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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 

 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

融合の観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

拠点機関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、セミナーおよび現地における調査と連動した普及報告会、技術講習会を開催

する。 
 

○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】 

 本計画を遂行するにあたって、南山大学・鳥取大学などとの連携のもとに名古屋大学が主導的役割を果たし、

理学・工学分野と人文・社会科学分野の研究者が海岸域の環境管理および自然災害軽減という共通の課題のも

とで、文理融合の視点をもって相互に連携して研究を行った。研究成果の社会還元に関しては、インドネシア

のバンダアチェにおいて市民向けのセミナーを開催するとともに、学術的な研究活動を政策立案につなげるこ

とを意識して、地元社会の政策決定に重要な役割を果たしている、タイの土地開発局（LDD）、地質情報・衛

星技術機構（GISTDA）、アジア太平洋地域コミュニティ森林訓練センター（RECOFTC）、インドネシア科学

院（LIPI）、ベトナムのカンザー地域マングローブ林管理局（Can Gio Mangrove Forest Management Board）
などの公的機関との連携を維持強化した。また、参加国であるタイ、インドネシア、ベトナムの若手研究者に

対して、地域環境の現状把握や将来予測に極めて有効な GIS や衛星画像解析に関するトレーニングを実施す

るとともに、我が国の若手研究者を各国で開催されたセミナー等に参加させ、将来の研究交流の礎となる人的

ネットワークを構築した。拠点機関・協力機関間の相互の関係については、名古屋大学との既存の大学間学術

交流協定にもとづく研究協力関係を発展充実させるとともに、名古屋大学大学院環境学研究科とベトナム国立

大学（ホーチミン）環境科学部、ベトナム科学技術アカデミー地理研究所との間で新たに学術交流協定を結び、

将来に向けた研究協力の道筋をつけた。 

【ＨＰ公開資料】

1 
 



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 

 熱帯アジアの海岸域における環境管理および自然災害軽減という共通の課題に関して、理学・工学分野と人

文・社会科学分野の研究者が文理融合の視点をもって相互に連携して研究を行った。特に規模や頻度の点にお

いて地球規模での環境変動との関連が指摘される海岸浸食や巨大災害は、自然現象から社会現象に至る広範な

因子が関連するために文理融合の観点が不可欠であり、その対策は急務である。本事業では、タイ、インドネ

シア、ベトナム、日本においてセミナーとフィールドエクスカーションの開催によって、現状の把握と認識、

既存の学術成果の共有、新しい研究課題の同定などが行われた。特筆すべき学術面の成果は以下の 4 点である。

①近年熱帯アジアで深刻となっている海岸浸食は、広範囲にわたる地球温暖化や海面上昇との関連が指摘され

てきたが、それに加えて地域の地形・地質条件との関係が定式化され、それにもとづく対策がとられる必要が

認識された。とりわけタイ、ベトナム、バングラデシュ、インドネシアなどにおいて深刻な問題を引き起こし

ている海岸浸食は泥質海岸の特異なタイプであり、我が国で一般的な砂質海岸のそれとは異なる。その意味に

おいて、例えばタイのチャオプラヤデルタ海岸部で試みられている海岸浸食対策が、地域の地質条件をふまえ

た斬新的な取り組みであり、他の熱帯アジア地域に応用可能であると評価された。②海岸浸食や津波など臨海

型自然災害の対策としては、国レベルでのトップダウンによるもののほか、むしろ第三世界の社会経済的特性

をふまえた低コストかつ実現可能な方策、例えばコミュニティに立脚したボトムアップ型との相互連携を図る

べきである。その要件として、地域社会で維持管理可能なインフラ、分権型の意思決定メカニズム、地域に根

差した災害文化の整備・涵養が急務である。③そうした例として、ベトナムやタイでの実践の調査から、マン

グローブ林の植林や保全などによって臨海型自然災害の軽減につながる可能性が指摘され、パイロット事業と

して、コミュニティに立脚した長期的な環境保全の取り組みが報告された。こうしたボトムアップ型の試みを

評価し、国際的に支援する学術的・政策的な仕組みが必要である。④それゆえ、研究者や政策決定者が海岸域

