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Towards establishing the discipline of 
"Urban Human Security Engineering"

Kyoto University Global COE Program

Urban Human Security Engineering Education and Research Center
Contact Information

C1-3-182, Kyotodaigaku Katsura, Nishikyoku, Kyoto 615-8540, Japan
（〒615-8540　京都市西京区京都大学桂C1-3-182）

E-mail： contact@hse.gcoe.kyoto-u.ac.jp
Phone： +81-75-383-3412/3413　Fax： +81-75-383-3418
http://hse.gcoe.kyoto-u.ac.jp

Young Reseachers

Key Joint Research Project

Activity Report

Overseas Research Activities 
of HSE Young Researchers

No.No.

社会基盤工学専攻

都市社会工学専攻

都市環境工学専攻　

建築学専攻

地球環境学堂・学舎

防災研究所

Civil and Earth Resources Engineering

Urban Management

Environmental Engineering    

Architecture and Architectural Engineering

Graduate School of Global Environmental Studies

Disaster Prevention Research Institute

http://www.ce.t.kyoto-u.ac.jp/en

http://www.um.t.kyoto-u.ac.jp/en

http://www.env.t.kyoto-u.ac.jp/en

http://www.ar.t.kyoto-u.ac.jp/en

http://www.ges.kyoto-u.ac.jp/english/

http://www.dpri.kyoto-u.ac.jp/web_e/index_e.html

Graduate School of Engineering
大学院工学研究科

The certificate awarding ceremony of the HSE 
Education Program was held on September 30, 2010.

Participants of IDRiM 2010
(University of Natural Resources and 
Applied Life Sciences (BOKU), Vienna, 
Austria, September 1-4, 2010)



重点共同研究プロジェクト

ResearchActivitiesonlnfrastructureAssetManagementandTransportationPlanningin

collaborationwithUniversityofTransportandCommunicationsinVietnam

TheKyotoUniversityGlobalCOE"GlobalCenterfOrEducationandResearchon

HumanSecurityEngineeringforAsianMegacities"supportsaseriesofthesummer

TrainingcoursessubjecttOinfrastructureassetmanagement/transpOrtation

planning,whichareorganizedbyUniversityOfTransportandCommunications

(UTC),GraduateSchoOIofManagementandDepartmentOfUrbanManagement,

GraduateSchoolofEngineering,KyotOUniversity,Thesesummercoursesaimedat

thecapacitybuildingforresearchers,students,andpractitionerswhOengagein

thesefields.WithsuccessOftheseactivities,asymposiumontheimplementationOf

roadinfrastructureassetmanagementinVietnam,inwhichtheparticipantswere

frOmJapan,KoreaandVietnamwasheldonSeptember27th,2010,Thesymposium

aimedtopromotetheconceptofinfrastructureassetmanagementandtodeepen

theunderstandingofroadassetmanagementinVietnam.Thesymposiumwasheld

withthedetaileddiscussiOnaboutactualsituationsandthefuturedevelopment

plansOnroadinfrastructureassetmanagementinVietnam,Thisarticlereportsthe

achievementsandresuItsofthetwOsummercoursesandthesymposium,
-MamoruYoshida ,Specific-ProgramAssistantProfessor(GCOE)

層

京都大学グローバルGOE「 アジア・メガシティの人間

安全保障工学拠点」では,ベ トナム交通通信大学(UTC,

UniversityofTransportandCommunications)と

京都大学経営管理大学院及び京都大学大学院工学研究

科都市社会工学専攻とが共同して実施している,一 連の

道路インフラ管理及び交通計画に関するサマースクール

を支援しています。これらの取り組みは,研究レベルでの

活動を社会実装するため,研 究者,学生並びに実務者の

キャパシティビルディングを目的に実施しています。ま

た,これらの活動が実を結び,去る2010年9月27日,ベ

トナムにおける道路インフラ管理の普及及び実践のた

め,日本,韓国,ベ トナム等の道路管理実務者を集めた実

務者会議を開催しました。その会議では,ベ トナムの道路

管理の現状や問題点,さ らに今後の展開に向けて具体的

な議論をしました。本稿はその活動報告になります。

(GCOE特 定助教 吉 田護)

　　ニ　
2010KU・UTCJointTrainingCourseofRoadlnfrastructureAssetManagei豆i

=

Aseriesofsummertrainingcourseshasbeenheldannuallysince2005.The

trainingcourseintendedforpractitionersandresearchersinvOlvedinrOadasset

management,bygMngIecturesonbasicconceptsincludinglifecyclecostanalysis

anddataarrangement,andtheIatestresearchfindingsOfthisfield.Inadditiontothe

ProfessorsfromKyOtOUniversity,Dr,KiyoyukiKaito(OsakaUniv.),Prof.Nguyen

XuanDao,Mr,NguyenDinhThaO(UTC),Dr,KeizoKamiya(NipponExpressway

ResearchlnstituteCompanyLimited),Dr,YasuhitoSakai(HanshinExpressway

CompanyLimited),andDr.KazuyaAOki(PascoCorporation)provided151ecturesin

total,Finally,the25participants,whOtOokanexambasedonthesummerGourse

lectures,ObtainedacertificatefOrthecompletionofthecourse,

凸

郵 ,..

