効利用や産業

化に関する研究分野において多大な貢献をしている。G2B：タイで実施したワークショップ

は、白化等によって失われたサンゴ礁の回復という喫緊の課題を取り扱い、世界 10 カ国か

らの参加者が集まり関心の高さが伺われた。 

課題３ 

マレーシアの Ahmad Ismail 教授のグループが中心となって、生命科学を中心とする新し

いオンラインジャーナル Acta Biologica Malaysiana を立ち上げた。G3 グループリーダー（井

上）はこのジャーナルの International Advisory Board として、協力している。東南アジアか

ら得られた成果の発表媒体として有効活用できると期待している。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

マッチングファンドに関する問題点：H23 年度の実施報告書にも記載したマッチングファ

ンドに関する問題が未解決である。 

調査許可に関する問題点：現在インドネシアでの野外調査には RISTEK（State Ministry of 

Research and Technology）からの事前調査許可の取得が義務づけられているが、入国後の手

続きに多大な日数を要するほか、試料の持ち出しにも大きな制限があり、これが現地調査

の大きな障碍となっている。インドネシアでの野外調査許可については、NC を中心に野外

調査許可をプロジェクト全体で取得できるようなシステムが是非とも必要である。また、

JSPS と LIPI で調査・採集に関する覚え書きを交わして調査・採集を可能とする必要がある。 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２４年度論文総数  ２３ 本 

 相手国参加研究者との共著 １２ 本 

  （※ 「本事業名が明記されているもの」を計上・記入してください。）   

  （※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入してください。） 
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８．平成２４年度研究交流実績状況 

８－１ 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 平成２３年度 研究終了年度 平成２７年度 

研究課題名 （和文）東南アジアの沿岸海洋学：物理過程 

（英文）Coastal marine science in Southeast Asia: Physical processes 

日本側代表

者 

氏 名 ・ 所

属・職 

（和文）森本昭彦・名古屋大学地球水循環研究センター・准教授 

（英文）Akihiko Morimoto・Nagoya University・Associate Professor 

相手国側代

表者 

氏 名 ・ 所

属・職 

（英文））Zainal ARIFIN・Research Center for Oceanography, Indonesian Institute 

of Sciences (LIPI)・Director 

Thaithaworn LIRDWITAYAPRASIT ・ Faculty of Science, Chulalongkorn 

University ・Associate Professor 

TRAN Duc Thanh・Research Institute of Marine Fisheries, Institute of Marine 

Environment and Resources (IMER)・ Director 

Mohd Ibrahim Seeni MOHD・Universiti Teknologi Malaysia・Professor 

Miguel D. FORTES・University of the Philippines, Diliman・Professor 

交流人数 

（※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 日本 インドネシア タイ マレーシア フィリピン ベトナム 計

派遣元 （人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 実施計画 3/18 7/48 1/4 1/6 12/76

2/12 3/18 5/30

(2/10) (2/10)

インドネシア 実施計画

タイ 実施計画 1/15 1/15

1/6 1/6

マレーシア 実施計画

フィリピン 実施計画

ベトナム 実施計画

実施計画 1/15 3/18 7/48 1/4 1/6 13/91

1/6 2/12 3/18 6/36

(2/10) (2/10)

実績

実績

（人／人日）

（人／人日）

実績

合計

（人／人日）

（人／人日）

（人／人日）

（人／人日）

実績

実績

実績

実績

 

 ②  国内での交流       1人／1人日 

日本側参加者 
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 １０  名 （１３－１ 日本側参加研究者リストを参照） 

（インドネシア）側参加者数 

 ３  名 （１３－２ 相手国（インドネシア）側参加研究者リストを参照） 

（タイ）側参加者数 

 ２  名 （１３－３ 相手国（タイ）側参加研究者リストを参照） 

（ベトナム）側参加者数 

 ３  名 （１３－４ 相手国（ベトナム）側参加研究者リストを参照） 

（マレーシア）側参加者数 

 ４  名 （１３－５ 相手国（マレーシア）側参加研究者リストを参照） 

（フィリピン）側参加者数 

 ０  名 （１３－６ 相手国（フィリピン）側参加研究者リストを参照） 

２４年度の研

究交流活動 

 

