
カンボジアの自然環境カンボジアの自然環境
過去，現在，そして未来過去，現在，そして未来

- カンボジアにおける１５年間の調査から -- カンボジアにおける１５年間の調査から -

金沢大学自然計測応用研究センター金沢大学自然計測応用研究センター

エコテクノロジー研究部門エコテクノロジー研究部門

塚　脇　真　二塚　脇　真　二

北陸地盤工学研究会　平成１９年２月２４日北陸地盤工学研究会　平成１９年２月２４日

ごく簡単な自己紹介ごく簡単な自己紹介
１９５９年：福岡県に生まれる１９５９年：福岡県に生まれる

１９９０年：東北大学で学位取得１９９０年：東北大学で学位取得

１９９４年：金沢大学赴任１９９４年：金沢大学赴任

専攻分野：海洋地質学，地域地質専攻分野：海洋地質学，地域地質
学が本業学が本業

とくに海底堆積学と後期新生代とくに海底堆積学と後期新生代

地質構造発達史地質構造発達史

調査対象地域：日本海の海底，北調査対象地域：日本海の海底，北
陸の上部新生界海成堆積岩類陸の上部新生界海成堆積岩類

講演のアウトライン講演のアウトライン

カンボジアの国土カンボジアの国土

トンレサップ湖の特徴とその重要性トンレサップ湖の特徴とその重要性

これまでの調査・研究・教育活動の概要これまでの調査・研究・教育活動の概要

過去をさぐる　-トンレサップ９６，２１計画-過去をさぐる　-トンレサップ９６，２１計画-

現在を知る -トンレサップEMSB&EMSB-u32計画-現在を知る -トンレサップEMSB&EMSB-u32計画-

将来のために -ERDAC計画-将来のために -ERDAC計画-

地域住民，文化財，そして自然の調和をめざして地域住民，文化財，そして自然の調和をめざして

カンボジアの国土カンボジアの国土
１．カンボジアの国土の概要１．カンボジアの国土の概要

２．カンボジアの位置２．カンボジアの位置

３．カンボジアの代表的な植生３．カンボジアの代表的な植生

４．カンボジアの地形と地質４．カンボジアの地形と地質



カンボジアの国土カンボジアの国土

位　置位　置

北緯１０度～１４度３０分，東経１０２度３０分～１０６度４０分北緯１０度～１４度３０分，東経１０２度３０分～１０６度４０分

国土面積は約１８万平方キロ（日本の約半分）国土面積は約１８万平方キロ（日本の約半分）

気　候気　候

熱帯モンスーン気候（雨季と乾季とが明瞭に区別される）熱帯モンスーン気候（雨季と乾季とが明瞭に区別される）

雨季は５月から１０月，乾季は１１月から４月雨季は５月から１０月，乾季は１１月から４月

年平均降水量は約１５００ミリ（金沢市の約半分）年平均降水量は約１５００ミリ（金沢市の約半分）

植　生植　生

熱帯常緑広葉樹林（海岸地方），サバナ（内陸部の大部分）熱帯常緑広葉樹林（海岸地方），サバナ（内陸部の大部分）

熱帯低湿地（トンレサップ湖周辺とメコン河流域）熱帯低湿地（トンレサップ湖周辺とメコン河流域）

カンボジアの位置カンボジアの位置

赤　道赤　道

カンボジアの代表的な植生カンボジアの代表的な植生

アンコールワット付近の森アンコールワット付近の森 西バライ付近のサバナ西バライ付近のサバナ

トンレサップ湖湖畔の森トンレサップ湖湖畔の森 湖畔の森（増水期）湖畔の森（増水期）

カンボジアの地形と地質カンボジアの地形と地質

地　形地　形
メコン河流域とトンレサップ盆地に二分されるメコン河流域とトンレサップ盆地に二分される

トンレサップ盆地トンレサップ盆地

北縁，西縁，南縁を山脈に囲まれ，南東方向にのみ開く北縁，西縁，南縁を山脈に囲まれ，南東方向にのみ開く

トンレサップ盆地の中央にトンレサップ湖が位置トンレサップ盆地の中央にトンレサップ湖が位置

海と接続する（した）としたら南東方向から海と接続する（した）としたら南東方向から

地　質地　質
東西に大きく二分されるが比較的単調東西に大きく二分されるが比較的単調

基盤は古生代から古第三紀にかけての堆積岩類・変成岩類基盤は古生代から古第三紀にかけての堆積岩類・変成岩類

トンレサップ湖周辺の低地やメコン河流域は沖積層に被われるトンレサップ湖周辺の低地やメコン河流域は沖積層に被われる

過去１万年間に大きな地質変動を被っていない過去１万年間に大きな地質変動を被っていない

最近の環境変動の理解に地殻変動の影響を無視できる最近の環境変動の理解に地殻変動の影響を無視できる



カンボジアの地形カンボジアの地形

メコン河メコン河

メコン河盆地メコン河盆地

トンレサップ盆地トンレサップ盆地

トンレサップ湖トンレサップ湖

メコンデルタメコンデルタ

トンレサップ湖トンレサップ湖
１．トンレサップ湖の特徴１．トンレサップ湖の特徴

２．雨季と乾季のトンレサップ湖２．雨季と乾季のトンレサップ湖

３．多種多様の生物相３．多種多様の生物相

４．カンボジアの人々と密着４．カンボジアの人々と密着

５．トンレサップ湖の季節変化５．トンレサップ湖の季節変化

６．トンレサップ湖の重要性６．トンレサップ湖の重要性

トンレサップ湖の特徴トンレサップ湖の特徴

東南アジア最大の湖（世界でも第１９位）東南アジア最大の湖（世界でも第１９位）

熱帯低地にある湖としては世界最大熱帯低地にある湖としては世界最大

最高水位になると琵琶湖の２１倍の面積にもなる最高水位になると琵琶湖の２１倍の面積にもなる

季節による面積と水位の変化季節による面積と水位の変化

面積は５倍（３千～１万５千㎞面積は５倍（３千～１万５千㎞22），水位は９倍（１～９ｍ）に変化），水位は９倍（１～９ｍ）に変化

多種多様の生物相多種多様の生物相

さまざまな種類の生物が生息する（淡水域としては世界一）さまざまな種類の生物が生息する（淡水域としては世界一）

カンボジアにすむ人々の社会，生活，文化と密着カンボジアにすむ人々の社会，生活，文化と密着

利水，水産資源，交通路，などあらゆる面で利用される「カンボジ利水，水産資源，交通路，などあらゆる面で利用される「カンボジ
アの命」アの命」

トンレサップ湖なしにはアンコール文明の成立と発展はありえなトンレサップ湖なしにはアンコール文明の成立と発展はありえな
かったかった

雨季と乾季のトンレサップ湖雨季と乾季のトンレサップ湖



雨季と乾季のトンレサップ湖雨季と乾季のトンレサップ湖

増水期には巨木も沈水する増水期には巨木も沈水する

最低水位では湖心に立てる最低水位では湖心に立てる

多種多様の生物相（魚類の例）多種多様の生物相（魚類の例）
淡水フグも生息淡水フグも生息

単位面積あたりの漁獲高はおそらく世界一単位面積あたりの漁獲高はおそらく世界一

カンボジアの人々と密着した存在カンボジアの人々と密着した存在
遺跡の壁面に描かれた漁の光景（15世紀）遺跡の壁面に描かれた漁の光景（15世紀）

現在の湖でみられる漁の光景現在の湖でみられる漁の光景

現在でもアンコール時代と現在でもアンコール時代と
同じ漁法が用いられている同じ漁法が用いられている

トンレサップ湖の季節変化トンレサップ湖の季節変化

雨季のはじまり（５月）雨季のはじまり（５月）
南西季節風がもたらす雨をもたらす雨が，周辺水系から湖へ流入南西季節風がもたらす雨をもたらす雨が，周辺水系から湖へ流入
中国奥地の雪解水がメコン河からトンレサップ川をへて湖へ流入中国奥地の雪解水がメコン河からトンレサップ川をへて湖へ流入

トンレサップ川の逆流現象，湖のトンレサップ川の逆流現象，湖の水位の上昇と面積の拡大水位の上昇と面積の拡大が始まるが始まる

雨季のおわり（１０月）雨季のおわり（１０月）
水位・面積ともに最大水位・面積ともに最大となる（水深約９ｍ，面積１５０００平方キロ）となる（水深約９ｍ，面積１５０００平方キロ）

乾季のはじまり（１１月）乾季のはじまり（１１月）
湖水がトンレサップ川を通ってメコン河・バサック河へ流出湖水がトンレサップ川を通ってメコン河・バサック河へ流出

トンレサップ川が順流し，湖のトンレサップ川が順流し，湖の水位の低下と面積の縮小水位の低下と面積の縮小が始まるが始まる

乾季のおわり（４月）乾季のおわり（４月）
水位・面積ともに最小水位・面積ともに最小となる（水深１ｍ以下，面積約３０００平方キロ）となる（水深１ｍ以下，面積約３０００平方キロ）