2005年 以来毎年開催している本サマーコースでは道路

アセットマネジメントに関わる実務者及び研究者を対象にラ

イフサイクルコスト分析 データ整備等に関する基礎的概念

や最新の研究成果に関する講義を実施しています。小林潔司

教授大津宏康教授河野広隆教授塩谷准教授,吉田護助教

HanDaeseok氏 ら京都大学からの講師陣に力口えて,大阪大学

から貝戸清之講師,LeThanhNam氏,UTCか らNguyen

XuanDao教 授NguyenDinhThao講 師,NEXCO総 研

の神谷恵三氏 阪神高速道路の坂井康人氏,(株)パスコから

青木一也氏を講師として,合計15コ マの講義を実施しまし

た。最終的にサマーコースの講義内容に基づく試験を受け

た25名 の参力口者に対して修了書を授与しました。

2010KU-UTCJointTrainingCourseofTransportationPlanning

ThissummercOurse,whichwasthesecOndtimefrOmIastyear,prOvidedthe

151ecturesontranspOrtationplanningespeciallyCGE(ComputableGeneraI

Equilibrium)modeling.InadditiontoProf.K.Kobayashi,Prof.S,Mun(Graduate

SchoOIofEcOnOmics),Assoc,PrOf.K.Matsushima,Assoc,Prof.K,Kim,Assist,PrOf,

M,Yoshida,Mr.Y,SendafromKyOtoUniversity,PrOf,MaiHaiDang(UTC),Mr,Bui

Tinh(GeneralStatisticsOf「iceofVietnam)andDr.KiyoshiYamasaki(Value

Managementlnstitute)provided151ecturesOnstatisticsaboutregionalindustries

inVietnam,andbasicstructureofCGEmodel.Finally,the26participantsobtained

acertificateforthecOmpletionofthecOurse.

'

.

'
」

今 年で二回目となる本サマーコースでは,交 通計画,中 でも

CGE(ComputableGeneralEquilibrium)モ デルの講義 に

特 化 した 上で,15コ マ の講 義を実 施 しました 。小林 潔 司教

授,文 世一教授(経 済 学研究科),松 島格也教 授,金 広 文准教

授,吉 田護助教 千田祐 一郎 氏(京 都大 学)に 力口えて,UTCか

らMaiHaiDang教 授,ベ トナム統 計局か らBuiTinh氏,価

値 総合研 究所 から山崎清 氏を講 師として迎 えた上で,ベ トナ

ムの 地域産 業統計 の状況やCGEモ デルの基 礎的構 造など合

計15コ マの講 義を実 施 しま した。最終 的に,26名 の 参力口者

に対 して修了書を授与 しました。

20101nternationalSymposiumonlmplementationofRoadAssetManagementinW型
=

Aconferenceforpract「tionerswhoengageinroadinfrastructureassetmanagement

washeldatUTConIastSeptember27,2010,forthepurpOseofsoc「alimplementation

ofroadassetmanagementsystemdevelopedbyKyotoUniversity.ViceMinisterof

VietnameseMinistryofTranspOrt,Mr.TranDacSu,wasinvitedfOrthecOnference,and

wesharedthecurrentstatusOfinfrastructureassetmanagementinVietnamand

agreedwiththecOntinuOusandcooperativerelatiOnshipbetweenus,

Intheconference,Prof,TranDacSu(therectorofUTO)Openedthesymposiumwith

welcomespeech,Followingthespeech,Mr,NgoThinhDucmadeaspeechwithbrief

prescriptionofVietnamesecurrentsituationofassetmanagementsystem.Afterward,

Mr,ToshioNagase(seniOrrepresentativeOfJICAIsVietnamof「 「ce)introduGedtheir

GurrentactivitiesandfuturewayoftheJICAforVietnam,Asama「npartofthe

symposium,Prof.KiyoshiKobayashi(Dean,GraduateSchOolofManagement)

