
 

拠点大学交流事業  

平成２１年度 実施報告書  
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関： 東京大学海洋研究所 

Ocean Research Institute, The University of Tokyo 

（インドネシア）拠点機関： インドネシア科学院 LIPI 海洋研究開発センター 

Research and Development Center for Oceanology, LIPI 

（ タイ ）拠点機関： チュラロンコン大学 

Chulalongkorn University 

（マレーシア）拠点機関： マレーシア工科大学 

Universiti Teknologi Malaysia 

（フィリピン）拠点機関： フィリピン大学ディリマン校 

University of the Philippines, Diliman 

（ベトナム）拠点機関： 海洋環境資源研究所 

Institute of Marine Environment and Resources 

  
２．交流分野・研究テーマ 
 

（和文）：東アジア・東南アジア沿岸・辺縁海の物質輸送課程に関する研究 

：海産有害微細藻類の生物生態学 

：東アジア・東南アジアの沿岸域における生物多様性の研究 

：有害化学物質による沿岸環境の汚染と生態影響に関する研究 

（交流分野：沿岸海洋学） 

（英文）：Water circulation and the material transport process in the coastal areas  

and marginal seas of the East and Southeast Asia 

：Ecology and Oceanography of Harmful Marine Microalgae 

：Biodiversity Studies in the coastal waters of the East and Southeast Asia 

：Pollution of hazardous chemicals in the coastal marine environment and their  

ecological effect 

                   （交流分野：Coastal Marine Science） 

 

   交流課題に係るホームページ：http://www.wdc-jp.com/jsps-cms/ 

 

３．開始年度 
  平成１３年度（９年度目） 
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４．実施組織 
日本側実施組織 
拠点大学：東京大学海洋研究所  
実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：東京大学海洋研究所・所長・西田 睦  
コーディネーター（所属部局・職・氏名）：東京大学海洋研究所・教授・宮崎 信之 
協力大学：   

1. 北海道大学大学院水産科学研究科 2. 北里大学海洋生命科学部 

3. 東北大学大学院理学研究科 4. 東北大学大学院農学研究科 

5. 東京海洋大学海洋科学部 6. 東京大学大学院農学生命科学研究科 

7. 東京大学ｱｼﾞｱ生物資源環境研究ｾﾝﾀｰ 8. 東海大学海洋学部 

9. 三重大学生物資源学部 10. 京都大学ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学教育研究ｾﾝﾀｰ 

11. 広島大学生物生産学部 12. 愛媛大学沿岸環境科学研究ｾﾝﾀｰ 

13. 香川大学農学部 14. 九州大学応用力学研究所 

15. 長崎大学水産学部 16. 高知大学農学部 

17. 鹿児島大学水産学部 18. 鹿児島大学理学部 

19. 国立科学博物館動物研究部 20. 琉球大学理学部 

21. 名古屋大学地球水循環研究センター  

 
事務組織：   
 コーディネーター  

宮 崎  信 之 

  

   

海洋科学国際共同研究センター  国際委員会 

セ ン タ ー 長 植 松  光 夫  委員長 植 松  光 夫 

教 授 宮 崎  信 之  委 員 川 邉  正 樹 

 植 松  光 夫   小 川  浩 史 

准 教 授 井 上  広 滋   西 田  周 平 

 朴  進 午   横 山     祐 典 

    安 田  一 郎 

外国人客員教授等 ４名   大 竹  二 雄 

国内客員教授等 1 名   佐 野  有 司 

技 術 補 佐 員 

事 務 補 佐 員 

２名 

１名 

   

  

   

  

 事 務 担 当 （ 総 括 ） 事 務 部 長  

 （事務責任者） 総 務 課 長 

 （事務担当者） 総務課国際交流係長 
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相手国側実施組織（拠点大学名・協力大学名は、和英併記願います。） 
（１）国（地域）名：インドネシア 
拠点機関：（英文）Research and Development Center for Oceanology, LIPI  
     （和文）インドネシア科学院 LIPI 海洋研究開発センター  
 
実施組織代表者（所属部局・職・氏名）： 

（英文）相手国側実施組織体制により該当者なし  
 

コーディネーター（所属部局・職・氏名）： 
（英文）Research and Development Center for Oceanology, LIPI・ 

Director・Suharsono 
協力機関：（英文）Sam Ratulangi University  

（和文）サムラトランギ大学 
     （英文）Diponegoro University 

      （和文）ディポネゴロ大学 

     （英文）Bogor Agricultural University 

         （和文）ボゴール農業大学 

 

（２）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  
 
実施組織代表者（所属部局・職・氏名）： 

（英文）相手国側実施組織体制により該当者なし  
 

コーディネーター（所属部局・職・氏名）： 
（英文）Department of Marine Science, Faculty of Science, Chulalongkorn University・

Assistant Professor / Head of Department・Charoen Nitithamyong 

  
協力機関：（英文）Kasetsart University                         
     （和文）カセサート大学 
         （英文）Burapha University 
     （和文）ブラパ大学 
         （英文）Department of Fisheries 
     （和文）水産庁 
         （英文）Prince of Songkla University 
         （和文）プリンス・オブ・ソンクラ大学 
         （英文）Phuket Marine Biological Center 
     （和文）プーケット海洋生物センター 
 

（３）国（地域）名：マレーシア 
拠点機関：（英文）Universiti Teknologi Malaysia  
     （和文）マレーシア工科大学  
 
実施組織代表者（所属部局・職・氏名）： 

（英文）相手国側実施組織体制により該当者なし  
 

コーディネーター（所属部局・職・氏名）： 
（英文）Faculty of Geoinformation Science and Engineering，Universiti Teknologi Malaysia・

Professor・Mohd Ibrahim Seeni Mohd 
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協力機関：（英文）Universiti Sains Malaysia 
     （和文）サンマレーシア大学 
     （英文）Universiti Kebangsaan Malaysia 
     （和文）ケバンサーン・マレーシア大学 

       （英文）Universiti Malaya 
    （和文）マラヤ大学 
    （英文）Universiti Putra Malaysia 
    （和文）プトラマレーシア大学 

（英文）Universiti Malaysia Sarawak 
（和文）マレーシア・サラワク大学 
（英文）South Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC)  

     （和文）南アジア水産開発センター 
 
 
（４）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  
実施組織代表者（所属部局・職・氏名）： 

（英文）相手国側実施組織体制により該当者なし 

 

コーディネーター（所属部局・職・氏名）： 
（ 英 文 ） Marine Science Institute, University of the Philippines, Diliman 

