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拠点大学交流事業 
平成２２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 

Atmosphere and 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・辺縁海の物質輸送過程に関する研究 

：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（ 10 年目） 
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４．実施体制 
４．実施組織 
日本側実施組織 
 
拠点大学：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）：東京大学大気海洋研究所・所長・西田 睦  
コーディネーター（所属部局・職・氏名）：東京大学大気海洋研究所・教授・西田 周平 
 
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  

西田 周平 

  

   

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 西 田  周 平  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 

    横 山     祐 典 

外国人客員教授等 ４名   安 田  一 郎 

国内客員教授等 1 名   大 竹  二 雄 

技 術 補 佐 員 ２名   佐 野  有 司 

事 務 補 佐 員 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）： 
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（英文）Faculty of Geoinformation Science and Engineering，Universiti Teknologi Malaysia・

Professor・Mohd Ibrahim Seeni Mohd 
  
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 13-21 年度の９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２２年度研究交流目標 

課題１：本年度は JSPS 拠点大学交流事業の最終年度として 2010 年１0月柏で開催される

JSPS 総括集会でインドネシア・マレ－シア・タイ・ベトナム・フィリピンから関係研究者

を招聘して、課題１の成果の総まとめを行う予定である。 

本課題では各国との共同研究により物質輸送過程に関する研究・分析を進めてくるとと

もに、インドネシア・マレ－シア・タイ・ベトナム・フィリピンの若手研究者の育成にも

重点をおき、各国における調査・研究では積極的に若手研究者に参加してもらってきた。

今年度は、これまでの研究調査で得たデータや観測分析を基に、東アジア・東南アジア沿

岸・緑辺海での物質輸送過程の解明を行う。また、マレーシアとインドネシア沿岸海域で
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は現地対応観測を重ねることにより東南アジア沿岸海域の植生マッピングを行い、本事業

で得た成果をさらに推進させる研究へと発展させる。 

なお、インドネシアジャワ州のエビ池を再生させるため、多種の魚・海藻・海草・ベン

トスを同じ池で養殖する多段栄養段階養殖を基本にしたインドネシアＳａｔｏ－ｕｍｉ創

生計画を提案したところ，この提案が中央政府・地方政府関係者・現地漁業者に受入れら

れた。インドネシア研究者や他の課題の研究者と交流を図りこの「インドネシアＳａｔｏ

－ｕｍｉ創生事業」の本格展開を図る予定である。 

 

課題２：平成２２年度は１０年間の研究交流の最終年度であるため、現場海域における研

究実施は最小限にとどめ、今までの研究を総括し、今後の共同研究の仕組みと方向性を確

認するためのワークショップを開催し、さらにその成果を 10 月に東京で開かれるセミナー

で公表して、他の分担課題と合わせた形で、研究の将来像を作るようにする。 
 具体的には、昨年度よりタイ及びベトナムの若手研究者を参加させ調査・分析させてい

た現場海域における研究において、タイあるいはベトナムで確認されている赤潮、貝類毒

化現象の原因生物と毒を、現地で採集し、東京大学において細密に分析する共同研究を実

施する。このような共同調査・分析・研究をつうじて、両国における若手研究者の知識と

技術の向上を図り、さらに、本事業終了後における研究体制の構築を図る。 
ワークショップは 8 月 2－3 日にバンコックのチュラロンコン大学に各国 2-4 名の生物と