suggestedamaindirectionoftheconference.Followinghispresentationabout

comprehensiveexplanationofinfrastructureassetmanagement,threepractitioners

madepresentationsabOutactualactMtiesinJapanandKOrea.InthecOnference,the

introductiOnprocessofnewsystemcompatiblewiththecurrentsystemwasmainly

discussedinadditiontotheproblemsOfthecurrentsystemandtheimperfectionOfthe

Vietnamesedata,Asaresultoftheconference,KU,UTO,JICA,VietnameseMinistryof

TranspOrt(MOT)andDireGtOrateforRoadofVietnam(DRVN)agreeduponcoOperative

relatiOnshipfOrsustainabledevelopmentofVietnamesepavementmanagementsystem,

'「

、 ¢

2010年9月27日,UTCに おいて,京 都大 学で研究,開 発

を進めてい る舗装管 理システムの社会 実装を 図るため,ベ ト

ナムの道路 管理 実務者を集 めた 実務者会 議を開 催しました。

ベ トナム 運輸省 か らNgoThinhDuc副 大 臣をお招 きした上

で ベ トナムにおける道路 管理 の現状 と課 題の共 有化を 図る

と共 に,今 後の 継続的な協力 関係を確認 しました。

会 議では,TranDacSu教 授(UTC総 長)が 開会 の辞を述

べ ると共 に,NgoThinhDuc氏 がベ トナムの道 路管理 の実

情 について,長 瀬利雄氏(JICAベ トナム事務所次長)がJIGA

のベ トナム における取り組み につ いて説明 を行い ました 。続

いて,本 会議 の趣 旨説明 を小 林潔 司教授 が行 い,日 本,韓 国

合 わせて3名 の実務者 が道路 管理の取 り組み につ いて紹介 し

ました。ベ トナムで普及 している道路管理 システムの問題点や

データの欠 陥が指摘 されると同時 に,既 存システムと互換性

を保ちな がら新たなシステムを 導入するプ ロセスについて詳

細 な議論 が行 われま した。最後 に,京 都大 学,UTC,JICA,

ベ トナム運 輸省(MinistryofTransport),ベ トナム道路 管理

局(DirectorateforRoadofVietnam)の 間で今後も協力

関係を維持 してい くことを確認 しま した。(写 真:左 か ら会議

の様子,NgoThinhDuc副 大臣,メ ディアイ ンタビューを受

ける長瀬 氏,小 林 教授)
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若手研究者海外研修・活動報告

FateofMicro-OrganicPollutantsontheRecoveryofPhosphorusfromUrine

尿 からのリン再利用における微量有機汚染物質の挙動

PatiyaKemacheevakul

ResearchCenterfOr

EnvlronmentalQuallty

ManagementDepartmentof

UrbanandEnvlronmental

EnglneenngGraduate

SchoolOfEnglneerlng

Placeofstay

GraduateSchoolatShenzhen

TslnghuaUnlversltyChlna

Term

December1-December52009

Themalnob」ectlvesofmyInternshlpweretOpresentmy

wOrkentltled"FateofMlcro-OrganlcPolIutantsonthe

RecoveryofPhosphorusfrOmUrlne"asaposterpresentatlOn,

andtoenhancetheOPPortunItyforfuturecolIabOratlOnand

networklngfOrtheurlnesamplesGollectlonInChina

IntheflrsttwodaysInChIna,IattendedtheopenIng

ceremonyOfGCOElstShenzhenOverseaBaseSympOslum

andseveralpresentatlOnsthatIgOtInterestedInandwere

relatedtomyworkNOtallthetOplcsweredlrectlyrelatedto

myresearch,butIcOuldgetmanyInfOrmatlveIdeasformy

researchDurlngtheposterpresentatlon,lrecelvedsomany

helpfulsuggestlonsandcOmments,sotheywouldbebeneflclaI

formyresearchSimultaneously,IsharedmyInformatlOnand

methodOlogywlthresearchersandstudentsItwasgoodto

haveanopPOrtunltytodlscuss

ロ 　　 　 　

「esea「chwlththemOntheIast't!・.1.・f.….,1
"..

day,Ivlsltedwaterand

waStewatertreatmentplantSIn

ShenzhenBecauseOfthe

languagebarrler,lcOuldnOtget

everything,however,IIearned

howtheytreatedwaterand

WaSteWaterOVerall,901ngtO

ChlnafOranInternshlpgavemea

goOdexperlence

パーティヤー ケマチーバガル

工学研究科 都市環境工学専攻 物質環境工学 環境質管理

行き先 清華大学深ガII研究生院(中国)

