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拠点大学交流事業 
平成２０年度 実施報告書 

 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 大 学： 東京工業大学 

フィリピン側拠点大学： フィリピン大学 

 
２．交流分野・研究テーマ 
（和文）：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 
     （交流分野：環境工学） 
（英文）： Environmental Issues Related to Infrastructure Development 

（交流分野：Environmental Engineering） 
 
 交流分野・研究テーマに係るホームページ：http://www.cv.titech.ac.jp/~jsps/index.html 
 
３．開始年度 
     平成 11 年度（10 年目） 
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
     拠点大学：東京工業大学 
  実施組織代表者：伊賀健一・東京工業大学・学長 
 コーディネーター：日下部治・東京工業大学・大学院理工学研究科教授 
     協力大学：北海道大学、室蘭工業大学、東北大学、宇都宮大学、筑波大学、 

千葉大学、埼玉大学、東京大学、首都大学東京、東京海洋大学、 
一橋大学、横浜国立大学、山梨大学、長岡技術科学大学、 
名古屋大学、岐阜大学、福井大学、京都大学、大阪大学、神戸大学、

岡山大学、広島大学、鳥取大学、香川大学、愛媛大学、 
高知工科大学、山口大学、九州工業大学、佐賀大学、長崎大学、 
熊本大学、琉球大学、芝浦工業大学、政策研究大学院大学、 
東海大学、東京工科大学、東京理科大学、東京電機大学、東洋大学、

日本大学、武藏工業大学、明星大学、立命館大学 
     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（拠点大学名・協力大学名は、和英併記願います。） 
     拠点大学：（英文）University of the Philippines 
          （和文）フィリピン大学 
  実施組織代表者：（英文）Dr. Emerlinda R. Román, President, 

 University of the Philippines 
コーディネーター：（英文）Dr. Ricardo Sigua, Professor, Department of  

Civil Engineering, University of the Philippines 
     協力大学：（英文）De La Salle University, Technological University of the  

Philippines, University of San Carlos, Polytechnic 
University of the Philippines, University of Northern  
Philippines, Mapua Institute of Technology, Central 
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Luzon State University, Xavier University, University of 
St. Tomas, Adamson University, St. Louis University,  
Ateneo-de Naga University, Mindanao State University, 
Far Eastern University, University of Negros Occidental 
Recoletos, West Negros College 

          （和文）デラサール大学、フィリピン工科大学、サンカルロス大学、 
      フィリピン工芸大学、北フィリピン大学、マプア工業大学、 

セントラルルソン州立大学、ザビエル大学、聖トーマス大学、 
アダムソン大学、聖ルイス大学、アテネオデナガオ大学、 
ミンダナオ州立大学、ファーイースタン大学 
ネグロス西洋大学、西ネグロス大学 

 
５．全期間を通じた研究交流目標 

近年環境に配慮した開発の必要性は、特に都市を含む地域レベルで顕著なものとなって

おり、我が国においても、廃棄物処理や排気ガスの問題は切実さを増している。しかし、

これまでの環境工学分野における研究は、地球温暖化などの地球規模の問題に関するもの

が多く、早急な対策が求められる都市地域レベルでの研究は、未だ十分には行われていな

い。 
マニラ都市圏をはじめとするアジアの多くの大都市圏では、急激な開発が短期間に必要

な規制もなく行われたため、大気汚染、土壌汚染、都市生活廃水、産業廃棄物の処理、森

林減少による洪水等、地域的な環境問題が全て凝縮する形で露呈してきている。フィリピ

ン、タイ国など東南アジア諸国と、我が国のインフラ整備、社会経済状況は大きく異なり、

これらの国の国土、都市域は、アジアの都市地域における環境と調和したインフラ整備の

発展モデルを構築するための研究対象としては最適であると考えられる。 
このため、地域開発に密着した環境技術研究に多くの実績があり、共同研究や JICA、

JSPS 等の諸事業を通じてフィリピンなど東南アジア諸国の地域環境問題やインフラ整備

問題に積極的に関与してきた東京工業大学と、同地域の環境工学研究において主導的地位

にあるフィリピン大学を拠点大学として、共同研究を実施するものである。 
本拠点大学交流では、「水・大気の循環と環境」「都市開発と環境制御」「環境外力と基盤

施設の安全性」「環境低負担型のインフラ整備」及び「環境とインフラ整備の調和」の 5 つ

の観点を有機的に組み合わせた、総合的な都市地域インフラ整備のモデルを構築する。ま

た、他の都市地域での応用に供するため、インフラ整備モデルから導き出される環境保全

技術、地域及び都市開発システムの確立と汎用化を目指すものであり、これらの成果は今

後我が国の都市開発のビジョンづくりに大きく貢献するものと考えられる。更には、この

共同研究はアジア地域における「環境と調和した持続可能な発展」のための研究、教育ネ

ットワーク構築にも大きく貢献するものと期待される。 
 
６．平成２０年度の研究交流目標 

 平成 18 年度から研究グループ 5 をスタートさせ、昨年度最終報告に向けた具体的な方策

について議論した。その結果、5．で記した①これまでの研究成果を最終目標である「環境

と調和したインフラ整備」モデルの提案に結び付け、それを本、CD の形でまとめ、10ｐ程

度の提案書、2ｐ程度のパンフレットを作成し、関連機関に配布し、その発表の場として国

際シンポジウムを開催することになった。したがって、今年度の一番の目標は、この最終

成果物の作成とその公開である。 
 各研究グループともタイからの協力研究者が加わったことにより、この 3 年間で共同研

究の範囲が広がり、更なる進展を見せている。②それぞれのグループの本年度の研究概要、
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課題、計画は 8．10．に記されており、今年度の各共同研究の目的は各グループが最終目標