 

 

 

 

 

 

森本（名大）と兼田（福井県立大）は 9 月と 10 月にブラパ大学（タイ）

を訪問し、バンパコン河口域での共同調査を実施した。 

ブラパ大学のアヌクル博士を名古屋大学に招聘し、森本（名大）、兼田（福

井県立大）、郭（愛媛大）とでセミナーを実施し、タイランド湾の潮汐潮流

同化モデル、予報モデルの開発について打合せを行った。また、石坂（名

大）とタイランド湾での基礎生産測定方法、海色衛星データの検証につい

て研究計画を策定した。６月にマレーシアでのアマモ場共同調査に小松と

澤山（東大）が参加し、メランボンとシブ島、テンギ島の海草藻場マッピ

ングのためのシートゥルースデータを取得した。 

２４年度の研

究交流活動か

ら得られた成

果 

 

 

 

 

 

 

 

 

バンパコン河口域での観測により、雨季から乾季に変わるタイミングで

無酸素な水塊が沖から河口域に移流されていることが明らかとなった。ま

た、貧酸素水塊の形成には河川流量が影響を与えている可能性が示唆され

た。 
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８．平成２４年度研究交流実績状況 

８－１ 共同研究 

―研究課題ごとに作成してください。― 

整理番号 R－２ 研究開始年度 平成２３年度 研究終了年度 平成２７年度 

研究課題名 （和文）東南アジアの沿岸海洋学：生物多様性 

（英文）Coastal marine science in Southeast Asia: Biodiversity 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）西田周平・東京大学大気海洋研究所・教授 

（英文）Shuhei Nishida・Atmosphere and Ocean Research Institute・Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

（英文）Zainal ARIFIN・Research Center for Oceanography, Indonesian 

Institute of Sciences (LIPI)・Director 

Thaithaworn LIRDWITAYAPRASIT・ Faculty of Science, Chulalongkorn 

University ・Associate Professor 

TRAN Duc Thanh・Research Institute of Marine Fisheries, Institute of Marine 

Environment and Resources (IMER)・ Director 

Fatimah Md. YUSOFF・Universiti Putra Malaysia・Professor  

Miguel D. FORTES・University of the Philippines, Diliman・Professor 

交流人数 

（※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 日本 インドネシア タイ マレーシア フィリピン ベトナム 計

派遣元 （人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 実施計画 2/11 6/40 14/97 3/17 5/32 30/197

4/42 11/75 1/5 16/122

(1/6) (1/18) (2/24)

インドネシア 実施計画 (2/38) (2/38)

タイ 実施計画 3/24 3/24

2/16 2/16

(2/36) (2/36)

マレーシア 実施計画 6/81 6/81

5/49 5/49

フィリピン 実施計画 1/8 1/8

ベトナム 実施計画 (1/8) (1/8)

10/113 2/11 6/40 14/97 3/17 5/32 40/310

(3/46) (3/46)

7/65 4/42 11/75 1/5 23/187

(1/6) (3/54) (4/60)
実績

合計

（人／人日）

（人／人日）

（人／人日）

（人／人日）

（人／人日）

（人／人日）

実績

実績

実績

実績

実績

実績

実施計画

 

②   国内での交流       7人／9人日 

日本側参加者数  

３３ 名 （１３－１ 日本側参加研究者リストを参照） 

（インドネシア）側参加者数 

  ２２ 名 （１３－２ 相手国（インドネシア）側参加研究者リストを参照） 

（マレーシア）側参加者数 

２５ 名 （１３－３ 相手国（マレーシア）側参加研究者リストを参照） 

（フィリピン）側参加者数 
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１８ 名 （１３－４ 相手国（フィリピン）側参加研究者リストを参照） 

（タイ）側参加者数 

２１ 名 （１３－５ 相手国（タイ）側参加研究者リストを参照） 

（ベトナム）側参加者数 

２８ 名 （１３－６ 相手国（ベトナム）側参加研究者リストを参照） 

２４年度の研究

交流活動 

 

 

 

 

 

 

 

