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アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成１９年度 実施計画書 

 
１．拠点機関 
日 本 側 拠 点 機 関： 横浜国立大学 
（スリランカ）拠点機関： ルフナ大学 

（ タイ）拠点機関： タマサート大学 

（インドネシア）拠点機関： シアクアラ大学 

（ベトナム）拠点機関： ホーチミン市立工科大学 

（イラン）拠点機関： KNT 工科大学 

（ﾀﾝｻﾞﾆｱ） 拠点機関： ダルエスサラーム大学 

 
２．研究交流課題名 

（和文）： 津波・高潮による沿岸災害防止のための社会基盤の整備          
                   （交流分野：土木工学（水工学）     ）  
（英文）： Disaster Prevention Engineering against Coastal Disasters, Tsunamis and 

Storm Surges                                   
                    （交流分野： Civil Engineering, Coastal Engineering  ）  
 研究交流課題に係るホームページ：http://   http://www.cvg.ynu.ac.jp/G2/index.html    
３．採用年度 
 平成 17年度(3年度目) 
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：横浜国立大学 

 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：横浜国立大学・学長・飯田嘉宏 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：大学院工学研究院・教授・柴山知也 

 協力機関：東京海洋大学・(独)港湾空港技術研究所・東北大学・京都大学 

 事務組織：横浜国立大学 

 

相手国（地域）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：スリランカ 

拠点機関：（英文）University of Ruhuna   

      （和文）ルフナ大学 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文） Faculty of Engineering ・Senior 

Lecturer・Nimal Wijayaratna 

 協力機関：（英文）Lanka Hydraulics Institute・ University of Moratuwa・  
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University of Peradenia 

      （和文）ランカ水理研究所・モラトワ大学・ペラデニア大学 

（２）国（地域）名：タイ 

拠点機関：（英文）Thammasat University 

      （和文）タマサート大学 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Sirindhorn International Institute 

of Technology・Associate Professor・Winyu Rattanapitikon  

 協力機関：（英文）Asian Institute of Technology 

      （和文）アジア工科大学 

 
（３）国（地域）名：イラン 

拠点機関：（英文）Khaje Nassir-Al-Deen Toosi(K.N.T) University of Technology 

      （和文）KNT 工科大学 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Department of Civil Engineering・ 

Asssistant Professor・Mohsen Soltanpour 
 

（４）国（地域）名：ベトナム 

拠点機関：（英文）Ho Chi Minh City University of Technology 

      （和文）ホーチミン市工科大学 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Department of Water Engineering・ 

Senior  Lecturer, Department Head ・

Nguyen Ngoc An 

 協力機関：（英文）Vietnam Water Resouces Research Institute・Institute of Geography, 

National Center for Natural Science and Technology 

      （和文）水資源研究所・科学技術研究所 

（５）国（地域）名：インドネシア 

拠点機関：（英文）Syiah Kuala University 

      （和文）シアクアラ大学 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Department of Civil Engineering・ 

Senior Lecturer・Masimin 

 協力機関：（英文）Bandung Institute Technology 

      （和文）バンドン工科大学 

 

（６）国（地域）名：タンザニア 

拠点機関：（英文）University of Dar-es-Salaam, Department of Water Resources 

Engineering 

      （和文）ダルエスサラーム大学 
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 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Department of Water Resources 