の環境変動をモニタリングするための学術的ツールとして、GIS とリモートセンシングの技術的な汎用化と、

定期的に最新理論と実践成果を学び合うような定常的・制度的なプラットフォームが必要である。 
 

○若手研究者の養成 

 急激かつ複雑な環境変動を理解し、新たな研究課題に取り組むことができる若手研究者の育成には、最新の

学問的理論と環境モニタリングのスキル、地域によって異なる自然的・社会的条件の文脈で環境問題を捉える

洞察力、現地調査や議論のための国際的な人的ネットワーク構築が必要である。こうした基本的認識のもとで、

名古屋大学をはじめとする既存学位コースなどに熱帯アジア諸国から受け入れている留学生やポスドク研究

員等を本事業に参加させるとともに、タイやインドネシア、ベトナムの大学院生、若手研究者や政策担当者を

短期招聘して、①鳥取大学や東京大学、琉球大学等の協力のもとで GIS と衛星画像解析、フィールド調査ス

キル等に関するトレーニングを実施した。②現地でのセミナーではフィールドエクスカーションを実施し、現

地の政府や NGO の政策担当者、コミュニティリーダー、地域住民などとの隣地議論を行った。とりわけ日本

では、津波防災の優れた取り組みを理解するために、地元政策担当者との議論のほか、避難経路や避難所の臨

地体験を行った。③セミナー等の機会に各国の研究者や大学院生等が相互に交流を深め、人的ネットワークを

構築するとともに、本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

を共同で経験し、双方の問題意識の共有に努めた。 
 

○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 

 名古屋大学との既存の大学間学術交流協定にもとづいて、タイのチュラロンコン大学やカセサート大学、イ

ンドネシアのガジャマダ大学との研究協力関係の持続的発展を図るとともに、交換留学を促進するために双方

の教育ポテンシャルについて相互理解と全学的な広報を行った。本事業での研究交流をもとに、新たに名古屋

大学大学院環境学研究科と、ベトナム国立大学（ホーチミン）環境科学部、ベトナム科学技術アカデミー地理

研究所との間で学術交流協定を結び、将来に向けての道筋をつけた。名古屋大学大学院環境学研究科とインド

ネシアのシャクアラ大学理学部とにおける部局レベルでの学術交流協定を、本事業での成果をもとに全学レベ

ルに引き上げる作業に着手した。なお名古屋大学では、大学院環境学研究科を中心に国際環境人材育成プログ

ラム（平成 20 年度から）とグローバル COE（平成 21 年度から）という大型の教育プログラムが開始され、

本事業をベースに学術交流協定を結んだベトナム国立大学（ホーチミン）環境科学部から 2 名の助手を受け入

れたり、本事業の参加者が実際にフィールド教育担当者として参画したりすることが決まっているなど、本事

業の成果が継承される予定になっている。 
 

○成果の波及効果 

 本事業で明確化された学術的課題に関して、タイ、ベトナム、インドネシアの海岸域の環境変化と自然災害

をテーマにし、現地研究者との連携を活かした複数の研究プロジェクトが、科学研究費補助金をはじめとする
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名古屋大学内外の助成によってすでに着手された。とりわけ巨大災害に関しては、東京大学を中心として採択

された JST-JICA 地球規模課題対応国際科学技術協力事業「インドネシアにおける地震火山の総合防災策」（平

成 21 年から 3 か年）に、本事業による交流の成果を生かし、名古屋大学とインドネシア科学院（LIPI）やガ

ジャマダ大学との連携を基軸にし、文理融合研究の観点から、コミュニティに立脚した災害対策を押し進める

研究グループが組織され、名古屋大学側の参加者がメンバーとして移行した。 
 

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：19 人 延べ交流日数：117 日 
 交流相手国：タイ、インドネシア、ベトナム 
 【概要】 
 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、各国の研究機関や行政機関の研究者等と共同で調査・

研究活動を進めた。 
 具体的には、インドネシアの 2004 年インド洋大津波被災地に関しては、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て、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）の共同調査を行い、地震・津波のメカニズム、被災の記録と再現、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被災と復興の現状を把握するとともに、今後の防災の課題について

