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拠点大学交流事業 
平成２２年度 実施計画書 

 
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．採用年度 
 平成 13 年度（ 10 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 

  

   

附属国際連携研究センター  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 

 道 田   豊   西 田  周 平 

准 教 授 井 上  広 滋 

今 須  良 一 

朴    進 午 

  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  
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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 
  
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．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
課題１： 

１） 衛星高度計デ－タの新しい潮汐補正法を用いて、詳細な解析を行った結果、ベト

ナム中部沖合に夏季に風の吹き去る方向とは反対向きに流れる南下流が存在すること

が明らかになった。この南下流の存在を確認するための現地観測を計画中である。 

２） マレ－シアとインドネシア沿岸海域でサンゴ礁・マングロ－ブなどの生態系調査

を行い、その結果と衛星海色画像を対応させて、衛星海色画像から沿岸海域植生を推

定するアルゴリズムを確立した。このアルゴリズムと衛星海色画像を用いて、東南ア

ジア沿岸海域の植生マッピングが進行中である。 

３） 魚病の蔓延により放棄されたインドネシアジャワ州のエビ池を再生させるために、

現地を訪れ、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。この提案は中央政
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府・地方政府関係者・現地漁業者に歓迎され、現在インドネシアＳａｔｏ－ｕｍｉ創

生事業が進行中である。 

４） タイランド湾奥で行った国際・学際観測結果を整理してデ－タセットとして、世

界に公開する作業を開始した。 

 
課題２： 
継続的に進められてきた共同研究と、各国で実施されたセミナーを通じて、各国の大学

や、海洋研究所、水産研究所などの多くの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、研究対象の多くがタイ湾や南

シナ海の海洋現象であることから、日本と相手国の 2 国間ではなく、そこに必ず 2 国以外

の研究者を交えて調査研究を実施する多国間共同研究の体制が構築された。これは東南ア

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

ってきた有害種の Cochlodinium と Heterocapsa 属の生態研究、広域に発生する赤潮種

Noctiluca scintillans で生理生態研究、有毒珪藻 Pseudo-nitzschia 属の種による記憶喪

失性貝毒に関する研究などに多くの新知見が得られたことに表れている。また、この間、

ベトナムの調査において共同研究の相手方であった中堅研究者 Dao Viet Ha さん、ベトナ

ム水産研究所の Nguyen Van Nguyen さん、さらに、フィリピン大学の Leni Yap Dejeto さ

んなどが東京大学で博士の学位を取得されたことも特記すべき成果で、若手研究者育成の

目標が着実に達成されていることの表れと考えられる。 

 
課題３： 
魚類グループはインドネシア、マレーシア、タイ、フィリピンおよびベトナムにおいて

ワークショップを開催し、研究発表を行って研究交流を促進してきた。また、ワークショ

ップでは若手研究者の分類学に関する能力向上のためにトレーニングを実施してきた。さ

らに、インドネシアのスラウェシ島、タイのリボン島とアンダマン海の浅海性魚類に関す

るフィールドガイドを出版した。また、ワークショップを通じて現地の魚類を採集し、分

類学的研究を進め、成果を学術誌に発表してきた。このように魚類グループは研究そのも

のや研究交流において成果を挙げるとともにフィールドガイドの出版を通じて研究者コミ

ュニティーと一般社会に研究成果を還元してきた。このように様々な面で多くの成果を挙

げており、当初の目標を十分に達成したと言える。 

プランクトングループはアジア海域の動物プランクトンの多様性に関する知見の整

備・拡充を目指した活動の結果、60 種を超える未記載種（うち約 50 種は新種として公

表）が発見された他、各国沿岸のサンゴ礁、マングローブ、河口域等における群集構造

と種の分布に関する定量的知見が得られた。また、一部の動物群については、遺伝子マ

ーカーを用いた解析により、種の遺伝的特性と系統関係についても解析を進めている。

これらの情報は逐次データベース（CMarZ-Asia Database）に登録・公表されている。さ

らに、過去 7 回の動物プランクトンの生態・分類に関するトレーニングコースを開催し、

延べ約 140 人の研究者、大学院生、環境関連技術者に対して講習を行った。これらの結

果、東南アジア沿岸は未知種の宝庫であるが、これらの種がしばしば量的にも無視でき

ないことから、生物多様性研究の基盤としての分類学的知見の充実と研究者の育成が急
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務であること、また、生態系の健康度の指標として動物プランクトンの種多様性を適用

