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1 学堂 GES1 大型 アジア・メガシテイにおける環境汚染によるリスクの評価
とマネジメント

藤井滋穂 藤井・伊藤・・・・藤川

2 学堂 GES2 大型 廃棄物処分場の社会基盤施設としての適正設計・修復と資
源活用に関する研究

勝見武 勝見・乾……….

3 学堂 GES3 大型 アジアの都市における気候変動と災害軽減に関する研究 ショウ・ラジブ ラジブ……….

4 学堂 GES4 中規模 東アジアメガシティにおける健全大気環境構築のための政
策提言

松下和夫 松下・小畑・松本…

5 学堂 GES5 中規模 蘚苔類を用いた都市環境指標植物の開発と住民参加型モ
ニタリング

森本幸裕 森本……

6 学堂 GES6 中規模 衛星データおよび作物モデルを用いた食糧生産と水利用
の監視と予測

須崎純一 須崎・田村…

7 学堂 GES7 中規模 ベトナムの歴史的居住区における都市化影響に関する研究 小林正美 小林正美・小林広英…….

8 学堂 GES8 若手 下水および液状・固形有機性廃棄物の連携処理・循環に
よる健全な水・衛生システムの関する研究

原田英典 原田英典

9 学堂 GES9 若手 アジア･メガシティにおける住民参加型環境改善手法の開
発

吉積巳貴 吉積

10 健康 H2 大型 アジア・メガシテイにおける環境汚染によるリスクの評価
とマネジメント

田中宏明 田中・清水・津野・西村・山下・松
岡・米田・倉田・酒井・・・

11 健康 G3 中規模 マレーシアにおける低炭素社会シナリオと融合した人間
安全保障の確立に関する研究

倉田学児 倉田、河瀬、松岡

12 健康 G4 中規模 オープンダンピングからの回避を核とした廃棄物管理シナ
リオ

平井康宏 平井・酒井・浅利

13 健康 H5 中規模 騒音の健康影響に関する疫学研究 松井利仁 松井、（内山）
14 健康 H6 若手 アジア･メガシティにおける極微量元素動態評価 中山亜紀 中山・米田・・

15 健康 H７ 若手 中国南部都市における膜処理を中心とした統合的水処理
技術の開発

水野忠雄 水野

16 健康 H8 若手 アジア圏埋立地から排出される温暖化ガス対策と有害物
質リスク管理枠組みの構築

朱芬芬 朱・大下・森澤・高岡・水野

17 土木 Ｇ１ 重点 アジア都市ガバナンス 小林潔司 小林潔司（責），川崎雅史

18 土木 ＧS11 中規模 Social Capital計測のためのつきあい調査方法論に関する
研究

松島格也 松島格也（提・責）

19 土木 ＧS12 若手
比較制度分析アプローチによるアジア・メガシティの電
力及び水資源供給産業の制度的構造と脆弱性に関する研
究

大西正光 大西正光（提・責）

20 土木 ＧS13 若手 安全、快適、健康からみたアジアメガシティの都市空間の
再配分

大庭哲治 大庭哲治、松中亮治

21 土木 M1 重点 都市インフラアセットマネジメント 小林潔司

小林潔司（責），杉浦邦征（提），白
土博通，宇都宮智昭，山本貴士，大島
義 信，大津宏康，塩谷智基，大西正
光，河野広隆，服部篤史，木村亮，小
山倫史，木元小百合，肥後陽介

22 土木 MS11 中規模 ローカル材料を用いた小規模インフラ整備による自立型
技術の導入

大島義信 大島義信（提)，木村亮（責）

23 土木 MS12 中規模
アジアメガシティにおける都市インフラの劣化因子評価，
補修・補強およびメンテナンスマネジメント体制に関する
調査

河野広隆

河野広隆（責)，白土博通，宇都宮智
昭，服部篤史（提），山本貴士
（提），八木知己（提），橋本国太郎
（提）

24 土木 MS13 若手
東南アジア地域の地震及び集中豪雨に対応した土構造物
及び 斜面の被害予測，軽減方法および監視ネットワーク
システムプロジェクト

小山倫史 小山倫史（提)，塩谷智基（責），木
元小百合（提），肥後陽介

25 土木 M2 重点 都市環境会計のインフラ構造物への導入に関する研究・
教育プロジェクト

大津宏康 大津宏康（責）・勝見武・塩谷智基・
稲積真哉

26 土木 MS21 若手 環境会計システムの構築に基づく都市廃棄物の循環・処
理・処分の事業性評価

稲積真哉 稲積真哉（提・責），勝見武，塩谷智
基

27 土木 MS22 若手 バンコク地下鉄建設を対象とした社会基盤施設整備の環
境会計システムに基づく事業性評価

稲積真哉 稲積真哉（提・責），塩谷智基

28 土木 M3 重点 アジアメガシティにおける都市エネルギーの需要供給に関
わる研究・教育プロジェクト

松岡俊文 松岡俊文（責），山田泰広，薛自求、
Caetano Miranda，大吉慶
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29 土木 MS31 中規模 ゼロエミッション石炭発電による都市エネルギー供給に
関する研究

