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アジア研究教育拠点事業 
平成２６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 
（ 4 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・伊藤紳三郎 
 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。） 
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 25 年度は本事業の 3 年目であり、カウンターパートとの円滑な協力体制の下、日本

—マレーシア間の共同研究を着々と積み重ねてきた。特に、水質グループと環境リスクグル

ープにおいては、京都大学の大学院生がマラヤ大学へ数ヶ月間滞在し、マレーシアの研究

者と共同研究を実施した。この長期滞在を通じて、本事業の研究対象とするマレーシアの 3
流域における環境試料のサンプリングや水質分析を行い、水質解析に不可欠なデータを取

得することができたほか、濁水、生活排水の流出、ごみの不法投棄等、対象流域にて顕在

化する水環境問題を実際に見て確認することができた。さらに、マレーシア側の研究者を

通じて、マレーシア天然資源環境省環境局（DOE）を始めとしてマレーシア灌漑排水局
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（DID）やマレーシア国立水文研究所（NAHRIM）等から対象流域全体の水質モニタリン

グデータを過去数十年にさかのぼり提供していただいた。これにより、水質の現状と変遷

を把握することができ、研究対象流域に顕在化する水環境問題が浮き彫りとなった。本事

業開始から 3 年が経過し、予想以上の時間を要したものの、ようやく研究対象流域におけ

る水質汚染の現状や水環境問題に関わる気候的、政治的そして文化的な側面を洗い出すこ

とができ、さらには流域解析に不可欠な実測データも着実に積み重ねており、アジア型の

統合的流域管理の構築へ向けて確かな歩みを進めていると断言できる。 
 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 25 年 7 月 4 日にマレーシア・クアラセランゴール市で、平成 26 年 1 月 27 日に

日本の国立環境研究所で開催した。これまでのステアリング会議では、本事業の実施体制

の確認や検討が議論に挙げられたが、過去 2 年間で両国間の協力体制が十分に整ったこと

もあり、上記のステアリング会議では各研究グループの進捗報告や今後の研究計画に関す

る議論に注力することができた。マレーシアでのステアリング会議では、水文、水質、環

境リスク、ガバナンスそれぞれのグループから研究活動の進捗状況が報告され、研究成果

の公表、外部資金の獲得、共同研究実施計画等、多岐にわたる具体的な成果とプランが挙

げられた。日本でのステアリング会議では、京都大学大学院生のマレーシア長期滞在にお

ける水質と環境リスクに関わる研究成果が公表され、水文とガバナンスグループからも今

後の具体的な研究活動の提案がなされた。また、平成 26 年度にマレーシアにて開催予定の

第 4 回包括シンポジウムに焦点が当てられ、本事業で最後のマレーシア開催であることを

鑑み、これまでの研究成果をマレーシアの国や地方のステークホルダーへ提示するべく、

その方向性について詳細な議論を重ねた。このように、ステアリング会議を通じて両国間

の連携が円滑にかつ協力的に進められているほか、カウンターパートの運営とデータ共有

については京都大学マレーシア拠点オフィスにて正常に機能しており、マレーシア各大学

との強固な研究協力体制が既に構築できていると言える。 
 第 3 回包括シンポジウムを、平成 25 年 10 月 28〜29 日に京都大学宇治キャンパスおう

ばくプラザにて開催した。マレーシアから研究者 45 名が来日し、本学学生も合わせて 130
名が本シンポジウムに参加した。滋賀県琵琶湖環境科学研究センターの佐藤祐一研究員に

より琵琶湖の水環境の歴史や現在の水質保全に関する招待講演が行われたほか、水文グル

ープ日本側リーダーの中北英一防災研究所教授とガバナンスグループ日本側リーダーの中

村正久滋賀大学環境総合研究センター教授による基調講演が行われ、日本の最新レーダー

による洪水予測システムの紹介や、世界の事例を含めた統合的湖沼流域管理とガバナンス

の内容が説明された。これらの講演により、日本の水環境にまつわる経験、最新技術、知

識をマレーシアの研究者と共有することができた。また、その後に行われたグループディ

スカッションにより、本事業で各研究グループが今後取り組むべき研究活動の方向性をマ

レーシアの研究者と再確認することができた。このほか、本シンポジウムではポスターセ

ッションを開催し、両国の大学院生や若手研究者を中心に 74 件のポスターが掲載された。
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包括シンポジウムの開催は、若手研究者の育成を重要な目的の一つに掲げている。本シン

