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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）  

 

大学院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） 大学院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） 大学院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） 大学院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。） 

機関名 （和文）                            

 

 

（英文） 
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専攻等名（和文）  

 

 

  

(英文)  

 

 

 

【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） 林学研究科   

(英文) Graduate School of Forestry 

 

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･ボゴール農科大学 

（英文）       Bogor Agricultural University 

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２２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 22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名を約 2ヶ月派遣した。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 22年度第２回）でパートナー機関から

招へいされた 12 名の研究者と、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。ボゴール農科大学で開催した Workshop には森林に関係した研究を

行っている７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)。また鹿児島大学で 2 日間の英語論文作成の講習会を開き、英語による論文作成能力を

向上させた。 

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 22年度第２回）で 12名、JASSOの

短期留学プログラム枠で半年１名の若手研究者が鹿児島大学に来て交流を深めた。昨年度

にボゴールで行った ITP Workshop などがきっかけの一つとなり、ボゴール農科大学および

バンドン工科大学と学術交流協定の締結ができ、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 
 ボゴール農科大学の 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２２年度 年度事業実施概要 

 

１．若手研究者の育成： 
インドネシアのボゴール農科大学 2名、LIPI生物学研究センター３名、アンダラス大３名、

マレーシアのサバ大学３名、トレンガヌ大 1 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。中間評価ではもっと長期派遣研究者もいてよいのではという

アドバイスもあったが、８名を派遣したインドネシアでは６０日以上の調査ビザの取得が難

しいこと、ほかの国でも野外調査が主体なので安全面で長期派遣には問題があることなどの

理由で前年と同じく約２か月の派遣となった。 

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 22年度第２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。また今年度初めての取り組みとして、英語で論文を書くために講習会

を外部から講師を呼んで 2日間にわたり実施した。ITP派遣者以外の参加も認めたが、

受講生には非常に好評であった。 

 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。７名の派遣学生はボゴール農科大学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、ITP 派遣学生には成果報告をさせて、データの解析とまとめ

の指導を行った。また日本生態学会などの大会で成果を 18件発表させ、３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 40日１２名、JASSO

の短期留学プログラム枠で半年１名の若手研究者が鹿児島大学に来て交流を深めた。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バンドン工科大学と

学術交流協定を締結した。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 月にバリ島で行い、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。 
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４．平成２２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 ITP 終了後を見据えつつ今後どのように進める

べきかを考えた。 

 
 

 

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３名の若手研究者と１名の指導教員を派遣した。同じ市内のボ

ゴール農科大学でワークショップを行うために、多くの協力を仰いだ。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してくれた。アジア

からの招へいプログラムで 2 名の若手研究者を鹿児島に招いた。 

 

ボゴール農科大学：今年度からパートナー機関として参加してもらい、2名の学生の派遣を引き受け

てもらったほか、さっそく Workshop を開催してもらった。同学は農学や林学系ではインドネシアを

代表する大学の一つなので、Workshop の運営にも手馴れていて、充実した会になった。 

 

アンダラス大学：本年度は３名の若手研究者と 2 名の指導教員を派遣した。アジアからの招へいプ

ログラムで 2 名のスタッフを鹿児島に招いて、交流を深めた。 

 

サバ大学：３名の若手研究者と２名の指導教員を派遣し、研究と教育交流をはかった。アジアから

の招へいプログラムで 2 名のスタッフを鹿児島に招いて、交流を深めた。 

 

トレンガヌ大学：今年は、若手研究者と指導教員各 1 名を派遣した。アジアからの招へいプログラム

で１名の大学院生を鹿児島に招いた。 

 

カセサート大学今年は、若手研究者と指導教員各 1 名を派遣した。アジアからの招へいプログラム

で２名の大学院生を鹿児島に招いた。 

   

