
アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成１９年度 実施報告書 

 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関 ： 名古屋大学 
（ タイ側  ）拠点機関： プリンスオブソンクラー大学 
（インドネシア側）拠点機関： シャクアラ大学 
（ベトナム側）拠点機関： ベトナム科学技術アカデミー地理副研究所 

（バングラディッシュ側）拠点機関： チッタゴン大学 

 
２．研究交流課題名 

（和文）： 地域特性にもとづく熱帯アジア臨海域の自然災害軽減に関わる研究連携            

                   （交流分野：地理学  ）  
（英文）： Geomorphological comparative research on natural disaster mitigation in the coastal 

regions of tropical Asia 
                   （交流分野：Geography ）  
 研究交流課題に係るホームページ：http://www.geog.lit.nagoya-u.ac.jp/aaplat/                             
 
３．開始年度 
  平成 １８ 年度（ ２ 年目） 
 
４．交流実施期間（業務委託期間） 
  平成１９年 ４月 １日 ～ 平成２０年 ３月３１日 
 
５．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：名古屋大学 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：大学院環境学研究科・研究科長・林良嗣 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：大学院環境学研究科・教授・海津正倫 
 協力機関：南山大学，鳥取大学 
 事務組織：環境学研究科・地球水循環研究センター事務部会計掛 
 
 
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：タイ 
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拠点機関：（英文）Prince of Songkhla University 
      （和文）プリンスオブソンクラー大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Faculty of Natural Resources, 

Associate professor, Charlchai Tanavud 

 協力機関：（英文）Land Development Department, Thailand 
      （和文）タイ国土地開発局 

 協力機関：（英文）Kasetsart University 

      （和文）カセサート大学 

 協力機関：（英文）Churalongkorn University 

      （和文）チュラロンコン大学 

 協力機関：（英文）Geo-Informatics and Space Technology Department Agency 

      （和文）地質情報および衛星技術機構 

 協力機関：（英文）Regional Community Forestry Training Center for Asia and Pacific 

      （和文）アジア太平洋地域コミュニティ森林訓練センター 

 
（２）国（地域）名：インドネシア 
拠点機関：（英文）Syiah Kuala University 

      （和文）シャクアラ大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Faculty of Sciences, Lecturer,  

Didik Sugiyanto 

 協力機関：（英文）Indonesian Institute of Sciences (LIPI) 
      （和文）インドネシア科学院 

協力機関：（英文）Institute of Technology Bandung 

      （和文）バンドン工科大学 

 協力機関：（英文）Gadjah Mada University 

      （和文）ガジャマダ大学 

 

（３）国（地域）名：ベトナム 
拠点機関：（英文）Sub-institute of Geography, Vietnamese Academy of Science and  

         Technology 

      （和文）ベトナム科学技術アカデミー地理副研究所 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Senior Resercher, Nguyen Van Lap 
 協力機関：（英文）Vietnam National University, Ha Noi 
      （和文）ベトナム国立大学(ハノイ) 

協力機関：（英文） Vietnam National University, Ho Chi Ming 

      （和文）ベトナム国立大学（ホーチミン） 
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 協力機関：（英文） Non Lam University 

      （和文）ノンラム大学 

 

（４）国（地域）名：バングラデシュ 

拠点機関：（英文）Chittagong University 

      （和文）チッタゴン大学 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：Faculty of Science, Professor, Shahidul Islam 

 

６．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 
本計画では、それぞれの国における海岸・臨海域の自然環境特性をふまえた、自然災害や