期 間2009年12月1日 ～12月5日

私のインターンシップの主な目的は、ポスターセッショ

ンて 「尿からのリン再利用における微量有機汚染物質の

挙動」と題した研究成果を発表することでした。さらに

今後、中国で尿サンプルの収集を行うなどの、共同研究

が円滑に進むようにしたいという目的もありました。

中田での最初の二日間は、ますオープニンクセレモ

ニーに出席し、自分の研究と関連かあり、興味を持った

いくつかの発表を聴きに行きました。全ての発表が私の

研究に関係するわけではありませんてしたが、それても、

自分にとって有用な多くの知識を得ることができまし

た。ポスターセッションの発表では、参考になるコメント

や提案が本当に多くあり、今後の研究に役立ちそうて

す。同時に、自分の研究についての情報や実験手法を、

他の研究者、字生たちと共有することかてきました。彼

らとの議論の場は、とても良い機会になりました。最終

日に、私は深ll11の上水、下水処理場を訪れました。言葉の

違いから、説明の百パーセントは理解できませんてした

が、深"IIで上水、下水がどのように処理されているのか

学ぶことができました。全体として、中国へ行ったことは

私にとって有意義な経験になりました。

Amulti-regionalCGEmodelforVietnameseEconomy

ベトナム多地域CGEモ デル に関して

VuTrungDien

PlannlngandManagement

SystemsLabOratory

DepartmentofUrban

ManagementGraduate

SchoolofEnglneerlng

Placeofstay

NatlOnalUnlversltyofLaos(Laos)

GeneralStatlstlcsOfrlceMlnlstry

ofPlannlngandlnvestment

〔Vletnam〕

Term

March10March312010

IdldmyInternshlpInLaosandVletnamfromMarchlOto

31,20101hadtwOmalnob」ectlvestocOmplete

FIrst,IattendedatwO-dayASEANCOmputabIeGeneraI

EqulllbrlumMOdellnglnternatlonalConferenceatNatlonal

UnlversltyOfLaosIhadanoppOrtunltytomeetand

exGhangeoplnlonswlthprofessOrsandresearchers,who

werewOrld-levelexpertInecOnOmlcs,Input-Outputanalysls,

andCGEanalysls

Second,Igathereddatatograspthecurrenteconomlc

sltuatlonInVletnamandtheappllcabllltyofmultl-reglonaI

CGEmodelfOrVletnameseeconOmyIvlsltedGeneraI

StatlstlcsOf「lceofMlnlstryofPlannlngandInvestment

(GSO-MPI)fOrdatacollectlOnIpresentedmyresearchand

Itsresultstosomeof「lclalsthere,andtalkedoverItsfuture

planTheyshOwedan-一 一一ロ国 コ澗 皿 ■

InterestIntheflrst

【nethodlGalmultl -reglonal

⊃GEmodelforVletnam,

∋ndgavemeposltlve

∋dVlce

「helr

∋trong

=urther

andfeedback

Inputprovlded

motlvatlonfOr

prOgreSSInmy
'esearch

ヴ トウンヂェン

工学研究科 都市社会工学専攻 計画マネジメント論分野

行き先 ラオス国立大学(ラオス)
ベトナム統計局、計画投資省(ベトナム)

期 間2010年3月10日 ～3月31日

私は2010年3月10日 から3月31日 にかけて、ラオ

スとベ トナムでインターンシップを行いました。本イン

ターンシップは二つの目的がありました。

ます私はラオス国立大学で開催されたASEAN計 算

可能一般均衡(CGE)モ デリンクに関する国際会議に

出席 しました。会議の中で、ASEAN地 域の経済状況

及ひ産業連関表のデータ収集 分析について、大学の

教授 研究者らと意見交換を行いました。

その後、ハノイでベ トナム多地域CGEモ デルの研修

に対して必要となるデータを収集しているベトナム統

計局(GSO-MPI)に 訪問し、データ収集にカを入れま

した。私は当局の担当者に本研究とのこれまでの成果

を紹介し、今後の進め方について相談しました。担当者

らは私の研究に対して深い興味を持ち、前向きなアド

バイスとフィー ドバックをくださいました。これらのア

トバイスは私の研究に対 して大きなモチベーションと

なっています。

'
■

DatacollectionandobservationatadebrisflowsitenearCiwidey,CitarumRiverbasin

チッタロム川の近 隣のチウィデェイで発生 した土石流 災害の データ収集 と現地観測

MohdRemyZainol

FloodDlsasterLaboratory

DlvlslonofPlannlngMethOdolOgy

forEnvlronmentalDlsaster

MltlgatlonDepartmentofUrban

andEnvlronmentalEnglneerlng

GraduateSchoolofEnglneerlng

Placeofstay

ResearOhCenterforWater

ResourOes(Bandunglndonesla)

