
 

拠点大学交流事業  

平成２０年度 実施計画書  
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 大 学 ： 東京工業大学 
（フィリピン）拠点大学： フィリピン大学 

 
２．交流分野・研究テーマ 
（和文）：環境工学・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         

（英文）：Environmental Engineering・ Environmental Issues Related to Infrastructure 
    Development 
   交流課題に係るホームページ：http://www.cv.titech.ac.jp/~jsps/index.html                         
 
３．開始年度 
  平成 11 年度（10 年度目） 
 
 
４．実施組織 
日本側実施組織 
     拠点大学：東京工業大学 
  実施組織代表者：伊賀健一・東京工業大学・学長 
 コーディネーター：日下部治・東京工業大学・大学院理工学研究科教授 
     協力大学：北海道大学、室蘭工業大学、東北大学、宇都宮大学、筑波大学、 

千葉大学、埼玉大学、東京大学、首都大学東京、東京海洋大学、 
一橋大学、横浜国立大学、山梨大学、長岡技術科学大学、 
名古屋大学、岐阜大学、福井大学、京都大学、大阪大学、神戸大学、 
岡山大学、広島大学、鳥取大学、香川大学、愛媛大学、 
高知工科大学、山口大学、九州工業大学、佐賀大学、長崎大学、 
熊本大学、琉球大学、芝浦工業大学、政策研究大学院大学、 
東海大学、東京工科大学、東京理科大学、東京電機大学、東洋大学、 
日本大学、武藏工業大学、明星大学、立命館大学 

     事務組織：東京工業大学学務部留学生課 
 
相手国側実施組織（拠点大学名・協力大学名は、和英併記願います。） 
    拠点大学：（英文）University of the Philippines 
          （和文）フィリピン大学 
  実施組織代表者：（英文）Dr. Emerlinda R. Román, President, 

 University of the Philippines 
コーディネーター：（英文）Dr. Ricardo Sigua, Professor, Department of  

Civil Engineering, University of the Philippines 
     協力大学：（英文）De La Salle University, Technological University of the  

Philippines, University of San Carlos, Polytechnic 
University of the Philippines, University of Northern  
Philippines, Mapua Institute of Technology, Central 



 

Luzon State University, Xavier University, University of 
St. Tomas, Adamson University, St. Louis University,  
Ateneo-de Naga University, Mindanao State University, 
Far Eastern University, University of Negros Occidental 
Recoletos, West Negros College, 

          （和文）デラサール大学、フィリピン工科大学、サンカルロス大学、 
      フィリピン工芸大学、北フィリピン大学、マプア工業大学、 

セントラルルソン州立大学、ザビエル大学、聖トーマス大学、 
アダムソン大学、聖ルイス大学、アテネオデナガオ大学、 
ミンダナオ州立大学、ファーイースタン大学 
ネグロス西洋大学、西ネグロス大学、 