トンレサップ湖の拡大と縮小トンレサップ湖の拡大と縮小

乾季のトンレサップ湖乾季のトンレサップ湖
（湖水がメコン河へ流出）（湖水がメコン河へ流出）

雨季のトンレサップ湖雨季のトンレサップ湖
（メコン河からの流入）（メコン河からの流入）

雨季と乾季のトンレサップ湖南部雨季と乾季のトンレサップ湖南部

南端部の三角州（低水位期）南端部の三角州（低水位期）

南端部の三角州（高水位期）南端部の三角州（高水位期）

雨季と乾季のトンレサップ湖北部雨季と乾季のトンレサップ湖北部

低水位期のトンレサップ湖北部低水位期のトンレサップ湖北部

高水位期のトンレサップ湖北部高水位期のトンレサップ湖北部

雨季と乾季のトンレサップ湖北部雨季と乾季のトンレサップ湖北部

低水位期のプノン・クロム低水位期のプノン・クロム

高水位期のプノン・クロム高水位期のプノン・クロム



雨季と乾季のトンレサップ湖北部雨季と乾季のトンレサップ湖北部

低水位期の湖畔低水位期の湖畔

高水位期の湖畔高水位期の湖畔

トンレサップ湖の重要性トンレサップ湖の重要性

アンコール遺跡群を凌ぐカンボジア最大の財産であり，このアンコール遺跡群を凌ぐカンボジア最大の財産であり，この
湖なしにカンボジアの恒久的な安定はありえない湖なしにカンボジアの恒久的な安定はありえない

淡水・水産資源，農業用水，安全・快適な生活，温暖な気候の保持淡水・水産資源，農業用水，安全・快適な生活，温暖な気候の保持

全人類にとっての共通の財産でもある全人類にとっての共通の財産でもある

多種多様の生物相　　　　　　→生物学・生態学，ＤＮＡ資源多種多様の生物相　　　　　　→生物学・生態学，ＤＮＡ資源

特異な堆積作用（湖の伸縮）→地質学，自然地理学，水理・水文学特異な堆積作用（湖の伸縮）→地質学，自然地理学，水理・水文学

特定の区域・人々と密着　　 →民俗学，文化人類学，人文地理学特定の区域・人々と密着　　 →民俗学，文化人類学，人文地理学

カンボジアやインドシナ半島の過去を知る手がかりとなるカンボジアやインドシナ半島の過去を知る手がかりとなる

湖底堆積物に記録された過去の事象や生物活動から復元する湖底堆積物に記録された過去の事象や生物活動から復元する

これをふまえて現在の環境を位置づけ，将来の変化をも予測するこれをふまえて現在の環境を位置づけ，将来の変化をも予測する

トンレサップ湖に暮らす人々トンレサップ湖に暮らす人々 トンレサップ湖に支えられた文明トンレサップ湖に支えられた文明



これまでの研究活動などこれまでの研究活動など

これまでの調査研究活動（１：1992～1996年）これまでの調査研究活動（１：1992～1996年）

これまでの調査研究活動（２：1997～2002年）これまでの調査研究活動（２：1997～2002年）

これまでの調査研究活動（３：2003～2006年）これまでの調査研究活動（３：2003～2006年）

その他の活動（教育，など）その他の活動（教育，など）

これまでの研究活動これまでの研究活動（１：1992～1996）（１：1992～1996）

１９９２年：アンコール遺跡調査，初のトンレサップ湖調査１９９２年：アンコール遺跡調査，初のトンレサップ湖調査

北部湖底で表層堆積物の採集→北部湖底で表層堆積物の採集→赤褐色の軟弱な泥を回収赤褐色の軟弱な泥を回収

１９９３年：アンコール遺跡調査，メコン河の初調査１９９３年：アンコール遺跡調査，メコン河の初調査

１９９４年：湖底表層堆積物の不攪乱採集１９９４年：湖底表層堆積物の不攪乱採集

湖底表層では湖底表層では青黒色青黒色の泥がの泥が赤褐色赤褐色の泥に被われることを発の泥に被われることを発

見見

１９９６年：トンレサップ９６計画（本格的調査の開始）１９９６年：トンレサップ９６計画（本格的調査の開始）

カンボジアにおける過去６５００年間の環境変遷史の解明カンボジアにおける過去６５００年間の環境変遷史の解明

トンレサップ湖はメコン河とかつて連絡していなかったトンレサップ湖はメコン河とかつて連絡していなかった

６５００年前（地球温暖期）の自然環境は現在とほぼ同じ６５００年前（地球温暖期）の自然環境は現在とほぼ同じ

これまでの研究活動これまでの研究活動（２：1997～2002）（２：1997～2002）

１９９７～１９９９年：ヴェトナム，タイのマングローブ海域調査１９９７～１９９９年：ヴェトナム，タイのマングローブ海域調査

カンボジア周辺諸国における自然環境と環境変化の把握カンボジア周辺諸国における自然環境と環境変化の把握

１９９９～２００１年：トンレサップ２０００計画１９９９～２００１年：トンレサップ２０００計画

湖の自然環境総合学術調査のための基礎調査湖の自然環境総合学術調査のための基礎調査

地質・地形，水理・水文，生物，水産の諸分野からの提言地質・地形，水理・水文，生物，水産の諸分野からの提言

すべての分野において基礎調査が急務といえるすべての分野において基礎調査が急務といえる

２０００～２００３年：トンレサップ２１計画２０００～２００３年：トンレサップ２１計画

カンボジアにおける過去２万年間の環境変遷史の解明カンボジアにおける過去２万年間の環境変遷史の解明

約２万年前（最終氷期）から約６０００年前（温暖期）をへて現在約２万年前（最終氷期）から約６０００年前（温暖期）をへて現在

過去の自然環境の変化にもとづく湖の将来的な変化の予測過去の自然環境の変化にもとづく湖の将来的な変化の予測

これまでの研究活動これまでの研究活動（３：2003～）（３：2003～）

２００３～２００６年：トンレサップEMSB計画２００３～２００６年：トンレサップEMSB計画

トンレサップ湖における生物多様性維持機構の評価トンレサップ湖における生物多様性維持機構の評価

カンボジアの「いま」を記録し後世に残すカンボジアの「いま」を記録し後世に残す

２００４～２００６年：トンレサップEMSB-u32計画２００４～２００６年：トンレサップEMSB-u32計画

ユネスコの支援で若手研究者チームを設立ユネスコの支援で若手研究者チームを設立

若手たちによる長期的観測・研究体制の確立若手たちによる長期的観測・研究体制の確立

２００６年～：ERDAC２００６年～：ERDAC（Environmental Research Development）（Environmental Research Development）計画計画

アンコール遺跡区域における環境汚染・環境破壊の評価と対策アンコール遺跡区域における環境汚染・環境破壊の評価と対策

大気環境・森林環境・水（河川・湖・生物・地下水）環境大気環境・森林環境・水（河川・湖・生物・地下水）環境

地域住民と自然環境の調和と文化財の持続的活用地域住民と自然環境の調和と文化財の持続的活用



カンボジアとのかかわりカンボジアとのかかわり

年 地質系調査 総合調査 総合調査２ 遺跡・教育 その他の地域 出来事

1992 トンレサップ湖北部で初
めての採泥

アンコール遺跡国際
調査団（遺跡の修復）

自衛隊のＵＮＴＡＣ派遣
ＵＮＴＡＣ景気

1993 トンレサップ川，メコン河
で採泥

アンコール遺跡国際
調査団（遺跡の修復）

第一回総選挙，新憲法採択
援助景気始まる

1994 トンレサップ湖北部で初
の本格的採泥

アンコール遺跡国際
調査団（遺跡の修復） 援助景気継続

1995 東北タイの第四系調査 援助景気のピーク？

1996
トンレサップ９６
（トンレサップ湖の過去
6500年間の地史）

東南アジアのマングローブ
生態系調査（タイ，マレーシ
ア）

ポル・ポト派分裂

1997 東バライ調査（アンコー
ル地域の環境変遷史）

東南アジアのマングローブ
生態系調査（タイ，マレーシ
ア）

プノンペンでフン・セン派のクー
デター，ラナリット派と衝突

1998
東南アジアのマングローブ
生態系調査（タイ，ヴェトナ
ム）

ポル・ポト死去
総選挙で人民党勝利

1999
東南アジアのマングローブ
生態系調査（タイ，ヴェトナ
ム）

ポル・ポト派消滅
ASEAN加盟

2000
トンレサップ２１
（トンレサップ湖の過去２
万年間の地史）

トンレサップ2000
（総合学術調査基礎調
査）

東南アジアのマングローブ
生態系調査（タイ） プノンペンで小規模武力衝突

2001
トンレサップ２１
（トンレサップ湖の過去２
万年間の地史）

トンレサップ2000
（総合学術調査基礎調
査）

遺跡整備機構新人研
修コース集中講義講
師

プノンペンでホテル爆破事件

2002
トンレサップ２１
（トンレサップ湖の過去２
万年間の地史）

遺跡整備機構新人研
修コース集中講義講
師

2003 トンレサップＥＭＳＢ
（生物多様性維持機構）

東南アジアのマングローブ
生態系調査（タイ）

女優発言でタイと衝突
第３回総選挙，人民党辛勝

2004 トンレサップＥＭＳＢ
（生物多様性維持機構）

ＥＭＳＢ-Ｕ３２
（生物多様性調査若手
チーム）

カンボジア理数科教
育支援プログラム 東北タイの湖沼堆積物調査 シハモニ王即位

タイ・ヴェトナムとの国境紛争

2005 トンレサップ川の堆積作
用と河道変動

トンレサップＥＭＳＢ
（生物多様性維持機構）

ＥＭＳＢ-Ｕ３２
（生物多様性調査若手
チーム）

スマトラ地震津波調査（タ
イ） シェムリアプの学校占拠事件

2006 アンコール遺跡区域の河
道変動

ERDAC計画（大気・水・
森林環境）

スマトラ地震津波調査（タ
イ）

すべての成果はカンボジアへ還元すべての成果はカンボジアへ還元

カンボジアでの教育活動カンボジアでの教育活動
プノンペン芸術大学考古学部での講義プノンペン芸術大学考古学部での講義
アンコール遺跡整備機構での集中講義アンコール遺跡整備機構での集中講義
カンボジア教育学研究所での指導，などカンボジア教育学研究所での指導，など

