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アジア研究教育拠点事業 
平成２４年度 実施計画書 

 

 

１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関： 東京工業大学 

（ フ ィ リ ピ ン ）拠 点 機 関： フィリピン大学 

（ タ イ ） 拠 点 機 関： カセサート大学 

 

２．研究交流課題名 

（和文）：アジアにおける都市水環境の保全・再生のための研究教育拠点                                    

                   （交流分野：土木環境工学）  

（英文）：Establishment of Core Institutions for Preservation and Restoration of Urban 

Water Environments in Asia （交流分野：Civil and Environmental Engineering）  

 研究交流課題に係るホームページ http://sites.google.com/site/asianwaterenvironments/ 

 

３．採用期間 

 平成 22年 4月 1日～平成 27年 3月 31日 

（ 3年度目） 

 

４．実施体制 

日本側実施組織 

 拠点機関：東京工業大学 

 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：学長・伊賀健一 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：理工学研究科・准教授・吉村千洋（1-1） 

 協力機関：東京工科大学、岐阜大学 

 事務組織：東京工業大学 国際部国際事業課 

 

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）国名：フィリピン 

拠点機関：（英文）University of the Philippines 

      （和文）フィリピン大学 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Department of Civil Engineering・ 

Professor・Ricardo G. SIGUA（2-2） 

 協力機関：（英文）De La Salle University、University of San Carlos、Central Luzon  

State University、Mapua Institute of Technology 
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（和文）デラサール大学、サンカルロス大学、セントラルルソン大学、マプア 

工科大学 

 経費負担区分：パターン１ 

 

（２）国名：タイ 

拠点機関：（英文）Kasetsart University 

      （和文）カセサート大学 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Department of Environmental  

Engineering・Professor・Chart CHIEMCHAISRI（3-1） 

 協力機関：（英文）Thammasat University, Naresuan University 

      （和文）タマサート大学、ナレサワン大学 

 経費負担区分：パターン１ 

 

５．全期間を通じた研究交流目標 

 

人口増加や経済の発展に伴い、アジアの主要都市における環境問題は深刻化している。地

球温暖化も顕在化しつつある中で、都市基盤でもある河川、湖沼、地下水、上下水道シス

テムなどを含めた都市水環境を保全・再生することが強く求められている。交流拠点とな

るフィリピン大学およびカセサート大学は、東京工業大学とこれまでに拠点大学交流事業

（日本学術振興会、平成 11～20 年度）「アジア型都市地域における環境と調和したインフ

ラ整備モデルの構築」を成功裏に実施していることから、環境分野において拠点機関と既

に協力関係を確立しており、本事業では世界水準の研究教育拠点を継続的に発展させる。 

この枠組みの中で、大学院生、研究員、助教、主要メンバーという多層的な学術交流を通

じて、次の研究交流目標の達成を試みる。１）東アジアと東南アジアにおける環境データ

ベースを構築することで、各地域における自然環境特性や水環境問題を共有・認識し、そ

の上で２）今後予想される社会構造や気候の変動を見据えて目標とすべき都市水環境像を

導出し、３）各国における最先端の都市水環境の保全・再生技術を地域ごとに最適化する

ことにより、アジアにおける都市環境の保全・再生のための拠点構築を目指す。 

また、本学術交流事業を通じて、大学院生を含めた若手研究者がアジアにおける水環境問

題の多様性を科学的に理解するだけでなく、問題を現地で認識することにより、環境問題

の多面的な特性を総合的に捉える能力、および文化の壁を越えて共同作業・研究を遂行す

る能力を身につけるよう指導する。したがって、本事業は５年間におけるアジア研究教育

拠点の構築だけでなく、その後のアジアにおける都市水環境の保全へ実効的な技術や政策

を継続的に提案できる活動拠点の基盤を形成するものである。 

 



 

 

3 

 

６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 

 

