
様式８ 

アジア研究教育拠点事業 
平成２２年度 実施報告書 

 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関： 東京工業大学 
( フ ィ リ ピ ン ）拠 点 機 関： フィリピン大学 
（ タ イ ） 拠 点 機 関： カセサート大学 

 
２．研究交流課題名 

（和文）：アジアにおける都市水環境の保全・再生のための研究教育拠点   
                   （交流分野：土木環境工学）  
（英文）：Establishment of Core Institutions for Preservation and Restoration of Urban 

Water Environments in Asia（交流分野：Civil and Environmental Engineering）  
研究交流課題に係るホームページ：https://sites.google.com/site/asianwaterenvironments/ 
 
３．開始年度 

平成 22 年度（ 1 年目） 
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：東京工業大学 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：学長・伊賀健一 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：理工学研究科・准教授・吉村千洋 
 協力機関：東京工科大学、岐阜大学 
 事務組織：東京工業大学 国際部国際事業課 
 
相手国側実施組織（拠点機関名・協力機関名は、和英併記願います。） 
（１）国（地域）名：フィリピン 
拠点機関：（英文）University of the Philippines （和文）フィリピン大学 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：Department of Civil Engineering・Professor・
Ricardo G. Sigua 

 協力機関：（英文）De La Salle University、University of San Carlos、Central Luzon 
State University、Mapua Institute of Technology 

（和文）デラサール大学、サンカルロス大学、セントラルルソン大学、マプア

工科大学 
 経費負担区分：パターン 1 
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（２）国（地域）名：タイ 
拠点機関：（英文）Kasetsart University 
      （和文）カセサート大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：Department of Environmental Engineering・
Professor・Chart Chiemchaisri 
 協力機関：（英文）Thammasat University, Naresuan University  
（和文）タマサート大学、ナレサワン大学 
 経費負担区分：パターン１ 
 
５．全期間を通じた研究交流目標 
人口増加や経済の発展に伴い、アジアの主要都市における環境問題は深刻化している。

地球温暖化も顕在化しつつある中で、都市基盤でもある河川、湖沼、地下水、上下水道シ

ステムなどを含めた都市水環境を保全・再生することが強く求められている。交流拠点と

なるフィリピン大学およびカセサート大学は、東京工業大学とこれまでに拠点大学交流事

業（日本学術振興会、平成 11～20 年度）「アジア型都市地域における環境と調和したイン

フラ整備モデルの構築」を成功裏に実施していることから、環境分野において拠点機関と

既に協力関係を確立しており、本事業では世界水準の研究教育拠点を継続的に発展させる。 
この枠組みの中で、大学院生、研究員、助教、主要メンバーという多層的な学術交流を

通じて、次の研究交流目標の達成を試みる。１）東アジアと東南アジアにおける環境デー

タベースを構築することで、各地域における自然環境特性や水環境問題を共有・認識し、

その上で２）今後予想される社会構造や気候の変動を見据えて目標とすべき都市水環境像

を導出し、３）各国における最先端の都市水環境の保全・再生技術を地域ごとに最適化す

ることにより、アジアにおける都市環境の保全・再生のための拠点構築を目指す。 
また、本学術交流事業を通じて、大学院生を含めた若手研究者がアジアにおける水環境

問題の多様性を科学的に理解するだけでなく、問題を現地で認識することにより、環境問

題の多面的な特性を総合的に捉える能力、および文化の壁を越えて共同作業・研究を遂行

する能力を身につけるよう指導する。したがって、本事業は５年間におけるアジア研究教

育拠点の構築だけでなく、その後のアジアにおける都市水環境の保全へ実効的な技術や政

策を継続的に提案できる活動拠点の基盤を形成するものである。 
 
６．平成２２年度研究交流目標 
研究協力体制の構築：フィリピンとタイにおけるグループごとのワークショップにおいて

今後５年間の研究協力体制を確認するとともに、全体セミナー（11 月に予定）において

環境データベースの運営体制や活用方針を検討する。 

学術的観点：マニラとバンコクにおいて改善すべき水環境を視察し、今後取り組むべき環

境問題を明確化する。その上で、関連する分野の文献調査や既往の環境情報を収集する

ことで、現地における調査研究方法を検討し、効果的なモニタリング手法の提案を目指

す。 
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若手研究者養成：研究協力体制を構築する過程において若手研究者を、研究会議や現地視