カンボジアの過去をさぐるカンボジアの過去をさぐる
トンレサップ９６計画（１９９６：日本証券奨学財団）トンレサップ９６計画（１９９６：日本証券奨学財団）

カンボジアのトンレサップ湖における過去６５００年間の環カンボジアのトンレサップ湖における過去６５００年間の環

境変遷史境変遷史

トンレサップ２１計画（２０００～２００２：科学研究費）トンレサップ２１計画（２０００～２００２：科学研究費）

カンボジアのトンレサップ湖における過去２万年間の環境カンボジアのトンレサップ湖における過去２万年間の環境

変遷史変遷史



トンレサップ９６計画の概要（１）トンレサップ９６計画の概要（１）

日本，カンボジア，ニュージーランドによる国際共同調査日本，カンボジア，ニュージーランドによる国際共同調査

参加研究者参加研究者

塚脇真二（金沢大学工学部，研究代表者，堆積学・海洋地質学）塚脇真二（金沢大学工学部，研究代表者，堆積学・海洋地質学）

大河原正文（岩手大学工学部，粘土鉱物学）大河原正文（岩手大学工学部，粘土鉱物学）

神谷隆宏（金沢大学理学部，微古生物学：介形虫）神谷隆宏（金沢大学理学部，微古生物学：介形虫）

加藤道雄（金沢大学理学部，微古生物学：有孔虫）加藤道雄（金沢大学理学部，微古生物学：有孔虫）

秋葉文雄（石油資源開発㈱，微化石層位学：珪藻）秋葉文雄（石油資源開発㈱，微化石層位学：珪藻）

ダラス・マイルデンホール（ニュージーランド地質原子核研究所，花粉学）ダラス・マイルデンホール（ニュージーランド地質原子核研究所，花粉学）

シエン・ソタム（カンボジア鉱工業省地質部門，地域地質学）シエン・ソタム（カンボジア鉱工業省地質部門，地域地質学）

トッチュ・サンバース（カンボジア鉱工業省地質部門，地域地質学）トッチュ・サンバース（カンボジア鉱工業省地質部門，地域地質学）

後　援：日本証券奨学財団後　援：日本証券奨学財団

トンレサップ９６計画の概要（２）トンレサップ９６計画の概要（２）

調査時期調査時期

１９９６年５月（乾季末）１９９６年５月（乾季末）

水位が最低のため湖底の調査に最適水位が最低のため湖底の調査に最適

調 査 地調 査 地

シェムリアプ沖の湖北部シェムリアプ沖の湖北部

治安上の理由が第一治安上の理由が第一

比較的安定した環境？比較的安定した環境？

調査方法調査方法

表層採泥器による堆積物の採集表層採泥器による堆積物の採集

現在の堆積物や生物相の把握現在の堆積物や生物相の把握

柱状採泥器による柱状堆積物の採集柱状採泥器による柱状堆積物の採集

堆積物や生物相の変遷の解明堆積物や生物相の変遷の解明

試料採集（出発）試料採集（出発）

悪路を湖畔へ悪路を湖畔へ

湖畔の村に到着湖畔の村に到着

ようやく出航ようやく出航

護衛の武装警官護衛の武装警官

プノン・クロムを背に調査地へプノン・クロムを背に調査地へ

調査地点へ到着調査地点へ到着

試料採集（到着）試料採集（到着）



関式グラブ表層採泥関式グラブ表層採泥
器器

フレーガー式柱状採泥器フレーガー式柱状採泥器

試料採集方法（採泥器）試料採集方法（採泥器） どうやって過去を調べるか？どうやって過去を調べるか？

堆積物や含まれる化石などを時間に沿って調べる堆積物や含まれる化石などを時間に沿って調べる

堆積物に記録されるさまざまな模様とその変化堆積物に記録されるさまざまな模様とその変化

水の流れや波の記録，生物の活動の痕跡，など水の流れや波の記録，生物の活動の痕跡，など

過去の湖底環境とその変化過去の湖底環境とその変化

堆積物に含まれる鉱物の種類とその変化堆積物に含まれる鉱物の種類とその変化

もともとはどこにあったのか？　どうやって運ばれてきたものか？もともとはどこにあったのか？　どうやって運ばれてきたものか？

過去の周辺環境とその変化過去の周辺環境とその変化

堆積物に含まれる生物遺骸や花粉の種類とその変化堆積物に含まれる生物遺骸や花粉の種類とその変化

どんな生物が湖に棲み，どんな植物が湖のまわりに繁茂していたどんな生物が湖に棲み，どんな植物が湖のまわりに繁茂していた
のか？　それらはどのような環境に生息するものなのか？のか？　それらはどのような環境に生息するものなのか？

過去の生物相・植生とその変化過去の生物相・植生とその変化

どうやって過去を調べるか？どうやって過去を調べるか？古い堆積物（下の方）古い堆積物（下の方）
から新しいものへと順から新しいものへと順
番に，何からできてい番に，何からできてい
るか（堆積物），何がるか（堆積物），何が
含まれているか（鉱含まれているか（鉱
物，微小生物遺骸・花物，微小生物遺骸・花
粉），そしていつのも粉），そしていつのも
のか（年代）を調べるのか（年代）を調べる

底生生物底生生物 浮遊性生物浮遊性生物

堆積相・堆積物の解析から堆積相・堆積物の解析から

堆積物は湖底から約５０センチ下を境に二分される堆積物は湖底から約５０センチ下を境に二分される

下半部は青黒色で均質な泥からなり，生物が活動した痕跡下半部は青黒色で均質な泥からなり，生物が活動した痕跡
（巣穴など）が残されている（巣穴など）が残されている

泥が静かに沈殿するような静穏な堆積環境泥が静かに沈殿するような静穏な堆積環境

上半部は赤褐色で砂をやや含んだ泥からなり，波や流れに上半部は赤褐色で砂をやや含んだ泥からなり，波や流れに
さらされた記録（貝殻の層など）が残されているさらされた記録（貝殻の層など）が残されている

堆積物が削剥と沈殿とをくりかえすような比較的激しい堆積環境堆積物が削剥と沈殿とをくりかえすような比較的激しい堆積環境

「ある時」を境に堆積環境が変化した「ある時」を境に堆積環境が変化した
静穏な環境から活発な環境へ静穏な環境から活発な環境へ



上半部：茶色くて柔らかい泥上半部：茶色くて柔らかい泥

下半部：黒っぽくて緻密な泥下半部：黒っぽくて緻密な泥

←貝殻の層←貝殻の層

堆積物のエックス線透視（一例）堆積物のエックス線透視（一例）
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このあたりから増加このあたりから増加

堆積物に含まれる砂の量の変化堆積物に含まれる砂の量の変化

湖底から約６０cm下あたりから砂が増加する湖底から約６０cm下あたりから砂が増加する

堆積物の特徴が変化するところ堆積物の特徴が変化するところ

ここが境界ここが境界



柱状試料の粘土鉱物解析結果柱状試料の粘土鉱物解析結果
粘土鉱物の種類も湖底から約５０cm下を境に変化する粘土鉱物の種類も湖底から約５０cm下を境に変化する

下半部はカオリン鉱物やスメクタイトから構成される下半部はカオリン鉱物やスメクタイトから構成される

これらは現在の湖周辺地域に広く分布する粘土鉱物これらは現在の湖周辺地域に広く分布する粘土鉱物

上半部にはこれに”イライト”という粘土鉱物が加わる上半部にはこれに”イライト”という粘土鉱物が加わる

イライトは現在の湖周辺には分布しないイライトは現在の湖周辺には分布しない

イライトはメコン河の堆積物に豊富に含まれる（上流が起源？）イライトはメコン河の堆積物に豊富に含まれる（上流が起源？）

イライトはメコン河から湖に流れ込んできた可能性が高いイライトはメコン河から湖に流れ込んできた可能性が高い

「ある時」を境に堆積物の種類が変わった「ある時」を境に堆積物の種類が変わった
メコン河の水が湖に流れ込むようになった？メコン河の水が湖に流れ込むようになった？

エックス線回折分析結果の例エックス線回折分析結果の例

イライト

粘土鉱物含有量の変化粘土鉱物含有量の変化

メコン河に由来する”イライト”が約５０cm下で出現メコン河に由来する”イライト”が約５０cm下で出現
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イライト ｽﾒｸﾀｲﾄなど ｶｵﾘﾝ鉱物

