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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。） 

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） 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） 生命科学工学部 
 

  

(英文) School of life Science and Technology 

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） インドネシア･バンドン工科大学             

（英文） Institute of Technology Bandung 

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２３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８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。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。バンドン工科大学で開催した Workshop には５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)。 

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 
ボゴール農科大学と LIPI 生物学研究センターには、理事ら 4 名の教員と 2 名の事務員を

派遣し、今後の研究教育をどのように進めるべきか議論した。 

トレンガヌ大学には４名の教員を派遣し、今後の研究教育活動について議論し MOUの期間

延長の手続きを進めた。また ITP共同研究の成果を出版するための協力を依頼し、その結果、

トレンガヌ大学の予算委員会の承認を得て、共著の本（Fishes of Terengganu）を出版する

ことができた。 

カセサート大学には 1名の教員を派遣し、今後の研究教育計画の打合せと議論を行った。 

バンドン工科大学では、ワークショップを開催し、ITP 学生以外にも理事ら 4 名の教員と

2名の事務員を派遣し、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 
 バンドン工科で実施した 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。 

 



    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２３年度実施報告書 

（平成２３年度） 

4 

３．平成２３年度 年度事業実施概要 

 

１．若手研究者の育成： 
インドネシアのバンドン工科大学 2名、アンダラス大２名、マレーシアのサバ大学４名の

合計８名の若手研究者を各 2ヶ月派遣した。 

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。 

 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。５名の派遣学生がバンドン工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。また国内外の学会で成果を１２件発表し、２つの学術論文を出版し

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： 
バンドン工科大で行ったワークショップの機会に、学生だけでなく理事ら教員 3名、職員 2名が参加

して、今後の交流計画を議論した。その時に同じインドネシア国内のボゴール農科大学とLIPI生物学

研究センターも訪問し、同様の交流をはかった。また、鹿児島大学では帰国留学生の中から選んで

鹿児島大学友好大使に任命することを平成 22 年度から始めたが、この機会に新たに 4 名を任命し

た。トレンガヌ大学には 4 名の教員を派遣し、今後の協力関係について議論した。カセサート

大学には 1名の教員を派遣し、今後の研究教育計画の打合せと議論を行った。 

 

 

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： 
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、

インドネシアでのバンドン工科大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２３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 ITP による派遣はなかったが、バンドン工科大学で行ったワー

クショップには参加して基調講演を行ってくれた。11 月には理事らが訪問して今後交流を一層充

実させるための方策について議論した。科研費等での共同研究は例年のように続けている。 

 

 

ボゴール農科大学：本年度は ITP による派遣はなかったが、バンドン工科大学で行ったワークショ

ップには教員が参加して基調講演を行ってくれた。 

 

アンダラス大学：本年度は２名の若手研究者と 2名の指導教員を派遣した。１名の大学院生を鹿児

島に半年間招いて、交流を深めた。 

 

サバ大学：４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。 

 

トレンガヌ大には４名が訪問し、副学長（実質的な学長）に面会して MOUの期間延長の手続

きを行った。また、海洋研究所を訪問して今後の研究教育の協力体制について議論するとと

もに、研究紹介を兼ねた講義を行った。学生数十名とスタッフ数名が参加した。 

トレンガヌ大の教員と ITP 派遣研究者との共著で 251 ページに及ぶ Fishes of Terengganu

を出版することができた。 

 

カセサート大学今年は 1 名の教員を派遣して、次年度の ITP 活動について打ち合わせを行った。 

 

なお、新たにマレーシア･プトラ大学と大学間交流協定を締結し、来年度からパートナー機関に入

ってもらう計画である。 
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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 

Yamasaki, Y., Hashimoto Y., Endo, T., Ahmad, A.H. (2011) Ant-mimicking spiders of the genus 

Myrmarachne (Araneae: Salticidae) in Southeast Asia 8th lnternati.nal C.nference.n Ant, 

Kawasaki, M., R., Rosleine D, Suzuki E. (2011) 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 日本熱帯生態学会講演要旨(那覇） 21:A32 