 
５．拠点大学交流としての全期間を通じた研究交流目標 

近年環境に配慮した開発の必要性は、特に都市を含む地域レベルで顕著なものとなって

おり、我が国においても、廃棄物処理や排気ガスの問題は切実さを増している。しかし、

これまでの環境工学分野における研究は、地球温暖化などの地球規模の問題に関するもの

が多く、早急な対策が求められる都市地域レベルでの研究は、未だ十分には行われていな

い。 
マニラ都市圏をはじめとするアジアの多くの大都市圏では、急激な開発が短期間に必要

な規制もなく行われたため、大気汚染、土壌汚染、都市生活廃水、産業廃棄物の処理、森

林減少による洪水等、地域的な環境問題が全て凝縮する形で露呈してきている。フィリピ

ン、タイ国など東南アジア諸国と、我が国のインフラ整備、社会経済状況は大きく異なり、

これらの国の国土、都市域は、アジアの都市地域における環境と調和したインフラ整備の

発展モデルを構築するための研究対象としては最適であると考えられる。 
このため、地域開発に密着した環境技術研究に多くの実績があり、共同研究や JICA、

JSPS 等の諸事業を通じてフィリピンなど東南アジア諸国の地域環境問題やインフラ整備

問題に積極的に関与してきた東京工業大学と、同地域の環境工学研究において主導的地位

にあるフィリピン大学を拠点大学として、共同研究を実施するものである。 
本拠点大学交流では、「水・大気の循環と環境」「都市開発と環境制御」「環境外力と基盤

施設の安全性」「環境低負担型のインフラ整備」及び「環境とインフラ整備の調和」の５つ

の観点を有機的に組み合わせた、総合的な都市地域インフラ整備のモデルを構築する。ま

た、他の都市地域での応用に供するため、インフラ整備モデルから導き出される環境保全

技術、地域及び都市開発システムの確立と汎用化を目指すものであり、これらの成果は今

後我が国の都市開発のビジョンづくりに大きく貢献するものと考えられる。更には、この

共同研究はアジア地域における「環境と調和した持続可能な発展」のための研究、教育ネ

ットワーク構築にも大きく貢献するものと期待される。 
 
６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況  
６－１ 共同研究 

 本プロジェクトでは、相手国から毎年 10 名前後の若手研究者を招聘し、日本側参加者の

研究室に長期間滞在し、４つの研究課題に関連した実質的な研究を行い、その結果を論文

形式の報告書の結果としてまとめ、本プロジェクト Home page(URL、2.参照)に掲載してあ

る。平成１９年度までの９年間に招聘された研究者は延べ 101 名（内、フィリピンから 80

名、タイから 21 名）また、日本側からも毎年 30 名近い研究者をフィリピン、タイに派遣

し、個々の研究テーマに関する実質的な研究活動を含めた、研究交流を進めている。その
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結果、個々研究課題、或いはその中でのサブテーマに関する研究に関しては着実な成果の

蓄積がなされており、それぞれの総括レポートが 2006 年 12 月に開催された「社会資本整

備と環境に関するシンポジウム（SIDE2006）」で報告された。以下は、共同研究によって

得られた研究テーマ毎の成果の概要である。 

 
（G-1）【沿岸環境ならびに海・陸・大気統合型広域環境システム関係】 
 汚染が深刻なマニラ湾やラグーナ湖の環境に関して，それらを取り巻く周辺流域を統合

した環境システムについての共同研究プロジェクトを立ち上げ，科学研究費補助金(基盤研

究(B):平成 13-14 年度)を得ることにより、フィリピン側の大学や政府機関の研究者と共同

で，さまざまな現地調査を実施することができた。これらの現地観測に加えて，マニラ湾，

ラグーナ湖それぞれに関して流動等の物理環境や水質環境についての数値シミュレーショ

ン解析や周辺流域からの環境負荷評価モデル開発，衛星モニタリング画像解析手法の開発

等を進めてきており，プロジェクトの最終プロダクトの一つとして，これらを統合した，「マ

ニラ湾－ラグーナ湖－周辺流域」統合環境システム数値解析モデルへと発展させていく予

定である． 
フィリピンの沿岸域について，フィリピンの大学研究者や政府･地方自治体の関係者との

共同で，背後流域を含めた「サンゴ礁－藻場－干潟－マングローブ」統合沿岸生態系につ

いての研究として，科学研究費補助金(基盤研究A(1):平成 15-17年度，基盤研究A:平成18-20
年度)を得，パラワン島及びミンドロ島、ルソン島沿岸域を対象としてさまざまな現地調査

