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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： 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．採用年度 
 平成 18年度（ 2年度目） 

 

４．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 

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 
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 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）Chulalongkorn 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）：Senior Researcher, 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） 

 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 
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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 
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。 

 

６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 

６－１ 研究協力体制の構築状況 
平成 18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、タイとインドネシア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すすめた。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。 

 
６－２ 学術面の成果 
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、その

結果をタイとインドネシアで開かれたセミナーにおいて相互に報告した。また、各国の

研究者が共に現場を視察し、熱帯アジア臨海地域の地域特性にもとづいた自然災害軽減

策についての議論を行った。 
タイについては 8 月 31～9 月 1 日にプーケットにおいて、インドネシアについては

11月 28日～29日にバンダアチェのシャクアラ大学においてセミナーを開催した。この
うち、タイのセミナーにおいては当該国以外からも多数の研究者が参加し、それぞれの 
国々における研究成果および課題の報告が行われ、きわめて有意義であった。インドネ

シアでは文・理融合という観点から、地震学、地球物理学、工学、自然地理学、人文地

理学、社会学、心理学などの多方面からの報告がおこなわれ、ディシプリンの枠を越え

た研究交流という意味でも意味があった。併せて、タイでは被災地の巡検とフィール
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ド・セミナーを実施し、インドネシアでは一部ではあるが参加者が共に現地へ出かけ、

被害や復興の状況について隣地議論を行い、有意義な成果を挙げることができた。 
 

６－３ 若手研究者養成 

平成 18 年度においては、技術講習会を開催し，我が国の拠点大学である名古屋大学
および協力機関である鳥取大学において技術講習会を開催し、現地の若手研究者・大学

院生等を対象に GISや衛星画像処理の技術に係る講習をおこなった。 
平成 18年度の参加者はタイからの LDDおよび GISTDA、Prince of Songkhla大学の若

手研究者に限られたが、それら若手研究者は名古屋大学における GIS研究の現状を把握
し、鳥取大学において衛星画像解析と現地での ground truthの方法を体得して有意義な
トレーニングを受講した。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。 

 

６－４ 社会貢献 

インドネシアにおいては、上記の成果の地域還元と、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、住民などへの参加を呼びかけ、普及報告会とい

う意味も持たせた。その後セミナーに参加した現地 NGOの代表者から交流の申し出が
出るなど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。 

 

７．平成１９年度の研究交流目標 

1. 共同研究の実施：本プロジェクト研究課題である津波災害、海岸侵食、マングロ
ーブ環境などについての現地調査を実施する。それに併せて、現地研究者との意見交換

を目的とするオン・フィールド・ディスカッションを実施する。 
2. セミナーの開催：ベトナムおよびタイにおいてセミナーを開催し、研究資源・研

究課題・方法論等の共有化を図る。ベトナムに置いてはマングローブ環境をキーワード

として現地側拠点機関である Vietnamese Academy of Science and Technologyの地理副研
究所、Non Lam大学が、またタイにおいては海岸侵食をキーワードとして現地側拠点機
関である Prince of Songkhla Universityおよび協力機関である Churalongkorn大学が主導
的に実施計画を立案し、日本側研究者も積極的に参加する。 

3. 技術講習会の開催：我が国の拠点大学である名古屋大学および協力機関である鳥
取大学において技術講習会を開催し、現地の若手研究者・大学院生等を対象に GISや衛
星画像処理の技術に係る講習を行い、国内施設における最新のシステムについても見学

する予定である。なお、講師には日本側のメンバーが中心になる予定である。 
4. 若手研究者の招聘と派遣：上記 3 における講習内容の定着を図り、タイ、ベトナ
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ムおよびインドネシアからの若手研究者を名古屋大学ほか国内参加研究機関に短期間

招聘してトレーニングを行う。また、日本の研究者・大学院生等を現地に派遣し、1あ
るいは 2に参加させることによって、各地域事情の把握や人的ネットワークの構築など
を支援する。 
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８．平成１９年度の研究交流の概要 
８－１ 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な視点から、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）などを対象として

現地調査を行うとともに、その基礎的資料としての地理情報の収集・蓄積・利用に係る

システムを検討する。また、その結果を、日本における事例と比較することで、熱帯ア

ジア臨海地域の地域特性にもとづいた自然災害軽減策の提言をめざす。 

 

８－２ セミナー 

ベトナムについては 8月下旬頃にホーチミン市において、タイについては 10月下旬
ないし 11 月上旬頃にバンコク市において、それぞれマングローブ環境および海岸侵食
をキーワードとして研究資源、問題意識、方法論等の共有化を図るためにセミナーを開

催する。いずれも対象地域の巡検とフィールド・セミナーを実施し、現地を見ながらの

ディスカッションを行う。 
 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

本事業の実施に当たり、インドネシアから招聘される研究者と共に、我が国の津波被

災地域へ出かけ、土地条件、行政システムやコミュニティなどが災害復興や減災に配慮

した生活基盤づくりに関する巡検とフィールドでのディスカッションを行う。また、秋

季から冬季にかけての時期に、タイ、ベトナム、インドネシアの若手研究者を日本に招

聘して研究交流を行うと共に，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拠点機関および協力機関において実施する。  

なお、バングラデシュに関しては暴動などが頻発しているため、現地の政治情勢を見

ながら具体的な対応を検討したい。 
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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 タイ 

インドネ

シア 
ベトナム

バングラデ

ィッシュ 
合計 

日本  11/65 2/20 10/60 1/5 24/150 

タイ 5/35   9/36  14/71 

インドネシア 1/7 1/4  3/12  5/23 

ベトナム 5/35 5/20    10/55 

バングラデシュ      0 

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

 

※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。） 

 

 

９－２ 国内での交流計画 

2／10 （人／人日） 

 


