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アジア研究教育拠点事業 
平成２５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 （4 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・三島良直 

 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・Lecturer・Suchat LEUNGPRASERT（3-12） 

 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。 
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６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 

本拠点形成事業における研究交流目標は、前述したように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ことにある。この目標を達成するために、1) 水環境デ

ータベースの構築、2) 目標とすべき水環境の導出と環境評価手法の提案、3) アジア地域に

おける水環境の保全・再生手法の最適化というタスクを設定している。これらのタスクを

達成するために研究者交流、共同研究（R-1～3）、水環境セミナー（合計３回）などを実施

してきており、研究交流目標の達成状況は以下の通りである。 

本事業の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を中心とする交流体制

を活用し、主にマニラやバンコクにおける水環境データを共同で収集すると同時に、合同

調査や水環境データベースの作成に取り組むことで研究交流体制を強化してきた。その上

でワークショップや水環境セミナーにおいて研究成果を共有・討議することで、各地域に

おける自然環境特性や水環境問題の定量的な理解および共有を進めた。その成果は主に降

雨予測、流出モデル、河川の富栄養化、重金属汚染、廃棄物処理等に関連しており、それ

ら研究成果は国際会議および学術誌において発表され、各地域における自然環境特性や水

環境問題を共有・認識するというタスク１については事業前半で十分達成された。なお、

水環境データベースについてはシステム変更のため 3 年度目上半期に一時的に運用を停止

したが、現在は FTP サーバの形で研究者用のデータベースとして運用している。 

その後、タスク１で明らかとなった東南アジアの自然環境特性や水環境データベースを

活用することで、24 年度（3 年度目）にかけて各グループではタスク 2 に取り組んできた。

その中で水害対策のための降雨観測および流量予測モデル、浮遊物質および底泥を対象と

した重金属評価手法、廃棄物処分場およびその周辺部における地下水評価手法などを、東

南アジアの都市水環境の保全に資する新たな環境評価手法として開発しつつある。25 年度

（4 年度目）においては、中間審査でも指摘されたように、新規評価手法およびその現地適

用の結果を学術成果として、フィリピンおよびタイの研究者との共著論文として投稿する

ことが重要となる。 

なお、水環境の保全・再生手法の最適化（タスク 3）についても、一部のグループ（R-1）

では着手しているが、25 年度はすべてのグループにおいて拠点間の連携をより密にしてタ

スク３に取り組むと同時に、本事業における最終成果を意識してグループ間の情報共有を

進めることが重要となる。 

また、若手研究者養成という点では、初年度に研究協力体制を構築する過程において若

手研究者や大学院生を、研究会議や現地視察に参加させた。それと同時に、セミナーやワ

ークショップにおいて既往の取り組みを認識・共有させ、また、大学院生を含めた若手研

究者と大学教員が共同研究を共同進めることで、環境改善への問題意識を高めると同時に、

水環境管理に必要な基礎的知見や技術を習得させている。さらに、3 拠点の若手研究者に、

セミナー、ワークショップ、国際会議等において積極的に研究発表させている。このよう

な中、修士課程の一部の学生が博士後期課程へ進学し、ポスドクや助教レベルの若手研究
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者が新規性の高い研究成果を国際学会で発表するなど、国際的な枠組みで実施する利点が

教育と研究の両者で生かされており、成果として蓄積されつつある。 

以上をまとめると、当初目的にそった研究および交流を着実に実施してきており、本事

業では目標達成状況計画に沿って事業は進捗している。ただし、中間評価での指摘があっ

たように、事業後半に向けた課題も明らかとなり、目標達成に向けて共同研究活動を強化

することが重要となる。 

 

 

７．平成２５年度研究交流目標 

 

 

前年度（3 年度目）までの研究交流は当初の計画に沿って実施しており、研究者ネットワ

ークの構築や共同研究の成果は蓄積されつつある。ただし、中間評価で記されたように最

終目標を達成するための課題があることは否めない。そこで、中間評価および 24 年度の運

営委員会での討議を踏まえて、研究交流目標の達成および具体的な研究成果の蓄積に向け

て、25 年度（4 年度目）は以下のような共同研究をより効果的に実施するため仕組みを設

ける。 

 