化学系研究者を招へいし、今までこの交流事業によって得られた成果と、今後必要な重点

を置くべき研究を全員から発表してもらい、日本側からも課題代表者の福代はじめ数名の

研究者が、それらに呼応する形で、今後のありうべき研究像を発表して、討議する。この

成果は各国ごとにまとめ、10 月のセミナーで発表する。 
 有毒プランクトンを中心とした写真集を印刷公表する計画もあり、5 月にフィリピンから

研究者を招へいして、福代らと具体的相談をして、年度内印刷を目指す。 
 

課題３：魚類グループは東南アジア地域の魚類多様性研究を促進するため、琉球大学にお

いて 6 月下旬にワークショップを開催する。ワークショップではインドネシア、マレーシ

ア、タイ、ベトナムおよび日本における魚類の多様性に関する研究発表を行い、研究交流

に努める。また、マレーシアやベトナムにおける魚類フィールドガイド作成に関する打合

せを行う。さらに、10 月下旬のジョイントセミナーにおいて 10 年間の研究の総括を行い、

成果と課題を明らかにし、今後の研究交流の方向性を検討する。 

フィリピンにおいてワークショップを開催し、これまでの成果を総括するとともに、東

南アジアにおける動物プランクトン研究の現状と動物プランクトンの多様性に関する

総説を作成する。これらの情報は動物プランクトン多様性データベースに収容し公開す

る。さらに、本プロジェクトで構築した関係諸国の連携体制の維持・発展のための方策

を議論し、平成２３年度以降の活動方針を策定する。 
プランクトングループではフィリピンにおいてワークショップを開催し、これまでの



 7

成果を総括するとともに、東南アジアにおける動物プランクトン研究の現状と動物プラ

ンクトンの多様性に関する総説を作成する。これらの情報は動物プランクトン多様性デ

ータベースに収容し公開する。さらに、本プロジェクトで構築した関係諸国の連携体制

の維持・発展のための方策を議論し、平成２３年度以降の活動方針を策定する。 
ベントスグループは東南アジア地域のベントスに関する多様性研究を促進するため、

NaGISA 研究プロジェクトと協働して、名古屋大学において 10 月 23，24 日に国際会議を開

催する。この会議ではインドネシア、マレーシア、タイ、ベトナム、フィリピンおよび日

本におけるベントスの多様性に関する研究発表を行い、研究交流に努める。またこの会議

は、生物多様性条約のサイドイベントにも登録される予定である。さらに、10 月 26 日から

開催されるジョイントセミナーにおいて 10 年間の研究の総括を行い、成果と課題を明らか

にし、今後の研究交流の方向性を検討する。 

海藻グループは、本年度、8月に海藻・海草グループ全体でのワークショップを 8月に日

本で開催する。本ワークショップは、これまで蓄積した各メンバー国での成果を整理し、

フィールドガイドとして取り纏めるための準備のワークショップとする。各メンバー国に

は、データの整理を事前に充分に行なってもらい、本ワークショップにおいて実際の内容

について詳細な検討を行い、フィールドガイドの内容の充実を図る。また、海草生態グル

ープでは、9月ごろインドネシアにおいて、昨年タイでおこなったと同様の水中ビデオを用

いた調査を実施し、その有効性についてのさらなるデータの蓄積を図る。 

以上のように、本年度はこれまでの調査研究の区切りの年と位置づけ、その成果を公開

することにより、各メンバー国の今後の活動に貢献することを第一の目標とする。 

 

課題４：本事業の最終年度である本年度の目標は、主要メンバー各自が交流期間中に積み

重ねてきた研究成果を総括し、平成 22 年 10 月に日本での実施を予定している本研究課題

のワークショップで報告を行うとともに、本課題全体の成果を取りまとめて、同じく平成

22 年 10 月に日本で実施するセミナーで発表する。加えて、学術論文や書籍としての成果の

報告、出版を目指す。 
 また、これまでの研究調査で得た各地の海底の底泥や生物試料の分析を引き続き進めて

完了させるとともに、あと一歩前進させることでより大きな成果とすることができる可能

性がある研究内容や研究地域については、最終年度も調査活動を実施する。 
 さらに、研究課題を超えた新しい研究活動、例えば課題 1 との連携による汚染物質の移

動経路の推定や、課題 3 との連携による生態系の視点からの環境汚染の研究の展開を目指

す。また、昨年度プトラマレーシア大学との間で締結した研究協力協定を利用し、トラン

スジェニックメダカ技術や、バイオロギング技術などの新技術を利用してのマングローブ

生態系や干潟生態系研究をさらに展開するなど、本事業から萌芽した共同研究や新技術を

より発展させ、本交流事業の成果を新たな枠組みの研究へと発展させる基礎をつくる。 
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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 

課題１：インドネシアでは魚病により荒廃したエビ池の環境改善のため、日本側から提案

した多段階食物連鎖生物同時養殖の実験が行われ、テラピア・シバエビ・海藻・ナマコを

同時に養殖する池が水質は最良で生産性が最も高いという結果が得られ、実験をさらに継

続している。ベトナム中部で 1 週間の共同観測を行い、データの共有と海洋観測を実施す

るための基本的な手続き等を理解することができた。 

 

課題 2：前年から継続して 5カ国との協力体制を維持するため、5カ国の研究者と、麻痺性

貝毒、記憶喪失性貝毒の原因生物の生態と分類に関する共同研究を実施し、さらに共同研

究の最終年ということで、2010 年 8 月にタイのチュラロンコン大学で成果の検討と、多国

間交流事業が終了した後の共同研究実施方針について検討した。これらの成果に基づき、

東京で 11月に行われた国際シンポジウムにおいて今後の二国間交流の枠の中における多国

間共同研究の実施方法の検討に参加した。そこでは来年度以降、データの交換や共同解析、

あるいは IOC の Asia GEOHAB のような枠組みをより発展させて国際共同研究を実施するこ

とも検討した。 

 

課題 3：【魚類・プランクトン】これまでの協力体制を堅持し、引き続き協力研究を実施し

た。【海藻・海草】参加国およびそのメンバー間での研究協力体制は強固に構築できている。

因みに、タイと日本のメンバーにより、日本学術振興会二国間交流事業（共同研究）への

申請が行なわれている。【ベントス】ESABII and NaGISA Joint Conference in Commemoration 

of the CBD COP10, Nagoya 及び NaGISA Western Pacific Marine Biodiversity Conference

を 2010 年 10 月 23 日から 24 日にかけて名古屋大学の野依記念学術交流館にて実施した。

JSPS 拠点大学交流事業と並行して行われてきた NaGISA プロジェクトは 2010 年度が最終年

となるが、また、上記の会議において、インドネシア・フィリピン・マレーシア・タイ・

ベトナム各国の代表者（National Coordinator）とインフォーマルな話し合いの場を持ち、

研究協力体制の総括を行った。 

 

課題 4：交流事業を通じて育成した各国の海洋汚染研究のリーダーが中心となって、各国が

交流期間に得た成果のとりまとめを行った。作業には次世代を担う若手研究者も加わり、

交流ネットワークを強化した。次世代の研究者には、本交流期間中に日本に留学し、学位

を取得した若手研究者も含まれている。また、交流期間の後半に萌芽した、汚染物質に対

する生物の応答を調べる生物モニタリングの研究について、マレーシアのマングローブ域

をモデルとして、汚染物質の蓄積過程や、生物の分子応答や、行動への影響などを調べる

研究組織の基礎を構築しつつある。 
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７－２ 学術面の成果 