G2H：マレーシアでのアマモ場共同調査に参加し、微細藻類試料を採

取することで種組成の分析を行った。 

G2P：東南アジアの食用クラゲを中心とした調査をベトナム（ニャチ

ャン）、マレーシア（バガン・ダトー）、タイ（アンダマン海、タイ湾）

にて実施した。マレーシアでのアマモ場共同調査に参加し、プランクト

ンの多様性について試料の採取と分析を行った。 

G2M：タイでアンダマン海の海藻フィールドガイド作成のためのワー

クショップを実施した。マレーシアでのアマモ場共同調査に参加し、海

藻・海草の試料採取と分析を行った。 

G2F：マレーシア南部のメランボンにおいて、藻場の魚類に関する調

査を実施した。 

G2B：マレーシアで分子系統解析に関するワークショップを、タイで

はサンゴの回復に関するワークショップを開催した。沖縄でサンゴの遺

伝解析に関するトレーニングコースを開催した。タイにおいては八放サ

ンゴに付着する動物に関する共同調査を実施した。マレーシアとの共同

研究に関する打ち合わせをペナンおよびクアラルンプールで行った。つ

くば市においてタイとの共同研究の打ち合わせを行った。 
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２４年度の研究

交流活動から得

られた成果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G2H：グループ会議で行っている有害藻類に関する情報交換では，特

にベトナムにおいてこれまでに見られなかった有害赤潮生物の出現情

報が提供された。参加者より提供いただいた微細藻類写真を活用した図

鑑「Marine Phytoplankton of the Western Pacific」を出版した。 

G2P：クラゲ類に関する研究成果を ASLO（米国陸水海洋学会）およ

び PICES（北太平洋海洋科学機構）のシンポジウムで発表した。タイの

メンバーである K. Srinui 氏（ブラパ大）を RONPAKU 事業で招聘し、イ

ンド・太平洋海域のカイアシ類の分子系統について共同研究した。イン

ドネシアおよびタイ沿岸域から約 15 種のカイアシ類未記載種を発見し、

新種記載のための共同研究を実施した。アジア・太平洋海域のヤムシ類

多様性データベースを拡充・解析し、この海域における多様性地図を始

めて作成した。また、環境要因とヤムシ類の多様性パターンの関係を解

析し、水温と多様性の間に高い相関を見いだした。マレーシアのペラ川

で漁獲される食用クラゲの生態研究の一環として、通年採集して得られ

た試料のアミノ酸窒素安定同位体比測定により、本種の栄養段階とその

季節変動を明らかにした。アマモ場共同調査の結果、浮遊性カイアシ類

の種組成が対象とした２海域で大きく異なることを見いだした。 

G2M：東南アジア各国沿岸のウミウチワ属海藻の収集に努め、その窒

素安定同位体比を測定した。水域への人為起源の窒素の流入の程度が評

価でき、富栄養化の統一的指標として有用であることを示した。G1 と共

同でタイ湾東岸のホンダワラ藻場の衛星画像解析を行い、詳細な分布状

況を明らかにするとともに、現場観測を行い成長と成熟の季節的変化を

明らかにした。ホンダワラ属の大型海藻一種を水槽内で成熟させること

に成功し、同種の初期発生を記述した。アマモ場共同調査の結果、海産

植物の炭素・窒素安定同位体比が 2 海域で大きく異なることを見いだし

た。 

G2F：マレーシア南部のメランボンからカワハギ科の稀種が採集され

た。また、インドネシアのスラウェシ島からハナダイ亜科魚類の新属新

種が採集され、共著論文の作成を開始した。 

G2B：タイにおいて八放サンゴ類とそれに付着する動物に関する共同

研究を実施した。八放サンゴ類には多数のクモヒトデ類が付着している

ことが明らかとなった。また、造礁サンゴの回復のための共同研究によ

って、電気的に誘導した基質への炭酸カルシウム等の沈着がサンゴ幼稚

体の生残を高める上で有効であることが示唆された。 
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８．平成２４年度研究交流実績状況 

