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(様式４) 

１． 基本データ  

【事業名称】 

事業名（和文は４０字以内。） 

（和文）熱帯域における生物資源の多様性保全のための国際教育プログラム 

 

（英文）International training program to protect diversity of bioresources in the tropical area.

 

 

【申請大学】 

大学名（和文）                              

鹿児島大学 
      (英文) Kagoshima University 

 

大学長氏名       吉田 浩己 

 

 

【申請専攻等】（申請大学内の研究科、附置研、研究センター、国際交流担当課等） 

大 学 名（和文）  

鹿児島大学 
  

（英文）  

Kagoshima University 
 

  

専攻等名（和文）  

理工学研究科生命環境科学専攻 
 

(英文) Graduate School of Science and Engineering, Department of Natural Science 
 

 

【申請大学内のその他の専攻等】（該当がある場合のみ記述してください。専攻等が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

 

専攻等名（和文） 連合農学研究科生物生産科学専攻 
 

(英文) United Graduate School of Agricultural Sciences, Science of Bioresource Production 
専攻等名（和文） 連合農学研究科農水圏資源環境科学 専攻 

(英文) United Graduate School of Agricultural Sciences, Resources and Environmental Sciences of 
Agriculture, Forestry and Fisheries 

専攻等名（和文） 理工学研究科システム情報科学専攻 

(英文) Graduate School of Science and Engineering, Department of System Information Science 
 

【申請大学以外の協力機関】（該当がある場合のみ記述してください。機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文）  

 

 

  

(英文)  

 

機関名 （和文）                            

 

 

（英文） 
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【海外パートナー機関】(機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文） 生物学研究センター   

(英文) The Research Center for Biology (RCB-LIPI) 

 

専攻等名（和文） 数理・自然科学部   

(英文) Faculty of Mathematics and Natural Sciences 

 

専攻等名（和文） 熱帯生物保全研究所 

ボルネオ海洋研究所 

  

(英文) Institute for Tropical Biology and Conservation 

Borneo Marine Research Institute 

 

専攻等名（和文） 海洋研究所   

(英文) Institute of Oceanography 

 

専攻等名（和文） 水産学部 

(英文) Faculty of Fisheries 

 

専攻等名（和文） 農業生物工学研究科 

(英文) Institute of Agricultural Technology 

 

 

 

機関名 （和文） 
 

インドネシア科学院(LIPI)      

（英文） The Indonesian Institute of Science 

機関名 （和文） インドネシア・アンダラス大学  

（英文）  Andalas University 

機関名 （和文） マレーシア・サバ大学 

（英文） University Malaysia Sabah (UMS) 

機関名 （和文） マレーシア・トレンガヌ大学             

（英文） University Malaysia Terengganu (UMT) 

機関名 （和文） タイ・カセサート大学          

（英文） Kasetsart University  

機関名 （和文） タイ・スラナリ工科大学          

（英文） Suranaree University of Technology 
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２．事業実施期間を通じた事業の目標と、そのうちの平成２１年度の事業目標達成状況 

 

１．若手研究者の育成：熱帯域の生物多様性を研究し、その保全に貢献できる人材を育成する。

生物を保全するためには、系統分類学の研究、その生理機能や生態の解明が必要であり、環

境の解析も欠かせない。また熱帯域でも人間の生活が深く入りこんでいるので栽培品種の多

様性の研究も必要となる。そして、国際的に生物の多様性を研究でき、持続共生を可能とす

る環境戦略を立案･推進する人材を育てることである。 

 

２．鹿児島大学と東南アジア地域の拠点大学機関とのネットワーク構築：パートナー機関と

は現在までもそれぞれに長い交流の歴史を持っているが、本事業により、一層の学術交流を

盛んにする。こちらから人を派遣するだけではなく、パートナー機関からの留学生も増加す

るだろう。ITP による片方向の交流だけではなく、相互の学術交流へと昇華し、将来ＡＳＥ

ＡＮ全体の環境保全に関するネットワーク構築できるような体制を構築する。 

 