ポジウムでは両国の大学院生や若手研究者に発表の機会を与え、英語でのディスカッショ

ンを促すことができ、若手研究者の育成に大きく貢献することができた。また、包括シン

ポジウムにおける発表内容は Proceeding で発刊した。なお、平成 25 年度に出版を予定し

ていた日本とマレーシア双方の流域管理に関する知見共有と若手研究者、マレーシアや政

府や自治体への情報提供を目的としたテキストについては、現在編集中にあり、平成 26 年

度での出版を計画している。 
 
７．平成２６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。マラヤ大学のスタッフがオフィスの運営を担当し、日本側研

究者のマレーシア訪問の滞在手続きと、マレーシア側研究者の日本への渡航手続きのアレ

ンジを行うほか、京都大学のメーリングリストシステムを利用して、参加者全体に本事業

の日程や内容の周知を行っている。さらに、本事業に参加している日本学術振興会海外特

別研究員 1 名が現在、マラヤ大学で研究を遂行しており、両国間の連携にまつわる詳細な

議論が必要となった場合は、この研究員がカウンターパートとの直接的な議論を行うこと

で、両国間の情報の共有・伝達をスムーズに行っている。今年度も同様の研究協力体制に

て、両国間そして各研究者間のコミュニケーションとデータ共有がスムーズに取れる体制

を維持しながら、本事業を運営していく予定である。 
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、20 名

程度を収容できる大きなオフィスとなった。会議用デスク、遠隔会議システム、来客者用

デスクとパソコン、資料の収容棚と展示スタンド等を完備させ、オフィスの機能を充実さ

せた。本事業で使用された講義資料や電子ファイル・データは、本オフィスに全て保管し

ており、リポジトリとしての重要な役割を担っている。今年度も同様に、本オフィスを研

究討論の場そして研究成果の集約の場として大いに活用し、本事業に留まらず今後も継続

されるであろう両国間の交流活動を見据えた恒久的な研究教育拠点の形成を目指す。 
本事業が掲げるアジア型の統合的流域管理を実現するためには、マレーシアの各政府研

究機関との協力体制の構築が不可欠である。2012 年に開催した第 2 回包括シンポジウムで

は、マレーシア灌漑排水局（DID）とマレーシア国立水文研究所（NAHRIM）を招待し、

本事業の周知を促すことができた。しかしながら、本事業の研究成果を実際に国や地方の

行政当局やステークホルダーへ提言するためには、更なる協力体制の構築が求められる。

平成 26 年度にマレーシアで開催する第 4 回包括シンポジウムは、各ステークホルダーへ本

事業の周知を図る絶好の機会である。これまでに得た数々の研究成果を流域毎に具体的に

提示し、ステークホルダーとの協力体制が築けるよう、本シンポジウムを計画する。 
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＜学術的観点＞ 
 各研究グループの活動は、両国のそれぞれのグループリーダーが指揮を取り、ワークシ

ョップ、グループ会議、セミナー等を開催する。これまでに、メーリングリストを通じた

各参加者への情報伝達や、遠隔会議システムを使用したグループ会議等の基本体制は既に

整っている。今後も継続的に各研究者への情報の周知と、グループ会議の定期開催による

研究進捗状況の報告を徹底し、ワークショップやセミナーを通じた研究発表や若手研究者

と対象とした講義、実習を実施していく。 
 過去 3 年間に引き続き、第 4 回包括シンポジウムを平成 26 年 11 月にマレーシア工科大

学にて開催する。本シンポジウムは最後のマレーシア開催であり、マレーシア天然資源環

境省環境局（DOE）、マレーシア灌漑排水局（DID）、マレーシア国立水文研究所（NAHRIM）

等の政府研究機関および地域コミュニティを招待し、本事業の成果を提示することのでき

る絶好の機会となる。両国より 100 名程度の本事業参加者を募り、これまでに各研究グル

ープが実施してきたマレーシア 3 流域における共同研究の成果を発表する。中間評価結果

も踏まえて、本シンポジウムを通じて、各ステークホルダーに本事業の周知と理解を促し、

本事業の目標に掲げているマレーシアの気候や文化等の側面を考慮したアジア型の統合的

流域管理の提言へ向け、ステークホルダーとの協力体制を構築・強化する。これまでのシ

ンポジウムと同様に、講演資料やその他の発表資料は、Proceeding で発刊し、本事業参加

者と各政府研究機関へ配布する。 
平成 25 年度より、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の作成を

