
 
 

アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成２１年度 実施報告書 

 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関： 京都大学大学院農学研究科 
（ マ レ ー シ ア ） 拠 点 機 関： マレーシア国立サバ大学国際熱帯林業学部 
（ イ ン ド ネ シ ア ） 拠 点 機 関： 国土地理院 
（ ブ ル ネ イ ） 拠 点 機 関： ブルネイ林業研究所 

 
２．研究交流課題名 

（和文）：アジア熱帯降雨林地域における土地利用転換の広域影響把握と社会適応策の構築 
（交流分野：環境科学           ）  

（英文）：Building a Center for Ecosystem Ecology to Develop Societal Adaptability for  
the Land-use Change in Tropical Rain Forests             

（交流分野：Environmental science     ） 
 研究交流課題に係るホームページ： 

http://diwpa.ecology.kyoto-u.ac.jp/aa/jpn/aa_jpn_index.html                   
 
３．開始年度 
平成 19 年度（  3 年度目） 

 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：京都大学大学院農学研究科 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）： 

京都大学大学院農学研究科・農学研究科長・遠藤 隆 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）： 

京都大学大学院農学研究科・教授・北山兼弘 
 協力機関：大学共同利用機関法人人間文化研究機構・総合地球環境学研究所 

鹿児島大学 
東京農業大学 
独立行政法人森林総合研究所 
高知大学 

 事務組織：京都大学大学院農学研究科 経理課 
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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（地域）名：マレーシア 
拠点機関：（英文）School of International Tropical Forestry, University of Malaysia  

Sabah 
      （和文）マレーシア国立サバ大学国際熱帯林業学部 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）School of International Tropical Forestry,  

University of Malaysia Sabah・Associate Professor・John Tay 
 協力機関：（英・和文）Forest Research Centre, Sabah Forestry Department（サバ州 

森林局森林研究所） 
Forest Research Centre, Sarawak Forestry Department（サラワク州森林局

森林研究所） 
 
（２）国（地域）名：インドネシア 
拠点機関：（英文）National Coordinating Agency for Surveys and Mapping  

(Bakosurtanal) 
      （和文）国土地理院 
コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）National Coordinating Agency for Surveys                

and Mapping (Bakosurtanal)・Senior Researcher・Mulyanto Darmawan 
 
（３）国（地域）名：ブルネイ 
拠点機関：（英文）Brunei Forestry Centre 

      （和文）ブルネイ林業研究所 
コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Brunei Forestry Centre ・Director・ 

Mahmud Yussof 
 
５．全期間を通じた研究交流目標 
ボルネオ島は、赤道をはさむ世界 3 位の大面積の島で、東南アジア最大の熱帯林域であ

る。ここでは、森林と土地被覆は急激に変化しているが、その現況はほとんど把握されて

いない。マレーシア（２州）・インドネシア（４州）・ブルネイという 3 つの社会経済を異

にする国が隣り合って存在することも共同研究推進の妨げになっている。森林変化が大面

積に及ぶことから、アマゾン盆地での森林破壊に匹敵する地球環境影響があると推測され

る。さらに、アジア特有の集約的な土地管理から、施肥などに起因する局地的な環境汚染

が懸念される。しかし、ボルネオを 1単位とする組織だった共同研究はこれまでなかった。

この計画では、京都大学がこの地域で築き上げたリーダーシップを発揮し、これら３国政

府機関とのパートナーシップを構築して、１）熱帯降雨林の広域現状把握、２）ボルネオ

を単位とする共通シナリオに基づく地域環境動態予測、３）持続的熱帯林管理と土地利用

管理の適応策提言を行うための中長期的視点を持った人材育成と生態系生態学の学問基盤
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を形成する。そのために京都で国際会議を開催し、各国に散在する土地利用データや観測