である「環境と調和したインフラ整備」を念頭に置いてこれまでの研究成果を取りまとめ

て報告し、すべてのグループが共通の目的のもと新たな研究の進展を図ることである。 
 今年度開催予定の 2 つのセミナーも、上記目標を強く意識したプログラムとなっており、 
③万全な準備により、目的にあった形でセミナーを成功させることも本年度の大きな目標

の 1 つである。 
 
７．平成２０年度の研究交流成果 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

平成 16 年度より本プロジェクトの第 2 フェーズに入り、新たにカセサート大学を中心と

してタイ国からの多くの研究協力者が本プロジェクトに参加した。これに伴い、サブテー

マ 1「水・大気の循環と環境」、サブテーマ 2「都市開発と環境制御」、サブテーマ 3「環境

外力と基盤施設の安全性」、サブテーマ 4「環境低負荷型のインフラ整備」の各研究グルー

プにおいて、これまでの研究を更に発展させるべく新たな取り組みがなされてきた。その

結果、第 2 フェーズ 3 年目の 18 年度、各グループ活動における研究協力体制は完全に構築

され、19 年度からは基本的には構築された体制で研究を進めてきた。最終年度である平成

20 年度は、セミナーへの特別の参加者以外は、若手の研究者のみを新メンバーとして加え、

本拠点プロジェクトで構築された研究ネットワークの継続、発展のための体制の強化につ

とめた。 
更に、平成 18 年度から新たにスタートしたテーマ「環境と調和したインフラ整備」につ

いても各グループからの代表とコーディネーター会議のメンバーによりグループ 5 を組織

し、具体的な活動が開始された。平成 19 年度は本プロジェクトの最終目標に向けた日本、

フィリピン、タイ研究者の研究協力体制の下、各グループの研究成果をまとめた最終成果

物としての出版物の著者案を決定し、またその成果の公表、発展させるためのシンポジウ

ムの運営組織をスタートし、平成 20 年度は、最終成果物である書籍「Sustainable Civil 
Engineering」の執筆作業を進め、その編集作業をコーディネーター会議のメンバーが行っ

た。 
 
７－２ 学術面の成果 

本プロジェクトではこれまで 4 つのサブテーマに関して共同研究を進めてきており、年

度ごとにその成果を蓄積してきた。最終年度である平成 20 年度は、各グループがその成果

の取りまとめを行った。それぞれの成果の一部は、10-1 で概説されており、また上記書籍

の 2 章（Characterizing the Environment: Monitoring, Analysis, and Assessment）と 3
章（Case Studies: Applications to the Asian region）でも、環境工学に関係する多くのス

テークホルダーを対象読者としている。また、平成 20 年度もこれまでの共同研究で構築さ

れた研究体制、研究システムを用いて継続的に数多くの現地計測、それらに関する解析が

なされ（10-1 参照）、（例えば、ラグーナ湖の環境評価、廃棄物処分場からの汚染物質の流

出やグリーンハウス効果ガスの排出量、橋梁や港湾構造物、特に鋼構造物の疲労および腐

食に関する外気温の影響など）、異なる自然環境下でのインフラ整備に関する多くの貴重な

データの蓄積を行った。 
 
７－３ 若手研究者養成 

 本プロジェクトの特徴である相手国からの多くの研究者の長期間（3 ヶ月年 10 名程度、

10 ヶ月年 1 名）の招聘と実質的な研究活動は、若手研究者養成には大きく貢献している。

本プロジェクトに提供されている国費留学生（拠点枠）のほとんどがこの招聘経験者であ

ることからも分かるように、この招聘期間に研究に対するモチベーションが高められてい
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る。また本プロジェクトに参加した若手研究者は、フィリピン大学をはじめとしてフィリ

ピンの大学で大いに活躍し、各共同研究においても中心的な立場で研究を進めている。ま

た、10-2 で記した「第 3 回環境工学に関する国際シンポジウム」セミナーにおいても多くの

招聘研究者が発表や司会者を務め、環境工学分野における研究者として活躍している。一

方、日本側からも、博士課程学生を含む多くの若手研究者が共同研究に参画し、同じくセ

ミナー等で発表や討議を行っており、本プロジェクトは若手研究者の養成とそれによる新 
たな人的ネットワークの形成にも大きく貢献している。上記セミナーで行ったグループご

とのワークショップでは、3 国の次代を担う若手研究者からファリシテーターを選出し、更

なる研究の展開についてとりまとめを行ったが、これからも確実に若手研究者の養成がな

されていることを確認できる。 

 