前年度（２年度目）までの研究交流目標は下記のように十分に達成されている。 

・研究交流体制の構築：本事業初年度に構築したフィリピン大学およびカセサート大学と

の交流体制を維持すると同時に、これら拠点大学における新たな若手研究者（主に大学院

生）および他の大学の研究者とも交流を深めることで水環境保全分野における研究者ネッ

トワークを充実させてきた。特に各共同研究（R-1～3）を推進するためのワークショップ

には教授や准教授の他に若手研究者からの研究進捗状況の報告を含めて議論した点、また、

全体セミナー（マニラ、バンコク）を国際学会との共催とすることで拠点大学だけでなく

周辺国の研究者との交流を行った点が交流体制の構築のために大きく寄与した。これによ

り、アジアにおける本研究分野の交流ネットワークにおける相互の信頼性を高め、今後研

究を発展させるための多くのアイデアを得ることができ、共同研究の強みである相乗効果

が得られている。 

・学術的観点：初年度に設定した具体的研究目標を早期に達成するために前年度（２年度

目）に必要なデータを収集し、各種分析方法および水資源や水質に関するモデルを試験的

に適用した成果を得た。初年度には、各共同研究（R-1～3）において設定した具体的な水

環境問題に対応した研究課題を念頭に、入手すべき必要なデータおよび適用すべき水資源

や水質に関する環境解析モデルを検討し、その適用計画を策定した。２年度目はその適用

計画に沿って、バンコク、マニラ、チェンマイ、ハノイなどアジアの主要都市における水

文プロセスや水質に関するデータが各共同研究グループにより収集され、河川流量や土砂

流出量や地下水流動などが各種物理モデルにより再現された。具体的には、R-1では流域ス

ケールでの水および土砂輸送モデルの開発とチャオプラヤ川上流域におけるその適用、R-2

では高濁度河川に特化した重金属や栄養塩動態の実験的解明とリスク評価手法の提案、R-3

では都市近郊の廃棄物処分場における地下水流動に関するデータを取得すると同時に、地

下水流動モデルを試験的に適用した（詳細は次ページ以降に記載）。これらの成果はいずれ

もアジアモンスーン地域に位置する大都市の環境問題を理解するための重要なツールとな

るだけでなく、予測される人口増加や気候変動などの影響を予測することを可能とし、都

市の水環境評価および管理に活用できる可能性が高い。また、初年度に作成した水環境デ

ータベースについては、そのシステムを３年度目にかけて更新しつつあるが、上記の共同

研究により取得した環境データやモデル出力結果は３拠点大学間で共有し、有効に活用し

ている。 

・若手研究者養成：共同研究における個別作業は主に若手研究者（大学院生、ポスドク、

助教）が進めており、その成果をワークショップ（合計 12回実施）やセミナーで発表させ

る流れを維持している。また、大学院生の研究交流も積極的に進めた結果、拠点大学間で

学生が交流し、2週間から 1ヶ月程度の期間で主要な共同研究者の下、研究活動を実施させ

ることも実現している。これにより、若手研究者がそれぞれの専門性を高めると同時に、
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３拠点の主要研究者と英語で議論しつつ研究を進めることで、１）アジアの都市水環境の

問題点を理解し、２）その改善に向けた考え方や先端的研究手法を体得し、また、３）国

際的な枠組みで共同作業や議論を進める能力を身に付けつつある。したがって、各共同研

究を遂行する中で、若手研究者を育成するための仕組みが期待以上に機能しており、大学

院の修士課程から博士後期課程への進学、また博士後期課程から研究職という流れが芽生

えつつある 

 

７．平成２４年度研究交流目標 

 