検討した。津波被害は、土地条件との関係が深く、自然災害軽減のためにはコミュニティの置かれた地域の自

然的・社会的な特性を考慮しつつ、特に土地条件の脆弱性にもとづく対応策が重要であり、コミュニティに立

脚した防災対策の構築が急務であることなどを指摘した。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、平成 19 年 2 月、平成 20 年 3 月、平成 21 年 5 月に『2004 年北部スマ

トラ地震調査報告 III・IV・V』（名古屋大学大学院環境学研究科）として報告書（一部は本事業と共同）をそ

れぞれ刊行した。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、プーケットの津波被害復興に関

する国際シンポジウムなど、いくつかの国際会議で報告した。 
 また、熱帯アジア臨海域の海岸浸食や自然災害に関わって、地形・土地条件、植生・生態等の分野にわたる

視点から、ベトナムのメコンデルタとタイの中央平原・ソンクラー湖岸低地をフィールドとして、それぞれ協

力機関であるベトナム科学技術アカデミー地理研究所、タイ国土地開発局（LDD）やプリンスオブソンクラー

大学などと共同で現地調査を行うとともに、基礎的資料を収集するとともに予察的解析を行った。自然災害軽

減のために土地条件をふまえた地域特性、特に地形環境の把握が鍵であり、これまで我が国で培われた GIS
やリモートセンシングなどの技術と実績にもとづいて臨海部の環境変化地図が作成された。このような地図

は、本事業の関わる研究課題にとって基礎的な情報を示すものであり、これを各地域に関して整備していくよ

うな学術活動の継続が重要であると考える。なお、これらの成果については、いくつかの国際会議で報告され

るとともに、国内外の学術雑誌等で発表されたほか、本事業のセミナーでも議論され、それぞれ平成 20 年 3
月と平成 21 年 3 月に、Geomorphological Comparative Research on Natural Disaster Mitigation in the Coastal 
Regions of Tropical Asia と、Coastal Environment and Management for the Future Human Lives in Coastal 
Regions（ともに名古屋大学大学院環境学研究科）として全編英文の報告書を刊行した。 
 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・社会貢献面で貢献できたと考える。 
 本事業での共同研究の結果、新たに取り組まれるべき学術的な課題が明らかになった。例えば、地球規模で

の環境変動に関連が指摘され、世界各国で問題となっている海岸浸食については、東南アジア海岸域の多くが、

我が国とは異なり広大な泥質海岸からなり、我が国で蓄積された対応策がそのまま適用できない。その意味で、

本事業の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改めて確認された。また、それらの自然植生の多くが、地域の生態系を

基盤にした地域社会のボトムアップの取り組みによって維持されてきたものであり、国際社会や政府による環

境管理との理論的・実践的な接合は、本事業でも注目したコミュニティに立脚した災害対策を構築する上でも、

今後の重要な研究課題である。これらの研究課題については、既述したように、新しい研究プロジェクトに引

き継がれている。 
 なお予算上の制約ゆえに、軌道に乗った共同研究については、名古屋大学総長裁量経費や科学研究費補助金

などの大学内外から研究費を得つつ、参加者のグループによって組織された研究プロジェクトに足場を移し

た。しかし、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。 
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○セミナー 
 延べ開催回数：5 回、延べ交流人数：71 人 
 交流相手国：タイ、インドネシア、バングラディッシュ、ベトナム 
 【概要】 
 本事業では、平成 18 年度にタイおよびインドネシアにおいて、平成 19 年度にベトナムおよびタイにおい

て、平成 20 年度に日本においてそれぞれセミナーを開催した。それぞれのテーマは以下のとおりだが、共通

して、自然科学的側面と人文社会科学的側面との双方にわたる課題を設定し、またセミナー開催に併せてフィ

ールドエクスカーションを実施した。 
 具体的に、平成 18 年度は、8 月 31 日にプーケット（タイ）において、「International Conference on the 
Mitigation of Natural Disasters in the Tsunami Affected Coastal Regions of Tropical Asia」を開催し、タイ、イ