を実施してきている。衛星画像解析手法の開発、物理・水質環境に関する調査や地元コミ

ュニティーに関する社会・経済的な調査、さらに，関連する数値シミュレーション解析，

衛星リモートセンシング画像解析等により，同地域の水環境や沿岸生態系の劣化の定量的

要因分析を行うとともに，その保全・再生策に関わる科学的な観点からの提言を行うべく，

これまで２回，地元の様々なステークホルダーからなる現地ワークショップを開催してい

る．さらに，フィリピンにおける主要漁種の一つであるミルクフィッシュの養殖がさかん

なルソン島北西部のボリナオにおいて，過剰な養殖がサンゴ礁を含む周辺沿岸生態系に与

える影響やミルクフィッシュ大量死の原因構造解明のめに，UPD・海洋科学研究所（MSI）

のグループとの共同で，同海域の物理・水質環境に関する総合的な現地観測を行っている． 
（G-１）【河川･水資源環境関係】 

1991 年ピナツボ火山噴火堆積物による泥流災害対策のために，泥流の氾濫堆積範囲を精

度良く推定する数値モデルの開発を行っている。そこで，泥流の２次元氾濫モデルを構築

し，ピナツボ火山地域に適用し、適切な地形情報を与えることによって氾濫泥流を再現可

能であることを示し、メガダイク内部での流れ・土砂輸送に関する数値解析を実施した。

平成 17 年度からは火山灰の堆積域である Pasac Delta 地域での流路網、土砂輸送に関する

数値解析モデルの開発を実施している．現在，既に開発されている Pasac Delta 流路網に

おける流れ場の解析モデルについて、土砂輸送の解析が行えるようモデルを拡張中である． 
（G-１）【地盤環境関係】 

これまでにフィリピンの 11 およびタイの 3 つの廃棄物処分場を訪問し、その実態につい

て調べ、浸出水、大気、地下水の長期モニタリング，ならびに処分場由来の有害物質の調

査を含めた処分場の維持管理策と環境負荷削減策，跡地利用に関する研究計画を策定した。

平成 17 年度よりタイのノンタブリ県サイノイ処分場において、ボーリング調査、観測井戸

の設置、観測を実施し、更に、平成 18 年度に行った追加ボーリング、観測井戸を用いて、

長期モニタリングも開始した。また、平成 19 年度は、マニラ首都圏最大のパヤタス処分場

に関するワークショップを開催し、処分場に係わる関係者の共通の課題とその解決のため

の施策について議論を行った。更にサイノイ処分場と同様なモニタリングを行うためパヤ
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タス処分場でもボーリングと観測井戸の設置を行った。これら処分場におけるモニタリン

グ結果を利用し、処分場内に大量に存在する高濃度の浸出水等の汚染源の管理、処分方法

といった処分場の環境影響評価、跡地管理等の施策に資する提言を目指す。 
（G-１）【大気環境関係】 
平成 18 年度は東工大・森脇が，DSLU の D.Terante 助教授および M.C.L. Castillo 講師を

訪問し，都市気象用に開発した Large Eddy Simulation モデル(LES-CITY)のメトロマニラ

への応用について研究を進めた。その内容は、(1) 両教官に依頼しているメトロマニラ地

区の詳細な建物３Ｄデータの取得状況について話し合い、平成 19 年度に東工大の超並列グ

リッドコンピュータ（TSUBAME）でメトロマニラの建物情報を取り込んだ現実的な大気境界

層のシミュレーションを試みた。(2) シミュレーションを行う際の気象条件の選定、計算

対象領域は両国の間で相談の上決定した。(3)そのための準備として TSUBAME において気象

モデルのベンチマークテストを行った。 

（G-２）【都市開発と環境制御】 
本交流により複数の共同研究がフィリピン・日本間で開始され, 平成15年度までの共同

研究にて両国の相違を踏まえた意見交換と研究推進を図ってきた。特に、平成11年より毎

年行っているResearch Group 2(RG2)に関するセミナーを通して、或いはわが国に研究滞在

した若手招聘研究者が，進んだ研究環境やさらに日本の交通・都市システムにじかに触れ

議論をし，研究遂行に当っている。特に，RG2の研究対象領域が都市の交通環境や都市成長

管理に関する内容であることから，両国相互の都市･交通システムを調査する意義は大きい。 

さらに，平成16年度には，新たに加わったタイ国の研究グループとの共同研究を開始し

始め、本研究グループの研究活動もさらに多面的なものとなっており，二国間から，アジ

ア全体の都市開発と環境抑制を視野に収めたものへと展開しつつある．平成17年4月にスー

ビック（フィリピン）において，日本，フィリピン，タイの3カ国によるワークショップを

実施し、RG２の研究活動の具体的進展を目指して，以下の４つの具体的研究テーマに対応

した４つのサブ・グループが構成され，それぞれの研究テーマの内容，ならびに，その推

進方法について集中的な議論を行った． 
・環境政策と規制（Environmental Policy and Regulations） 
・都市開発と環境マネジメント（Urban Development and Environmental Management） 
・廃棄物マネジメント（Waste Materials Management） 
・貨物輸送（Freight Transportation）        

その後４研究テーマに従事する研究者の交流を通じて，「廃棄物マネジメント」を「都市

開発と環境マネジメント」に取り組む形で整理し、３つのテーマの研究の進展を図り、研

究成果の最終取りまとめに向けた共同作業を進めている。また、平成 19 年 12 月には、

Tagaytay City にて、最終の研究のとりまとめに向けた発表、出版の方針について、３ヶ国

からの参加者が集まり、議論を行い、最終の共同研究を進めているところである。 

（G-３）【環境外力と基盤施設の安全性】 
Research group 3(RG3)は、環境外力に対する社会基盤の安全性の確保に関して、 

・構造や地盤の災害のモデル化や解析評価のための新たな解析手法の導入、 

・修復をされた損傷を受けた橋脚の挙動検証実験、 
・免震工法の適用、 
・地盤の動的境界問題を解く解析アルゴリズムの開発と適用 

このようなテーマについての研究交流、意見交換を行ってきた。 

アジア地域における基盤施設が、地震・豪雨といった災害時においても安定的にその機

能を発揮し続けるために、安全性・経済性・持続可能性を確保する必要がある。この目的

に沿って、問題に対する思慮深い解決法を発見してゆくという研究上の努力を、アジア諸
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国において具体的・社会的な成果に結びつけてゆくためには、研究成果の情報交換だけで