事業目標を達成するために、今年度は以下のような目標を設定する。 

・研究協力体制の構築：２年度目までの研究者交流、共同研究、セミナーにおいて十分な

研究協力体制は構築されている。３年目となる平成 24年度には、10月に予定している

水環境セミナー（第３回）において本事業の運営体制を強化させ、各拠点大学におけ

る若手メンバーを一層充実させる。また、今年度の特徴として、複数の拠点大学の研

究者における大学院生の共同指導、そして、セミナーをホーチミン市（ベトナム）で

開催することで、フィリピンやタイの周辺諸国（主にベトナム、カンボジアなど）と

の研究者ネットワークも構築し、アジアにおける都市水環境の保全・再生に向けた各

種手法の一般化に役立てることを目標とする。 

・学術的観点：事業３年度目は各共同研究（水循環、河川・湖沼の水質、地下水）におい

て、都市水環境の保全・再生のために有効な手法をアジアモンスーン地域に最適化す

る形で提案する。前年度（２年度目）は必要なデータを収集し、各種分析方法および

水資源や水質に関するモデルを試験的に適用した成果を得た。今年度は、このような

環境解析手法やモデルを適用する都市・地域を増やし、データベースを活用しながら

手法・モデルの問題点を整理したうえで、それらの改良を積み重ねることでアジア地

域への最適化を図ることを目標とする。そして、来年度（4年度目）にかけて、必要な

モデルパラメータの推定および検証作業を進める。各共同研究の詳細は次ページ以降

に記載した通りであるが、当初から進めてきた現地視察やデータ収集によりＲ－１～

３の各観点で、東京、マニラ、バンコクの自然環境特性や文化を含めた都市構造の特

性が明らかになりつつある。このような自然と都市構造の両面を踏まえて環境管理の

最適化を図るという試みは新規性が高く、本事業の成果の基盤を形成する重要なステ

ップを３～４年度目に迎える。 

・若手研究者養成：今年度も基本的には前年度の交流体制を維持することで、若手研究者

の養成を図る。つまり、各共同研究を進める中で、複数の拠点大学における共同指導、

そしてワークショップやセミナーなどでの成果報告および討議を実施することで、若

手の育成を進める。今年度独自の取り組みとしては、拠点大学間での学生の派遣（数

週間～数か月）を推進（5名程度）させ、各拠点大学の強みを生かした教育研究を積極
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的に進める。 

・社会への貢献：マニラおよびバンコクを中心として、各国政府機関や地方自治体へ本事

業の成果を報告すると同時に、水環境保全の担当者と意見交換できる場を設けること

を試みる。これにより、本事業の研究者と環境管理者（行政）の間のネットワークを

形成し、また各種環境解析手法・モデルを環境管理への適用方法に関して各都市の状

況やニーズを理解し、事業後半で実施する手法・モデルの最適化の参考とする。 
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８．平成２４年度研究交流計画状況 

８－１ 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 22年度 研究終了年度 平成 26年度 

研究課題名 （和文）アジアの都市水管理における極端水文事象への対応 

（英文）Urban Water Management in Asian Cities against Extreme 

Hydrologic Events 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）木内豪・総合理工学研究科・准教授（1-2） 

（英文）Tsuyoshi Kinouchi・Interdisciplinary Graduate School of 

Science and Engineering・Associate Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

（英文）Guillermo Tabios III・University of the Philippines・ Professor 

（2-1） 

Winai Liengcharernsit・Kasetsart University・Associate Professor  

（3-2） 

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

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 フィリピン タイ ベトナム 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 
 5/25 5/25 2/6 12/56 

フィリピン 

<人／人日> 
(1/5)  (0/0) (0/0) (1/5) 

タイ 

<人／人日> 
(1/5) (0/0)  (0/0) (1/5) 

合計 

<人／人日> 
(2/10) 5/25 5/25 2/6 

12/56 

(2/10) 

② 国内での交流       0人／人日 

日本側参加者数  

     27名 （１２－１ 日本側参加研究者リストを参照） 

（フィリピン）側参加者数 

     10名 （１２－２ 相手国（フィリピン）側参加研究者リストを参照） 

（タイ）側参加者数 

     6名 （１２－３ 相手国（タイ）側参加研究者リストを参照） 
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２４年度の研究

交流活動計画 

都市や地域の気候特性や社会経済状況に応じた水管理に資するため、

交流拠点都市を含む広域スケールを対象とした水資源・洪水・氾濫等の

定量化や予測を行う具体的手法の適用性について検討する。平成２４年

度においては、日本側および相手国側にて検討を進めている水文流出モ

デルの精度向上を図るため、日本側研究者が相手国に滞在しながら必要

なデータの収集・調査・分析に努めるとともに、相手国側における解析

手法へのフィードバックを図る。また、相手国あるいは日本国内におけ

るワークショップ開催によって双方向の研究者交流を積極的に実施し、

研究活動全体の更なる進展を目指す。 

 

