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要約 

 

フィリピンは，東南アジア諸国の中で天然資源の採取や都市への人口，産業の集中が急速進み，水循

環･大気循環の破壊，土壌汚染等の深刻な環境破壊をもたらしており，現在及び将来の地域，都市，更

には地球環境の変動に大きな悪影響を及ぼしている．これらの環境問題の解決には，秩序ある都市開発

や，環境低負荷型のインフラ整備などに関する研究が必要であり，我が国に対してこれらの共同研究が

求められている． 

本拠点大学交流では，｢環境工学｣でも特に国土，都市の開発に伴うインフラ整備と環境との調和を主

テーマとして共同研究を実施した．環境工学の分野は地球規模の環境からオフィスや工場などの室内環

境まで極めて広いが，本研究が目的とする環境とインフラ整備との調和がほとんど手付かずの分野である．

この分野に関しては環境面からみて，社会資本整備のいろいろなステージが進行しつつあるフィリピンや

タイの研究者と共同することによって，その実証的な研究が可能となる．国土規模，地域規模，都市規模

の環境については，自然環境やさまざまなレベルでの開発行為が複雑に絡み合っている．環境との調和

を考えない開発がどのような結果を生み出すかは例を引くまでもない．我が国を含むアジア圏の今後の

発展での火急の課題である｢環境と調和したインフラ整備｣を目的とした環境工学の確立には，広い分野

の研究者が協力し合い，広い視野にたった総合的な研究が不可欠である． 

本研究は，①水･大気の循環と環境，②都市開発と環境制御，③環境外力と基盤施設の安全性，④環

境低負荷型のインフラ整備，および⑤環境とインフラ整備の調和の５課題に分けて実施した． 

 

本交流事業では相手国からの日本への派遣研究者が，短期でも約 3 ヶ月，長期の場合約 10 ヶ月間滞

在し，受け入れ研究者とともに実質的な共同研究を行い，その成果を毎年研究報告者の形でまとめた．

これと併せて，多くの研究者が日本から研究サイトがある相手国（フィリピン，タイ）に派遣された．研究交

流を通してフィリピン，タイと日本の研究者間で良好な協力体制が確立され，それに基づいた共同研究を

進めることができた．各研究テーマに関するセミナー，環境工学全般に関するシンポジウムを定期的に開

き，研究協力者のみならず，関連する機関のエンジニアを含めた多くのステークホールダーに対して，拠

点交流事業の成果を発表し，それに関する議論の中から研究の方向づけを行ったことも本拠点事業の

大きな特徴である． 

上記①～④の研究課題の研究を通して，インフラ整備と関連する環境問題の正確な評価のためには

モニタリング，そこから得られるデータの解析が必要不可欠であり，そのためには関連する科学技術の応

用が極めて重要な役割を果たすこことを，アジア地域における多くの事例研究より明らかにした．環境問

題への対応は，政策決定者，研究者，教育者，学協会，コミュニティー等のすべてのステークホールダー

の参加によってなされるべきであり，環境と調和した持続可能な発展のためのインフラ整備に各ステーク

ホールダーの期待される役割を本研究の成果として取りまとめた． 

 

 

 



 

Environmental Engineering  
(Environmental Issues Related to Infrastructure Development in Asia) 

Environment is the most important key word—politically，  economically，  socially，
scientifically，and technically—for everybody living on earth in the twenty-first century． 
Sustainability is the most promising strategic concept of global efforts for the survival of 
humankind as well as of every living creature． The natural environment and the various 
levels of development in the global-，  regional-，  and city-scale are intertwined in a 
complicated manner． Development efforts that disregard environmental issues bring about 
undesirable results and fatal impacts on our future．  

This research project focuses on the balance and harmony between the environment and 
infrastructure improvement/upgrade needed for national and urban development． This is a 
wide field and would involve an interdisciplinary approach and a wide， general and holistic 
study is essential． This new research field is indispensable and is urgently needed for the 
further development in Asia， the world’s most dynamic and diverse region， having the 
largest population and having undergone fastest urbanization， entailing a considerable 
demand for infrastructure development． Yet， Asia is the region that is most vulnerable to 
natural disasters such as typhoons and earthquakes． Environmental sustainability in 
harmony with infrastructure development is therefore the biggest challenge for the Asian 
region as well as for civil and environmental engineers． 
 

The collaborative researchs were conducted by the following four sub-groups（S-1，2，3，4）
in the first seven years (1999-2005) of this project． The principal research subjects are as 
follows． 
S-1: Atmospheric Circulation of Water and Environmental Problems， such as the movement 
of pollutants in fluid bodies， soil and ground water contamination． 
S-2: Urban Development and Environmental Control， such as over-congested transportation 
and air pollution problems， strategy and planning for urban facilities． 
S-3: Environmental Factors and the Safely/Stability of Foundation and Support Structures， 
such as seismic design of structures， liquefaction of weak reclaimed land．  
S-4: Infrastructure Maintenance/Upgrade for Minimal Environmental Impact，  such as 
retrofit of existing infrastructures， use of non-traditional resources． 
 

This JSPS core university program was based on the research oriented exchange of 
researchers． The exchange researchers from Philippines and Thiland either stayed for 1-3 
months (short stay) or 9-10 months (long stay)． Japanese researchers also visited either 



Philippines or Thailand to carry out the research at the field where actual environmental 
problems are emerging． Through collaborative researches， discussion in the iner-subgroup 
seminars and communication and discussion with related stakeholder， from local community 
workers to decision makers．   
 

To achive the final goal of the program “Balance/Harmony between the Environment and 
Infrastructure Maintenance/Upgrade” by integrating all the results obtained by forgoing 4 
groups， Sub-group 5 started its acitibity from the last there years (2006-2008)． Message 
from S-5 as civil and environmental engineers is conveyed to a wide range of stakeholder such 
as decision makers， scientists and engineers， educators， learned socities， and local 
communit，  by demonstrating civil and environmental engineering views on available 
technical methodologies，  and by illustrating several case histories of infrastructure 
development in harmony with the environment in which we have been involved． 
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