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平成 20 年度事後評価 （実施報告書） 
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２．研究交流目標 

 申請時に計画した目標とその達成度について記入してください。 

○申請時の研究交流目標 

 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 20 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。 

 

 

○目標に対する達成度 

■研究交流目標は十分に達成された。 

 □研究交流目標は概ね達成された。 

□研究交流目標はある程度達成された。 

□研究交流目標はほとんど達成されなかった。 

【理由】 

 

 ３ヵ年計画である本事業が始まる以前は、海外参加研究者のほとんどが津波や高潮などの海岸防災に関連し

た研究を海岸工学の限られた範囲でしか行っていなかったことを考慮すると、事業が終了した現時点で参加相

手国（スリランカ、タイ、イラン、ベトナム、インドネシア、タンザニア）の拠点機関全てにおいて、海岸防

災に関する研究を本格的に行う体制が整ったことは特筆すべき成果と考える。また、これらの研究が研究者個

人の枠を超えて、研究室・学科レベルでの重要なテーマとして推進されている点は今後の発展を期待する上で

極めて重要な要素である。以上を踏まえて、本取り組みを一層深化するための礎が本事業において確立された

ことを確信する。 
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３．研究交流活動の成果 

これまでの交流を通じての成果を「学術的側面」「若手研究者の養成」及び「継続的な研究教育拠点の構築」の観

点から記入してください。また、活動成果から発生した波及効果がある場合には記入してください。 

○学術的側面 

  

 本事業を通じて、学術面での研究・調査成果も数多く挙がっている。成果は、総数 56 編のセミナー報告・

対外論文として発表されている。具体的な研究内容・成果は以下の通りである。 

  

① 津波・高潮等の水災害の調査報告に関する研究成果 

  2005 年 8 月ハリケーン・カトリーナの調査報告、2006 年 7 月ジャワ島沖津波の調査報告、オマーン湾で

発生した過去最大級のサイクロン Gonu の観測、等。 

② 津波の過去の発生記録や痕跡に関する研究成果 

  わが国の事例、カナダの事例、中国の事例、イランの事例、ベトナムの事例、等。 

③ 津波や高潮等の数値シミュレーションに関する研究成果 

  わが国太平洋岸を想定した津波シミュレーション、カナダ西岸を想定した津波シミュレーション、中国渤

海を想定した津波シミュレーション、イラン・オマーン海を想定した津波シミュレーション、米国フロリダを

想定した高潮シミュレーション、ベトナム海岸域を想定した高潮シミュレーション、東京湾を通過する台風と

高潮、2004 年インド洋大津波の再現モデルのレビュー、津波リスク評価モデル、高潮氾濫モデル、スリラン

カ沿岸での津波再現計算、中国・渤海の cold wave の挙動解析、等。 

④ 津波後の復興プランやハザードマップ作成に関する研究成果 

  インドネシア・バンダアチェの復興プラン、スリランカ・ハンバントゥータの復興プラン、インドネシア・

スリランカ・タイの国家レベルでの災害マネジメントシステム、スリランカ・ゴール市のハザードマップ、ベ

トナムにおける津波早期警報システムの導入、防災マネジメントシステムと日本の ODA システム、インドネシ

ア・アチェ州での復興計画、リモートセンシングを活用した海岸地帯の脆弱性検討、等。 

⑤ その他（津波防御施設、設計法、住民との協同等に関する研究成果） 

  わが国の津波防波堤の事例紹介、高潮の出現変動特性を考慮した海岸構造物の設計法、被災直後の効果的

な住民ヒアリングの手法、海岸防災施設に重大な損傷を及ぼす衝撃砕波圧の研究、津波に対する防波堤の制御

機能、防波堤の性能設計、新型防波堤の提案、タンザニア海岸地帯の地形や特徴、海岸侵食状況、等。 

 

 

○若手研究者の養成 

 