イライトの出現イライトの出現

放射性炭素年代の測定結果放射性炭素年代の測定結果

    　　　　放射性炭素年代の実測値放射性炭素年代の実測値

TS96-1試料TS96-1試料

  42 -  48 cm: 5081± 86 年前  42 -  48 cm: 5081± 86 年前

100 - 106 cm: 6233± 84 年前100 - 106 cm: 6233± 84 年前

110 - 116 cm: 6505± 88 年前110 - 116 cm: 6505± 88 年前

TS96-2試料TS96-2試料

  48 -  53 cm: 5620±120 年前  48 -  53 cm: 5620±120 年前

103 - 108 cm: 6070± 90 年前103 - 108 cm: 6070± 90 年前

　　一年間あたりの堆積速度（埋積量）一年間あたりの堆積速度（埋積量）

TS96-1試料TS96-1試料

6505 - 6233年前 → 0.40㎜6505 - 6233年前 → 0.40㎜

6233 - 5081年前 → 0.47㎜6233 - 5081年前 → 0.47㎜

5081年前 - 現在 → 5081年前 - 現在 → 0.09㎜0.09㎜

TS96-2試料TS96-2試料

6070 - 5620年前 → 1.26㎜6070 - 5620年前 → 1.26㎜

5620年前 - 現在 → 5620年前 - 現在 → 0.09㎜0.09㎜

約５５００年前を境に湖の埋積作用が停止した約５５００年前を境に湖の埋積作用が停止した



放射性炭素年代の測定結果放射性炭素年代の測定結果

約５５００年前を境に堆積物がたまりにくくなった約５５００年前を境に堆積物がたまりにくくなった
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活発な埋積作用活発な埋積作用

緩慢な埋積作用緩慢な埋積作用

微小生物遺骸・花粉の解析結果微小生物遺骸・花粉の解析結果

珪　藻（淡水，海水の両方に生息する）珪　藻（淡水，海水の両方に生息する）
産出量が変化するが６５００年間を通して現在と同じ産出量が変化するが６５００年間を通して現在と同じ淡水性種淡水性種

介形虫（淡水，海水の両方に生息する）介形虫（淡水，海水の両方に生息する）
産出量はきわめて少ないが産出量はきわめて少ないがすべて淡水性の種類すべて淡水性の種類

有孔虫（海水環境下でのみ生息可能）有孔虫（海水環境下でのみ生息可能）

まったく見つからないまったく見つからない

花粉・胞子花粉・胞子
６５００年前の試料からも６５００年前の試料からも現在のものと同じ花粉や胞子現在のものと同じ花粉や胞子がみつかるがみつかる

６５００年前の植生や生物相は現在とほぼ同じだった６５００年前の植生や生物相は現在とほぼ同じだった

解析に用いた微小生物遺骸・花粉解析に用いた微小生物遺骸・花粉
珪　藻 介形虫

花粉・胞子

有孔虫

トンレサップではトンレサップでは
未発見未発見

トンレサップ９６計画の結果をまとめるとトンレサップ９６計画の結果をまとめると

堆積物の解析結果：堆積物の解析結果：「ある時」「ある時」を境に堆積相が変化を境に堆積相が変化

静穏な環境から活発な環境へと変わった静穏な環境から活発な環境へと変わった

粘土鉱物の解析結果：粘土鉱物の解析結果：「ある時」「ある時」を境にイライトが出現するを境にイライトが出現する

湖にメコン河の水が流れ込むようになった湖にメコン河の水が流れ込むようになった

放射性炭素年代の測定結果：放射性炭素年代の測定結果：「ある時」「ある時」とは約５５００年前とは約５５００年前

進行していた湖の埋積作用がほぼ停止した進行していた湖の埋積作用がほぼ停止した

微小生物遺骸・花粉の分析結果：微小生物遺骸・花粉の分析結果：過去と現在とに違いはない過去と現在とに違いはない

ずっと淡水湖であり現在と同じような微小生物が棲んでいたずっと淡水湖であり現在と同じような微小生物が棲んでいた

現在とほぼ同じ植生が６５００年前にも湖をとりまいていた現在とほぼ同じ植生が６５００年前にも湖をとりまいていた



まとめた結果から考えてみるとまとめた結果から考えてみると

かつての湖はトンレサップ盆地内の孤立湖沼だったかつての湖はトンレサップ盆地内の孤立湖沼だった

周辺から流れ込む泥によって湖の埋積が進んでいた周辺から流れ込む泥によって湖の埋積が進んでいた
（古トンレサップ湖）（古トンレサップ湖）

約５５００年前にメコン河の水が湖に流れ込んだ約５５００年前にメコン河の水が湖に流れ込んだ

現在のトンレサップ湖の出現現在のトンレサップ湖の出現

水位と面積とが季節によって大きく変化するようになった水位と面積とが季節によって大きく変化するようになった

湖に流入する水は泥を運び込んだが，流出する水が湖に流入する水は泥を運び込んだが，流出する水が
その泥を洗い流した．そのため湖での埋積作用はみその泥を洗い流した．そのため湖での埋積作用はみ
かけ上停止したかけ上停止した

生息する微小生物や周囲の植生は現在とほぼ同じだった生息する微小生物や周囲の植生は現在とほぼ同じだった

約６５００年間をとおして淡水湖だった約６５００年間をとおして淡水湖だった

５５００年前に何が起こったか５５００年前に何が起こったか

約１万８千年前の海水面は現在よりも約１００ｍ低下して約１万８千年前の海水面は現在よりも約１００ｍ低下して
いた（最終氷期最大期）．当時の海岸線は現在よりもはるいた（最終氷期最大期）．当時の海岸線は現在よりもはる
か沖に位置していた．か沖に位置していた．

上昇を開始した海水面は，約６０００年前に現在よりもや上昇を開始した海水面は，約６０００年前に現在よりもや
や高くなった（海面高頂期：縄文海進）．当時の海岸線はや高くなった（海面高頂期：縄文海進）．当時の海岸線は
現在のカンボジア国内にまで湾入していた．現在のカンボジア国内にまで湾入していた．

メコン河の水が増水期に河道からあふれだすようになり，メコン河の水が増水期に河道からあふれだすようになり，
近くの低地（トンレサップ盆地）に流れ込んで巨大湖を形近くの低地（トンレサップ盆地）に流れ込んで巨大湖を形
成した．成した．

それから現在にかけて海面は徐々に低下したものの，トそれから現在にかけて海面は徐々に低下したものの，ト
ンレサップ湖はそのままの姿で残った．ンレサップ湖はそのままの姿で残った．

６０００年前６０００年前

現　在現　在
３０００年前３０００年前 ５０００年前５０００年前

トンレサップ湖におけるトンレサップ湖における
過去6500年間の環境変遷史過去6500年間の環境変遷史

？？
トンレサップ９６計画の成果トンレサップ９６計画の成果

メコン河とは接続せずメコン河とは接続せず
湖の形状などは不明湖の形状などは不明

海進でメコン河と接続海進でメコン河と接続
現在と同じ湖の出現現在と同じ湖の出現

海岸線が徐々に後退海岸線が徐々に後退
メコンデルタの成長メコンデルタの成長

安定水域として存在安定水域として存在

トンレサップ２１計画（１：概要）トンレサップ２１計画（１：概要）

研究目的：トンレサップ湖の２万年前（寒冷期）から現在研究目的：トンレサップ湖の２万年前（寒冷期）から現在
（温暖期）にいたるまでのトンレサップ湖およびカンボジア（温暖期）にいたるまでのトンレサップ湖およびカンボジア
の環境変遷史を探るの環境変遷史を探る

研究期間：２０００年４月から２００３年３月までの３年間研究期間：２０００年４月から２００３年３月までの３年間

参加研究者：日本，カンボジア，ニュージーランドの８名参加研究者：日本，カンボジア，ニュージーランドの８名
（地質学，鉱物学，古生物学など）（地質学，鉱物学，古生物学など）

研究協力者：日本，カンボジアの１２名（生物学，生態学，研究協力者：日本，カンボジアの１２名（生物学，生態学，
水理学，植物動態学，魚類学，水産学，など）水理学，植物動態学，魚類学，水産学，など）