進めている。一冊目の草稿が揃い、現在は編集段階に入っており、平成 26 年度内には出版

を予定している。さらに、中間評価結果を踏まえて、4 つの各研究グループではそれぞれの

テキストブックの出版を計画しており、現在は目次や執筆者の検討を行っている。平成 26
年度内には目次と執筆者を決定し、グループ会議を通じて草稿の進捗状況を随時報告する

よう義務付ける。 
 平成 25 年度は共同研究が飛躍的に進み、データの分析・解析を着々と積み重ねた。中間

評価結果を踏まえて、今後は研究成果の精査と草稿の作成を進め、マレーシアの研究者と

の共著にて国際雑誌への投稿を積極的に推奨していく。また、過去に発生した論文中の本

事業名の未記載が再び起こらぬよう、今後も謝辞の記載の周知を両国の本事業参加者に徹

底して行う。 
 
＜若手研究者育成＞ 
 平成 25 年度は、京都大学の大学院生がマレーシアに長期滞在し、マレーシアの研究者と

共同研究を遂行した。言語や文化、さらには研究環境の異なる中で、学生自身の判断と努

力により研究活動を実施した経験は、日本では得ることのできない貴重な財産であり、今

後の人生でも大いに活用できる。平成 26 年度も、多くの大学院生や若手研究者にマレーシ
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ア訪問の機会を与え、マレーシア側研究者の協力の下、若手研究者の育成に注力する。ま

た、遠隔会議システムを利用して、両国からグループ会議に参加し、大学院生や若手研究

者に積極的に発表や発言を促していく予定である。 
一方で、マレーシア側の若手研究者の養成も、本事業の責務の一つである。日本側が有

する研究スキルや知識、あるいは日本がこれまでに経験した公害問題とその対策方法を、

マレーシア側の研究者と共有することが必要である。平成 25 年度は、マレーシアに長期滞

在した京都大学の大学院生を通じて、水質の分析手法や、定量装置の使用方法、データの

解析手法をマレーシア側の大学院生と共有し、信頼性の高いデータを得るための細かなノ

ウハウを伝えることができた。平成 26 年度も、共同研究を遂行する中で研究スキルや知識

をマレーシア側の研究者と共有していく。また、平成 26 年度は環境動態モデルや水質モデ

ルの習得のために、マレーシアの大学院生を京都大学に招聘することを計画している。 
 
＜その他（社会貢献や独自の目的等）＞ 
 マラヤ大学のキャンパス中央にある湖は現在、深刻な富栄養化と外来種の繁殖に悩まさ

れている。キャンパスの象徴する景観の一つであり、従来はカヤックの練習場として、あ

るいは学生の憩いの場として親しまれていた。しかし、近年は富栄養化によるアオコの発

生と、外来種による怪我の発生により、湖への立ち入りが禁止されている。これを受け、

マラヤ大学本部は本事業参加者である Zeeda Fatimah Mohamad 講師が運営するマラヤ大

学環境保全チーム（UM CARES）と連携し、水質浄化プロジェクトを 2014 年 1 月から始

動した。プロジェクトの概要は、水質汚染の現状の把握と汚染源の特定、水質モデルを用

いた将来予測、汚染水の浄化システムの設置、サステナブルな水質管理のための管理手法

の構築とガバナンスの提案である。本事業に参加するマラヤ大学の多くの研究者がボラン

ティア形式で本プロジェクトに協力しており、これまでに日本側研究者の豊富な知識や経

験に基づく助言を求めてきた。ガバナンスグループの日本側リーダーである中村正久滋賀

大学環境総合研究センター教授は、この湖を既に 2 回訪れており、水質浄化手法や外来種

の駆除方法などの具体的な助言を提示している。マラヤ大学は本事業の対象流域外に位置

しているため、流域の観点から見れば本事業との直接的な関わりはないものの、本プロジ

ェクトを成功に導くことにより、マレーシア流域内での水質管理の成功事例としてマレー

シア政府機関にタンジブルな成果を示すことが可能となる。今後も、必要に応じて本プロ

ジェクトのアシストを進めて行く予定である。 
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８．平成２６年度研究交流計画状況 