MalaySla

Term

March8-March282010

ItwasagoldenopportunltyformetogotoBandung,

IndOneslafOrmyInternshlpAttheResearchCenterfOrWater

ResOurces(RCWR)lnBandung,lworkedunderDrAgung

Baglawan(RCWRresearGher)andMrYudhaMedlawan(トlead

ofRCWR)Themalnob」ectlvesOfmyInternshlpweretO

understandthecharacterlstlcsOfdebnsflowsnearthe

CltarumRlverbasin,vlsltoneOfthedebrlsflowsltes,and

collectrelevantdatathatwOuldbeusefulformyresearGhI

feeltheseob」ectlveswereachievedDurlngthetrlp,I

attendedmeetlngsandcalledonvarlousgovernmentand

prlvatesectorof「lcersForexample,lvlsltedCenterfor

VolcanolOgyandGeOloglcalHazardMltlgatlon(lrHenry

PurnOmo),BandungInstltuteofTechnOlogy(DrImamA

Sadlsun),Deltares(JanJaapBnnkman),UnlversltlSalns

Malaysla(DrIsmallAbustan),andIndOneslanAgencyfor

Meteorology,CIImatOlogyandGeophyslcsInaddltlOn,Ivlslted

asltenearClwldey,

CltarumRlverbasln,

whereadebrlsflow

occurredonFebruary

23,2010prOduclnga

Iargenumbersof

casualtlesIncludlng

70deaths

モハマドレミィジャエノロ

工学研究科 都市環境工学専攻 環境防災工学講座

洪水災害工学分野

行き先 水資源研究センター(インドネシア八ンドン)、

マレーシァ

期 間2010年3月8日 ～3月28日

私はインターンシップで、インドネシアのバントンと、

マレーシアに行く素晴らしい機会を与えてもらいまし

た。バントンでは、水資源研究センター(RCWR)の ア

クン 八キアワナ†専士とRCWRの センター長のユタ メ

ディアワナさんの下で研修を行いました。このインター

ンシップの主な目標は、チッタロム川の近くの土石流

の特性を理解する事、土石流の発生現場で私の研究に

関連するテータを集めることでした。これらの目的は

達成されました。今回のインターンで私は、様々な政府

や民間の人たちとの会議に出席しました。私は地質庁

火山 地質災害防災センター(ヘンテゥーリプロノモ)、

lTB(イ マム アサティスン)、Deltares(シ ャンジャープ

ブリンクマン)、マレーシア科学大学(イスマイル アブス

タナ博±)、気候気象 地球物理庁を訪問しました。さ

らに、私は2010年2月23日 にチッタロム川の近くの

チウィデェイで発生した土石流災害の現場を訪れまし

た。この土石流で70人 の死者と多くの負傷者を出しま

した。

SurveyofPFCsinTaiwanandpresentationat3rdIWA・ASPlREconferenceinTaipei

台湾でのPFCs調 査 と台北で開催された第3回IWA-ASPIRE会 議にお ける研究発表

LalanthaSenevirathna

ResearchCenterforEnvironmental

QualityManagementDepartmentof

UrbanEnvironmentalEngineenng

GraduateSchoolofEngineering

Placeofstay

TalwanNatlonalUnlverslty

Talwan

Term

OGtober「70Gtober282009

Theob」ectlvesofmyInternshlpweretOpresentmy

researchflndIngsatIWA-ASPIREcOnferenceheldInTalwan

andtOdOasurveyonenvlrOnmentalandtapwatersamples

fromTalpelandTalnanofTalwanforperfluOrlnated

compounds(PFCs)TheseanthropOgenlcchemlcaI

compoundsaremalnlyproducedbyIndustrlalactlvltlesand

dischargedIntOtheenvlrOnmentbecausetheyarenot

removedbyconventlOnaltreatmenttechnlquesWehave

Identlfledseveralcandldategranularreslns,whichshOwed

excellentperformancesasadsorbentstOellmlnatePFCsIn

waterIusedthlsoppOrtunltytOexplalnourflndlngstO

top-classwaterprOfesslOnaIsatIWA-ASPIREcOnferenceAt

thesametlme,IpartlclpatedInmOrethan50presentatlons

onIatestwaterresearchAftertheconference,Istayed

behindInTalwanforslxdaystocolIectsomewatersamples

InsouthwesternTalwan(Talnan)andTalpelColIectedwater

sampleswerepretreatedatNatlonalTalwanUnlversltyand

broughttoKyotoUnlversltyfOrfurtheranalyslsDurlngthe

lnternshlp,Ihada

chancetovlsltZhitan

PurlflGatlonPlantand

FeltsulReservoir,which

aresomeoftheblggest

watertreatmentplantS

Intheworldatpresent

幽1門
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ラランサ セレビタナ

工学研究科 都市環境工学専攻 流域圏総合環境質研究センター

行き先 国立台湾大学(台湾)