 若手研究者の養成・育成は、本事業の大きな目的の１つである。このため、一昨年のスリランカ、昨年のタ

ンザニアにおいて実施したセミナーには本学修士課程在籍の日本人学生、博士課程在籍の留学生を帯同した。

セミナーでの各国研究者との直接的な交流の中で最新の研究状況の理解や水災害研究の重要性を認識し、更な

るモチベーションの喚起に大きな役割を果たした。また、そのときの参加留学生は、現在母国に戻り大学教員

に就任したり、国際機関職員に就任している。本事業に参加し、取得した知識、問題意識、人的ネットワーク

などは今後彼らが母国を代表した防災研究を推進していく上での重要な財産になることと期待される。 
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○アジア・アフリカ地域における継続的な研究教育拠点の構築 

 

 上記の通り、本事業の取り組みは、研究拠点の構築や研究成果の面で大きな成果を挙げており、今後取り組

みを継続的に遂行していく上での大きな反省点はない。但し、アジア・アフリカ地域における防災研究拠点の

確立、そして各国において防災対策をリードする人材が最終的に育つまで、今後も継続的なサポートをしてい

く必要性があることは言うまでもない。 

 

 

○成果の波及効果 

 

 この３年間の取り組みは、防災関係を研究する他機関からも注目を集めており、母体組織は小規模ながらも、

防災研究拠点の構築をアジア・アフリカにおいて強力に推進しているグループとして国内外で認知されるに至

っている。事業終了後の 2008 年 5 月ミャンマーに未曾有の大災害をもたらしたサイクロン Nargis の高潮被害

調査を本グループが世界のどのグループよりも先駆けて実施し、土木学会を通じて、世界に高潮被害状況を公

表できたのは、本事業で強化されたネットワークや社会的認知、およびこの分野のリーディンググループとし

ての責任感の３点が大きな波及効果としての役割を果たしたことは間違いない。また、この取り組みは大学の

ホームページや大学紹介等で大学が推進する代表的な取り組みとして広く周知されており、防災研究を志す大

学・大学院志望者が近年増加していることは最大の波及効果の１つであるといえる。 
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４．研究交流活動の実施状況 

３カ年の交流活動について、「共同研究」、「セミナー」及び「研究者交流」ごとに、交流人数・交流相手国・概略を記

入してください。 

○共同研究  

延べ交流人数：   43 人 延べ交流日数：  77 日 

  交流相手国：  タイ、インドネシア、ベトナム、スリランカ、イラン、タンザニア                

 【概要】 

 

共同研究としては、大きく２つの取り組み（R-1 と R-2）を実施した。 

 

 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った。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が期待できる。 

 なお、R-1 の共同研究の成果の一部は、最終年度にタンザニアで開催したセミナーにおいて発表されている。

具体的には、2004 年インド洋大津波の再現シミュレーションの実施とハザードマップの作成（研究代表：

Dr.Wijayaratna）、大津波後のアチェ州の港湾施設の復興プログラムや将来の海岸防護計画に関する課題（研

究代表：Mr.Masimin、Ms.Zouhrawaty）、2007 年 6 月に発生したアラビア海における過去最大級のサイクロン

“Gonu”の観測とその検証（研究代表：Dr.Soltanpour）など有益な成果が多数得られている。 

 

 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った。経済発

展の過程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たことで、

今後各国における高次元の水災害対策につながることが期待できる。 

 なお、R-2 の共同研究の成果の一部についても、タンザニアで開催したセミナーにおいて発表されている。

リモートセンシング技術を応用して、災害脆弱性と密接に関係すると考えられる湖沼や海岸地形の動態観測

（研究代表：Dr.Nobert）等の具体的な成果が得られている。 
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○セミナー  

延べ開催回数：  3 回、延べ交流人数： 81 人 

  交流相手国：   タイ、インドネシア、ベトナム、スリランカ、イラン、タンザニア              

【概要】 

 