察に参加させ、またセミナーでは既往の取り組みを共有させる。その上で、文献調査に

基づいて環境モニタリング手法の提案をさせることで、環境改善への問題意識を高める

と同時に、水環境管理に必要な基礎的知見や技術を習得させる。 
 
 
７．平成２２年度研究交流成果 
７－１ 研究協力体制の構築状況 

本事業初年度であったため、交流相手国であるフィリピンとタイとの協力体制を構築し、

事業全体の５年間にわたる運営方針を策定した。具体的には、フィリピン大学やカセサー

ト大学のコーディネーターや主要メンバーとのキックオフミーティング（研究者交流、平

成２２年５月マニラ、同８月バンコク）を実施し、今後５年間のセミナーの開催方法や共

同研究の具体的課題・研究手法などを確認した。また、第１回アジア水環境セミナー（マ

ニラ、平成２２年１１月）においても、フィリピン側の主催で運営会議を実施することが

でき、共同研究や環境データベースの運営体制や活用方針を確認するとともに、次年度の

研究計画を検討した。その後、１２月に環境データベースを東京工業大学にて解説し、事

業を紹介するためのホームページも拡充した。 

 

７－２ 学術面の成果 

研究に関しては、マニラ、バンコク、東京において合計 6回のワークショップを開催し、

各グループにおける国際共同研究を推進した。まず、各グループにおいて改善すべき水環

境（都市河川、廃棄物処分場、下水処理場など）を視察し、今後重点的に取り組むべき環

境問題を協議した。現地視察においては、タイおよびフィリピンの共同研究者が環境改善

に取り組むべき地区を選定し、現地管理者などからも情報収集を行った。さらに、関連す

る分野の文献調査や既往の環境情報を収集し、データベース上で共有を図っている。また、

日本側のこれまでの研究成果や効果的なモニタリング手法やモデリング手法などをワーク

ショップで紹介することにより、共同で調査研究方法を検討し、予備的な環境モニタリン

グをＲ２とＲ３のグループで開始した。 

このような研究成果はセミナーや学術論文等として発表され、今後の研究への基盤を築

いた。 

 

７－３ 若手研究者養成 

研究会議や現地視察に若手研究者（主に大学院生とポスドク研究者）を積極的に参加さ

せ、またセミナーでは若手研究者が合計３２件（タイとフィリピンの研究発表も含む）の

研究発表を行い、初年度の取り組みを共有するとともに、今後の研究の展開について各分

野の専門家と討議を行った。さらに、タイやフィリピンにおけるフィールドトリップを企

画することで、環境改善への問題意識を高めると同時に水環境管理に必要な基礎的知見を

習得させた。さらに、合同ワークショップにおいて今後の研究計画案について議論する場
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を設定することで、適切で効率的な研究計画の策定を促し、必要なモニタリング手法やモ

デル化技術については協働で作業することで若手研究者の養成に継続的に取り組んでいる。 

 

７－４ 社会貢献 

 平成２２年度には実質的な社会貢献活動は行っていない。ただし、３拠点が位置する大

都市にとって重要な水源となっている流域のモデル化（水資源、水質、生態系）を進めて

おり、数年以内に水害リスクの低減、水資源の効率的運用、水質や自然生態系の保全など

の課題に対して有効なツールを提供できる見込みである。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

 平成２３年度の問題点としては、関東地方における電力不足の影響である。データベー

スの継続的運用、数値計算、実験室における各種分析には安定した電力が必要であるため、

夏季において停電が実施される場合には、研究計画を柔軟に修正しながら対応したい。 

 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２２年度論文総数   ３１本 

   うち、相手国参加研究者との共著  ０本 

   うち、本事業が JSPS の出資によることが明記されているもの ４本 

 
 