ンドネシア、バングラデシュをフィールドに、津波発生の自然的メカニズムから被害・被災の状況、災害復興・

災害緩和策に至る広範なテーマに取り組んだ 13 タイトルの研究報告と 11 タイトルのポスター発表が行われ

た。9 月 1 日には、プーケット、カオラック、ナムケム、ラノンといったタイの津波被災地においてフィール

ドエクスカーションを行った。 
 11 月 28 日に、バンダアチェ（インドネシア）において、「International Joint Workshop on Comprehensive 
Understandings of the 2004 Sumatra Earthquake/Tsunami and its Affections: Mitigation and Rehabilitation of 
Tsunami Disaster in the Banda Aceh Region, Indonesia」を開催し、インド洋大津波の最大被災地であるバン

ダアチェの被害状況、被災体験、復興プロセスなどをテーマにした 12 タイトルの研究発表と 3 タイトルのポ

スター発表が行われた。このセミナーは現地における普及講演会を兼ね、インドネシアからは約 25 名の地元

の政策担当者、NGO 関係者、コミュニティリーダー、学生を含む 72 名の参加者を得た。 
 平成 19 年度においては、8 月 25 日に、ホーチミン（ベトナム）において、「International Conference on 
Mangroves: Important Issue for the Coastal Environment」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に関する 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、

熱帯海岸域の生態環境を考える上で鍵となるマングローブをめぐる問題の相互理解を深め、各国の実情の違い

を理解するとともに、それぞれの課題について具体的に検討した。8 月 26 日にはマングローブ林の保全が行

われているホーチミン市郊外カンザー地域において、政府・NGO・地元コミュニティが連携した取り組みを

見学し、担当者や地元住民との議論を行った。 
 11 月 3 日には、パタヤ（タイ）において、特に地球温暖化や海面上昇など地球規模での環境変動との関わ

りが指摘され、また実際に深刻となっている海岸浸食の問題に焦点を絞り、「International Conference on 
Coastal Erosion: its Dynamics and Impact to Human Life」を開催した。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、個々で

明らかにされた、我が国との地形条件上の相違が対策に及ぼす影響については上述したとおりである。11 月 4
日には、タイ国でも顕著な海岸浸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臨地

議論を実施した。 
 平成 20 年度は本事業の最終年度であり、平成 21 年 2 月 22～23 日に三重県志摩市を中心にして、

「International Conference on Coastal Environment and Management for the Future Human Lives in Coastal 
Regions」を開催し、これまで行われたセミナーの個別テーマのすべてをカバーする 20 タイトルの研究報告

と 8 タイトルのポスター発表が行われた。23 日のワークショップでは、それぞれの地域や国における海岸環

境や自然災害、それらを取り巻く社会的・経済的状況に関わる様々な問題について議論し、3 年間にわたる本

事業の成果を総括するとともに、フィールド科学に関わる課題の場合、地域の違いを室内のみならず屋外での

活動も通して共有化するような学術基盤を維持強化することが必要であり、その意味で本事業は有意義であっ

たと結論づけた。22 日には名古屋港の港湾施設や濃尾平野南部の伊勢湾台風被災地、地盤沈下監視施設を視

察し、24 日には三重県南部の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。 
 

○研究者交流  
 延べ交流人数：56 人 延べ交流日数：369 日 
 交流相手国：タイ、ベトナム、インドネシア 
 【概要】 
 学術拠点形成のために、特に初年度と次年度において相互に信頼関係を築くことに腐心した。具体的には、

以下のミーティングを行い、研究情報の交換、研究交流や共同研究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 18 年度は、GISTDA（タイ・バンコク、5 月 25 日、出席者 5 名）、RECOFTC（タイ・バンコク、5 月

25 日、出席者 8 名）、カセサート大学（タイ・バンコク、5 月 25 日、出席者 12 名）、ベトナム科学技術アカ

デミー（ベトナム・ホーチミン、5 月 29 日、出席者 3 名）、ノンラム大学（ベトナム・ホーチミン、5 月 30
日、出席者 4 名）、タイ・プーケット（6 月 2・3 日、出席者 7 名）、ガジャマダ大学（インドネシア・ジョグ
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ジャカルタ、7 月 6 日、出席者 6 名）、プリンスオブソンクラー大学（タイ・ハジャイ、7 月 16 日、出席者 2
名）、GISTDA（タイ・バンコク、7 月 17 日、出席者 2 名）、タイ土地開発局（タイ・バンコク、7 月 18 日、