３．鹿児島大学の当該分野の教育研究能力およびマネジメント能力の強化等：熱帯地域の陸

生と水生双方の生物多様性の総合的な教育研究拠点として、本大学の教育研究キャパシティ

を高める。同時に事務局スタッフの海外事業展開にかかるマネジメント能力の強化を図る。

またシンポジウムや出版活動などを通じて、熱帯地域の生物多様性の重要性に関する一般社

会での関心を高める。 

 

平成 21 年度の事業目標達成状況 

１．若手研究者の育成 
若手研究者 13 名を 2 ヶ月前後(30～71 日)派遣した。派遣前には熱帯の生物多様性を研究

するための基礎知識に関する講義、パートナー機関に関する説明、研究に関る相手国の法令

等の説明、海外での生活の心得、緊急時の対処方法などについて指導を行った。JSPS の若手

研究者交流支援事業-東アジア首脳会議参加国からの招へい－（平成 21 年度第 1回）でパー

トナー機関から 11 名を 1ヵ月招へいしたが、ITP 派遣予定者に招へい者のチューターとして

活動してもらい、事前に交流を深め現地事情を理解させた。派遣期間中は現地での生活、研

究の注意を指導教員が与えるほか、指導教員が帰国後にパートナー機関の研究者や職員との

共同で勉学ができる体制を作った。パートナー機関の研究者とセミナーを開催して互いの研

究内容について理解を深めるとともに、英語と現地の言葉によるコミュニケーション能力を

高めた。LIPI で開催した Workshop には 10 名の ITP 派遣学生が参加し、英語での発表のトレ

ーニングを受けた(参考資料１)。ただし地震が発生したためにアンダラス大への派遣を急き

ょ LIPI に変えたり期間を短縮したりした。サバ大での Workshop が開催できずに、サバ大派

遣学生にも LIPI へ行ってもらうなどの変更も必要となったが、ほぼ目的を達成できた。 

２．鹿児島大学と東南アジア地域の拠点大学機関とのネットワーク構築 
ITPと関連して JSPSの若手研究者交流支援事業（平成21年度第 1回）で 1ヵ月 11名、JASSO

の短期留学プログラム枠で半年 2名の若手研究者が鹿児島大学に来て交流を深めた。アンダ

ラス大学からは 8 月に副学長らが来学、3 月には学長が来学し、交流が一層深まってきた。

またマレーシアとも、新たにプトラ大学との大学間交流協定を結ぶことができた。さらに、

ボゴールにある LIPI での Workshop も契機となり、ボゴール農科大学との学術交流協定の締

結に向かいつつあり、ネットワーク構築に大いに役立った。 

３．鹿児島大学の当該分野の教育研究能力およびマネジメント能力の強化等 
LIP の Workshop には国際事業課と理工学研究科の職員も参加し、国際的な場における事務

能力向上に役立った。ITP の運営体制として運営委員会、評価委員会を適時に開催し、マネ

ジメント能力の強化に役立った。国内外への周知、学内の連絡強化のためには、ホームペー

ジを随時に更新した。以上、本年度に予定したレベルの能力強化ができた。 
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３．平成２１年度 年度事業実施概要 

 