８．平成２２年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 

マニラとバンコク、東京においてグループごとのワークショップおよび研究打ち合わせ

を計６回行い、今後５年間の共同研究体制を確認や初年度の研究成果の共有を行った。環

境データベースの運営体制や活用方針に関しては、平成２２年１１月に開催された全体セ

ミナー後の運営会議において協議された。その中で、今後、文献調査や既往の環境情報の

収集を共同で推し進め、データベースを積極的にアップデート、活用していく方向性を確

認した。上記の交流に加え、各グループの代表研究者を中心にバンコクとマニラを訪問し、

今後各都市において改善すべき水環境を視察・共有した。構築した拠点間の連携体制をも

とに、各グループともに現地調査を開始した。 

 

８－２ セミナー 

平成２２年１１月１１日から２日間フィリピンマニラのシャングリラホテルにおいて、

日本側責任者である吉村千洋と開催責任者である Ricardo G. Sigua（フィリピン）が中心

となり、日本学術振興会アジア研究教育拠点事業第 1回アジア水環境セミナー（JSPS Asian 

Core Program: 1st Seminar on Asian Water Environments)を開催した。 

本セミナーにはＲ１からＲ３すべてのワークグループ（計 36 名）が参加し、アジアの代表
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的な都市における水環境問題に関する最新の研究発表、意見交換・討議を行った。また、

大学院生等の若手研究者らによる積極的な研究成果発表（合計 32 件）や討議が見られ、若

手研究者育成という点においても効果的なセミナーであった。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

平成２２年５月下旬にフィリピン大学（計４名）、８月上旬にカセサート大学（計３名）

を各ワーキンググループの日本人代表者らが訪問し、相手国側コーディネーターおよびグ

ループ代表者らと、本事業の開始に伴うキックオフミーティングを開催した。ここでは、

第一に本事業に関する概要説明を行い、「アジアにおける都市水環境の保全・再生のための

研究教育拠点」という本事業における研究・教育交流の方向性と今後５年間の研究協力体

制を確認した。同時に、共同研究やセミナー開催に向けた具体的な計画など事業の運営方

法の策定についても協議した。これにより、初年度にマニラにて第 1 回アジア水環境セミ

ナーを開催や、マニラやバンコクにおける水環境の視察の内容や日時等が検討された。ま

た、本事業では各ワーキンググループがホームページやデータベースシステムを共有する

ことで、共同研究を推し進めることなど研究交流計画の確認も行った。 
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９．平成２２年度研究交流実績人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

 

       派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日>

フィリピン 

<人／人日> 

タイ 

<人／人日>

ベトナム 

<人／人日> 
合計 

日本 

<人／人日> 

実施計画 
 26/124 16/74  42/198 

実績 
25/133 
(1/5) 

11/64 1/3 
37/200 
(1/5) 

フィリピン 

<人／人日> 

実施計画 (2/10)    (2/10) 

実績 (0/0) (0/0)  (0/0) 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 (2/10) (2/10) 
 

 (4/20) 

実績 (2/8) (5/15)  (7/23) 

インド 

(日本側参加

研究者) 

<人／人日> 

実施計画  
 

 
 

 

実績 1/6   1/6 

合計 

<人／人日> 

実施計画 (4/20) 
26/124 
(2/10) 

16/74  
42/198 
(6/30) 

実績 
1/6 

(2/8) 
25/133 
(6/20) 

11/64 1/3 
38/206 
(8/28) 

 

※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流した人数・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 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

   3／6   <人／人日>    6／15  <人／人日> 
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１０．平成２２年度研究交流実績状況 
１０－１ 共同研究 

整理番号 R－１ 研究開始年度 平成 22 年度 研究終了年度 平成 26 年度 

研究課題名 （和文）アジアの都市水管理における極端水文事象への対応 

（英文）Urban Water Management in Asian Cities against Extreme 
Hydrologic Events 

日本側代表

者 

氏名・所属・

職 

（和文）木内豪・東京工業大学・総合理工学研究科・准教授 
（英文）Tsuyoshi Kinouchi・Interdisciplinary Graduate School of Science 
and Engineering・Tokyo Institute of Technology・Associate Professor 

相手国側代

表者 

氏名・所属・

職 

Guillermo Tabios・University of the Philippines・Professor 
Winai Liengcharernsit・Kasetsart University・Associate Professor 