スラナリ工科大学：ITP による派遣はないが、アジアからの招へいプログラムで２名の若手研究者

鹿児島に招いた。 
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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 
川崎昌達, Rosleine D, 鈴木英治 (2011.6 那覇) インドネシア西ジャワ州、パンガンダラン自然保護区の植生構

造 第 21 回熱帯生態学会発表予定 
中園遼平,Rosleine D. ,鈴木英治 (2011.6 那覇) インドネシア西ジャワ州パンガンダラン自然保護区へのチーク

Tectona grandis の侵入. 第 21 回熱帯生態学会発表予定 
佐藤友愛,鈴木英冶,宮本洵子,Desy Ekawati(2011.3 札幌)インドネシア,ハリムン・サラック山国立公園における

Argostemma 属３種の比較生態学. 第 58 回日本生態学会札幌大会 P1-035 
工藤芳文, Zaenal Mutaqien, 鈴木英治(2011.3 札幌)西ジャワ州における国立公園の移入種の分布調査. 第 58

回日本生態学会札幌大会 I1-05 
河野百合子，Rahajoe Joeni Setijo，児玉谷仁，神崎 亮，冨安 卓滋（2010.9 仙台）インドネシアの小規模金採

掘集落内および天然林内における大気中水銀濃度の経時変化. 日本分析化学会第 59 年会 Ｐ3024 
Rosleine, D. and E Suzuki (2010.6 広島)Population Ecology of Melastoma malabathricum L. in Pangandaran 

Nature Reserve, West Java-Indonesia. 第 20 回日本熱帯生態学会大会 A07 
佐藤友愛・鈴木英治(2010)ハリムン・サラック山国立公園（インドネシア）における Argostemma 属(Rubiaceae)３種

の比較生態学. 第 20 回日本熱帯生態学会大会 A08 
工藤芳文･鈴木英治･Desy Ekawati (2010.6 広島)インドネシア ハリムン・サラック山国立公園における移入種の

分布. 第 20 回日本熱帯生態学会大会 A09 
内田里那,冨山清升,Bakhtiar Effendi Yahya,Abdul Hamid Ahmad,Arney Sapaat (2011.4 福岡) マレーシア・ボル

ネオ島サバ州の陸産貝類 日本貝類学会平成２３年度大会発表予定 
内田里那,冨山清升,Bakhtiar Effendi Yahya,Abdul Hamid Ahmad,Arney Sapaat (2011.6 那覇) マレーシア・ボル

ネオ島サバ州の陸産貝類 第２１回熱帯生態学会発表予定 
河野百合子，SetijoRahajioe Joeni，Hidayati Nuril，児玉谷仁，神崎亮，冨安卓滋(2010.5 島根)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．第 71
回分析化学討論会 Ａ1015 

河野百合子, Rahajoe, J. S., Nuril H., 児玉谷仁, 神崎亮,冨安卓滋 (2010) シダ植物を用いて大気中の水銀濃

度をモニターする. 第 71 回分析化学討論会「展望とトピックス」 A1015 
冨安卓滋，河野百合子，児玉谷仁，神崎亮，Nuril H，Rahajioe J S (2010.5 島根)インドネシア、ジャワ島西部チ

カニキ川上流域における土壌及び河川底質中水銀濃度分布．第 71 回分析化学討論会Ａ1014 
Yamasaki Takeshi(2010)Taxonomic study of Myrmarachne (Araneae: Salticidae) from Borneo 18th International 

Congress of Arachnology 2010, Siedlce, Poland  
松沼瑞樹・本村浩之．(2010 津市)．ミノカサゴ亜科ヒメヤマノカミ属 Dendrochirus の分類学的再検討．第

43 回日本魚類学会年会． 

荻原豪太・本村浩之．（2010 津市）．オーストラリアに分布するオニオコゼ科魚類の有効種 Inimicus 
cirrhosus McKay, 1964．第 43 回日本魚類学会年会． 

Elias Thiam & Tsuyoshi Yoneda（2010.6 広島）A diachronic and spatial assessment of human impact on 
vegetation in Padang, West Sumatra, Indonesia. 第 20 回日本熱帯生態学会大会 B14 

Hamada, T. & T. Yoneda（2010.7 Bali）Soundness assessment of canopy trees in Southeast Asian tropical forests. 
International workshop ”Biodiversity and its management in East and South-East Asia, Bali. P-01-41. 