７－４ 社会貢献 

 「環境と調和したインフラ整備」を目指した本プロジェクトは、いわば究極の社会貢献

を目標に掲げている。そのため、4 つのサブテーマ、またサブテーマ内の個々の研究課題の

進展はそれ自体も社会に大きく貢献する。例えば、グループ 1 内の「水、大気、地下水環

境」の研究より得られた環境システムの現状評価に関する研究は、環境の保全、或いは改

善のための基礎的な情報を与え、グループ 2 の「都市開発と環境制御」に関する研究の基

礎データとなるものである。また、わが国と同様、地震、台風、津波等厳しい自然環境と

共生していかなければならないフィリピン、タイ国にとって、グループ 3 の研究は、安全

で安心、快適な社会構築のために最も重要なものといえる。フォト・アーカイブスの作成

やそれを用いた講習会などは、直接的な社会貢献といえる。限られた資源を環境に対する

負荷を極力抑えて、長期的に亘って有効利用するための技術開発を目指すグループ 4 の研

究も都市環境のみならず、地球環境的にもその貢献が大いに期待されるものである。 

 更に、各グループの共同研究を本プロジェクトの最終目標である「環境と調和したイン

フラ整備」のための方法論、技術論、法整備等まで発展させるためには、個々の研究の進

展に加えて、各グループ内での研究成果取りまとめ、政策決定者、研究者、教育者、ロー

カルコミュニティーといったステークホルダー毎に提言をまとめて、シンポジウム等の場

で書籍や提言書の形で配布し、更にはこれらに対する評価を得られたことは、社会貢献と

いう面での本拠点事業の目的はほぼ達成できたといえる。 

 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

上記のごとく本拠点事業の目的はほぼ達成できたと考えているが、本事業後においても、

各研究グループの研究活動の発展と構築した研究体制、人的ネットワークの持続性を確か

なものとすることも重要な課題である。 

 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成 20 年度論文総数   97  本 

   うち、相手国参加研究者との共著  11 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  20  本 

（※ 論文リストを別に添付して下さい） 
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８．平成２０年度研究交流実施概要 
８－１ 共同研究 

 本プロジェクトでは、相手国から毎年 10 数名の若手研究者を招聘し、日本側参加者の研

究室に長期間滞在し、4 つのサブテーマに関連した実質的な研究を行い、その結果を論文形

式の報告書の結果としてまとめ、本プロジェクト Home page(URL2.参照)に掲載してある。

平成 20 年度は、サブテーマ 1 で 5 名（内タイ国から 2 名）、サブテーマ 2 で 3 名（内タイ

国から 1 名）、サブテーマ 3 で 5 名（内タイ国から 2 名）、サブテーマ 4 で 4 名（内タイ国

から 2 名）の計 17 名の研究者が東工大において共同研究を実施した。また、これまでの 4
グループに加えて、17 年度から開始したサブテーマ 5「環境と調和したインフラ整備」に 
ついても延べ 8 名（内タイ国から 4 名）が東工大に滞在し、本拠点プログラムのまとめの

成果物である出版物の原稿作成等を行った。一方、日本側からは延べ合計 35名の研究者を、

フィリピンとタイ国に、共同研究で派遣した。各研究グループの共同研究活動内容につい

ては本報告 10.に記す。 

 

 

８－２ セミナー 

 平成 20 年度は、2 件のセミナーを以下のように実施した。 

＜セミナー1＞ 

･セミナー名： 日本学術振興会拠点大学交流事業 熱帯沿岸域管理のための統合意志決

定支援システムの利用に関する研修・ワークショップ（APN・JSPS 共催） 
･開催日： 5 月 26 日～5 月 30 日  

･開催場所： フィリピン、プエルトガレラ 

･参加者数： 27 人（内、日本 7 人、タイ 2 人） 

･セミナーの概要・成果等は 10-2 参照 
 

＜セミナー2＞ 

･セミナー名： 日本学術振興会拠点大学交流事業  

第 3 環境工学に関する国際シンポジウム 
･開催日： 3 月 9 日～3 月 10 日  

･開催場所： Seameo Innotech, University of the Philippines , Diliman 
マニラ、フィリピン 

･参加者予定者数： 112 人（内、日本 24 人、タイ 11 人） 

･セミナーの概要・成果等は 10-2 参照 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

本プロジェクトの前半の 5 年間は毎年 12 月に開催する運営委員会において各研究グルー

プの研究の進捗状況や次年度の計画、招聘研究員および派遣研究員の検討等を行ってきた

が、平成 16 年度よりタイ国から多くの協力研究者が参加し、参加 3 国間、各グループ間の

より緊密な連携が必要となった。そのために、日本、フィリピン、タイのそれぞれのコー

ディネーターおよびセクレタリーからなるコーディネーター会議を年 2 回開催し、プロジ

ェクト全体の運営について議論し、運営委員会へ提出する原案作りを行ってきた。この新

体制により、研究者交流、共同研究に関する事前調整、連絡がよりスムーズに行えるよう

になった。平成 20 年度は 12 月初めに予定されていたバンコクでの運営委員会が、空港閉

鎖の影響で 1 月に変更になった。一方、コーディネーター会議は、6 月と 8 月の東京開催と、

運営委員会延期に伴う対応のための 12 月マニラ開催の計 3 回行った。 

 コーディネーター会議では、本拠点事業のとりまとめ成果物である出版物の編集方針、
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編集作業を主に行い、その公表を含めた最終シンポジウムについての議論、準備を行った。

また、運営委員会では、本年度の共同研究活動報告がなされ、更には最終シンポジウムの

運営方針についての審議を行った。その結果、最終シンポジウムでは、まず、初日で出版

物の内容に即した拠点事業の成果を説明し、出版物の原稿を事前に送付しておいた関連す

る各分野の専門家からそれらに対して討論してもらうことで、成果についての評価を行う

ことを確認した。また、二日目には、本拠点事業の共同研究活動に深く係わった若手研究

者が研究発表を行い、その後、拠点事業で構築されたネットワークを利用した共同研究の

継続、更には新たな研究の可能性について議論するワークショップを実施することとなっ

た。 

 

 

９．平成 20 年度における総交流人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

（単位：人／人日） 

派遣先 

派遣元 

日本 
（JSPS）

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

(DOST) 
タイ   合計 

日本 
（JSPS） 

実施計画 
 

27/116  26/130     53/246 
実績 26/180 23/118   49/298 

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

（DOST） 
実施計画 11/298  6/30   17/328 
実績 14/337 6/28   20/365 

タイ

（NRCT） 
実施計画 7/264 10/44    17/308 
実績 11/350 15/63   26/413 

 実施計画       

実績      
 実施計画       

実績      
合計 実施計画 18/562 37/160 32/160   87/882 

実績 25/687 41/243 29/146   95/1076

※ 派遣先・派遣元ともに、対応機関がある場合は「国名（機関名）」で記入し、第三国の

場合は「国名」を記載してください。 

※ 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。） 

 