交流人数 

（※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 
派遣先 

派遣元 
日本 

フィリ

ピン 
タイ   

ベ ト ナ

ム 
  計 

<人/人日> <人/人日> <人/人日> <人/人日> <人/人日> 

日本 
 <人/人日> 

実施計画
 

5/25 5/25  10/50 
実績 1/4 2/12 1/3 4/19 

フィリ

ピン 
<人/人日> 

実施計画 (1/5) 
 

  (1/5) 

実績 (0/0)   (0/0) 

タイ 
<人/人日> 

実施計画 (1/5)  
 

 (1/5) 
実績 (0/0) (0/0)  (0/0) 

 
      

合計 
<人/人日> 

実施計画 (2/10) 5/25 5/25  
10/50 
(2/10) 

実績 (0/0) 
1/4 

(0/0) 
2/12 1/3 

4/19 
(0/0) 

② 国内での交流       0 人／0 人日 

２２年度の

研究交流活

動 

３つの拠点都市における水災害や水資源の観点から共同研究として検討

すべき事象の抽出を実施した。タイではチャオプラヤ川でのフィールド調査

を実施し、関連データを収集した。また、R-1 のワークショップを 3 月に東

京で開催する予定だったが、震災の影響で実施を見送った。 
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研究交流活

動成果 

本研究交流計画で重点的に取り組む問題事象や技術的課題について明確

化することができた。また、共同研究実施に必要な情報の収集と共有化を進

めることができた。研究者間の交流も数度にわたって行われ、相互の研究手

法等の理解を深めることができた。 
日本側参加者数  

20 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 
（フィリピン ）国（地域）側参加者数 

11 名 （１４－２（フィリピン）国（地域）側参加研究者リスト

を参照） 
（タイ）国（地域）側参加者数 

5 名 （１４－３（タイ）国（地域）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 22 年度 研究終了年度 平成 26 年度 

研 究 課 題

名 

（和文）アジアの主要都市を対象とした効果的な水環境の水質保全手法の開発

（英文）Development of efficient methods for water quality conservation in 
major Asian cities 

日 本 側 代

表者 

氏 名 ・ 所

属・職 

（和文）吉村千洋・東京工業大学・理工学研究科・准教授 
（英文）Chihiro Yoshimura・Graduate School of Science and Engineering・
Tokyo Institute of Technology・Associate Professor 

相 手 国 側

代表者 

氏 名 ・ 所

属・職 

Leonardo Liongson・University of the Philippines・Associate Professor 
Patcharaporn Suwanvittaya・Kasetsart University・Associate Professor 

交流人数 

（※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 
派遣先 

派遣元 
日本 フィリピン タイ 計 

<人/人日> <人/人日> <人/人日> <人/人日> 

日本 
 <人/人日> 

実施計画 
 

4/20 4/20 8/40 
実績 2/10 5/35 7/45 

フィリピン 
<人/人日> 

実施計画 (0/0) 
 

  
実績 (0/0) (0/0) (0/0) 

タイ 
<人/人日> 

実施計画 (1/5)  
 

(1/5) 
実績 (2/8) (0/0) (2/8) 

インド 
(日本側参加 
研究者) 

<人/人日> 

実施計画     

実績  
1/6   1/6 

合計 
<人/人日> 

実施計画 (1/5) 4/20 4/20 8/40(1/5)
実績 1/6(2/8) 2/10 5/35 8/51(2/8)

② 国内での交流       5 人／13 人日 
２ ２ 年 度

の 研 究 交

流活動 

河川水質、水道水源、下水道を対象としており、交流拠点都市であるバンコ

ク（タイ）とマニラ（フィリピン）を対象とした河川・湖沼の水質データの収

集を開始した。加えて、地理的特性と都市文化を踏まえて都市ごとに水質問題

の抽出や、文献調査、予備的水質調査を実施した。研究者交流として、日本と

タイ、フィリピン研究者らが相手国を訪問し、東京とバンコク、マニラにおい

てワークショップおよび研究打ち合わせを行った。 
研 究 交 流

活動成果 

アジアの各主要都市における重要な水質問題を整理し、各種リスク推定の基

礎となるような水質問題の抽出や、文献調査、予備水質評価を実施した。これ

により、例えばチャオプラヤ川（タイ）では、重金属や農薬による汚染が深刻
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であることが分かった。河川水中でのそれらの動態は浮遊砂に強く影響を受け