１．若手研究者の育成： 
インドネシアの LIPI 生物学研究センター4名、アンダラス大 4名、マレーシアのサバ大学 4

名、タイのカセサート大 1 名の合計 13 名の若手研究者を各 2 ヶ月派遣した。ただし、アンダ

ラス大への 4 名の派遣は、ジャカルタに到着した 9 月 30 日にアンダラス大があるパダン地方

が地震に襲われ派遣不能と判断されたので、急きょ LIPI へ派遣先を変更した。4 名中 2 名は

LIPI で予定期間研究を行ったが、2名は適当な指導者や研究地が見いだせず 1ヵ月で一旦帰国

し、Workshop 時に再度 LIPI を訪問した。Workshop をサバ大と LIPI で開催する予定にしてい

たが、サバ大に関しては準備不足で実施できず、代わりにサバ大派遣学生の 2 名も LIPI に短

期間訪問させて合同 Workshop を開催した。 

1)派遣前の指導：熱帯の生物多様性を研究するための基礎知識に関する講義、パートナー

機関に関する説明、研究に関る相手国の法令等の説明、海外での生活の心得、緊急時

の対処方法などについて指導を行った。若手研究者交流支援事業（平成 21 年度第 1回）

で来学したパートナー機関の若手研究者との交流を通じて、現地での生活等について

理解を深めた。 

 2)派遣期間中：指導教員が同行している期間は、現地での生活、研究の注意を指導教員が

与えるほか、指導教員が帰国後にパートナー機関の研究者や職員との共同で勉学がで

きる体制を作った。パダンで起きた震災時の対応は、現地に派遣されていた指導教員

と大学本部が携帯電話等で緊密に連絡を取り合って、派遣先の変更･期間の短縮等の決

定をした。10 名の派遣学生は LIPI でのワークショップに参加し、パートナー機関の研

究者と互いの研究内容について理解を深めるとともに、英語によるコミュニケーショ

ン能力を高めた。 

3)派遣終了後：帰国後には、若手研究者交流支援事業（平成 21 年度第 2回）の招へい者、

大学の学長裁量経費による拠点形成支援事業費による招へい者らと合同で、

International Workshop を開催し、ITP 派遣学生には成果報告をさせて、英語による

発表能力をさらに高めた（参考資料２）。また日本生態学会などの大会で成果を４件発

表させ、2つの学術論文を出版し、数件の論文の準備をさせている。 

２．鹿児島大学と東南アジア地域の拠点大学機関とのネットワーク構築： 
 ITP と関連して JSPS の若手研究者交流支援事業（平成 21 年度第 1回）で 1ヵ月 11 名、

JASSO の短期留学プログラム枠で半年 2 名の若手研究者が鹿児島大学に来て交流を深めた。

アンダラス大学からは 8月に副学長らがアンダラス大学の予算で来学しダブルディグリ制度

などについて協議した。3 月には同学学長を鹿児島大学が招へいし議論を深めた。またマレ

ーシアとも、新たにプトラ大学との大学間交流協定を結ぶことができた。さらに、ボゴール

にある LIPI での Workshop も一つの契機としてボゴール農科大学との学術交流協定を協議し

ている他、JSPS のアジア科学技術コミュニティ形成戦略：機動的国際交流事業により“イン

ドネシアにおける生態分野のネットワーク形成とキャパシティビルディングのためのワー

クショップ”を鹿児島大学が中心となり平成 22 年 7 月に行うことになるなど、ネットワー

ク構築を進められた。 

３．鹿児島大学の当該分野の教育研究能力およびマネジメント能力の強化等： 
教育研究能力強化： 上記のように ITP による派遣だけではなく、JSPS の若手研究者交流

支援事業や JASSO の短期留学により双方向の教育研究の交流を行い、教育研究能力が高まっ

た。 

マネジメント能力強化：多くの派遣、招へいを滞りなく進めるために、随時運営委員会、

各種委員会を開催し、ITP の管理運営を行って、マネジメント能力の向上に努めた。また、

インドネシアでの LIPI と共同して開催するワークショップには事務職員２名を派遣して円

滑な運営に寄与させ、海外交流における事務処理能力の向上を図った。 

 



    若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム(ITP)       
平成２１年度 実施報告書 

（平成２１年度） 

5 

４．平成２１年度の具体的成果 

４－１．若手研究者育成に対する組織的取り組み状況 

 事務局は国際事業課を中心として理学部の事務局も協力して、サポート体制を構築してきた。教

員は ITP の運営員会を中心として、若手研究者の育成に組織的に取り組んできた。評価委員会

は年度末に開かれ、事業の進行状況を検討し、また今年度は中間評価を受けたので、その内容

に基づき今後どのように進めるべきかの検討を行った。 

 国内での若手研究者の育成に当たるために、若手研究者交流支援事業にも、派遣予定の若手

研究者を積極的に参加させて、海外の研究者との交流を深める体制を作りだした。 

 
４－２．海外パートナー機関との協力体制構築状況 

 

LIPI 生物学研究センター：本年度は 4 名の若手研究者と 2 名の指導教員を派遣する予定であった

が、アンダラス大が震災に襲われたので、アンダラスに派遣予定であった若手研究者と指導教員

も受け入れてもらった。11 月には Workshop を開催したが、LIPI に本部があるインドネシア生態学

会の会議と合同で行うこととして、精力的に協力してくれた。Workshop には教員 3 名、職員 2 名が

参加した。JSPSのアジア科学技術コミュニティ形成戦略によるWorkshop開催もLIPIが中心

となって運営にあたってくれる。 

 

