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アジア研究教育拠点事業 
平成２５年度 実施計画書 

 

 

１． 拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関： 京都大学大学院工学研究科 

マ レ ー シ ア 側 拠 点 機 関： マラヤ大学 

 

２．研究交流課題名 

（和文）： リスク評価に基づくアジア型統合的流域管理のための研究教育拠点     

                   （交流分野： 工学           ）  

（英文）：Research and Education Center for the Risk Based Asian Oriented Integrated 

Watershed Management  

                   （交流分野： Engineering        ）  

 研究交流課題に係るホームページ：https://www.t.kyoto-u.ac.jp/acore/ja 

 

３．採用期間 

 平成 23 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

（ 3 年度目） 

 

４．実施体制 

日本側実施組織 

 拠点機関：京都大学大学院工学研究科 

 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：大学院工学研究科・研究科長・北野正雄 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：大学院工学研究科・教授・清水芳久 

 協力機関：徳島大学、立命館大学、独立行政法人国立環境研究所、近畿大学、岡山大学、

滋賀大学、甲南大学 

 事務組織：大学院工学研究科 事務部 

 

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）国名：マレーシア 

 拠点機関：（英文）Universiti Malaya 

（和文）マラヤ大学 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Research Cluster “Sustainability 

Science”・Professor・Nik Meriam NIK 

SULAIMAN 
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 協力機関：（英文）Universiti Kebangsaan Malaysia・Universiti Teknologi Malaysia・

Universiti Malaysia Sabah 

（和文）マレーシア国民大学・マレーシア工科大学・マレーシアサバ大学 

 経費負担区分：パターン２ 

 

５．全期間を通じた研究交流目標 

 アジアでは現在、急速な経済発展のため様々な環境問題が噴出していると同時に社会基

盤の発展だけでなく、その環境整備に努力する余裕も生まれつつあり、これは日本がこの

数十年において対応してきたことを、極めて短期間で経験・対応しようとするものである。

特に流域管理・リスク管理という点においては、アジア諸国はまだまだ整備が遅れており、

人の衛生的環境の確保が不十分である地域も多い。本事業では、JSPS 拠点大学交流事業「環

境科学」（平成 12 年度〜21 年度）で培ったネットワークを活かし、より発展させるために、

特に流域管理と化学物質リスク評価に注目し、アジアの気候特性、生活形態、文化などに

重点をおいて、流域における課題を洗い出し、水文、水質、有害化学物質リスクおよびガ

バナンスをめぐる評価方法・知識ベースを構築するとともに、地球温暖化に伴う異常気象

にも耐えうる衛生的流域環境の実現を目指す。将来的には、本事業が先駆的な成功モデル

となり、熱帯や半乾燥地帯・乾燥地帯にある東南・東アジア各国での「リスク評価に基づ

く統合的流域管理」の重要性認識が高まり、拡張することが可能な拠点形成を目標とする。 

 本事業では、これまで多くの水環境問題を解決し、リスク評価・流域管理システムを構

築してきた日本の知識をマレーシアの研究者と共有するとともに、日本では経験できない

異なる気候・文化圏での問題を対象として情報共有し共同研究を実施することで、新たに

発生することが予測される重要な課題に対しての解決策を見いだす。交流期間を通じて、

アジア型の「リスク評価に基づく統合的流域管理（Risk Based Integrated Watershed 

Management）」の学問としての体系化を図り、研究者・技術者育成のための教育プログラ

ムを作成し、育成した若手を次世代の指導者とすることで、継続的な研究・人材育成が可

能なリソースを築くことも目標とする。 

 

６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 

 平成 24 年度は本事業の 2 年目であり、マレーシア側との協力体制が確実に整ってき

た。本事業の内容・目標・到達点が、日本側参加者は勿論のこと、マレーシア側コーデ

ィネーターおよび各研究グループリーダーにも十分に浸透し、各研究グループがそれぞれ

掲げた研究計画に準じて、日本—マレーシア間、日本国内およびマレーシア各大学間で協力

しながら研究活動を進めている。 

 両国のコーディネーターと各研究グループリーダー等から構成されるステアリング会議

を、平成 24 年 7 月 16 日にマラヤ大学で、平成 25 年 1 月 28 日に滋賀県立県民交流センタ

ーで開催した。マラヤ大学でのステアリング会議では、本事業における研究対象流域を、
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マレーシア側はセランゴール川流域、ランガット川流域、ジョホール川流域に、日本側は