８－１ 共同研究 

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        15名 

マレーシア側参加者数        27名 

２６年度の研究

交流活動計画 

 これまでに作成済みのジョホール川流域分布型水文モデルに対して、

水位、流量および降水の観測データを用いて詳細なパラメータ同定を行

う。また、日本気象研究所の全球気候モデル（GCM）出力を利用した将来

水資源影響評価を高精度で行う。さらに、ジョホール川流域で利用可能

な気象レーダーのデータを収集し、実時間洪水予測システムを試作する。 

 平成 25年度と同様に、関連データの処理手法や解析手法の習得を目的

として、マレーシアの若手研究者を京都大学防災研究所に招聘し、ワー

クショップを開催する。また、日本側研究者をマレーシアへ派遣し、カ

ウンターパートの研究者との共同研究を実施する。 

２６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 

 気候変動を考慮した水資源管理に関する日本の先進的な経験や知識を

マレーシアの対象流域で適用することにより、気候変動の将来影響も考

慮に入れた統合的流域管理の提案が可能となる。 

 将来的には、本事業で構築したマレーシアにおける水文モデルや洪水

予測システムを、気候や災害面で共通点の多い東南アジア諸国へと適用

することが期待される。これまで気象レーダー情報を十分に活用できな

かった東南アジア諸国において、本事業での成功例をモデルケースとし

て提示することにより、気象レーダー情報を洪水予測へ活用するための

提言をより説得的に行うことができる。これにより、マレーシアだけで

なく東南アジア諸国全体を見据えた包括的な研究協力関係を築くことも

期待できる。 
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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 of 
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        28名 

マレーシア側参加者数        41名 

２６年度の研究

交流活動計画 

 平成 25年度に実施した対象 3流域における水質調査を、平成 26年度

も実施する。京都大学の大学院生をマレーシアへ派遣し、マレーシアの

若手研究者と共に河川水のサンプリングと水質分析を行う。平成 25年度

は雨季でのサンプリングを行ったため、平成 26年度は乾季でのサンプリ

ングを予定している。 

 マレーシアの若手研究者を対象に、水質グループのワークショップを

マレーシアにて開催する。日本側の研究者を派遣し、水質モデルを用い

た流域解析の実習や、実測データの解析を行う。 

 水質グループでは、平成25年度から遠隔会議を定期的に実施している。

平成 26 年度も遠隔会議を定期的に実施し、各参加者の研究進捗状況の報

告や、水質グループのテキストブックの作成に向けた議論を行う。 

２６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 

 平成 25年度に実施した対象 3流域での水質分析により、雨季では高濁

度の河川水が上流から流出していることが明らかとなった。また、高濃

度の大腸菌群および大腸菌が上流域でも検出され、未処理の生活排水や

畜産排水の河川への流入が明らかとなった。平成 26年度は乾季でのサン

プリングにより、季節間での濁度の変化と水質の状況を比較検討する。

また、マレーシア天然資源環境省環境局から提供していただいた水質モ

ニタリングデータをもとに水質解析を進め、気候変動や土地利用の変化

に伴う水質への影響を、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。これらの結果を整理し、11月開催予定の包括シンポジウム

にて水質汚染の現状と解析結果を発表し、マレーシア政府研究機関や自

治体へ向けて水質汚染の改善に必要な具体的な対策案を提言する。 
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８－１ 共同研究 

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 of 
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        36名 