ることが考えられ、重金属・農薬汚染と浮遊砂の関連も含めて、来年度以降の

調査研究を計画した。タイやフィリピンの研究者との共同作業により、次年度

に向けた都市河川の調査方法を協議すると同時に、流域スケールおよび都市内

のスケールにおいて浮遊砂および汚染物質のモデル化の基礎概念を策定し、そ

の作業を開始した。 
また、代表研究者を中心としたワークショップおよび研究打ち合わせを通じ

て、初年度の研究成果を共有するとともに、今後５年間の共同研究体制の確認

を行うことができた。 
日本側参加者数  

21 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 
（フィリピン）国（地域）側参加者数 

18 名 （１４－２（フィリピン）国（地域）側参加研究者リストを参

照） 
（タイ）国（地域）側参加者数 

13 名 （１４－３（タイ）国（地域）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 22 年度 研究終了年度 平成 26 年度 

研究課題名 （和文）土壌・地下水環境の保全と再生 

（英文）Preservation and Rehabilitation of Soil and Ground Water 
Environmen 

日本側代表者 

氏名・所属・

職 

（和文）竹村次朗・東京工業大学・理工学研究科・准教授 
（英文）Jiro Takemura・Graduate School of Science and Engineering・
Tokyo Institute of Technology・Associate Professor 

相手国側代表

者 

氏名・所属・

職 

Maria Tauchuling・University of the Philippines・Associate Professor 
Cheema Soralump・Kasetsart University・Associate Professor  

交流人数 

（※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 
派遣先 

派遣元 
日本 フィリピン タイ 計 

<人/人日> <人/人日> <人/人日> <人/人日> 

日本 
<人/人日> 

実施計画 
 

4/20 4/20 8/40 
実績 7/60 1/4 8/64 

フィリピン 

<人/人日> 
実施計画 (1/5) 

 
 (1/5) 

実績 (0/0) (0/0) (0/0) 
タイ 

<人/人日> 
実施計画   

 
 

実績 (0/0) (0/0) (0/0) 