Engineering・Lecturer・Joel Nobert 

 協力機関：（英文）Ministry of Water and Livestock 

      （和文）水資源・畜産省 

 
５．アジア・アフリカ学術基盤形成事業としての全期間を通じた研究交流目標 
 

スマトラ島沖地震津波の被害にみられるように，アジア・アフリカ地域の海岸防災シス

テムは脆弱であり，これを強化する必要がある．具体的には，地域ごとに大きな津波を引

き起こす地震，あるいは大きな高潮を引き起こす台風を特定し，津波，高潮の規模をその

生起確率を考慮しながら推定していく．その結果を用いて地域ごとに津波高潮ハザードマ

ップを作成し，さらにそれに基づいて具体的な避難計画を作成していく．このような作業

は地域の自然的，社会的背景によりその特性を考慮して進める必要があり，地域の学術・

技術レベルを飛躍的に向上させる必要がある． 

横浜国立大学は，ここ 19 年ほどの努力により，対象地域に対して広範なネットワークを

既に構築している．本計画ではこのネットワークを利用して，日本の優れた海岸防災技術

を現地化し，各国に防災技術の主導的な研究教育機関を確立する．大学内の各研究室が固

有に維持している大学間ネットワークは，より広い立場から活用されるべき時期を迎えて

おり，防災技術の普及を通じて，日本の国際貢献の質を飛躍的に高めるチャンスである． 

交流計画には高度な研究専門家による研究交流，実務レベルの技術者を含んだセミナー

の実施，留学生特別コースと連携した博士課程後期レベルの学生，若手研究者の教育を含

む． 

各国拠点機関には指導的な高等教育・研究機関を選定している．これらの研究機関には，

既に海岸工学の研究教育者が在勤している．しかしながらこれらの研究者，技術者たちが

これまでに防災計画の専門家とともに共同研究をした経験は乏しく，わが国の主導の下に，

防災技術と防災計画を統合していく必要がある．また，相手国側研究機関には，概ね横浜

国立大学を中心として日本留学を経験した研究者が在勤しており，日本を中心とするネッ

トワークの拠点とするのに極めて信頼性が高い． 
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６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
 
過去２ヵ年実施された研究交流活動の成果は，所期の計画に含まれる２つの達成目標に

大きく貢献している．以下に各目標ごとの具体的成果を示す． 
 
① 海岸防災技術に関する主導的な研究教育機関の確立 
 本学の有する研究者ネットワークを基礎とした本事業プロジェクトは，過去２ヵ年の取

り組みにより，海岸防災技術に関する主導的な研究機関の確立の達成に向けて大きな成果

を得てきた．特に，拠点機関であるルフナ大学はスリランカにおける津波防災の主導的研

究機関として，スリランカ国内外でかなり認識されるようになってきている．本事業にお

いてスリランカ側コーディネーターを務めるルフナ大学の Dr. Wijayaratna との過去２ヵ
年の共同研究の成果はスリランカ国においてはじめて公表されたハザードマップの策定に

極めて大きな貢献をした．  
 
② 海岸防災技術の伝承と現地化 
共同研究，セミナー，研究者交流の３つの研究交流を通じた取り組みは，従来津波災害

にほとんど関心がなかったと考えられる国（中国，ベトナム，イラン）の研究者から津波

に関する研究成果が昨年度のセミナーにおいて報告されたことからもわかるとおり，わが

国の海岸防災技術の伝承と各国研究者を中心とした技術の現地化に向けて着実に成果を与

えている．なお，イラン国側コーディネータを務める Dr.Soltanpour がイラン・オマーン海
を対象とした津波伝播シミュレーションを実施した際には横浜国立大学が開発したモデル

を使用しており，今後当モデルがイラン国において広く使われていくことを期待する． 
 
 なお，昨年度の共同研究，セミナー，研究者交流の具体的な成果を以下に示す． 
 
共同研究 

 昨年度は，スリランカ国とインドネシア国を対象とした共同研究(R-1)およびベトナム国

とタイ国を対象とした共同研究(R-2)の２件の共同研究を実施した． 

 共同研究(R-1)の目的は，2004 年に発生したインド洋大津波によりスリランカ南部海岸域

が受けた甚大な被害に関して，①広域的被災状況の調査と調査結果に基づくハザードマッ

プと避難計画の策定，②大規模に消失した砂丘の被害調査と調査結果に基づく復旧計画の

作成の２点に焦点を絞り研究を進めた．ここで，①の研究については，スリランカ側研究

者の Dr.Nimal を中心として日本側，スリランカ側およびインドネシア側の研究者のチーム

で実施された．研究成果は昨年度スリランカで実施されたセミナーにおいて報告された．

本研究の成果は，スリランカ国で初めての津波避難計画およびハザードマップがゴール市

において策定されたことに大きな役割を果たした．また，②の研究は，Dr.Ravindra を中心
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として，同じく日本側，スリランカ側およびインドネシア側の研究者のチームで実施され