出席者 2 名）、チュラロンコン大学（タイ・バンコク、12 月 1 日、出席者 2 名）、ベトナム科学技術アカデミ

ー（ベトナム・ホーチミン、1 月 17・18 日、出席者 3 名）、平成 19 年度は、インドネシア科学院（インドネ

シア・ジャカルタ、6 月 20 日、出席者 6 名）、タイ土地開発局（タイ・バンコク、6 月 27 日、出席者 2 名）、

シャクアラ大学（インドネシア・バンダアチェ、11 月 23・24 日、出席者 5 名）、プリンスオブソンクラー大

学（タイ・ハジャイ、平成 20 年 1 月 21・22 日、参加者 3 名）、カセサート大学（タイ・バンコク、2 月 16
日、出席者 3 名）においてそれぞれミーティングを行い、研究交流の具体的課題と共同研究やセミナーの実施

計画などについて議論を行った。また最終年度の平成 20 年度は、研究交流を目的としたミーティングの回数

は減ったが、それでもベトナム科学技術アカデミーやプリンスオブソンクラー大学などの拠点協力機関とは定

期的に交流を行った。また 8 月には、名古屋大学の大学院生 4 名を帯同してガジャマダ大学地理学部（インド

ネシア・ジョグジャカルタ）を訪問し、同大学所属の若手研究者や学生と共同でフィールド視察を行うなど、

若手同士の交流会を持った。 
 本事業の柱のひとつは、相手国の若手研究者を招聘し、我が国の最先端の地域情報処理や環境管理の現場を

視察するとともに、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、フィールド調査スキルなどに

関わる技術講習会とトレーニングを実施することである。これらは、名古屋大学が拠点となって、鳥取大学、

東京大学、琉球大学、国土地理院など、それぞれの分野における我が国の主導的機関とネットワークを作り、

それらの協力のもとで実施された。具体的には、平成 18 年度は、10 月 19～28 日にタイの若手研究者 6 名を、

平成 19 年度は、6 月 28 日～7 月 7 日にベトナムの 1 名、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、平成 20 年 2 月 3～8 日にタイの 2 名を、平成 21 年度は、7 月 21～27 日にタイの 5 名、8
月 3～9 日にタイの 1 名をそれぞれ招聘し、上記の研究機関における若手研究者とのワークショップを行うと

ともに、最新技術のトレーニングを実施した。 

 

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） 

 コーディネーターの所属する名古屋大学大学院環境学研究科は、文理工融合型部局として平成 13 年度に設

置され、自然環境学専攻（理学系）、都市環境学専攻（工学系）、社会環境学専攻（人文社会科学系）という専

門研究教育組織を 3 本の柱に、環境研究（持続性学）と災害研究（安全・安心学）という連携研究プロジェク

トを 2 本の梁にそれぞれ位置づけている。それゆえ、個々の研究テーマをベースにした研究者ネットワークは

既存の組織を横断して構築されつつあり、それぞれのネットワークは、工学研究科、農学研究科、国際開発研

究科などの学内の他部局と、さらに名古屋地域から全国の基幹研究機関と緩やかにつながり、個別課題ごとに

適切かつ即座に人的資源を動員できる体制が整いつつある。本事業では、具体的には、環境学研究科地理学講

座を事務局とし、地理学講座内にコーディネーターと、本事業の運営に専ら当たる教員との 2 名からなる中核

チームを組織し、地理学講座内の他教員、社会環境学専攻ほか研究科内の関係教員、学内他部局の複数の教員・

研究員、名古屋地域に位置する南山大学（協力機関）の教員、GIS とリモートセンシングの専門家（鳥取大学、

トレーニング担当）を基幹参加者として位置づけ、それらからなるプロジェクトチームを組織した。 
 プロジェクトチームは不定期に会合を持ちながら、メンバーの個人的なツテも動員しつつ、日本内外の各協