課題 1：Coastal Marine Science などに 5編の論文を発表した。 

課題 2：麻痺性毒に関しては、原因種の Pyrodinium bahamense のシストの分布と海底への

堆積様態を調べ、過去の発生との比較を行った。特に、同種の発生が知られているフィリ

ピンでは、数年発生がなくても、環境が増殖に適すようになれば再発生し、貝類の毒化と

食中毒事件を引き起こす可能性がシスト堆積量との関係で容易に推測され、実際にソルソ

ゴン湾ではこの現象が起きていた。 

 記憶喪失性貝毒に関しては、毒生産珪藻の Nitzschia navis-varingica と Pseudo 

-nitzschia spp.について分布や毒生産株の生理特性を調べた。ベトナム ニャフー湾の二

枚貝に蓄積する記憶喪貝毒原因珪藻については発生に季節性が大きいことが分かったが、

原因種を突き止めるまでには至らなかった。 

 沿岸域富栄養化と赤潮の関係については、タイ湾を中心に富栄養化の兆候が見られたが、

赤潮の発生件数が大きく増えている状況はなく、それよりも発生種が変わってきていると

いう結果が得られた。 

課題 3：【魚類】・マレーシア東岸の魚類フィールドガイド作成について論議し、著者を決定

し、来年度に出版することになった。【プランクトン】・インドネシア、マレーシア、タイ

における食用クラゲの漁業と生態について現地調査を行い、分布・食性・生活史に関する

知見を得た。・マレーシア東岸沖島嶼のアマモ場から Ceradocus 属および Victoriopisa 属

の端脚類を同国で初めて報告し２新種を記載した。・ミトコンドリア遺伝子の全塩基配列を

浮遊性ヤムシ類で初めて明らかにした。・タイ、マレーシアのサンゴ礁・アマモ場・マング

ローブ群集で現地調査を行い、プランクトン種の分子系統地理解析のための試料を得た。・

動物プランクトンの分布に関する定量的資料を電子化し、データベースに収容した。【海

藻・海草】学術面の成果としては、鹿児島でのワークショップにより、各国の研究状況の

詳細な情報が得られたこと、また現場で光合成量測定が可能な機材に関する技術指導が行

なわれ、その知識が共有され、今後の研究の進展に極めて有用と考えられた。 

【ベントス】野依記念学術交流館での会議において、事前登録された 20 カ国より 104 名が

参加し、51 人が口頭またはポスタープレゼンテーションを行った。NaGISA 西部太平洋海域

（インドネシア・フィリピン・マレーシア・タイ・ベトナム）からは、100 名を超える参加

希望者から Abstract が送付され、その内、52 編が論文として投稿された。これらの中から

特に優秀なものは、Publications of the Seto Marine Biological Laboratory に出版され

る。 

課題 4：各国のリーダーが中心となって、各国の交流期間全体の環境汚染研究の成果をレポ

ートとして取りまとめ、2010 年 10 月 26 日に東京大学大気海洋研究所において実施した

「POME Workshop 2010」において国ごとに報告するとともに、Coastal Marine Science 誌

に総説として投稿した。汚染の分析においても継続的に研究が進められている。また、生

物モデル・生物モニタリングの研究においても、主として若手研究者により、新たな研究

成果が生まれている。これらの成果は原著論文として投稿および出版されている。 
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７－３ 若手研究者養成 

課題 1：インドネシアの若手研究者１人の博士論文作成を指導している。 

課題 2：2010 年 12 月にベトナム海洋研究所において、10 名の参加者により海産有毒生物に

関する技術研修会、2011 年 3 月にはマレーシア大学サラワク校において、13 名の参加者に

より記憶喪失性貝毒生産浮遊珪藻の分類に関する技術研修会を実施し、東南アジア 5 カ国

を中心に中国の研究者も含め、各国の中心的若手研究者の育成を図った。 

課題 3：【魚類】琉球大学のワークショップに参加した大学院生や若手研究者に対して研究

指導を行った。【プランクトン】2004 年にトレーニングコースに参加し、その後の交流を通

じて優れた成果をあげているフィリピンの若手研究者を大気海洋研究所の研究生として受

け入れた（H23 年度から博士後期課程の学生として指導する予定）。【海藻・海草】若手研究

者養成のため、本年度のワークショップには、鹿児島大の大学院生、4年生にも参加しても

らった。4，5名の参加があり、彼らには極めて有益な機会であったと考えられる。【ベント

ス】名古屋の会議では、ポスター及び口頭発表の機会を設けた。また、COP10 のサイドイベ

ントに参加した国際的に実績のある研究者をプレゼンターとして招待し、若手研究者にハ

イレベルな生物多様性の研究を学ぶ機会にもなった。 

課題 4：本年度は、プトラマレーシア大学からの留学生 1 名（フェルダウス・ユスフ氏）、

ベトナム IMAR からの留学生１名（レ・クアン・ズン氏）が、東京大学新領域創成科学研究

科および東京大学農学生命科学研究科において、博士の学位をそれぞれ取得した。両名は

学位取得後すぐに出身機関において職を得ており、今後の共同研究の中核を担うことが期

待される。また、2010 年 10 月 27-30 日に東京大学で行われた JSPS-Horiba シンポジウムに

はインドネシア LIPI や、プトラマレーシア大学の若手科学者を招聘した。さらに、グルー

プ 4 の参加研究者が指導するプトラマレーシア大学の学部学生 7 人が、プトラマレーシア

大学の旅費サポートにより 2010 年 12 月に来日し、東京大学大気海洋研究所で 4 名、京都

大学農学研究科で 3名、それぞれ環境科学に関する研修を行った。 

 