た．研究成果は平成１８年度スリランカで実施されたセミナーにおいて報告された．本研

究は，FWC(The Federation of Wild Life Conservation, Sri Lanka)が展開したプロジェ

クトと共同して，スリランカ国 Hambantota において津波による砂浜，砂丘の消失を物理的

視点に加えて植生の視点を織り込みつつ，丹念に調査を実施して，その調査結果に基づい

て，砂浜および砂丘の復旧計画を策定した．  

 共同研究(R-2)では，津波や高潮等，水災害に対する脆弱性が指摘される東南アジアの現

状を理解して，防災先進国であるわが国が当該国と共同して果たすことのできる役割を探

るため，極めて長い海岸線および広範な河川流域を有するベトナム国を対象として，現地

調査を実施した．調査では，日本側とベトナム側の研究者(代表 Dr.Cong)が合同して，ベト

ナム北部のハロン湾から中部のダナンまでの海岸の調査を行った．台風の直撃の可能性が

高いベトナム北中部の海岸線では，高潮を伴った猛烈な時化が海岸沿いの漁村を襲った痕

跡が被災から数年経った今なお手付かずの状態で残っていた．このような高潮被害は，ベ

トナムの各地でしばしば発生しているが，わが国において報道されることは極めて稀であ

り，ベトナム海岸域の防災対策の現状を理解する上で極めて有意義な調査であった．  

 

セミナー 

津波・高潮等の研究を直接対象とする海岸工学の専門家に加えて，地盤工学，交通計画，

開発計画の専門家を交えて，スリランカ国において開催した．セミナーを合計４日間開催

した．前半２日間は，津波・高潮防災に関連したテーマについて各国研究者が研究成果を

持ち寄って発表を行い，参加者全員で各テーマについてのより深い議論や共通した課題の

抽出などを行った．また，本発表に関連して計 20編の論文が各研究者より提出されており，
セミナー論文集として１冊に取りまとめられて参加者全員に配布されている．また，後半

２日間は 2004年 12月 26日に発生したインド洋大津波により甚大な被害を受けたスリラン
カ南西部の海岸線やゴール市など主要な被災地域を訪れて，発生後 2 年近く経過した各地
の状況に関して現地調査を行った．4日間を通じたセミナーの実施状況については，ホーム
ページ(http://www.cvg.ynu.ac.jp/G2/SriLanka.html)にて一般に公開している． 
海岸防災を広域的・学融合的に論じるためには，専門を越えた横断的な議論・連携が必

須であり，各国より 30名を越す参加者が集まった今回のセミナーは今後の学際的な取り組
みへのステップになるものと大いに期待される．また，セミナーの参加者は全員，海岸防

災に深い学問的関心を有しており，セミナー，現地調査等を通じて，今後の海岸防災への

取り組みに向けて一層のモチベーションが喚起された．加えて，セミナー終了後，各研究

者が母国に戻り，各国の実情に根付いた研究を遂行していくことが期待され，その過程に

おいて，周囲の研究者や指導下の学生，その他関係者との協力体制のもとで，初期に計画

した「津波・高潮ネットワークの構築」の実現に寄与していくものと期待できる．実際に，

平成１８年度のセミナー発表においては，従来津波災害にほとんど関心がなかったと考え

られる国（中国，ベトナム，イラン）の研究者から津波に関する研究成果が３件報告され
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ており，本事業での取組みが確実に成果を結んでいる表れといえる． 
研究者交流 

タイ国およびタンザニア国の研究者と日本側研究者との間で研究者交流を実施した．タ

イ国との研究者交流では，タマサート大学の Dr.Winyuとタイ国の水災害の潜在的リスクと
防災対策の現状等に関して，議論を交わした．また，タンザニア国との研究者交流では，

ダルエスサラーム大学の Dr.Nobert とセミナーを開催したスリランカ国において，アフリ
カにおける水災害研究の現状や防災への国民意識，社会的情勢，関連する研究機関の情報