アンダラス大学：本年度は４名の若手研究者と 2 名の指導教員を派遣する予定であったが、震災の

ために中止になってしまった。しかし、去年の 8 月に副学長、今年の 3 月には学長が来学され、最

も熱心に協力体制を構築しようとしている。同学からは JASSO の予算で大学院生２名を半年間、

JSPS の若手研究者交流支援事業（平成 21 年度第 1 回）で 1 ヵ月間 2 名を、鹿児島大学に招へ

いし交流を深めた。 

 

サバ大学：4 名の若手研究者と１名の指導教員を派遣し、研究と教育交流をはかった。他に科研費

による調査でも交流を進めた。若手研究者交流支援事業（平成 21 年度第 1 回）では 2 名の若手

研究者が来学した。ただ、準備不足で予定していた Workshop を開催できなかったが、2 名がイン

ドネシアで開催した Workshop に参加した。 

 

トレンガヌ大学：今年は、ITP で派遣することがなかったが、若手研究者交流支援事業（平成 21 年

度第 1回）で 1 名来学したほか、１２月７日～１４日に JASSO との共催で「国際大学交流セミナー･

開発に伴う海洋環境の変化について検証と考察－日本とマレーシアにおける海洋環境問題を通

して－」を行い、トレンガヌ大から教員３名、学生１０名を招へいした。 

 

カセサート大学：昨年度に大学間交流協定を締結したカセサートには 1 名を派遣し、若手研究

者交流支援事業（平成 21 年度第 1回）で大学院生２名、本村の科研費で教員 1名を招へい

し研究内容を深めた。 

スラナリ工科大学：今年度に交流協定を締結したスラナリ工科大学にはまだ派遣していない

が、若手研究者交流支援事業（平成 21 年度第 1回）で 2名を招へいした。 
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４－３．学術面の成果及び成果の発表状況 

（本事業の一環として発表したもの、又は発表予定のものを記入してください。なお、印刷物がある場合

は一部添付してください。） 

学会発表 

1) 2009 年 5 月 榎木健太郎，桐野正人，清原貞夫，向井幸則. 第 62 回日本動物学会九州支部会

（宮崎）（A-18）、アフリカンキャットフィッシュの側線系の一次中枢について 
2) 2009 年 5 月 河野百合子、Setijo Rahajoe Joeni、児玉谷仁、冨安卓滋. 第 70 回分析化学討論

会 A1015 インドネシア西ジャワ州ボゴールにおける小規模金採掘活動に伴う大気中水銀の拡

散 －着生シダ植物中の水銀濃度による評価ー 
3) 2010 年 3 月 濱田肇次、米田健、奥田敏統. 第 57 回日本生態学会（東京） (P3-171) 東南アジ

ア熱帯雨林における林冠木の健全度評価  
4) 2010 年 3 月 福田拓也, 鈴木英治,Desy Ekawati. 第 57 回日本生態学会（東京）(P3-237) 熱帯

外来樹種 Calliandra calothyrsus が侵入したハリムン・サラック山国立公園の自然植生再生実験

5) 2010 年 4 月 日髙謙太、舘野隆之輔 鈴木英治 Laode Alhamd,Joeni Setijo Rahajoe、
Herwint Simbolon Desy Ekawati. 日本森林学会（筑波）Pb2-05 火山灰土壌に成立する発達

段階の異なる熱帯雨林における樹木の窒素・リン利用の変化  
6) 2010 年 5 月 河野百合子、Joeni Setio Rahajioe、Nurul Hidayati、児玉谷仁、神崎亮、冨安卓滋. 

第 71 回分析化学討論会（島根）A1015 インドネシアジャワ島西部の小規模金採掘地域における

シマオオタニワタリを用いた大気中水銀のバイオモニタリング 
 

学術論文 (参考資料３) 

1) 2009.  中村京平. アリに寄生するセンチュウ.   昆虫と自然 44(4):30-32. 
2) 2009. 荻原豪太・出羽慎一・本村浩之.鹿児島湾から採集されたスズメダイ科クマノミ属の外来種

Amphiprion melanopus.  日本生物地理学会会報  64.197-204.  
3) 2009. Motomura,H., Y. Sakurai, H. Senou & Hsuan-Ching H. Morphological comparisons 

of the Indo-West Pacific scorpionfish, Parascorpaena aurita, with a closely related species, 
P. picta, with first records of P. aurita from East Asia (Scorpaeniformes: Scorpaenidae). 
Zootaxa 2191:41-57.  