Professor・Miguel D. Fortes 

  
協力機関：（英文）University of the Philippines Los Banos 

     （和文）フィリピン大学ロスバノス校 

     （英文）De La Salle University 

     （和文）デラサレ大学 

     （英文）University of the Philippines Visayas 

（和文）フィリピン大学ヴィサヤス校 

（英文）University of San Carlos 

（和文）サンカルロス大学 

 
（５）国（地域）名：ベトナム 
拠点機関：（英文）Institute of Marine Environment and Resources 

     （和文）海洋環境資源研究所  
 
実施組織代表者（所属部局・職・氏名）： 

（英文）相手国側実施組織体制により該当者なし 

  
コーディネーター（所属部局・職・氏名）： 

（英文）Institute of Marine Environment and Resources・Director・Tran Duc Thanh

 

協力機関：（英文）Vietnam National University  
     （和文）ベトナム国立大学 
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５．全期間を通じた研究交流目標 
東アジア・東南アジアは３０億以上の多くの人口を抱え、その社会活動が沿岸域に大きな

影響を与えている。また、沿岸域に生息する生物資源は多くの国々に食糧を提供しており、

社会経済の面からも沿岸域の持続的包括管理・利用は、この地域で最も重要な課題である。

このように重要な沿岸域も工業化、都市の人口集中などの影響で、富栄養化による赤潮の

発生、重金属類汚染、内分泌攪乱物質汚染が深刻な環境問題となってきた。また、陸地を

主とする土地利用の変化による土砂の堆積、懸濁物の流入などによる藻場、海草群落、マ

ングローブ域、サンゴ礁の破壊は、世界有数の生物多様性を誇るこの海域でウミガメ、ジ

ュゴン、サンゴなどの激減をもたらしている。縁辺海を含む東アジア・東南アジアの沿岸

域の持続的包括管理・利用の観点からも、沿岸海洋学に関する物理・化学・生物にまたが

る学際的総合研究は不可欠である。 

 本共同研究は、平成 13-20 年度の８年間、インドネシア、マレーシア、タイ、フィリピ

ン，ベトナムおよび日本の６カ国の研究者と連携して、ユネスコの IOC（政府間海洋委員会）

/WESTPAC（IOC の西部太平洋委員会）の中でも重要視されている下記の４課題について実施

してきた。 

 研究課題： 

1.東アジア・東南アジア沿岸・縁辺海の物質輸送過程に関する研究 

2.海産有害微細藻類の生物生態学 

3 東アジア・東南アジアの沿岸域における生物多様性の研究 

4.有害化学物質による沿岸環境の汚染と生態影響に関する研究 

この大型共同研究を実施することにより、東アジア・東南アジアにおける沿岸海洋学の

基礎研究を飛躍的に発展させるだけでなく、将来を担う若い優秀な研究者の育成になる。 

また、これらの活動により、沿岸海洋についての多くの学際的な成果が期待できるととも

に、沿岸環境の保全と将来に対する生物資源の持続的包括管理・利用という観点から社会

経済的波及効果も期待できる。したがって、本研究課題では、これまで培ってきた研究共

同体制をさらに発展させて、東アジア・東南アジアにおける組織的・包括的な沿岸海洋学

の基盤を確立することを目標とする。 

 
６．平成２１年度研究交流目標 
これまでのアジア５ヶ国との共同研究の成果を踏まえて、平成２１年度は下記５点を交

流目標に設定する。１．海水や栄養塩の循環と有害化学物質の蓄積特性を結びつけて沿岸

環境の保全・管理を総合的に実施すること。２．海産食品における記憶喪失性貝毒や有毒

微細藻類が作る自然毒の情報と有害化学物質による汚染の情報をもとに、海産食品安全性

に関する総合的な研究を実施すること。３．生物多様性のデータベースを作成するととも

に人間活動による影響を予測し、生物多様性の保護と環境保全を目指した総合的な研究を

実施すること。４．これらの活動内容をセミナーで総括し、長期的な地球環境変動研究の

基礎を構築すること。５．上記の成果をワークショップやトレーニングコースで異分野の

研究者や将来を担う若手研究者にも紹介し、総合科学としての「沿岸海洋学」を確立する

こと。同時に、これらの活動で得られた研究成果を論文や出版物を通じて広く世界に公表

し、社会に還元する予定である。以下、研究課題ごとの研究交流目標を示す。 
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【課題１】 

１）タイランド湾では現地観測結果を数値実験結果の対応から、植物プランクトン濃度の

高低が現地海域の鉛直乱れの大小とかかわりがあることが示唆されたので、それを確かめ

る現地観測を行う。２）平成２０年度の観測と解析でＡＬＯＳの可視画像を用いて、サン

ゴ礁の生き死に、藻場のあるなしが判定できる手法が開発できたので、インドネシアとマ

レーシアの現地観測を行って、この手法が東南アジア各海域で適用可能かどうか、検証す

る。３）タイのシチャン島にこのプロジェクト参加者全員が集合し、この１０年間の成果

を確認すると共に、今後の研究のあるべき方向に関して議論する。 

 

【課題２】 

各国沿岸域で従来みられなかった有害有毒微細藻類が確認されるようになってきており、

それら藻類の広域化のみならず、沿岸環境がそれら有害種の発生を支えられるだけ富栄養

化してきている可能性も考えられている。そこで、平成２１年度の研究は、単なる HAB の

発生や広域化機構の研究ではなく、焦点を次の３点に絞って進める。 

１．HAB 生物の広域化：マレーシア、フィリピン沿岸域を中心に、Cochlodinium や 

Pyrodinium を主な対象として、プランクトンとシストの分類、分布、あるいは分子遺

伝学的研究を進める。また、ベトナムやタイで多く発生している有毒珪藻

Pseudo-nitzschia についても毒生産種と無毒種を区別しながら分布と発生様態を把

握するようにする。 

２．沿岸域の環境変化：主にタイ湾奥部やマニラ湾で、富栄養化と有害種発生の関係に

注目して解析を進め、従来より有害種が継続して複数種発生している海域では、その

有害種組成の変化を含めて研究する。また、有害種の交代や特定種の繁殖を促進する

要因として、富栄養化のみならず、広く沿岸環境変化との関連も検討してみる。 

３．海産食品安全：ベトナムでみられた記憶喪失性貝毒などを主な対象として、食品と

なる有用海産生物について、有毒微細藻類が作る自然毒による毒化の現状把握を進め、

その毒の蓄積や減衰機構を解析する。また、食の安全と絡み、海産食品の安定的生産、

供給と安全確保という面を含めて検討をする。 

 これらの共同研究以外にも、これまでに得られた研究成果を 10 月に予定されている研究

セミナーで広く公表する。同時に参加者による将来の共同研究計画などを議論するため、

課題 2の構成員によるワークショップも開催する。 

 