するためにも、定量的知見の一層の充実が必要であることを再認識した。 

ベントスグループはインドネシア、マレーシア、タイ、フィリピンおよびベトナムにお

いてワークショップを開催し、研究発表を行って研究交流を促進してきた。また、ワーク

ショップでは若手研究者の分類学に関する能力向上のためにトレーニングを実施してきた。

さらに、インドネシアのヤドカリ、マレーシアの棘皮動物に関するフィールドガイドを出

版した。また、ワークショップを通じて現地のベントスを採集し、分類学的・生態学的研

究を進め、成果を学術誌に発表してきた。また、NaGISA プロジェクトと協働して、国際会

議を開催し、成果を発表しあうとともに論文集を発刊してきた。このようにベントスグル

ープは研究そのものや研究交流において成果を挙げるとともに多様な出版物を通じて研究

者コミュニティーと一般社会に研究成果を還元してきた。このように様々な面で多くの成

果を挙げており、当初の目標を十分に達成したと言える。 

海藻・海草グループではこれまで若手研究者の育成のため、海藻・海草類の生態学およ

び分類学に関する方法論、基礎的知識、実際の手法を指導することを主眼に、各メンバー

国においてワークショップを開催してきた。メンバー国間での温度差はあるが、ようやく

若手が育ってきており、分類に関しては、前年度は初めてよりレベルアップしたワークシ

ョップが開催できた。また生態においても、水中ビデオによる植生観察手法を用いた本格

的現場調査を行うことができた。これまでの成果の蓄積を、特に昨年度の成果を主体に、

今年度はフィールドガイドなどの形の出版物としてとりまとめる準備が整った。 

 

課題４： 

本研究課題では、インドネシア、タイ、フィリピン、マレーシア、ベトナム各地の環境

汚染の実態と動態の解明をめざして国際的な研究交流を行ってきた。ワークショップやセ

ミナーを通じての交流と、共同研究を通じての交流の両面から行い、前者については、交

流事業全体のセミナーに加えて、上記 5カ国および日本において合計 17 回のワークショッ

プを開催し、最新の情報の交換や研究内容についての議論を行ってきた。後者については、

海洋環境の汚染が進んでいるタイ湾、マニラ湾、ジャカルタ湾などをフィールド研究拠点

として選択し、共同研究を実施してきた。ワークショップで構想を練って共同研究を実施

し、その結果をワークショップで検討し、あらたな構想を練るというように、二つのアプ

ローチの効果的な循環により成果を積み上げており、国際的な学術雑誌に 200 編を超える

論文ならびに 4 冊の出版物を発表してきた。また、それぞれのワークショップやフィール

ド調査は、ホストカントリーが主体的に計画して実施し、地元の若手研究者にも公開して

人材育成にも貢献してきた。 

平成 21 年度には、インドネシアのマナドで開催された World Ocean Conference の Marine 

Pollution のセッションで研究成果を発表するとともに、本研究課題のワークショップを

公開形式で開催した。この会議に発表した研究内容は、東京大学海洋研究所が発行する

Coastal Marine Science 誌に掲載される。また、ベトナムのハイフォンで開催された本交

流事業の第４回のセミナーに参加し、活動内容の紹介や、研究課題を超えた新しい研究の

展開についての論議を行った。 

一方、沿岸域における環境調査研究を継続して実施し、底質試料や生物標本に存在する
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有機塩素系化合物、有機スズ化合物、重金属類の分析を行った。また、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のために、東京大学海洋研究

所とプトラマレーシア大学との間に学術交流協定を結び、プトラマレーシア大学に拠点と

なる施設を構築中である。さらに、ベトナムおよびマレーシアから合計３人の若手研究者

が東京大学大学院農学系研究科および新領域研究科の博士課程に在籍し、海洋研究所を拠

点として研究を実施してきたが、うちマレーシアの研究者 1名は平成 21 年度に博士号を取

得した。 

 
 