4) 2009．岩坪洸樹・伊東正英・中尾和成・目黒昌利・松沼瑞樹・本村浩之．南九州から得られたカ

イユウセンニンフグ Lagocephalus suezensis（フグ科：サバフグ属）．生物地理学会会報，64: 21-27.
5) 2010．Lim, P. K. A., H. Motomura and A. C. Gambang. Polydactylus luparensis, a new speciesof 

threadfin (Perciformes: Polynemidae) from the Batang Lupar River, Sarawak, Borneo. Zootaxa, 
2405: 63-68. 

６） 2010．荻原豪太・吉田朋弘・伊東正英・山下真弘・桜井 雄・本村浩之．鹿児島県笠沙沖から得

られたカンムリブダイ Bolbometopon muricatum （ベラ亜目：ブダイ科）の記録． Nature of 
Kagoshima, 36: in press. 

４－４．今後の課題・問題点 

本年度は、インドネシア、マレーシアの2か所でWorkshopを開催する予定にしていたが、インドネシ

アだけでしかできなかった。マレーシア側の準備も不足であったこと、派遣学生の調査許可取得の遅

れのために派遣が遅れたこと、日本側も JSPS 予算の若手研究者交流支援事業（平成 21 年度第 1 回）

で鹿児島大学に 11 名を 1 ヵ月滞在させて教育するために時間がかかり、マレーシアの Workshop まで

十分な時間が取れなかったことなどが理由となった。2 カ国で行うことが望ましいが、やはり準備に相当

な時間がかかるので来年度は１カ国だけで計画することにした。 

中間評価でも指摘されたことだが、まだまだ論文発表数が少なく、今後増やしていくことを考えた

い。 
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５．若手研究者の派遣実績 

 

 

派遣先機関 

 

派遣期間 

 

派遣者所属・職名等 

サバ大学  

熱帯生物保全研究所 
（マレーシア･コタキナバル市） 

LIPI 生物学研究センタ

ー(インドネシア･ボゴール市)  

平成２１年 9 月 30 日

～11 月 28 日（60 日） 
理工学研究科 生命環境科学専攻  

博士後期課程 1 年 

サバ大学  

熱帯生物保全研究所 
（マレーシア･コタキナバル市） 

LIPI 生物学研究センター

(インドネシア･ボゴール市) 

平成２１年 9 月 30 日

～11 月 28 日（60 日）

※引き続き 12 月 14

日まで私費滞在 

理工学研究科 生命環境科学専攻  

博士後期課程 1 年 

サバ大学 

ボルネオ海洋研究所 
（マレーシア･コタキナバル市） 

平成２１年 8 月 21 日

～10 月 30 日（71 日） 

理工学研究科 生命化学専攻  

博士前期課程 1 年 

サバ大学 

ボルネオ海洋研究所 
（マレーシア･コタキナバル市） 

平成２１年8月7日～

10 月 6 日（61 日） 
水産学研究科  

博士前期課程 2 年 

カセサート大学 

水産学部（タイ･バンコク市） 

平成２１年 8 月 27 日

～10 月 25 日（60 日） 
水産学研究科  

博士前期課程 2 年 

LIPI 生物学研究センター

(インドネシア･ボゴール市) 

平成２１年 9 月 30

日～11 月 28 日

（60 日） 

農学研究科  

博士前期課程 1 年 

LIPI 生物学研究センター

(インドネシア･ボゴール市) 

平成２１年 9 月 30

日～11 月 28 日

（60 日） 

農学研究科  

博士前期課程 1 年 

LIPI 生物学研究センター

(インドネシア･ボゴール市 

平成２１年 9 月 30

日～10 月 29 日

（30 日） 

理工学研究科 地球環境科学専攻  

博士前期課程 2 年 

LIPI 生物学研究センター

(インドネシア･ボゴール市) 

