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アジア研究教育拠点事業 
最終年度 実施報告書（平成２３～２７年度） 

 

 
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 
（ 5 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 

 協力機関：（英文）Universiti Kebangsaan Malaysia・Universiti Teknologi Malaysia・
Universiti Malaysia Sabah 
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（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．研究交流目標 
５－１．平成２７年度研究交流目標 
＜研究協力体制の構築＞ 
 過去 4 年間のマレーシア側研究者との密接な連携により、本事業に参加する大学・研究

機関との協力体制は十分に構築できた。2010 年にマラヤ大学内に設立した京都大学マレー

シア拠点オフィスは、本事業における研究討論の場そして研究成果の集約の場として大い

に活用され、両国間の研究教育拠点として重要な役割を担う位置を確立している。平成 27
年度は本事業の最終年度であり、これまでに行ってきた共同研究を継続・発展していくた

めに、現在の研究協力体制を維持していく必要がある。最終年度では 5 年間の総括を行う

だけでなく、来年度以降も共同研究を続けていけるよう、本事業参加者全体への理解と協

力を促していく。 
 また、マレーシアの関連政府機関や地域住民との協力体制の更なる発展も必要である。

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）等を中心に、マレーシア政府機関との連携をこれまで以上に強

化し、地域住民との交流も継続して行う。最終年度は、これまでに得た本事業の研究成果

を流域毎に整理し、ガバナンスへの提言を含めてステークホルダーへ成果を報告する。 
 さらに、本事業のマッチングファンドを提供しているマレーシア教育省との協力体制の

維持も不可欠である。現在のマレーシア教育省の事務局長は、本事業のメンバーでありマ

レーシア工科大学の元副学長である Zaini Ujang 氏である。Zaini 氏へ本事業の成果を詳細

に説明し、統合的流域管理へ向けた更なる共同研究の必要性をアピールすることにより、

研究交流継続のためのマレーシア側での研究資金の獲得へとつなげていく。 
 
＜学術的観点＞ 
 本事業の最終年度は、これまでの研究成果を流域毎に整理し、本事業参加者全体で知見

を共有する。そこから見出された流域管理のあり方をステークホルダーへ提言すべく、こ

れまでに築き上げてきた関連政府機関とのネットワークを活用しながら実社会へと還元し

ていく。各研究グループリーダーが指揮を取り、研究グループ毎に成果を集約し、ステア

リング会議や包括シンポジウムを通じてこれらの成果を整理して、統合的流域管理を実現

するための道標とする。 
 過去 4 年間に引き続き、第 5 回包括シンポジウムを平成 27 年 11 月に京都大学にて開催

する。これは本事業における最終シンポジウムであり、両国間の研究成果を総括するため

の重要な学術会議である。両国より 100 名程度の参加者を募り、これまでに各研究グルー

プが実施してきたマレーシアの研究対象 3 流域における共同研究の成果を発表する。また、

この包括シンポジウムは、マレーシアの研究者が一堂に会し、日本の流域管理を見て学ぶ

ことができる本事業による最後の機会でもある。シンポジウムの後には琵琶湖を訪問し、
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琵琶湖博物館や琵琶湖環境科学研究センター、国土交通省近畿地方整備局琵琶湖河川事務

所、琵琶湖疎水等の視察や流域住民との対話を通じて、マレーシアの研究者と共に統合的

流域管理の知識と情報を共有する。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、データは、Proceeding として発刊し、本事業参加者と関連政府機関へ配布す

る。 
平成 25 年度より、日本とマレーシア双方の統合的流域管理に関する知見の共有、若手研

究者の育成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。平成 26 年度内を予定していた一冊目の出版はやや遅れているものの、草稿の

編集が完了し、国際的な学術出版社である Springer との出版交渉が進んでおり、平成 27
年度内の出版を目指す。さらに、4 つの研究グループそれぞれのテキストブックの出版を計

画している。研究グループによって進捗状況が異なるものの、環境リスクグループは目次

や執筆者を決定し、執筆の段階に入っているほか、ガバナンスグループではマレーシア側

の研究者が執筆したモノグラフの原稿が既に完成している。平成 27 年度内の出版は難しい

ものの、各研究グループの目次や執筆者の目処を立て、Springer を通じて各研究グループ

のテキストブックを出版できるよう議論を進める。また、平成 27 年度秋にインドネシアで

開催される世界湖沼会議（主催国際湖沼環境委員会）において、本事業の成果を発表し、「リ

スク評価に基づくアジア型統合的流域管理」の重要性と意義を、東南アジア諸国へと浸透

させていく。 
 
＜若手研究者育成＞ 
 前年度までに引き続き、平成 27 年度もなるべく多くの両国の大学院生や若手研究者を相

手国へ派遣し、マレーシアの研究対象 3 流域での現地調査や、マレーシアの若手研究者の

ための流域解析モデルの講義やワークショップを行う。 
 本事業は最終年度となるものの、統合的流域管理の実現へ向けて今後も継続的に共同研

究を進めていく必要がある。これまでの共同研究や包括シンポジウムを通じて、本事業の

理念が若手研究者へと伝えられ、現在ではマレーシアの若手研究者が指揮を執る研究教育

活動も増えてきている。過去 25 年以上に及び交流を続けてきた両国間のつながりを絶やさ

ぬためには、両国の若手研究者が率先して来年度以降も共同研究を続けていかなければな

らない。平成 27 年度は、包括シンポジウムやインターネットによる遠隔会議、メーリング

リスト等を通じて共同研究継続の必要性を更に促し、若手研究者を中心に多くの研究者が

更なる共同研究を続けていけるように参加者全体へのコミュニケーションを積極的に図る。 
 
＜その他（社会貢献や独自の目的等）＞ 
 平成 25 年度からマラヤ大学の教員と学生で構成されるボランティアチーム（Water 
Warriors）によって始まったマラヤ大学バーシティ湖水質浄化プロジェクト「Project 
ReviVaL（Revive Varsity Lake Project）」は、現在も活発に活動を続けている。本事業に

参加する多くの研究者がこのプロジェクトに協力しており、富栄養化で悩むバーシティ湖

を科学的に探究しながら、湖のメイン管理者であるマラヤ大学管理局と連携して活動を進
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めている。平成 26 年度は、マラヤ大学管理局の代表である Rafiq 副学長補佐と、マラヤ大