経　費：科学研究費補助金研究（海外学術調査）経　費：科学研究費補助金研究（海外学術調査）



トンレサップ２１計画（２：現地調査）トンレサップ２１計画（２：現地調査）

第１回目：２０００年１１～１２月（最高水位期）第１回目：２０００年１１～１２月（最高水位期）

第２回目調査のための予備調査（湖北部）第２回目調査のための予備調査（湖北部）

第２回目：２００１年５月（最低水位期）第２回目：２００１年５月（最低水位期）

湖の歴史を調べるための試料の採集（湖北部）湖の歴史を調べるための試料の採集（湖北部）

第３回目：２００１年１２月（最高水位期）第３回目：２００１年１２月（最高水位期）

湖南部やメコン河などの予備調査湖南部やメコン河などの予備調査

第４回目：２００２年５月（最低水域期）第４回目：２００２年５月（最低水域期）

湖畔の植物や遺跡区域内での予察的調査湖畔の植物や遺跡区域内での予察的調査

第１回目：2000年11～12月第１回目：2000年11～12月（最高水位期）（最高水位期）

第１回目調査の調査地域第１回目調査の調査地域

調査地点調査地点

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
● ●●印：柱状堆積物印：柱状堆積物

青青線：表層堆積物線：表層堆積物

●●印：96年の試料印：96年の試料

第２回目：２００１年５月第２回目：２００１年５月（最低水位期）（最低水位期）



第２回目調査の調査地域第２回目調査の調査地域

Sampling Sites of TS21-2 SurveySampling Sites of TS21-2 Survey

● ９

● ２

●●印：柱状堆積物印：柱状堆積物

青青円：表層堆積物円：表層堆積物

第３回目：２００１年１２月第３回目：２００１年１２月（最高水位期）（最高水位期）

第３回目調査の調査地域第３回目調査の調査地域

Sampling Sites of Sampling Sites of 
TS21-3 SurveyTS21-3 Survey

モンクルボレイ川モンクルボレイ川

トンレサップ川トンレサップ川

メコン河メコン河

トンレサップ湖南部トンレサップ湖南部

第４回目：２００２年５月第４回目：２００２年５月（最低水位期）（最低水位期）



湖底堆積物試料の採集方法湖底堆積物試料の採集方法

表層部をつかみ取る表層部をつかみ取る 表層部をひっかき取表層部をひっかき取
るる

短いパイプを突き刺す短いパイプを突き刺す 長いパイプを突き刺す長いパイプを突き刺す

第１回目の調査第１回目の調査（短い試料を数多く採集）（短い試料を数多く採集）

第１回目の調査でわかったこと第１回目の調査でわかったこと

もっとも上には茶色くて柔らかい砂まじりの泥の層があるもっとも上には茶色くて柔らかい砂まじりの泥の層がある

現在の湖底で見られるものと同じ現在の湖底で見られるものと同じ

いまの湖とまったく同じ環境で形成された層（現在の湖）いまの湖とまったく同じ環境で形成された層（現在の湖）

もっとも下には灰色あるいはオレンジ色の粘土層があるもっとも下には灰色あるいはオレンジ色の粘土層がある

湖の底に沈殿した堆積物の器となる層湖の底に沈殿した堆積物の器となる層

乾いた大地だったときに形成された層（湖の誕生以前）乾いた大地だったときに形成された層（湖の誕生以前）

湖の中央部ではこれらの間に青黒い泥の層がある湖の中央部ではこれらの間に青黒い泥の層がある

現在の湖ではみつからない現在の湖ではみつからない

今とは異なる環境のもとに形成された層（過去の湖）今とは異なる環境のもとに形成された層（過去の湖）

湖底の堆積物は大きく３つの層に区分される湖底の堆積物は大きく３つの層に区分される

湖の中央部から採集された試料湖の中央部から採集された試料

上上
部部

中中
部部

下下
部部

いまの湖いまの湖

過去の湖過去の湖

湖の誕生以前湖の誕生以前



湖の中心部から採集された試料湖の中心部から採集された試料

ももっっとともも下下にに粘粘土土のの
層がみつからない！層がみつからない！

湖の縁辺部から採集された試料湖の縁辺部から採集された試料

中間に青黒い泥の層（過去の湖）がない！中間に青黒い泥の層（過去の湖）がない！

C-3C-3

C-1C-1

１９９６年の調査でわかっていたこと１９９６年の調査でわかっていたこと

上の茶色い泥の層には，波や流れにさらされた痕跡（貝上の茶色い泥の層には，波や流れにさらされた痕跡（貝
殻が集まった層など）が残されている殻が集まった層など）が残されている

堆積物が削剥と沈殿とをくりかえすような激しい環境堆積物が削剥と沈殿とをくりかえすような激しい環境

現在の湖とほぼ同じ環境だといえる現在の湖とほぼ同じ環境だといえる

下（中間）の青黒い泥の層には湖底に生息する生物が活下（中間）の青黒い泥の層には湖底に生息する生物が活
動した痕跡が残されている動した痕跡が残されている

泥が静かに沈殿するような静穏な環境泥が静かに沈殿するような静穏な環境

かつての湖は現在と異なる静かな環境だったかつての湖は現在と異なる静かな環境だった

「ある時」を境に堆積環境が変化した「ある時」を境に堆積環境が変化した
静穏な環境から活発な環境（現在）へ静穏な環境から活発な環境（現在）へ

第１回目の調査でわかったこと第１回目の調査でわかったこと

中間部の青黒い泥の層（かつての静穏な環境で形成さ中間部の青黒い泥の層（かつての静穏な環境で形成さ
れた層）は湖の中央部にしかみつからないれた層）は湖の中央部にしかみつからない

かつてのトンレサップ湖は今よりずっと小さかったかつてのトンレサップ湖は今よりずっと小さかった

湖生誕の謎をさぐるには湖の中央部でより長い試料を採湖生誕の謎をさぐるには湖の中央部でより長い試料を採

集する必要がある　集する必要がある　→第２回目の調査へ→第２回目の調査へ

湖の中心部で採集した試料は底にまで達していない湖の中心部で採集した試料は底にまで達していない



第２回目の調査第２回目の調査（湖の中心で長い試料を採集）（湖の中心で長い試料を採集）

もっとも長い試料の上の部分もっとも長い試料の上の部分

茶色くて柔らかい泥茶色くて柔らかい泥 青黒い緻密な泥青黒い緻密な泥

もっとも長い試料の下の部分もっとも長い試料の下の部分

青黒い緻密な泥青黒い緻密な泥 灰色の堅い粘土灰色の堅い粘土



堆積物の年代測定の結果堆積物の年代測定の結果

湖の誕生（約７６００年前）湖の誕生（約７６００年前）

静穏な環境下で埋積が進行静穏な環境下で埋積が進行
（７６００年前～５５００年前）（７６００年前～５５００年前）

環境の激変（約５５００年前）環境の激変（約５５００年前）

活発な環境下で埋積が停止活発な環境下で埋積が停止
（５５００年前～現在）（５５００年前～現在）

←

←

←

←←
←

←
←

←

←

←

←

→

→

→

→

珪藻・花粉化石の分析結果から珪藻・花粉化石の分析結果から

珪藻化石は淡水にすむ種類ばかりがみつかる珪藻化石は淡水にすむ種類ばかりがみつかる

湖は７６００年間をとおしてずっと淡水だった！湖は７６００年間をとおしてずっと淡水だった！

珪藻の産出状況には時代をおっての増減がみうけられる珪藻の産出状況には時代をおっての増減がみうけられる

花粉化石は過去も現在も同じものがみつかる花粉化石は過去も現在も同じものがみつかる

湖をとりまく植生は７６００年前から現在までほぼ同じ！湖をとりまく植生は７６００年前から現在までほぼ同じ！

約１万５千年前の試料には湿潤性植物の花粉がみつかる約１万５千年前の試料には湿潤性植物の花粉がみつかる

数１００年周期の環境変動があった？数１００年周期の環境変動があった？

１５０００年前から乾燥化が徐々に進行した？１５０００年前から乾燥化が徐々に進行した？

すべての結果をまとめるとすべての結果をまとめると

トンレサップ湖は今から約７６００年前に誕生したトンレサップ湖は今から約７６００年前に誕生した

かつてのトンレサップ湖は小さな湖（または湖沼群）で，周囲かかつてのトンレサップ湖は小さな湖（または湖沼群）で，周囲か
らもたらされる泥で湖は年々埋積されていたらもたらされる泥で湖は年々埋積されていた

ところが今から約５５００年前に，メコン河の水が雨季になるとところが今から約５５００年前に，メコン河の水が雨季になると
この湖に流れ込むようになり巨大湖が誕生したこの湖に流れ込むようになり巨大湖が誕生した

この変化によって湖は雨季と乾季で拡大と縮小をくりかえすよこの変化によって湖は雨季と乾季で拡大と縮小をくりかえすよ
うになった．湖に流入する水は泥を運び込んだが，流出する水うになった．湖に流入する水は泥を運び込んだが，流出する水
が泥を洗い流した．そのため湖での埋積作用はみかけ上ほぼが泥を洗い流した．そのため湖での埋積作用はみかけ上ほぼ
停止し，以降は安定した水域として存在できるようになった停止し，以降は安定した水域として存在できるようになった

トンレサップ湖は生誕以来ずっと淡水湖であり，周辺の植生もトンレサップ湖は生誕以来ずっと淡水湖であり，周辺の植生も
７６００年間をとおしてほぼ同じだった７６００年間をとおしてほぼ同じだった

５５００年前に何が起こったか（再）５５００年前に何が起こったか（再）

約１万８千年前の海水面は現在よりも約１００ｍ低下して約１万８千年前の海水面は現在よりも約１００ｍ低下して
いた（最終氷期最大期）．当時の海岸線は現在よりもはるいた（最終氷期最大期）．当時の海岸線は現在よりもはる
か沖にあったか沖にあった

上昇を開始した海水面は，約６０００年前に現在よりもや上昇を開始した海水面は，約６０００年前に現在よりもや
や高くなった（海面高頂期：縄文海進）．当時の海岸線はや高くなった（海面高頂期：縄文海進）．当時の海岸線は
現在のカンボジア国内にまで湾入していた現在のカンボジア国内にまで湾入していた