 

 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

0／ 0 （人／人日）  0 ／ 0 （人／人日） 
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１０．平成 20 年度研究交流実績状況 
１０－１共同研究 

―研究課題ごとに作成してください。― 

整理番号 R-1 研究開始年度 平成 11 年度 研究終了年度 平成 20 年度 

研究課題名 （和文）水・大気の循環と環境 

（英文）Atmospheric Circulation of Water and Air and 
 Environmental Problems 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）灘岡和夫・東京工業大学大学院情報理工学研究科・教授 

（英文）Kazuo Nadaoka・Graduate School of Information Science and 
Engineering, Tokyo Institute of Technology, Professor 

相手側代表者 

氏名・所属・職 

(Philippines) Dr. Guillermo Q. Tabios・Dept. of Civil Engineering・ 
      University of the Philippines , Diliman・ Professor 

交流人数 ① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 
(JSPS) 

フィリピン

(DOST) 
タイ 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 
(JSPS) 

実施計画   4/18    4/20 8/38 
実績 4/16     3/18 7/34 

フィリピン

(DOST) 
実施計画 3/93       3/83   
実績 3/83  3/83 

タイ 
 

実施計画 2/92         2/92  
実績 2/94    1/4 3/98 

合計 

 

実施計画    5/175 4/18    4/20 13/213 
実績    5/177 5/20     3/18 13/215 

②国内での交流        0 人／ 0 人日 

20 年度の研究

交流活動及び成

果 

 

グループ 1 は、〔沿岸環境ならびに海・陸・大気統合型広域環境システム〕、

〔地盤環境〕、〔河川環境〕、〔大気環境〕の 4 つのサブグループで研究を進め

てきたが、平成 20 年度は、最初の 2 サブグループが引き続き調査研究を行

った。 
〔沿岸環境ならびに海・陸・大気統合型広域環境システム関係〕 

ミンドロ島北端に位置し、観光開発に伴う環境負荷で水質悪化ならび

に生態系劣化問題が深刻になってきている Puerto Galera 湾およびその

周辺海域において、2008 年の 8-9 月と 2009 年の 2 月に、背後地からの

地下水経由の栄養塩流出や湾内水質への影響の評価を目的として、^222 

Rn をトレーサーとした地下水調査を行った。また、同湾及び周辺海域を

対象とした海水流動・水質動態数値シミュレーションを実施し、湾奥部

からの環境負荷流入量を制御した場合の水質改善効果等についての定量

的な評価を行った。さらに、Puerto Galera が位置する海峡部（Verde 
Island Passage）を対象とした広域的な海水流動計算を行うことにより、

海峡内に突き出た形状を有する Puerto Galera 周辺において、潮流変動

に伴って周期的に剥離渦が生成されることや、サンゴ等の浮遊幼生が剥

離渦に取り込まれ、渦の移動に伴って海峡部に効率的に広く分散するこ

と等が示された。 

 Luzon 島中西部に位置し、ミルクフィッシュの養殖でフィリピン一の
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生産高を有する Bolinao 沿岸海域において、同海域における水環境と養 

殖との関係を明らかにするための海水流動や水質等に関する現地観測を

2008 年 6 月に実施した。また、現地観測データに基づいて、適切な水産

資源管理に資する意志決定システム（DSS）構築の基礎となる海水流動・

水質数値シミュレーションモデルを開発することを試みた。 

 Metro Manila の南隣に位置する Laguna 湖において、2008 年 6 月上

旬に、2008 年 3 月下旬に行ったものと同様の、湖内の物理・生物・化学

過程を解明するための二昼夜連続集中観測を IMSWES プロジェクト観

測プラットフォームにおいて LLDA のメンバーと共同で実施した。また、

前年度から引き続いて、同観測プラットフォームにおいて、物理・水質

環境関係や気象関係の長期連続計測を LLDA との共同で実施した。さら

に、同湖に関する流動物理シミュレーションと低次生態系モデルに基づ

く水質動態シミュレーションモデル解析を実施し、周辺流域からの環境

負荷の削減が湖内の水質改善にどの程度寄与し得るか、等の検討を実施

した。 

〔地盤環境関係〕 

 フィリピンケソン市のパヤタス廃棄物処分場の環境影響評価のため

に、地下水、表層水、廃棄物、土壌等を採取し、それぞれの汚染状況を

調べた。その結果、廃棄物には鉛やカドミウムなどの重金属が多く含ま

れているが、地下水、土壌に関しては環境基準を超えるような汚染は進

んでいないことを確認するとともに、深部の地下水に関しては、表層部

の粘土層が遮水層の働きをしていることを観測並びに数値シミュレーシ

ョンにより確認した。更に、パヤタス処分場で、処分作業に従事してい

るワーカーを対象としたセミナーを開き、廃棄物処分場の現状とその管

理についての今後の方向性について見当を行った。 

  

 上記、2 グループの具体的な研究活動に加えて、これまでの研究成果の

とりまとめと、書籍「Sustainable Civil Engineering」の 2.2、3.2、3.3
節の執筆も行った。更に、最終シンポジウムでは、これまでの研究活動