学の研究資金を管理する Awang 副学長補佐の理解を得ることができ、それぞれの副学長補

佐から Project ReviVaL への活動費と Water Warriors への人件費が特別に割り当てられる

こととなった。これにより、平成 27 年度は水質浄化活動の更なる発展が期待されている。

また、本事業の日本側コーディネーターの清水芳久教授やグループ４の日本側グループリ

ーダーの中村正久教授を始めとして多くの日本側研究者がこの湖を視察し、水質浄化のた

めの科学的かつ工学的な助言をおこなってきた。マレーシア国立水文研究所によると、マ

レーシアの湖沼の約 6 割が富栄養化に悩まされており、この湖でサステナブルな管理が実

現すれば、マレーシア国内の一つの成功例として非常に大きな意味を持つことになる。平

成 27 年度も、Water Warriors と連携しながらこのプロジェクトの進展を本事業参加者と

共有し、多くの研究者がそれぞれの分野の視点から助言を提示して統合的な湖管理が実現

出来るようにサポートしていく。 
 
５－２．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。 
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目標に対する達成度とその理由 
 ■研究交流目標は十分に達成された 
 □研究交流目標は概ね達成された 
 □研究交流目標はある程度達成された 
 □研究交流目標はほとんど達成されなかった 
【理由】 
 本事業では、JSPS 拠点大学交流事業「環境科学」（平成 12〜21 年度）で培ったマレ

ーシアとのネットワークを最大限に活用し、マラヤ大学に設置した京都大学マレーシア

海外拠点オフィスを中心として、統合的流域管理と環境リスク評価のための研究教育拠

点を構築することができた。 

 学術的には、流域における気候変動を含めた特性、生活形態、文化等を考慮して、水

文、水質、環境リスクとガバナンスに焦点を当てて、衛生的流域環境の実現のために必

要な多くの研究成果を発表した。これらの成果を、マレーシア国政府や関連州政府、関

連機関へ提言した結果、マレーシア政府による統合的流域管理の法制化、関連州政府に

よる地下水利用の推進、土地改変時の汚濁物質流出防止策の検討へと繋がった。また、

これらの成果は、平成 27年度に「PASANGAN」（マレイ語で「なかま」の意味）として出

版した著作に、また平成 28年度に国際的な出版社である Springerより出版される書物

に凝縮されることになる。 

 本事業の現地調査や共同研究、ワークショップを通じて育成された若手研究者は、こ

れまで以上に包括的にものごとを観るための目を持っており、また、異文化を理解・尊

重し、その豊富な経験の基に新たなの指導者として素養を身につけている。そして、本

事業での出版物は次世代の研究者・技術者を育成するためのテキストとして使用するこ

とにより継続的な研究・人材育成が可能となる。 

 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

る東南アジア諸国へと拡大することが期待できる。 

 

６．研究交流成果 
６－１．平成２７年度の成果 
＜研究協力体制の構築＞ 
 過去 4年間に構築した研究協力体制を継続して利用した。マラヤ大学内の京都大学マ

レーシア海外拠点オフィスは、本事業における研究討論の場そして研究成果集約の場と

して活用され、研究教育拠点として重要な役割を担っている。マラヤ大学のスタッフ２

名と日本から派遣した日本人研究者１名がオフィス運営を担当し、日本側研究者のマレ

ーシア訪問時とマレーシア側研究者の日本訪問時に必要な諸手続き、両国メンバーへの

本事業の日程や内容の周知を行ってきた。平成 27 年 3 月に日本側コーディネーター清

水芳久教授はマレーシア側コーディネーターNik Sulaiman 教授を２度訪問して、この

海外拠点オフィスの継続について議論した。この結果、本事業終了後の平成 28 年度以
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降も、マラヤ大学では、両国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、この海外拠点オフィスをこれまでと同様に運営・維持していくこ

とが決定した。マレーシア国民大学とマレーシア工科大学の同意も得られた。 

 本事業は、JSPSとマレーシア教育省(MOE)からのマッチングファンドによるものであ

る。平成 27年 11月に京都大学で開催した第 5回包括シンポジウムでは、マレーシア教

育省事務局長(前マレーシア工科大学副学長) Zaini Ujang氏に特別講演をお願いした。

Zaini Ujang 氏に本事業のこれまでの成果を説明した結果、平成 28 年度以降の日本側

ファンドが確定した際には、マレーシア側からの研究資金の準備を検討することを約束

してもらった。この後、Zaini Ujang氏の助言により、平成 27年 12月に両国コーディ

ネーターはそれぞれの国で Idris Jusohマレーシア教育大臣に面会し、本事業の成果を

説明した。教育大臣からは「この研究チームにマレーシアの流域管理をやってもらいた

い。」といった言葉を頂いた。 

 平成 27年度には、前年度までと同様に、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）等を中心に、マレ

ーシア政府機関や関連州政府(セランゴール州、ランガット州、ジョホール州)を訪問し

連携を強化した。フィールド調査や流域住民が参加した検討会の際には、住民との交流

を積極的に実施した。平成 27年度は、これらの成果をまとめた「PASANGAN」を出版し

た。これは、ガバナンスへの提言を含めたステークホルダーへの成果報告となった。平

成 28 年秋に、研究グループ 4(ガバナンス)のマレーシアア側リーダーである Azizan 

Baharuddin教授が長官を務めている「マレーシア・イスラム文化研究所」において、

本事業のこれらの成果をまとめて報告するためのシンポジウムを開催する。このシンポ

ジウムには、両国の政府・州関係者や関連機関を招待し、また、「マレーシア・イスラ

ム文化研究所」内にあるテレビ・ラジオ局を通じてマレーシアに一般公開する予定であ

る。 

 これらは、本事業により強固な研究協力拠点体制が構築できたことを意味するもので

ある。 

 

＜学術面の成果＞ 
 本事業の研究対象であるマレーシアの主要 3 流域（セランゴール川、ランガット川、

ジョホール川）において、現地調査、サンプリング、住民集会、インタビュー等を通じ

て重要な成果を得ることができた。また、これらの成果に基づいて、関連機関への具体

的な提言を実施することができた。 
 首都クアラルンプールと新首都プトラジャヤで必要な水は、その約 60%がセランゴ

ール川から、また残りの約 40%がランガット川から供給されている。本事業における

共同研究の結果、気候変動、土地改変、人口増加等の影響により、このままでは将来に

この水供給は不可能となり、年間 200 日以上の渇水が生じることが予測された。この

渇水は、地下水を利用することによって、地盤沈下を誘発することなしに緩和すること
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ができるが、ランガット川中下流部の地下水は重金属類等で汚染されていることから、

ランガット川上流部とセランゴール川流域の地下水を利用することを国・州政府に提言

した。これにより、平成 28 年度よりマレーシアでは、水の必要総供給量に対して約 10%
の地下水の利用が可能となるように施策を進めて行くことが決定された。 
 シンガポールの南に位置するジョホール川流域では、森林が油ヤシプランテーション