力機関における協力者を選定し、協力者の人的ネットワークの中から本事業の参加者を選定した。コーディネ

ーターと中核参加者が定期的に研究交流を重ねて信頼関係を築き、セミナーなどの場面を利用しながら参加者

相互の人的ネットワークの構築・維持・強化が図られた。その段階で、事務局経由の情報回路は協力機関相互

のそれへと発展的に再編された。その意味で、事務局が置かれた当地理学講座はリエゾンオフィスとして機能

した。また、その過程で、東京大学空間情報科学研究センター、琉球大学西表研究施設、国土地理院など、当

初予定されていなかった国内の研究機関の協力を得ることができた。 
 

○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） 

 相手国協力機関との協力体制についても、名古屋大学が主導的な役割を果たしながら研究テーマに関わる相

互の情報交換を図り、共同研究を遂行するための体制を整えた。各国の役割は研究課題の性質上明示的ではな

いが、本事業の具体的研究テーマの柱を構成する海岸浸食、津波災害、マングローブのそれぞれについて、タ

イ、インドネシア、ベトナムの協力機関が中心になって現地セミナーを組織する体制を整えた。環境問題の理

解のためには、現地に研究者が集い、同じフィールドとコンテクストを共有しながら議論することが不可欠な

ためである。なお、当初バングラデシュでのセミナー開催も予定していたが、当地での当時の政治的状況から

断念せざるを得なかった。 
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 各国の拠点機関は、プリンスオブソンクラー大学（タイ）、シャクアラ大学（インドネシア）、ベトナム科学

技術アカデミー（ベトナム）、チッタゴン大学（バングラデシュ）であり、ローカル・コーディネーターの人

的ネットワークをフルに活用しながらそれぞれの国内での協力機関と事業参加者のネットワークを構築した。

最終的に、協力機関としては、タイが、タイ国土地開発局（LDD）、カセサート大学、チュラロンコン大学、

地質情報・衛星技術機構（GISTDA）、アジア太平洋地域コミュニティ森林訓練センター（RECOFTC）、イン

ドネシアが、インドネシア科学院（LIPI）、バンドン工科大学、ガジャマダ大学、ベトナム国立大学（ハノイ）、

ベトナム国立大学（ホーチミン）、ノンラム大学のそれぞれの研究機関であり、このほかカンザー地域マング

ローブ林管理局（Can Gio Mangrove Forest Management Board ベトナム）、ダッカ大学やバングラデシュ工

科大学（バングラデシュ）などの参加者とも協力関係を築くことができた。 
 具体的には、それぞれの国内ですでに築かれていた人的ネットワークを基盤にして参加者同士が結び付けら

れ、それらが一時的に事務局の名古屋大学を中心とした緩やかなネットワークに組織され、最終的には国の枠

を超えたネットワークへと再編された。その過程で、例えば、本事業でのネットワークが基盤となって、泥質

海岸の海岸浸食と、コミュニティに立脚した津波防災とに関する国際的な研究プロジェクトが、それぞれ世界

銀行と日本学術振興会から助成を受けて、参加者グループによって発足した。また、これらの過程において、

名古屋大学および名古屋大学大学院環境学研究科の既設・新設の学術協定が有効に機能した。 
 なお、初年度当初から本事業のホームページ（http://www.geog.lit.nagoya-u.ac.jp/aaplat）を英語で立ち上げ、