海水に押し戻されたメコン河の水が増水期に河道からあ海水に押し戻されたメコン河の水が増水期に河道からあ
ふれだすようになり，近くの低地（今のトンレサップ湖があふれだすようになり，近くの低地（今のトンレサップ湖があ
るところ）に流れ込んで巨大湖を形成したるところ）に流れ込んで巨大湖を形成した

それから現在にかけて海面は徐々に低下したものの，トそれから現在にかけて海面は徐々に低下したものの，ト
ンレサップ湖はそのままの伸縮する水域として残ったンレサップ湖はそのままの伸縮する水域として残った



１５０００年前１５０００年前 ７０００年前７０００年前 ６０００年前６０００年前

現　在現　在
３０００年前３０００年前 ５０００年前５０００年前

トンレサップ２１計画の成果トンレサップ２１計画の成果

カンボジアにおける過去２万年間の環境変遷史カンボジアにおける過去２万年間の環境変遷史

？？

海岸線が徐々に浸入海岸線が徐々に浸入
湖の埋積が進行湖の埋積が進行

海進でメコン河と接続海進でメコン河と接続
現在と同じ湖の出現現在と同じ湖の出現

海岸線が徐々に後退海岸線が徐々に後退
メコンデルタの成長メコンデルタの成長

古トンレサップの誕生古トンレサップの誕生
現在とほぼ同じ気候現在とほぼ同じ気候

環境の詳細は不明環境の詳細は不明
陸棚が大きく広がる陸棚が大きく広がる

安定水域として存在安定水域として存在

アンコール王朝時代のトンレサップ湖アンコール王朝時代のトンレサップ湖

トトンンレレササッッププ湖湖はは約約５５５５００００年年前前かからら現現在在ににいいたたるるままでで，，そそ
のの姿姿ををほほととんんどど変変ええてていいなないい．．ここのの期期間間ををととおおししてて水水位位やや
面面積積のの季季節節的的変変化化もも同同じじよよううにに発発生生ししてていいたた．．ままたた，，湖湖にに
生息する生物や周辺の植生も現在とほぼ同じといえる．生息する生物や周辺の植生も現在とほぼ同じといえる．

ククメメーールル王王朝朝時時代代ののトトンンレレササッッププ湖湖はは現現在在ととほほぼぼ同同じじだだっったた
とといいっっててよよいい．．湖湖のの形形ははいいままととほほぼぼ同同じじでであありり，，湖湖でではは現現在在
とと同同じじよよううなな現現象象がが発発生生しし，，同同じじよよううなな生生物物がが生生息息しし，，そそししてて
湖のまわりには同じような植生があった．湖のまわりには同じような植生があった．

トンレサップ湖の将来トンレサップ湖の将来

現現在在ののトトンンレレササッッププ湖湖はは季季節節にによよるる大大ききなな変変化化ははああるるもも
のののの，，自自然然のの絶絶妙妙ななババラランンススのの上上にに安安定定ししたた水水域域ととししてて
存在している存在している

トトンンレレササッッププ湖湖のの自自然然環環境境がが大大ききくく変変わわるるとと，，カカンンボボジジアアそそ
ののもものの自自然然環環境境もも大大ききくく変変化化しし，，ここのの国国にに住住むむ人人々々のの社社会会
や生活に致命的な打撃を与えることが懸念されるや生活に致命的な打撃を与えることが懸念される

自自然然をを今今ののままままのの姿姿にに保保つつ（（放放置置すするる？？））ここととががででききれればば，，
将来もそのままの姿でありつづけるだろう将来もそのままの姿でありつづけるだろう

湖の自然が変わるとすれば湖の自然が変わるとすれば
現在の自然のバランスを不安定にする要因は３つあげられる現在の自然のバランスを不安定にする要因は３つあげられる

海水面の上下変動海水面の上下変動

５ｍ以上上昇すれば湖には海水が入り込む５ｍ以上上昇すれば湖には海水が入り込む

５ｍ以上低下すれば湖が乾季に干上がる可能性がある５ｍ以上低下すれば湖が乾季に干上がる可能性がある

メコン河の流量の変化メコン河の流量の変化

流量が増加しても湖に変化はないが大洪水が頻発する流量が増加しても湖に変化はないが大洪水が頻発する

流量が大きく低下すれば湖の埋積がふたたび始まる流量が大きく低下すれば湖の埋積がふたたび始まる

堆積物の流入量の増大や種類の変化堆積物の流入量の増大や種類の変化

多量の堆積物が流入するようになれば湖の埋積が始まる多量の堆積物が流入するようになれば湖の埋積が始まる

粗粒の堆積物が流入するようになれば湖の埋積が始まる粗粒の堆積物が流入するようになれば湖の埋積が始まる

自然環境の大きな変化＝現在の湖の恵みすべての消失自然環境の大きな変化＝現在の湖の恵みすべての消失



湖の恵みを維持するために湖の恵みを維持するために

第一に現在の自然環境のすべてを記録する必要がある第一に現在の自然環境のすべてを記録する必要がある

どのような生物が生息し，それらはどのような関係にあるのか？どのような生物が生息し，それらはどのような関係にあるのか？

水や堆積物の収支はどうなっているのか？水や堆積物の収支はどうなっているのか？

第二に記録結果をふまえて環境変化を定量化する第二に記録結果をふまえて環境変化を定量化する

生物相や生態系が一定期間後にどのように変わったか？生物相や生態系が一定期間後にどのように変わったか？

水や堆積物の収支が一定期間後に変化したか？水や堆積物の収支が一定期間後に変化したか？

これらの作業なしに湖の精密な将来像や，環境変化，環境これらの作業なしに湖の精密な将来像や，環境変化，環境
悪化，環境汚染などの実態は語れない悪化，環境汚染などの実態は語れない

自然環境の総合的な調査とその継続が急務である自然環境の総合的な調査とその継続が急務である

カンボジアの現在を知るカンボジアの現在を知る
カンボジアのトンレサップ湖における生カンボジアのトンレサップ湖における生
物多様性維持機構の調査物多様性維持機構の調査

科学研究費海外学術調査チーム科学研究費海外学術調査チーム
（EMSB計画）（EMSB計画）

ユネスコMAB-IHP若手チームユネスコMAB-IHP若手チーム
（EMSB-u32計画）（EMSB-u32計画）

カンボジアの”現在”を知る調査カンボジアの”現在”を知る調査

カンボジアのトンレサップ湖における生物多様性維持機構の調査カンボジアのトンレサップ湖における生物多様性維持機構の調査
（通称：ＥＭＳＢチーム）（通称：ＥＭＳＢチーム）

カンボジアの過去を探るふたつの調査（トンレサップ９６とトンレサッカンボジアの過去を探るふたつの調査（トンレサップ９６とトンレサッ
プ２１両計画）のあとをうけて実施．プ２１両計画）のあとをうけて実施．

日本とカンボジアの合同調査．２００３年～２００５年の３年間．日本とカンボジアの合同調査．２００３年～２００５年の３年間．

４つの研究グループに分かれ，共同研究チームがさらに加わる．４つの研究グループに分かれ，共同研究チームがさらに加わる．
湖底地質学：金沢大学，カンボジア資源総局地質部湖底地質学：金沢大学，カンボジア資源総局地質部
水文学：滋賀大学，大阪電気通信大学，奈良教育大学，カンボ水文学：滋賀大学，大阪電気通信大学，奈良教育大学，カンボ

ジア水資源気象省水文河川局ジア水資源気象省水文河川局
植物動態学：宮城教育大学，東北学院大学，横浜国立大学，岩植物動態学：宮城教育大学，東北学院大学，横浜国立大学，岩

手大学，アンコール遺跡整備機構手大学，アンコール遺跡整備機構
無脊椎動物学・魚類分類学：弘前大学，金沢大学，北海道大無脊椎動物学・魚類分類学：弘前大学，金沢大学，北海道大

学，京都大学，鹿児島大学，大阪府立大学，ほか学，京都大学，鹿児島大学，大阪府立大学，ほか

調査経費は科学研究費補助金調査経費は科学研究費補助金

EMSBチームによる現地調査EMSBチームによる現地調査

第１回（２００３年１１月～１２月)：乾季初旬の第１回（２００３年１１月～１２月)：乾季初旬の最高最高水位期～水位期～
減水期におけるトンレサップ湖減水期におけるトンレサップ湖北部北部

第２回（２００４年５月～６月）：雨季初旬の第２回（２００４年５月～６月）：雨季初旬の最低最低水位期～増水水位期～増水
期におけるトンレサップ湖期におけるトンレサップ湖北部北部

第３回（２００４年１１月～１２月）：乾季初旬の第３回（２００４年１１月～１２月）：乾季初旬の最高最高水位期～水位期～
減水期におけるトンレサップ湖北部および減水期におけるトンレサップ湖北部および南部南部（EMSB-u32（EMSB-u32
チームとの合同調査）チームとの合同調査）

第４回（２００５年５月～６月）：雨季初旬の第４回（２００５年５月～６月）：雨季初旬の最低最低水位期～増水水位期～増水
期におけるトンレサップ湖北部および期におけるトンレサップ湖北部および南部南部（EMSB-u32チーム（EMSB-u32チーム
との合同調査）との合同調査）