平成１７年度においては、タイ国プーケットにて、第１回津波・高潮セミナーを開催した(2005 年 11 月 21

日～11 月 23 日)。セミナーは３日間実施され、日本、タイをはじめとする各国からの参加研究者は各々自国

に関する津波、高潮等の水災害の課題や最新の研究状況、また 2004 年に発生したスマトラ沖地震に起因して

発生したインド洋大津波の被害とその後の復興状況などを報告した。当セミナーにおける各研究者の報告は、

１冊の報告論文集として取りまとめられている。 

 

平成１８年度のセミナーは、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合計４日間セミナーを開催した。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。 

 

最終年度である平成１９年度に開催したセミナーは、第１にアフリカ（タンザニア）において海岸防災に関

するセミナーを企画し、実施したという点、また第２に本事業の所期の目的達成に向けて着実に成果が現れて

いることを確認できた点が特に重要な成果であった。 

第１の点に関して、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これまで極めて希薄

であったと言わざるを得ない。わが国とアフリカを代表する国家の一つであるタンザニア、およびアジア各国

の代表研究機関の研究者が会して、このようなワークショプを開催した例は、少なくとも海岸防災に関連した

分野では過去に例はなく、今後アジア諸国に加えてアフリカ諸国においてわが国が海岸防災についてのリーダ

ーシップを発揮していく上で大きな一歩になったものと期待できる。 

また第２の点に関して、本事業における所期の目的のうち、最も重要な目的のひとつは、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ための支援を行うことである。３ヵ

年計画である本事業が始まる以前は、ほとんどの研究者が海岸防災に関連した研究を限られた範囲でしか行っ

ていなかったことを考慮すると、このセミナーにおいて発表された研究内容のレベルの高さは特筆すべきとい

える。過去のセミナーにおいて各国・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、それぞれの課題の解決の糸口と

することを意図してきたことが、このセミナーにおいて如実に開花した感があり、極めて充実したセミナーで

あった。 
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○研究者交流  

延べ交流人数：   30 人 延べ交流日数：  96 日 

  交流相手国：   タイ、インドネシア、ベトナム、スリランカ、イラン、タンザニア          

 【概要】 

 

平成１７年度においては、日本から実施相手国への派遣（研究者交流のみ。セミナーへの派遣を除く）とし

て４件の派遣を実施した。派遣国は、タイおよびベトナムである。タイへの派遣では、タマサート大学と協同

してタイ湾奥部において海域調査を行い、タイ湾奥部の災害脆弱性に関する現状と問題点の把握・整理を行っ

た。また、ベトナムへの派遣では、ホーチミン市立工科大学と協同してメコン河流域および河口部の調査を行

い、ベトナム南部における防災構造物の現状および問題点の把握・整理を行った。 

 

平成１８年度は、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、タイ

国およびセミナーを開催したスリランカ国において議論を交わした。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。 

 

平成１９年度は、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した。具体

的には、天津大学のコーディネートのもと、横浜国立大学－天津大学のジョイントワークショップを開催し、

今後の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の沿岸防災に関する技術動向

等について、天津大学の教員・学生と活発な意見交換を行った。 
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５．事業の実施体制 

 本事業における、日本側拠点機関の実施体制、相手国拠点機関との協力体制、事務支援体制、事業終了後の活

動状況等について記入してください。 

○日本側拠点機関の実施体制 （拠点機関としての役割・国内の協力機関との協力体制等） 

 

拠点機関である横浜国立大学に所属する参加研究者と国内協力機関である東京海洋大学、港湾空港技術研究

所、東北大学、京都大学の協力研究者との間で情報交換を実施し、協力機関研究者から本事業の運営に関する

有益なアドバイスを多数受けた。 

 

 

 

○相手国協力機関との協力体制 （各国の役割分担・ネットワーク構築状況等） 

 