合計 
<人/人日> 

実施計画 (1/5) 4/20 4/20 8/40(1/5) 
実績 (0/0) 7/60 1/4 8/64 

② 国内での交流       0 人／0 人日 
２２年度の研

究交流活動 

 マニラ、バンコクでＲ３に関するキックオフミーティングを 5 月と 8 月

にそれぞれ開催し、マニラ、バンコク圏における地下水環境の概況につい

て確認し、地下水源の保全、汚染地下水の修復のデータベースの構築、環

境影響評価手法の提案、再生手法の最適化に向けた５年間の研究計画につ

いて検討した。更に、フィリピン、タイにおける汚染源となり得る可能性

が高い研究サイトの抽出を行い、現地を訪問し、そのサイトの現状評価を

目的としたモニタリング計画の検討、予備調査を行い、特にマニラのサイ

ト（ケソン市パヤタス廃棄物処分場）については、限られた情報の中で地

下水モデルの構築を試みた。 
 また、11 月のセミナーにはＲ３のメンバーが 6 名参加し、関連分野の研

究について発表を行い、フィリピン、タイ等、東南アジアからの参加者と

意見交換を行った。更に、３月にマニラを訪問し、パヤタス廃棄物処分場

をフィリピン側研究者とともに２日間かけて現地踏査し、処分場技術者に



 12

地下水評価モデルについての説明を行うとともに、処分場が抱えている地

盤環境工学上の問題について意見交換を行った。更に、この訪問時にフィ

リピン大学生向けのセミナーも実施した。 
研究交流活動

成果 

 本年度行った予備調査の結果、途上国では廃棄物処分場のように環境リ

スクが大きい施設でも、その環境影響評価のために必要なデータ（原位置

地形、地層構成、地下水位、浸出水の汚染物濃度等）の収集、蓄積、管理

は極めて限定的であることがわかった。したがって地下水環境評価モデル

の構築には、多くの仮定が必要であり、そのモデルの適用性の確認を含め

た予測精度の向上には、上記必要データの収集が必要不可欠であり、しか

も限られた人的、財政的なリソースを考慮した実行可能なものでなければ

ならないことを確認した。そのための最も重要なステップとして、現場技

術者の理解と協力が必要不可欠であり、３月に行ったパヤタス処分場の現

地踏査と現場技術者との意見交換は極めて有意義であった。この意見交換

から地盤工学上の問題（地下水、地表水汚染、廃棄物斜面の安定性等)の抽

出とその解決のために必要な対策についての共通認識が得られ、特に廃棄

物地盤内の浸出水の水位管理の重要性を確認した。 
 この他、重金属汚染浄化対策としての植生利用についての基礎的な研究

についても準備を整えることができた。 
日本側参加者数  

13 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 
（フィリピン）国（地域）側参加者数 

10 名 （１４－２（フィリピン）国（地域）側参加研究者リス

トを参照） 
（タイ）国（地域）側参加者数 

6 名 （１４－３（タイ）国（地域）側参加研究者リストを参

照） 
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１０－２ セミナー 

整理番号 S－１ 
セミナー名 （和文）日本学術振興会アジア研究教育拠点事業 第 1 回アジア水

環境セミナー 
（英文）1st Seminar on Asian Water Environments (JSPS Asian 
Core Program) 

開催時期 平成 22 年 11 月 11 日 ～ 平成 22 年 11 月 12 日（2 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）フィリピン マニラ シャングリラホテル 
（英文）Philippines, Manila Shangrila Hotel 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）吉村 千洋 東京工業大学大学院理工学研究科・准教授 
（英文）Chihiro Yoshimura, Graduate School of Science and 
Engineering, Tokyo Institute of Technology, Associate Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

Ricardo G. Sigua 
University of the Philippines, Department of Civil Engineering 
Professor 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（フィリピン） 

日本 
<人／人日> 

A. 11/47
B. 4/17
C. 1/5

フィリピン 
<人／人日> 

A. 0/0
B. 0/0
C. 15/30

タイ 
<人／人日> 

A. 0/0
B. 0/0
C. 5/15

合計 
<人／人日> 

A. 11/47
B. 4/17
C. 21/50

 
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。） 
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セミナー開催の目的 このセミナーにはすべてのワークグループ（１～３）が参加し、

研究成果の発表や議論を通じてアジアの代表的な都市における水

環境問題を共有する。また最新の研究発表やフィールドトリップな

どを通じて参加者の問題意識を高めると同時に、若手研究者の育成

を図り、共同研究を推進する。 
 また、３拠点のコーディネーターを中心とした運営会議も開催

し、すべての参加メンバーがスムーズに研究交流を行えるように、

今後の運営方針、交流計画、事業ホームページ、データベースシス

テムなどを確認・検討する 
セミナーの成果 本セミナーには、すべてのワークグループの研究者（36 名）が

参加した。「セミナー開催の目的」にも記したが、セミナーではア

ジアの代表的な都市における水環境問題に関する最新の研究発表

を行い、意見交換・討議を行った。特に大学院生等の若手研究者ら

が研究成果発表を積極的に行ったことが特徴的といえる。若手研究

者にとっては、今回の発表を通して研究成果取りまとめや発表、英

語での議論など研究を遂行する上で必要な技術向上が図られたと

考えられる。また、本セミナーは第３回 ASEAN Environmental 
Engineering Conference と同時開催で行われ、本事業のメンバー

のみならず東南アジア各国からの同研究分野の研究者との交流を

深める良い機会ともなった。 
さらに、セミナー後には運営委員会を開催し、今後の研究・教育

交流の方向性を確認した。例えば、今後各ワークグループで推進さ

れる研究課題および成果は、既に立ち上げた事業ホームページやデ

ータベースシステムで共有することをグループ全体で確認した。ま

た、各ワークグループの会合も行われ、共同研究や若手研究者交流

等について次年度の具体的な研究交流計画が策定された。セミナー

開催翌日は、マニラにおける水環境視察の一環として、マニラ郊外

のごみ埋立処分場を見学し、施設運営や浸出水処理、処分場移転に

関する説明を受けた。 
以上より、本セミナーは今後の共同研究を進めるうえで有意義な

機会となり、大学院生を含めた若手研究者の育成という意味でも非

常に効果的な内容であった。 
セミナーの運営組織 本セミナーは、日本側責任者として吉村千洋、マニラでの開催責任

者として Ricardo G. Sigua（フィリピン）が中心となり、すべて

のワークグループの代表者の協力のもと開催された。また、上記し

た通り、ASEAN Environmental Engineering Conference と同時

開催で行われた。 
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開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 外国旅費         金額 1,660,000 円 
      その他経費           177,000 円 