７．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

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
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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

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調査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。 
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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。 
 
 
８．平成２２年度研究交流計画概要 
８－１ 共同研究 

課題１： 

1. 衛星高度計デ－タの新しい潮汐補正法を用いて、詳細な解析を行った結果、ベトナム中

部沖合に夏季に風の吹き去る方向とは反対向きに流れる南下流が存在することが明ら

かになった。この南下流の存在を確認するための現地観測を２０１０年７月に実施する

ために、教授・准教授・院生を日本から１週間派遣する。 

2. マレ－シアとインドネシア沿岸海域でサンゴ礁・マングロ－ブなどの生態系調査を行い、

その結果と衛星海色画像を対応させて、衛星海色画像から沿岸海域植生を推定するアル

ゴリズムを確立した。このアルゴリズムと衛星海色画像を用いて、東南アジア沿岸海域

の植生マッピングが進行中である。そのマッピングの現地対応調査を行うために准教

授・院生をマレ－シアとインドネシアにそれぞれ１週間派遣予定である。 

3. 魚病の蔓延により放棄されたインドネシアジャワ州のエビ池を再生させるために、現地

を訪れ、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。この提案は中央政府・地方

政府関係者・現地漁業者に歓迎され、現在インドネシアＳａｔｏ－ｕｍｉ創生事業が進

行中である。この事業に助言を与えるために、２０１０年８月に１週間、教授をインド

ネシアに派遣予定である。 

4. タイランド湾奥で行った国際・学際観測結果を整理してデ－タセットとして、世界に公

開する作業を開始した。この作業を完成させるために、２０１０年８月に１週間、教授・

研究員を派遣予定である。 

5. 2010 年１１月東京で開催する JSPS 総括集会にインドネシア・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予定である。 
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課題２： 
多国間交流事業の最終年度であることを意識し、特に 10 月下旬に東京で行われるセミナー

を考慮して、年度前半に多く共同研究を実施するように計画する。その重点課題として次

の 3 点に力を注ぐようにする。 
１． HAB 生物の広域化：有毒・有害種の渦鞭毛藻 Cochlodinium, Heterocapsa, 

Noctiluca や珪藻 Pseudo-nitzschia の分布と発生様態の調査研究を進める。また、有

毒・有害種の写真集をまとめるようにする。 
２． 沿岸域の環境変化：富栄養化などの環境変化を様態を把握し、それに伴う発生種

の生理生態の変化を調べる。 
３． 海産食品保全：記憶喪失性貝毒と、フィリピンで発生した海藻毒を中心に、毒の

原因生物と毒の同定を中心に、海産食品保全を考慮して研究を進める。 
また、10 月のセミナーに向けて、今まで 9 年間の研究成果の総括をし、今後の共同研究の

方向性を定めるワークショップを 8 月に開催するとともに、成果の印刷もするように編集

会議を 5月に行う。 

 

課題３： 
魚類グループでは琉球大学で 6 月下旬に魚類ワークショップを開催し、各国の研究者が

研究発表を行う予定である。このワークショップ発表に基づいて 10 月下旬のジョイントセ

ミナーで 10 年間の総括を発表する。 

プランクトングループは、６月にフィリピン大ビサヤ校でワークショップを開催し、

これまでの成果を総括および研究の現状に関する報告書を取りまとめる。本プロジェク

トの他の研究グループとの連携により、生物多様性研究におけるアジア諸国の連携の維

持・発展のための方針を策定する。 
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日本において国際会議を開催する予定である。この

会議ではベントスの多様性に関する研究発表・研究交流を行う。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。 10 月 26 日から日本で開催されるセミ

ナーにおいて各国の研究者が参加し 10年間の研究の総括や今後の研究交流について検討す

る。 
海藻・海草グループは８月中旬に鹿児島県で、生態・分類に関するに関するワークショ

ップを開催する予定である。また、１０月にはインドネシアでの生態に関するワークショ

ップを行い、成果発表を行うとともに、今後の研究についても検討する。 

 