２４年度の研究

交流活動から得

られることが期

待される成果 

参加機関における水文流出モデルの検討結果を相互に比較しながら手

法の最適化や相互活用が可能となると同時に、モデルによる定量化結果

を共有化することによって極端水文現象への対応方策を検討することが

可能となる。また、共同研究実施に必要となる流域環境情報の収集と共

有化が促進されるとともに、現地調査等では取得が困難な流域情報の推

定手法についても知見を得ることが可能となる。 
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整理番号 R－2 研究開始年度 平成 22年度 研究終了年度 平成 26年度 

研究課題名 （和文）アジアの主要都市を対象とした効果的な水環境の水質保全手法

の解発 

（ 英 文 ） Development of efficient methods for water quality 

conservation in major Asian cities 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）吉村千洋・東京工業大学・理工学研究科・准教授（1-1） 

（英文） Chihiro Yoshimura・ Graduate School of Science and 

Engineering・Tokyo Institute of Technology・Associate Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

（英文）Analiza  Rollon・University of the Philippines・Associate 

Professor（2-7） 

Suchat Leungprasert・Kasetsart University・Lecturer（3-12） 

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

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 フィリピン タイ ベトナム 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 

 
6/24 10/40 1/3 17/67 

フィリピン 

<人／人日> 
(2/8)  (0/0) (0/0) (2/8) 

タイ 

<人／人日> 
(2/8) (2/8)  (0/0) (4/16) 

合計 

<人／人日> 

0/0 

(4/16) 

6/24 

(2/8) 

10/40 

(0/0) 
1/3 

17/67 

(6/24) 

② 国内での交流       6人／12人日 

日本側参加者数  

    30名 （１２－１ 日本側参加研究者リストを参照） 

（フィリピン）側参加者数 

    19名 （１２－２ 相手国（フィリピン）側参加研究者リストを参照） 

（タイ）側参加者数 

    12名 （１２－３ 相手国（タイ）側参加研究者リストを参照） 
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２４年度の研究

交流活動計画 

交流拠点都市（バンコクとマニラ、東京）での河川・貯水池を対象と

し、現地で深刻な問題となっている重金属、栄養塩、藍藻毒などの汚染

物質の発生源や下流域への負荷、また汚染物質輸送に及ぼす浮遊砂など

水質項目の長期的影響を明らかにすることを目的としている。平成２４

年度には前年度に開始した現地水質調査や室内実験を継続的に実施し、

乾季・雨季を通したモニタリングにより重金属の化学形態と浮遊砂や他

の水質項目（pHや溶存酸素）との関連性を長期的に確認する。また、新

たに薄膜拡散勾配法など最先端の分析手法を利用することで、重金属の

化学種と生物毒性を的確に評価していく。さらに、得られた成果を物質

輸送モデルに組込み、流域スケールおよび都市内のスケールでの浮遊砂

および汚染物質のモデル化を図りたい。現地調査や水質分析を実施する

に当たり、相手国の協力を得るが、日本側からも相手国側に大学院生お

よび研究者を派遣する。また、共同研究の推進並びに研究成果のポリッ

シュアップのためにも、日本への相手国側研究者を積極的に日本に受け

入れる。 

２４年度の研究

交流活動から得

られることが期

待される成果 

アジア各主要都市における河川・貯水池において、東南アジア特有の

水質特性を考慮して重金属、栄養塩、藍藻毒などを評価する手法を提案

することで、水質汚染状況や生物毒性を濃度というマクロな視点からで

なく、有害物質の化学形態や生物膜通過特性などミクロな視点から評価

することが可能となる。また、これに併せて、各都市での汚染源の特定

や流域スケールでの汚染物輸送特性を評価することが可能となれば、有

効な水環境評価手法の提案につながる。 
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整理番号 R－3 研究開始年度 平成 22年度 研究終了年度 平成 26年度 