 この３カ年のセミナー、共同研究、研究者交流の各取り組みを通じて、相手国協力機関とは研究者レベルを

超えて、組織レベルでの共同関係が確実に強化されている。 

 

 

 

○日本側拠点機関の事務体制 （拠点機関全体としての事務運営・支援体制等） 

 

 本事業に対して、拠点機関である横浜国立大学からは全面的な支援を得た。特に、セミナーをアフリカで実

施することや海外研究者との共同研究を行うことに対して、拠点機関において必ずしも十分な経験があるわけ

ではなく、事務運営に関して特段の配慮が得られたことの意義は大きい。 

 

 

 

○事業終了後の拠点機関としての活動状況 

 

 事業終了後の具体的な活動としては、「３．成果の波及効果」の項で述べたとおり、2008 年 5 月ミャンマー

に未曾有の大災害をもたらしたサイクロン Nargis の高潮被害調査を本グループが世界のどのグループよりも

先駆けて実施したことや 2008 年 8 月ドイツにて開催された国際海岸工学学会の折、本事業の参加研究者の一

部が集合して、今後の方向性を議論するミーティングを開催したことなど、着実に次の展開に向けての動きが

進んでいる。また、本事業拠点機関である横浜国立大学の国際基盤工学留学生特別プログラムにより、2008

年 10 月から新たにスリランカ、ミャンマー、タイ、ベトナムなどから留学生が入学する予定である。 
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６．この課題に関連した主な発表論文名・著者名 

コーディネーターあるいは参加研究者が実施期間中に既に発表した、この交流の成果となる主な論文等を記載して

ください。コーディネーター・参加研究者の氏名にはアンダーラインを付してください。また、相手国の参加研究者との

共著論文には、文頭の番号に○印を付してください。 
 

Ⅰ．学術雑誌等（紀要・論文集等も含む）に発表した論文又は著書 

・査読がある場合、印刷済み及び採録決定済のものに限り、査読中・投稿中のものは除く。 

○
１ 

著者名 Nguyen Danh Thao,高木泰士,柴山知也 

題 名 直立防波堤への衝撃波力の算定方法の提案 掲載誌名 海岸工学論文集 

発行所 土木学会 巻号 54 頁 811～815 発行年 2007 年 査読 有・無 

○
２ 

著者名 Joel Nobert, Tomoya Shibayama 

題 名 
Integrated model for estimating sediment discharge to 

coastal area from river basin –A case study of Sakawa River
掲載誌名

Journal of Global 

Environment Engineering 

発行所 
Japan Society of Civil 

Engineers 
巻号 12 頁 13-32 発行年 2007 年 査読 有・無 

３ 

著者名 Nguyen Danh Thao,高木泰士,柴山知也,岡安章夫 

題 名 
３次元ＬＥＳモデルによる傾斜式防波堤周辺の乱流特性の数

値的検討 
掲載誌名 海岸工学論文集 

発行所 土木学会 巻号 63 頁 751～755 発行年 2006 年 査読 有・無 

 

Ⅱ．国際会議における発表 

 ・著者（参加研究者を含む全員の氏名を、論文等と同一の順番で記載すること）、題名、発表した学会名、開催場所、論文等の番

号、月・年を記載すること。発表者に○印を付すこと。 

 ・口頭・ポスターの別、査読の有無を区分して記載すること 

１ 

著者名 ○Takagi, H., Shibayama, T., Esteban, M. 

題 名 

An Expansion of the reliability design method for 

caisson-type breakwaters towards deep water using the 

fourth order approximation of standing waves 

口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 Asian and Pacific Coasts 2007 場所 中国・南京 番号  9 月 2007 年 

２ 

著者名 ○Esteban, M., Takagi, H., Shibayama, T. 

題 名 

Application of the Methodology for Risk Assessment of a 

Caisson Breakwater During Construction to Evaluate the 

Insurance Premium 

口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 Asian and Pacific Coasts 2007 場所 中国・南京 番号  9 月 2007 年 

３ 

著者名 ○Nguyen, T., Shibayama, T. 