７－４ 社会貢献 

課題 1：インドネシア沿岸海域の海面水温分布特性と近年の海面水温上昇率を定量的に明ら

かにして、水産業や沿岸環境管理の基礎資料としようとしている。 

課題 2：期間内には印刷発行に至らなかったが、食品安全確保の上で問題のある有毒生物と

その原因毒、ならびに有害赤潮の原因種とその発生機構に関する広報印刷物の編集会議を

タイのチュラロンコン大学、ベトナムの海洋研究所で行った。印刷物は 2012 年中には印刷

が完了する予定である。 

課題 3：【魚類】東南アジア海域の浅海性魚類のフィールドガイドを国立科学博物館の WEB

サイトに掲載し、研究者ばかりではなく、一般の人々や環境保全等の活動を進めている人

たちに魚類の分類学的情報や多様性に関する情報を提供した。【プランクトン】国際プロジ

ェクト Census of Marine Life (CoML) との連携により東南アジア海域の生物多様性に関す

る包括的知見を初めて提示し、この海域が世界で最も生物多様性の高い海域であることを
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示した。【海藻・海草】ベトナムでは、本プロジェクトの参加メンバーにより、海草群落の

再生が取り組まれており、これは一つの社会貢献と考えられる。【ベントス】名古屋の会で

は、事前登録された参加者に加え、名古屋大学の学生や COP10 サイドイベント関係者等が

当日参加した。 

課題 4： 2010 年 10 月 26 日に東京大学大気海洋研究所において開催した「POME Workshop 

2010」は、事前にウェッブ上で開催をアナウンスし、学生や一般聴衆も参加可能とし、東

京大学の留学生等が聴講した。 

 課題４のメンバーであるマリカール・プルデンテ教授（デラサール大学・フィリピン）、

ガラヤ・ワタヤコーン教授（チュラロンコン大学・タイ）、インネケ・ルメンガン教授（サ

ムラトランギ大学・インドネシア）、およびフィリピンのナショナルコーディネーターであ

るミゲル・フォルテス教授（フィリピン大学・フィリピン）は、2010 年 10 月 30 日神戸女

学院大学において “Environmental Problem in ASEAN Countries”という題目で講演を行

い、また、日本人学生や留学生との交流を行った。 

 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

課題 1：この 10 年間の活動成果をさらに発展させるために、今後もなんらかの予算措置を

確保する必要がある。 

課題 2：海洋生物資源とその環境に関しては、わが国のみならず、東南アジア各国も共通す

る問題が多く、地球環境変化によるサンゴ礁白化や生物多様性変化に伴い、有害赤潮の多

発化広域化と問題の多様化がみられるようになってきている。特に、3月の WESTPAC 科学シ

ンポジウムの際に行った、有害藻類の将来の研究課題に関するワークショップにおいては、

1.沿岸富栄養化と赤潮発生、2.有害微細藻類の広域化とその機構、3.有害微細藻類広域化

に伴う沿岸プランクトン組成変化、4.食品毒と原因生物、5.二枚貝への記憶喪失性貝毒の

蓄積機構、などが将来の重要課題として上げられた。今後はこれらの研究組織構築と研究

資金獲得が大きな課題である。 

課題 3：【魚類】・ベトナムの魚類フィールドガイドを作成することが必要であると参加者か

ら指摘があった。本事業が今年度で終了するため、今後どのように資金や人材を確保する

かが課題である。・東南アジア海域は魚類の多様性が世界で最も高い。このため、新種の発

見が多い。今後も分類学的研究を中心に本海域で魚類の多様性研究を進める必要があるが、

東南アジア各国には分類学者が不足しているため研究者養成のための支援が必要である。

【海藻・海草】この１０年間の活動成果をさらに発展させるために、今後もなんらかの予

算措置を確保する必要がある。【プランクトン】・生態系の健全性評価のため、プランクト

ン多様性に関する定量的データを一層拡充する必要がある。・他のプロジェクト、グループ

との連携によるサイトを特定した生態系の総合的調査が必要である。・若手の育成には今後

もトレーニングコースをはじめとする息の長い活動が必要である。【ベントス】ESABII and 

NaGISA Joint Conference in Commemoration of the CBD COP10, Nagoya 及び NaGISA Western 
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Pacific Marine Biodiversity Conference の成果は、評価すべきものであるが、NaGISA と

して唯一の活動であったために、1年を通じての継続した交流を深く保てなかったため、交

流の維持が今後の課題である。 

課題 4：環境汚染の研究は、継続的に実施することで一段と意義のあるものとなるが、本年

度で本交流事業は終了となる。従って、本交流事業により得られたネットワークを活用し

て研究を継続できる多国間交流型の研究支援が望まれる。 

 また、環境汚染の研究の基本技術は汚染物質の化学分析である。また、汚染物質を運ぶ

のは海流などの物理過程であり、さらに、汚染の影響を受ける主体は生態系を構成する生

物である。従って、海洋汚染の研究においても化学者、物理学者、生物学者が共同作業を

しやすい多角的な組織作りが望まれる。 

 