などアフリカでの活動を開始する上で必要不可欠な情報に関して，非常に有意義な議論を

交わすことができた． 
 
７．平成１９年度の研究交流目標 
過去２ヵ年の取り組みにより，研究協力体制の構築や研究成果の面で大きな成果を得て

おり，本年度も過去の年度と同様な取り組み姿勢で行っていく予定である． 
その中でも本年度の重点目標として，アフリカ地域における学術基盤構築の推進と強化

を挙げる．アフリカ地域での取り組みについては，昨年度は研究者レベルでの交流が主体

であったが，本年度は更に広域的な交流レベルへと引き上げることを目標とする．アフリ

カ地域での水災害危険性は，地理的，気象的条件や広大な土地，極めて長い海岸線を有す

る等の条件により，アジア地域同様あるいはそれ以上に高いものと考えられる．しかしな

がら，水災害に関する研究において，わが国とアフリカ諸国との交流はアジア諸国などと

比較すると極めて希薄であると言わざるを得ない．これまで学術分野において，わが国と

アジア諸国が深い相互理解を構築してきたように，アフリカ諸国に対しても深い関係を築

いていくための取り組みを本年度の研究交流を通じて推進していく． 
また，アジア地域を対象とした取り組みは，今年度が３年目であり，また事業の最終年

度でもあるため，所期の研究交流目標に取り上げた事項の達成を十分に意識して研究交流

を実施していく．但し，アジア地域における過去２ヵ年の取り組みでは，「６．前年度まで

の研究交流活動による目標達成状況」で述べた通り，各交流分野で様々な意義深い成果が

得られており，今年度も過去２ヵ年と同様な取り組みを引き続き継続し，研究交流の広が

りと同時に質を深めていき，各国における沿岸災害研究の最前線に立つキーパーソンの育

成に努めていくことを目標とする．特に，共同研究，セミナーおよび研究者交流の中で各

国・各地域の水災害の要因や特性，これまでの対策方法などを参加研究者全員で共有し，

各研究者・各研究機関が固有に有する知識や技術を持ち合って，解決の糸口とすることの

有効性は過去２ヵ年の取り組みの中で実証されており，本年度も同様な取り組み方法のも

と多様な成果が得られるよう各研究交流を活発に推進していく．なお，本年度は拠点機関

の所在するスリランカ，タイ，ベトナム，インドネシアおよびイランの５カ国に加えて，「４．

実施体制」の中の相手国（地域）側実施組織にはリストアップされていないが，中国の研

究者と沿岸災害の予測や防止に関連する研究者レベルでの交流を実施する予定にしている．

アジア地域における防災・環境問題に最も影響を及ぼすと考えられる中国では，近年の急
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激な経済成長に伴い再開発が極めて急激に進行しており，本研究交流を通じて，双方の沿

岸災害防止の技術レベルを向上していく． 

 
８．平成１９年度の研究交流の概要 
 

８－１ 共同研究 

 本年度においては，スリランカ国，インドネシア国およびイラン国の研究者との共同研

究(R-1)とベトナム国，タイ国およびタンザニア国の研究者との共同研究(R-2)の計２件の

共同研究を予定している。 

 

R-1 の共同研究においては，わが国の研究者とスリランカ，インドネシアおよびイランの

研究者との間で津波伝播シミュレーション，津波や高潮等に対する海岸防護施設の設計手

法，ハザードマップの策定，養浜・植生に配慮した復興プラン，地層から読み解く津波履

歴の検証等，総合的な津波防災の構築に必要不可欠な要素技術について参加研究者間の情

報共有化を推進していく．特にわが国からアジア諸国に対して提供できる技術情報は数多

く，この共同研究を通じて津波防災技術の伝承とその後の現地化の促進を期待する． 

 

R-2 の共同研究においては，広い流域と長大な海岸線を有するベトナム，タイおよびタン

ザニアを対象として，高潮，高波および洪水などの水災害に関する潜在的な災害リスクに

関する研究を推進していく．経済発展の一途を辿るこれら対象国では，経済的合理性が最

優先され，その結果防災面や環境面での配慮が不十分となる事態が予測される．過去に急

激な経済発展を遂げたわが国の研究者と発展途上にある対象国との研究者が本共同研究を

通じて交流を推進し，災害リスクの顕著化を抑止するための方策について議論を深めるこ

とで，各国における高次元の水災害対策につながることを期待する． 

 