【課題３】 

本年度は、タイやベトナム等の東南アジアの参加 5 カ国の中で若手研究者が育っている

国において浅海生物の分類学や生態学など多様性研究に関するワークショップを実施し、

これまでの研究交流が新たな段階に進むように配慮する。ワークショップにおいては参加

国の浅海性生物に関する研究発表を行うと同時に参加国の若手研究者に対するトレーニン

グを実施して、参加国の研究キャパシティーが増大するようにする。また、従来のワーク

ショップ参加者と連絡を取り、必要に応じて追加的なワークショップを開催する。 

ベトナムで開催されるジョイントセミナーにおいて、東南アジアの研究者が積極的に発

表するよう働きかけ、これまでの研究の進捗状況を把握し、今後の研究の方向性を検討す

る。また、日本の研究者による浅海性生物の多様性研究に関する最新の成果を発表し、研

究交流を深める。さらに、日本の研究者がインドネシアやベトナム、マレーシア等の参加

国において現地調査を行い、現地研究者との交流を行う。これらの現地調査によって得ら
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れた成果は研究論文に活用し、現地研究者のためのフィールドガイド作成に役立てる。 

 

【課題４】 

本研究課題の主要なメンバーは、World Ocean Conference の会議と JSPS Multilateral 

Core University Program “Coastal Marine Science” の第 4回のセミナーに参加し、最

新の情報を交換するとともに、アジア諸国での調査を計画し、共同調査を推進することを

目標にする。以下に主な目標を記す。 

（１）平成21年５月11-15日にインドネシアのマナドで開催されるWorld Ocean Conference

の Marine Pollution のセッションでは、これまでの研究成果について発表するとともに、

この分野で活躍されている世界中の専門家との意見交換を行う。また、この会議中に本研

究課題のワークショップを開催し、本研究課題のメンバーとこれまで実施してきた共同研

究に関する情報交換、研究成果の総括、今後の研究計画を具体的に議論する。このワーク

ショップでは、会議を公開し、多くの専門家と広く交流して、更なる研究の発展を目標に

する。この会議に発表した研究内容は、東京大学海洋研究所が出版している Coastal Marine 

Science に掲載することを予定にしている。 

（２）平成 21 年 10 月 26-28 日にベトナムのハイフォンで開催される JSPS Multilateral 

Core University Program “Coastal Marine Science” の第４回のセミナーに参加し、各

メンバーの活動内容を紹介するとともに、他の研究課題のメンバーとの交流をはかること

によって、研究課題を超えた新しい研究を展開することを企画し、具体的な研究企画を議

論する。このセミナーの後、ベトナム沿岸域の調査を実施し、これまでの調査結果と比較

することを目標にする。 

（３）インドネシア、タイ、マレーシア、フィリピン、ベトナムの沿岸域における環境調

査を実施し、底質や生物標本を採集し、これらの試料に存在する有機塩素系化合物、有機

スズ化合物、重金属類の分析を行うことを目標にする。 

（４）トランスジェニック・メダカを用いた簡易型環境モニタリング調査体制の構築を目

標にする。 
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７．平成２１年度研究交流成果 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

〔課題１〕 

今年度は日本・ベトナムの共同研究として、人工衛星からの海面高度計デ－タを解析し

て、ベトナム沖で夏季に南下する新しい海流を発見した。さらに、日本・マレ－シア・

インドネシアの共同研究として、人工衛星からの海色デ－タを解析して、沿岸海域のマ

ングロ－ブ、藻場、サンゴ礁など生息域分布を明らかにするアルゴリズムを開発し、マ

レ－シアとインドネシアで現地観測デ－タと比較して、その有用性を確認した。加えて、

日本・インドネシアの共同研究として Sato-umi 概念をインドネシア沿岸海域に適用し、

魚病で荒廃したエビ養殖池において、養殖池からの廃棄物がゼロになる多栄養段階養殖

法を提案し、カラワン海岸で実験を始めた。そして、タイ湾での観測結果を解析して、

タイ湾の赤潮が鉛直拡散係数の小さい海域で発生することを発見した。 

〔課題２〕 

 従来より進められていた共同研究を継続するとともに、ベトナムのハイフォンで実施

されたセミナーを通じて、ベトナム海洋環境研究所、同海洋研究所、同水産研究所など

の多くのベトナム研究者との協力体制が作られ、有害有毒プランクトン及び生物毒の分

布について研究を推進できた。また、研究対象が南シナ海の海洋現象であることから、

日本とベトナムなどの 2 国間ではなく、そこに必ずタイやフィリピンの研究者を交えて

研究を実施する多国間共同研究の体制が構築されている。 

〔課題３〕 

参加国で毎年、ワークショップを開催することによって研究協力体制の維持と発展に

努めており、その結果として海洋生物の多様性研究に関する強固な研究協力体制のネッ

トワークが構築できている。また、JSPS の本事業参加者が深くかかわっている沿岸底

生生物の多様性研究事業である NaGISA 研究事業の構築が順調に進み、人的ネットワー

クの発展に寄与している。 

〔課題４〕 

本プログラムの活動が高く評価されて、2009 年 5 月 25 日に、東京大学海洋研究所とマ

レーシアのプトラ・マレーシア大学との間に、海洋科学に関する学術協定が締結された。

これにより、一層、大学院生や若手研究者の交流が促進されることが期待される。この

学術協定のもとで、プロジェクト４では、トランスジェニック・メダカの共同研究およ

びバイオロギング共同研究が開始された。 

 2009 年 10 月 26-28 日にベトナムのハイフォンで開催された第４回の JSPS セミナー

には、ベトナム科学・資源省のミン長官が出席し、開会の挨拶された後、この JSPS の

プログラムがベトナムの沿岸研究促進の上に重要であると同時に、若手研究者の育成に

も貢献していることに最大の敬意を払って頂くとともに、今回の会議開催にも積極的に

支援して頂いた。今後もこのプログラムが継続されることを強く望み、ベトナム側から

も日本との共同研究に関する具体的な計画案を準備していることを述べられた。 

 

７－２ 学術面の成果 

〔課題１〕 

東南アジア沿岸海域の特性に関するレビュ－論文を出版した。さらに、インドネシアの

小湾での養殖活動による海水汚染の影響を軽減するパラメ－タを発見し、現地の養殖業

者に提案した。加えて、ベトナム沖で今まで知られなかった新たな海流を発見した。タ
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イ湾での観測結果を解析して、タイ湾の赤潮が鉛直拡散係数の小さい海域で発生するこ