研究課題名 （和文）土壌・地下水環境の保全と再生 

（英文）Preservation and Rehabilitation of Soil and Ground Water 

Environment 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）竹村次朗・東京工業大学・理工学研究科・准教授（1-3） 

（英文）Jiro Takemura・Graduate School of Science and Engineering・

Tokyo Institute of Technology・Associate Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

（英文）Maria Antonia Tanchuling・University of the Philippines・

Associate Professor （2-14）  

Chart Chiemchaisri,・Kasetsart University・Associate Professor（3-1） 

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

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 フィリピン タイ ベトナム 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 

 
4/20 5/25 1/3 10/48 

フィリピン 

<人／人日> 
(1/60)  (0/0) (0/0) (1/60) 

タイ 

<人／人日> 
(0/0) (0/0)  (0/0) (0/0) 

合計 

<人／人日> 
(1/60) 4/20 5/25 1/3 

10/48 

(1/60) 

② 国内での交流      0人／人日 

日本側参加者数  

    15名 （１２－１ 日本側参加研究者リストを参照） 

（フィリピン）側参加者数 

    19名 （１２－２ 相手国（フィリピン）側参加研究者リストを参照） 

（タイ）側参加者数 

    8名 （１２－３ 相手国（タイ）側参加研究者リストを参照） 



 

 

11 

 

２４年度の研究

交流活動計画 

 平成２４年度は、２３年度において準備を行った研究サイトにおける

地下水水質モニタリングを継続すると共に、汚染地下水、浸出水浄化に

関する現場パイロット試験を開始し、更には、汚染水浄化法に関する室

内試験、や物性試験を共同で行う。 

 具体的な研究サイトは、フィリピンにおいては、①ケソン市パヤタス

廃棄物処分場であり、２３年度設置した観測井戸、並びに周辺部の既存

井戸からの継続的なサンプリングを行い、水質、水位等の季節変動を確

認するとともに、それらを用いた地下水モデルの構築を目指す。また、

②Guimaras島における地下水の塩分濃度調査を実施する。更に③汚染水

からの重金属除去方法として、植生を用いたライシメーター試験を継続

するとともに、椰子ガラ廃材（Coco peat)の吸着効果の確認の為のバッ

チ試験、コラム試験を実施し、小規模鉱山等からの廃水や浸出水の簡易

処理施設の適用を目指す。 

 一方、タイにおいては、④ノンタブリ県のサイノイ廃棄物処分場にお

いて植生と土壌材を組み合わせた簡易浸出水処理プラントを構築し、処

理実験を行う予定である。また、２３年度末に現場で採取したバンコク

粘土に関するバッチ試験、コラム試験を実施し、その遮水層としての性

能評価も行う。⑤ランパン県のマエモ褐炭鉱山並びに石炭火力発電所に

関する環境問題の抽出、その評価のためのデータの収集を開始する。 

 

２４年度の研究

交流活動から得

られることが期

待される成果 

地下水環境に及ぼす地域毎の自然（降雨量、地形、流域面積、地層構

成等）、産業、社会条件、廃棄物処分方法等の影響を考慮し、特に汚染源

の特徴を取り入れた合理的な地下水環境モニタリング手法の確立に向け

た調査・検討を開始することにより重要性の高いデータの蓄積、地下水

環境評価モデルの構築が可能となる。 

 更に環境評価データの蓄積と汚染水浄化法の室内実験、原位置パイロ

ット試験等により、現地の気候特性、地質条件、廃棄物条件に合った合

理的な廃棄物管理方法、浸出水の浄化法（例えばWetland、吸着材の利

用）構築に向けた基礎的データを蓄積できるものと考えている。 

 

 

 



12 

 

８－２ セミナー 

―実施する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）アジア研究教育拠点事業（JSPS-NRCT-ERDT） 

第３回アジア水環境セミナー 

（英文）3rd Seminar on Asian Water Environment 

 (Asian Core Program of JSPS, NRCT and ERDT) 