データを１カ所に集め、データ・ベースを構築して地理情報として相互利用するための合

意形成を行う。また、国立サバ大学において、地理情報データに関する技術習得、及び生

態系動態のシミュレーションを習得するための短期トレーニングコースを設置し、若手研

究者の養成を行う。 

 
６．平成２１年度研究交流目標 
平成２１年度は本事業の最終年度に当たるので、成果の発信と政策提言を重点的に行い

たい。この目標を達成するために、国際セミナーを多くの利害関係者への情報発信の場と

して位置づける。第３回国際セミナー「気候変動下におけるアジア熱帯降雨林地域の土地

利用転換と社会適応策 3rd Seminar “Land-use Change and Societal Adaptation under Global 

Climate Change in Asian Tropical Rain Forests”」を東京において開催する。各国の参画

機関の共同研究者以外に、一般大学、研究所、政策機関、国連機関、NGO などにも参集範囲

を広げ、ボルネオ島を中心とする熱帯降雨林の森林減少と土地利用変化の諸問題と社会適応

に関する論文発表と提言を行いたい。また、要旨と提言については、インターネットのホー

ムページなどにも掲載し、広く情報発信したい。セミナーの講演プログラムは、以下に述べ

る共同研究の成果を中心に組み立て、ボルネオ島の熱帯林減少と土地利用変化の概要、熱帯

林の変動予測、森林減少に対する社会適応の必要性、生態系動態のシミュレーション手法

等についてセッションを設ける。 

共同研究においては、幾つかの技術的な課題が残されているので、これまでに構築した

各国参画機関との協力関係を基盤にして、現地調査や解析を行い、これらの課題を解決し

て研究を完成させる。これを達成するために、日本からマレーシアとインドネシアに赴き、

共同現地調査を行って不足しているデータを補完する。また、国際セミナーに参加してい

ただく外国人共同研究者の方々からもデータを提供していただき、解析やモデルの検証に

供する。まず、熱帯林動態予測の共同研究においては、これまでに作成したシナリオを基

に熱帯林生態系動態の将来予測を行い、これを国際セミナーにおける講演や論文として発

表する。ボルネオ島の熱帯林減少率を広域において把握するために、引き続き衛星データ

を使った土地被覆の自動分類のシステム開発を行い、森林被覆率、土地利用タイプ、土地

利用変化率を明らかにする。森林被覆率に関するデータを国際セミナーで発表し、その精

度を十分に検討した上で、本事業の参加者の統一見解として統計データを公表する。さら

に、森林減少に対する社会適応策も公表する。 

若手研究者の人材育成については、以上の研究交流活動に若手研究者を従事させること

によって人材育成の効果も達成したい。日本人若手研究者をマレーシアとインドネシアの

現地調査に派遣し、受け入れ国側の若手研究者への技術支援を担ってもらう。大学院生レ

ベルの人材育成についても、より多くの大学院生が国際セミナーに参加し、アジア熱帯降

雨林地域における土地利用転換の広域影響把握と社会適応策の構築に興味を持ち、研究に

参加できるように広報活動を充実させる。教育に関わる外国拠点機関においては、本事業



 4

の成果を講義で紹介し、若手研究者の育成を行っていただく。 

拠点機関間の研究協力体制構築については、今年度はインドネシア拠点機関と学術交流

協定の覚書を交わし、将来的に研究を継続するための基盤を形成する。また、今年度の国

際セミナーは成果発信の場と位置づけているので、このセミナー開催に向けて、各国の土

地利用に関する地理情報を集約しメタ解析を行う。この集約作業を通じて、ネットワーク

化を強化させ、研究協力体制構築を強固なものとする。本交流事業を発展させるために全

参画機関によるフォーラムを形成し、来年度以降に発展的に研究が継続できる体制を整え

る。フォーラム内での合意形成をインターネットを通じて行い、成果や政策提言について

website を通じて発信する。 

 
７．平成２１年度研究交流成果 

（交流を通じての相手国からの貢献及び相手国への貢献を含めて下さい。） 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