・研究協力体制の構築：前述のように３年度目までに研究者交流、共同研究、水環境セミ

ナーを積極的に実施してきたため十分な研究協力体制が構築されている。４年目となる

平成 25 年度には第 4 回水環境セミナー（11・12 月頃、バンコク）を開催し、これまで

の研究成果を小グループで集中的に議論する時間を設けると同時に、5 年度目に向けた研

究交流の方針を運営委員会で討議する。さらに、水環境セミナーを関連する国際学会と

一体的に実施することで、拠点大学以外の研究者への情報発信を積極的に行い、研究者

ネットワークの更なる充実を図る。 

・学術的観点：4 年度目は各研究グループ（水循環、河川・湖沼の水質、地下水）において、

目標とすべき水環境像を踏まえた環境評価手法の提案（タスク 2）を進め、その上でアジ

ア地域における水環境の保全・再生手法の最適化（タスク 3）についても本格的に着手す

る。グループ１（R-1）では流域スケールでの降雨観測および流出モデルを中心とした極

端水文現象のモデル化に取り組む、グループ２（R-2）では高濁度河川における重金属汚

染の実態に関する調査を継続し、浮遊物質の評価手法を重金属動態の観点から提案する、

そしてグループ３（R-3）では、地下水環境に及ぼす地域毎の自然、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およびその評価モデルの提案に取り組む。中間評価を踏まえた 25

年度以降の新たな取り組みとして、国際学術誌への論文投稿を加速するためフィールド

を重視して小グループでの合同調査、モデル解析、論文執筆などを行うワークショップ
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を増やすこと、また最終成果の１つとして国際学術誌で特集号を組むために論文リスト

や査読編集体制を構築することを計画している。 

・若手研究者養成：25 年度もこれまでの交流体制を維持・発展することで、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、合

同調査、そしてワークショップや水環境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。中間評価を踏まえた 25 年度以降の新たな取り組みとし

て、東京工業大学における共同研究者の受け入れ、そして、水環境セミナーにおける行

政機関や上下水道事業者などとの学術交流の実施を予定している。東京工業大学におけ

る研究者の受け入れでは、各グループでフィリピンやタイからの研究者（教員や大学院

生）を最低 2 名は受け入れ、共同で数値解析や実験を行い、共著論文の作成作業を効率

的に実施する。また、水環境セミナーではタイ汚染制御局や上下水道事業者などの技術

者を招聘し、水環境に関する重要な課題ごとに集中討議の時間を設けることで、若手研

究者が社会経済的観点での環境問題の捉え方を理解し、それを研究にフィードバックさ

せる機会を設ける。 

・社会への貢献：水環境セミナーでは上記のようにタイ汚染制御局や上下水道事業者など

の技術者を招聘し、水環境に関する重要な課題ごとに集中討議の時間を設ける。これに

より研究者が水環境の保全・再生手法の最適化に向けた道筋を明確化できるだけでなく、

行政側に本共同研究の成果を還元することができ、最終年度までに東南アジアの環境行

政の発展に貢献することを狙いとする。 
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８．平成２５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） 

  

参加者数 

  

日本側参加者数        36 名 

（フィリピン）側参加者数        11 名 

（タイ）側参加者数         6 名 

２５年度の研究

交流活動計画 

24 年度に引き続き、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 25 年度においては、近年の洪水氾濫現象等を対象に、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・分析を進

める。また、相手国側の研究者が日本側に滞在し、日本側研究者と共同

しながら、広域降雨観測手法および水文流出モデルの検討を行う。 

主な研究対象地はチャオプラヤ川流域（タイ）、アンガット川流域（フ

ィリピン）、フォン川流域（ベトナム）であり、降雨観測に関しては JAXA

と連携して TRMM や GSMaP などの衛星プロダクトを洪水氾濫現象等に

適用するための手法を開発し、また水文流出モデルにダムモジュールや

氾濫解析モジュールを統合する作業を進めることで、26 年度には河川流

量だけでなく、都市域における浸水・渇水状況を記述・予測することを

目指す。そして、適用される水文流出モデルを基盤とし、東南アジアの

河川の特徴である浮遊物質の輸送プロセスを記述できるモデルの開発に

も着手する。 

さらには、相手国側研究者が日本側研究機関に博士課程学生として入

学する予定であることから、当該研究者も同様の検討を実施する。昨年

度同様、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、さらにタイ王国気象局（RMD）
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やベトナムの自然資源環境省（MONRE）などの環境関連行政当局とも連

携を図りながら研究活動全体の進展を図る。 

 