学術論文 (参考資料 1) 
Yamasaki Takeshi (2010) Redescription of two Bornean species of the genus Myrmarachne (Araneae: Salticidae). 

Acta Arachnologica,  59 (2) 63-66  

荻原豪太・吉田朋弘・伊東正英・山下真弘・桜井 雄・本村浩之 (2010) 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 36:43-47. 
Matsunuma, M., S. Tafzilmeriam S. A. K., Y. Yusuf and H. Motomura. 2011. First records of two labrid fishes, 

Iniistius trivittatus and Leptojulis lambdastigma (Teleostei: Perciformes), from Thailand and Malaysia. 
Memoirs of Faculty of Fisheries, Kagoshima University，59:27-35 

 
４－４．今後の課題・問題点 

ITP も終わりに近づいてきたが、まだまだ論文等の形で残る成果が少ない。せっかく得たデータを出

版物として残すようにしていくのが、今後の課題である。 
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５．若手研究者の派遣実績（年度を跨いで引き続いて派遣した場合は、全期間について記載すること） 

 

 

派遣先機関 

（名称・所在地） 

 

派遣期間 

 

派遣者所属・職名等 

カセサート大学水産

学部（タイ･バンコク

市） 

平成２２年１０

月１７日～１２

月１６日(61日） 

水産学研究科･博士前期課程 1年 

トレンガヌ大学海洋

研究所（マレーシアト

レンガヌ市） 

平成２２年１１

月４日～１月６

日(63日） 

理工学研究科･博士後期課程 2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） 

平成２２年９月

３０日～１２月

２日(64日） 

理工学研究科･博士後期課程 2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２２年８月

３１日～１１月

３日(66日） 

理工学研究科･博士前期課程 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） 

平成２２年９月

３０日～１２月

２日(64日） 

理工学研究科･博士前期課程 1年 

ア ン ダ ラ ス 大 学 数

理・自然科学部(イン

ドネシア･パダン市) 

平成２２年６月

２０日～８月２

１日(63日） 

理工学研究科･博士後期課程 1年 

ア ン ダ ラ ス 大 学 数

理・自然科学部(イン

ドネシア･パダン市) 

平成２２年９月

１９日～１１月

１９日(62日） 

農学研究科･博士前期課程 1年 

ア ン ダ ラ ス 大 学 数

理・自然科学部(イン

ドネシア･パダン市) 

平成２２年９月

１９日～１１月

１９日(62日） 

連合農学研究科･博士後期課程 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２２年９月

１９日～１１月

１９日(62日） 

理工学研究科･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２２年９月

１９日～１１月

１９日(62日） 

理工学研究科･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２２年９月

１９日～１１月

１９日(62日） 

理工学研究科･博士前期課程 2年 

ボゴール農科大学林

研究科（インドネシ

ア･ボゴール市） 

平成２２年９月

１９日～１１月

１９日(62日） 
理工学研究科･博士前期課程 1年 

ボゴール農科大学林

研究科（インドネシ

ア･ボゴール市） 

平成２２年９月

１９日～１１月

１９日(62日） 

理工学研究科･博士前期課程 1年 
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６．担当教職員の出張実績 

 

 

出張先機関 

（名称・所在地） 

 

出張期間 

 

出張者所属・職名等 

カセサート大学水産

学部（タイ･バンコク

市） 

平成２２年１０

月１７日～１０

月２５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 

トレンガヌ大学海洋

研究所（マレーシアト

レンガヌ市） 

平成２２年１２

月１１日～１２

月２１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 

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） 

平成２２年１０

月５日～１０月

１３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 

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２２年８月

３１日〜９月１

１日(12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) 