とを発見した。 

〔課題２〕 

東南アジア域で発生している有毒有害種について、形態のみならず遺伝子情報をもと

に分類を行ってきたところ、有害種の Cochlodinium と Heterocapsa 属でいくつかの新

知見が得られた。前者では C. polykrikoides の分布の広域化がより確認され、後者で

はベトナムのフエから発見されたHeterocapsa huensisを新種として記載した．この他、

有害種 Noctiluca scintillans が沿岸域で発生したのち、エビ養殖池に流れ込んで増殖

した場合、エビの成長が悪くなる増殖阻害作用があり、それを Noctiluca 殺滅細菌によ

り防除できる可能性も調べることができた。また、珪藻 Pseudo-nitzschia 属の種によ

る記憶喪失性貝毒がマレーシアなど今まで知られていなかった場所からも確認され、問

題が従来より大きなことが分かった。 

〔課題３〕 

多数の研究論文を発表するとともに当該海域の浅海生物に関するフィールドガイド

を出版した。フィールドガイドは海洋生物の多様性に関する研究情報リソースとして東

南アジアの研究者から高い評価を受けている。 

〔課題４〕 

本プロジェクトでは今年度２回のワークショップを開催した。第１回目のワークショッ

プは、2009 年 5 月 12-15 日にインドネシアのマナドで開催された世界海洋会議「World 

Ocean Conference」の会議期間中にサムラトランギ大学で開催された。この会議では、

これまでの研究の情報交換と、今後の展開の仕方について議論した。同時に、本メンバ

ーは世界海洋会議の分科会「海洋汚染」に参加し、本プログラムに関係した研究内容を

発表し、参加者から高く評価された。なお、この会議では、本プログラムの概要を示す

パンフレットならびに本プロジェクト研究者の出版した海洋汚染に関する教科書「The 

ASEAN International Conference “Conservation on the Coastal Environment” 

(Nobuyuki Miyazaki and Gullaya Wattayakorn)」を希望者に配布した。 

第二回目のワークショップは、ベトナムのハイフォンで開催された「第４回 JSPS の

セミナー」の期間中に開催された。この会議では、研究の情報交換、問題点、今後の展

開について議論した。本プロジェクトの関係者は、最新の研究内容について発表した。 

2010 年 2 月 16 日に東京大学の小柴ホールで海洋研究所が開催した「Workshop of 

Bio-logging Science」に、本プロジェクトの関係者を招聘し、バイオロギング手法を

用いた新しい海洋汚染研究の展開について議論した。 

 

７－３ 若手研究者養成 

〔課題１〕 

インドネシアの若手研究者を育成し、博士号を取得させ、帰国させた。彼は、東カリマ

ンタン現地海域の流動数値モデルを開発し、高潮予測を行おうとしている。 

〔課題２〕 

ベトナムの調査において共同研究を実施していた優秀な中堅研究者 Dao Viet Ha さん

が共同研究成果を主に学位論文にまとめ、平成 21 年 4 月に学位を授与された。現在は

同人は母国に戻り、多国間共同研究に参加している。さらに、ベトナム海洋研究所の所

員であり、本研究の班員である Nguyen Thu Hong さんが平成 22 年 4 月から東京大学の

大学院修士課程に国費留学研究生として来日する予定である。 
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〔課題３〕 

ワークショップやトレーニングコースを通じて若手研究者が育ってきている。また、

日本に有力な若手研究者を招へいし、博士論文に取り組ませ、研究力量を発展できるよ

うに指導している。 

〔課題４〕 

本プログラムに関係した研究を積極的に推進する若手研究者は少しずつ増えてきて

おり、プロジェクト４（POME）グループでは、優れた研究成果をあげた若手研究者をワ

ークショップに招聘した。また、東京大学大学院新領域研究科博士課程に留学中のプト

ラ・マレーシア大学のシュワイズワン氏が、2010 年 3 月に東京大学から博士号（環境

学）を取得する予定になっている。 

 

７－４ 社会貢献 

〔課題１〕 

魚病で荒廃したインドネシアのエビ池に、Sato-umi 概念を適用して、持続可能な養殖

法を提案して、現地海域で実験に入った。さらに、本研究で開発したサンゴ礁・藻場の

面積変化を明らかに出来る衛星海色画像解析法は今後、東南アジア沿岸海域で大いに役

立つことが予想される。 

〔課題２〕 

平成 21 年 10 月にブルナイダルサーラム、同月にクウェートで開催された赤潮有毒微

細藻類増殖と海産食品安全に関する２回のワークショップにおいて課題２班員の福代

康夫、児玉正昭、並びに Dao Viet Ha が講演と技術指導を行った。また、11 月にフィ

リピンのマニラで開催された PEMSEA（Partnerships in Environmental Management for 

the Seas of East Asia：東アジア海域環境管理パートナーシップ）主催の国際会議に

おいて福代康夫と Dao Viet Ha が海産食品安全のための方策という講演を行った。 

〔課題３〕 

海洋生物、特に沿岸域の魚類やフィリピンの巻貝についてフィールドガイドを作成し、

東南アジア地域での研究や環境保全活動の発展に貢献している。また、魚類のフィール

ドガイドはインターネット上で利用できるようにしており、全世界の研究者が活用でき

る体制を整えている。 

〔課題４〕 

本プロジェクトのメンバーがインドネシアのマナドで開催された世界海洋会議「World 

Ocean Conference」の分科会「海洋汚染」に参加し、本プログラムに関係した研究内容

を発表し、参加者から高く評価された。また、この会議では、本プログラムの概要を示

すパンフレットならびに海洋汚染に関する教科書「ASEAN」を希望者に配布し，好評を

得た。 

 また、本メンバーであるライヒム教授は、2009 年 26-28 日にマレーシアのランカウ

イで国際会議「International Conference of Marine Ecosystem」を主催した。この会

議では、本 JSPS プログラムのコーディネーターである宮崎信之・教授がこのプログラ

ムの活動内容を基調講演で紹介した。 

７－５ 今後の課題・問題点 

〔課題１〕 

２０１０年で本プロジェクトが修了した後、本プロジェクトで構築した、日本の財産と

でも言うべき人的研究ネットワ－クをどのように維持・発展させていくかが大問題であ
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る。 