開催期間 平成 24年 10月 25日 ～ 平成 24年 10月 26日（2日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）ベトナム、ホーチミン市（会場未定） 

（英文）Vietnam, Ho Chi Minh City, (Venue to be confirmed) 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）吉村千洋、東京工業大学、准教授（1-1） 

（英文）Chihiro Yoshimura, Tokyo Institute of Technology, 

Associate Professor 

相手国側開催責任者 

氏名・所属・職 

(※日本以外での開催の場合) 

（英文） 

Maria Antonia Tanchuling・University of the Philippines・

Associate Professor （2-14）   

Chart Chiemchaisri,・Kasetsart University・Associate Professor

（3-1） 

Nguyen Tan Phong・Faculty of Environment, Ho Chi Minh 

University of Technology・Deputy Dean 

（本セミナーおよび The 5th Regional Conference in Civil and 

Environmental Engineeringの現地調整担当） 

 

参加者数 

   派遣先 

派遣元 

セミナー開催国 

（ベトナム） 

日本 

<人／人日> 

A. 13/39 

B. 4/12 

C. 2/6 

フィリピン 

<人／人日> 

A. 0/0 

B. 0/0 

C. 5/20 

タイ 

<人／人日> 

A. 0/0 

B. 0/0 

C. 5/15 
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合計 

<人／人日> 

A. 13/39 

B. 4/12 

C. 12/41 

 

A.セミナー経費から旅費を負担 

B.共同研究・研究者交流から旅費を負担 

C.本事業経費から旅費を負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計

しないでください。） 

 

セミナー開催の目的 このセミナーにはすべての共同研究グループが参加し、アジア

の代表的な都市における水環境問題や最新の研究成果を共有す

る。さらに、本事業のメンバーで Tran Ngoc Han博士（ベトナム、

ハノイ工科大学）（1-66）を招待し、ベトナムの主要都市（ハノイ

およびホーチミン）の水環境の現状に関して講演して頂く。その

上で、共同研究者や他分野の専門家との議論を行い、ホーチミン

やハノイなどの主要都市において現地調査を実施することで、今

年度の交流目標である水環境解析手法・モデルの第 3 国における

適用例を増やし、各種手法・モデルの改良に資することを目的と

する。つまり、3年目というこのタイミングにおいて、フィリピン

とタイの中間に位置し、経済発展の目覚ましいベトナムへの研究

者ネットワークおよび共同研究の展開を図ることは、本交流事業

をより充実させるとともに周辺諸国への成果の発信を効果的に行

う狙いがある。 

なお、本セミナーは、AUN/SEED-Netが主催する国際会議「第

５回土木・環境工学に関する ASEAN 地域会議」と合同開催とす

ることで、都市水環境の保全に関わる多くの研究者や実務者に対

して研究を発信することができ、さらに幅広く活発な議論や交流

を行うことを可能とする。 

さらに、３拠点のコーディネーターを中心とした運営会議もセ

ミナー直後に開催する。各グループの代表研究者および関係者が

多数集まるセミナーを利用して運営会議を開催することで、個別

に研究者交流で行うより活発な議論が期待され、また大勢での情

報共有が可能となる。この会議では、参加メンバーがスムーズに

研究交流を行えるように、次年度の研究交流や全体セミナーの計

画などを検討すると同時に、事業ホームページやデータベースシ

ステムの改良についても検討する。 
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期待される成果 セミナーの開催により以下のような成果が期待される。 

