
アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成２０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 
（ﾍﾞﾄﾅﾑ側   ）拠点機関： ベトナム科学技術アカデミー地理研究所 
（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. nagaoya-u.ac. jp/aaplat/   
 
 
３．開始年度 
平成 18 年度（ 3  年目） 
 
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経理掛 
 
 
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：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 
 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 
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 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）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 Minh 
      （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 
 
５．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、日本お

よび当該国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．平成２０年度研究交流目標 

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：我が国および現地において熱帯海岸域の自然災害に関する総括的な

セミナーおよびワークショップを開催し、タイ，ベトナム，インドネシア，バングラデシ

ュからの研究者と共に，研究資源・研究課題・方法論等の共有化を図り，将来に向けての

課題について検討する。 
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、ベトナムお

よびインドネシアの若手研究者を招聘し，研究交流を行う。また、日本の研究者・大学院

生等を現地に派遣し、共同研究あるいは現地でのワークショップ等に参加させることによ
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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。 
 
７．平成２０年度研究交流成果 

（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下さい。） 
７－１ 研究協力体制の構築状況 
 平成 20 年度においても、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、ベトナム、バングラデシュの研究者相互の交流を推進した。また、わが国において

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。 
 具体的には、本事業での交流を基盤にして、名古屋大学環境学研究科とベトナム国家

大学ホーチミン市校科学大学環境科学学部およびベトナム科学技術アカデミー資源地

理研究所との間に学術交流協定を締結した。インドネシアに関しては、相互の複数部局

間での交流が進んだ結果、名古屋大学環境学研究科とシャクアラ大学理学部との学部間

協定を大学間協定に格上げするための具体的作業に取り掛かっている。ガジャマダ大学

との間ではすでに大学間協定とが締結されており、その下で名古屋大学環境学研究科と

ガジャマダ大学地理学部との間でのジョグジャカルタ特別州バントル地域の地形環境

とコミュニティ・ベース災害対策に関する共同研究に着手した。 
 さらに、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をセ

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。 
 
７－２ 学術面の成果 
 平成 20 年度においても、海岸域を中心とする海岸平野・沖積平野の環境変化につい

て研究交流を進め、8 月にジョグジャカルタで開催された地形学に関する国際会議に 5
名が参加して研究発表を行った。また、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、12 月にバンダアチェで開催された国際ワークショッ

プにおいて他の外部資金などをも利用したインドネシア側研究機関との共同研究の成

果を報告した。さらに、2009 年 2 月に三重県志摩市で開催されたセミナーの際に、参

加各国の研究者と日本の研究者が共に現場を視察し、海岸地域の自然災害および災害復

興についての検討を行った。 
 これらの研究者の交流をふまえ、インドネシアにおける津波復興研究、メコンデルタ

やタイ国の海岸平野などにおいて海岸環境に関する研究活動などが他の外部資金も利

用して進められており、着実に成果を挙げつつある。ちなみに平成 20 年度においては、

過年度の本事業での交流を基盤にして複数の日本側参加者が科学研究費補助金を得て

おり、本年度それらの共同研究に具体的に着手した。 
 さらに、7 月には名古屋大学環境学研究科とベトナム国家大学ホーチミン市校科学大

学環境科学学部およびベトナム科学技術アカデミー資源地理研究所との間に学術交流

協定を締結することができ、さらなる研究・教育の連携が進むと考えられる。 
 
７－３ 若手研究者養成 
 平成 20 年度においては、鳥取大学において 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 の若手研究者であったが、それら若手研究者は鳥取大学における

GIS および衛星画像解析研究の現状を把握し、現地調査を行って有意義なトレーニング

を受講した。名古屋大学の大学院生に関しては、8 月にジョグジャカルタで開催された

地形学に関する国際会議に 4 名が、2 月の本事業によるセミナーに 4 名がそれぞれ参加
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し、外国の研究者や大学院生との交流を深めるとともに、当事業の研究課題である海岸