に急速に改変されている。気候変動とこの土地利用改変の影響により、ジョホール川中

下流部において頻繁に洪水が発生し、また河川の濁質汚染が顕著な問題となっている。

本事業の共同研究により、このまま土地改変が進行すると、今まで以上の洪水がより頻

繁に起こり、河川の汚染は悪化の一途をたどることが予測することができた。これを受

けてジョホール州では、油ヤシプランテーションの開発許可を厳格にすること、油ヤシ

プランテーションと河川の間に濁質除去のための簡易沈殿池等の設置義務を設けるこ

とを検討することとなった。また、マレーシア政府は、本事業によるこれらの成果を考

慮し、「統合的流域管理」に関する堀津を制定する方向で検討を始めている。 
 第 5 回包括シンポジウムを平成 27 年 11 月に京都大学で開催した。これは本事業に

おける最終シンポジウムであった。両国より 97 人の出席があり、本事業でこれまでに４

つの研究グループが実施してきたマレーシアの研究対象 3 流域（セランゴール川、ラン

ガット川、ジョホール川）における共同研究の成果を発表した。この包括シンポジウム

は、両国メンバーが一堂に会し、日本の流域管理を見て学ぶことができる最後の機会で

あったことから、前滋賀県知事嘉田由紀子氏による琵琶湖環境についての招待講演を実

施した。また、シンポジウムの後には琵琶湖沖島を視察し、島内住民との対話を通じて、

マレーシアの研究者と共に統合的流域管理の知識と情報を共有した。なお、前年度まで

のシンポジウムと同様に Proceeding を編集・発刊し、本事業参加者と関連政府機関へ

配布した。 
本事業では、平成 25 年度より、両国の統合的流域管理に関する知見の共有、若手研

究者の育成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

成を進めてきた。これらの編集・出版は遅れていたが、国際的な学術出版社である

Springer より平成 28 年度内に出版されることが決定した。また、平成 27 年度秋にイ

ンドネシアで開催される予定であった第 15 回世界湖沼会議（国際湖沼環境委員会主催）

は平成 28 年度秋に延期された。本事業のメンバーを中心として独自セッションを企画

し、「リスク評価に基づくアジア型統合的流域管理」の重要性や意義とその具体的方法

を、東南アジア諸国へ向けて発信する予定である。 
 
＜若手研究者育成＞ 
 平成 27年 11月に京都大学で開催した第 5回包括シンポジウムでは、両国の若手研究

者を中心としてポスターセッションを実施した。ステアリング委員会のメンバーによる

投票結果に基づき、65件のポスターの中から優秀なもの発表 8件を表彰した。 

 平成 27 年度は、京都大学の大学院生がマレーシアに長期滞在し、マレーシアの若手
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メンバーと共同研究を実施した。また、講義やワークショップも開催した。異なる言語

や文化、環境の中で、自身の判断と努力により活動を行った経験は、日本では得ること

のできない貴重な経験であり、今後の人生でも大いに活用できる財産である。また、各

研究グループでは、インターネットによる遠隔会議システムを利用して、大学院生や若

手研究者が積極的にグループ会議に参加し発表を行った。マレーシアの公用語の一つが

英語であることから、マレーシア国内でも会議等は英語で行われることが多い。日本側

の若手メンバーは、マレーシアとの現地調査・共同研究会議に参加することによって、

英語でのコミュニケーション能力が著しく上達した。 

 マレーシア側の若手研究者に対しても、日本側が有する研究技術や知識を、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、また、マレーシアから若手研究者を招

聘することによって、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共

有するように努めた。特に、平成 27 年度は、マレーシア側の若手メンバーであるマラ

ヤ大学の Nurmaya Musa 講師を平成 27年 10月〜平成 28年 2月の 5ヶ月間、日本側コー

ディネーター清水芳久教授が所属する京都大学大学院工学研究科附属流域圏総合環境

質研究センターに招聘し、主に日本側若手メンバーとの共同研究や琵琶湖流域の視察等

をしてもらった。この経験により、マラヤ大学の研究教育拠点の次世代研究者による今

後の展開が多いに期待できるものとなった。 

 

＜社会貢献や独自の目的等＞ 

 本事業で選択されたマレーシアの主要 3 流域は、何れも海に繋がっている。したがっ

て、河口部は干満の影響を受ける。現地調査の結果、上中流部の人々によって捨てられ

た多くのごみが河口部に到達していることが明らかとなった。特に、浮遊性のペットボ

トル類は干潮・満潮により河口部で上下への行き来を繰り返す状況があった。平成 27
年度は、本事業の両国若手メンバーが中心となって、上流・中流・下流のそれぞれの人々

に、この状況を説明するための市民集会を開催する活動を開始した。この活動が大きな

成果となって結実し、近い将来に河口部のペットボトル類が見られなくなる日が来るこ

とが期待される。 
 平成 25 年度から開始したマラヤ大学構内の人工湖（バーシティ湖）の水質浄化プロ

ジェクトは、平成 27 年度もマラヤ大学のサポートと日本側メンバーのアドバイスの下

に、若手研究者が中心となってその活動を続けた。この活動は、地域住民を招いたごみ

拾いや環境教育等、地域と一体化した水質浄化活動に発展した。これらの結果、バーシ

ティ湖の富栄養化状況は改善傾向にあり、マラヤ大学のシンボルとしての地位を取り戻

しつつある。今後もこの活動を続け、サステナブルな管理の実現を目指すことにしてい

る。 

 京都大学マレーシア海外拠点オフィスでは、2011 年 8 月よりニュースレターを発刊

している。平成 27 年度も継続して 4 ヵ月毎に 3 号を発刊した。ニュースレターは平成

27 年度終了時点で計 15 号となり、メンバーが所属する日本の大学や研究機関、マレー
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シアの各大学、マレーシア教育省、その他の関連機関へ送付して本事業の内容・成果を

積極的に発信した。このニュースレターは、本事業終了後も継続して発刊する予定であ

る。 
 

（１）平成 27年度に学術雑誌等に発表した論文・著書     25本 

うち、相手国参加研究者との共著   1本 

（２）平成 27年度の国際会議における発表   67件 

    うち、相手国参加研究者との共同発表   10件 

（３）平成 27年度の国内学会・シンポジウム等における発表   1件 

    うち、相手国参加者との共同発表   0 件 

（※ 「本事業名が明記されているもの」を計上・記入してください。） 

 

 