なく、一般市民に対する広報活動の重要性が高まってきている。 

環境外力と基盤施設の安全性に加え、建設資材と建設エネルギーの節減と再利用・災害

時発生廃材の低減といった新しい視点からの問題解決を促進するためにセミナーを実施し、

平成 16 年度から加わったタイ国における研究者の参加を得て、ワークショップの場で 2国

から 3国へと広がった研究者の相互情報交換を進めてきた。 

また、平成 16 年秋に発生したスマトラ沖地震にともなうインド洋沿岸各地における巨大

津波による史上稀有な被災からの復旧対策ならびに防災・減災対策に関する共同研究の必

要性がひろく認識されており、環太平洋地震地帯に位置する東南アジア地域での共通の課

題として共同研究の実施が急務とされている。このため、従来からの研究成果の発表・情

報交換に加えて、市民啓発を目的としたフォト・アーカイブの制作ならびに地震・津波に

対する防災・減災に関する共同研究の拡大・深化を進めている。 
（G-4）【産業副産物や天然未使用資源の有効利用】 
火力発電所から排出される石炭灰や鉄鋼スラグ、脱穀した後のもみ殻灰，製紙工場から

排出されるペーパースラッジ灰等の様々な産業副産物や再生粗骨材及び天然未使用資源で

あるピナツボ骨材を，粗骨材や細骨材として練り混ぜたコンクリートの力学特性を明らか

にし，建設材料としての有効性を検討した．その結果，例えば，同じ石炭灰でも日本，フ

ィリピン，タイの各国において成分や粒度の違いがコンクリートの力学特性に及ぼす影響

が異なることを明らかにしている． 
（G-4）【社会基盤構造物の耐久性と維持管理】 
この研究課題は，(a)社会基盤構造物の耐久性に関する研究，(b)構造物と材料のモニタリ

ング技術に関する研究，(c)構造物のレトロフィッティング技術に大きく分類できる． 
(a)に関しては，拡張格子モデル解析による腐食損傷を受けた鉄筋コンクリート部材の残

存耐力評価，コンクリートの耐久性に及ぼす温度の影響，コンクリート材料における塩化

物イオンの拡散現象の温度依存性，コンクリート内の ITZ 微小領域の力学特性など，主に，

コンクリート材料の耐久性に関する基礎的研究に加え，海洋環境条件での鋼板の腐食特性，

ジオポリマーの微小構造とマクロ力学特性の関係，タイにおける鉄筋コンクリート橋の劣

化特性とコンクリート強度のサンプル調査，タイ並びにフィリピンにおける耐候性鋼の腐

食に関する暴露試験など，各国の環境条件が構造物の耐久性に及ぼす影響を検討している．  
(b)に関しては，交通荷重のモニタリングならびに非破壊検査などの要素技術に関する研

究が行われている．過大な交通荷重は構造物の損傷の原因となることから，大型トラック

などの重量を適切にモニタリングする必要がある．このために，Weigh-In-Motion 法によ

る車両重量の簡易推定手法を開発し、フィリピン国内の鋼橋を対象に，応力測定を実施し

た．非破壊検査では，プレストレストコンクリート中の PC 鋼材の位置やグラウト充填度を

評価する非破壊試験方法を開発するとともに，鋼構造物内の欠陥評価を目的とした高精度

なアレイ超音波探傷技術を用いた欠陥イメージング手法及び非線形超音波を利用したコン

クリート材料の損傷評価法に関する研究を進めている． 
(c)に関しては，建設材料の修復改良に関わる研究として，新しい電気化学的地盤改良手

法の有効性を検討している． 
以上の通り、G-4 では，日本、フィリピン、タイの三カ国のそれぞれにおいて建設材料及

び構造部材に関する基礎研究を進めるとともに，地域に特有の材料と環境条件を考慮した

応用研究を実施している． 
 

６―２ セミナー 

これまでに研究グループ単位のセミナー、ワークショップが計 17 回（RG1:５回、RG2:
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５回、RG3:６回、RG4:１回）開催した。これらに関しては、本プログラムの home page
にそれぞれの詳細が掲載されている。また、中間年において全体シンポジウム「社会基盤