８－１ 共同研究 

―研究課題ごとに作成してください。― 

整 理 番

号 

R－3 研究開始年度 平成２３年度 研究終了年度 平成２７年度 

研究課題名 （和文）東南アジアの沿岸海洋学：環境汚染 

（英文）Coastal marine science in Southeast Asia: Environmental pollution 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）井上広滋・東京大学大気海洋研究所・准教授 

（英文）Koji Inoue・Atmosphere and Ocean Research Institute・Associate 

Professor 

相手国側代表

者 

氏名・所属・職 

（英文）Zainal ARIFIN・Research Center for Oceanography, Indonesian Institute 

of Sciences (LIPI)・Director 

Thaithaworn LIRDWITAYAPRASIT ・ Faculty of Science, Chulalongkorn 

University ・Associate Professor 

TRAN Duc Thanh・Research Institute of Marine Fisheries, Institute of Marine 

Environment and Resources (IMER)・ Director 

Ahmad ISMAIL・Universiti Putra Malaysia・Professor  

Miguel D. FORTES・University of the Philippines, Diliman・Professor 

交流人数 

（※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 日本 インドネシア タイ マレーシア フィリピン ベトナム 計

派遣元 （人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 実施計画 3/21 2/14 6/46 2/14 13/95

1/6 2/12 3/18

インドネシア 実施計画

タイ 実施計画

マレーシア 実施計画 2/20 2/20

フィリピン 実施計画 1/10 1/10

ベトナム 実施計画 (1/10) (1/10)

（人／人日） 実績

3/30 3/21 2/14 6/46 2/14 16/125

(1/10) (1/10)

1/6 2/12 3/18
合計

実績

（人／人日）

（人／人日）

（人／人日）

（人／人日）

（人／人日）

実績

実績

実績

実績

実績

実施計画

 

 

③  国内での交流       1人／1人日 

日本側参加者数  

  ４  名 （１３－１ 日本側参加研究者リストを参照） 
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（インドネシア）側参加者数 

  ８  名 （１３－２ 相手国（インドネシア）側参加研究者リストを参照） 

（マレーシア）側参加者数 

  ７  名 （１３－３ 相手国（マレーシア）側参加研究者リストを参照） 

（フィリピン）側参加者数 

４ 名 （１３－４ 相手国（フィリピン）側参加研究者リストを参照） 

（タイ）側参加者数 

７ 名 （１３－５ 相手国（タイ）側参加研究者リストを参照） 

（ベトナム）側参加者数 

６ 名 （１３－６ 相手国（ベトナム）側参加研究者リストを参照） 

２４年度の研究

交流活動 

 

 

 

 

 

インドネシア西カリマンタン州や、マレーシア沿岸における沿岸環境

汚染の調査を実施するとともに、マレーシアでのアマモ場共同調査で得

られた試料の分析を行った。また、メダカ属魚類を用いて、有機スズ化

合物に応答する遺伝子の探索を行った。 

２４年度の研究

交流活動から得

られた成果 

 

 

 

 

 

西カリマンタン州、および半島マレーシアの広い範囲から、海水、堆

積物、生物試料を得た。また、アマモ場共同調査で得られた試料につい

ては、金属、多環芳香族炭化水素（PAHs）、有機スズ化合物の分析を進め、

調査対象海域の汚染状況を明らかにしつつある。 

メダカ属魚類の有機スズ応答遺伝子については、まず遺伝子データベ

ースが最も整備されているメダカ（Oryzias latipes）を用いて、曝露によ

り発現量に 20%以上の増減が起こる遺伝子を HiCEP 法によりリストアッ

プした。 
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８－２ セミナー 

―実施したセミナーごとに作成してください。－ 

整理番号 S－1 

セミナー名 （和文）日本学術振興会アジア研究教育拠点事業「東南アジアの沿

岸生態系に関する合同国際セミナー」 

（英文） JSPS Asian CORE Program “Joint International 

Seminar on Coastal Ecosystems in Southeast Asia”                   

開催期間 平成 24 年 11 月 12 日 ～ 平成 24 年 11 月 14 日（3 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、LIPI 会議場 

（英文）Indonesia、Jakarta、LIPI Convention Hall 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）西田周平・東京大学大気海洋研究所・教授 

（英文）Shuhei Nishida・Atmosphere and Ocean Research 

Institute, the University of Tokyo・Professor 

相手国側開催責任者 

氏名・所属・職 

(※日本以外で開催の場合) 

（英文）Zainal Arifin・Research Centre for Oceanography, Indonesian 

Institute of Sciences・Director 

 

参加者数 

   派遣先 

派遣元 

セミナー開催国 

（インドネシア） 

日本 

<人／人日> 

A. 20/129 

B.  