２５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 

本研究活動を通じて収集されたデータの分析や水文流出モデルによる

解析結果に基づき、既往の水災害を誘発した水文気象現象の特徴やその

要因・影響度についての知見を得ることができ、極端水文現象に対する

都市・流域規模での対応策の検討に有益な成果を得ることができる。ま

た、平成２５年度にはこれまで以上の双方向の研究者交流が予定されて

おり、現地の実情やニーズにより即した水災害の予測・予防や水環境の

保全に役立つ知見が得られる。 
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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

の開発 

（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） 

  

参加者数 

  

日本側参加者数        29 名 

（フィリピン）側参加者数        26 名 

（タイ）側参加者数        13 名 

２５年度の研究

交流活動計画 

経済発展が優先されている東南アジア諸国では、重金属汚染や農薬汚

染、富栄養化（毒性藍藻類の発生）、閉鎖水域での堆砂など数々の水環境

問題を抱えている。本研究グループは、この中でも交流拠点都市（バン

コクとマニラ）での河川・貯水池で深刻な問題となっている重金属汚染

の化学形態や時空間的分布、発生源、下流域負荷、また汚染物質輸送に

及ぼす浮遊物質、重金属、栄養塩などの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。過去２年間、共同研究としてチャオプラ

ヤ川（バンコク）やパッシグ・マリキナ川（マニラ）での重金属調査を

雨季・乾季にて実施した結果、対象とする高濁度河川中の重金属類はそ

の 90%以上が粒状態として存在しているが、特に鉛や銅に関しては逐次

抽出法における溶出可能画分が環境変動（pH や溶存酸素濃度）により溶

出した際に環境基準を超える可能性があることが明らかとなった。すな

わち、東南アジア諸国の高濁度河川では、粒状態重金属の粒状態を含め

た重金属リスク管理が重要となることが示唆された。 

これまでの調査研究から重金属の化学形態やその時空間的な分布に関

する網羅的データが得られている。したがって、今後は重金属の長期的

モニタリングを継続するとともに、発生源解析や下流域負荷量の算定、

また重金属輸送体である浮遊物質そのものの化学的性質の解明などを対

象に共同研究を遂行する。その中で、平成 25 年度は高濁度河川中におけ

る浮遊砂の化学的性質を明らかにすることで、浮遊物質の元素・鉱物組

成や有機物質組成・安定同位体比などに基づいて浮遊砂、さらには浮遊
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砂吸着態重金属の起源解析について研究を行う。 

最終年度には得られる浮遊物質・重金属情報をグループ 1（R-1）で開

発が進められている物質輸送モデルに組込み、流域スケールおよび都市

内のスケールでの汚染物質のモデル化に繋げたいと考えている。また、

アジア諸国では経済発展に伴う、社会・産業構造変化や水インフラスト

ラクチャーの整備・普及率は著しく変化しており、このような社会工学

的情報・知見の収集もグループ 2 を中心として今年度開始する。その上

で、東南アジア諸国における都市水環境そのもののあり方や汚染防止策、

水関連技術の導入効果に関する考察を行う準備を整える。 

これまで同様に、現地野外調査や水質分析、情報・資料収集を実施す

るに当たり、カウンターパートであるカセサート大学ならびにフィリピ

ン大学研究者らの協力を得る一方で、日本側からも積極的に大学院生お

よび研究者を本研究業務のために派遣する。また、日本側の一方的な交

流とならないよう、東京工業大学において相手国側研究者を受け入れる

ことで積極的に共同研究を推進し、共同研究の遂行並びに成果論文の発

表を継続する。 

 

２５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 

本研究では、アジア各主要都市における河川・貯水池で生じている様々

な水環境問題のうち、重金属汚染を切り口として、その実態を調査（長

期的モニタリング）し、将来的な社会構造変化も見据えたうえで、汚染

防止・改善策を提案する。重金属汚染は日本においても古くから社会問

題とされているが、多くの場合汚染状況や生物毒性を濃度というマクロ

な視点から評価しがちである。しかし、本研究では、有害金属類の化学

形態に着目し、多様な水環境変化に伴う金属類の化学形態変化を調査し

その予測モデルを都市・流域レベルで開発するため、よりミクロな視点

から将来の汚染予測・評価をすることが可能となる。具体的には重金属

および浮遊物質に関する発生源や下流域負荷量を推定し、また浮遊物質

と重金属の結合形態の詳細を解明する。これにより、東南アジアに特徴

的な水環境条件を考慮した重金属リスクの定量的評価方法を提示する。

また、このような研究を実施する上で、各都市・流域での汚染源の特定

や流域スケールでの汚染物輸送特性評価、また社会的変化の情報は必要

不可欠であり、このような情報を総括することで最終年度には総合的な

水環境評価手法の提案に発展させたい。 
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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） 