開発に関連した環境問題に関するシンポジウム」（2003 年 8 月）を開催した。この 全体シ

ンポジウムではサブテーマに関するテクニカルセッション、これらに関する４研究グルー

プのプログレスレポートと社会資本整備に関連した環境問題に関する各国の取り組み、本

研究プログラムの評価と今後の方向性に関するパネルディスカッションが実施された。そ

の詳細は、プロシーディングと中間報告書に記載されている。更に、2006 年には２回目の

全体シンポジウム「社会資本整備と環境に関するシンポジウム（SIDE2006）」を開催した。

このシンポジウムでは、４つの研究グループごとの研究成果の総括がレポートの形でまと

められ、これによって本プロジェクトに参加するすべての研究者の間で成果を共有するこ

とができた。更に、各研究グループで行われている個々の専門的な研究成果を多くの関係

者に発信することで、極めて有効な研究交流、情報交換の場を提供できた。これらによっ

て、本拠点大学交流の最終目的である「環境と調和したインフラ整備」のモデルの提案に

向けて、各研究グループの最終的な成果、その有機的な結合のための方向付けを行うこと

ができた。特に、このシンポジウムでは、共同研究の成果が数多く報告され、更に本プロ

グラムの研究者招聘、派遣等の交流活動に参加してきた日本、フィリピン、タイの若手研

究者がセッションチェアマン等を務め、討議をリードした。これらからも本プログラムに

よる人材育成と新たな人的ネットワークの形成を確認できる。 
 

６－３ 研究者交流 

本研究では、5．で挙げた５つの観点（サブテーマ）を取り上げ、それぞれに日本、フィ

リピン、並びにタイ国から研究者が参加した研究グループを組織している。（尚、課題５に

ついては、平成 18 年度から実質的な活動を開始した。）更に、課題毎に数個の研究分野に

ついてグループを作り、具体的な調査、研究、セミナー等の研究活動を行ってきた。フィ

リピン及びタイにおける各サブグループの活動に参加した日本側からの派遣研究者の合計

は、延べでそれぞれ 250 名と 56 名である。 
これまで１から 5 の研究課題に関連した研究交流として、フィリピン側よりの招聘研究

者を特に若手研究者を中心に、当該者の研究分野を精査することにより選定し、毎年長期

（10 ヶ月程度）、短期（３ヶ月以内）２種の滞在期間で日本の拠点大学、協力大学で受入れ

てきた。平成 19 年度までに受け入れた招聘研究者の合計は、短期招聘者が 100 名（内タイ

から 20 名）、長期招聘者が８名（内、タイから２名）である。これに加えて、これまでに

計９名（全てフィリピン）の博士奨学生も受け入れている。招聘研究者、博士奨学生とも

本研究活動に中心的な存在となって取り組んでおり、研究成果に加えて、フィリピン側の

若手研究者の育成においても本研究が大いに貢献している。 
 
７．平成２０年度の研究交流目標 
 平成 18 年度から研究グループ５をスタートさせ、昨年度最終報告に向けた具体的な方策

について議論した。その結果、６．で記した①これまでの研究成果を最終目標である「環

境と調和したインフラ整備」モデルの提案に結び付け、それを本、CDの形でまとめ、10ｐ
程度の提案書、２ｐ程度のパンフレットを作成し、関連機関に配布し、その発表の場とし

て国際シンポジウムを開催することになった。したがって、今年度の一番の目標は、この

最終成果物の作成とその公開である。 
 各研究グループともタイからの協力研究者が加わったことにより、この 3 年間で共同研

究の範囲が広がり、更なる進展を見せている。②それぞれのグループの本年度の研究概要、

課題、計画は８．１０．に記されており、今年度の各共同研究の目的は各グループが最終
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目標である「環境と調和したインフラ整備」を念頭に置いてこれまでの研究成果を取りま

とめて報告し、すべてのグループが共通の目的のもと新たな研究の進展を図ることである。 
 今年度開催予定の２つのセミナーも、上記目標を強く意識したプログラムとなっており、