琵琶湖・淀川流域に正式に決定した。さらに、各研究対象流域における①地理的情報、②

研究背景・既存の研究成果、③研究目標・計画、④研究意義・期待される成果、⑤若手研

究者養成の計画・アウトプットを、各研究グループリーダーが発表し、本事業で行う研究

教育活動を具体的に議論した。日本でのステアリング会議では、各研究グループリーダー

がそれぞれの進捗状況を発表し、今後の方向性について詳細に議論した。 

 第 2 回包括シンポジウムは平成 24 年 11 月 22 日と 23 日にマラヤ大学にて開催した。日

本側より 37 名、マレーシア側より 70 名が参加し、若手研究者を中心とした研究発表、研

究グループ別ディスカッションに加えて、マレーシアの河川管理を主として担うマレーシ

ア灌漑排水局（DID）およびマレーシアの環境モニタリング情報を集積していているマレー

シア国立水文研究所（NAHRIM）のそれぞれの Director General を招き基調講演をしても

らった。本シンポジウムを通じて、日本—マレーシア間の研究者の交流、各研究グループの

今後の研究計画の議論、ガバメントとの連携、若手研究者の養成を図ることができた。ま

た、本シンポジウムにおける発表資料と研究グループ別ディスカッションで得られた成果

は、Proceeding で発刊した。 

 詳細な研究内容と計画については、気候変動を考慮した災害予測と流域水文解析（水文

グループ）、政策シナリオ導入による流域環境改善の定量評価と将来予測（水質グループ）、

有害化学物質の環境動態評価とスクリーニング手法確立（環境リスクグループ）、統合的流

域管理のための知識データ収集とガバナンス構造分析（ガバナンスグループ）の各研究グ

ループ内で、両国間の派遣・招聘を通じて、またインターネットによる遠隔会議システム

等を利用して、随時議論を実施した。 

 

 

７．平成２５年度研究交流目標 

 

 研究協力体制の構築 

 本事業のマレーシア側の運営は、2010年にマラヤ大学内に設立した京都大学マレー

シア拠点オフィスで行っている。京都大学の研究員 1 名が駐在し、またマラヤ大学の

研究員およびリサーチアシスタントが常駐している。本拠点オフィスを通じて、日本—

マレーシア間の情報の共有・伝達がスムーズに行え、共同研究を進めている。さらに、

京都大学のメーリングリストシステムを利用して、全参加者にシンポジウムやワーク

ショップ、グループ会議の日程や内容、議事録を共有することで、各参加者が進捗状

況を確認できるようになっている。日本—マレーシア間そして各研究者間のコミュニケ

ーションがスムーズに取れる体制が整っている。 

 京都大学マレーシア拠点オフィスは、2013年 3月にマラヤ大学新校舎内へ移転した。

マラヤ大学側のアレンジにより、オフィスの面積と機能をさらに充実させた。平成 25

年度は、この拠点オフィス内に、本事業を通じて各グループにより収集・整理される
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様々な情報を蓄積するためのシステムを導入する。本事業参加者にこの情報へアクセ

ス可能な IDとパスワードを供給し、参加者全員での情報の共有・利用を図る。これに

よりさらなる共同研究の進展が期待される。 

 本事業の進展には、マレーシア灌漑排水局（DID）やマレーシア国立水文研究所

（NAHRIM）等の政府機関および地域コミュニティとの連携が不可欠である。平成

24 年度は DID と NAHRIM を包括シンポジウム等に招待し、本事業の周知を図った。

平成 25 年度もシンポジウムやセミナー等への参加をお願いし、これらの外部機関との

ネットワーク構築を進めていく予定である。 

 

 学術的観点 

 日本とマレーシア双方の環境リスクと流域管理に関する知見の共有、若手研究者や

マレーシア政府や自治体への情報提供を目的としたテキストブックを、平成 25 年度に

編集・出版する。 

 平成 23、24 年度に引き続き、第 3 回包括シンポジウムを平成 25 年 10 月 28 日と

29 日に京都大学宇治キャンパス防災研究所にて開催する。両国より 100 名程度の参加

者を予定している。若手研究者を中心とした研究発表、研究グループ別ディスカッシ

ョンに加えて、日本の環境リスク管理や統合的流域管理の状況に関する基調講演を計

画する。得られた成果は、Proceeding で発刊する。 

 このほか、平成 25 年度は各グループそれぞれでワークショップ、グループ会議、セ

ミナー等を開催し、学術交流を行なう。 

 平成２４年度は、本事業関連の発表論文総数 10本（相手国参加研究者との共著 2本

を含む）があったが、これらのうち数本の論文について本事業名が記載されていなか

ったため、本研究交流事業により発表された論文とすることができなかった。平成 25

年度は、このようなことが再び発生しないように、両国の本事業参加者に周知を徹底

する。 

 