拠点機関間の研究協力体制構築については、今年度はインドネシア拠点機関と学術交流

協定の覚書を交わす予定であった。しかし、国際セミナーの開催地を急遽東京からマレー

シア国コタ・キナバル市に変更したこと、および本コーディネーターが部局異動したこと

などから事前の調整がつかず、学術交流協定の覚書を交わすことができなかった。しかし

ながら、国際セミナーの共同企画運営と共同研究の実施を通して実質的な研究協力体制は

確固なものとなった。 

国際セミナーの準備は実質的に平成 21 年 4 月から、日本、マレーシア、インドネシアの

拠点機関コーディネーターが電子メールを通じて進め、その間に国際セミナーの趣旨、プ

ログラムの概念形成を行った。広報についても 3 者間で密接に協力して進めた。実施した

国際セミナーでは、「気候変動下における熱帯降雨林地域での社会適応」に関する政策提言

を行い、これを共同コミュニケとして公表することを議決した。また、そのコミュニケは

本事業の全参画者によるフォーラムとして公表することを議決した。このように、国際セ

ミナーの共同実施と成果の公表を通じて、自発的にフォーラムが形成され、密接な研究協

力体制が構築できた。参画機関によるフォーラム形成は、本事業が終了する今年度以降に

も発展的に研究が継続できる体制の構築を意味し、正に本事業の目標が達成できたといえ

る。 

 

７－２ 学術面の成果 

共同研究「地球環境変動下におけるボルネオ熱帯降雨林生態系の変動予測」においては、

日本、マレーシア、インドネシアの拠点機関及び協力機関の研究員が密接に協力し必要な

データや地理情報を互いに提供することによってその実施を進めた。 

まず、共同研究の第一の目的である、「ボルネオ島における熱帯降雨林の広域現状把握」

については、これまで土地利用状況に関する地理情報の質と量が十分ではなかったボルネ

オ島南部に関するデータがインドネシア側から提供された。これと同時に、日本人協力研
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究者がボルネオ島南部の広域踏査を行い（他経費による）、多くの地理情報を入手できた。

さらに、日本側研究者がマレーシア協力機関であるサバ州森林局森林研究所の研究者と共

同でボルネオ島北部の広域調査を実施し、これについても多くの地理情報を入手すること

ができた。一方で、衛星データを用いた土地被覆の分類についても新たな手法（アルゴリ

ズム）を開発し、MODIS 衛星データを使ったボルネオ全島の土地被覆分類作業を進め、現地

調査によって入手した地理情報を参照して分類した土地被覆図の検証を行った。一部の植

生タイプについては自動分類の結果が正確ではなかったため、目視判読により土地被覆図

の修正を行った。このようにして 2000 年、2005 年、2008 年のボルネオ島の土地被覆分類

図を完成し、経年変化を統計処理することによって森林減少率や森林減少の至近要因を特

定することが可能となった。この結果は現在論文として取りまとめ中であるが、速報とし

て国際セミナー（平成 21 年 10 月 26 日～28 日）において発表した。また、一部のデータ

についてはコミュニケで引用し、website を通じて公表している。 

第二の目的である「ボルネオを単位とする共通シナリオに基づく地域環境動態予測」に

ついては、これもマレーシア拠点機関および協力機関であるサバ州森林局森林研究所の研

究者と共同で現地調査を行い、予測に必要なパラメータを採り終えた。入手したパラメー

タを生態系モデル Century に組み込み、現在の気候条件で熱帯降雨林の構造と機能を再現

したところ、その再現率は 90％以上の高い精度を示した。このため、このモデルは熱帯林

動態予測に供用できるものと判断し、昨年度までに開発した気候と土地利用シナリオをモ

デルに組み込んで、将来の熱帯林変化を長期予測した。その結果、現在、マレーシア、サ

バ州政府がその導入を奨励している、持続的森林管理手法が長期間に渡って木材資源と炭

素貯留を調和的に維持できる、ことが証明された。この成果は、やはり国際セミナーにお

いて発表した。 
現在、気候変動枠組み条約が持続的森林管理をポスト京都気候緩和メカニズムに取り込

む動きを加速させており、以上の本共同研究の成果もそれと密接に関係していることから

速報性が高いと判断し、インターネット・ベースの雑誌から公表した(Imai et al. 2009 

Cobenefits of sustainable forest management in biodiversity conservation and carbon 

sequestration. PLoS One Vol 4, e8267)。平成 22 年 3 月末現在、本論文へのアクセス数

は 358 件である。 
 

７－３ 若手研究者養成 

上記研究交流活動に若手研究者を従事させることによって、若手研究者の養成に貢献す

ることができた。日本側には特別研究員相当の若手研究者３名が登録されており、これら

の若手研究者を共同研究の現地調査に参加させることで、海外研究者と共同で学術研究を

実施するためのコミュニケーション能力やさまざまな技術を獲得させることができたと考

える。また、これらの若手研究者には国際セミナーにも参加してもらい、研究発表と同時

に政策提言のための討議にも加わってもらった。このような活動を通して、本プログラム

が目的とする国際的視野を持った若手研究者の養成が進んだと思われる。一方、現地側の
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若手研究者の養成という点では、今年度もマレーシアにおいて問題解決型の国際セミナー