環境の学術研究にとって重要なスキルであるフィールド調査を経験した。 
 
７－４ 社会貢献 
 12 月にはインドネシアバンダアチェにおいて地元研究者・政策担当者・NGO 担当者

などが参加した国際ワークショップが開催され、日本側研究者も参加して津波被災・復

興過程に関わる研究成果を発表して啓蒙を図るとともに、それらの実務担当者との意見

交換を行った。 
 さらに、本事業での交流をもとに本事業参加者間で、タイ国における海岸侵食防止の

ための World Bank プロジェクトが組織され、研究交流の成果が具体的に社会還元され

る基盤が整った。 
 なお、本研究の成果などをふまえ、国内でも名古屋大学防災アカデミーを始め、研究

交流成果を報告した。 
 
７－５ 今後の課題・問題点 
 本プロジェクトで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個々の研究活動成果に依存する部

分が大きかった。ただ、本事業をベースに、学術交流協定が締結されたり、インドネシ

アとの日本学術振興会の二国間共同研究事業による防災研究プロジェクトに発展した

り、また新年度からはインドネシアとの間での JST-JICA の新しい防災研究体制の構築

に展開されたりするなど、さらなる発展の糸口をつかむことができた。本事業の交流成

果をベースに、今後さらなる連携につなげていきたい。志摩で開催された本事業による

セミナーにおいても、第二フェーズへの移行を期待するという声が多く寄せられており、

そのような体制をいかにつくるかが課題となっている。 
 
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   22 本 
   うち、相手国参加研究者との共著  1 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  19 本 

（別紙に論文リストを添付） 
 
 
８．平成２０年度研究交流実績概要 
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視点から、各国の大

学や行政機関の研究者等と共同で調査・研究活動を進めている。 
 ベトナムにおいては、メコンデルタやベトナム中部の臨海域低地の環境変化にする総

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、また、タイ中央平原およびソンクラー湖沿岸海岸平野に関して

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）やプリンスオブソンクラー大学の協力の下に進め、臨海域における自然災害軽

減のために土地条件をふまえた地域特性の把握，とくに地形環境に関する認識の重要性

が重要であることを示した。また、これまで日本で培われた技術と実績にもとづいてそ

れらを具体的に示すための地図化をおこなってセミナーで報告するとともに、各国にお

ける実践の成果も共有した。これらは，臨海域の自然災害軽減にとって極めて重要な情

報を示すものであり、各地域に関してこのような図を整備していくことは，自然災害軽

減のための一つの方策としてとくに重要であると考える。将来的には、これらをベース

に自然災害のリスクや予測のみならず災害時の避難等のソフト的な内容を盛り込むこ
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とにより、地域特性をふまえた自然災害軽減のための素材として重要な役割を果たすと

考えられ、地域的な側面からの自然災害軽減についての個別の課題をより明確に示すこ

とができるものと考える。なお、対象地域における海岸環境は，日本とは異なり広大な

泥質海岸からなるところが多く、本プロジェクトの３年間の活動でも各セミナーにおい

て報告されたように、熱帯臨海域における自然災害軽減に関しては泥質海岸に生育する

マングローブ林保全の重要性があらためて確認されている。このようなそれぞれの地域

における特色や課題も、上記のような地図を整備していくことによって地域との関係の

もとにより具体的に認識することが可能になる。 
 一方、2008 年 6・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、すべて本事業の協力機関）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

検討した。本地域においても、土地条件と津波被害との関係が深く、自然災害軽減のた

めにはコミュニティーのおかれた地域の特性をしっかりとふまえること、そしてとくに

土地条件を反映した地域特性に基づく対応策の重要性について指摘した。  
 本事業も 3 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

せることを目指した。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したが、研究連携の基礎構築と

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ことは強調

しておきたい。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 2009 年 3 月に学術論文集の形で報告書を