のとりまとめを報告するとともに、今後の共同研究の可能性についての

議論を行い、廃棄物管理などの問題について更に検討していくことにな

った。 

 
日本側参加者数  

              46 名 （13-1 日本側参加者研究者リストを参照） 

相手国側参加者数 

     54 名 （13-2 相手国側参加研究者リストを参照） 

タイ国参加者数 

       15    名   (13-3 相手国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 11 年度 研究終了年度 平成 20 年度 

研究課題名 （和文）都市開発と環境制御 

（英文）Urban Infrastructure Development  
and Environmental Management 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）藤井 聡・東京工業大学大学院・教授 

（英文）Satoshi Fujii・Graduate School of Science and Engineering・ 
Tokyo Institute of Technology・ Professor 

相手側代表者 

氏名・所属・職 

Dr. Karl Vergel, Dept. of Civil Engineering・ 
  University of the Philippines, Diliman,・ Associate Professor 

交流人数 ① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 
(JSPS) 

ﾌ ｨ ﾘ ﾋ ﾟ ﾝ

（DOST） 
タイ 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 
(JSPS) 

実施計画    2/8 5/25 7/3 
実績     2/6  5/23 7/29 

ﾌ ｨ ﾘ ﾋ ﾟ ﾝ

（DOST） 

実施計画  2/60   2/60 
実績   2/90  2/90 

タイ 
 

実施計画  2/75   2/75 
実績   1/91  1/91 

合計 

 

実施計画   4/135     2/8 5/25   11/168 
実績   3/181     2/6 5/23 10/210 

②国内での交流        0 人／ 0 人日 

20 年度の研究

交流活動及び

成果 

 

平成 20 年度は、環境配慮型の交通手段の交通マネジメント手法、とり

わけ規制的なマネジメント手法に関する研究を推進するためにタイから一

名大学教員が東京工業大学に約 3 ヶ月の滞在を行った。また、フィリピン

からは、交通工学、および、フィリピンにおける規制的交通マネジメント

手法に関わる研究を推進するために、それぞれ一名ずつが、両者とも東京

工業大学に短期（一月半）滞在を行った。 

これらの交流の多くは、本研究グループの全体のとりまとめに向けた議

論、ならびに、その成果の出版に向けた最終作業として行われた。 

また、平成 21 年 1 月には、タイのバンコクにてワークショップを開催し、

この 10 年間の研究成果の最終とりまとめの出版についての最終調整を行

った。 

さらに、平成 21 年 3 月には、フィリピンのマニラにて、本プロジェクト

の最終シンポジウムにて、本研究グループから、本プロジェクトの成果報

告を行った。それと共に、本研究グループのメンバー間で意見交換を行う

セミナーを開催し、これまでの研究の進捗の最終確認と共に、これからの

個人的な研究連携についての議論を行った。 

日本側参加者数  

52 名 （13-1 日本側参加者研究者リストを参照） 

相手国側参加者数 

20 名 （13-2 相手国側参加研究者リストを参照） 

タイ国参加者数   

11 名 （13-3 タイ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 11 年度 研究終了年度 平成 20 年度

研究課題名 （和文）環境外力と基盤施設の安全性 

（ 英 文 ） Safety/Stability of Infrastructures against Environmental 
Impacts 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）太田 秀樹・東京工業大学理工学研究科・教授 

（英文）Hideki Ohta・Graduate School of Science and Engineering・
Tokyo Institute of Technology・Professor 

相手側代表者 

氏名・所属・職 

(Philippines) Dr. Andres W. Oreta, Dept. Civil Eng.,  
De La Salle University・ Professor 

交流人数 ① 相手国との交流 

派遣先 

 

派遣元 

日本 
(JSPS) 

ﾌ ｨ ﾘ ﾋ ﾟ ン

(DOST） 
タ イ  計 

（人／人日） （人／人日）（人／人日） 
（人／人

日）

日本 
(JSPS) 

実施計画   3/12  5/25   8/37 
実績   2/8   3/17 5/25 

ﾌ ｨ ﾘ ﾋ ﾟ ﾝ

（DOST） 
実施計画   3/69     3/69 
実績    3/70    3/70 

タイ 実施計画              
実績 2/48    1/4   3/52 

合計 

 

実施計画    3/69    3/12  5/25  11/106 
実績    5/118    3/12   3/17 11/147 

②国内での交流         0 人／0 人日 

20 年度の研究

交流活動及び

成果 

 

平成 20 年度は交流事業の最終年度であるため、共同研究の取りまとめ

につとめた。特に、「Sustainable Civil Engineering」の 2.4、3.7 節を

担当し、その原稿の執筆・編集・校正に活動の重点を置いた。この作業は、

平成 20 年 4 月から数ヶ月にわたって相手国の研究者との連携によって行

ったが、特に執筆作業は、一部研究者が下記のとおり東工大に滞在し行っ

た。 

- Ms. Mary Ann Q. Adjar (滞在期間：4/19-5/18、担当節 2.4)  
- Prof. Andres W. C. Oreta (滞在期間：4/30-5/13、担当節 3.7) 
- Prof. Benito M. Pacheco (滞在期間：4/27–5/21、担当節 2.4) 
平成 21 年 3 月 9．10 日両日にわたって JSPS と DOST により開催された

シンポジウムにおいて、10 年間にわたる交流事業でグループ 3 の共同研

究で得られた成果の報告を行うとともに、若手を中心としたワークショッ

プを実施し、今後の共同研究の方向性について検討した。 

日本側参加者数  

34 名 （13－1 日本側参加者研究者リストを参照） 

相手国側参加者数 

22 名 （13－2 相手国側参加研究者リストを参照） 

タイ国側参加数   

25 名 （13－3 タイ国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R-4 研究開始年度 平成 11 年度 研究終了年度 平成 20 年度 

研究課題名 （和文）環境低負荷型のインフラ整備 

（英文）Infrastructure Maintenance/Upgrade 
 for Minimal Environmental Impact 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）廣瀬 壮一・東京工業大学大学院情報理工学研究科・教授 

（英文）Sohichi Hirose, Graduate School of Information Science and 
Engineering, Tokyo Institute of Technology, Professor 

相手側代表者 

氏名・所属・職 

(Philippines) Dr. Ronaldo S. Gallardo, De La Salle University, 
      Dept. of Civil Eng., Associate Professor and Chairman of Dept. 