（フィリピ

ン）国（地域）

側 

内容 会議費          金額 200,000 円 
   国内旅行             10,000 円  

（タイ）国

（地域）側 
内容 外国旅行          金額 240,000 円 
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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> 

フィリピン

<人／人日> 

タイ 

<人／人日> 

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  3/9 3/9 6/18 
実績 4/12 3/13 7/25 

フィリピン 

<人／人日> 

実施計画     
実績  (0/0) (0/0) 

タイ 

<人／人日> 

実施計画     
実績  (0/0) (0/0) 

合計 

<人／人日> 

実施計画  3/9 3/9 6/18 
実績  4/12(0/0) 3/13(0/0) 7/25(0/0) 

②  国内での交流       1 人／2 人日 
 

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 

東京工業大学・

理工学研究科・

准教授 
吉村 千洋 

フィリピン

大学 
5 月 24 日～

5 月 26 日

本事業の運営方法の策定のため 

東京工業大学・

総合理工学研究

科・准教授 
木内 豪 

フィリピン

大学 
5 月 24 日～

5 月 26 日

本事業の運営方法の策定のため 

東京工業大学・

情報理工学研究

科・准教授 
鼎 信次郎 

フィリピン

大学 
5 月 24 日～

5 月 26 日

本事業の運営方法の策定のため 

東京工業大学・

理工学研究科・

准教授 
竹村 次朗 

フィリピン

大学 
5 月 24 日～

5 月 26 日

本事業の運営方法の策定のため 

東京工業大学・

理工学研究科・

准教授 
吉村 千洋 

マヒドール

大学 
カセサート

大学 

8 月 5 日～ 
8 月 6 日 

8 月 7 日～ 
8 月 10 日

本事業の運営方法の策定のため 
 
本事業の運営方法の策定のため 



 17

東京工業大学・

総合理工学研究

科・准教授 
木内 豪 

カセサート

大学 
8 月 8 日～ 

8 月 10 日

本事業の運営方法の策定のため 

東京工業大学・

理工学研究科・

准教授 
竹村 次朗 

カセサート

大学 
8 月 8 日～ 

8 月 11 日

本事業の運営方法の策定のため 

寒 地 土 木 研 究

所・研究員 
赤堀 良介 

東京工業大

学・理工学研

究科・准教授 
吉村 千洋 

5 月 28 日～

5 月 29 日

本事業の運営方法の策定および共同研

究の打ち合わせのため 
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１１．平成２２年度経費使用総額 

 経費内訳 金額（円） 備考 

研究交流経費 
国内旅費 364,030  

外国旅費 6,681,159  

謝金 0  

備品・消耗品購入費 3,441,731  

その他経費 310,824  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

2,256 不足分は 
本学負担 

計 10,800,000  

委託手数料 1,080,000  

合  計 11,880,000  

 
１２．四半期毎の経費使用額及び交流実績 

 経費使用額（円） 交流人数<人／人日> 

第１四半期 623,905 5/14 

第２四半期 1,369,585 6/29 

第３四半期 4,355,321 25/146 

第４四半期 4,451,189 8/32 

計 10,800,000 44/221 

 
１３．平成２２年度相手国マッチングファンド使用額 

相手国名 
平成２２年度使用額 

（日本円換算額） [単位：現地通貨] 

フィリピン 3,000,000 円 
[ペソ] 

1,500,000  

タイ 430,000 円 
[バーツ] 
130,000 

※ 交流実施期間中に、相手国が本事業のために使用したマッチングファンドの金額につ

いて、現地通貨での金額、及び日本円換算額を記入してください。 