〔課題２〕 

研究の進展に伴い、従来の顕微鏡による形態観察や生物を用いた毒性試験に加え、遺

伝子解析、毒微量機器分析などが研究に必要となり、必然的に用いる機器も高度化して

きたため、本交流事業の相手国の研究所では現地で採集した試料の分析を充分に行えな

いことが多くなってきている。しかし、現地での試料採集と、日本での分析という形に

共同研究を二極化させないため、相手国研究者をわが国に積極的に招聘して分析そして

印刷や講演にて公表というところまでする共同研究を推進することが肝要と考える。 

〔課題３〕 

2010 年度で終了した場合、いままで構築してきたネットワークを維持することは非常

に困難で、東南アジア諸国での沿岸海洋学の今後の発展が期待できなくなる。 

〔課題４〕 

このプロジェクトは、これまで大変優れた研究成果をあげてきた。参加者から、この成

果を基盤にして、2010 年以降のさらなる展開を目指したプロジェクトについて強い継

続の要請が出された。関係者の真摯な検討を期待したい。  

若手研究者が参加することが多くなり、彼らの研究活動を支援する基金がないことが、

大きな問題として浮上してきた。これまでは、日本の研究者が獲得した別の研究費を使

用して彼らを支援してきたが、若手研究者の数が増えるにしたがってその対応が困難に

なってきた。次の時代を担う若手研究者の育成を協力に推進する必要がある。 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２１年度論文総数  ８８   本 

   うち、相手国参加研究者との共著  ２２ 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 １８  本 

（※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入して下さい。） 
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８．平成２１年度研究交流実績概要 

８－１ 共同研究 

〔課題１〕 

今年度は人工衛星からの海面高度計デ－タを解析し、さらに、人工衛星からの海色デ－

タを解析した。加えて、Sato-umi 概念をインドネシア沿岸海域に適用し、魚病で荒廃

したエビ養殖池において、養殖池からの廃棄物がゼロになる多栄養段階養殖法を提案し、

カラワン海岸で実験を始めた。さらに、タイ湾での観測結果を解析した。 

〔課題２〕 

平成 20 年度に続き、ベトナム、タイ、フィリピンなどとの共同研究を継続するとと

もに、10 月に行われたセミナーにて 31 名の班員による計画検討会議と、12 題の口頭、

８題のポスター発表を行った。 

1）東南アジア域で発生している有毒有害種について、形態のみならず遺伝子情報を

もとに分類を行ってきたところ、有害種の Cochlodinium polykrikoides の分布の広域

化がより進行していることが確認され、Heterocapsa 属ではベトナムのフエで発見され

た H. huensis を新種として記載報告。2）有害種 Noctiluca scintillans がエビ養殖池

で発生増殖した場合、エビの成長が悪くなる増殖阻害作用があり、それを同種の

Noctiluca 殺滅細菌により防除できる可能性も調べた。3）珪藻 Pseudo－nitzschia 属

の種による記憶喪失性貝毒がマレーシアなど今まで知られていなかった場所からも確

認され、従来より問題が深刻であることを確認した。また、同じ毒を生産する Nitzschia 

navis-varingicaもインドネシアなど従来知られていなかった場所から広く見つかった。

4）タイでは湾奥部に魚類斃死を引き起こす有毒種が平成 21 年 12 月以降継続して発生

しており、フィリピンでは平成 15 年に発生した海藻による食中毒事件が再度発生し、3

名の死者も出たため、ともに原因生物種と原因毒の調査を開始した。 

〔課題３〕 

平成21年10月下旬にベトナムのハイフォンで開催されたジョイントセミナーに参加

国から多くの研究者が参加し、多くの口頭及びポスターによる研究発表を行うとともに

情報交換を行った。また、海草・海藻グループはタイのカセサート大学、サムイ島及び

ランタ島で海藻植生調査やワークショップを実施した。ベントスグループはインドネシ

アのビツンにおいて、棘皮動物の分類ワークショップを開催した。プランクトングルー

プはタイのシチャン島とチュラロンコン大学海洋センターにおいて動物プランクトン

の多様性に関する現地調査を行った。また、ブラパー大学において動物プランクトンワ

ークショップを開催した。さらに、タイのプーケット海洋生物センターでアミ類・エビ

類分類に関するワークショップを実施した。魚類グループはベトナムのドソンにおいて

魚類分類ワークショップを開催した。これらのワークショップには開催国の若手研究者

が多数参加し、研究交流を深めるとともに研究に関するトレーニングを受けた。 

 

〔課題４〕 

本年度は２回のワークショップを開催した。第一回は、2009 年 5 月 12-15 日にイン

ドネシアのマナドで開催された世界海洋会議(World Ocean Conference)の海洋汚染のセ

ッションで、本グループの研究者 12 名が本プログラムに関係した研究内容を口頭発表

した。会議後、ＰＯＭＥメンバーだけによるワークショップを同じ会場で開き、現在の

研究状況や今後の方針について議論した。第二回は、2009 年 10 月 26-28 日にベトナム

のハイフォンで開催された第４回の JSPS 多国間拠点プロジェクト「沿岸海洋学」で、
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本グループの研究者 11 名が本プログラムに関係した研究内容を口頭発表した。会議期

間中に、ＰＯＭＥメンバーだけによるミーテイングを同じ会場で開き、現在の研究状況

や今後の方針について議論した。これらの 2回の会議で発表した研究内容のうち成果が

まとまっているものを、海洋研究所が発行する Coastal Marine Science に投稿する予

定になっている。 

本研究プロジェクトの一人であるシュワイズワン氏（プトラ・マレーシア大学）は

2010 年 3 月に東京大学から博士号（環境学）を取得予定である。この他にも、ベトナ

ム、インドネシアなどの若手研究者がこのプログラムに参加し、活発に研究活動を展開

し、優れた研究論文を発表している。 

 

 

８－２ セミナー 

平成 21 年 10 月 26-28 日の３日間、ベトナムの国立海洋環境および資源研究所の協力

のもとに、ハイフォンで JSPS Multilateral Core University Program “Coastal 

Marine Science” の第４回のセミナーを開催した。この会議には、４つの研究課題に

属する主要な研究者を招聘し、沿岸海洋研究に関する最新の情報交換、研究成果の発表、

および今後の研究計画について議論した。同時に、ベトナムの若手研究者にも公開し、

若手研究者の育成活動を積極的に推進した。本事業からの参加者は、日本から 24 名、

インドネシア 11 名、マレーシア 12 名、タイ 9名、及びフィリピン 9名であった。 

 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

ハイフォンで JSPS Multilateral Core University Program “Coastal Marine 

Science” の第４回のセミナー後、インドネシア、タイ、マレーシア、フィリピン、ベ

トナムの５ヶ国のナショナルコーデイネータ、４つ研究課題のプロジェクトリーダー、

および研究課題３の４つのグループリーダーを招聘して、第９回ナショナルコーデイネ

ータ会議を開催した。この会議では、各国のナショナルコーデイネータからの報告、お

よび国の各メンバーの活動内容を報告、ならびに４つ研究課題のプロジェクトリーダー

と研究課題３の４つのグループリーダーの報告を受けて、これまでの研究の総括と今後

の共同研究の具体的な企画案について議論した。同時に、各国の研究者の参加してもら

い、今後の共同研究の新しい取り組み、ならびに本プログラム終了後の将来の共同研究

構築に向けて具体的内容についても議論した。 
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９．平成２１年度研究交流実績人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