を実施したため、マレーシア国立サバ大学の大学院生を中心とした若手研究者に国際的な

討議に参加する機会を提供することが可能となった。これにより、マレーシア現地の若手

研究者養成にも貢献することができた。 

 

７－４ 社会貢献 

本事業は、研究成果に基づいて政策提言を行うことを社会貢献の第一の柱と位置づけて

いる。また、研究成果を科学論文として公表するだけではなく、一般向けに記事やセミナ

ー等を通じて成果還元することも社会貢献と位置づけている。 

まず政策提言については、本事業が「熱帯降雨林地域における気候変動下における社会

適応策の構築」を扱ったものであり、地球温暖化の緩和と適応を扱う気候変動枠組み条約

と直接関係していることから、熱帯降雨林地域の特有な現象に配慮した温暖化緩和政策の

提言がもっとも重要であると考えた。このために、本共同研究の成果に基づいた政策をコ

ミュニケとしてとりまとめ、平成 21 年 12 月に行われた気候変動枠組み条約第 15 回締約国

会議に向けて以下の website を通じて公表した。また、政策コミュニケ以外にも本事業の

目的や一般的な成果について以下の website において公表した。 
http://diwpa.ecology.kyoto-u.ac.jp/aa/eng/aa_index.html 
研究成果を一般向けに還元するという点においては、熱帯降雨林において木材生産、炭

素貯留、生物多様性保護の 3 者を同時達成する道筋について、カラーの写真や図表を多用

して平易に解説する英文パンフレットを作成した。これを、海外の拠点機関や協力機関に

配布し、関係者の啓蒙において活用していただいた。 
さらに、シンガポールで開催された関連国際会議「アセアン生物多様性国際会議 平成

21 年 10 月 21 日～23 日 ASEAN Conference on Biodiversity 2009」においては、本事業

の成果を基に、自然共生型持続的社会の構築について講演を行った。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

 共同研究の第一の目的である「ボルネオ島における熱帯降雨林の広域現状把握」につい

ては、衛星データを使った土地被覆の自動分類に問題が残された。地上からの地理情報を

用いて自動分類による土地被覆図を検証したところ、精度の低い地域や植生帯があること

が判明し、今年度はその対応として目視判読による修正を土地被覆図に加えた。このため、

高い精度を保ちながら自動分類を行うアルゴリズムを引き続き開発することが課題として

残された。さらに、今年度使った衛星データは中解像度の MODIS であり、今後は地表の土

地被覆をより正確に把握するために高解像度の衛星データを使い、同様の研究に取り組む

必要がある。共同研究の第二の目的である「ボルネオを単位とする共通シナリオに基づく

地域環境動態予測」については、昨年度までの課題であったモデルの再現性を向上させる

ことができた。一方で、伐採といった土地利用や気候変動への熱帯林環境の応答について

はモデル出力の検証が出来ておらず、今後は森林伐採後の回復過程を実証的に調査してモ
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デルの再現性をさらに検証する必要がある。 

 社会貢献としての政策提言については、website や国際会議での講演を通じてこれまでの

共同研究に基づいた提言を公表することができた。しかし、その波及効果については極め

て限られていると思われる。今後、共同研究の成果の公表も含めて、政策提言論文を査読

付きの国際誌に掲載するように努力を続ける必要がある。 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２１年度論文総数    ７本 