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   59  本 

   うち、相手国参加研究者との共著 24  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 16 本 

（※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入して下さい。） 

 
 
 
８．平成２２年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 

課題 1：インドネシアでは、ジャワ州北岸のエビ池で関係者と協議し、どのような養殖法が

持続可能な方法なのかについて議論した。また、ベトナムでは沿岸に沿って流れるジェッ

トの観測を実施した。タイにおいては共同研究成果について議論するとともに、今後の方

向性についても議論した。 

課題 2：共同研究においては、麻痺性毒原因種の Pyrodinium bahamense のシストの分布と

海底への堆積様態を調べ、過去の発生との比較を行った結果、同種が繰り返し発生する過

程でシストの関与が推測された。記憶喪失性貝毒に関しては、毒生産珪藻の Nitzschia 

navis-varingica と Pseudo-nitzschia spp.について分布や毒生産株の生理特性を調べた。

ベトナム ニャフー湾に発生する記憶喪貝毒原因珪藻については発生に季節性が大きいこ

とが分かったが、原因種を突き止めるまでには至らなかった。 

 今後の多国間共同研究のテーマや実施方法の検討も行った。テーマについては、１．沿

岸富栄養化と赤潮発生、２．有害微細藻類の広域化とその機構、３．有害微細藻類広域化

に伴う沿岸プランクトン組成変化、４．食品毒と原因生物、５．二枚貝への記憶喪失性貝

毒の蓄積機構、などが将来の重要課題として上げられた。また、実施方法に関しては、今

後データの交換や共同解析、あるいは IOC の Asia GEOHAB のような枠組みをより発展させ

て国際共同研究を実施することも検討した。 



 13

課題 3：【魚類】2010 年 6 月 20 日～22 日に琉球大学で魚類ワークショップを開催した。各

研究者が JSPS プロジェクトにおける魚類の多様性研究に関する発表を行い、グループリー

ダーの松浦が 10 年間の活動の総括を行った。また、参加者は今後の課題について検討を行

った。ワークショップには琉球大学の大学院生や若手研究者も参加して研究発表を行った。

JSPS プロジェクトの研究者は大学院生や若手研究者に対して指導・助言を行った。【プラン

クトン】7月 13 日〜15 日、フィリピンのフィリピン大学ビサヤ校（Iloilo 市）において動

物プランクトンワークショップを開催した。10 月 26 日〜29 日の堀場国際会議においてプ

ランクトングループの成果を総括し、10 件のポスター発表を行った。【海藻・海草】実施計

画にない共同研究として、平成 23 年 1 月、約一週間の日程で、タイと日本のメンバー6 名

によりタイ国アンダマン海北部のスリン島において、海藻類の植生調査が共同で行われた。

【ベントス】ベントスグループは東南アジア地域のベントスに関する多様性研究の促進の

ため、研究発表および研究交流を行った。生物多様性条約のサイドベントとして行った会

議ではインドネシア、マレーシア、タイ、ベトナム、フィリピンおよび日本におけるベン

トスの多様性に関する研究者たちが参加した。さらに、10 月 26 日から開催されるジョイン

トセミナーにおいて 10 年間の研究の総括を行い、成果と課題を明らかにし、今後の研究交

流の方向性を検討した。 

課題 4：2010 年 10 月 26 日に東京大学大気海洋研究所において「POME Workshop 2010」を

開催し、課題 4における 10 年間の研究成果および最新の研究成果についてメンバーが発表

を行い、研究交流成果のとりまとめについて議論するとともに、将来の研究の構想につい

て話し合った。 

 2010 年 10 月 27-30 日に開催された JSPS-Horiba シンポジウムでは、10 年間の成果をグ

ループリーダーからまとめて発表したほか、各メンバーがポスターセッションにおいて、

最新の研究成果を発表した。 

 2011 年 3 月 8-12 日には、グループリーダーがプトラマレーシア大学のアハマド・イスマ

イル教授を訪問し、最終的な成果の発表の方法について検討を行った。 
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 ８－２ セミナー 

平成 22 年 10 月 26 日（火）～同月 29 日（金）東京大学大気海洋研究所において「堀場国

際コンファレンス「西部太平洋域における海洋科学研究の新しい展開」−政府間海洋学委員

会西部太平洋域 50 年間活動と日本学術振興会拠点大学事業による「沿岸海洋学」の過去、

現在、そして未来−」を開催した。本会議では海洋科学研究を担う東アジア 5カ国の若手精

鋭研究者を招へいし、海洋科学に関する国際的協力体制や国際連携を日本主導で行った。

今後、参加者と連携をとりつつ日本の科学者が海洋科学分野を通じて国際交流を主導する。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

平成 23 年 3 月 1日、東京大学大気海洋研究所において「拡大プロジェクトリーダー会合」

を開催し、プロジェクトの成果について報告および総括するとともに今後の展望について

協議した。会合にはプロジェクトリーダー、協力研究者、事務担当者計 19 名が出席した。

プロジェクト全体の成果の概要と成果を総括した本の編集状況の報告に続き、今後、物理

過程、有害藻類、生物多様性、環境汚染という個別の課題を対象とした研究グループ間の

緊密な連携による生態系の統合研究と、これまでに得られた知見をデータベースとして統

合することの重要性が指摘され、今後これらの課題の解決に向けて活動を続けていくこと

とした。さらに、具体的活動の基盤として昨年申請し、採択が通知された日本学術振興会

のアジア研究教育拠点事業平成 23 年度の実施計画の詳細について検討した。 
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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 