題 名 
Numerical simulation of wave impact pressure on vertical 

breakwater 
口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 Asian and Pacific Coasts 2007 場所 中国・南京 番号  9 月 2007 年 

４ 

著者名 ○H.Takagi and T.Shibayama 

題 名 Storm surge model for Typhoon passing through Tokyo Bay 口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 Storm Surge and Other Coastal 場所 タンザニア 番号 1 9 月  2007 年 
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Disasters in Tanzania 

○
５ 

著者名 ○S.Naksuksakul and T.Shibayama 

題 名 Tsunami risk analysis modeling program 口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 
Storm Surge and Other Coastal 

Disasters in Tanzania 
場所 タンザニア 番号 2 9 月  2007 年 

６ 

著者名 ○M.Kabiling 

題 名 Numerical modeling tools for storm surge analysis 口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 
Storm Surge and Other Coastal 

Disasters in Tanzania 
場所 タンザニア 番号 3 9 月  2007 年 

７ 

著者名 ○N.Wijayaratna, M.A.C.Niroshinie, A.P.N.Priyanga and N.G.Eranga 

題 名 
Tsunami propagation modeling around south coast of Sri 

Lanka 
口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 
Storm Surge and Other Coastal 

Disasters in Tanzania 
場所 タンザニア 番号 4 9 月  2007 年 

８ 

著者名 ○R.Matsumaru 

題 名 
Development process of disaster management system and 

Japanese ODA scheme for implementation 
口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 
Storm Surge and Other Coastal 

Disasters in Tanzania 
場所 タンザニア 番号 5 9 月  2007 年 

９ 

著者名 ○M.Soltanpour 

題 名 
Cyclone Gonu, the most intense tropical cyclone in the 

Arabian Sea 
口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 
Storm Surge and Other Coastal 

Disasters in Tanzania 
場所 タンザニア 番号 6 9 月  2007 年 

１
０ 

著者名 ○I. Nistor 

題 名 Numerical modeling of the 2004 Indian Ocean Tsunami 口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 
Storm Surge and Other Coastal 

Disasters in Tanzania 
場所 タンザニア 番号 7 9 月  2007 年 

１
１ 

著者名 ○Masimin 

題 名 
Port assessment for rehabilitation and reconstruction 

program of Ache -Nias 
口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 
Storm Surge and Other Coastal 

Disasters in Tanzania 
場所 タンザニア 番号 8 9 月  2007 年 

１
２ 

著者名 ○A.A.Zouhrawaty 

題 名 
Study of coastal protection work for rehabilitation and 

reconstruction program in Ache 
口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 

Storm Surge and Other Coastal 

Disasters in Tanzania 

 

場所 タンザニア 番号 9 9 月  2007 年 
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１
３ 

著者名 ○S. Li and Z.Chi 

題 名 
Simulation of water level setup in Bohai Sea caused by cold 

wave 
口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 
Storm Surge and Other Coastal 

Disasters in Tanzania 
場所 タンザニア 番号 10 9 月  2007 年 

１
４ 

著者名 ○H.M.Kweon 

題 名 Wave energy reflection of an new type steel breakwater 口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 
Storm Surge and Other Coastal 

Disasters in Tanzania 
場所 タンザニア 番号 11 9 月  2007 年 

１
５ 

著者名 ○T.Rasmeemasmuang and J.Sasaki 

題 名 
Influences of high waves and strong currents on mechanisms 

of mud accumulation in a bay 
口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 
Storm Surge and Other Coastal 

Disasters in Tanzania 
場所 タンザニア 番号 12 9 月  2007 年 

１
６ 

著者名 ○M.Esteban, N.D.Thao, H.Takagi and T.Shibayama 

題 名 
Methodology to determine tilting of a caisson breakwater 

subjected to Tsunami attack 
口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 
Storm Surge and Other Coastal 