 若手研究者育成 

 若手研究者に研究発表やディスカッションの機会を数多く設け、異文化の体験や英

語でのコミュニケーションを経験することにより、今後益々増えていく国際学術交流

や国際共同研究を遂行できる若手研究者の育成に貢献する。具体的には、平成 25年度

も前年度に引き続き、第 3 回包括シンポジウムや各グループの活動を通じて、日本—

マレーシア双方の若手研究者に研究発表や相手国研究者とのディスカッションの機会

を積極的に提供する。また、平成 25年度に実施する各グループのワークショップ、グ

ループ会議、セミナー等への若手研究者の参加を奨励し、学術交流を行ない、若手研

究者同士の積極的な交流を促す。 

 また、日本とマレーシア双方の流域管理に関する知見の共有、若手研究者、マレー

シア政府や自治体への情報提供を目的としたテキストブックを、出版する。 
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８．平成２５年度研究交流計画状況 

８－１ 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 23 年度 研究終了年度 平成 27 年度 

研究課題名 （和文）気候変動を考慮した災害予測と流域水文解析（水文グループ） 

（英文）Disaster prediction and hydrological evaluation in watershed 

caused by climate change (Hydrology Group) 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）中北英一・京都大学防災研究所・教授 

（英文）Eiichi Nakakita, Kyoto University, Disaster Prevention 

Research Institute, Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

（英文）Zulkifli Yusop, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Civil 

Engineering, Professor 

参加者数 
日本側参加者数        16名 

マレーシア側参加者数        28名 

２５年度の研究

交流活動計画 

 両国の研究対象流域に対して水文データの収集と整理を継続しつつ、

特に以下の 2 点に関して日本の先進技術をマレーシアの研究対象流域へ

適用する。 

 １）洪水および水資源への気候変動影響評価 

 ２）気象レーダを用いた定量的降雨観測と洪水予測 

 関連データの処理手法や解析手法を学ぶために、マレーシア側からの

若手研究者が日本側（特に、京都大学防災研究所）に短期滞在、そして

日本側研究者のマレーシア派遣を予定している。 

２５年度の研究

交流活動から得

られることが期

待される成果 

 研究対象流域の気候変動影響評価に関して日本の先進的な経験や知識

を、マレーシアの豊かな研究・教育環境に提供することにより、マレー

シアのみならずアジア諸国をも対象として、気候変動の将来影響も考慮

した統合的流域管理を提案することが可能になる。 

 これまで十分活用できなかったマレーシアの気象レーダ情報を洪水予

測へ活用するように積極的に誘導および指導することにより、新たな洪

水予測手法とシステムをマレーシアに紹介するなど，より幅が広い研究

協力関係を作ることが可能になる。 
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整理番号 R－2 研究開始年度 平成 23 年度 研究終了年度 平成 27 年度 

研究課題名 （和文）政策シナリオ導入による流域環境改善の定量評価と将来予測（水

質グループ） 

（ 英 文 ） Quantitative prediction and evaluation of watershed 

environment with policy scenarios (Water Quality Group) 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）清水芳久・京都大学大学院工学研究科・教授 

（英文） Yoshihisa Shimizu, Kyoto University, Graduate School 

Engineering, Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

（英文） Md Ghazaly Shaaban, Univerisiti Malaya, Faculty of 

Engineering, Professor 

参加者数 
日本側参加者数        23名 

マレーシア側参加者数        37名 

２５年度の研究

交流活動計画 

 両国の若手研究者を主たる参加者として、GIS（地理情報システム）

を利用した流域の水質モデルシミュレーションのためのトレーニングワ

ークショップを、日本とマレーシアでそれぞれ１回開催する。このため

のマレーシア側からの若手研究者の日本での短期滞在、日本側研究者の

マレーシア派遣を予定している。また、両国の研究対象流域に対して流

域解析、将来予測に必要な情報と水質データの収集・整理を継続して実

施する。なお、通常の研究交流は、e-メールや遠隔会議システム等を利

用して共同で進める。 

 マレーシア国内で十分に存在しない水質モニタリングデータについて

は、両国若手研究者の協力により、実際の現場での測定を実施する。 

２５年度の研究

交流活動から得

られることが期

待される成果 

 マレーシア側３河川の研究対象流域では、高濃度の濁質流出が大きな

問題である。これが、気候変動による降雨強度変化によるものなのか、

森林をプランテーションに改変した土地利用政策によるものなのか、あ

るいはこれらの複合影響やその他の影響によるものなのかについて、水

質シミュレーションモデルによる解析によって検討する。また、河川の

濁質濃度を減少させるための具体的な対策についても、モデル解析によ

って検討する。これらの結果を基に、マレーシア政府と関連部局、自治

体に必要な具体的な提言を行うことが可能となる。 
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整理番号 R－3 研究開始年度 平成 23 年度 研究終了年度 平成 27 年度 