８－２ セミナー 

本年度の重点目標であるアフリカ地域における学術基盤構築の推進と強化を達成するた

め，タンザニア国においてセミナーを開催する．タンザニア国で開催する理由は，アフリ

カ諸国の中においても，情勢が比較的安定しており，経済レベルや文化レベルの高いと考

えられることやタンザニア国及び東アフリカ地域においてトップ大学の位置づけにあるダ

ルエスサラーム大学と横浜国立大学との間には，過去において研究者間の交流実績や留学

生受入の経験があり，タンザニア国における拠点機関としてふさわしいと考えたためであ

る． 

アフリカ地域での水災害危険性は，地理的，気象的条件や広大な土地，極めて長い海岸

線を有する等の条件により，アジア地域同様あるいはそれ以上に高いものと考えられる．

しかしながら，水災害に関する研究において，わが国とアフリカ諸国との交流はアジア諸

国などと比較すると極めて希薄であると言わざるを得ない．これまで学術分野において，
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わが国とアジア諸国が深い関係を構築してきたように，本セミナーを通じた交流によりア

フリカ諸国とわが国研究機関との間に学術基盤の基礎が形成されることを期待する． 

 

８－３ 研究者交流（共同研究，セミナー以外の交流） 

 本年度の研究者交流では，わが国研究者とタンザニア国研究者との間で研究者交流を実

施する．これは，本年度の重点目標であるアフリカ地域における学術基盤構築の強化を推

進し，研究者レベルでの交流から更に広域的な交流レベルへと引き上げるために必要不可

欠なネットワークの構築を目的としている． 

また，本年度は日本側参加者リストで名前を挙げている中国の研究者 Li Shaowu(李紹

武),Tianjin University(天津大学)教授との研究者交流を実施する予定にしている．中国

は，「４．実施体制」の中の相手国（地域）側実施組織にはリストアップされていないが， 

経済成長著しい中国においては，沿岸域の再開発が極めて急激に進行しており，本事業の

テーマである沿岸災害防止が喫緊の課題となっている．そこで，本研究者交流を通じて，

中国研究者との交流レベルを引き上げて，双方の沿岸災害防止の技術レベルを向上してい

くことを目的に掲げて本研究者交流を推進していく． 
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９．平成１９年度交流人数・人日数総表 
９－１ 相手国との交流計画 

（（単位：人／人日） 

    派遣先 

派遣元 
日本 ﾀﾝｻﾞﾆｱ ﾀｲ ﾍﾞﾄﾅﾑ ｲﾗﾝ 

ｲﾝﾄﾞ 

ﾈｼｱ 
ｽﾘﾗﾝｶ 中国 合計 

日本  11/66 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3/6 14/72 

ﾀﾝｻﾞﾆｱ 0/0  0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

ﾀｲ 0/0 3/18  0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3/18 

ﾍﾞﾄﾅﾑ 0/0 3/18 0/0  0/0 0/0 0/0 0/0 3/18 

ｲﾗﾝ 0/0 1/6 0/0 0/0  0/0 0/0 0/0 1/6 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 0/0 2/12 0/0 0/0 0/0  0/0 0/0 2/12 

ｽﾘﾗﾝｶ 0/0 2/12 0/0 0/0 0/0 0/0  0/0 2/12 

合計 0/0 22/132 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3/6 25/138 

・ 各国研究者のタンザニアへの派遣期間中に，セミナーS-1 に加えて，共同研究 R-1,共同

研究 R-2 および研究者交流をあわせて実施する． 

・ 上記の表には，派遣元の研究者が派遣先に直接赴いた場合のみをカウントしている．他

にも，例えば日本側研究者とタイ側研究者がタンザニアにて共同研究を実施する等の交

流が予定されているが，このような場合は相手国への直接的な派遣ではないので上記の

表にはカウントしていない． 

・ 上記の(人日数)は，移動日数を含めた日数である． 

・ 各国別に，研究者交流・共同研究・セミナーにて交流する人数・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．） 

・ 中国の受け入れ先については、日本側参加者に含まれる。 

９－２ 国内での交流計画 

34 ／ 34 （人／人日） 

 

 