課題４： 
1. 平成 22 年 10 月 21－25 日に日本国内においてワークショップを開催し、各メンバーが

本プログラム期間中の各自の研究内容を総括して発表する。 
2. その内容から課題 4 全体を総括としてとりまとめ、平成 22 年 10 月 26－29 日に柏で開

催されるセミナーにおいて報告する。また、個々のテーマのうち代表的なものを選び、

ポスターセッションによる発表を行う。これらをふまえて、課題 1-3 の研究者と、議論

を行う。 
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3. インドネシア、マレーシア、タイ等の沿岸での有害化学物質汚染調査試料の分析を実施

する。また、必要に応じて小規模な海底の底泥や生物試料の採取を行い、分析を行う。 
4. プトラマレーシア大学を拠点として、トランスジェニックメダカを用いた海洋環境モニ

タリングを各地で試みる。 
5. 交流期間に得られた成果を学術論文として公表するとともに、課題全体の成果をカンフ

ァレンスの成果報告書籍として出版する。 
 
 
８－２ セミナー 

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し、同時期に招

聘する IOC/WESTPAC 関係者、「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。 

 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

なし 
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９．平成２２年度研究交流計画総人数・人日数 
９－１ 相手国との交流計画 

 

 

※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流する人数・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 国内での交流計画 

37／209  <人／人日> 
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１０．平成２２年度研究交流計画状況 

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 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 

 

② 国内での交流  0/0    人／人日 

２２年度の研 

究交流活動計画 

1. 衛星高度計デ－タの新しい潮汐補正法を用いて、詳細な解析を行った

結果、ベトナム中部沖合に夏季に風の吹き去る方向とは反対向きに流

れる南下流が存在することが明らかになった。この南下流の存在を確

認するための現地観測を２０１０年７月に実施する。 

2. マレ－シアとインドネシア沿岸海域でサンゴ礁・マングロ－ブなどの

生態系調査を行い、その結果と衛星海色画像を対応させて、衛星海色

画像から沿岸海域植生を推定するアルゴリズムを確立した。このアル

ゴリズムと衛星海色画像を用いて、東南アジア沿岸海域の植生マッピ

ングが進行中である。そのマッピングの現地対応調査を行うために准

教授・院生をマレ－シアとインドネシアにそれぞれ１週間派遣予定で

ある。 

3. 魚病の蔓延により放棄されたインドネシアジャワ州のエビ池を再生さ

せるために、現地を訪れ、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－ｕ

ｍｉ創生計画を提案した。この提案は中央政府・地方政府関係者・現

地漁業者に歓迎され、現在インドネシアＳａｔｏ－ｕｍｉ創生事業が

進行中である。この事業に助言を与えるために、２０１０年８月に１

週間、教授をインドネシアに派遣予定である。 
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4. タイランド湾奥で行った国際・学際観測結果を整理してデ－タセット

として、世界に公開する作業を開始した。この作業を完成させるため

に、２０１０年８月に１週間、教授・研究員を派遣予定である。 

5. 2010 年１１月東京で開催する JSPS 総括集会にインドネシア・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予定である。

 

期待される研究

交流活動成果 

１．２０１０年７月に実施する南下流の存在を確認するための現地観測に

は教授・准教授・院生を日本から１週間派遣する。世界で初めての海

流が発見されることが期待される。 

２．東南アジア沿岸海域の植生マッピングの現地対応調査ではマッピング

手法確立が期待される。 

３．現在インドネシアＳａｔｏ－ｕｍｉ創生事業が進行中で、８月に１週

間、教授をインドネシアに派遣することによって、Sato－umi 創生が

期待される。 

４．タイランド湾奥で行った国際・学際観測結果を整理してデ－タセット

の世界公開が期待される。 

 

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 

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 

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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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 

 

② 国内での交流  0/0    人／人日 

２２年度の研 

究交流活動計画 

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で

あ る 渦 鞭 毛 藻 Cochlodinium, Heterocapsa, Noctiluca や 珪 藻

Pseudo-nitzschia と、毒であるドーモイ酸やサキシトキシンを含む海産生

物を、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。 
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