研究課題名 （和文）有害化学物質の環境動態評価とスクリーニング手法確立（環境

リスクグループ） 

（ 英 文） Fate prediction of toxic chemicals in watershed and 

formulation of their screening methodologies (Environmental Risk 

Group) 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）米田 稔・京都大学大学院工学研究科・教授 

（ 英 文 ） Minoru Yoneda, Kyoto University, Graduate School 

Engineering, Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

（英文）Mazlin Bin Mokhtar, Universiti Kebangsaan Malaysia, 

Professor, Institute for Environment & Development, Professor 

参加者数 
日本側参加者数        32名 

マレーシア側参加者数        38名 

２５年度の研究

交流活動計画 

 両国の若手研究者が共同して、昨年度収集したマレーシア側研究対象

流域における基礎データに基づき、流域内での大気環境、河川水質、廃

棄物管理に起因するリスク評価を試みる。また、平成 24 年度にサーベイ

したリスクスクリーニング手法としてのバイオセンサーの中で、もっと

もマレーシア側研究対象流域に対して有効と考えられるバイオセンサー

の現地への適用を試みる。さらに派遣と招聘を通じて、両国国民性を考

慮したリスクコミュニケーション手法のあり方について議論し、アジア

型のリスク教育体系の確立を目標とした共同研究を実施する。 

２５年度の研究

交流活動から得

られることが期

待される成果 

 一般的に環境リスク評価のためには、対象有害物質の毒性、用量反応

関係、対象曝露集団とその曝露条件に関する情報が必要となるが、限ら

れたデータ、限定されたデータ収集体制の下での環境リスク評価では、

特に対象曝露集団の曝露条件を明らかにすることが困難となる。ほぼ必

要とされる環境リスク評価体制を構築してきた日本の経験と、まだまだ

不十分な体制しか構築できないマレーシアの現状を把握した両国研究者

らによる共同研究により、このような情報制約下での環境リスク管理手

法を提案することが可能となると期待できる。このような環境リスク管

理手法は、同様に十分な情報収集体制を組むことが困難な東南アジア諸

国にとっても極めて有益であり、日本・マレーシア両国のみならず近隣

諸国の環境リスク管理体制構築に対しても、大きく貢献することになる。 



8 

 

 

整理番号 R－4 研究開始年度 平成 23 年度 研究終了年度 平成 27 年度 

研究課題名 （和文）統合的流域管理のための知識データ収集とガバナンス構造分析

（ガバナンスグループ） 

（ 英 文 ） Knowledge data collection for integrated watershed 

management and analysis of governance structure (Governance 

Group) 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）中村正久・滋賀大学環境総合研究センター・特任教授 

（英文）Masahisa Nakamura, Shiga University, Research Center for 

Sustainability and Environment, Special full-time Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

（ 英 文 ） Azizan Baharuddin, Universiti Malaya, Centre for 

Civilisational Dialogue, Professor 

参加者数 
日本側参加者数        23名 

マレーシア側参加者数        62名 

２５年度の研究

交流活動計画 

 日本からマレーシアへの派遣を通じて、マレーシア側研究対象流域に

おける法律体系・行政制度・予算等についての情報を収集・整理する。

また、派遣と招聘を通じて、両国の研究対象流域において重きを置く必

要のある社会科学的情報（文化・生活・習慣・宗教等）を収集する。ま

た、他のグループからの情報も考慮して、これらの社会科学的情報の数

値化、重み付け、見える化するための方法を検討する。 

 これらの情報を他のグループと共有するために、他のグループで開催

されるワークショップ等にも本グループの研究者を派遣・招聘し、また、

本グループで開催するワークショップへの他グループからの参加を受け

入れることにより、グループ間の情報共有に努力する。 

２５年度の研究

交流活動から得

られることが期

待される成果 

 研究対象流域における文化・生活・習慣・宗教等の社会科学的な実態

の把握はこれまで比較的に軽視されてきた。アジア型の統合的流域管理

を検討するためには最も重要な要素の一つである。これらの情報を政策

決定者や一般の人々にわかりやすく伝えるための、数値化、重み付け、

見える化するための方法は、統合的流域管理のために必要不可欠である

と考えられる。 
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８－２ セミナー 

―実施する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）日本学術振興会アジア研究教育拠点事業「リスク評価に基