 
 

※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 

３７ ／ ２０９<人／人日>  ３９ ／１４９<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 

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    ０/０   人／人日 

２２年度の研究

交流活動 

柳は 2011 年 2 月にインドネシアを訪問し、ジャワ州北岸のエビ池で現地業者、

ジャワ州政府担当者、 インドネシア応用技術庁担当者と協議し、どのような養

殖法が持続可能について議論した。その結果、柳の提唱する Satoumi 概念に 基

づいた、ゼロ汚染水排出・生物多様性実現をめざす、多栄養段階生物同時養殖

がジャワ北岸のエビ池再生に有効だと思われるので、エ ビ、エビ・テラピア、

エビ・テラピア・海藻、エビ・テラピア・海藻・ナマコという４種類の生物の

組み合わせによる養殖法を４つの池で 実験することになった。 

柳と森本は 2010 年 7 月にベトナムのダナンとクイニョンを訪問し、ベトナム沿

岸に沿って流れるジェットの 観測を目的とした漂流ブイ投入とCTD観測を実施

した。 

森本は 2011 年 3 月にタイを訪問 し、Gulf of Thailand と Upper Gulf での共同

研究成果について議論し、さらに今後の協力体制および共 同研究の方向性につ
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いて議論した。 

柳と小松はマレーシア工科大学の Ibrahim 教授を訪ね、彼が以前 Landasat を用

いて行なったマレーシア周辺の藻場・サンゴ礁マッ ピング研究成果に関する聞

き取りを行うとともに、ALOS を用いた新たな藻場・サンゴ礁マッピング計画を

小松が説明し、今後、Ibrahim 教授と小松准教授の共同研究により ALOS を用い

たマ レーシア周辺の藻場・サンゴ礁マッピング研究計画を立案した。 

研究交流活動成

果 

7 月にベトナムでの観測から、沿岸ジェットの構造を理解するとともに、漂流ブ

イデータを使うことで人工衛星データの精度向上を可能にした。また、小松の

論文が海外学術誌に掲載されるとともに、柳や海外の共同研究者と共同研究し

た結果の４論文が Coastal Marine Science に掲載された。 

日本側参加者数  

２１ 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 

１３ 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 

１４ 名 （１３－６（ベトナム ）国側「参加研究者リスト」を参照） 
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１０－１ 共同研究 

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 

２２年度の研究

交流活動 

麻痺性貝毒については、今までの共同現地調査で採集した試料を基に、その分析

と結果の解析を行った。一方記憶喪失性貝毒については、ベトナム沿岸における

原因種の発生量が少ないため、多数回の現地調査と試料解析を行った。 

 また、今までの成果の総括と今後の共同研究の課題と実施方法については、8

月にタイに各国の中心的研究者を集め、検討を行うとともに、11 月の国際シンポ

ジウムや 2011 年 3 月の WESTPAC 科学シンポジウムなどで、議論を重ねた。 

研究交流活動成

果 

共同研究においては、麻痺性毒原因種の Pyrodinium bahamense のシストの分布と

海底への堆積様態を調べ、過去の発生との比較を行った結果、同種が繰り返し発

生する過程でシストの関与が推測された。記憶喪失性貝毒に関しては、毒生産珪

藻の Nitzschia navis-varingica と Pseudo-nitzschia spp.について分布や毒生

産株の生理特性を調べた。ベトナム ニャフー湾に発生する記憶喪貝毒原因珪藻

については発生に季節性が大きいことが分かったが、原因種を突き止めるまでに

は至らなかった。 

 今後の研究課題と方法については、有害微細藻類の発生と富栄養化、有害藻類

の広域化と多様化、海産有毒生物の毒の探査などが重要課題として上げられ、今

後ともデータ交換や共同調査を継続することで参加者の意見が一致した。 



 19

日本側参加者数  

２４ 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 

８ 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 

２６ 名 （１３－６（ベトナム ）国側「参加研究者リスト」を参照） 
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１０－１ 共同研究 

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    ４/３１   人／人日 

２２年度の研究交

流活動 

【魚類】琉球大学において 10 年間の活動を総括するワークショップを開催し、

参加研究者が研究発表を行った。JSPS プロジェクトの参加者は日本から 5名、

インドネシアから 2名、タイから 1名、ベトナムから 2名、マレーシアから 2

名の計 12 名であった。【プランクトン】7月 13 日〜15 日、フィリピンのフィ

リピン大学ビサヤ校（Iloilo 市）において動物プランクトンワークショップ

には海外から 7名、フィリピン 2名、日本からの共同研究者 7名、計 16 名が

出席し、成果の総括、問題点の検討、およびプロジェクト終了後の研究協力の

展望について議論した。10 月 26 日〜29 日の堀場国際会議においてプランクト

ングループの成果を総括し、10 件のポスター発表を行った。【海藻・海草】8

月に鹿児島大において、最後のワークショップを開催した。その内容として、

各国の研究成果の報告、現場で光合成量を測定する器具の説明および使用方法

の実際、またマングローブの天然北限群落の観察等を行った。【ベントス】ベ

ントスグループは東南アジア地域のベントスに関する多様性研究を促進する

ため、NaGISA 研究プロジェクトと協働して、名古屋大学で、10 月 23，24 日に
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国際会議を開催した。また、10 月 26 日から東大柏キャンパスで開催された堀