Nakazono, R.,Rosleine D. ,Suzuki, E. (2011) 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 日本熱帯生態学会講演要旨(那覇） 21:B2 

Uchida R,Tomiyama K,Bakhtiar Effendi Yahya,Abdul Hamid Ahmad,Arney Sapaat (2011) マレーシ

ア・ボルネオ島サバ州の陸産貝類 日本熱帯生態学会講演要旨(那覇） 21:B30 

Uchida R,Tomiyama K,Bakhtiar Effendi Yahya,Abdul Hamid Ahmad,Arney Sapaat (2011) 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(福岡)  

Elias, Tiam, T. Yoneda, E. Mukhtar, Chairul (2011) Comparative sprout behaviors of a secondary 

forest and a regeneted old growth stand in the wet tropics (Padang, West Sumatra) 日本熱帯

生態学会講演要旨(那覇） 21:B25- 

Yoshida, K et al (2011) 鹿児島県硫黄島・竹島におけるテンジクダイ科魚類相． 第 44 回日本魚

類学会年会，弘前大学，弘前市． 

KONO Yuriko, HIDAYATI Nuril, RAHAJOE Joeni S., KODAMATANI Hitoshi,KANZAKI Ryo, 

TOMIYASU Takashi (2011) Estimation of atmospheric mercury levels with native epiphytic 

ferns in small-scale gold mining area, West Java, Indonesia 10th International Conference 

Uezono, S. & Kiyohara S. (2011) 魚類の一般臓性感覚及び運動系に関する研究 第 64回 日

本動物学会九州支部大会（長崎）  

Uezono S., Sadao Kiyohara (2011) A study on the general visceral sensory and motor system in 

fish International Congress of Comparative Physiology and Biochemistry 2011 [ICCPB2011]

（名古屋） 

Mabel et al (2011) マレーシア・サバ州の海産魚類相とその保全について． 第 44 回日本魚類学

会年会，弘前大学，弘前市  

Matsunuma et al (2011) マルキーズ諸島から得られたフサカサゴ科ミノカサゴ属の 1 未記載種． 

第 44 回日本魚類学会年会，弘前大学，弘前市． :- 

Yamasaki T. (2011) 東南アジア産アリグモ属の 1 種 Myrmarachne maxillosa (Araneae: Salticidae)

の種内変異 日本蜘蛛学会第 43 回大会  

 

学術論文 (参考資料 1) 

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 

 

Matsunuma, M., Motomura, H., Matsuura, K. Shazili, N. A. M. & Ambak, M. A. (2011) Fishes of 

Terengganu - east coast of Malay Peninsula, Malaysia National Museum of Nature andScience, 

University Malaysia Terengganu and Kagoshima University Museum 251pp. 
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４－４．今後の課題・問題点 

 

ITP も終わり最終年度に近づいてきたが、ITP 活動を通じて大学間交流協定を結ぶ大学が増え、学

生教職員合わせて 100 名近い日本人がパートナー機関を訪問することで、国際交流の充実に大きく

役立った。これを今後どのように発展させていくかが、今後の課題である。 

研究の成果としては、学会発表は 29件あるが論文になったものがまだ 7件であり、これから出版物と

して残すようにしていくことが必要である。 
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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 