 

 

      

 

※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 

  0 ／0  <人／人日>   3 ／ 7  <人／人日> 
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１０．平成２１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 平成 13 年度 研究終了年度 平成 22 年度 

研究課題名 （和文）東アジア・東南アジア沿岸・縁辺海の物質輸送過程に関する研究

（英文）Water circulation and material transport process in the coastal 

areas and marginal seas of the East and Southeast Asia 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）柳 哲雄・九州大学応用力学研究所・教授 

（英文） 

Tetsuo Yanagi, Professor, Research Institute for Applied Mechanics, 

Kyushu University 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Mohd Ibrahim Seeni Mohd, Professor, Faculty of Geoimformation Science 

and Engineering, Universiti Teknologi Malaysia 

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 

② 国内での交流  １／２   人／人日 

２１年度の研究

交流活動及び成

果 

 

人工衛星からの海面高度計デ－タを解析して、ベトナム沖で夏季に南下

する新しい海流を発見した。さらに、人工衛星からの海色デ－タを解析し

て、沿岸海域のマングロ－ブ、藻場、サンゴ礁など生息域分布を明らかに

するアルゴリズムを開発し、マレ－シアとインドネシアで現地観測デ－タ

と比較して、その有用性を確認した。 

加えて、Sato-umi 概念をインドネシア沿岸海域に適用し、魚病で荒廃し

たエビ養殖池において、養殖池からの廃棄物がゼロになる多栄養段階養殖

法を提案し、カラワン海岸で実験を始めた。さらに、タイ湾での観測結果

を解析して、タイ湾の赤潮が鉛直拡散係数の小さい海域で発生することを

発見した。 

インドネシア・マレ－シア・タイ・ベトナム・フィリピン各国で核とな

る若手沿岸海洋物理学者が育ったので、日本（九大）を中心にして、彼ら

に連絡すれば、ただちに、各国で必要な情報が共有できる連絡体制を構築

した。 

インドネシアのＳｕｈｅｎｄａｒ、タイのＡｎｕｋｕｌは 2001-2010 の

ＪＳＰＳ多国間協力「沿岸海洋学」の中で行った研究をもとに、この 10
年間でそれぞれ約 10 編の研究論文を査読付き国際雑誌に投稿し、掲載され

た。マレ－シア・ベトナム・フィリンピンの研究者もそれぞれ数編の論文
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を投稿し、掲載されている。 

日本側参加者数  

２０ 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

（インドネシア）国（地域）側参加者数 

１２ 名 （１３－２（インドネシア）国側「参加研究者リスト」を参照）

（タイ    ）国（地域）側参加者数 

８ 名 （１３－３（タイ ）国側「参加研究者リスト」を参照） 

（マレーシア ）国（地域）側参加者数 

３ 名 （１３－４（マレーシア）国側「参加研究者リスト」を参照） 

（フィリピン ）国（地域）側参加者数 

３ 名 （１３－５（フィリピン）国側「参加研究者リスト」を参照） 

（ベトナム  ）国（地域）側参加者数 

１２ 名 （１３－６（ベトナム ）国側「参加研究者リスト」を参照） 
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整理番号 R－２ 研究開始年度 平成 13 年度 研究終了年度 平成 22 年度 

研究課題名 （和文）海産有害微細藻類の生物生態学 

（英文）Ecology and Oceanography of Harmful Marine Microalgae 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）福代康夫・東京大学アジア生物資源環境研究センター・教授 

（英文）Yasuwo Fukuyo, Asian Natural Environmental Science Center, The 

University of Tokyo, Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Tran Duc Thanh, Deputy Head, Institute of Marine Environment and 

Resources, Vietnam 

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 

② 国内での交流  ０／０   人／人日 

２１年度の研究

交流活動及び成

果 

 

引続き、ベトナム、タイ、フィリピンなどとの共同研究を継続するとと

もに、10 月に行われたセミナーにて 31 名の班員による計画検討会議と、

12 題の口頭、８題のポスター発表を行った。成果は以下のとおりである。

1） 東南アジア域で発生している有毒有害種について、形態のみならず遺

伝子情報をもとに分類を行ってきたところ、有害種の Cochlodinium 
polykrikoides の分布の広域化がより進行していることが確認され、

Heterocapsa 属ではベトナムのフエで発見された H. huensis を新種と

して記載報告した。2）有害種 Noctiluca scintillans が沿岸域で発生

した後、エビ養殖池に流れ込んで増殖した場合、エビの成長が悪くな

る増殖阻害作用があり、それを Noctiluca 殺滅細菌により防除できる

可能性も調べることができた。3）珪藻 Pseudo-nitzschia 属の種によ

る記憶喪失性貝毒がマレーシアなど今まで知られていなかった場所か

らも確認され、問題が従来より大きなことが分かった。4）タイでは湾

奥部に魚類斃死を引き起こす有毒種が平成 21 年 12 月以降継続して発

生しており、フィリピンでは平成 15 年に発生した海藻による食中毒事

件が再度発生したため、ともに原因生物種と原因毒の調査を開始して

いる。 

2） 有害プランクトン研究（HAB 研究）では、赤潮藻類のノクティルカ

(Noctilua)にかかわる研究を東京大学とタイのチュラロンコン大学、

ピロディニウム（Pyrodinium）をフィリピンの BFAR（水産資源局）、コ

クロディニウム（Cochlodinium）を長崎大学、有毒藻類のシュードニ

ッチャ（Pseudo-Nitzschia）をベトナム海洋研究所、ニッチャ

（Nitzschia）を北里大学に構築し、それぞれの拠点のリーダーに１０

年間の研究成果を２０１０年度における報告会（ホリバコンフェレン

ス）において取りまとめてもらうこととなった。 
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3）上記有害藻類研究推進において若手研究者に論文発表などを指導してき

たが、なかでもノクティルカ(Noctilua)グループではチュラロンコン大学

の Rujinard Sriwoon さん、シュードニッチャ（Pseudo-Nitzschia）では

Leni Yap Dejeto さんが平成 21 年度までの研究成果で博士の学位を取得し

た。 
日本側参加者数  

２６ 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

（インドネシア）国（地域）側参加者数 

１１ 名 （１３－２（インドネシア）国側「参加研究者リスト」を参照）

（タイ    ）国（地域）側参加者数 

１7 名 （１３－３（タイ ）国側「参加研究者リスト」を参照） 

（マレーシア ）国（地域）側参加者数 

７ 名 （１３－４（マレーシア）国側「参加研究者リスト」を参照） 

（フィリピン ）国（地域）側参加者数 

１７ 名 （１３－５（フィリピン）国側「参加研究者リスト」を参照） 

（ベトナム  ）国（地域）側参加者数 

２７ 名 （１３－６（ベトナム ）国側「参加研究者リスト」を参照） 
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整理番号 R－３ 研究開始年度 平成 13 年度 研究終了年度 平成 22 年度 