海面上昇の影響軽減のためのより効果的な対応策を導くことを目的として、当該研究機関との

連携を行い、研究交流を深めると共に研究成果を相互に高めようとするものである。その遂行

にあたっては、名古屋大学が主導的役割を果たし、研究テーマに関わる研究水準の向上はも

とより、人々の生活と直接関わる課題をテーマとすることから、文理融合の視点をもって研究を

遂行し、研究成果の社会への還元を積極的に進めるよう努力する。また、我が国の若手研究

者のみならず、研究拠点機関をはじめとする連携地域の若手研究者の育成をすすめるととも

に、研究拠点機間相互の緊密な情報交換をも念頭に置き、当該地域における拠点研究機関

との持続的研究協力関係を構築する。また、この目標のため、現地における合同フィールドワ

ーク、セミナー、技術講習会等を開催する。 

 
７．平成１９年度の研究交流実績の概要 
７－１ 共同研究 

 熱帯アジア臨海域の自然災害軽減に関わる、地形・土地条件、植生・生態、コミュニ

ティ・行政システム、インフラ・生活基盤等の分野にわたる総合的視点から、メコンデ

ルタ（ベトナム）、中央平原（タイ）、バンダアチェ（インドネシア）をフィールドとし

て共同で現地調査を行うとともに、その基礎的資料を収集した。 
 具体的に、メコンデルタについては、同地域の環境変化に関する総合的な研究を、協

力機関であるベトナム科学技術アカデミー地理研究所（VAST）との協力の下に進めてお

り、2007 年 8・10 月に同所属の共同研究者とフィールド調査を行った。またタイ中央

平原に関しては、土地条件を中心にした海岸環境に関わる調査を、協力機関であるタイ

国土地開発局（LDD）の協力の下に進め、2007 年 4・9・11 月に共同でフィールド調

査を行った。なお両地域に関しては、セミナーのフィールド・エクスカーションに併せ

て、それぞれマングローブ生態と海岸浸食に関する予察的共同調査を行った。さらに

2007 年 11・12 月には、バンダアチェおよびナングロ・アチェ・ダルサラーム州をフィ

ールドとした名古屋大学・シャクアラ大学・バンドン工科大学・インドネシア科学院

（LIPI）（以上、すべて協力機関）の共同調査を行い、特にコミュニティ・行政システ
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ム、インフラ・生活基盤等に焦点を置いて、復興の現状と課題について議論しつつ、日

本の経験との比較を念頭に置きつつ今後の国際共同研究の課題を提示した。 
 本事業も 2 年目に入り、研究者交流やセミナーによって新たな連携を図ることと、そ

れを足掛かりにして特定課題に関する共同研究を進めることのふたつを同時に深化さ

せる段階に来ている。予算上の制約ゆえに、軌道に乗った共同研究については、科学研

究費補助金などの大学内外の資金によって研究費を充当することにしたが（それゆえ実

質的な共同研究については本報告書の記録には載っていない）、研究連携の基礎という

意味ではアジア・アフリカ学術基盤形成事業が重要な役割を果たしたものである。なお、

これまでの共同研究の成果の一部はすでに本事業のセミナーで報告・議論されているが、

その結果については 2008 年 3 月に Geomorphological Comparative Research on 
Natural Disaster Mitigation in the Coastal Regions of Ttropical Asia として報告書を