交流人数 ① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 
(JSPS) 

フィリピン

（DOST） 
タイ 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 
(JSPS) 

実施計画     3/13     5/25 8/38 
実績    5/24     7/35 12/59 

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

（DOST）

実施計画    2/60   2/60 
実績    2/60   2/60 

タイ 
 

実施計画    2/77   2/77 
実績    2/78     2/8 4/86 

合計 

 

実施計画    4/137     3/13     5/25 12/175 
実績    4/138     7/32 7/35 18/205 

②国内での交流       0 人／0 人日 

20 年度の研究交

流活動及び成果 

 

平成 20 年度の主な活動は、平成 21 年 1 月と 3 月に開催された 2 つのシ

ンポジウムにおける最近の研究内容の発表と 10年間の研究活動の取りまと

めとしての出版物「Sustainable Civil Engineering」の執筆であった。1 月

にバンコクで開催された RSID6 なるシンポジウムでは 16 編の関連する論

文が口頭発表され、3 月にフィリピンで開催された JSPS-DOST シンポジ

ウムでは 8 件の技術論文が発表された。また、平成 20 年 5 月～6 月にかけ

てフィリピンとタイからそれぞれ 2 名と 1 名の研究者を 1 ヶ月間東京工業

大学に招聘し、本の原稿の執筆を行った。 
  個別の研究としては、長期に渡ってタイとフィリピンにおいて実施して

いた耐候性鋼板の暴露試験片を回収して腐食解析を行ったのを始め、タイ

から研究者を 1 ヶ月半ほど東京工業大学に招聘してプレストレスコンクリ

ートの新しい定着部の設計方法に関する研究を実施した。これらの研究の

他、エコ材料の利用、海洋環境下での鋼板や鉄筋コンクリートの腐食、荷

重のモニタリングや構造物の非破壊検査法の改良、及び、電気化学的手法

による修復など、環境低負荷型のインフラ整備に関する幅広い研究を実施

した。 
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日本側参加者数  

40 名    （13－1 日本側参加者研究者リストを参照） 

相手国側参加者数 

          29 名  （13－2 相手国側参加研究者リストを参照） 

タイ国側参加者数  

          24 名 （15－3 タイ国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R-5 研究開始年度 平成 18 年度 研究終了年度 平成 20 年度 

研究課題名 （和文）環境と調和したインフラ整備 

（英文）Balance/Harmony between Environment and Infrastructure 
Maintenance/Upgrade 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）日下部 治・東京工業大学大学院理工学研究科・教授 

（英文）Osamu Kusakabe, Graduate School of Science and Engineering, 
Tokyo Institute of Technology, Professor 

相手側代表者 

氏名・所属・職 

Dr. Ricardo Sigua・Department of Civil Engineering・ 
University of the Philippines, Diliman・ Professor 

交流人数 ① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 
(JSPS) 

フ ィ リ ピ ン

(DOST) 
タイ 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 
(JSPS) 

実施計画   1/4  1/5     2/9 
実績 2/8   0/0     2/8 

フィリピン

(DOST) 
実施計画    1/26       1/26 
実績    4/34  4/34 

タイ 
 

実施計画    1/20       1/20 
実績    4/39 3/12    7/51 

合計 

 

実施計画    2/46  1/4    1/5     4/55 
実績    8/73   5/20    0/0    13/93 

②国内での交流       0 人／0 人日 

20 年度の研究

交流活動及び成

果 

 

グループ 5 は平成 18 年度より実質的な研究活動を始動した。このグループ

のテーマは「環境と調和したインフラ整備」であり、これまでに 1～4 グルー

プで行われてきた研究成果を有機的な形で結びつけることにより「環境と調和

したインフラ整備」モデルの提案を目的としている。平成 19 年度の議論、検

討結果に基づいて、平成 20 年度では研究成果を「Sustainable Civil 
Engineering」と題した書籍の形で取りまとめる作業が主たる活動となった。

そのための、目次構成、2 章、3 章部の各グループへの執筆依頼、1 章、4 章部

の執筆、全体の編集調整等のための作業をコーディネーターが中心になって行

った。書籍の第 4 章には、政策決定者、研究者、教育者、ローカルコミュニテ

ィーといった環境工学に深く関連する機関、ステークホルダーに向けた提案を

まとめ、これら配布用の提案書として印刷物を作成した。更に、書籍の添付物

として、研究交流活動のデータを CD にまとめた。 
更に、この研究成果を多くの関連する大学を含めた研究者、関連機関から専門

家、実務者に発表し、それに対する討論の場としてシンポジウム「第 3 回環境

工学に関する国際シンポジウム」(10-2)の企画、運営もグループ 5 のメンバー

が主体的に行った。これらの活動を通して、研究成果としての提案モデルの実

際への応用の可能性、そのための更なる課題を明らかにすることができた。 
日本側参加者数  

7 名 （13－1 日本側参加者研究者リストを参照） 

相手国側参加者数 

3 名 （13－2 相手国側参加研究者リストを参照） 
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タイ国側参加者数   