６－２全期間にわたる研究交流成果 
（１）研究協力体制の構築状況 

① 日本側拠点機関の実施体制（拠点機関としての役割・国内の協力機関との協力体制

等） 

 京都大学大学院工学研究科では、本事業が開始される以前の 2010 年 1 月に、マラヤ

大学にマレーシア初の海外拠点オフィスとなった「京都大学-マラヤ大学マレーシア共

同教育研究センター」を開設していた。そして、このセンターを本事業「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」の最重要拠点として位置付け、

マレーシアの主たる 3大学（マラヤ大学、マレーシア国民大学、マレーシア工科大学）

と共同で、また、日本では、京都大学を拠点として滋賀大学、徳島大学、岡山大学、滋

賀県立大学、近畿大学、立命館大学、甲南大学、国立環境研究所、土木研究所、国際湖

沼環境委員会の 8大学、3研究機関の協力の下に、多分野の研究者の参加により本事業

の教育研究を実施してきていた。 

 本事業への参加メンバーは、最終的に日本側 108名、マレーシア側 164名となり、各

メンバーは、グループ 1（水文）、グループ 2(水質)、グループ 3(環境リスク)、グルー

プ 4（ガバナンス）の 4つの研究グループのうち少なくとも 1つの研究グループに所属

(複数のグループに所属することも可)して、本事業を実施した。なお、両国コーディネ

ーター、各グループリーダーを中心として構成されるステアリング委員会により、本事

業の全体を統括した。 

 以上より、本事業の研究協力体制の構築については、本事業開始当初の目標を十分に

達成したと言える。 

 

② 相手国拠点機関との協力体制（各国の役割分担・ネットワーク構築状況等） 

 本事業の開始時には、日本とマレーシアとの間でそれぞれ先行する分野が大きく異な
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っていた。そこでそれぞれの先行する分野の紹介・説明等を、多くのワークショップや

インターネットを利用した遠隔講義等を開催することにより共有してきた。日本側メン

バーからは、気候変動に伴う降雨パターンの変化、レーダー観測による雨量予測技術、

環境中の汚染物質のサンプリング・分析方法、地理情報システム(GIS)を利用した流域

の水文・水質の予測方法、統合的流域管理と生態系サービスの新しい概念、等の情報を

提供した。一方、マレーシア側からは、現地の流域の土地改変・産業・排水処理の状況、

異なる文化や宗教の詳細、異人種・様々な階級間の交流方法等についての情報を提供し

てもらった。また、マレーシアの関連政府機関との交流は、マレーシア側メンバーが窓

口となり、可能な限り両国メンバーが参加して実施した。5年間の交流により、未だ完

全にそれぞれを理解しているとは言い難いが、少なくとも研究協力のために共通に理解

することが最低限必要な「言語」は持てるようになった。 

 以上より、相手国拠点機関との協力体制については、本事業開始当初の目標を十分に

達成したと言える。 

 

③ 日本側拠点機関の事務支援体制（拠点機関全体としての事務運営・支援体制） 

 京都大学工学研究科では、学術交流課国際交流課が、経理を始めとして包括シンポジ

ウムやステアリング委員会の際の会場や視察の手配、参加者の旅程、宿泊施設、輸送体

制に至るまでの全面的な支援を実施した。したがって、日本側拠点機関の事務支援体制

は、本事業開始当初の目標を十分に達成したと言える。 

 マラヤ大学でも、海外拠点オフィスに席を置く職員 2名と京都大学工学研究科から派

遣した日本人研究者 1名によって同様なサポートが得られる体制を構築・維持した。ま

た、本事業による研究教育の進展状況は、このマラヤ大学海外拠点オフィスが中心とな

って編集・発刊したニュースレターにより本事業のメンバーに周知するようにした。こ

のニュースレターは 5 年間で計 15 号となり、それらの内容は本事業のホームページに

随時掲載し、本事業に関心のある人々も閲覧することが可能なものとした。 

 

（２）学術面の成果 

 本事業では、研究対象として選択したマレーシアの主要３流域（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）において、気候変動によって生じる将来の長期

的な雨量予測、雨雲レーダー設置による短期的な極地豪雨の予測、土地利用の改変によ

る洪水・渇水発生リスク・水質悪化の予測、重金属類や農薬、医薬品や日用品等の使用

による新規有害化学物質による土壌や水環境汚染の実態把握、各州に特有な河川管理体

制・政策や水処理・排水処理行政の実態の解明、河川流域に生活する様々な人 （々上流・

中流・下流、宗教・文化・習慣等に起因する）の河川に対する道徳感・価値観の類似や

相違、等についての共同研究を実施してきた。 

 本事業のメンバーは、これらの学術的成果を学術雑誌等、国際会議において数多く発

表してきた。当初から計画していた国際的出版社である Springer からの教科書として



 
 

11 

の成果発表は、諸々の理由により事業期間中に実施することが出来なかったが、既に原

稿の執筆は終了しており平成 28 年度に同出版社から発行されることが決定している。

また、統合的流域管理の中でも特に重要なガバナンスについては、平成 27 年末に研究

グループ 4(ガバナンス)のメンバーが中心となり「PASANGAN」を発行した。この書籍に

は英語とマレーシア語の両言語を使用しており、マレーシアの河川流域に居住する様々

な人々に統合的流域管理の重要性を知ってもらうために非常に重要な学術的成果であ

る。 

 この本事業によるこれらの学術的成果は、東南アジアの他の流域でも利用・適用する

ことが可能なものである。学術面の成果については、本事業開始当初の目標を十分に達

成したと言える。 

 