平成２２年７月

１０日～７月１

９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 

ア ン ダ ラ ス 大 学 数

理・自然科学部(イン

ドネシア･パダン市) 

平成２２年９月

２２日～９月２

９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･ 

教授 

LIPI 生物学研究セン

ター、ボゴール農科大

学林学研究科(インド

ネシア･ボゴール市) 

平成２２年９月

２０日～１０月

２日(13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 

ボゴール農科大学林

学研究科（インドネシ

ア･ボゴール市） 

平成２２年９月

１９日～１０月

３日(13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 

ボゴール農科大学林

研究科（インドネシ

ア･ボゴール市） 

平成２２年１１

月１０日～１６

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 

ボゴール農科大学林

学研究科（インドネシ

ア･ボゴール市） 

平成２２年１１

月１２日～１７

日(10日) 

研究国際部国際事業課国際事業係員 

ボゴール農科大学林

研究科（インドネシ

ア･ボゴール市） 

平成２２年１１

月１０日～１７

日(6日) 

理工学研究科理学系事務課会計係主

任 
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７．共同企画実施状況 

 

企 画 名 
熱帯林における生物多様性保全のためのワークショップ 

開 催 期 間 平成 22年 11月 15日 ～ 平成 22年 11月 16日（ 2日間） 

開 催 地 ボゴール農科大学 

日
本
側
責
任
者 

氏 名 鈴木 英治 

所属機関・職名 理工学研究科 

（
※
日
本
以
外
で 

 
 

開
催
の
場
合
） 

開

催

責

任

者 

氏 名 

（ 英 文 ） 
チェチェップ･クスマナ (Cecep Kusmana)  

所属機関・職名 

（ 英 文 ） 
ボゴール農科大学林学部教授 (Prof. Faculty of Forestry IPB) 

概要及び成果 

【概要】 

（共同企画の目的、本会経費により参加した参加者の役割や貢献についても示してください） 

ITP派遣若手研究者の成果公開と発表能力の向上と、熱帯林の生物多様性保全にかかわる研究成果の共

有を目的として ITP とボゴール農科大学の合同 Workshop を実施した。ITP 派遣の若手研究者 7 名が

英語で発表した他に、14件の口頭発表があった。参加者は 115名で、ITP派遣教員 2名と ITP派遣

職員 2名は Workshopの運営や成果発表を行った。インドネシア国内から ITP予算で招へいした 2名と、

マレーシアの Putra 大学から招聘した 1 名も研究成果を発表した。パートナー機関の LIPI のスタッフ

や、ボゴール農科大学と同じく平成 22 年度に鹿児島大学と交流協定を結んだバンドン工科大学のスタ

ッフも参加して発表した。 

 
【成果】 

 ITPで派遣された若手研究者は、それまでの 2ヶ月弱の間に得た成果をまとめて、多くの聴

衆を前にして英語で発表する機会を得て、報告書のまとめ方や発表技術の習得に大いに役立

った。今回は、ボゴール農科大学で行ったので学長以下多くの大学関係者が参加したことか

ら、平成 22年度から交流協定を結んだ両大学の将来の交流を促進することになるであろう。

また、現在熱帯林の減少が世界的な問題になっているが、ボゴール農科大学林学部はインド

ネシアの森林に関わる多くの研究者を抱え、その卒業生がインドネシアの森林管理に関わっ

ていることが多いので、彼らと研究成果の交流ができたことは、今後共同して研究などを進

めていくために役立つだろう。また講演だけでなく、2日目には大学の演習林の見学も組み込

まれたので、フィールドで実物を見ながら議論する場が設けられたことがよかった。 

（参考資料２：要旨集、出席者名簿） 

 

 

 

 

 

 

 

＊その他、参加者リスト（様式は任意。本会経費負担者には印を付けること）、日程等、セミナー関連資

料があれば添付すること 

 