  4 名 （13－3 タイ国側参加研究者リストを参照） 

 



 15

１０－２．セミナーの実施状況 
―実施したセミナーごとに作成してください。－ 
整理番号 S-1 
セミナー名 (和文)熱帯沿岸域管理のための統合意志決定支援システムの利用

に関する研修・ワークショップ（APN・JSPS 共催） 
(英文）Asia-Pacific regional workshop on the utilization of an 
integrated decision support system in managing tropical 
coasts, cosponsored by APN and JSPS  

開催時期 平成 20 年 5 月 26 日～平成 20 年 5 月 30 日（5 日間） 
開催地（国（地域）名、

都市名、会場名） 
(和文)フィリピン プエルトガレラ 
(英文) Philippines, Puerto Galera, Philippines 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

(和文) 灘岡和夫、東京工業大学・教授 
( 英 文 ） Kazuo Nadaoka, Tokyo Institute of Technology, 
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必須) 

Miguel D. Fortes, University of the Philippines, Diliman, 
Professor   

参加者

数 

①拠点大学交流事業の経費を受けて参加した人数・人日数 

（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 
計 

日本側参加者 5／85 （   ／      ）人/人日 7 /99 
（  /  ） 

日/人日 
相手国側参加者    ／  （ ／ ）人/人日 
（ タイ ）国(地域)側参加者  2／14 （  ／ ）人/人日 
（    ）国(地域)側参加者    ／  （ ／ ）人/人日 

②本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者           2    人 

20 人

相手国側参加者          14    人 
（ タイ ）国(地域)側参加者           0    人 
（  他 ）国(地域)側参加者           4   人 

①と②の合計人数   27  人 

セミナー開催の

目的 
東南アジアや西太平洋中部における沿岸生態系は、世界的に見て最も生

物多様性が高いことで知られている重要な生態系であるが、近年さまざま

な直接的・間接的な人為起源の環境ストレスの影響を受けて急速に劣化が

進行しつつある。そのため、適切な沿岸生態系保全管理手法を確立してい

くことが急務になっている。本ワークショップは、平成 20 年 1 月 24－25
日にフィリピン大学・海洋科学研究所で開催した「熱帯域東アジアおよび

太平洋における沿岸生態系管理のための統合支援システム開発に関するワ

ークショップ」（APN／JSPS 共催）に引き続いて、観光開発によって沿岸

生態系の劣化が深刻になってきているフィリピン・ミンドロ島のプエルト

ガレラに開催場所を移し、統合意志決定支援システム(DSS)開発の具体的な

展開に向けての集中的な討議を様々な具体例の紹介を通して行うとともに、

現地視察や管理担当者の意見聴取も踏まえて、DSS 利用上の課題と可能性に

ついて意見交換を行うことを主たる目的としたものである。 

セミナーの成果 1）当初の期待どおり、沿岸生態系の健全性を定期的に把握し表示するため

のリモートセンシング・GIS 解析、生態系の変遷過程を理解するための物

理・化学・生物的調査ならびに数値シミュレーション、環境負荷生成に関

わる社会経済的調査、さらには、それらに基づくさまざまな将来シナリオ
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予測などからなる統合的な意志決定支援システム(DSS)開発の具体的な展

開に向けて、さまざまな先端的具体事例の紹介を通じて集中的な討議を行

うことにより、その課題と可能性についての認識を深めることができた。

2）当初予定のとおり、DSS の開発過程に関わる科学者サイドと DSS の利

用者として主として関わる沿岸生態系管理者サイドが、プエルトガレラで

の現地視察や管理担当者からの聴取の結果も踏まえ、具体的な題材に基づ

いて意見交換をすることにより、実際の問題解決に DSS を役立たせるため

の課題を明らかにした。特に、参加者を数名程度のグループに分け、プエ

ルトガレラのホワイトビーチ地区等をケーススタディーサイトとして、い

くつかの設定課題のもとに現地踏査を行うことにより、ワークショップで

の討議をより具体的なものにすることができた。 
3）フィリピン国内や日本からの参加者のみならず、インドネシア、マレー

シア、タイ、ベトナム、フィジーからの参加者を得て、DSS 開発・利用に

関してのこれらの地域に共通する課題について意見交換を行った。 

セミナーの運営

組織 
Prof. Fortes を中心としたフィリピン大学ディリマン校・海洋科学研究

所のメンバーがワークショップ当日の運営に当った。 
また、ワークショップの準備は、灘岡教授が Prof. Fortes との十分な打

ち合わせのもとに、それぞれのサポートスタッフの協力を得て共同で実施

した。 
開催経

費分担

内容と

金額 

日本側 内容  旅費          金額 1,442,174 円 

          計           金額 1,442,174 円 

相手国側 内容  事務費                   金額    2,000 ペソ 
交通費                 35,000 ペソ 
   計                 37,000 ペソ 
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整理番号 S-2 
セミナー名 （和文）第 3 回環境工学に関する国際シンポジウム 

（英文）3rd JSPS-DOST Core University International Symposium 
on Environmental Engineering 

開催時期 平成 21 年 3 月 9 日 ～ 平成 21 年 3 月 10 日（2 日間） 
開催地（国（地域）

名、都市名、会場名） 
（和文）フィリピン、マニラ，University of the Philippines, 

Diliman ,Seameo Innotech 
 （英文）Seameo Innotech, University of the Philippines, Diliman 

Manila, Philippines, 
日本側開催責任者 日下部治・土木学専攻・東京工業大学・教授 
 Dr. Osamu Kusakabe, Tokyo Institute of Technology, Professor 
相手国開催責任者 Dr. Ricardo G. Sigua, University of the Philippines, Professor 
参加者数 ①拠点大学交流事業の経費を受けて参加した人数・人日数 