（３）若手研究者育成 

 本事業が当初の目的を達成できた理由の一つは、JSPS 拠点大学方式交流事業「環境

科学」（平成 12 年度〜21 年度）を通じて、マレーシアの大学研究者との交流・情報交

換等を密に行ったことにより、本事業に参加する主要メンバーの専門分野はもちろんの

こと、顔や性格等の互いの宗教感や価値観等を含めた「こころ」の深いところで議論す

るために必要な友人関係が存在していたことにある。流域の環境は、いわゆる専門家と

言われる人達が合理的であると考える設計図を机上で描くことだけでは必ずしも良い

方向へは向かわない。その環境内に住む人々の「こころ」を感じ、それを反映させるこ

とが必要である。本事業では、次世代を担う若手研究者の学術面の向上を目的とするだ

けではなく、異なる国で生まれ育って来た若手研究者が互いに理解し合い、真の友人と

なってもらうことが重要であると考えた。このために、若手研究者がそれぞれの国で交

流をする際には、可能な限りに実際の現場（フィールド）での活動を進めた。多くの時

間をフィールドで共有・経験し、専門分野も含めた様々な議論を通じて、両国の若手研

究者間に多くの友人関係が構築された。これは本事業で構築した研究拠点を維持し、更

に発展させるために重要な成果である。 

 この実際のフィールドでの活動において、マレーシアを含む東南アジア諸国では、フ

ィールドを知らない研究者・研究者が圧倒的に多いことがわかった。フィールド調査後

に、同行した定年退職間際のマレーシア側メンバーから「川の状況がこれほどひどいと

は思わなかった。」という発言があったのには驚いた。マレーシアの大学の講義では、

フィールドに出向くことは全くといっていいほどない。環境分野では、大学卒業後に行

政や民間企業等に就職した学生は、机上での業務が主となるようである。これではマレ

ーシアの環境は改善する方向に進まない。マレーシアの大学教員・学生にフィールドに

出ることの重要性を再認識してもらえたことも本事業の大きな成果である。 

 一方、本事業によりマレーシアへ派遣された日本の若手研究者達は、途上国の環境を

実際に観察し、現地の若手研究者と共同研究を実施することを通じて、これを早急に改

善するために自らが貢献できることを模索し始めているようである。若手研究者の中で
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も大学院生の何人かは、マレーシアへの派遣経験から、将来の進路を外務省、環境省、

JICA 等に決めた。彼らのそれぞれの分野での活躍が多いに期待される。 

 このように本事業を通じて、マレーシアで「統合的流域管理」を実施し、このための

次世代の研究教育・実務を担う若手が育ってきている。若手研究者育成については、本

事業開始当初の目標を十分に達成したと言える。 

 

（４）アジア地域における研究教育拠点の構築 

 本事業のマレーシア側支援者である Idris Jusoh教育大臣が平成 27年 12月に来日し

た。この際、日本側コーディネーターは、本事業の目的等の説明と共に、両国の共同研

究によりマレーシアの主要河川流域において将来発生することが予測される渇水・洪水

問題とその具体的対策等について説明した。教育大臣はマレーシア帰国後に、マレーシ

ア側コーディネーターとも会談を持った。これらの会談の後、教育大臣からは「マレー

シア人よりもマレーシアの流域状況を良く知っている。彼らにマレーシアの流域管理を

やってもらおう。」といった言葉を頂いた。これは、マレーシアにおける「統合的流域

管理」のための研究協力拠点を構築することができたことを意味するものである。この

拠点は、今後も京都大学とマラヤ大学の支援により維持していくことになっている。 

 平成 27年秋にインドネシアでの開催が予定されていた第 16回世界湖沼会議において、

本事業のメンバーが独立セッションを企画して発表する予定であった。この国際会議は

平成 28 年秋に延期されたが、本事業のメンバーによる独立セッションは開催される予

定である。このインドネシアでの国際会議には世界各国の中でも特に東南アジア諸国か

らの流域管理を専門とする多くの参加者が予想される。この国際会議は、これら東南ア

ジア諸国からの参加者に統合的流域管理の重要性をアピールすることができるチャン

スであり、また、本事業の目標としているマレーシアにおいて東南アジア地域の統合的

流域管理のための研究教育拠点を構築することに向かって大きく前進することができ

る場であると考えている。 

 これらより、アジア地域における研究教育拠点の構築については、本事業開始当初の

目標を十分に達成したと言える。 

 

（５）社会貢献や独自の目的等 

 本事業の両国メンバーは、マラヤ大学構内の中心に位置する富栄養化が進んでいた人

工湖(バーシティ湖)の水質浄化プロジェクトに協力してきた。富栄養化で悩むバーシテ

ィ湖を科学的に探究しながら、マラヤ大学管理局やボランティアチーム（Water 
Warriors）と連携して活動を進めてきた。平成 26 年度より、この人工湖の流域、水文、

水質についての調査を実施し、この調査結果に基づいて必要な対策を実施してきた。ま

ず、人工湖の流域にある校舎から流入する排水を適切に処理し、人工湖上流部に人工湿

地を造成し、さらに池干しと底質の浚渫を実施したところ遊泳することが可能なまでに

水質が著しく改善した。その後に、教員や学生の関心を誘起するためのビオトープや展
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示小屋を建設した。この水質を将来も維持するためには、湖内において健全な生態系が

維持される必要がある。このために、現在は、その生物相（植物プランクトン、動物プ

ランクトン、魚類等）を定期的に観測するためのシステムの構築を提言している。 
 熱帯地方では、流域の汚染源対策はほとんど実施されていない。また気温が常時 30℃
を越えることから、ほとんどの湖沼が富栄養化状態にある。バーシティ湖でサステナブ

ルな管理が実現したことは、マレーシア国内のみならず東南アジアにおける湖沼の統合

的管理の一つの成功例として非常に大きな意味を持つものである。 
 

（６）予期しなかった成果 

 マレーシアでは湖沼環境基準が制定されていない。このために、マレーシア政府は国

立水文研究所を中心として、その制定の準備を進めている。マラヤ大学のバーシティ湖

の浄化が成功したことにより、本事業の日本側コーディネーターや研究グループ４の日

本側グループリーダーの中村正久教授が、この環境基準制定のための準備委員会の委員

として招かれ助言を行っている。 

 本事業の 5 年間の期間内に、5 回の包括シンポジウムと 10 回のステアリング委員会

を開催した。これらのうち、3回の包括シンポジウムと 5回のステアリング委員会は日

本で開催した。それぞれの包括シンポジウムとステアリング委員会では流域管理団体、

排水処理施設、廃棄物処理施設や行政・NPO等への視察をプログラムとして盛り込んだ。

この現地視察で学んだことを参考にして、マラヤ大学では若手研究者が中心となって、

平成 27 年度より大学構内から出る廃棄物（ごみ）の分別と資源ごみの回収・再利用に

ついての新しい研究プロジェクトが開始されている。マレーシアには焼却施設はなく、

ごみは無分別のまま遠隔の埋立地に運んでいるだけであることを考えると、このマラヤ

大学のプロジェクトは将来の廃棄物対策の観点からも画期的な進展であると言える。 

 

（７）今後の課題・問題点及び展望 

 本事業は平成 27年度で終了することから、平成 27年秋に JSPSの Core-to-Coreプロ

グラム(平成 28年度から 3年間)に申請した。この Core-to-Coreプログラムでは、2つ

以上の外国との共同研究とすることが条件であったため、近年、洪水が頻発しているタ

イのバンコク周辺を含めた都市流域を対象に加えて、東南アジア地域に「統合的流域管

理」を発展させることを試みようとしたが、残念ながらこの申請は通らなかった。「統

合的流域管理」をマレーシアの周辺国でも具体的に実施するための支援が得られていな

いといった点において、「アジア地域」における研究教育拠点の構築は十分に達成出来

たとは言い難いが、今後共に本事業においてマレーシアで実施してきた統合的流域管理

を更に発展させ、また住民や関連政府機関の協力も得て現実のものとすべく努力してい

きたいと考えている。 

 