山田泰広 山田泰広，薛自求，Caetano
Miranda，辻健

30 土木 MS32 若手 衛星データを利用したアジアメガシティの都市エネル
ギー・熱環境変化解析手法の開発

大吉慶 大吉　慶（提・責）

31 土木 M4 重点 都市食糧安全保障システム（流域統合管理・水資源システ
ム・農業水利）

角哲也 角　哲也（責），立川康人，須崎純一

32 土木 MS41 中規模 衛星データおよび作物モデルを用いた食糧生産と水利用
の監視と予測

須崎純一 須﨑純一（責），牧雅康

33 土木 MS42 中規模 アジアメガシティの地下水資源の適正管理：地下水環境、
地盤工学、土壌学の複合的連携の視点から

小林俊一 小林俊一，角　哲也

34 土木 MS43 中規模 東南アジア域における水資源脆弱性の分析 立川康人 立川康人（責）・市川　温

35 土木 M5 重点 アジアメガシティにおける安心・安全・健康のための都市
交通・シティロジスティクス

谷口栄一 谷口栄一(責任者、提案者），宇野伸
宏，山田忠史，安東直紀

36 土木 MS51 中規模 BWIM（Bridge Weight-in-Motion）による過積載車が
大都市内橋梁に及ぼす影響の検討

杉浦邦征 杉浦邦征（責），大島義信，橋本国太
郎（提）

37 土木 MS52 若手 アジアメガシティにおける災害時および平常時のロジス
ティクスの高度化に関する研究

安東直紀
安東直紀、Ali Gul Qureshi（提），
谷口栄一（責），山田忠史，、Rojee
Pradananga（提）

38 土木 MS53 若手 アジア・メガシティにおける交通事故および交通管制シス
テムに関する研究

塩見康博 塩見 康博（博士後期課程３年）、宇
野伸宏（提・責）

39 土木 D1 重点 インドネシアの都市災害による人間被害の低減戦略策定
に関する研究・教育プロジェクト

後藤仁志 後藤仁志・清野純史（共同責任者），
五十嵐晃，小野祐輔

40 土木 DS11 若手 洪水氾濫時の人的・経済的被害軽減のための河岸防御シ
ステムの開発とその氾濫抑制効果の評価

音田慎一郎 音田慎一郎（提・責）

41 土木 DS12 若手 インドネシアにおける地震災害脆弱性の明示化と地域特
性に最適化した防災教育プログラムの開発

小野祐輔 小野祐輔（提・責）

42 土木 DS13 若手 インドネシアメガシティの地震・津波災害低減のための活
断層評価に関する研究・教育プロジェクト

辻健 辻健，尾西恭亮

43 土木 DS14 中規模 バンコクにおける都市災害時の群集避難行動に関する研
究・教育プロジェクト

清野純史 清野純史，小野祐輔，五十嵐晃，後藤
仁志

44 防災 DPRI1 アジアメガシティにおける水害リスクガバナンスに関する
教育・研究プロジェクト

堀智晴
堀　智晴（責任者）・戸田圭一・寶
馨・小尻利治・中川一・藤田正治・岡
田憲夫・中北英一

45 防災 DPRI2 アジアメガシティにおける地震・津波リスクマネジメント
に関する教育・研究プロジェクト

多々納裕一 多々納裕一(責任者）・澤田純男・井
合進・林春男・間瀬肇

46 防災 DPRI3 重点 巨大成長都市における災害軽減方策実装戦略：インド・
ムンバイを対象として

岡田憲夫

岡田憲夫，多々納裕一(提案者），戸
田　圭一，堀　智晴，中北　英一，間
瀬　肇，畑山　満則，矢守　克也，B.
Misra

47 防災 DPRI4 巨大成長都市における災害軽減方策実装戦略：ベトナム・
ハノイを対象として(仮）

小尻利治 小尻利治(責任者），堀智晴，宝馨，
浜口俊雄(提案者）

48 防災 DPRI5 巨大成長都市における災害軽減方策実装戦略：中国・上
海広州を対象として

戸田圭一
戸田圭一（責任者）・中川一・米山
望・川池健司・藤田正治・竹林洋史・
岡田憲夫・多々納裕一

49 防災 DPRI6 巨大成長都市における災害軽減方策実装戦略：マレーシ
ア・クアラルンプール、ジョホールバルを対象として

後藤浩之 後藤浩之（提案者）、高橋良和、澤田
純男（責任者）

50 建築 D7 アジア歴史都市の災害脆弱性を軽減するための保全再生
策の研究

林康裕 林康裕（責）、
荒木慶一

51 建築 G2 アジア歴史都市における居住環境と都市景観の保全再生
のための都市ガバナンスに関する研究

門内輝行 門内輝行（責）、
神吉紀世子