平成２１年 9 月 30

日～10 月 29 日

（30 日） 

理工学研究科 地球環境科学専攻  

博士前期課程 2 年 

LIPI 生物学研究センター

(インドネシア･ボゴール市) 

平成２１年 9 月 30

日～11 月 28 日

（60 日） 

理工学研究科 生命環境科学専攻  

博士後期課程 3 年 

LIPI 生物学研究センター

(インドネシア･ボゴール市) 

平成２１年 9 月 30

日～11 月 28 日

（60 日） 

理工学研究科 地球環境科学専攻  

博士前期課程 2 年 

LIPI 生物学研究センター

(インドネシア･ボゴール市) 

平成２１年 9 月 30

日～11 月 28 日

（60 日） 

理工学研究科 地球環境科学専攻  

博士前期課程 1 年 

LIPI 生物学研究センター

(インドネシア･ボゴール市) 

平成２１年 9 月 30

日～11 月 28 日

（60 日） 

理工学研究科 地球環境科学専攻  

博士前期課程 1 年 

LIPI 生物学研究センター

(インドネシア･ボゴール市) 

平成２１年１１月 23

日～12 月 1 日（9

日） 

理工学研究科 地球環境科学専攻  

博士前期課程 2 年 

LIPI 生物学研究センター

(インドネシア･ボゴール市) 

平成２１年１１月 23

日～12 月 1 日（9

日） 

理工学研究科 地球環境科学専攻  

博士前期課程 2 年 
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６．担当教職員の出張実績 

 

 

出張先機関 

 

出張期間 

 

出張者所属・職名等 

LIPI 生物学研究センター

(インドネシア･ボゴール市) 

平成 21年 9月 30日

～10月 13日（14日） 
鹿児島大学大学院理工学研究科 

生命環境科学専攻･ 

教授 
LIPI 生物学研究センター

(インドネシア･ボゴール市) 

平成 21年 10月 5日

～10月 18日（14日） 
鹿児島大学大学院理工学研究科 

生命環境科学専攻･ 

教授 
アンダラス大学 

数理・自然科学部 

(インドネシア･パダン市) 

LIPI 生物学研究センター

(インドネシア･ボゴール市) 

平成 21年 10月 4日

～10月 13日（10日） 
鹿児島大学連合農学研究科 

農水圏資源環境科学専攻･ 

教授 

LIPI 生物学研究センター

(インドネシア･ボゴール市) 

平成 21年 11月 5日

～11 月 13 日（9日） 
鹿児島大学連合農学研究科 

農水圏資源環境科学専攻･ 

准教授 

カセサート大学水産学部

（タイ･バンコク市） 

平成 21年 8月 26日

～9月 2日（8日） 
鹿児島大学連合農学研究科 

農水圏資源環境科学専攻･ 

准教授 

LIPI 生物学研究センター

(インドネシア･ボゴール市) 

平成 21 年 11 月 23

日～11 月 27 日（5

日） 

鹿児島大学大学院理工学研究科 

生命環境科学専攻･ 

教授 

サバ大学 

ボルネオ海洋研究所 

（マレーシア･コタキナバル

市） 

平成 21年 8月 21日

～8月 30 日（10 日） 
鹿児島大学大学院理工学研究科 

生命環境科学専攻･ 

教授 

LIPI 生物学研究センター

(インドネシア･ボゴール) 

平成 21 年 11 月 20

日～11 月 28 日（9

日） 

鹿児島大学大学院理工学研究科 

生命環境科学専攻･ 

教授 

LIPI 生物学研究センター

(インドネシア･ボゴール市) 

平成 21 年 11 月 24

日～11 月 27 日（4

日） 

鹿児島大学連合農学研究科 

農水圏資源環境科学専攻･教授 

LIPI 生物学研究センター

(インドネシア･ボゴール) 

平成 21 年 11 月 23

日～11 月 28 日（6

日） 

理工学研究科理学系事務課 

総務係員 

LIPI 生物学研究センター

(インドネシア･ボゴール) 

平成 21 年 11 月 23

日～11 月 27 日（5

日） 

研究国際部国際事業課・ 

課長代理 
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