（８）本研究交流事業により全期間中に発表された論文等 
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  ①全期間中に学術雑誌等に発表した論文・著書     54本 

   うち、相手国参加研究者との共著    7本 

 ②全期間中の国際会議における発表    200 件 

   うち、相手国参加研究者との共同発表   32件 

④ 全期間中の国内発表・シンポジウム等における発表   1件 

   うち、相手国参加研究者との共同発表    0件 

  （※ 「本事業名が明記されているもの」を計上・記入してください。）   

  （※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入してください。） 
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７．平成２７年度及び全期間にわたる研究交流実績状況 
７－１ 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      １７名 

マレーシア側参加者数      ３３名 

２７年度の研究

交流活動及び得

られた成果 

 ランガット川流域とセランゴール川流域に対しては、気候変動による

降水量や降水パターンの将来変化、人口増加や土地利用改変等の社会的

変化を考慮し、これらの河川流量への影響を分析した。また、それぞれ

の流域に対して分布型水文モデルを利用することで、水資源量の地域的

な分布特性を確認しつつ、水資源を安定的に確保するための対策を多角

度から考察した。これまでマレーシアではほとんど検討されていなかっ

た地下水利用についての提言も行った。  

 ジョホール川に対しては、洪水災害管理の観点から、降水量および降

水パターンの特徴を考慮した確率頻度降水量を算定し、分布型水文モデ

ルによる設計基準洪水量の推定を行った。さらに、長期の流量観測デー

タを用いた頻度解析も行い、降水量からの設計基準洪水量との整合性を

確認した。 

全期間にわたる

研究交流活動及

び得られた成果

の概要 

 本事業期間の 5 年間は、両国から安定的で持続的な人的交流を行うこ

とが可能であり、両国の異なる自然・文化環境と流域管理メカニズムを

深く理解した上で必要な知識や情報、適切な技術をお互いに共有するこ

とができた。 

 具体的には、気候変動・人口増加・土地利用改変等を考慮した水資源

管理や洪水の予測・対策に関する日本の先進的な経験や知識をマレーシ

アの研究対象 3 流域で適用・分析することにより、現地の様々な問題点

を把握しそれに対する解決案を考察することで、より改善された流域管

理方法を提案することができた。 

 将来的には、本事業を成功例として示すことにより、マレーシアを拠

点として東南アジア諸国を見据えた包括的な協力関係を築くことが期待

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      ４１名 

マレーシア側参加者数 ４４名 

２７年度の研究

交流活動及び得

られた成果 

 マレーシアの研究対象 3 流域において、水文グループが利用している

分布型水文モデルに、実際の水質調査の結果を踏まえて、気候変動、人

口増加や土地利用改変等の将来予測を検討することが可能な水質モデル

を追加し、これにより将来の河川水質を予測した。この結果、家庭・工

場排水のみならず家畜（主に牛と鶏）が排出する糞尿等による大腸菌汚

染が大きな問題であることが明らかになった。家畜糞尿を肥料として農

業利用することを提言した。また、土壌・地下水分析の結果を考慮し、

マレーシアでは豊富に存在するにもかかわらずこれまで利用してこなか

った地下水を、重金属類等で汚染されていない地域を選んで利用するこ

とで、大腸菌による汚染が緩和されることがわかり、これを提言した。 

全期間にわたる

研究交流活動及

び得られた成果

の概要 

 本事業の 5 年間を通じて、日本側からは流域の水文・水質分析と将来

予測に必要な地理情報システム(GIS)の講義やワークショップを、主とし

てマレーシアの若手研究者に継続的に提供してきた。マレーシアの研究

者は、日本の研究者に比較して、理論や哲学を議論することに長けてい

る一方で、数学や科学を利用したプログラミングの構築・利用には大き

な弱点を持っていた。5年間の繰り返しの講義等と共同研究を通じての実

践により、水文・水質モデル適用の効果を議論できるまでになり、マレ

ーシアで GIS を利用することが可能となった。今後は、流域解析だけで

はなく、他分野においても GISが普及していくものと考えられる。 

 両国のグループリーダーを中心としてテキスト作成のための検討を、

水文グループと共同でインターネットを利用した遠隔会議を実施して、

目次、ページ数、原稿を確認した。この成果は、書籍（テキスト）とし

て平成 28年度に出版されることとなった。 
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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 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 ３８名 

マレーシア側参加者数 ４６名 

２７年度の研究

交流活動及び得

られた成果 

 マレーシアの研究対象流域における重金属類や有害有機化合物による

汚染の実態調査を前年度から引き続いて実施した。このために京都大学

の大学院生を主とする若手研究者をマレーシアに長期派遣し、マレーシ

アの若手研究者と共同で試料収集とそれらの分析を実施した。また、水

質グループと共同で、研究対象流域を汚染している大腸菌の発生起源を、

次世代型シークエンサを利用して特定する方法を新たに開発・利用した。 

 日本人研究者が第 2回マレーシア毒性学会に招待され、日本側のメン

バーで研究してきた WET(Whole Effluent Toxicity)についての研究成果

を発表した。これは、試料中に含まれる個々の化学物質を特定すること

はせずに、魚類・動物プランクトン・藻類といった生物種を利用して水

試料の包括的な毒性を検出する方法であり、今後のマレーシアにとって

は重要な毒性検出方法になるものと考えられる。 

全期間にわたる

研究交流活動及

び得られた成果

の概要 

 研究対象 3 流域において、重金属類や新規のものも含めた有害化学物

質の汚染状況に関する重要なデータが蓄積された。本事業での試料採取

は、水、土壌・地下水等だけではなく、大気や人の血液まで拡大されて

いる。大気分析では、毎年夏に発生するインドネシアやフィリピンに起

因するヘイズ(煙害)の際の PM2.5 の分析も実施した。この結果、日本と

同様にマレーシアでもこれに関する基準値の設定が検討されることとな

った。また、土地利用改変等を伴う開発を実施する前に詳細な環境アセ

スメントを実施する企業が増えつつあるのも本事業の影響があると考え

られる。 

 環境リスクグループでは、両国のグループリーダーを中心としてテキ

スト作成のための検討を実施してきた。平成 28年度にはこの内容をまと

めた書籍（テキスト）が出版されることとなった。 
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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 ２５名 