研究課題名 （和文）東アジア・東南アジアの沿岸域における生物多様性の研究 

（英文）Biodiversity studies in the coastal waters of the eastern and 

the southeastern Asia 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）松浦 啓一・国立科学博物館標本資料センター・コレクションデ

ィレクター 

（英文）Keiichi Matsuura, Collection Director, National Museum of 

Nature and Science 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Suharsono, Director, Research and Develop Center for Oceanology 

(RDCO), LIPI 

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 

② 国内での交流  ２／５   人／人日 

２１年度の研究

交流活動及び成

果 

 

ハイフォンで開催されたセミナーでは、研究発表、情報交換を行い、各

グループ研究者が今後の活動方針を検討した。また、自然史と多様性研究

に関する拠点を、インドネシアについては LIPI、マレーシアについては

USM、タイについては PMBC、ベトナムについては NIOおよび IMER (Institute 

of Marine Environment and Resources)と RIMF (Research Institute for 

Marine Fisheries)、フィリピンについては UP Vesayas に構築することが

できた。さらに、プランクトングループではマレーシアでは UKM と UP、タ

イでは Burapha 大と PMBC、フィリピンでは UPVisayas、インドネシアでは

LIPI、ベトナムでは IMER を拠点とした調査・研究活動が活発に行われて 

いる。 

海草・海藻はタイ国ランタ島沿岸域での生物多様性保全と有用海藻資源

開発のための海藻植生調査を共同で実施した。また、タイにおいてワーク

ショップと野外調査をバンコク・カセサート大およびサムイ島で行った。

これらの活動を通じて、メンバー国およびタイ現地研究者の知識・技術の

向上が図られた。現在、メンバーのタイ・ブラファ大学チダラ・ノイラク

サ、同じくタイ・カセサート大学チャチャリー・キュスラリキの両名が、

目下学位申請の準備中である。また、タイ・カセサート大学からメンバー1

名（ナロングリ・ムアンマイ）が九州大学で 2009 年 9 月に修士課程を修了

した。さらに、ワークショップに参加した各国の若手研究者が活発に研究

を展開中である。 

ベントスはビツンにおいて、棘皮動物の分類ワークショップを開催した。

また、JSPS の本事業と連携している NaGISA 西部太平洋会議を東京で開催
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した。57 人が研究発表を行い、52 編が論文として投稿され平成 22 年中に

出版する。NaGISA プロジェクトとの協力のもと、２００６年・２００９年・

２０１０年に開催した国際会議において２００題以上の研究論文が発表さ

れ、そのうちのすぐれたもの２０論文以上が出版された。これらの論文の

大部分は現地の若手研究者が筆頭著者となっている。 

プランクトンはタイのシチャン島とチュラロンコン大学海洋センターに

おいて動物プランクトンの多様性に関するトレーニングコースを兼ねた現

地調査と試料分析を行った。また、ブラパー大学において動物プランクト

ンワークショップを開催し、フィリピンにおけるアキアミの生態、ベトナ

ムにおけるクラゲ類の分類のほか、タイにおける動物プランクトン研究の

現状等について 10 件の発表があった。本プロジェクトを通じてマレーシア

とフィリピンで６名が博士、10 名が修士の学位を取得した。また、延べ約

140 名が動物プランクトンの研究手法に関するトレーニングコースを修了

した。 

魚類はベトナムのドソンにおいて魚類分類ワークショップを開催すると

ともに、若手研究者に対する魚類分類のトレーニングを実施した。昨年度

に出版したアンダマン海（タイのインド洋側）の魚類に関するフィールド

ガイドの WEB 版を作成し、インターネット上に公開した。参加国で開催し

た分類学に関するトレーニングによって、若手研究者が研究能力を身につ

け、水産研究機関や大学において研究を発展させている。先進的な研究者

は魚類の新種論文を執筆し、フィールドガイド作成に参加するようになっ

た。 

日本側参加者数  

４６ 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

（インドネシア）国（地域）側参加者数 

１６ 名 （１３－２（インドネシア）国側「参加研究者リスト」を参照）

（タイ    ）国（地域）側参加者数 

２０ 名 （１３－３（タイ ）国側「参加研究者リスト」を参照） 

（マレーシア ）国（地域）側参加者数 

１６ 名 （１３－４（マレーシア）国側「参加研究者リスト」を参照） 

（フィリピン ）国（地域）側参加者数 

１３ 名 （１３－５（フィリピン）国側「参加研究者リスト」を参照） 

（ベトナム  ）国（地域）側参加者数 

３１ 名 （１３－６（ベトナム ）国側「参加研究者リスト」を参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 21

 

整理番号 R－４ 研究開始年度 平成１３年度 研究終了年度 平成２２年度 

研究課題名 （和文）有害化学物質による沿岸環境の汚染と生態影響に関する研究 

（英文）Pollution of hazaedous chemicals in the coastal marine 

environment and their ecological effect 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）宮崎 信之・東京大学海洋研究所海洋科学国際共同研究センター・教授 

（英文） Nobuyuki Miyazaki, Professor, Center for International 

Cooperation, Ocean Research Institute, The University of Tokyo 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Gullaya Wattayakorn, Associate Professor, Faculty of Science, 

Chulalongkorn University, Thailand 

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 

② 国内での交流  ０／０   人／人日 

２１年度の研究

交流活動及び成

果 

 

本年度は２回のワークショップを開催した。第一回は、2009 年 5 月 12-15

日にインドネシアのマナドで開催された世界海洋会議(World Ocean 

Conference)の海洋汚染のセッションで、本グループの研究者 12 名が本プ

ログラムに関係した研究内容を口頭発表した。会議後、ＰＯＭＥメンバー

だけによるワークショップを同じ会場で開き、現在の研究状況や今後の方

針について議論した。第二回は、2009 年 10 月 26-28 日にベトナムのハイ

フォンで開催された第４回の JSPS 多国間拠点プロジェクト「沿岸海洋学」

で、本グループの研究者 11 名が本プログラムに関係した研究内容を口頭発

表した。会議期間中に、ＰＯＭＥメンバーだけによるミーテイングを同じ

会場で開き、現在の研究状況や今後の方針について議論した。これらの 2

回の会議で発表した研究内容のうち成果がまとまっているものを、海洋研

究所が発行する Coastal Marine Science に投稿する予定になっている。 

平成21年5月に東京大学海洋研究所はプトラマレーシア大学と学術交流

協定を締結した。この協定は課題４における活発な共同研究や留学生の受

け入れから発展したものであり、両者間の研究交流は今後さらに活発にな

ることが期待される。 

 本研究プロジェクトの一人であるシュワイズワン氏（プトラ・マレーシ

ア大学）は、2010 年３月に東京大学から博士号（環境学）を取得予定であ

る。この他にも、ベトナム、インドネシアなどの若手研究者がこのプログ

ラムに参加し、活発に研究活動を展開し、優れた研究論文を発表している。
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日本側参加者数  