づくアジア型統合的流域管理のための研究教育拠点」第 3 回包括シ

ンポジウム 

（ 英 文 ） JSPS Asian Core Program 3rd Comprehensive 

Symposium of “Research and Education Center for the Risk 

Based Asian Oriented Integrated Watershed Management” 

開催期間 平成 25 年 10 月 28 日 ～ 平成 25 年 10 月 29 日（2 日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）日本、宇治市、京都大学宇治キャンパス 

（英文）Japan, Uji, Kyoto University Uji Campus 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）清水芳久・京都大学大学院工学研究科・教授 

（英文）Yoshihisa Shimizu, Kyoto University, Graduate School 

Engineering, Professor 

相手国側開催責任者 

氏名・所属・職 

(※日本以外での開催の場合) 

（英文） 

 

参加者数 

A. 60/ 120

B. 10

A. 30/ 120

B.

A.

B.

A. 90/ 240

B. 10

日本
<人／人日>

マレーシア
<人／人日>

<人／人日>

合計
<人／人日>

セミナー開催国
（ 日本 ）

派遣先

派遣

 

 

A. 本事業参加者（参加研究者リストの研究者等） 

B. 一般参加者（参加研究者リスト以外の研究者等） 
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セミナー開催の目的  本事業の参加研究者が出席し、各研究グループの研究教育の進捗

状況についての情報交換を行う。また、各研究グループで研究教育

を進めて行く上で考慮しなければならない問題を全員で整理・共有

し、本事業に必要な各研究グループ間の有機的な融合を図る。さら

に、平成 25 年度のセミナーは、若手研究者・技術者による発表の

場となるようなセッションを計画する。また、日本の環境リスク管

理や統合的流域管理の状況に関する基調講演や現場視察も計画す

る。 

期待される成果 平成 24 年度当初に、日本側とマレーシア側の研究対象流域を決定

した。平成 25 年 10 月に日本で開催するセミナーは、約１年半の間

に各グループが実施してきた研究教育成果を発表する場となる。こ

れらの成果は、マレーシアを研究教育拠点として東南アジア諸国に

その成果を普及させて行く際にも遭遇するものと考えられる日本で

は経験できない状況下のものであり、研究分野の違う両国研究者が

一同に会して、情報共有・議論し、解決策を見いだすことは、アジ

アで研究教育を実施していく上で必要不可欠である。また、若手研

究者・技術者が発表し議論する場を設けることにより、その育成・

能力向上に貢献することとなり、本事業の進展に大きく役立つ。さ

らに、両国研究者がほぼ一堂に会した状況で、日本の環境リスク管

理、統合的流域管理の現状を視察し、討議を実施することは、文化

等の異なる両国研究者の相互理解のために重要である。 

セミナーの運営組織 日本側責任者：清水芳久（京都大学） 

事務局代表：松田知成（京都大学） 

運営委員：清水芳久、米田稔、中北英一、松田知成（京都大学）、中

村正久（滋賀大学）、谷口文章(甲南大学)、山本裕史（徳島大学）、

佐藤圭輔（立命館大学）、東賢一（近畿大学）、森泉（岡山大学）、

Nik Meriam Nik Sulaiman, Md Ghazaly Shaaban, Azizan 

Baharuddin（マラヤ大学）、Zulkifli Yusop（UTM）、Mazlin Bin 

Mokhtar（UKM） 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容              金額 

国内旅費          1,800,000 円 

外国旅費            300,000 円 

消耗品             300,000 円 

外国旅費に係る消費税       15,000 円 

その他           1,700,000 円 

           合計 4,115,000 円 

マレーシア側 内容               

  外国旅費 
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８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