   うち、相手国参加研究者との共著  １本 

   うち、本事業が JSPS の出資によることが明記されているもの  １本 

（※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入して下さい。） 

 
８．平成２１年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 

本共同研究は、１）ボルネオ島における熱帯降雨林の広域現状把握、２）ボルネオを単

位とする共通シナリオに基づく地域環境動態予測、の 2つを目的としている。 

前者については、衛星データによる土地被覆の自動分類化を進め、土地被覆の経年変化

を解析することにより熱帯降雨林の減少率とその至近要因を特定することを目標としてい

る。土地被覆図の正確性は、地上から得られた地理情報との比較から検証する。昨年度ま

でのセミナーや共同研究の実施を通して、ボルネオ島各国から地理情報が寄せられてきた

が、今年度はさらに土地利用状況に関する情報の質と量が十分ではなかったボルネオ島南

部に関するデータがインドネシア側から提供された。これと同時に、日本側研究者がボル

ネオ島南部の広域踏査を行い、多くの地理情報を入手した。さらに、日本側研究者がマレ

ーシア協力機関であるサバ州森林局森林研究所の研究者と共同でボルネオ島北部の広域調

査を実施し、これについても多くの地理情報を入手した。一方で、衛星データを用いた土

地被覆の分類についても新たな手法（アルゴリズム）を開発し、MODIS 衛星データを使った

ボルネオ全島の土地被覆分類を行った。入手した地理情報と比較したところ、分類した一

部の植生タイプが正確ではなかったため、目視判読を加えて土地被覆図を修正した。この

結果、2000 年、2005 年、2008 年のボルネオ島の土地被覆分類図を完成し、経年変化を統計

処理することによって森林減少率と森林減少の至近要因を特定した。 

後者については、生態系モデル Century を使うことによって、土地利用と気候変動の熱

帯降雨林への相互作用を明らかにすることを目標としている。昨年度までの結果では、モ

デルの再現性に問題があったが、今年度はパラメータを調整して再現性を高めることが可

能となった。このモデルにこれまでに入手したパラメータと気候・土地利用シナリオを組

み込んで、将来の熱帯林変化を長期予測した。その結果、現在、マレーシア、サバ州政府

がその導入を奨励している持続的森林管理手法が長期間に渡って木材資源と炭素貯留を調

和的に維持できることが証明された。 
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以上の成果に基づいて、国内外の参画研究者らと持続的熱帯林管理と土地利用管理の適

応策に関する提言を行った。 

 

８－２ セミナー 

本セミナー（国際セミナー）は、共同研究における地理情報データの入手、学術交流、

若手研究者の養成、政策提言、社会貢献などを目的として、毎年行っているものである。

当初、今年度は 10 月に東京で開催する予定であったが、新型インフルエンザの流行など不

可抗力によって急遽開催地をマレーシア国コタ・キナバル市に変更した。今年度は最終年

度に当たるために、共同研究の総括として、ボルネオ島の熱帯林減少と土地利用変化の概

要および熱帯林の変動予測を発表し、予測や把握に関する技術的な問題や結果について討

議することを目的とした。また、森林減少が生態系サービスに及ぼす負の影響と、持続的

森林管理に関するセッションを設け、日本、インドネシア、マレーシア各国から代表を選

び、事例発表することにした。さらに、これらの発表を基に、森林減少に対する社会適応

政策について文書として取りまとめることを目的とした。平成 21 年 10 月 26 日～28 日に

本セミナーを開催し、参画研究者の他に、現地の政府機関、大学、NGO 等から多くの参加

者を得た。10 月 28 日は特に本事業参画研究者のみに限定したワークショップとし、共同研

究を基盤とした政策提言のとりまとめ作業を行った。ワークショップにおいては、全体討

議の後に、「土地利用現況把握」と「適応策提言」の２班に分かれ、それぞれが政策提言の

執筆を行った。最終的に２班の文章を合わせ「気候変動枠組み条約」に向けたコミュニケ

を作成し、インターネットを通じてこれを公表した。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

該当なし。 
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９．平成２１年度研究交流実績総人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

 

      

※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。 

※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・日数としてください。） 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

   5／15  ＜人／人日＞   10／26  ＜人／人日＞ 

 

    派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

マレーシア 

<人／人日> 

インドネシア 

<人／人日> 

ブルネイ 

<人／人日> 

合計 

<人／人日>

日本 

<人／人日> 

実施計画 
 

2/20 1/10 0/0 3/30 

実績 10/75 0/0 0/0 10/75 

マレーシア 

<人／人日> 

実施計画 
8/40    
(1/5)  