（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 

参加者

数 

①拠点大学交流事業の経費を受けて参加した人数・人日数 

（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 
計 

日本側参加者 18／81   （14／54 ）人/人日 29/125  
（21/82） 

人/人日 

相手国側参加者    ／  （ ／ ）人/人日 
（ タイ ）国(地域)側参加者  11／44  （7 ／28 ）人/人日 
（    ）国(地域)側参加者    ／  （ ／ ）人/人日 

②本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者        6         人  

 

83 人 

相手国側参加者       77        人 

（ タイ ）国(地域)側参加者        0        人 

（    ）国(地域)側参加者              人 

①と②の合計人数    112  人 

セミナー開催の

目的 
本拠点大学交流では平成 11 年から①水・大気の循環と環境、②都市開発

と環境制御、③環境外力と基盤施設の安全性、④環境低負荷型インフラ整

備、の 4 つの研究グループごとの共同研究や研究交流を重ね、更に最後の

3 年間では、グループ 5 を発足させて各グループの研究成果を最終目標で

ある第 5 のテーマ「環境と調和したインフラ整備」に有機的に結び付ける

ための活動を実施してきた。最終年度である平成 20 年度はその成果を環境

保全、改善、インフラ整備に直接、間接的に関わる全てのステークホルダ

ーを対象とした書籍「Sustainable Civil Engineering」と提案書を出版

し、これらの出版物を用いて、本拠点事業の研究成果を環境工学に関わる

研究・教育機関、行政機関、産業界、国際機関からの出席者に発表し、

更なる議論を重ねることにより、研究成果の実際への適用の可能性とその

ための更なる課題を明らかにすることがシンポジウムの目的である。 
また、「環境と調和したインフラ整備」に関する成果報告、議論に加えて、

グループ内の個々の研究成果に関する発表も行い、個々の研究テーマに関

する今後の研究の方向付け、発展性、持続的な共同研究の可能性について

も議論することも目的としている。 
セミナーの成果 本シンポジウムの開催によって、i)環境工学に関する拠点大学交流の

共同研究の成果を取りまとめ、それを関係する全てのステークホルダー

に発信し、その評価を受けた。ⅱ)特に、これまで①水・大気の循環と
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環境、②都市開発と環境制御、③環境外力と基盤施設の安全性、④環境

低負荷型インフラ整備、という 4 つの研究グループごとに取り組んでき

た共同研究、研究交流、人材育成の成果、並びに最終目的である⑤「環

境と調和したインフラ整備」のモデルの提案を、環境工学、インフラ整

備に関わる全てのステークホルダーに分かりやすい形で種々の出版物

の形でまとめ、それを用いて発表することにより、本研究に関係する

様々な立場の方々の研究成果へ評価を明らかにできた。ⅲ)このシンポ

ジウムで議論された内容は、本拠点大学交流の最終報告書に反映される

とともに、本拠点事業で確立されたネットワークを更なる継続、発展の

ための方向付けを行った。 
その結果、日本、フィリピン、タイの間で、特に、アジア地域の環境問

題に関するテーマについてできる限り多くの共同研究を進めるために、

具体的な議論を進め、各国のファンデｨングエージェンシーの研究支援

事業に応募することが確認された。 
セミナーの運営

組織 
University of the Philippines、Diliman（UPD）: 

Dr. Ricardo G. Sigua、 Dr. Nathaniel B. Diola 
東京工業大学 (Tokyo Tech)： 

Dr. Osamu Kusakabe、 Dr. Jiro Takemura 
Kasetsart University 
Dr. Trakool Aramraks、 Dr. Wanchai Yodsudjai 

現地実行委員会： 
Dr. Ricardo G. Sigua（UPD） (Chairman) 
Dr. Nathaniel B. Diola（UPD）(Secretary) 
Dr. Guillermo Q. Tabios III（UPD） 
Dr. Andres W. C. Oreta（De La Salle University：DLSU） 
Prof. Ronaldo S. Gallardo（DLSU） 
Dr. Karl N. Vergel（UPD） 

開催経

費分担

内容と

金額 

日本側 内容  旅費          金額 956,532 円 

        計          金額 956,532 円  

相手国側 内容  消耗品費          金額   57,400 ペソ 
会議費               279,100 ペソ 
事務費               23,000 ペソ       

 計             359,500 ペソ    
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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 

（単位：人／人日） 

 日本 
（JSPS）

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

(DOST) 
タイ   合計 

日本 
（JSPS） 

実施計画 
 

4/16 6/30     10/46 
実績 2/6 5/25   7/31 

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

（DOST） 
実施計画 0/0  6/30   6/30 
実績 0/0 6/28   6/28 

タイ

（NRCT） 
実施計画 0/0 4/18    4/18 
実績 0/0 2/5   2/5 

合計 実施計画 0/0 8/34 12/60   20/94 
実績 0/0 4/11 11/53   15/64 

②国内での交流      0 人 /0 人日 
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１１．平成２０年度経費使用総額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 0

外国旅費 19,742,794 

謝金 0 0

備品・消耗品購入費 783,037  

その他経費                 2,181,614 

外国旅費・謝金に係
る消費税 

752,555

計 23,560,000  

委託手数料 2,356,000   

合  計 25,916,000   

 

 

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 7,324,682 25/599 

第２四半期 3,068,219 4/48 

第３四半期 5,715,827 8/158 

第４四半期 7,451,272 58/271 

計 23,560,000 95/1076 

 
 
 
 
 
 