刊行した。また、アジア社会科学研究協議会連盟隔年総会（2007 年 9 月）を始めとす

る、いくつかの国際会議で報告するとともに、国内外の学術雑誌で発表された。 
 

７－２ セミナー 
ベトナムおよびタイにおいて、マングローブおよび海岸侵食に関するセミナーを２回

開催した。また双方のセミナーに付随してフィールド・セミナーを開催し、隣地議論を

行った。 

 ベトナムでのセミナーは、2007 年 8 月 25 日に、同国ホーチミン市（タンソンニュエ

ット・ホテル）において、“International Conference on Mangroves -Important Issue 

for the Coastal Environment-”と題したセミナーを開催し、ベトナム，フィリピン，

タイ，インドネシア，などの国々における研究活動の現状および成果について研究報告

が 15 タイトルの研究報告と 18 タイトルのポスター発表が行われ，マングローブにかか

わる問題の相互理解を深め，各国の実情の違いを理解すると共に，それぞれの課題につ

いて検討した．また 8 月 26 日にはマングローブの保全が行われているホーチミン市郊

外カンザー地域においてフィールド・セミナーを行った。セミナーおよびフィールドセ

ミナーの参加者は、日本 8名、ベトナム 21 名，タイ 10 名、フィリピン 4名、インドネ

シア 1名、ロシア 1 名だった。 

 タイにおけるセミナーは、2007 年 11 月 3 日に、同国パタヤ市（The Cozy Beach Hotel, 

Pattaya City, Chonburi, Thailand）において、“Coastal Erosion: its Dynamics and 

Impact to Human Life”と題したセミナーを行い、日本，タイ，インドネシア，ベトナ

ム，バングラデシュの国々における研究活動の現状および成果について 19 タイトルの

研究報告が行われた。また 11 月 4 日には顕著な海岸侵食が進行しているパタヤ市から

チャオプラヤ川河口付近の地域においてフィールド・セミナーを行った。セミナーには

参加登録者として、日本から 12 名、タイ国から 35 名，ベトナムから 3 名，インドネシ

アから 4 名，バングラデシュ・オーストリアからそれぞれ 1 名の総計 56 名，フィール
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ドセミナーにはこのうち 36 名の参加を得た。 

 
７－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 学術拠点形成のために本経費にて以下の派遣および招聘を行い、研究情報の交換、研

究交流の具体的課題と実施計画などについて議論を行った。 

平成 19 年 6 月 18 日～6月 25 日 8 日間   海津正倫 派遣 インドネシア 

平成 19 年 6 月 26 日～6月 28 日 3 日間   海津正倫 派遣 タイ国 

平成 19 年 6 月 28 日～7月 7日 10 日間   Huynn Duc Hoan 招聘（沖縄県西表島） 

平成 19 年 11 月 21 日～11 月 28 日 8 日間  海津正倫 タイ・インドネシア 研究者

交流 

平成 20 年 1 月 19 日～1月 26 日 8 日間 海津正倫 派遣 タイ 

平成 20 年 1 月 19 日～1月 25 日 7 日間 Janjirawuttikul Naruekamon 派遣 タイ 

平成 20 年 2 月 15 日～2月 23 日 9 日間 佐々木太郎 派遣 タイ 

 また、2007 年 11 月 11～18 日に、タイ・ベトナム・インドネシアの若手研究者 8 名

を日本に招聘し、地理情報システムおよびリモートセンシングのデータ解析に関わる技

術講習会とトレーニングを名古屋大学（拠点機関）ならびに東京大学にて行った。 
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８．平成１９年度の研究交流の成果 
（交流を通じての相手国からの貢献及び相手国への貢献を含めてください。） 