0/0 0/0 
8/40  
(1/5) 

実績 2/13 0/0 0/0 2/13 

インドネシア 

<人／人日> 

実施計画 6/31 0/0 
 

0/0 6/31 

実績 0/0 2/14 0/0 2/14 

ブルネイ 

<人／人日> 

実施計画 
1/5    
(1/5) 

0/0 0/0 
 

1/5  
(1/5) 

実績 0/0 0/0 0/0 0/0 

合計 
実施計画 

15/76 
 (2/10) 

2/20 1/10 0/0 
18/106 
(2/10) 

実績 2/13 12/89 0/0 0/0 14/102 
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１０．平成２１年度研究交流実績状況 
１０－１ 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１９年度 研究終了年度 平成２１年度

研究課題名 （和文）地球環境変動下におけるボルネオ熱帯降雨林生態系の変動予測 
（英文）Prediction of the dynamics of Bornean tropical rain forest 
ecosystems under global climate change 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）北山兼弘・京都大学大学院農学研究科・教授 
（英文）Kanehiro Kitayama・Center for Ecological Research,  
Kyoto University・Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

John Tay・School of International Tropical Forestry, University of 
Malaysia Sabah・Associate Professor 
Mulyanto Darmawan・National Coordinating Agency for Survey and 
Mapping (Bakosurtanal)・Senior Researcher 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相

手国予算による）

についても、カッ

コ書きで記入のこ

と。） 

① 相手国との交流 

派遣先 
派遣元 

日本 マレーシア インドネシア ブルネイ 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  2/20 1/10 0/0 3/30 

実績 4/32 0/0 0/0 4/32 

マレーシア 

<人／人日> 

実施計画 1/5  0/0 0/0 1/5 

実績 2/13 0/0 0/0 2/13 

インドネシア 

<人／人日> 

実施計画 0/0 0/0  0/0 0/0 

実績 0/0 0/0 0/0 0/0 

ブルネイ 

<人／人日> 

実施計画 0/0 0/0 0/0  0/0 

実績 0/0 0/0 0/0 0/0 

合計 

<人／人日> 

実施計画 1/5 2/20 1/10 0/0 4/35 

実績 2/13 4/32 0/0 0/0 6/45 

② 国内での交流       10 人／26 人日 

２１年度の研

究交流活動及

び成果 

熱帯降雨林の広域現状把握、及び熱帯降雨林地域の環境動態予測の 2点を
目的とし、衛星データを使用したボルネオ島全域の土地被覆図の作成と生
態系モデルを使用した熱帯降雨林生態系への気候変動・土地利用複合影響
予測を行った。ボルネオ島現地調査のための派遣及び外国人参画研究者の
招へいによる研究検討を実施し、必要な地理情報及びパラメータを入手し
た。衛星データの分類と補正によって、ボルネオ全島の土地被覆を明らか
にし、さらにその経年変化から森林減少率を求めた。熱帯降雨林地域の環
境動態予測については、パラメータ調整によりモデル精度の向上を図り、
気候・土地利用シナリオにより熱帯林変化を長期予測した。 

日本側参加者数  

15 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（マレーシア）国(地域)側参加者数 

5 名 （１３－２（マレーシア）国側参加研究者リストを参照）

（インドネシア）国(地域)側参加者数 

5 名 （１３－３（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ）国側参加研究者リストを参照）

（ブルネイ）国(地域)側参加者数 

2 名 （１３－４（ブルネイ）国側参加研究者リストを参照）
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１０－２ セミナー 

―実施した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）JSPS アジア・アフリカ学術基盤形成事業セミナー 

第 3 回気候変動下におけるアジア熱帯降雨林地域の土地利用転換

と社会適応策 
（英文）JSPS AA Science Platform Program Seminar: 
3rd Seminar “Land-use Change and Societal Adaptation under Global 

Climate Change in Asian Tropical Rain Forests” 
開催時期 平成 21 年 10 月 26 日 ～ 平成 21 年 10 月 28 日（3 日間） 
開催地（国（地域）名、