事務局からの情報発信の機能を持たせた。こうした情報発信によって、事前に協力機関登録をしていなかった

日本やフィリピンなどの研究機関からセミナーへの自費による参加者があり、結果的に研究者ネットワークが

拡張したことを付記しておきたい。 
 

○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） 

 本事業の中核チームのある名古屋大学大学院環境学研究科地理学講座に、本事業専従の非常勤職員を雇用

し、国内外の参加者相互の連絡調整に当たらせた。庶務・経理関係の事務処理は、大学院環境学研究科事務が

担当したほか、鳥取大学において行われたトレーニングに関しては、同大学農学部の協力を得た。名古屋大学

では、本事業を重点的事業として位置づけ、研究・国際交流担当理事のもとで、研究協力部研究支援課研究支

援掛が専ら日本学術振興会との連絡調整に当たった。また、国際協力推進本部や国際学術コンソーシアム

（AC21）事務局から適切な助言を得ることができた。なお、平成 19 年 11 月のタイでのセミナーの際に不幸

な事故が発生したことは、この種の事故がフィールド科学にはつきものとはいえ、残念な出来事だった。名古

屋大学の上記組織に加え、危機管理担当部署、大学院環境学研究科教授会、日本学術振興会ならびに同バンコ

ク研究連絡センターの全面的支援を得て事後処理に当たることができ、蒔かれたシーズの芽を摘むことなく、

事業が継続できた。以上の関係部署の努力によって、円滑に事業を推進することができた。 
 

○事業終了後の拠点機関としての活動状況 

 すでに上述したように、研究レベルでは、JST-JICA 地球規模課題対応国際科学技術協力事業「インドネシ

アにおける地震火山の総合防災策」に、名古屋大学大学院環境学研究科を中心とし、その下に東京大学、京都

大学などが位置づけられた、巨大災害に対してコミュニティに立脚した総合防災策を文理融合の観点から検討

する研究グループが組織され、本事業のコーディネーターがグループリーダーとして、名古屋大学側の参加者

がその中核メンバーとして移行した。教育レベルでは、名古屋大学において大学院環境学研究科を中心に国際

環境人材育成プログラム（平成 20 年度から）とグローバル COE（平成 21 年度から）という大型の教育プロ

グラムが開始され、そこでは本事業で構築された研究機関間のネットワークも活用して環境・災害管理に関す

るフィールド科学の専門家の養成が行われる予定である。これらによって、本事業で形成された学術ネットワ

ークを将来にわたって継続して更新・発展させていく体制が整った。 
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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 Umitsu, M., Tanavud, C., and Patanakanog, B. 

題 名 
Effects of landforms on tsunami flow in the plains of Banda Aceh, 

Indonesia, and Nam Khem, Thailand 
掲載誌名 Marine Geology 

発行所 Elsevier 巻号 242 頁 141～153 発行年 2007 年 査読 有 

２ 

著者名 Takahashi, M., Tanaka, S., Kimura R., Umitsu, M., Tabuchi, R., Kuroda, T., Ando, M., and Kimata, F.  

題 名 

Restoration after the Sumatra Earthquake Tsunami in Banda Aceh: 

Based on the Results of Inter disciplinary Researches by Nagoya 

University. 

掲載誌名
Journal of Natural Disaster 

Science 

発行所 日本自然災害学会 巻号 29(2) 頁 53～61 発行年 2007 年 査読 有 

３ 

著者名 海津正倫・高橋 誠 

題 名 バンダアチェにおけるインド洋大津波の被害の地域的特徴 掲載誌名 E-journal GEO 

発行所 日本地理学会 巻号 2(3) 頁 121～131 発行年 2007 年 査読 有 

○
４ 

著者名 海津正倫・Tanavud, C.・Patanakanog, B. 

題 名 
タイ国アンダマン海沿岸 Nam Khem 平野の地形と津波の挙動および津

波堆積物の空間的分布 
掲載誌名 E-journal GEO 

発行所 日本地理学会 巻号 0 頁 2～11 発行年 2006 年 査読 有 

○
５ 

著者名 海津正倫・平松孝晋・Charlchai Tanavud 

題 名 
SRTM データおよび GIS を用いたタイ南部ハジャイ平野の微地形と洪水

に関する研究 
掲載誌名 地形 

発行所 日本地形学連合 巻号 27 頁 205～119 発行年 2006 年 査読 有 

６ 
著者名 林 香織・春山成子・TANAVUD Charlchai・三浦正史 

題 名 
タイPhuket島のポケットビーチにおける海岸微地形と津波災害脆弱性 

 
掲載誌名 自然災害学会誌 

発行所 日本自然災害学会 巻号 26 頁 31～40 発行年 年 査読 有 

７ 

著者名 中村友昭・水谷法美 

題 名 
地盤内部の応力変動の影響を考慮した漂砂量式を用いた遡上津波による

地形変化シミュレーション 
掲載誌名 海洋開発論文集 

発行所 土木学会 巻号 24 頁 57～61 発行年 2008 年 査読 有 

８ 

著者名 中村友昭･倉光泰樹･水谷法美 

題 名 遡上津波による陸上構造物周辺の局所洗掘に関する研究 掲載誌名 海岸工学論文集 

発行所 土木学会 巻号 54 頁 856～860 発行年 2007 年 査読 有 

９ 

著者名 海津正倫 

題 名 バンダアチェ津波災害と土地条件 掲載誌名
伊藤達雄・戒能通厚編『アジア

の経済発展と環境問題』 

発行所 明石書店 巻号  頁 184～190 発行年 2009 年 査読 無 
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１
０ 