  

参加者数 

  

日本側参加者数        23 名 

（フィリピン）側参加者数        17 名 

（タイ）側参加者数         9 名 

２５年度の研究

交流活動計画 

 平成 25 年度は、23・24 年度において選定し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、地盤調査結果を考慮した、地下

水モデルの構築とそのキャリブレーションを行い、地下水環境の簡易将

来予測の構築を目指す。更に、汚染地下水、浸出水浄化に関する現場パ

イロット試験を継続し、汚染水浄化に影響する要因について検討し、現

場条件に適した簡易浄化法の開発を目指す。 

 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。25 年度は、

フィリピン大学の Dr. Tanchuling が、東工大に 2 カ月滞在し、モデル構築

のための室内試験、数値解析を実施する。また、②Guimaras 島における

地下水の塩分濃度調査を更に進め、その他のデータ（地質、降水量、海

水面変動、等）と併せて GIS に適応し、塩水汚染に対する Vulnerability 

Index の構築を目指す。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、各種パラメータの影

響要因に関する数学モデルの構築を目指す。また、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

いては、24 年度に開始した植生と土壌材を組み合わせた簡易浸出水処理

プラントの処理実験を継続する。また、24 年度に行った地質調査で採取

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
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層としての性能評価を行うと共に、同時に設置した観測井戸のデータ、

更には、処分場の処理条件（特に、浸出水水位）等も考慮して、下部帯

水層の環境評価を行う。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更に

進めるともに、その分析を開始する。⑥タイ東北部の土壌・地下水塩害

評価の為のデータ収集と塩害評価のためのランドサット情報の利用性に

ついて検討を開始する。 

 25 年度は、ベトナムから新たに研究協力者を迎え、自然由来（特に、

砒素）の広域地下水汚染についても研究対象を拡大させる予定である。 

 更に、平成 25 年度は、各国の国や自治体レベルの環境管理者に対して

研究成果を積極的に発信すると共に、管理者がもつ重要データの収集に

も努める。 

２５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・検討を行うことにより重要性の高いデータの蓄積、簡易地下水

環境評価モデルの構築に繋がる。 

 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。 

 上記、廃棄物処分場等の汚染源の環境影響評価とその管理法に関する

研究成果をその施設管理者やその他の環境管理者等のステークホールダ

ーに説明し、その重要性の理解に努める。これらはこれまで埋もれてい

たデータの発掘、更なるデータベースの充実、提案モデルの精度の向上

にも繋がり、更には、研究成果の具体的は実務への適用が期待できる。 
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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）第４回アジア水環境セミナー（アジア研究教育拠点事業、

JSPS, NRCT, ERDT） 

（英文）4rd Seminar on Asian Water Environment (Asian Core Program 

of JSPS, NRCT and ERDT) 

開催期間 平成 25 年 11～12 月の間に 2 日間で開催する予定です 

（開催日は未定） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）タイ、バンコク、会場未定 

（英文）Thailand, Bangkok, Venue to be determined 

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）Suchat Leungprasert, Kasetsart University, Lecturer 

 

参加者数 

A. 18/ 72

B.

A. 7/ 21

B.

A. 15/ 30

B.

A. 40/ 123

B. 0

日本
<人／人日>

フィリピン
<人／人日>

タイ
<人／人日>

合計
<人／人日>

セミナー開催国
（ タイ ）

派遣先

派遣

 