場国際会議においては、インドネシア、マレーシア、タイ、ベトナム、フィリ

ピンの各国から研究者が参加し 10 年間の研究の総括を行い、成果と課題を明

らかにした。 

研究交流活動成果 【魚類】魚類の多様性研究に関する研究交流を前進させた。また、マレーシア

東岸の魚類フィールドガイドを来年度刊行予定である。【プランクトン】マレ

ーシア東岸沖島嶼のアマモ場から Ceradocus 属および Victoriopisa 属の端脚

類の２新種を報告するとともに、ミトコンドリア遺伝子の全塩基配列を浮遊性

ヤムシ類で初めて明らかにした。また、動物プランクトンの分布に関する定量

的資料を電子化し、データベースに収容した。【海藻・海草】：各国の成果の発

表は、本プロジェクトの最終報告書作成に大いに役立った。各国の研究の現状

を把握でき、今後の研究交流に大いに参考になった。また、新たな器具の使用

は、今後の新たな研究分野の開拓に役立つと考えられた。【ベントス】名古屋

の国際会議においては、20 カ国より 104 名が参加し、51 人が口頭またはポス

タープレゼンテーションを行った。NaGISA 西部太平洋海域（インドネシア・

フィリピン・マレーシア・タイ・ベトナム）からは、52 編が論文として投稿

された。堀場国際会議においては〈成果内容を記載〉。これらの活動によって、

今後の東南アジア海域の生物多様性に関する新たな知見が飛躍的に増加する

ことができた。また今後ますます重要度が増す生物多様性に関する国際共同研

究の基礎となる人的関係の構築に資することができた。 

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 

１９ 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） 
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１０－１ 共同研究 

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）井上広滋・東京大学大気海洋研究所・准教授 

（英文）Koji Inoue, Associate Professor, Atmosphere and 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   ２/７    人／人日 

２２年度の研究

交流活動 

2010 年 10 月 26 日に東京大学大気海洋研究所において「POME Workshop 2010」を実

施し、交流期間全体の成果や、最新の研究成果について、活発な議論を行った。ま

た、2010 年 10 月 27-30 日に大気海洋研究所で行われた JSPS-Horiba シンポジウム

の口頭発表およびポスターセッションにおいて、グループの成果について発表を行

い、グループを超えて討論がなされた。 

2010 年 10 月 30 日には、フィリピン、タイ、インドネシアの女性研究者が神戸女学

院大学で講演と交流を行った。一方、2010 年 12 月 1-14 日にはプトラマレーシア大

学の学生 7名が来日し、東京大学および京都大学で研修を行った。 

2011 年 3 月 8-12 日にはプトラマレーシア大学において、成果の取りまとめに関す

る打ち合わせを行った。 

研究交流活動成

果 

新たな研究成果は論文として、交流期間全体の成果は総説として取りまとめて投稿

を行い、一部は公開済み、一部は近日中に公開予定である。成果のとりまとめ作業

を若手研究者を交えて実施することにより、交流ネットワークを強化することがで

きた。 

また、プトラマレーシア大学およびベトナム科学技術院・海洋環境資源研究所から
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の留学生各１名（フェルダウス・ユスフ氏およびレ・クアン・ズン氏）が東京大学

において博士号を取得した。 

汚染物質の化学分析から発展して、マレーシアのマングローブ域をモデルとして、

汚染物質の蓄積過程、生物の分子応答、行動等を調べる研究へと展開した。 

日本側参加者数  

３１ 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 

９ 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 

１４ 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 

整理番号 S－1 
セミナー名 （和文）堀場国際コンファレンス「西部太平洋域における海洋科学

研究の新しい展開」（JSPS 拠点大学交流事業） 
（英文）"New Direction of Ocean Research in the Western Pacific" 

-Past, Present and Future of UNESCO/IOC/WESTPAC Activity for 50 

Years and the JSPS Project "Coastal Marine Science"- 
開催時期 平成 22 年 10 月 26 日 ～ 平成 22 年 10 月 29 日（4 日間）

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）東京大学大気海洋研究所（日本・柏） 
（ 英 文 ） Atmosphere and Ocean Research Institute, the 
University of Tokyo (Japan, Kashiwa) 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）植松光夫・東京大学大気海洋研・教授 
（英文）UEMATSU Mistuo, 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) 

 

参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（  東京 ） 

 
日本 

<人／人日> 

A. 23/97
B. 
C. 7/28

インドネシア 
<人／人日> 

A. 10/66
B. 1/10
C. 

タイ 
<人／人日> 

A. 7/45
B. 1/5
C. 

フィリピン 
<人／人日> 

A. 4/23
B. 3/22
C. 

ベトナム 
 

<人／人日> 

A. 7/42
B. 1/5
C. 1/5

マレーシア A. 15/95
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<人／人日> 

B. 1/7
C. 

合計 
 

<人／人日> 

A. 66/368
B. 7/49
C. 8/33

 
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 2010 年は、西部太平洋域の海洋研究で大きな成果をあげてきた、