刊行した。この種の出版は、国際学術誌への研究発表機会が限られている相手国研究者

に、そうした機会を提供した点において学術面・社会貢献面で大きく貢献した。また、

ジョグジャカルタで開催された国際地形学会議地域会議、バンダアチェで開催された国

際ワークショップ、バリで開催された津波警報システムに関する国際会議など、いくつ

かの国際会議で報告されるとともに、国内外の学術雑誌で発表された。 
  
 
８－２ セミナー 
  当該セミナーには日本からの 12 名の参加者を含む 37 名が参加し、2 月 22 日に移

動を兼ねたミニ巡検、23 日に講演およびポスター発表，24 日に三重県沿岸地域におけ

る巡検を行った。23 日に行われた会議では基調講演を含む 20 件の講演と、8 件のポス

ター発表があり、それぞれの地域や国における海岸環境や自然災害に関わるさまざまな

問題についての熱心な議論が行われた。 
 また、2 月 22 日のミニ巡検では名古屋港の港湾施設を見学すると共に、濃尾平野南

部の伊勢湾台風被災地域を視察し、さらに 2 月 24 日には三重県南部沿岸地域において

津波対策の各種施設や防災警報システムを見学し、地域の実情に併せた海岸災害対策の

あり方について議論を交わした。 
 なお，途上国においてはハード的な側面に関しては経済的な点から日本の実績をその

まま受容することは困難であるが、警報の伝達や住民避難といったソフト的なことがら

に関してはすぐにでも応用可能な事も多く、参加メンバーにとっての自然災害軽減策の

共有という点でも極めて意義があったと考えられる．今後、それぞれの国においてわが

国における経験や実践が地域に即した形で応用され、さまざまなかたちで普及すること

が期待される。 
 
 
８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 
 平成 20 年度の研究者交流として，７名の派遣を行うと共に，6 名の招聘を行った．
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このうち，派遣については，6 月に研究代表者の海津と名古屋大学の大学院生がベトナ

ムへ出かけ，ベトナム国立大学（ホーチミン）およびベトナム科学技術アカデミー地理

研究所（ホーチミン）を訪問し，第四紀完新世後半におけるメコンデルタの環境変化に

ついての議論を行い，従来指摘されていなかった地形形成に関わる現象を検討した．ま

た，ベトナム国立大学においては名古屋大学環境学研究科の国際環境人材育成プログラ

を紹介し，H21 年度の募集に応募したい旨の回答を得た．また，8 月には海津と名古屋

大学大学院生 4 名がインドネシア国ガジャマダ大学を訪問し，現地研究者および院生と

の研究交流を行うと共に，日本とタイにおける環境変化に関する研究活動内容を発表し，

環境変化に関わる共通の理解を深めた．一方，招聘に関しては，7 月に鳥取大学で行わ

れた GIS ワークショップにタイ国 LDD および GISTDA から５名，また，8 月に鳥取大

学において行われたリモートセンシングのデータ解析に関わる技術講習会にタイ国

GISTDA から１名を招聘し，衛星画像解析の実際についてトレーニングを行い，各国研

究者の技術水準の向上に貢献した． 
  
 
 
９．平成２０年度研究交流実績総人数・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 

 
5/31 9/54 3/21  17/106 

実績 2(1)/6 5/34 3/10  9/50 

タイ 
実施計画 9/57 

 
   9/57 

実績 13/78    13/78 

インドネシ

ア 

実施計画 6/28  
 

  6/28 
実績 1/3    1/3 

ベトナム 
実施計画 4/16   

 
 4/16 

実績 5/25    5/25 

バングラデ

ィッシュ 

実施計画 1/4    
 

1/4 

実績 4/27    4/27 

合計 
実施計画 20/105 5/31 9/54 3/21  37/211 
実績 23/133 1/6 5/34 3/10  32/183 

 
※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 

  9／35  （人／人日） 12／33 （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 18 年 研究終了年度  平成 20 年 
研究課題名 （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 

（英文）Geomorphological comparative research on natural disaster mitigation in 
the coastal regions of tropical Asia 

日本側代表者 
氏名・所属・

職 

（和文）海津正倫・名古屋大学大学院環境学研究科・教授 
（英文）Masatomo Umitsu, Nagoya University, Graduate School of Environmental 