期 間2009年10月17日 ～10月28日

私のインターンシップの目的は 台湾の台北で開催さ

れたIWA-ASPIRE会 議で研究成果を発表し そして台

北 台南の環境水 と水道水中のペルフルオロ化合物

(PFCs)の 調査をすることでした。PFCsは 種々の産

業活動により排出された後 従来の処理技術では除去

されずに環境中に残留していることが分かっています。

私達はこれまでの研究から 水中のPFCsを 除去する

吸着材として性能の良い粒状樹脂をいくつかつきとめて

きました。IWA-ASPIRE会 議では 水に関する研究で

最先端を行く学会の皆様にこの成果を伝えることがで

きました。それと同時に その他50以 上の最新の水に

関する研究発表を聴くことがてき 大変有意義な時間

を過こすことができました。その後私は会議の翌日か

ら6日 間台湾に残り 台湾南西部(台 南)と台北の調査

を行いました。採水したサンプルは前処理を国立台湾

大学て行い 処理したサンプルはその後の分析のため

に京都大学に持ち帰りました。また、今回のインターン

シップ中には現在のところ世界で最大規模の浄水場で

ある直潭浄水場(ZhltanPurlflcatlonPlant)と 翁翠

水庫という貯水池(TheFeltsulreservolr)を 見学す

る機会にも恵まれ この研修は大変充実したものとな

りました。
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若手研究者紹介

PlanningHazardousMaterialRoutinginUrbanAreas

都市 における危険物輸送計画に関する研究

A

RojeePradhananga
ProgramSpeclflcResearcher

(GCOE)DlvlslonofLoglstlcs

ManagementSystems

DepartmentofUrban

ManagementGraduate

SchoolofEnglneerlng

F
L

HazardousmaterlalsbelOnglngtoseveralclassesareshlpped

dallyInurbancltlesBesldesthecostfactorInvOlvedInthe

transportatlonprocess,rlsksthatthesematerlalImpOsetothe

peopleandthesurrOundlngsareanotherImportantcOncernsIn

hazardousmaterlalIoglstlGsHence,safeandef「IGIent

transportatlonofhazardousmaterlalhasbeenrecognlzedasa

keyurbanfrelghttranspOrtchallengeInmostdevelopedand

developlngcltlesDevelopmentOfanappropnateoptlmlzatlon

tOOIforroutlngthesematenalsGanprovldeaslgnlflcantbaseto

IoglstlcsdeclslOnmakingtherebyensurlngsaferurbanIlves

Thlsresearchproposesamultl-Ob」ectlveOptlmlzatlOntoolfOr

solvlngvehicleroutlngandschedullngproblemsInhazardous

matenaltransportatlonItfurthershowshOwsuchoptlmIzatlon

tOOIscanfaclIItatethecltyplannersandthetransportreguIatOrs

prOvldlngabaslsforevaluatlonOfvanOuspollcymeasuressuch

astruGkroute,truckbanandchargingInfrelghttranspOrtatlon

囲 、
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ロジー パラダナンガ

工学研究科 都市社会工学専攻

ロジスティクスシステム工学講座 特定研究員(GCOE)

危険物は化学物質や爆発物など危険度に応 じて分

類されています。こうした物資 は 危険性を有する

ものの 日々の生活に欠 かすことができず 都市内

を通過し 輸送 されています。危険物の輸送は 輸

送週程に生じる費用のみならず 住民や周辺環境へ

の潜在的なリスクを含んでおり その特有の性質を

考慮することは非 常に重 要な課題です。したがっ

て 安全かつ効率的に危険物を輸送することは 多

くの先進都市 開発途上都市において都市物流の重

要な課題として位置付 けられています。こうした特

殊な輸送の経路を計画するための最適化モテルは

物流の意思決 定過程における重要な基盤となるた

め 安全な生活 に貢献できるものと考えられます。

本研究では 危険物輸送の配車配送計画のための多

目的最適化手法を提案 しています。提案したモテル

は 都市計画者や交通管理者にとって トラック経

路誘導 トラック走行規制 トラック課金などの都市

政策評価のために有効であると期待されます。

AnalyticalmethoddevelopmentandmonitoringofPerfluorinatedCompounds(PFCs》

ペル フルオロ化合物類(PFCs)の 分析方法開発およびモニタリング

恒

プ

」 曽
ChinagarnKunacheva

ProgramSpeclflcResearcher

(GCOE)Departmentof

TechnologyandEcology

GraduateSchoolofGlobal

EnvlronmentalStudles

PerfluonnatedCompounds(PFCs)IsanemerglngnewtypeOf

PerslstentOrganlGPollutants(POPs)InourIlfeTheyhavebeen

wldelyusedInmanufacturlnganddallyuseconsumerproducts

rmfOcuslngInanalytlcalmethOddevelopmentforanalyzlng

PFCslnwaterandalrsamplesDurlngmyPhD,ldevelopedan

analytlcalmethodforanalyzlngPFCsInIndustrlalwastewater

rmalsofOcuslngonthemonItorlngofthesecompoundsInwater

andwastewaterIhavebeendolngmyresearchonPFCs

monItOrlngInThallandandAslancountrlesHowever,the

sourcesofthesecompounds

havenotbeenunderstood

Toachlevethls,Icurrently

expandsmyIntereston

PFCsandlts'precursors

Occurrencesofprecursors

Inalrandwatercanbethe

sourGeofPFCsInwater

envlronmentCurrently,「m

develOplngamethodfOr

analyzlngthesecompounds

Inalrandwatersamples

MOnltOnngOftheseemerglng

mlcroPOIIutantswlllbe

CrUCIaltOpreventhealth

nsksInthefuture
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クナチワ チナガーン

地球環境学堂 地球親和技術学廊

特定研究員(GCOE)