研究を総括して 10 月に東京で開催されるセミナーに繋げるワークショッ

プを 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 名の研究

者を招へいして開催する。また、成果の印刷公表も論文だけでなく、有害

プランクトン同定マニュアルのようなものを印刷配布して、研究標準化の

資料とするようにする。 

期待される研究

交流活動成果 

１．渦鞭毛藻や珪藻、毒を含む海産生物の細密分析により、これら有害生

物やそれによる問題の広域化の実態がより明確になり、各国でも共通した

研究と、それに基づく対策が取られるようになる。 
 
２．ワークショップやセミナーにおいて、R-2 の課題で得た共同研究成果

を各国が共有することができ、今後の共同研究体制構築に大きな核ができ

るものと思われる。 

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）
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（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 

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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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 

② 国内での交流  11/71    人／人日 

２２年度の研 

究交流活動計

画 

魚類ワークショップを琉球大学で 6月下旬に開催し、各国の研究者が研究

発表を行う。インドネシア、マレーシア、タイ、ベトナムの研究者は魚類研

究史と現状を報告し、東南アジア地域における魚類多様性研究の歴史と現状

を総括し、今後の研究方向を展望をはかる。日本の研究者は琉球列島及び周

辺の魚類の分類に関する発表を行う。東南アジア地域における研究の参考と

なるように努める。 

プランクトングループはフィリピンでワークショップを開催し、これ

までの成果の総括、東南アジアにおける動物プランクトン研究の現状に

関する報告書を取りまとめる。本プロジェクトの他の研究グループとの

緊密な情報交換と論議を通じ、平成 23 年度以降の生物多様性研究におけ

るアジア諸国の連携の維持・発展のための方針を策定する。 
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。この会議ではベントスの多様性に関

する研究発表を行う。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
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研究交流の方向性を検討する。 
日本において、海藻・海草グループ全体でのワークショップを開催し、こ

れまでの成果をフィールドガイドに取りまとめるため、内容やレイアウトな

どの詳細な検討をおこなう。このフィールドガイドは、各メンバー国にとっ

て、沿岸域での生物多様性を保全するうえで、極めて有用なものとなること

が期待される。また。生態グループでは、新たな手法のによる生態調査を再

度実施する。 

期待される研

究交流活動成

果 

魚類グループでは、各外国の研究者は魚類研究史と現状の報告、および今

後の研究方向を展望し、日本の研究者は琉球列島及び周辺の魚類の分類研究

が東南アジア地域における研究の参考となるような研究成果を得ることを

期待している。 

プランクトングループは参加各国の協力のもとに、動物プランクトン

の多様性データベースをさらに拡充し、今後の研究に役立つデータ構築

を行う。 
ベントスグループが開催する名古屋大学においてベントスの多様性に関

する活発な研究交流が期待される。本活動によって、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。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

ることができる。 
海藻・海草グループはこれまでの成果をフィールドガイドに取りまとめ

る。また、生態グループでは生態調査手法の有効性をさらによく検証しうる

と期待される。 

 

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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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 

 

② 国内での交流   0/0   人／人日 

２２年度の研 

究交流活動計画 

日本で実施するセミナーおよびワークショップにおいて、研究発表とこ

れまでの研究の総括を行うとともに、交流事業終了後の研究の連携や発展

について議論する。これにより、全体の成果が明らかになり、プログラム

終了後の発展の基礎を作ることができる。また、これまでの研究を補完す

る研究調査を一部実施する。 

期待される研究

交流活動成果 

拠点大学交流事業の全期間を通して得ることができたデータをより総合

的な研究成果として完成する。 

日本側参加者数  

３０ 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 

１０ 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 

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 
―実施する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）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） International Conference "New Direction of Ocean 
Research in the Western Pacific" （ JSPS Core University 
Program） 