Studies, Professor 
相手国側代表者 
氏名・所属・職 

Charlchai Tanavud, Prince of Songkhla University, Associate Professor 
Didik Sugiyanto, Syiah Kuala University, Lecturer 
Lap Nguyen, Institute of Geography, VAST, Senior Researcher 

交流人数 
（※日本側予算

によらない交流

（相手国予算に

よる）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 タイ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ベトナム 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 実施計画 
 

2/16 3/24 2/16 7/56 
実績 2(1)/6  1/4 2/10 

タイ 実施計画  
 

   
実績     

インド

ネシア
実施計画   

 
  

実績     
ベト

ナム

実施計画    
 

 
実績     

合計
実施計画  2/16 3/34 2/16 7/56 
実績  1/6  1/4 2/10 

② 国内での交流     0 ／0 人／人日 
２０年度の研

究交流活動及

び成果 
 

 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・中部海岸平野（ベトナム）、中央

平原・ソンクラー湖沿岸海岸平野（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進めた。これらの地域ではわ

が国と比較して社会基盤の整備が十分ではなく，マングローブ林の発達

など熱帯域特有の生態環境を持つ点が注目されると共に，近年の著しい

自然災害を経験した地域も存在する． 
 このうちメコンデルタについては、同地域の環境変化にする研究を協

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、また、タイ国の海岸平野に関しては、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、フィールド調査を行った。これらの共同研

究については、現地研究者と議論を行って総括し、その萌芽的成果につ

いて次年度以降の共同研究の継続が確認された。 
日本側参加者数  

7 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

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

（インドネシア）国(地域)側参加者数 
6 名 （１３－３（インドネシア）国側参加研究者リストを参照）
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（ベトナム）国(地域)側参加者数 
2 名 （１３－４（ベトナム）国側参加研究者リストを参照） 

（バングラデシュ）国(地域)側参加者数 
0 名 （１３－４（バングラデシュ）国側参加研究者リストを参照）
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１０－２ セミナー 
―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）日本学術振興会アジア・アフリカ学術基盤形成事業 

「熱帯臨海域の自然災害軽減に関する国際会議」 
（英文）AA Platform International Conference on Natural Disaster 
Mitigation in the Coastal Regions of Tropical Aisa 

開催時期 平成 21 年 2 月 22 日 ～ 平成 21 年 2 月 24 日（3 日間）

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）三重県志摩市（志摩セントラルホテルアソシア） 
（英文）Mie Prefecture, Shima-city(Shima Central Hotel Socia) 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）海津正倫・名古屋大学大学院環境学研究科・教授 
（英文） Masatomo Umitsu ・ Nagoya University Graduate school 
Environmental Studies・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) 

 

参加 
者数 

① アジア・アフリカ学術基盤形成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  8 / 22  （ / ）人/人日 25/113 
（ / ）

 人/人日
 
 
 

(ベトナム)国(地域)側参加者  5 / 25   （ / ）人/人日 
(インドネシア)国(地域)側参

加者 

  1 / 3   （ / ）人/人日 
 

（タイ）国（地域）側参加者  7 / 36  （ / ）人/人日 

（バングラディシュ）国（地

域）側参加者 

  4 / 27    （ / ）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         4     人 

12 人

(インドネシア）国(地域)側参

加者 

        8     人 

(   ）国(地域)側参加者              人 
①と②の合計人数     37   人 

セミナー開催の目

的 
インフラの十分に整備されていない途上国の海岸域は高潮、津波、海

面上昇などのさまざまな環境変化や自然災害に対してきわめて脆弱で

ある。本セミナーでは当該国における海岸環境と自然災害の諸相を自

然環境および社会・経済的側面から把握すると共に、GIS・衛星画像処

理等の手法を利用してさまざまな問題についていかに対応することが

できるかを総括的に検討する。また、これら課題に関して、当該国の

研究者と共に文理融合の視点から検討するとともに、相互の現状・課

題を理解し、日本で培われた経験・技術等の蓄積を共有しようとする

ものである。 
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セミナーの成果  当該セミナーには JSPSの担当課長や名古屋大学研究担当理事を含む