マレーシア側参加者数        43名 

２６年度の研究

交流活動計画 

 平成 25年度に引き続き、研究対象流域中に存在する有害化学物質の定

量分析と、環境動態モデルを用いた流域中の有害化学物質の動態を解析

する。また、マラヤ大学病院よりヒトの血液・尿サンプルを提供してい

ただき、これらに含まれる有害化学物質の定量分析を行う。これらの定

量データを用いて、流域内での大気環境、河川水質、廃棄物管理に起因

する健康リスク評価を試みる。また、リスクスクリーニング手法として

のバイオセンサーの開発を継続して実施し、研究対象流域への適用を試

みる。 

これらの共同研究において、マレーシアの大学院生を京都大学へ招聘

し、解析手法や実験手法の指導も行う予定である。 

２６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 

 マレーシアにおける有害化学物質の環境中分析はまだ発展途上であ

り、どの化学物質がどの汚染源から環境中に混入し、どの程度分布して

いるのか等の定性的かつ定量的な知見が絶対的に不足している。従って、

平成 26年度も引き続いて、研究対象流域の河川水や底質、大気中の粒子

状物質のサンプリングと有害化学物質の定量分析を行い、環境動態の解

析を試み、限られた実測データでの環境リスク管理手法の構築を検討す

る。 

 ヒトの血液・尿サンプルの取得は、既にマラヤ大学にて始められてお

り、着々と検体数を増やしている。マレーシアにおいてヒトのサンプル

を用いた有害化学物質に関する研究成果は希少であり、貴重な定量デー

タの取得が期待される。また、体内動態モデルを用いた定量データの解

析により、曝露量の推算や健康リスク評価が可能となる。 
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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        20名 

マレーシア側参加者数        59名 

２６年度の研究

交流活動計画 

 平成 26 年 11 月に開催予定の第 4 回包括シンポジウムでは、マレーシ

アの国・地方自治体やステークホルダーに流域毎の研究成果を発表し、

今後検討すべきガバナンスのあり方を提示することを予定している。こ

のためには、これまで独立的に研究活動を行ってきた各研究グループの

活動内容と成果を流域毎に整理し、浮き彫りとなった水環境問題に対す

るステークホルダーへの提言を具体的に検討する必要がある。各研究グ

ループとのコミュニケーションを強化し、グループ会議にて今後のガバ

ナンスの方向性を詳細に議論する。 

 また、平成 25年度からセランゴール下流域で実施中の地域住民対話型

プロジェクトを継続的に進める。地域住民が持つ共通の「価値」を模索

し、マレーシアの文化的側面を考慮した流域管理のあり方を検討する。 

２６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 

 これまでの各研究グループの研究成果を整理し、ガバナンスのあり方

を提示することで、ステークホルダーとの協力体制を構築できることが

大いに期待される。アジア型の統合的流域管理の構築へ向け、平成 26年

度の包括シンポジウムは、今後のステークホルダーとの連携を左右する

非常に重要な局面である。ステークホルダーとの協力体制を確保できれ

ば、本事業の成果が施策策定の参考として取り上げられ、実際にマレー

シアでの流域管理に適用されるだけでなく、これを成功体験として東南

アジア諸国への適用へとさらに発展させることも可能となる。 

 セランゴール川下流域住民とは、マラヤ大学研究者の熱心な働きかけ

により厚い信頼関係が築かれている。今後、見出された「価値」を基に、

地域住民が望む流域管理の在り方を検討し、政策の提言へと繋げてゆく。 
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８－２ セミナー 
 
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 4 回包括シ

ンポジウム 
（ 英 文 ） JSPS Asian Core Program 4th Comprehensive 
Symposium of “Research and Education Center for the Risk 
Based Asian Oriented Integrated Watershed Management” 

開催期間 平成 26 年 11 月  日～ 平成 26 年 11 月  日（3 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）マレーシア、ジョホールバル、マレーシア工科大学 
（英文）Malaysia、Johor Bahru、Universiti Teknologi Malaysia, 

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）Nik Meriam NIK SULAIMAN・Universiti Malaya, 
Research Cluster “Sustainability Science”・Professor 

 
参加者数 

A. 30/ 120

B.

A. 60/ 180

B. 10

A.

B.

A. 90/ 300

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
（マレーシア）

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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※日数は、出張期間（渡航日、帰国日を含めた期間）としてください。これによりがたい