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）日本、柏市、東京大学柏キャンパス、大気海洋研究所 
（英文）Japan, Kashiwa, The University of Tokyo, Kashiwa 
Campus, Atmosphere and Ocean Research Institute 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）植松光夫・東大大気海洋研・教授 
（英文）Mitsuo Uematsu, the University of Tokyo, Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外での開催の場合) 

 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（   日本   ） 

日本 
<人／人日> 

A. 26/138 
B. 10/40 
C. 10/40 

インドネシア 

<人／人日> 

A. 14/86 
B.  
C.  

タイ 

<人／人日> 

A. 9/54 
B.  
C.  

フィリピン 
<人／人日> 

A. 8/48 
B.  
C.  

ベトナム 

<人／人日> 

A. 8/50 

B.  

C.  

マレーシア A. 14/79 
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<人／人日>  
 

B.  

C.  

合計 
<人／人日> 

A. 79/455 

B. 10/40 

C. 10/40 
 
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。） 
 
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  2001 年以来、インドネシア、タイ、マレーシア、フィリピン、

ベトナムの東アジア５カ国と日本学術振興会の拠点大学事業によ

る「沿岸海洋学」プログラムが 2010 年度で終了する。西部太平

洋域での物質循環、有害藻類、生物多様性、海洋汚染物質の課題

に取組んで来た成果がこの会議で発表され、単行本として取り纏

められる。また参加各国の若手研究者を育て、350 名を越える研

究者間のネットワークを形成してきたが、今後の連携関係をより

密に保ち、相互理解が進み、将来の共同研究や連携研究などの提

案がこの会議を通して具体化される。 
 2010 年は IOC 創立 50 周年にあたり、IOC/WESTPAC の主要

メンバーを招聘することにより、「沿岸海洋学」メンバー以外の各

政府代表者（中国、韓国、ロシアなど）も含め、日本の「沿岸海

洋学」プログラムの成果の評価を受ける。将来の西部太平洋域に

おける海洋科学の現状把握とこれからの国際的協力体制を話し合

うことで、西部太平洋域の諸課題を解決する糸口を日本主導で見

つけることができる。 
 2010 年 4 月に「沿岸海洋学」プログラムの中心である海洋研究

所の柏キャンパス移転、気候システム研究センターとの統合によ

り共同利用・共同研究拠点として大気海洋研究所が新設されるが、

その存在をこの会議開催により国際的に認知される。 
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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

と概算額 

日本側 内容               金額 
国内旅費                 ２，７８３ 千円 

外国旅費                １０，４５５ 千円  

謝金                      １００ 千円  

備品・消耗品購入費            ２００ 千円  

その他経費                  ６００ 千円 

外国旅費・謝金にかかる消費税     ５２８ 千円  
（  ）国（地域）側 内容              金額 

（  ）国（地域）側 内容              金額 

 

 

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 

日本 

<人／人日>

 

<人／人日> 

 

<人／人日> 

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

    

 

<人／人日> 

    

 

<人／人日> 

    

合計 

<人／人日> 

    

②  国内での交流       人／人日 
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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 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

    

 

１１．平成２２年度経費使用見込み額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 ４，５１３,０００ 国内旅費、外国旅費の合計は、

研究交流経費の５０％以上で
あること。 外国旅費 ３２，３９２,０００

謝金 １００,０００  

備品・消耗品
購入費 

３，５９０,０００  

その他経費 ６００,０００  

外国旅費・謝
金に係る消
費税 

１，６２５,０００  

計 ４２，８２０，０００
研究交流経費配分額以内であ
ること 

委託手数料 ４，２８２，０００
研究交流経費の１０％を上限
とし、必要な額であること。 
また、消費税額は内額とする。

合  計 ４７，１０２，０００
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１２．四半期毎の経費使用見込み額及び交流計画 

 

 経費使用見込み額（円） 交流計画人数<人／人日> 

第１四半期 ４，９６４，１６０ １９／１１２ 

第２四半期 １３，４９５，１４０ ６３／４４６ 

第３四半期 ２３，８１６，５５０ １１９／７３１ 

第４四半期 ５４４，１５０ ２／１０ 

合計 ４２，８２０，０００ ２０３／１２９９ 

 