③万全な準備により、目的にあった形でセミナーを成功させることも本年度の大きな目標

の一つである。 
 
８．平成２０年度の研究交流の概要 
８－１ 共同研究 
本研究では「環境工学」の中で、特に国土、都市の開発に伴うインフラ整備と環境との

調和を主な目的している。ここでの目的であるインフラ整備と環境との調和は、重要であ

るにもかかわらずほとんど手付かずの分野であり、社会資本整備のいろいろな段階が進行

しつつあるフィリピンと日本の研究者の他、日本とフィリピンの中間的な経済発展、イン

フラ整備状況にあるタイ国の研究者も加わった共同研究によって効率的になしえる研究で

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ている。このうち、⑤については①から④までの成果がある程度見え

てから開始することとし、平成１６年度は⑤の概略の工程について議論をし、それを受け

て平成１７年度から各研究グループ内で⑤に向けた議論がなされ、平成 1８年度より実質的

に活動をスタートした。尚、後半５年間において、①～④の各研究課題には以下に示すよ

うにおのおの数個の小課題があり、最終年度である２０年度は、継続的な研究活動を進め

つつ１９年度までの調査、実測、実験等の研究活動のとりまとめを行う。個々の分野の研

究活動の予定については、 
 
グループ１：水・大気の循環と環境 
① 沿岸環境ならびに海・陸・大気統合型広域環境システム、 
② 河川・水資源環境関係、 
③ 地盤環境関係（主として廃棄物処分場の環境影響評価と管理） 
④ 大気環境、 

グループ２：都市開発と環境制御 
① 環境政策と規制 
② 都市開発と環境マネジメント 
③ 貨物輸送 
④ 廃棄物マネジメント 

グループ３：環境外力と基盤施設の安全性 
① 構造や地盤の災害のモデル化や解析評価のための新たな解析手法の導入、 

② 修復をされた損傷を受けた橋脚の挙動検証実験、 
③ 免震工法の適用、 
④ 地盤の動的境界問題を解く解析アルゴリズムの開発と適用 
⑤ 津波災害に関する研究 

グループ４：環境低負荷型の社会基盤整備 
① 産業副産物や天然未使用資源の有効利用 
② 社会基盤構造物の耐久性と維持管理 

 
 具体的な共同研究内容、日本側派遣予定、相手国派遣予定は各サブグループの実施計画

（10.）に記載してある。本研究においては、日本とフィリピンの中間的なインフラ整備状
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況にある第三国の現状分析が不可欠であることから、効率的に研究を進めるために研究打

合せ及び共同研究の一部を当該第三国（タイ）において実施予定である。 
 

８－２ セミナー 
平成 18 年度は２回目の全体シンポジウムを実施し、各研究グループがそれぞれの研究成

果のとりまとめを「環境と調和したインフラ整備」を念頭において報告し、すべてのグル

ープで共通の方向性と目的の共有を図った。平成 19 年度は、研究成果の実問題へのインプ

リメンテーションを目的としたグループ毎のセミナーを実施した。最終年度である平成２

０年度は、以下に示す、グループセミナー１つと、本プログラムの成果の普及を目指した

全体セミナーひとつを開催する予定である。 
S-1「熱帯沿岸域管理のための統合意志決定支援システムの利用に関するワークショップ」 
S-2「環境工学に関する国際シンポジウム－環境と調和した持続可能なインフラ整備―」 

  
 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 
本プロジェクトの前半の 5年間は毎年 12 月に開催する運営委員会において各研究グルー

プの研究の進捗状況や次年度の計画、招聘研究員および派遣研究員の検討等を行ってきた

が、平成 16 年度よりタイ国から多くの協力研究者が参加し、参加３国間、各グループ間の

より緊密な連携が必要となった。そのために、日本、フィリピン、タイのそれぞれのコー

ディネーターおよびセクレタリーからなるコーディネーター会議を年２回開催し、プロジ

ェクト全体の運営について議論し、運営委員会へ提出する原案作りを行っている。この新

体制により、研究者交流、共同研究に関する事前調整、連絡がよりスムーズに行えるよう

になった。平成 20 年度においても 12 月に運営委員会をバンコクで開催し、これをはさむ

時期（8月と 3月を予定）でコーディネーター会議を２回開催する。 
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９．平成２０年度交流人数・人日数総表 
９－１ 相手国との交流計画 

（単位：人／人日） 

    派遣先 

派遣元 

日本 

（JSPS） 

フィリピン

（DOST）
タイ   合計 

日本（JSPS）  27/116 26/130   53/246 

フィリピン

（DOST） 
11/298  6/30   17/328 

タイ 7/264 10/44    17/308 

       

       

合計 18/562 37/160 32/160   87/882 

      

 

※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。） 

 

 

９－２ 国内での交流計画 

 0 ／ 0 （人／人日） 
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