場合は、備考欄を設け、注意書きを付してください。 
 
セミナー開催の目的  平成 26 年度のセミナーは、本事業での最後のマレーシア開催で

あり、日本の多くの研究者がマレーシアを訪問する最後の機会と

なる。また、マレーシアの研究対象 3 流域に関連する国・地方自

治体やステークホルダーを招待し、本事業の研究成果を提示でき

る絶好の機会でもある。従って、本セミナーではこれまでに各研

究グループが実施してきた研究活動とその成果を整理し、ガバナ

ンスへの提言を念頭に置いた研究発表を実施する。また、対象 3
流域に関連する国・地方自治体やステークホルダーを招待し、マ

レーシアの政府研究機関や地域コミュニティが実際に直面してい

る流域管理問題の共有を図ると共に、本事業参加機関とステーク

ホルダーの有機的且つ継続的な連携を構築・強化するための意見

交換の場を目指す。 
期待される成果  本事業で対象とする 3 流域は、人口が集中する首都圏とジョホ

ールバルに水を供給する貴重な水源であると同時に、洪水や干ば

つ、水質汚染等の水環境問題が度々取り立たされる流域でもある。

本事業で実施してきた水文、水質、環境リスク、ガバナンスの各

研究グループの研究成果は、それぞれの流域で顕在化する水環境

問題の改善に大いに貢献できるものであり、その成果を効果的に

適用するためには、各流域のステークホルダーとの協力体制が不

可欠である。 
 本セミナーを通じて、本事業で得た研究成果を多くのステーク

ホルダーに公表することにより、本事業の周知を促すと共に、本

事業に参加する両国の研究機関との協力体制を構築・強化し、そ

の成果を提言・普及させていくことが可能になる。また、本セミ

ナーは両国間の研究者が一堂に会し、研究討論を行うための貴重

な場でもある。現在実施中の共同研究の進展はもとより、新たな

共同研究の発展も大いに期待される。 
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）、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
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（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 
外国旅費         3,000,000 円 
国内旅費（出国帰国日用）  420,000 円 
外国旅費に係る消費税    240,000 円 

          合計   3,660,000 円 
マレーシア側 内容 

国内旅費、消耗品、その他経費 
（参加者への配布物、飲食費、バス代、プロシーディング
印刷費他） 
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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 5
月 

平成 25 年度の研究教育の進捗状況を整

理し、平成 26 年度の全体の詳細計画を

各研究グループおよび第 4 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 26 年度第 1 回ステアリ

ング委員会を開催する。 

京都大学防災

研究所･教授・

中北英一 

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 

滋賀大学環境

総合研究セン

ター・教授・中

村正久 

同上 同上 同上 

徳島大学総合

科学部・准教

授・山本裕史 

同上 同上 同上 

立命館大学理

工学部・准教

授・佐藤圭輔 

同上 同上 同上 

京都大学大学

院工学研究

科・講師・水野

忠雄 

同上 同上 同上 

京都大学大学

院工学研究

科・修士課程学

生・河田  悠 

同上 同上 同上 

京都大学大学

院工学研究

同上 同上 同上 
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科・修士課程学

生・長田智恵美 

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 

binti NIK 

SULAIMAN, 

Professor, 

Universiti 

Malaya 

日 本 ・ 京 都

市・京都大学 

( 開催場所未

定) 

平成 27 年 1

月 

平成 26年 11月にマレーシアで開催する

第 4回包括シンポジウムの成果およびそ

の後の進捗状況を共有・整理した上で、

平成 27 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。 

Mohd Jamil bin 

MAAH, 

Professor, 

Universiti 

Malaya 

同上 同上 同上 

Md. Ghazaly 

bin SHAABAN, 

Professor, 

Universiti 

Malaya  

同上 同上 同上 

Noor Zalina 

binti MAHMOOD, 

Senior 

Lecturer, 

Universiti 

Malaya 

同上 同上 同上 

Awg Bulgiba 

bin AWG MAHMUD 

Professor, 

Universiti 

Malaya 

同上 同上 同上 

Zulkifli bin 

YUSOP, 

Professor, 

同上 同上 同上 
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Universiti 

Teknologi 

Malaysia 

Mazlin bin 

MOKHTAR, 

Professor, 

Universiti 

Kebangsaan 

Malaysia 

同上 同上 同上 

Azizi bin ABU 

BAKAR, 

Research 

Officer, 

Universiti 

Malaya 

同上 同上 同上 

Abdul Hamid 

bin MURAD, 

Ministry of 

Education, 

Senior 

Principal 

Assistant 

Director 

同上 同上 同上 

Nobumitsu 

SAKAI, 

Universiti 

Malaya, 

Postdoctoral 

Fellow 

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 

京都大学防災

研究所･教授・

中北英一 

同上 同上 同上 
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京都大学大学

院工学研究科･

教授・米田 稔 

同上 同上 同上 

滋賀大学環境

総合研究セン

ター・教授・中

村正久 

同上 同上 同上 

徳島大学総合

科学部・准教

授・山本裕史 

同上 同上 同上 

立命館大学理

工学部・准教

授・佐藤圭輔 

同上 同上 同上 

京都大学大学

院工学研究

科・講師・水野

忠雄 

同上 同上 同上 

京都大学大学

院工学研究

科・修士課程学

生・河田  悠 

同上 同上 同上 

京都大学大学

院工学研究

科・修士課程学

生・長田智恵美 

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 

 