著者名 田中重好 

題 名 スマトラ地震とコミュニティ 掲載誌名
浦野正樹・大矢根淳・吉川忠寛

編『復興コミュニティ論入門』

発行所 弘文堂 巻号  頁 235～244 発行年 2007 年 査読 無 

１
１ 

著者名 石黒聡士 

題 名 2004 年スマトラ沖地震に伴うアンダマン諸島北西端の地震時隆起量 掲載誌名 地理学評論 

発行所 日本地理学会 巻号 81(7) 頁 535～550 発行年 2008 年 査読 有 

 

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 ○Takahashi, M., Tanaka, S., Kimata, F., Nakaseko, T., and Suhirman  

題 名 Proposing the Community-based Tsunami Warning System 口頭 査読 無 

学会名 
International Conference on Tsunami 

Warning 
場所 Bali, Indonesia 番号  11 月 2008 年 

２ 

著者名 ○Umitsu, M., and Takahashi, M. 

題 名 
Geo-environmental Features in the Damages of the 2004 Indian Ocean 

Tsunami in and around Banda Aceh, Indonesia 
口頭 査読 無 

学会名 

International Symposium on the 

Restoration Program from Giant 

Earthquakes and Tsunamis 

場所 Phuket, Thailand 番号  1 月 2008 年 

３ 

著者名 ○Umitsu, M., and Janjirawuttikul, N. 

題 名 
Characteristics of Acid Sulfate Soils in Relation to the Holocene Evolution 

of the Central Plain, Thailand 
口頭 査読 無 

学会名 XVII INQUA Congress 2007 場所 Cairns, Australia 番号  8 月 2007 年 

４ 
著者名 ○Takahashi, M., Tanaka, S., Kimura, R., Agus Sabti, and Suhirman. 

題 名 
Current Situations of the Post-tsunami Reconstruction at Banda Aceh: a 

Preliminary Analysis 
口頭 査読 無 

学会名 Third AIWEST-DR 場所 Banda Aceh, Indonesia 番号  12 月 2008 年 

５ 

著者名 ○Umitsu Masatomo 

題 名 
Flood and Tsunami Flow in Relation to the Landforms of Coastal and 

Alluvial Lowlands 
口頭 査読 無 

学会名 
International Conference on 

Geomorphology 
場所 Yogyakarta, Indonesia 番号  8 月 2008 年 

 

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 ○海津正倫・Naruekamon Jnjirawuttikul  

題 名 タイ国ナコンシタマラート付近における酸性硫酸塩土壌の形成環境 口頭 査読 無 

学会名 日本地理学会 場所 帝京大学 番号  3 月 2009 年 
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２ 

著者名 ○海津正倫 

題 名 2004年スマトラ島沖地震による津波の陸上における挙動  口頭 査読 無 

学会名 日本地質学会 場所 秋田大学 番号  10 月 2008 年 

３ 

著者名 ○高橋 誠・田中重好・田渕六郎・木村玲欧 

題 名 バンダアチェにおける大津波からの復興の課題 口頭 査読 無 

学会名 日本地理学会 場所 東洋大学 番号  3 月 2007 年 

４ 

著者名 ○海津正倫 

題 名 バンダアチェ海岸平野における津波流動に対する地形の影響 口頭 査読 無 

学会名 地球惑星科学連合大会 場所 幕張メッセ 番号  5 月 2007 年 

５ 

著者名 ○海津正倫・Naruekamon JANJIRAWUTTIKUL 

題 名 タイ国中央平原における硫酸酸性土壌の形成と地形発達 口頭 査読 無 

学会名 日本地形学連合春季大会 場所 京都大学 番号  3 月 2007 年 

 