ペルフルオロ化合物類(PFCs)は 新しいタイプの

難分解性有機汚染物質(POPs)で あリ 工業製品

や日々の中の消費財として我々の生活の中で広く使

われてきました。当研究では 水中あるいは大気中

のPFCsに 注目し その分析方法の開発を行 ってい

ます。博 士課程 在学 時の 研究 ては 工業 廃水 中

PFCsの 分析方法の開発を行うとともに 水中およ

び廃水中のこれら化合物に注目し タイなどのアジ

ア諸国にてPFCsの モニタリンク研究を行 ってきま

した。しか し この化合物の発生源については十分

に理解されていません。この問題を解決するため

現在は研究の範囲をPFCsと その前駆物質 に拡け

大気中と水中の前駆物質の分析方法を開発 していま

す。大気中および水中に発生する前駆物質は水環境

中のPFCsの 発生源となDえ るからてす。これ らの

新しい微量汚染物質のモニタリンクは将来的な健康

リスクの低減のために非常に重要と考えられます。

活動報告

'
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1stannualconferenceforIDRiMSocietyhastakenplacesuccessfully

第一回国際総合防災学会 年次学術講演会の開催

September1-4,2010

UnlversltyofNaturalResourcesandAppliedLifeSclences(BOKU〕,Vienna,Austria

ThelstAnnualConferenceoftheInternatlOnalSocletyforIntegratedDlsaster

RlskManagement(IDRIM2010)wassuccessfullyhelddurlnglst-4thSeptember,

2010attheUnlversltyofNaturalResOurcesandApPIIedLlfeSclences(BOKU),In

Vlenna,Austrla

ThlsmemOrableoccaslonwasthelstmeetlngOftheSocletyafterItwas

of「lclallylaunchedatthe9thllASA-DPRIFOrumonlntegratedDlsasterRlsk

Management(IDRIMFOrum)InKyotO,IastyearTheSocletywasestabllshedbased

onaserlesOfmeetlngsonIntegrateddlsasterrlskmanagementorganlzedbythe

DlsasterPreventlonResearchInstltute(DPRI),KyotOUnlverslty,andthe

InternatlonalInstltuteforApplledSystemsAnalysls(IIASA)slnce2001Also,Ithas

beensupportedbymanyInternatlOnalInstltutlOnsfrOmaroundtheworldIncludlng

Bel」lngNormalUnlverslty,InternatlOnalInstltuteofEarthquakeEnglneerlngand

Selsmology(IIEES),NatlOnalResearchInstltutefOrEarthSclenceandDlsaster

PreventlOn(NIED),theUnltedNatlonsInternatlOnalStrategyforDlsasterReductlon

(UN/ISDR),andtheJOIntResearchCentreOftheEuropeanCommlsslOn(JRC/EC),

amongothe「S

ThealmsOftheconferenceweresharingexperlencesandknOwledgefO「

IntegratedDlsasterRlskManagement(IDRIM)underdlf「erentsoclO-economlcand

CUItUralCOnteXtS

Totallymorethan80partlclpantsweregatheredfortheOccaslonandmorethan

50speakerssharedthelrresearchflndlngsInthefleldOfIDRIMIncludlngeconomlc

Impacts,rlskflnance,povertytraps,dlsastereducatlOn,andInfOrmatlonsystems,

aswellasImplementatlonsclenceTenprofessorsandOnepost-docresearcher

fromtheHSEprogramalsOattendedtomakepresentatlonsaswellas3students

InvolvedIntheprOgramwhosharedthelrresearchflndlngs

TheconferencewasIaunchedwlthremarksfromProfessorMartlnGerzabek,

RectOrofBOKU,andProfessOrNorloOkada,PresldentofDPRI,aswellas

ProfessOrHansPeterNachtnebel,theIOcalorganlzerfrOmBOKUItwasfOIIOwed

byInterestlngpresentatlOnsrelatedtOrlskassessmentofandadaptatlonto

varloustypesofhazardsIncludlngearthquakes,floOdsandIandslldesaswellas

tsunaml,fromresearcherswlthdlf「erentbackgroundsandnatlonalltlesTheother

daysIncludedaspeclalsesslonregardlngNATECHs,whlchdealswlthrlskof」olnt