第５回（２００５年１２月）：乾季中旬の減水期におけるトンレ第５回（２００５年１２月）：乾季中旬の減水期におけるトンレ
サップ湖北部（補足調査）サップ湖北部（補足調査）



無脊椎動物グループの活動無脊椎動物グループの活動 植物動態グループの活動植物動態グループの活動

水文グループの活動（湖・気象）水文グループの活動（湖・気象） 地質グループの活動（湖底・陸上）地質グループの活動（湖底・陸上）



EMSB-u32チーム設立の背景EMSB-u32チーム設立の背景

ＥＭＳＢチームによる調査が順調に進むにつれて，このチームＥＭＳＢチームによる調査が順調に進むにつれて，このチーム
による調査の問題点や限界もまた明らかになってきた．による調査の問題点や限界もまた明らかになってきた．

1.1. 季節による湖の変化があまりにも著しい．増水期と減水期季節による湖の変化があまりにも著しい．増水期と減水期

の状況も捉える必要がある．の状況も捉える必要がある．

しかし，現チームでは調査回数を増やすことは不可能．しかし，現チームでは調査回数を増やすことは不可能．

2.2. すべての分野において長期的な観測・観察が不可欠．すなすべての分野において長期的な観測・観察が不可欠．すな

わち現地での長期的観測体制を確立しなければならない．わち現地での長期的観測体制を確立しなければならない．

現チームではこれへの対応に無理がある現チームではこれへの対応に無理がある．．

EMSB-u32チームの設立EMSB-u32チームの設立

これらの問題を解決する方法はひとつしかない．これらの問題を解決する方法はひとつしかない．

若手研究者だけのチームの設立．若手研究者だけのチームの設立．

湖の季節変化に即応した調査の実施が可能．湖の季節変化に即応した調査の実施が可能．

現地に長期にわたる滞在が可能．現地に長期にわたる滞在が可能．

将来の主力研究チームとなりうる．将来の主力研究チームとなりうる．

ユネスコＭＡＢ－ＩＨＰの経済的支援（２００３年末）ユネスコＭＡＢ－ＩＨＰの経済的支援（２００３年末）

日本とカンボジアでそれぞれ選考し各４名を決定．日本とカンボジアでそれぞれ選考し各４名を決定．

動物分野（無脊椎動物）動物分野（無脊椎動物）

動物分野（魚類）動物分野（魚類）

植物分野植物分野

水文分野水文分野

EMSB-u32チーム日本側メンバーEMSB-u32チーム日本側メンバー

向井貴彦向井貴彦
（岐阜大学）（岐阜大学）
魚類生態学魚類生態学

荒木祐二荒木祐二
（横浜国立大学）（横浜国立大学）

植物動態学植物動態学

石川俊之石川俊之
（北海道大学）（北海道大学）

プランクトン生態学プランクトン生態学

大八木英夫大八木英夫
（日本大学）（日本大学）

水文学水文学

塚 脇 真 二塚 脇 真 二
（金沢大学）（金沢大学）
総括・代表総括・代表

チャイ・ラチャナ（遺跡整備機構）チャイ・ラチャナ（遺跡整備機構）
動植物標本管理動植物標本管理

イム・シム（産業省資源総局）イム・シム（産業省資源総局）
 湖底堆積物 湖底堆積物

ソ・イム・モニチョット（水資源気象省）ソ・イム・モニチョット（水資源気象省）
水文データ管理水文データ管理

EMSB-u32カンボジア側メンバーEMSB-u32カンボジア側メンバー

ドゥルン・ポゥキィ（ピースインツアー）
植物民間利用



EMSB-u32チームの第１回調査EMSB-u32チームの第１回調査

２００４年１１～１２月（乾季・高水位期):トンレサップ湖の北部と２００４年１１～１２月（乾季・高水位期):トンレサップ湖の北部と
南部で総合調査を実施南部で総合調査を実施

EMSB-u32チームの第１回補足調査EMSB-u32チームの第１回補足調査

２００５年１月（乾季・減水期):トンレサップ湖の北部と南部で補２００５年１月（乾季・減水期):トンレサップ湖の北部と南部で補
足調査（植生・水文）を実施足調査（植生・水文）を実施

EMSB-u32チームの第２回調査EMSB-u32チームの第２回調査

２００５年２～３月（乾季・低水位期):トンレサップ湖の北部と南部２００５年２～３月（乾季・低水位期):トンレサップ湖の北部と南部
で総合調査を実施で総合調査を実施

EMSB-u32チームの第３回調査EMSB-u32チームの第３回調査

２００５年５～６月（雨季・低水位期):トンレサップ湖の北部と南部２００５年５～６月（雨季・低水位期):トンレサップ湖の北部と南部
で総合調査を実施で総合調査を実施



EMSB-u32チームの第４回調査EMSB-u32チームの第４回調査

２００５年７～８月（雨季・高水位期):トンレサップ湖の北部と南部２００５年７～８月（雨季・高水位期):トンレサップ湖の北部と南部
で総合調査を実施で総合調査を実施

１００種類を超える魚類のDNAを収集・解析１００種類を超える魚類のDNAを収集・解析

新種の発見新種の発見

Callionymidae sp.Callionymidae sp. Gobiidae sp.Gobiidae sp.

EMSB-u32魚類グループの活動EMSB-u32魚類グループの活動

a new genus
Tonlesapia
tsukawakii

プランクトン群集の収集と解析プランクトン群集の収集と解析

トンレサップ湖の一時生産量の測定トンレサップ湖の一時生産量の測定

EMSB-u32プランクトングループの活動EMSB-u32プランクトングループの活動

Herbaceous Herbaceous 
water-plant vegetation water-plant vegetation 

Woodland vegetationWoodland vegetation  

氾濫原の植生区分と住民利用形態の調査氾濫原の植生区分と住民利用形態の調査 生態学的調査：生態学的調査：Barringtonia acutangulaBarringtonia acutangula

FlowersFlowers SeedsSeeds

Flower season (Jul. to Aug.)Flower season (Jul. to Aug.)

EMSB-u32植物動態グループの活動EMSB-u32植物動態グループの活動



湖へ流入する河川水の調査湖へ流入する河川水の調査

トンレサップ湖での陸水化学，トンレサップ湖での陸水化学，
物理学的調査物理学的調査

EMSB-u32水文グループの活動EMSB-u32水文グループの活動

雨水の調査雨水の調査

メコン河，トンレサップ川およびバサッメコン河，トンレサップ川およびバサッ
ク河の河川変動調査・堆積物調査ク河の河川変動調査・堆積物調査
（徳島大学工学部：竹林洋史）（徳島大学工学部：竹林洋史）

アンコール遺跡区域やプノンペン市街アンコール遺跡区域やプノンペン市街
地における大気環境調査地における大気環境調査
（金沢大学自然科学研究科：古内正美）（金沢大学自然科学研究科：古内正美）

EMSB&EMSB-u32の共同研究チームEMSB&EMSB-u32の共同研究チーム

EMSB & EMSB-u32計画の成果EMSB & EMSB-u32計画の成果

湖底地質学および河川工学湖底地質学および河川工学

水文学および陸水学水文学および陸水学

植物動態学植物動態学

無脊椎動物および魚類学無脊椎動物および魚類学

大気環境工学および都市工学大気環境工学および都市工学

湖底地質学分野の成果湖底地質学分野の成果
トンレサップ湖の南部トンレサップ湖の南部
で柱状採泥・表層採泥で柱状採泥・表層採泥
を実施．を実施．



湖底地質学分野の成果湖底地質学分野の成果

北部でのふたつに続いて南部北部でのふたつに続いて南部
でも古トンレサップ湖を確認でも古トンレサップ湖を確認

堆積学・河川工学分野の成果堆積学・河川工学分野の成果

トンレサップ川で柱状試料・トンレサップ川で柱状試料・
表層試料を採集し解析表層試料を採集し解析

堆積学・河川工学分野の成果堆積学・河川工学分野の成果

トンレサップ川における堆積物の垂直変化およトンレサップ川における堆積物の垂直変化およ
び側方変化を記載し，メコン河起源の砂質堆積び側方変化を記載し，メコン河起源の砂質堆積
物の到達距離などを確認．物の到達距離などを確認．

河川変動解析の基礎資料河川変動解析の基礎資料

上　流上　流 中　流中　流 下　流下　流

水文学・陸水学分野の成果例水文学・陸水学分野の成果例
湖全域，関連河川，降雨湖全域，関連河川，降雨
などの水質を調査．などの水質を調査．

湖北部では，高水位時に湖北部では，高水位時に
比べて低水位時に水質の比べて低水位時に水質の
地域的差異が生じることを地域的差異が生じることを
確認．確認．

このような低水位時の水このような低水位時の水
質の地域的差異は，周辺質の地域的差異は，周辺
河川から流れ込む水の影河川から流れ込む水の影
響と住民の活動とに起因響と住民の活動とに起因
する.する.