所属・職名 

派遣者名 

派遣・受入先 

（国・都市・機関） 
派遣時期 用務・目的等 

京都大学大学院

工学研究科･教

授・清水芳久 

マ レ ー シ

ア・クアラル

ンプール・マ

ラヤ大学 

平成 25 年 7

月 

平成 24 年度の研究教育の進捗状況を整

理し、平成 25 年度の詳細計画を各研究

グループおよび第 3 回包括シンポジウム

で議論するための骨子を構築するため

に、平成 25 年度第 1 回ステアリング委

員会を開催する。 

京都大学大学院

工学研究科･教

授・米田 稔 

同上 同上 同上 

京都大学防災研

究所･教授・中北

英一 

同上 同上 同上 

滋賀大学・教授・

中村正久 

同上 同上 同上 

滋賀県立大学・教

授井手慎司 

同上 同上 同上 

徳島大学・准教

授・山本裕史 

同上 同上 同上 

立命館大学・講

師・佐藤圭輔 

同上 同上 同上 

京都大学防災研

究所・准教授・キ

ムスンミン 

同上 同上 同上 

京都大学大学院

工学研究科・講

師・小島一信 

同上 同上 同上 

京都大学大学院

工学研究科・事務

職員・西井美季 

同上 同上 同上 

Nik Meriam Nik 

Sulaiman, 

日本・京都

市・京都大学

平成 26 年 1

月 

平成 25年 10月に日本で開催する第 3回

包括シンポジウムの成果およびその後
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Professor, 

Universiti 

Malaya 

工学研究科

(訪問先は関

東の協力機

関の予定) 

の各研究グループの進捗状況を共有・整

理した上で、平成 26 年度の研究・教育

計画について議論・決定するために、第

2回ステアリング委員会を開催する。 

Zulkifu Yusop, 

Professor, 

Universiti 

Teknologi 

Malaysia 

同上 同上 同上 

Md Ghazaly 

Shaaban, 

Professor, 

Universiti 

Malaya 

同上 同上 同上 

Mazlin Bin 

Mokhtar, 

Professor, 

Universiti 

Kebangsaan 

Malaysia 

同上 同上 同上 

Azizan 

Baharuddin, 

Professor, 

Universiti 

Malaya 

同上 同上 同上 

Salmaan Inayat 

Hussin, 

Professor, 

Universiti 

Kebangsaan 

Malaysia 

同上 同上 同上 

Noor Zalina 

Mahmood, Senior 

Lecturer, 

Universiti 

Malaya 

同上 同上 同上 
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Aziziz Abu 

Bakar, Research 

Officer, 

Universiti 

Malaya 

同上 同上 同上 

京都大学大学院

工学研究科･教

授・清水芳久 

同上 同上 同上 

京都大学大学院

工学研究科･教

授・米田 稔 

同上 同上 同上 

京都大学防災研

究所･教授・中北

英一 

同上 同上 同上 

滋賀県立大学・教

授・井手慎司 

同上 同上 同上 

滋賀大学・教授・

中村正久 

同上 同上 同上 

徳島大学・准教

授・山本裕史 

同上 同上 同上 

立命館大学・講

師・佐藤圭輔 

同上 同上 同上 

京都大学防災研

究所・准教授・キ

ムスンミン 

同上 同上 同上 

京都大学大学院

工学研究科・講

師・小島一信 

同上 同上 同上 

京都大学大学院

工学研究科・事務

職員・西井美季 

同上 同上 同上 
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９．平成２５年度研究交流計画総人数・人日数 

９－１ 相手国との交流計画 

日本
<人／人日>

22/ 78 ( 0/ 0 ) 22/ 78 ( 0/ 0 )

マレーシア
<人／人日>

52/ 222 ( 0/ 0 ) 52/ 222 ( 0/ 0 )

合計
<人／人日>

52/ 222 ( 0/ 0 ) 22/ 78 ( 0/ 0 ) 74/ 300 ( 0/ 0 )

日本
<人／人日>

マレーシア
<人／人日>

合計
<人／人日>

派遣先

派遣

 

 

※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。） 

※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（ ）

をのぞいた人数・人日数としてください。） 

 

９－２ 国内での交流計画 

37／74 <人／人日> 



 

 

15 

 

１０．平成２５年度経費使用見込み額 

（単位 円） 

経費内訳 金額 備考

国内旅費 4,000,000

外国旅費 3,200,000

謝金 0

備品・消耗品
購入費

1,100,000

その他の経費 2,340,000

外国旅費・謝
金等に係る消
費税

160,000

計 10,800,000
研究交流経費配分額以内であ
ること。

1,080,000

研究交流経費の１０％を上限
とし、必要な額であること。
また、消費税額は内額とす
る。

11,880,000

国内旅費、外国旅費の合計
は、研究交流経費の５０％以
上であること。

研究交流経費

合　　計

業務委託手数料

 

 

 

 