Disasters in Tanzania 
場所 タンザニア 番号 13 9 月  2007 年 

１
７ 

著者名 ○N.D.Thao, M.Esteban, H.Takagi and T.Shibayama 

題 名 
Laboratory experiment and numerical simulation of Tsunami 

breaking impact on a vertical wall 
口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 
Storm Surge and Other Coastal 

Disasters in Tanzania 
場所 タンザニア 番号 14 9 月  2007 年 

１
８ 

著者名 ○M.Samson 

題 名 Introduction to Tanzania coastal resources 口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 
Storm Surge and Other Coastal 

Disasters in Tanzania 
場所 タンザニア 番号 15 9 月  2007 年 

１
９ 

著者名 ○T.Shibayama, T.Yasuda, H.Kojima, Y.Tajima, H.Kato, H.Nobuoka, T.Yasuda and K.Tamagawa 

題 名 Survey of disaster damages by Hurricane Katrina 口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 
Storm Surge and Other Coastal 

Disasters in Srilanka 
場所 スリランカ 番号 1 9 月  2006 年 

２
０ 

著者名 T.Shibayama, J.Sasaki, ○H.Takagi and H.Achiari 

題 名 Tsunami disaster survey after central Java Tsunami in 2006 口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 
Storm Surge and Other Coastal 

Disasters in Srilanka 
場所 スリランカ 番号 2 9 月  2006 年 

２
１ 

著者名 ○J.Sasaki 

題 名 
Environmental impact of Tsunami disaster prevention 

structures 
口頭・ポスター 査読 有・無 
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学会名 

Storm Surge and Other Coastal 

Disasters in Srilanka 

 

場所 スリランカ 番号 3 9 月  2006 年 

２
２ 

著者名 ○A.Okayasu 

題 名 
A trial for model development with feedback from citizens on 

coastal disaster prevention researches 
口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 
Storm Surge and Other Coastal 

Disasters in Srilanka 
場所 スリランカ 番号 4 9 月  2006 年 

２
３ 

著者名 ○K.Tani 

題 名 
Traces of big earthquakes observed in sedimentary layers - 

tsunami, liquation and surface earthquake fault - 
口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 
Storm Surge and Other Coastal 

Disasters in Srilanka 
場所 スリランカ 番号 5 9 月  2006 年 

２
４ 

著者名 ○T.Okamura 

題 名 
Survey methodologies to residents concerning disaster 

information acquisition, recognition and evacuation behavior
口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 
Storm Surge and Other Coastal 

Disasters in Srilanka 
場所 スリランカ 番号 6 9 月  2006 年 

２
５ 

著者名 ○R.Matsumaru 

題 名 
Change of national level disaster management system after 

Indian ocean tsunami Disaster- a Case study in Sri Lanka 
口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 
Storm Surge and Other Coastal 

Disasters in Srilanka 
場所 スリランカ 番号 7 9 月  2006 年 

２
６ 

著者名 ○I. Nistor, X.Jinsong and A.Bissinger 

題 名 
Tsunami risk for canada: Past experiences and numerical 

modeling of the Cascadia Tsunami, Thailand and Indonesia -
口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 
Storm Surge and Other Coastal 

Disasters in Srilanka 
場所 スリランカ 番号 8 9 月  2006 年 

２
７ 

著者名 ○S. Li and Z.Chi 

題 名 
Tsunami history in China and numerical simulation of an 

assumed tsunami process in Bohai Sea 
口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 
Storm Surge and Other Coastal 

Disasters in Srilanka 
場所 スリランカ 番号 9 9 月  2006 年 

２
８ 

著者名 ○M.Kabiling 

題 名 
Storm Surge Analysis for bridge design: a case study in 

Florida 
口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 

Storm Surge and Other Coastal 

Disasters in Srilanka 

 

場所 スリランカ 番号 10 9 月  2006 年 
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２
９ 