A. 本事業参加者（参加研究者リストの研究者等） 

B. 一般参加者（参加研究者リスト以外の研究者等） 
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セミナー開催の目的 本水環境セミナーにはすべてのワークグループの研究者が参加

し、アジアの代表的な都市における水環境問題や今までの研究成

果を共有する。その上で、共同研究者や他分野の専門家とも議論

し、さらには研究交流活動の運営会議を開催することで、アジア

地域における水環境の保全・再生手法の提案および最適化を示す

研究を充実させ、最終目標へ向けた計画を作成・共有する。 

また、これまでの水環境セミナーでは研究発表を主な活動とし

てきたが、今回は新たな取り組みとしてタイ汚染制御局や上下水

道事業者などの技術者を招聘し、水環境に関する重要な課題ごと

に集中討議の時間を設ける。これにより研究者が水環境の保全・

再生手法の最適化に向けた道筋を明確化できるだけでなく、行政

側に本共同研究の成果を還元することができ、最終年度までに東

南アジアの環境行政の発展に貢献することを狙いとする。 

なお、本セミナーは、AUN/SEED-Net が主催する国際会議「第

６回環境工学に関する 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、研究者ネットワークの更なる充実を図

る。 

 また、3 拠点のコーディネーターを中心とした運営会議はセミナ

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

集まるセミナーのタイミング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、また多

くの研究者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、研究交流 5 年度目に向

けた運営方針や交流計画などを確認・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 本セミナーの開催により以下のような成果が期待される。 

・共同研究の推進 

   本水環境セミナーではアジアの代表的な都市における水環境

問題や今までの研究成果を共有し、共同研究者や他分野の専門家

とも議論することで、アジア地域における水環境の保全・再生手

法の提案および最適化を示す共同研究を充実させ、最終目標へ向

けた計画を作成・共有する。そして、グループごとのワークショ

ップの時間も設けることで、日本側でも研究者を受け入れる計画

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、運営委員会には大学院生も含む若手研究者も参加させ、最終

成果を見据えて運営方針や交流計画などを確認・検討すると同時

に、国際学術誌で特集号を組むために論文リストや査読編集体制

を検討し、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。 

・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、関連する国際会

議と合同開催とするため、若手研究者が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となる。また、

環境行政に従事する技術者を招聘し、水環境に関する重要な課題

ごとに集中討議の時間を設けることで、若手研究者が社会経済的

観点での環境問題の捉え方を理解し、それを研究にフィードバッ

クさせる機会を設ける。 

セミナーの運営組織 現地開催責任者である Suchat Leungprasert を中心に、東京工

業大学やフィリピン大学の研究者がサポートすることで、会場や

プログラムの計画・準備を行う。なお、本セミナーは国際会議「第

６回環境工学に関する ASEAN 地域会議」と合同開催とするため、

この地域会議の開催委員会との調整を Suchat Leungprasert と吉

村が行う。このシンポジウムは AUN/SEED-Net の主催で開催さ

れる国際会議であり、タイやフィリピン以外の東南アジア各国か

らの多数の研究者の参加が見込まれている。なお、セミナーの学

術的内容（プログラムや分科会の開催など）については、各拠点

大学のグループリーダーが中心となって立案し、現地スタッフと

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 

   その他         金額     300,000 円 

               合計   2,300,000 円 
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（フィリピ

ン）側 

内容 外国旅費        金額  240,000 円 

               

（タイ）側 内容 会議費         金額  200,000 円 

   国内旅費        金額    10,000 円 

               合計  210,000 円               

 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

今年度には研究者交流は予定していません 

 

 

９．平成２５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 

日本
<人／人日>

12/ 69 ( 0/ 0 ) 33/ 187 ( 0/ 0 ) 45/ 256 ( 0/ 0 )

フィリピン
<人／人日>

0/ 0 ( 3/ 70 ) 0/ 0 ( 7/ 21 ) 0/ 0 ( 10/ 91 )

タイ
<人／人日>

0/ 0 ( 5/ 68 ) 0/ 0 ( 0/ 0 ) 0/ 0 ( 5/ 68 )

合計
<人／人日>

0/ 0 ( 8/ 138 ) 12/ 69 ( 0/ 0 ) 33/ 187 ( 7/ 21 ) 45/ 256 ( 15/ 159 )

タイ
<人／人日>

日本
<人／人日>

フィリピン
<人／人日>

合計
<人／人日>

派遣先

派遣

 

 

※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２５年度経費使用見込み額 

（単位 円） 

経費内訳 金額 備考

国内旅費 150,000

外国旅費 7,340,000

謝金 150,000

備品・消耗品
購入費

1,320,000

その他の経費 940,000

外国旅費・謝
金等に係る消
費税

0

計 9,900,000
研究交流経費配分額以内であ
ること。

990,000

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。

10,890,000

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。

研究交流経費

合　　計

業務委託手数料

 

 

 

 