C.  

インドネシア 

<人／人日> 

A.  

B.  

C. 25/75 

マレーシア 

<人／人日> 

A.  

B.  

C. 16/48 

フィリピン 

<人／人日> 

A.  

B.  

C. 8/24 

タイ 

<人／人日> 

A.  

B.  

C. 6/18 

ベトナム 

<人／人日> 

A.  

B.  
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 C. 7/21 

 

合計 

<人／人日> 

A. 20/129 

B.  

C. 62/186 

 

A.セミナー経費から旅費を負担 

B.共同研究・研究者交流から旅費を負担 

C.本事業経費から旅費を負担しない（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 初年度から第２年度にかけて実施された本事業における東南ア

ジアの沿岸海洋学に関する各グループにおける研究交流活動の成

果を発表・議論するとともに、マレーシアで実施されている総合的

生態系研究の経過報告と次年度の実施計画の検討を行う。また、事

業の協力者以外の研究者の参加も得ることにより、広く東南アジア

の沿岸全域にわたる研究成果発表の場とする。同時にコーディネー

タ・リーダー会議を開催し、次年度以降の活動計画を検討・策定す

る。 

セミナーの成果 本セミナーには東南アジア協力国と日本から 160 名が参加し、

150 件の研究発表（口頭 113 件、ポスター37 件）があった。14 日

の開会式では日本大使館とインドネシア科学技術省から挨拶を頂

き、基調講演ではインドネシア科学院議長 Lukman Hakim 博士と

IOC-WESTPAC 事務局長 Wenxi Zhu 氏からアジアおよび世界におけ

る環境問題、沿岸海洋学の現状と課題等について講演を頂いた。本

セミナーの開催は現地の新聞等のメデイアにも広く報道された。こ

れらは本事業の多方面への広報に大いに寄与したものと思われる。 

研究発表には本事業の協力者以外の若手の院生・研究者も多数

（口頭 39 件、ポスター24 件）参加し、3 日間にわたり活発な発表、

討議が行われ、タイにおけるサンゴ礁回復に向けての実験的研究、

プランクトンのデータベース解析によるアジア・太平洋海域の生物

多様性地図の作成、インドネシアのシーラカンス生息場所の海底に

多量の廃棄物が集積している現状など、多くの重要かつ興味深い研

究成果が発表された。3 日目の特別セッションでは、本事業が受け

継いだ拠点大学事業（Coastal Marine Science）の議論に基づき実施

中の各課題相互の連携による「アマモ場生態系の統合的研究」につ

いて、本年７月にマレーシアで実施された共同調査の結果が発表さ

れ、問題点と今後の展望について建設的な討議が行われた。 

本セミナーは、各国の協力者が一堂に会するまたとない機会なの

で、研究発表と並行して各課題グループの会合を持ち、現状と今後

の計画について論議した。この論議の結果は最終日午後のナショナ

ルコーディネータ・課題リーダー会合（NC/GL 会合）で発表・論

議された。とくに、2013 年度のセミナーに向け、タイのメンバー

が同国での開催を積極的に準備し、また 2014 年度のセミナーをベ

トナムのニャチャンで開催される IOC-WESTPAC シンポジウムと

の共催の方向で同組織委員会に積極的に働きかける方針が立てら

れたことは大きな成果であった。 
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セミナーの運営組織 運営委員長：Dr. Zainal Arifin, Director, Research Center for 

Oceanography (RCO), LIPI 

国内運営委員: 