植物動態学分野の成果例植物動態学分野の成果例
トンレサップ湖氾濫原域の季節的な植生動態を解明．トンレサップ湖氾濫原域の季節的な植生動態を解明．

【【LowLow--waterwater seasonseason 】】

LakeLake

Tree forestTree forest
（（H=10mH=10m））

ShortShort--treetree
forestforest

（（H=7mH=7m）） ShrubShrub
（（H=6mH=6m））

FallowFallow
fieldfield

（（H=4mH=4m））

PaddyPaddy
FieldField

(H=1m)(H=1m)

Herbaceous water-plants

CutoverCutover
forestforest

CutoverCutover
forestforest

動物分野の成果（無脊椎動物）動物分野の成果（無脊椎動物）
トンレサップ湖沖合での無脊椎動物群集トンレサップ湖沖合での無脊椎動物群集

Table. Occurrences of zoobentos in offshore Lake Tonle Sap

Season Flooded Dry Flooded Dry
Macrofauna

Mollusca + + + +
Oligochaeta ++ ++ ++ ++
Natantia + + + +
Amphipoda + + + +
Chaoboridae + +
Chironomidae + + + +

Total density m -2 104-415 326-1300 490-580 300-490

Meiofauna
Nematoda ++ + ++ ++
Ostracoda + ++ + +
Copepoda + + + +

Total density m -2 2000-7600 5200-10800 7600-16000 6000-13200

Wet weight (g m -2)
Oligochaeta 0.1-1.6 0.1-2.2 0.6-2.8 0.3-0.5
Chironomidae 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1
Mollusca 0.1-66 13-320 244-365 134-137
others 0 0 0.3-0.6 0

Total wet wt (g) m -2 0.1-67 13-320 246-366 135-138

North basin South basin

動物分野の成動物分野の成
果（魚類）果（魚類）
新種新属を含む３５科８０属新種新属を含む３５科８０属

１４０種類の魚類をトンレサッ１４０種類の魚類をトンレサッ

プ湖および関連水系で採集プ湖および関連水系で採集

するとともに標本として保存するとともに標本として保存

ののちに公表．ののちに公表．

これまでの常識であったこれまでの常識であった

生息数”５００種”という数生息数”５００種”という数

がなんの根拠のないものがなんの根拠のないもの

であることを証明．であることを証明．

大気環境工学分野の成果例大気環境工学分野の成果例
アンコール遺跡区域や首都プノンペンの大気環境観測アンコール遺跡区域や首都プノンペンの大気環境観測
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憂慮すべき状況！



カンボジアの将来のために：カンボジアの将来のために：
アンコール遺跡区域における環境汚染・環アンコール遺跡区域における環境汚染・環
境破壊の現状評価と改善策の提言境破壊の現状評価と改善策の提言

－ＥＲＤＡＣ計画－－ＥＲＤＡＣ計画－

ＥＲＤＡＣ計画の背景と目標ＥＲＤＡＣ計画の背景と目標

カンボジア，とくにアンコール遺跡の観光基地であるシェカンボジア，とくにアンコール遺跡の観光基地であるシェ

ムリアプ市における，ここ１０年間の爆発的な観光産業のムリアプ市における，ここ１０年間の爆発的な観光産業の

発展や経済成長（２００５年だけで１００万人の観光客）．発展や経済成長（２００５年だけで１００万人の観光客）．

環境保全にまったく留意していないため，環境破壊や環境汚染が環境保全にまったく留意していないため，環境破壊や環境汚染が

日に日に悪化している．→毎日新聞やNHKの報道．日に日に悪化している．→毎日新聞やNHKの報道．

大気環境や水環境の悪化，森林の減少などは地域住民の健康大気環境や水環境の悪化，森林の減少などは地域住民の健康

問題ばかりでなく，生物多様性の破壊やアンコール遺跡への悪影問題ばかりでなく，生物多様性の破壊やアンコール遺跡への悪影

響も懸念される．響も懸念される．

アンコール遺跡区域における環境科学的研究はまったくなされてアンコール遺跡区域における環境科学的研究はまったくなされて

いない．いない．

遺跡区域内の環境汚染・破壊の現状を正確に評価し，そ遺跡区域内の環境汚染・破壊の現状を正確に評価し，そ

れをふまえての低減・撲滅策を考察し提言する．れをふまえての低減・撲滅策を考察し提言する．

ＥＲＤＡＣ計画の調査・研究分野ＥＲＤＡＣ計画の調査・研究分野

大気環境大気環境
金沢大学，遺跡整備機構水・森林部門金沢大学，遺跡整備機構水・森林部門

水環境（陸水および生物多様性）水環境（陸水および生物多様性）
日本大学，大阪電気通信大学，琵琶湖研究所，滋賀大学，遺跡日本大学，大阪電気通信大学，琵琶湖研究所，滋賀大学，遺跡

整備機構水・森林部門，水資源気象省水文河川局整備機構水・森林部門，水資源気象省水文河川局

森林環境森林環境
横浜国立大学，東北学院大学，遺跡整備機構水・森林部門，遺横浜国立大学，東北学院大学，遺跡整備機構水・森林部門，遺

跡整備機構住民発展部門跡整備機構住民発展部門

河川・地盤環境河川・地盤環境
金沢大学，徳島大学，産業省資源総局地質部門，水資源気象省金沢大学，徳島大学，産業省資源総局地質部門，水資源気象省

水文河川局水文河川局

大気環境分野大気環境分野
アンコール遺跡区域ならびにシェムリアプ市の大気環境アンコール遺跡区域ならびにシェムリアプ市の大気環境
観測と観測ネットワークの構築，人材育成，技術移転観測と観測ネットワークの構築，人材育成，技術移転

シェムリアプ市の都市化の進行と観光産業の発展で大気環境はシェムリアプ市の都市化の進行と観光産業の発展で大気環境は

危機的状況にある危機的状況にある

大気環境の悪化は住民の健康，遺跡石材の劣化，生物多様性大気環境の悪化は住民の健康，遺跡石材の劣化，生物多様性

の破壊に直結する．の破壊に直結する．



水環境分野（陸水・生物）水環境分野（陸水・生物）
シェムリアプ市およびアンコール遺跡区域における表層シェムリアプ市およびアンコール遺跡区域における表層
水・地下水・雨水の観測とネットワークの構築，技術移水・地下水・雨水の観測とネットワークの構築，技術移
転，人材育成転，人材育成

トンレサップ湖や関連水系の水質悪化は憂慮すべき状況にあるトンレサップ湖や関連水系の水質悪化は憂慮すべき状況にある

住民の健康問題や生物多様性の破壊はもちろんのこと，美し住民の健康問題や生物多様性の破壊はもちろんのこと，美し

い水環境の整備は観光地としての必須．い水環境の整備は観光地としての必須．

森林環境分野森林環境分野
アンコール遺跡区域および周辺地域における森林環境のアンコール遺跡区域および周辺地域における森林環境の
調査，人材育成調査，人材育成

かつてはカンボジア全土の７０％を占めた森林が現在では１５％かつてはカンボジア全土の７０％を占めた森林が現在では１５％

に減少している．遺跡区域でもまた同じである．に減少している．遺跡区域でもまた同じである．

生物多様性の破壊はもちろんのこと，大気浄化作用の劣化防生物多様性の破壊はもちろんのこと，大気浄化作用の劣化防

止や美しい遺跡区域の構築のためにもその保全は必須．止や美しい遺跡区域の構築のためにもその保全は必須．

河川・地盤分野河川・地盤分野
シェムリアプ川の河川変動や河岸浸食，地下水などの観シェムリアプ川の河川変動や河岸浸食，地下水などの観
測体制の構築，調査に基づく将来変動予測，人材育成測体制の構築，調査に基づく将来変動予測，人材育成

シェムリアプ川の河岸浸食には著しいものがある．また，基礎調シェムリアプ川の河岸浸食には著しいものがある．また，基礎調

査なしでの過度の地下水のくみ上げは地盤沈下に直結する査なしでの過度の地下水のくみ上げは地盤沈下に直結する

生活基盤の消失はもちろんのこと，遺跡の崩壊に直結する危生活基盤の消失はもちろんのこと，遺跡の崩壊に直結する危

険性もある険性もある

河川・地盤分野（事例）河川・地盤分野（事例）
カンボジアでは，技術力，機材，経験などがすべてにわカンボジアでは，技術力，機材，経験などがすべてにわ
たって不足している．たって不足している．



ＥＲＤＡＣ計画の短期目標ＥＲＤＡＣ計画の短期目標

1.1. 全分野における観測モニタリング体制の構築と全分野における観測モニタリング体制の構築と
現状の評価現状の評価

2.2. これをふまえたうえでカンボジアの環境政策へこれをふまえたうえでカンボジアの環境政策へ
の提言の提言

カンボジア王国閣僚評議会と連携カンボジア王国閣僚評議会と連携
関連省庁や研究・行政機関との連携関連省庁や研究・行政機関との連携

3.3. 現地における人材の育成と現地への技術移転現地における人材の育成と現地への技術移転
による長期的な観測体制の構築による長期的な観測体制の構築

遺跡・住民・遺跡・住民・
自然の調和自然の調和

ＥＲＤＡＣ計画の最終目標ＥＲＤＡＣ計画の最終目標

清澄な大気

清冽な水鬱蒼たる森

自然の豊かな恵み

地域住民，自然環境，そして文化財の調和的共存地域住民，自然環境，そして文化財の調和的共存

ありがとうございましたありがとうございました