日本からの 12 名の参加者に加えて，インドネシア 9 名・タイ 7 名・バ

ングラデシュ 4 名・ベトナム 5 名の合計 37 名が参加した．2 月 23 日に

行われた会議では Key note を含む 20 の講演と，8 のポスター発表があ

り，津波に関連した海岸管理，ハザードマップの作成，海岸侵食や水

害，マングローブ林の管理など熱帯アジアの海岸環境や自然災害に関

わるさまざまな問題についての熱心な議論が行われ，それぞれの地域

や国における問題点が提示され，相互の理解が深められた． 
 とくに，熱帯アジア臨海域における自然災害のダイナミクスとそれ

に関わる地形・土地条件、インフラ・生活基盤等について、参加各国

における研究資源・研究データおよび解析結果、各地域における具体

的研究課題の共有化を推進することができた．また、衛星画像や SRTM

データの利用にもとづく情報図の活用，さらに地域の実情に合わせた

文理融合の視点をもつ調査・分析手法の共有化など参加者相互の技

術・方法についての相互の検討、新たな情報の蓄積などを推進するこ

とができた。また，総括的な議論により，各国研究者との今後の学術

協力の基盤をつくることができた． 

 また，2 月 22 日には名古屋港の港湾施設を見学すると共に，濃尾平

野南部の伊勢湾台風被災地域を視察し，地盤沈下によって海面下 2m に

も沈下した地域の実態を把握した．さらに，2 月 24 日には三重県南部

南伊勢町および大紀町において津波対策の防潮堤および防潮扉を観察

したほか，錦タワーや山麓部に設置された避難施設を見学した．イン

ドネシアをはじめとする参加諸外国の研究者にとってはこのような防

災対策は新鮮であり，海岸環境の管理と共に多大な刺激を受けたよう

である． 
 なお，参加者の感想の一例として，以下にバングラデシュからの参

加者のメール（部分）を紹介する． 
Thank you very much for giving me opportunity to attend this conference 
and present my paper. I believe it is really a very successful conference. I 
have experienced a lot in the filed of coastal environment and 
management in this conference, specially the experience of other countries 
- Thailand, Indonesia, Vietnam and Japan. The field visits were really very 
attractive and that experience we can use in the coastal disaster 
management along Bangladesh coast. 
 

セミナーの運営組

織 
拠点機関である名古屋大学と協力機関である南山大学・鳥取大学が主

体的に組織し・運営した. 
 

開 催 経

費 分 担

内 容 と

金額 

日本側 内容 外国旅費・国内旅費・会議開催費 
金額 430 万円 

相手国(地域) 内容  なし        金額 0 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                 （単位：人／人日） 

派遣先 
派遣元 日本 タイ国 インドネ

シア ベトナム 計 

日本 
実施計画 

 
3/15 6/30 1/5 10/50 

実績 0/0 5/34 2/6 7/40 
タイ 実施計画 6/45 

 
  6/45 

実績 9/57   9/57 
インドネシ

ア 
実施計画 1/8  

  
1/8 

実績    

ベトナム 
 

実施計画    
 

 
実績     

合計 
実施計画 7/53 3/15 6/30 1/5 17/103 
実績 9/57 0/0 5/34 2/6 16/97 

②  国内での交流   4/11  人／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 272,076  

外国旅費 6,754,879 消費税対象額うち 

5,541,233 

謝金 5,300 消費税対象額うち 

5,300 

備品・消耗品購入費 86,704  

その他経費 603,715  

外国旅費・謝金に係
る消費税 277,326  

計 8,000,000  

委託手数料 800,000  

合  計  8,800,000  

 
 
 
 
 
 
 
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 227,270 2／6 

第２四半期 2,818,049 11／76 

第３四半期 0 0／0 

第４四半期 4,954,681 19／101 

計 8,000,000 32／183 

 
 