 

８－４ 中間評価の指摘事項等を踏まえた対応 

 本事業の目標に掲げるアジア型の統合的流域管理の構築へ向けて、マレーシア政府機関

との連携の強化が重要である。特に、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）、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）、マレーシア全流域で河川の水質モニタリングを行っているマレーシ
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ア天然資源環境省環境局（DOE）との連携が不可欠であり、マレーシアの大学機関を通じた

各政府機関との協力体制の構築・強化が必要である。この件に関して、平成 26年 1月に開

催したステアリング委員会でマレーシア側研究者と議論を重ね、平成 26年 11月に開催す

る第 4回包括シンポジウムに各政府機関の関係者を招待し、本事業の研究成果を流域毎に

提示することを決定した。DIDと NAHRIMに関しては、第 2回包括シンポジウムで Director 

General を招待し、基調講演をお願いした経緯があり、本事業とのコミュニケーションが既

に図れている。また、DOEに関しても、マレーシア側研究者を通じて水質データを平成 25

年度末に提供して頂き、本事業への理解を少しずつ得ている状況にある。平成 26年度の包

括シンポジウムで、タンジブルな研究成果を流域毎に提示することにより、各政府機関と

の協力体制を構築し、本事業の成果を施策策定の参考としてもらえるよう、粘り強く対応

していく計画である。 

これまでの研究交流活動では、水文、水質、環境リスク、ガバナンスグループがほぼ独

立的に研究活動を進めてきたため、グループ間のコミュニケーションは必ずしも十分では

なかったと考えられる。年に 2回開催しているステアリング委員会に参加するメンバーは、

各グループリーダーからの進捗状況報告によりお互いの状況を把握しているが、他の参加

者は、主として年 1回の包括シンポジウムで他のグループの研究成果を知る機会がない状

況であった。従って、水文、水質、環境リスクグループで得られた研究成果を最終的にガ

バナンスグループへと統合するためには、グループ間の連携を強化する必要がある。第 4

回包括シンポジウムでは、流域毎の包括的な研究成果を提示する必要があることから、平

成 26年度は各グループの流域毎の研究活動とその成果を検討・整理する計画である。これ

により、研究対象 3流域における水文、水質、環境リスクにまつわる水環境問題を整理す

ることができ、それを基に検討すべきガバナンスのあり方をクリアにすることが可能とな

る。 

平成 25年度は、京都大学の大学院生をマレーシアへ長期派遣し、共同研究の実施を本格

的に進めた結果、研究成果を着実に積み重ねることができた。一方、DOE等からの水質デー

タの取得に予想以上の時間がかかったこと、ならびにマレーシア側研究者が有する実測デ

ータが不足していたことにより、これまでは日本側が有する知識やスキルを効果的に生か

すことができず、国際雑誌への投稿を見据えた草稿の作成まで中々たどり着くことができ

なかった。また、論文中の謝辞に本事業名を記載することを参加者全員に周知することが

徹底できず、幾つかの論文は本事業の成果としてカウントされなかった。その結果、論文

の掲載数や学会での発表数において十分な貢献ができていない状況であった。今後は、こ

れまでに得た研究成果を基に国際学会誌への論文投稿や国際学会発表、テキストの作成を

積極的に進め、それと同時に現在実施している共同研究を継続的に進めることにより、研

究成果をより生産的に社会へ還元することに注力する。 
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９．平成２６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>

52/ 198 ( 0/ 0 ) 52/ 198 ( 0/ 0 )

マレーシア
<人／人日>

22/ 102 ( 0/ 0 ) 22/ 102 ( 0/ 0 )

合計
<人／人日>

22/ 102 ( 0/ 0 ) 52/ 198 ( 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。） 

※相手国マッチングファンドなど、本事業経費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。 

 

９－２ 国内での交流計画 

10／20 <人／人日> 
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１０．平成２６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 2,208,000

外国旅費 5,420,000

謝金 0

備品・消耗品
購入費

23,000

その他の経費 174,000

外国旅費・謝
金等に係る消
費税

437,000
（外国旅費+その他の経費（来
日者用保険)）×8％

計 8,262,000
研究交流経費配分額以内であ
ること。

826,200

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。

9,088,200

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

 