都市名、会場名） 
（和文）マレーシア サバ州 コタ・キナバル市 
（英文）Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）北山兼弘・京都大学大学院農学研究科・教授 
（英文）Kanehiro Kitayama・Graduate School of Agriculture, 

Kyoto University・Professor 
相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

John Tay・School of International Tropical Forestry, University 
of Malaysia Sabah・Associate Professor 
 

 
参加者数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
( マレーシア ) 

日本 
<人／人日> 

A. 6/43 
B. 0/0 
C. 0/0 

マレーシア 

<人／人日> 

A. 10/30 
B. 0/0 
C. 0/0 

インドネシア 

<人／人日> 

A. 2/14 
B. 0/0 
C. 0/0 

ブルネイ 

<人／人日> 

A. 0/0 
B. 0/0 
C. 0/0 

合計 
<人／人日> 

A. 18/87 
B. 0/0 
C. 0/0 
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A.セミナー経費から負担 
B.共同研究・研究者交流から負担 
C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない

でください。） 
 
 
 
セミナー開催の目

的 
ボルネオ島の熱帯林減少と土地利用変化の概要および熱帯林の変動予

測を発表し、予測や把握に関する技術的な問題や結果について討議す

る。また、森林減少が生態系サービスに及ぼす負の影響と、持続的森

林管理に関するセッションを設け、日本、インドネシア、マレーシア

各国から代表を選び、事例発表する。これらの発表を基に、森林減少

に対する社会適応の必要性とその政策について取りまとめる。 

セミナーの成果 10 月 26・27 日の両日には、一般参加者にも参加していただき、国際

セミナーの形式でこれまでの共同研究に関する成果の発表を行った。

このセミナーには本事業参加者の他に、現地の政府機関、大学、NGO
等から 50 名以上の参加者があった。また、本セミナーにおいては、こ

れまでの研究成果を平易に説明したパンフレットを作成し配布した。

講演および印刷物の配布を通して、多数の参加者に成果を伝えること

ができた。10 月 28 日には本事業参加者のみによるワークショップを

開催し、共同研究を基盤とした政策提言のとりまとめを行った。ワー

クショップにおいては、全体討議の後に、「土地利用現況把握」と「適

応策提言」の２班に分かれそれぞれがこれまでの成果の取りまとめと

要旨執筆の作業を行った。最終的に２班の文章を合わせ「気候変動枠

組み条約」に向けたコミュニケを作成し、インターネットを通じてこ

れを公表した。 

セミナーの運営組

織 

事務局：京都大学大学院農学研究科（事務局長：北山兼弘）、（登録手

続き・プログラム編成担当・会場手配・宿泊手配・レセプション会場

手配・アブストラクトの提出依頼・座長依頼・収支管理） 

運営委員：Mulyanto Darmawan, John Tay, Mahmud Sudin 

プログラム編成委員：北山兼弘, Mulyanto Darmawan, John Tay, Mahmud 

Sudin, Robert Ong 
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開 催 経

費 分 担

内 容 と

金額 

日本側 内容                 金額 
国内旅費               76,360 円 
外国旅費            1,703,480 円 
会議費                53,592 円 
その他               189,948 円 
外国旅費・会議費・その他経費 
にかかる消費税            88,645 円 
合計               2,112,025 円 

相手国(地域) 内容              金額 
負担なし 
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１０－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 
 

① 相手国との交流                  

派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日>

 

<人／人日>

 

<人／人日>

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画     

実績     

② 国内での交流       人／人日 
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１１．平成２１年度経費使用総額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 

国内旅費 893,160 円  

外国旅費 2,881,750 円  

謝金 0 円  

備品・消耗品購入費 697,302 円  

その他経費 374,345 円  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

153,443 円  

計 5,000,000 円  

委託手数料 500,000 円  

合  計 5,500,000 円  

 
 
１２．四半期毎の経費使用額及び交流実績 

 

 経費使用額（円） 交流人数（人／人日） 

第１四半期 0 円 0/0 

第２四半期 15,408 円 0/0 

第３四半期 2,599,028 円 11/63 

第４四半期 2,385,564 円 13/65 

計 5,000,000 円 28/128 

 
 