著者名 ○M.Soltanpour 

題 名 
Investigation of a probable Tsunami attack on Iranian coasts 

of Oman sea 
口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 
Storm Surge and Other Coastal 

Disasters in Srilanka 
場所 スリランカ 番号 11 9 月  2006 年 

３
０ 

著者名 ○H.M.Kweon 

題 名 
Comparisons of the expected overtopping probability along 

Korean coast by utilizing reliability analysis 
口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 
Storm Surge and Other Coastal 

Disasters in Srilanka 
場所 スリランカ 番号 12 9 月  2006 年 

３
１ 

著者名 ○Masimin 

題 名 
Rehabilitation and reconstruction progress for related coastal 

works in Banda Aceh 
口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 
Storm Surge and Other Coastal 

Disasters in Srilanka 
場所 スリランカ 番号 13 9 月  2006 年 

３
２ 

著者名 ○A.A.Zouhrawaty 

題 名 
Rehabilitation and Reconstruction Program for Aceh Coastal 

Protection Works 
口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 
Storm Surge and Other Coastal 

Disasters in Srilanka 
場所 スリランカ 番号 14 9 月  2006 年 

３
３ 

著者名 ○N.N.An 

題 名 
Precaution & early warning system of seismicity and tsunami 

along vietnam coast line 
口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 
Storm Surge and Other Coastal 

Disasters in Srilanka 
場所 スリランカ 番号 15 9 月  2006 年 

３
４ 

著者名 ○N.T.Duy 

題 名 Modeling storm surge for the north coast of Vietnam 口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 
Storm Surge and Other Coastal 

Disasters in Srilanka 
場所 スリランカ 番号 16 9 月  2006 年 

３
５ 

著者名 ○W. Rattanapitikon 

題 名 Assessment of tsunami impact in Thailand 口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 
Storm Surge and Other Coastal 

Disasters in Srilanka 
場所 スリランカ 番号 17 9 月  2006 年 

○
３
６ 

著者名 ○S.Naksuksakul and T.Shibayama 

題 名 Tsunami and storm surge risk analysis 口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 
Storm Surge and Other Coastal 

Disasters in Srilanka 
場所 スリランカ 番号 18 9 月  2006 年 

○
３
７ 

著者名 ○M.P.R.Jayaratne, N.B. Jayatilake and T.Shibayama 

題 名 Restoration of damaged coastal dunes in Hambantota bay 口頭・ポスター 査読 有・無 
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学会名 
Storm Surge and Other Coastal 

Disasters in Srilanka 
場所 スリランカ 番号 19 9 月  2006 年 

３
８ 

著者名 ○N.Wijayaratna 

題 名 
Hazard map as a means of tsunami disaster mitigation in 

Galle 
口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 
Storm Surge and Other Coastal 

Disasters in Srilanka 
場所 スリランカ 番号 20 9 月  2006 年 

○
３
９ 

著者名 ○Le Van Cong, Tomoya Shibayama, Hiroshi Takagi 

題 名 
Topography Changes of Da Rang Coastal River Mouth, 

Shorelines and River Profile 
口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 

Techno-Ocean 2006/19th 

JASNAOE Ocean Engineering 

Symposium 

場所 神戸 番号  11 月  2006 年 

４
０ 

著者名 ○J.Sasaki 

題 名 
Field survey on Tsunami Disaster in Southern part of Sri 

Lanka due to The 2004 Sumatra Earthquake 
口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 
Storm Surge and Other Coastal 

Disasters in Thailand 
場所 タイ 番号 1 11 月  2005 年 

４
１ 

著者名 ○T.Shibayama 

題 名 
Disaster surbey of Indian Ocean Tsunami and its application 

to Disasuter Prevention Works 
口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 
Storm Surge and Other Coastal 