Dr. Susetiono, RCO, LIPI 

Prof. Dr. Lukman Hakim, Chairman, LIPI 

Dr. Iskandar Zulkarnain, Deputy of Chairman on Earth Sciences, LIPI  

国外運営委員： 

Prof. Shuhei Nishida, University of Tokyo, Japan 

Assoc. Prof. Mitsunori Iwataki, Yamagata University, Japan 

Assoc. Prof. Akihiko Morimoto, Nagoya University, Japan 

Assoc. Prof. Koji Inoue, University of Tokyo, Japan 

Prof. Fatimah Md. Yusoff, Universiti Putra Malaysia, Malaysia 

Assoc. Prof. Thaithaworn Lirdwitayaprasit, Chulalongkorn University, 

Thailand 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容  外国旅費   金額 3,030,638 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ側 内容   会議費              

（  ）側 内容               
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８－３ 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 日本 インドネシア タイ マレーシア フィリピン ベトナム 計

派遣元 （人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 実施計画

インドネシア 実施計画

(1/32) (1/32)

タイ 実施計画

マレーシア 実施計画

フィリピン 実施計画

ベトナム 実施計画

（人／人日） 実績

(1/32) (1/32)

（人／人日） 実績

（人／人日） 実績

（人／人日） 実績

（人／人日） 実績

（人／人日） 実績

合計

実施計画

実績
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９．平成２４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 

          派遣先 

派遣元 

日本 

<人/人日> 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 

<人/人日> 

タイ 

<人/人日> 

マレーシア 

<人/人日> 

フィリピン 

<人/人日> 

ベトナム 

<人/人日> 

計 

<人/人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  34/106 

 

15/102 21/147 3/17 8/52 81/424 

実績 

 

21/135 6/54 

(3/16) 

16/105 

(1/18) 

1/5  44/299 

(4/34) 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 

<人／人日> 

実施計画  

(2/38) 

      

(2/38) 

実績 

 

 

(1/32) 

     

(1/32) 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 4/39  

(2/10) 

    4/39 

(2/10) 

実績 

 

3/22  

(6/18) 

 

(2/36) 

  3/22 

(8/54) 

マレーシア 

<人／人日> 

実施計画 8/101  

(10/50) 

    8/101 

(10/50) 

実績 

 

5/49  

(16/48) 

   5/49 

(16/48) 

フィリピン 

<人／人日> 

実施計画 2/18  

(2/10) 

    2/18 

(2/10) 

実績 

 

  

(8/24) 

    

(8/24) 

ベトナム 

<人／人日> 

実施計画  

(2/18) 

 

(2/10) 

     

(4/28) 

実施 

 

  

(7/21) 

    

(7/21) 

実施計画 

実績 

実施計画 14/158 

(4/56) 

34/106 

(16/80) 

15/102 21/147 3/17 8/52 95/582 

(20/136) 

実績 

 

8/71 

(1/32) 

21/135 

(37/111) 

6/54 

(3/16) 

16/105 

(3/54) 

1/5  52/370 

(44/213) 

 

※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（ ）

をのぞいた人数・人日数としてください。） 
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９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

  0 ／0  <0人／0人日>    9／11 <0人／0人日> 
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１０．平成２４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 148,630  

外国旅費 6,687,577  

謝金 0  

備品・消耗品購入費 2,439,235  

その他経費 0  

外国旅費・謝金等に
係る消費税 

261,558  

計 9,537,000  

委託手数料 953,700  

合  計 10,490,700  

 

１１．四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 517,676 6/38 

第２四半期 632,830 5/31 

第３四半期 3,033,662 31/202 

第４四半期 5,352,832 19/110 

計 9,537,000 61/381 

 

１２．平成２４年度相手国マッチングファンド使用額 

相手国名 
平成２４年度使用額 

現地通貨額[現地通貨単位] 日本円換算額 

インドネシア 298,000,000[ルピア] 2,618,160円相当 

タイ 673,000[バーツ] 1,820,000円相当 

マレーシア 11,000 [リンギット] 2,982,000 円相当 
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フィリピン 370,000 [ペソ] 730,000円相当 

ベトナム 220,700,000 [ドン] 875,000 円相当 

※交流実施期間中に、相手国が本事業のために使用したマッチングファンドの金額につい

て、現地通貨での金額、及び日本円換算額を記入してください。 