マレーシア側参加者数 ６８名 

２７年度の研究

交流活動及び得

られた成果 

 ガバナンスグループでは、平成 26年度までにインターネットを利用し

た遠隔会議を両国間で頻繁に開催し、流域内に居住する様々な人々の文

化・生活・習慣・宗教と「川によせる思い」等を集約・検討してきた。 

 平成 27年 5月には、両国のメンバーが参加して、セランゴール川流域

において住民へのインタビューを実施した。また、平成 27年 11月に第 5

回包括シンポジウムに先駆けて来日したマラヤ大学の若手研究者と共

に、他の研究グループと共同で、京都大学と滋賀大学において、水文・

水質管理、環境リスク、ハートウェア、ガバナンスに関するワークショ

ップを開催した。 

 これらの成果は、マレーシア側グループリーダーを中心としてマレイ

語と英語による 247頁の「PASANGAN」（マレイ語で「なかま」の意味）と

してまとめ発行した。また、セランゴール川流域に関する小冊子

「RIVERRINE REPEAT」を発行し、これらを関連機関や一般市民に配布し

た。 

全期間にわたる

研究交流活動及

び得られた成果

の概要 

 本事業期間の前半では、主としてマレーシアと日本の流域管理につい

ての類似点・相違点の整理、主要 3 河川流域での情報の整理、他のグル

ープが実施してきた現地調査やデータ獲得の成果を集約することを実施

した。本事業期間の後半では、これらを踏まえて、河川とその流域の環

境保全や都市地域マネジメントに関わる検討会を関連機関や地域住民の

参加のもとに実施した。 

 本事業をきっかけとして住民参画によって 5 年間に渡ってマレーシア

で続けられてきたこの取り組みは、市民の河川や流域への意識の向上だ

けでなく、実際の水質や生態系といった流域環境改善に繋がると考えら

れる。 
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７－２ セミナー 

（１）全期間において実施したセミナー件数 

 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 

国内開催   1 回   0回   1回   0回   1回 

海外開催   0 回   1回   0回   1回   0回 

合計   1 回   1回   1回   1回   1回 

 

（２）平成２７年度セミナー実施状況 
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 5 回包括シ

ンポジウム 
（ 英 文 ） JSPS Asian Core Program 5th Comprehensive 
Symposium of “Research and Education Center for the Risk 
Based Asian Oriented Integrated Watershed Management” 

開催期間 平成 27 年 11 月 19 日～ 平成 27 年 11 月 20 日（2 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本、京都市、京都大学 
（英文）Japan, Kyoto, Kyoto University 

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） 
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参加者数 

A. 13/ 17

B. 4

A. 46/ 280

B.

A.

B.

A. 59/ 297

B. 4

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） 
※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 
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セミナー開催の目的  第 5 回包括シンポジウムは、両国の多くの研究者が一堂に会する

ことのできる最後の機会である。マレーシアの研究対象 3 流域にお

ける環境問題を整理し、共同研究活動の成果を発表して参加者全体

で共有する。また、共同研究の成果から見出される対象流域での統

合的流域管理に向けた改善策を明確にし、ガバナンスへの提言へと

結び付けるための議論を行う。統合的流域管理の実現に向けた両国

間の共同研究継続の必要性を共有し、本事業終了後も共同研究を進

めていけるように参加者全体の協力を促す。 

セミナーの成果  シンポジウム 1 日目午前のオープニングセッションでは、伊藤紳

三郎工学研究科長より、今後も京都大学とマラヤ大学の関係性を継

続していく旨の歓迎挨拶があった。次に、マレーシア教育省事務次

官 Zaini Bin Ujang 氏の挨拶の後、両国コーディネーターによる講

演が行われた。午前の最後には 4 研究グループに分かれてのグルー

プディスカッションの時間が設けられ、午後からは主として若手研

究者によるポスターセッション 65 件の発表を挟み、各グループリ

ーダーから 5 年間の研究成果のまとめが発表された。1 日目の最後

には前滋賀県知事の嘉田由紀子氏による講演が行われた。これはシ

ンポジウム参加者が琵琶湖の進んだ環境と管理への理解を深める

良い機会となった。 
 シンポジウム 2 日目のオープニングでは、Zaini Bin Ujang 氏に

よる特別講演が行われ、続いてのクロージングセッションではポス

ター優秀賞の若手研究者への授与が行われた後、両国コーディネー

ターによる 5 年間の事業総括が行われた。シンポジウム参加者一同

は、本事業終了後も共同研究を継続していくことを確認した。 

セミナーの運営組織 日本側責任者：清水芳久（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）、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

と金額 

日本側 内容 国内旅費、外国旅費                 
謝金、消耗品、会場等使用料、その他経費(参加者への配布物、

飲食費、保険代等) 金額 4,831,245 円 
マレーシア側 内容 海外旅費 

金額 110,479.36 リンギット(約)3,314,380 円              
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７－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

（１）平成２７年度実施状況 

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・ランカ

ウイ：マラ

ヤ大学 

平成 27
年 5 月 

平成 26 年度までの研究教育

の進捗状況を整理し、平成 27
年度の全体の詳細計画を各研

究グループおよび第５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 27年度第 1回ステアリング

委員会を開催した。 

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・ソシオ・アーツ・アンド・

サイエンス研究部・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・博士課程

学生・矢澤大志 

同上 同上 同上 

京都大学大学院工学研究科・博士課程

学生・清水大吾 

同上 同上 同上 

京都大学大学院工学研究科・修士課程

学生・橋本 宗樹 

同上 同上 同上 

京都大学大学院工学研究科・修士課程

学生・沈 尚 

同上 同上 同上 

Nik Meriam binti NIK SULAIMAN, 

Professor, Universiti Malaya 

日本・徳島

市：京都大

学 

平 成 28

年 1月 

平成 27 年 11 月に日本で開催

する第 5 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、本
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事業を総括し更に発展させる