Disasters in Thailand 
場所 タイ 番号 2 11 月  2005 年 

４
２ 

著者名 ○I.Nistor 

題 名 

The December 26,2004 Indian Ocean Earthquake and 

Tsunami-Wave Forces on Physical Infrastructures in Thailand 

and Indonesia 

口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 
Storm Surge and Other Coastal 

Disasters in Thailand 
場所 タイ 番号 3 11 月  2005 年 

４
３ 

著者名 ○Li Shaowu, Li Yanyun 

題 名 
Application of a numerical model in simulation of storm surge 

process in the Bohai Sea 
口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 
Storm Surge and Other Coastal 

Disasters in Thailand 
場所 タイ 番号 4 11 月  2005 年 

４
４ 

著者名 ○M.Kabiling 

題 名 
Hurricane Katrina: the costliest COASTAL disaster in U.S. 

HISTORY 
口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 
Storm Surge and Other Coastal 

Disasters in Thailand 
場所 タイ 番号 5 11 月  2005 年 
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４
５ 

著者名 ○Kweon Hyuck Min 

題 名 Storm Surge Disaster in Korea 口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 
Storm Surge and Other Coastal 

Disasters in Thailand 
場所 タイ 番号 6 11 月  2005 年 

４
６ 

著者名 ○Masimin 

題 名 
Proposed reconstruction plan for Coastal Works in the city of 

Banda Ache 
口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 
Storm Surge and Other Coastal 

Disasters in Thailand 
場所 タイ 番号 7 11 月  2005 年 

４
７ 

著者名 ○Zouhrawaty A. Ariff 

題 名 
Evaluation for Coastal Damage due to Tsunami Attack in 

Aceh Province 
口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 
Storm Surge and Other Coastal 

Disasters in Thailand 
場所 タイ 番号 8 11 月  2005 年 

４
８ 

著者名 ○M.Soltanpour 

題 名 
A Survey on the history and possibility of Tsunami on Iranian 

Coastlines 
口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 
Storm Surge and Other Coastal 

Disasters in Thailand 
場所 タイ 番号 9 11 月  2005 年 

４
９ 

著者名 ○N. Wijayaratna 

題 名 A Report From Galle, Sri Lanka 口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 
Storm Surge and Other Coastal 

Disasters in Thailand 
場所 タイ 番号 10 11 月  2005 年 

５
０ 

著者名 ○R.Jayaratne, N.Jayatilake 

題 名 

Rehabilitation of sand dunes and natural vegetation along the 

coastline affected by the 26 Dec.2004 Tsunami in Hambantota 

Bay Area 

口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 
Storm Surge and Other Coastal 

Disasters in Thailand 
場所 タイ 番号 11 11 月  2005 年 

５
１ 

著者名 ○N.T. Duy 

題 名 
The current situation of seawalls/dikes along the Vietnam 

Coastline and damages caused by 2005 Typhoons 
口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 
Storm Surge and Other Coastal 

Disasters in Thailand 
場所 タイ 番号 12 11 月  2005 年 

５
２ 

著者名 ○W.Rattanpitikon  

題 名 Coastal Disasters in the Southern Peninsular of Thailand 口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 
Storm Surge and Other Coastal 

Disasters in Thailand 
場所 タイ 番号 13 11 月  2005 年 



16 
 

Ⅲ．国内学会・シンポジウム等における発表 

 ・Ⅱと同様に記載すること 

 

１ 

著者名 ○高木泰士，竹内邦夫，柴山知也 

題 名 
ケーソン式防波堤の波浪による転倒・回転限界と捨石マウンド挙

動に関する実験的研究 
口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 第 42 回地盤工学研究発表会 場所 名古屋 番号  7 月 2007 年 

２ 

著者名  

題 名  口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名  場所  番号  月  年 

３ 

著者名  

題 名  口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名  場所  番号  月  年 

４ 

著者名  

題 名  口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名  場所  番号  月  年 

５ 

著者名  

題 名  口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名  場所  番号  月  年 

 