naturalandtechnologlcaldisasters,aswellasaspeclalsesslonabouttheDRH

(DlsasterReductlonHyperbase)pro」ect,whichdevelOpsadatabasefOr

ImplementableteGhnOloglesfOrdlsasterreductlOnamongOthersFromthe

Japaneseslde,ongolngresearchconcernlngrlskgovernanceOfInternatlOnaI

crltlcalInfrastructurewaspresentedAstudentfromtheHSEprogramInvOlvedIn

thepro」ectalsOmadeapresentatlonontheachlevementsandfurtherstudlesof

theprO」ectAlso,theachlevementsOftheHSEMumbalBasepro」ectwere

presentedbyProfBI」ayanandMlsra(SchoolOfPlannlng&Archltecture)andDr

Samaddar(GCOEProgram-SpeclflcResearcher)whoarecollaboratorsonthepro」ect

FurthermOre,theGeneralAssemblymeetlngOftheIDRIMSOcletywasheld

durlngtheconferenceandtheBoardofDlrectorsandPresldentofthelDRIM

SocletywereelectedPrOfessorNorloOkada,DPRI,KyOtOUnlverslty,waselected

astheflrstpresldentOftheSoclety

-HlrokazuTatano
,Professor,DlsasterPreventlonResearchInstltute(DPRI),KyotoUnlverslty

1

2010年9月1日 ～4日

自然資源 ・応用生命科学大学(BOKU)オ ース トリア ウィーン

去 る2010年9月1日 ～4日 に 国際 総 合 防災 学 会

(IDRIMSoslety)の 第一回年次字術 講演会かオース トリ

ア ウィーンの 自然 資 源 応 用生命 科字 大字(BOKU)に

て 開催されま した。

これは昨年10月 に京都 にて行われた総合防災に関する会

議 第9回llASA-DPRIフ ォーラムにて当学会が正式 に設立

されてから初めての講演会となりました。当学会 は京都大学

防災研究所 と国際応用システム科学研究所(llASA)と の9

年 にわたる一連のフォーラムに基づき また北京師範大学や

lnternatlonallnstltuteofEarthquakeEnglneerlng

andSelsmology(llEES)防 災科字技術研究所(NIED)

国連国際防災戦略(UN/ISDR)JolntResearchGentre

oftheEuropeanCommlsslon(JRC/EC)な と多 数の国

際 的機関の協 力の下に設立 されました。

学 術講演 会の 目的は 様々な社 会 経済 文化 的な]ン

テ クス トの下 での総 合防災 に関わる経 験や 知見 を共 有す

る ことて した 。

合 計で80名 以 上の 参力口者 か集ま り50件 以 上の発 表

が あ りま した。発表 の内容 も 経済 的影響 や リスクファ

イナンス 貧 困問題 防災教育 情報 システム そ して実 践

適 応科学(lmplementatlonSclence)な と多岐 にわた

るものとなりました。HSEプ ロクラムか らも8名 の 教員と

1名 のポス トク研究員 か参力口し研 究発 表を行 うとともに

HSEコ ースを履修 する学生 も3名 か参加 しHSEコ ース

て行 っている各 自の研究成 果を発表 しま した。

会 議はBOKUのMartlnGerzabek学 長 京都大学 防災

研 究所 の岡田憲 夫所 長 また 今回の会 場校 責任 者である

HansPeterNachtnebel教 非受の挨拶か ら始 まり 続い

て地 震 水害 地 滑 り 津波 など様々 な災害 のリスク評価

とそ の対応策 につ いての 発表 が 様 々なハッククラウン ド

を持 つ研究者 らか らなされ ました。

他 にも 自然災 害 と産 業 災害 の複合 的 なリスクを取 り

扱 うNATECHと 呼 はれる研究分 野の成果 についてのスペ

シャルセ ッシ ョンや 実 装可能 な防災技 術の データベース

を 構 築 する 国際 プ ロジ ェク トであ るDRH(Dlsaster

ReductlonHyperbase)プ ロシェク トの 報告を行 うスペ

シャルセ ッションな と 多様 な研究領 域か らの発 表が あり

ました 。日本か らは国 際重 要イ ンフラのガバ ナンス戦 略

に関する一連 の研究 成果 が報告され そ の研究 をHSEプ

ロクラム において行 って いる学 生もその 成果 と今後 の展

望 について報 告を しま した。またHSEプ ロ クラムの1つ

の 拠点であ るム ンバイにて行われているプロジェクトの成

果 につ い て 拠 点 担 当 の協 力 研 究 者 であ る イ ン ドの

SchoolofPlannlng&ArchltectureのMlsra名 誉教 授

及 びSamaddar† 専士(GCOE特 定研 究員)よ り報告 かな

され ました。

会 議の最 後 に開催され た学会 員の総 会て は 学 会の 役

員 と会 長か 選出さ れ 京都大 学防災 研究 所の岡 田憲夫 教

授 が初代会 長に選 出さ れました。

(京都大学防災研究所 教授 多 々 納 裕 一)
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