「沿岸海洋学」プログラムの最終年度である。これまでの成果報告

と今後の研究展開を喫緊の課題として議論する。また、

UNESCO/IOC(政府間海洋学委員会)創立 50 周年を迎えることか

ら、これに協賛し、IOC/WESTPAC 関係者を招聘し、「沿岸海洋学」

の成果評価を通して、西部太平洋域での海洋科学に関する活動の現

状と将来の目標を定めることを目的とする。 
セミナーの成果 2010 年 10 月 26 日（火）から 29 日（金）にかけて、堀場国際会

議「西部太平洋域における海洋科学研究の新しい展開」を東大柏キ

ャンパスに新設された大気海洋研究所において開催した。また、ユ

ネスコ/政府間海洋学委員会が創立 50 周年を迎えることから、S.-K. 
BYUN 副議長や、同西太平洋域委員会 W. ZHU 事務局長など多く

の関係者も招聘し、10 年間にわたって東南アジア 5 カ国（インド

ネシア、タイ、フィリピン、マレーシア、ベトナム）の研究者、お

よびわが国の研究者と実施してきた西部太平洋域の海洋研究（日本

学術振興会拠点大学事業「沿岸海洋学」プロジェクト）の研究成果

報告と今後の研究展開を課題に議論する場とした。  
                               

文部科学省、日本学術振興会、日本海洋学会、東大海洋アライアン

ス、海洋研究開発機構から後援を頂き、本会議の最後に「沿岸海洋

学」に繋がる新たな国際共同研究をわが国から提案し、その実現に

向け関係各国が一致して取組む事が支持され閉会した。 
 

セミナーの運営組織 大気海洋研・教授・植松光夫（委員長・総括） 
大気海洋研・教授・道田 豊（IOC 関係） 
大気海洋研・教授・西田周平（JSPS 関係） 
農学部・教授・福代康夫（WESTPAC/JSPS 関係） 
大気海洋研・教授・新野 宏（所内対応） 
大気海洋研経理係・主査・桶谷 文紀（経理担当） 
大気海洋研国際交流係・係長・福田祐子（渉外担当） 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容  会議経費        金額 13,079,298 

（   ）国

（地域）側 
内容              金額 

（   ）国

（地域）側 
内容              金額 
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１０－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流）                  

②  国内での交流    10/14  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 

神戸女学院大学・人

間科学部・教授・張

野宏也 

東京大学大気海

洋 研 究 所 ・ 教

授・西田周平 

3/1 拠点大学交流事業１０年間の活動報告と

本事業を通した今後の共同研究体制及び

研究者育成の確認 

名古屋大学地球水循

環研究センター・教

授・石坂 丞二 

東京大学大気海

洋 研 究 所 ・ 教

授・西田周平 

3/1 拠点大学交流事業１０年間の活動報告と

本事業を通した今後の共同研究体制及び

研究者育成の確認 

名古屋大学地球水循

環研究センター・准

教授・森本 昭彦 

東京大学大気海

洋 研 究 所 ・ 教

授・西田周平 

3/1 拠点大学交流事業１０年間の活動報告と

本事業を通した今後の共同研究体制及び

研究者育成の確認 

九州大学応用力学研

究所・教授・柳哲雄 

東京大学大気海

洋 研 究 所 ・ 教

授・西田周平 

3/1 拠点大学交流事業１０年間の活動報告と

本事業を通した今後の共同研究体制及び

研究者育成の確認 

山形大学理学部生物

学科・准教授・岩滝

光儀 

東京大学大気海

洋 研 究 所 ・ 教

授・西田周平 

2/28-3/2 拠点大学交流事業１０年間の活動報告と

本事業を通した今後の共同研究体制及び

研究者育成の確認 

東海大学・講師・吉

川 尚 

東京大学大気海

洋 研 究 所 ・ 教

授・西田周平 

3/1 拠点大学交流事業１０年間の活動報告と

本事業を通した今後の共同研究体制及び

研究者育成の確認 

鹿児島大学総合研究

博物館・准教授・本

村浩之 

東京大学大気海

洋 研 究 所 ・ 教

授・西田周平 

3/1-3/2 拠点大学交流事業１０年間の活動報告と

本事業を通した今後の共同研究体制及び

研究者育成の確認 

北里大学・助教授・

林崎 健一 

東京大学大気海

洋 研 究 所 ・ 教

授・西田周平 

3/1-3/2 拠点大学交流事業１０年間の活動報告と

本事業を通した今後の共同研究体制及び

研究者育成の確認 

海洋政策研究財団・

主任研究員・宮崎信

之 

東京大学大気海

洋 研 究 所 ・ 教

授・西田周平 

3/1 拠点大学交流事業１０年間の活動報告と

本事業を通した今後の共同研究体制及び

研究者育成の確認 

北里大学・助教授・

林崎 健一 

東京大学大気海

洋 研 究 所 ・ 教

授・西田周平 

4/18 ３/３１日までに終了予定だった海藻・海

草グループの活動報告と今後の体制につ

いての報告（北里大学が震災のため、共同

研究体制を立て直す必要があったため） 
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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 3,165,075  

外国旅費 22,958,833  

謝金 163,750  

備品・消耗品購入費 10,023,964  

その他経費 3,164,449  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

  911,275  

計 40,387,346  

委託手数料 4,282,000  

合  計 44,669,346  

 
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 2,146,492 12/88 

第２四半期 9,322,008 39/258 

第３四半期 12,813,284 82/469 

第４四半期 16,105,562 26/103 

計 40,387,346 159/918 

 
 