８－１ 研究協力体制の構築状況 

 本年度は、名古屋大学が主導的役割を果たし、研究テーマに関わる相互の情報交換を図り、

文理融合の視点をもって研究を遂行するためにタイ、インドネシア、バングラデシュの研究者

相互の交流を推進した。また、ベトナムとタイでセミナーを開催し、当初の協力機関のみならず、

関連の機関からの研究者の参加もあって研究協力体制の輪が広がった。また、名古屋大学と

鳥取大学・東京大学の協力の下に、タイからの若手研究者を招聘し、GIS と衛星画像解析に

関するトレーニングコースを実施したほか、名古屋大学の大学院生などを当該国でのセミナー

に参加させ、若手研究者の育成を進めた。これらの実施によって研究拠点機間相互の緊密な

情報交換の基礎が作られつつあり、当該国における拠点研究機関と協力機関相互の良好な

持続的研究協力関係が構築されつつある。 
 

８－２ 学術面の成果 

平成 19 年度においても，津波による沿岸地域の被害状況および復興プロセスなどに

ついての研究を進め、他の外部資金によって 6 月と 12 月にインドネシアで開かれたワ

ークショップにおいて相互に報告した。また、インドネシアと日本の研究者が共に現場

を視察し、津波災害復興についての検討を行った。なお 9 月にはアジア社会科学研究協

議会連盟隔年総会などでも報告され、その研究活動の実績に関して参加者から高い評価

を受けた。 
ベトナムにおけるセミナーでは，マングローブにかかわる問題の相互理解を深め，各

国の実態を理解すると共に，それぞれの課題について検討することができた。また，タ

イのセミナーにおいては当該国や協力機関以外からも多数の研究者が参加し、それぞれ

の 国々における海岸侵食問題に関する多面的な研究報告が行われ、きわめて有意義で

あった。 

また，これらの研究者の交流をふまえ，他の外部資金を利用してメコンデルタやタイ

中央平原などにおいて研究活動が進められており，成果を挙げつつある。 

 
８－３ 若手研究者養成 

 平成 19 年度においては、拠点大学である名古屋大学および協力機関の東京大学空間

情報センターにおいて GIS や衛星画像処理の技術に係る技術講習会を開催するととも

にワークショップを開催した。今年度の参加者はタイからの LDD および GISTDA およ

び，ベトナム国立大学およびベトナム科学技術アカデミーの若手研究者であったが、そ

れら若手研究者は名古屋大学と鳥取大学における GIS および衛星画像解析研究の現状

を把握し、有意義なトレーニングを受講した。また、東京大学空間情報センターおよび

国土地理院の協力のもとに地理空間情報の最新の知識を提供すると共に，ワークショッ

 6



プを開催して研究面での交流を深めた。 
また、現地セミナーには名古屋大学の大学院生を参加させ研究成果の発表をさせると

共に、各地域事情の把握や人的ネットワークの構築などについて支援した。 

 

８－４ 社会貢献 

 タイでのセミナーにおいては、成果の地域還元とさらなる研究課題の掘り起こしのた

めに、地元の研究者、政策担当者等に対するセミナーへの参加を呼びかけ、普及研究会

という意味も持たせた。その結果，Department of Marine and Coastal Resources の

Director など関係機関からの参加もあり，地域への貢献という点でも成果があった。 

 また、本研究の成果などをふまえ、名古屋大学防災セミナーでの講演を始め、国内で

も研究交流成果を報告した。なおインド洋大津波の最大被災地であるインドネシアのバ

ンダアチェでは、本事業に係る共同研究の成果が地元大学生を対象とした講演会と、公

務員や NGO 代表者が参加した国際会議で報告され、大きな反響を得るとともに、地元地

域社会への知識の還元という点から見ても大きな成果があった。 

 

８－５ 今後の課題・問題点 

 本年度はとくに交流体制の構築および研究者の相互交流実施という点に重点を置い

たため、研究の実施という側面についてはこれまでの研究活動成果に依存する部分が大

きく，インドネシアでの津波災害研究を除いて新たな連携研究を実施するにはいたらな

かった。より内容のある研究活動を共同で行い、成果を挙げるために，このプロジェク

ト以外の研究活動をどのように連携させるかという点が課題である。 
 

８－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成１９年度論文総数  27 本 

   うち、相手国参加研究者との共著 4 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 23 本 

（※ 論文リストを別に添付してください） 
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９．平成１９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 タイ 

インドネ

シア 
ベトナム

バングラデ

ィッシュ 
合計 

日本 
実施計画  11/65 2/20 10/60 1/5 24/150 

実績 10(2)/56 2/10 5/30  15/96 

タイ 
実施計画 5/35   9/36  14/71 

実績 6/44  8/30  14/74 

インドネシア 
実施計画 1/7 1/4  3/12  5/23 

実績 1/8 3/15 3/10  7/33 

ベトナム 
実施計画 5/35 5/20    10/55 

実績 4/34 4/16   8/50 

バングラデ

ィッシュ 

実施計画      0 

実績  1/6   1/6 

合計 実施計画 11/77 17/89 2/20 22/108 1/5 53/299 

実績 11/86 16/93 2/10 16/70  45/259 

 

※ 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 

2 ／ 10  （人／人日）  3 ／ 8  （人／人日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