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 23 年 8 月 1

日～9月30日(61

日） 

鹿児島大学大学院理工学研究科生命

化学専攻 博士課程前期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 23 年 8 月 1

日～9月30日(61

日） 

鹿児島大学大学院理工学研究科生命

化学専攻 博士課程前期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 23 年 9 月 6

日～11月 7日(63

日） 

鹿児島大学大学院理工学研究科生命

化学専攻 博士課程前期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 23年 9月 14

日～11 月 14 日

(62日） 

鹿児島大学大学院理工学研究科生命

環境科学専攻  博士課程後期３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 23年 9月 11

日～11 月 10 日

(61日） 

鹿児島大学大学院理工学研究科生命

環境科学専攻  博士課程後期１年 

バンドン工科大学生

命科学工学部（インド

ネシア･バンドン市） 

平成 23年 9月 11

日～11 月 10 日

(61日） 

鹿児島大学大学院理工学研究科地球

環境科学専攻 博士課程前期２年 

バンドン工科大学生

命科学工学部（インド

ネシア･バンドン市） 

平成 23年 9月 11

日～11 月 10 日

(61日） 

鹿児島大学大学院理工学研究科地球

環境科学専攻 博士課程前期２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)、

LIPI 生物学研究セン

ター(インドネシア･

ボゴール市)、バンド

ン工科大学（バンド

ン） 

平成 23年 9月 11

日～11月 5日(56

日） 

大学院連合農学研究科生物生産科学

専攻  博士課程後期２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 

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 23年 8月 1日～8

月 8日(8日） 

鹿児島大学大学院理工学研究科シ

ステム情報科学専攻 准教授 

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 23年 11月 5日〜

11月 11日(7 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 23年 9月 6日〜9

月 18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 

カセサート大学水産

学部（タイ･バンコク

市）、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 23年 9月 5日～9

月 12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 

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 23年 9月 28日～

10月 16日(19日） 

（H23.10.7-H23.10.1

6は受託事業（九大環

境省）経費での滞在）    

鹿児島大学院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)、バンドン工科大学生

命科学工学部（インドネシ

ア･バンドン市）、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 23年 9月 11日～

10月 9日(29日）    

（H23.9.22-H23.10.9

は受託事業（九大環境

省）経費での滞在） 

鹿児島大学大学院理工学研究科生

命環境科学専攻 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 23 年 10 月 12日

～10 月 23 日(12 日）

（H23.10.9-H23.10.1

1 は寄付金経費での

滞在） 

鹿児島大学大学院理工学研究科生

命環境科学専攻 教授 

カセサート大学水産

学部（タイ･バンコク

市） 

平成 24 年 2 月 8 日～2

月 15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(インドネシア･ボゴ

ール市) 

平成 24 年 2 月 26日～3

月 2日（6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 24 年 3 月 20日〜3

月 25日(6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 24 年 3 月 24日～3

月 30日(7日） 

鹿児島大学大学院理工学研究科システ

ム情報科学専攻 准教授 
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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 24 年 3 月 25日～3

月 30日(6日） 

鹿児島大学院連合農学研究科農水圏資

源環境科学専攻 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 24 年 3 月 24日～3

月 29日(6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 

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 24 年 3 月 24日～3

月 29日(6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 
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７．海外パートナー機関からの受入実績 

 

 

主たる受入先 

 

受入期間 

 

所属・職名等 
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８．共同企画実施状況 

 

企 画 名 
熱帯域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 23年 11月 2日 ～ 平成 23年 11月 3日（ 2日間） 

開 催 地 バンドン工科大学(インドネシア、バンドン市) 

日
本
側
責
任
者 

氏 名 鈴木 英治 

所属機関・職名 理工学研究科･教授 

（
※
日
本
以
外
で 

 
 

開
催
の
場
合
） 

開

催

責

任

者 

氏 名 

（ 英 文 ） 
Devi N. Choesin & Endah Sulistyawati 

所属機関・職名 

（ 英 文 ） 

バンドン工科大学 生命科学工学研究科･講師 

(School of Life Science and Technology,Institute of Teknology, Bandung、

Lecture) 

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 とバンドン工科大学の合同 Workshop を実施した。18 件の口頭発表があり、ITP

派遣の若手研究者５名が英語で発表した。参加者は 314 名で、ITP 派遣教員 4 名と ITP 派遣職員 2

名は Workshopの運営や成果発表を行った。バンドン工科大学以外にもパートナー機関の LIPIのスタッ

フや、ボゴール農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、バンドン工科大学で行い多くの大学関係者が参加して今後の両大学の将来の交

流を促進することになるであろう。工科大学なので生物系だけではなく工学系の教員や学生

も参加して幅広い立場から生物多様性の保全を考える場となった。また講演だけでなく、2日

目にはバンドン市郊外の自然保護区の見学も組み込まれたので、フィールドで実物を見なが

ら保護区設定の方法などを議論できた。 

（参考資料２：プログラム要旨集、参考資料３：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 