３２ 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

（インドネシア）国（地域）側参加者数 

１１ 名 （１３－２（インドネシア）国側「参加研究者リスト」を参照）

（タイ    ）国（地域）側参加者数 

１６ 名 （１３－３（タイ ）国側「参加研究者リスト」を参照） 

（マレーシア ）国（地域）側参加者数 

７ 名 （１３－４（マレーシア）国側「参加研究者リスト」を参照） 

（フィリピン ）国（地域）側参加者数 

１１ 名 （１３－５（フィリピン）国側「参加研究者リスト」を参照） 

（ベトナム  ）国（地域）側参加者数 

１３ 名 （１３－６（ベトナム ）国側「参加研究者リスト」を参照） 
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１０－２ 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）第４回日本学術振興会拠点大学プログラム「沿岸海洋学」

セミナー 

（英文）The fourth Seminar of JSPS Multilateral Core University 

Program “Coastal Marine Science” 

開催時期 平成 21年 10月 26日 ～ 平成 21年 10月 28 日  （3

日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文） 

ベトナム社会主義共和国、ハイフォン、コンベンションセンター 

（英文）Vietnam, Haiphong, Convention Center 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）東京大学海洋研究所・教授・宮崎 信之 

（英文）Nobuyuki Miyazaki, 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) 

Tran Duc Than  

Institute of Marine Environment and Resources・Director  

参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
(ベトナム社会主義共和国) 

 
日本 

<人／人日> 

A. 24 / 156
B.  

C. 3 / 18
 
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ(LIPI) 

<人／人日> 

A. 11 / 68
B.
C.

 
タイ(NRCT) 

<人／人日> 

A. 9 / 43
B.
C.

ﾏﾚｰｼｱ(VCC) 
<人／人日> 

A. 12 / 69
B.
C.

 
ﾌｨﾘﾋﾟﾝ(DOST) 

<人／人日> 

A. 9/50
B.
C.

 
ﾍﾞﾄﾅﾑ(VAST) 

<人／人日> 

A.
B.
C. 29/87

 
合計 

A. 65 / 386  
B.
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<人／人日> C. 32 / 105
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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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  

セミナー開催の目的 本セミナーでは、４つの研究課題（１．海水と栄養塩の循環、２．

有害微細藻類、３．生物多様性、４．海洋汚染とその生態影響）を

実施している主要な研究者を招聘し、沿岸海洋研究に関する最新の

情報交換、研究成果の発表、および今後の研究計画について議論す

ると同時に、ベトナムの若手研究者にも参加してもらい、若手研究

者の育成についても積極的に貢献することを目的とした。 

また、インドネシア、タイ、マレーシア、フィリピン、ベトナム

のナショナルコーデイネータのみならず、本プログラムに関係する

プロジェクトリーダーやグループリーダーを招聘し、第９回ナショ

ナルコーデイネータ会議を開催し、各国のナショナルコーデイネー

タからの各国のメンバーの活動内容の報告、ならびにメンバーの活

動内容の報告を受け、これまでの研究の総括と今後の共同研究の具

体的な企画案について議論することを目的した。 
セミナーの成果 セミナーでは、この JSPS のプログラムのなかで実施されている

４つのプロジェクトのそれぞれの研究内容が全体で 77 課題（口頭

発表：56 課題、ポスター発表：21 課題）紹介されただけでなく、

プロジェクト間の研究課題の連携を目的とした情報交換をするこ

とにも重点を置いた意見交換もなされた。また、平成 22 年度が本

プログラムの最終年度にあたることから、本セミナーでは、本プロ

グラムの最終報告書の作成に関する作業行程と具体的な活動計画

の立案、若手研究者の交流プログラムに関する具体的な方策の立

案、ならびにこれまでの実績を生かした今後の共同研究の方策に関

する建設的な議論がなされた。特に、地球温暖化に対応する研究課

題として、サンゴ礁や海草群落の保全ならびに生物多様性の保護に

関する基礎的なデータを組織的に収集し、環境情報と関連付けたモ

デル化を試行し、総合的に対応することができるシステムの確立の

重要性が指摘され、研究プランが議論された。本セミナーで発表さ

れた優れた成果は「Coastal Marine Science」に掲載されることが

総会で同意された。 

本セミナーの共同主催国であるベトナム政府関係者から多くの

支援を得ることができ、実りあるセミナーを開催することができ

た。また、ベトナム関係者から、今回のセミナーを通じて得られた

情報をもとに、JSPS と VAST の連携を強化し、本プログラム「沿

岸海洋学」を一層推進するための協力体制を整備するとともに、さ

らなる展開を目指した具体的な計画案が提示された。セミナーの主

催国からのこのような働きかけははじめてであり、本プログラムの

活動内容が関係国から高く評価されているだけでなく、本プログラ

ムのさらなる展開が大いに期待されていることを実感した。 
セミナーの運営組織 大会委員長：Tran Duc Thanh（資源研究所） 

日本側代表：宮崎 信之 （東京大学海洋研究所） 

実行委員 ：Nguyen Van Quan（資源研究所） 

      柳 哲雄（九州大学応用力学研究所）      

福代康夫（東京大学アジア生物資源環境研究センター）

松浦 啓一（国立科学博物館標本資料センター） 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 旅費・その他  
金額 １３，１４０，６５０ 円 

（ ベトナム ）国（地

域）側 
内容  会場･謝金･その他            

金額     ２，０００，０００ 円 
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１１．平成２１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  2,882,855  

外国旅費 30,770,505  

謝金    326,178  

備品・消耗品購入費  3,731,599  

その他経費  3,341,655  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

 1,767,208  

計 42,820,000  

委託手数料 4,282,000  

合  計 47,102,000  

 

 

 
 
 
 
１２．四半期毎の経費使用額及び交流実績 
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 経費使用額（円） 交流人数<人／人日> 

第１四半期 ７，１２３，４１４ ２７／２２５

第２四半期 ７，７０３，６２１ ２６／２９７

第３四半期 ２０，１１９，２１１ ９４／７００

第４四半期 ７，８７３，７５４ ２９／２０４

計 ４２，８２０，０００ １７６／１４２６

 