・研究交流の促進 

  若手研究者を含めてすべてのグループの研究者が参加するた

め、３拠点間での研究交流が促進される。また、「第５回土木・

環境工学に関する ASEAN 地域会議」との合同開催とするため、

また、ベトナムの環境工学分野の研究者とも交流を行うことで、

拠点であるタイやフィリピン以外の国の研究者へも研究成果を

発表することができ、より幅広い研究交流が促進される。 

・共同研究の促進 

 共同研究の最新の研究成果を共有した上で、研究発表セッショ

ンや分科会において水環境改善への効果的な取り組みを検討す

ることで、共同研究が推進される。 

・若手研究者の育成 

 若手研究者には積極的に研究発表に参加させ、また現地調査や

各種調査法を現地で経験させることで、大学院生、ポスドク、助

教の研究レベルを向上させる。さらに、関連する国際会議と合同

開催とするため、拠点であるタイやフィリピン以外の研究者との

情報交換や討議を行う機会を作ることでも若手研究者の育成が

図られる。 

・次年度以降の運営方針や研究交流計画の策定 

 日本への研究者招聘を含め、グループごとに次年度の研究交流

計画が策定される。また運営会議開催により次年度の全体計画策

定及び事業ホームページ、データベースシステムの改良検討も行

う。 

 

セミナーの運営組織 日本側開催責任者である吉村を中心に、Maria Antonia 

Tanchuling准教授（フィリピン側の開催責任者）（2-14）や Chart 

Chiemchaisri 准教授（タイ側の開催責任者）（3-1）と調整を図り

ながらセミナーの企画および運営を実施する。なお、国際会議の

運営委員でもあるNguyen Tan Phong博士に現地調整役を依頼済

みであり、3 拠点の責任者と Nguyen 博士の 4 名が十分な連絡を

取りながら、セミナーの運営を担当する。必要に応じて 8 月頃に

吉村が現地入りして、Nguyen博士と具体的な調整を行うことも検

討する。 

また、セミナーの学術的内容（プログラムや分科会の開催など）

や現地調査については、各拠点大学のグループリーダーが中心と
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なって立案し、Tran Ngoc Han博士（ベトナム、ハノイ工科大学）

（1-66）と連携しながら策定する。 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容 外国旅費        金額 2,000,000 円 

   会議費         金額   200,000 円 

   印刷費         金額   100,000 円 

               合計 2,300,000  円 

フィリピン側 内容 外国旅費        金額  400,000  円 

   会議費         金額    50,000 円 

               合計  450,000 円 

タイ側 内容 外国旅費        金額  350,000 円 

   会議費         金額    50,000 円 

               合計  400,000 円 
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８－３ 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                  

平成 24年度は実施しない。 

 

９．平成２４年度研究交流計画総人数・人日数 

９－１ 相手国との交流計画 

    派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

フィリピン

<人／人日> 

タイ      

<人／人日> 

ベトナム 

<人／人日> <人／人日> 

合計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 
 15/69 20/90 

17/51 

(2/6) 
 

52/210 

(2/6) 

フィリピン 

<人／人日> 
（4/73）   （5/20）  （9/93） 

タイ 

<人／人日> 
（3/13） （2/8）  （5/15）  （10/36） 

 

<人／人日> 
      

 

<人／人日> 
      

合計 

<人／人日> 
（7/86） 

15/69

（2/8） 
20/90 

17/51

（12/41） 
 

52/210 

(21/135) 

 

※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。） 

※日本側予算によらない交流についても、カッコ書きで記入してください。（合計欄は（ ）

をのぞいた人数・人日数としてください。） 

 

９－２ 国内での交流計画 

6／12  <人／人日> 
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１０．平成２４年度経費使用見込み額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 150,000 国内旅費、外国旅費の合計は、

研究交流経費の５０％以上で
あること。 外国旅費 6,840,000 

謝金 150,000  

備品・消耗品購
入費 

1,680,000  

その他経費 900,000  

外国旅費・謝金
等に係る消費
税 

0  

計 9,720,000 
研究交流経費配分額以内であ
ること 

委託手数料 972,000 
研究交流経費の１０％を上限
とし、必要な額であること。 
また、消費税額は内額とする。 

合  計 10,692,000  

 

 

１１．四半期毎の経費使用見込み額及び交流計画 

 経費使用見込み額（円） 交流計画人数<人／人日> 

第１四半期 1,420,000 5/20 

第２四半期 2,000,000 10/35 

第３四半期 4,300,000 33/132 

第４四半期 2,000,000 10/35 

合計 9,720,000 58/222 

 