ために平成 27年度第 2回ステ

アリング委員会を開催した。 

Md. Ghazaly bin SHAABAN, Professor, 

Universiti Malaya  

同上 同上 同上 

Noor Zalina binti MAHMOOD, 

Associate Professor, Universiti 

Malaya 

同上 同上 同上 

Zulkifli bin YUSOP, Professor, 

Universiti Teknologi Malaysia 

同上 同上 同上 

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 

Azizan binti BAHARUDIN, Professor, 
INSTITUTE OF ISLAMIC UNDERSTANDING 

MALAYSIA 

同上 同上 同上 

Salmaan Husain bin 

Inayat-Hussain,Professor,PETRONAS 

同上 同上 同上 

京都大学大学院工学研究科・研究員・

坂井伸光 

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 

京都大学大学院工学研究科･教授・米

田 稔 

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・外国人招

へい研究員・Nurmaya Musa 

同上 同上 同上 

京都大学大学院工学研究科・修士課程

学生・Maneechot Luksanaree 

同上 同上 同上 
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（２）全期間にわたる実施状況概要 

 包括シンポジウム、ステアリング委員会共に当初の計画通りに開催することができた。

計 5回の包括シンポジウムを日本で 3回（第１、3，5回）、マレーシアで 2回（第 2、4回）

開催した。何れの包括シンポジウムでも両国の約 100 名の研究者が集まり有意義な研究発

表と議論を行った。また、各年度に 2回ずつのステアリング委員会を計 10回（年度前半は

マレーシアで、年度後半は日本で）開催した。ステアリング委員会では、両国のコーディ

ネーターと各研究グループリーダーや主要メンバーが集まり、それまでの各研究グループ

の研究成果をステアリング委員会全体で把握しそれらを各研究グループに持ち帰って検討

することを目的とした。また、それ以降の事業全体および各研究グループの研究計画につ

いても検討した。 

 

７－４ 中間評価の指摘事項等を踏まえた対応 

 以下に、中間評価での指摘事項等を整理し、その後の交流計画における対応を下記の

(→)以降に記述する。 
・ 発表論文が少なく、国際会議における発表も極めて少ないなど、研究業績の外部

発信がやや遅れている 
→中間評価までの 2 年間は、マレーシア教育省からのマッチングファンドに対す

る同意書の返送が平成 23 年 11 月となってしまい事業開始が遅れてしまったこ

と、発表論文内に本事業の活動によるものであることを明記しなければならな

いことが全てのメンバーに十分に伝わっていなかったこと等があり、報告する

ことが可能な発表論文や国際会議への発表が少なくなってしまった。中間評価

後では、年度毎に２回開催したステアリング委員会や１回開催した包括シンポ

ジウムにおいて、JSPS-ACP の活動によることを記載することを、繰り返し案

内してきた。この結果、発表論文や国際会議発表の報告数が増えた。 
・ 本事業終了後に、得られた経験・成果を将来の参考となりように報告書や書籍、

英文テキスト等の形でまとめるべきである。 

→本事業による成果をまとめた研究グループ１（水文）と 2（水質）の共同執筆

による英文書籍（テキスト）と研究グループ 3（環境リスク）による英文書籍

（テキスト）が、平成 28 年度中に出版されることになっている。また、研究

グループ 4（ガバナンス）の成果は、英語とマレイ語の両言語対応型の書籍（テ

キスト）として平成 27 年に発行した。 
・ マレーシア環境局が保有するデータの取得が不可欠であるが、マレーシア環境局

が保有するデータの取得の確約が取れていないことが懸念される。 

→マレーシア側メンバーの協力の下に、マレーシア教育省(MOE)、マレーシア灌

漑排水局（DID）、マレーシア国立水文研究所（NAHRIM）、マレーシア天然

資源環境省環境局（DOE）等のマレーシア政府機関との連携を強化した。この

結果、研究対象としたマレーシアの主要 3 流域における水文・水質データを入



 
 

25 

手することができた。これらのデータは本事業での現地調査の成果と共に、水

文・水質モデルによる現状解析と将来予測に利用した。 
・ 水文、水質および環境リスクグループで得られた成果をガバナンスグループへ統

合し、住民対話型の流域管理システムを形成する必要がある。 
→研究グループ 4（ガバナンス）は、中間評価までは主として両国の流域管理に

ついての類似・相違点の整理、マレーシアの研究対象主要 3河川流域での情報・

データの整理を実施した。中間評価後は、他の 3グループの研究成果を踏まえ

て、マレーシア側メンバーを中心として、セランゴール川流域において河川と

その流域の環境保全や都市地域マネジメントに関わる検討会を関連機関や地

域住民の参加のもとに実施した。この成果は「PASANGAN」に集約して発行した。 

・ 本事業は社会システムに係わる課題を含んでおり、両国の社会科学系の研究者の

協力や連携も必要と思われる。 

→両国の社会科学系研究者の数は全体のメンバー数に比較して少なかったが、研

究グループ（ガバナンス）の両国グループリーダーは、何れもそれぞれの国で

最先端の研究をしている研究社会科学系（中村正久教授：ガバナンス、Azizan 

Baharuddin 教授:哲学・宗教）の研究者である。グループ 4（ガバナンス）で

はこの二人を中心として両国の社会科学系の研究者との必要な協力・連携が得

られた。 

・ 総合的流域管理のための研究教育拠点としての継続的な体制整備や外部資金獲

得が必要である。本事業期間中にマレーシア政府機関等に働きかけて、マレーシ

ア側からの予算の確保も目指すべきである。 

→平成 27年秋に JSPSの Core-to-Coreプログラム(平成 28年度から 3年間)に申

請したが、残念ながらこの申請は不採択となった。現在は、マレーシア教育

省(MOE)とマレーシア科学技術省(MOSTI)からの協力の下に、JST の e-Asia プ

ログラムへの申請に向けて努力している。また、本事業のマレーシア側のマ

ッチングファンドを提供しているマレーシア教育省イドリス・ジュソマレー

シア教育大臣からは「この研究チームにマレーシアの流域管理をやってもら

おう。」といった言葉を頂いている。なお、本事業終了後も京都大学マレーシ

ア海外拠点オフィスは、統合的流域管理のための研究教育拠点としてマラヤ

大学の予算で維持していくことになっている。 
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８．研究交流実績総人数・人日数 
８－１ 平成２７年度の相手国との交流実績 
　　  派遣先
派遣元

四半期

1 10/ 55 ( 4/ 42 ) ( 1/ 4 ) ( ) 10/ 55 ( 5/ 46 )

2 0/ 0 ( 6/ 80 ) ( ) ( ) 0/ 0 ( 6/ 80 )

3 1/ 5 ( 7/ 190 ) ( ) ( ) 1/ 5 ( 7/ 190 )

4 9/ 67 ( 0/ 0 ) ( ) ( 1/ 5 ) 9/ 67 ( 1/ 5 )

計 20/ 127 ( 17/ 312 ) 0/ 0 ( 1/ 4 ) 0/ 0 ( 1/ 5 ) 20/ 127 ( 19/ 321 )

1 0/ 0 ( 1/ 9 ) ( ) ( ) 0/ 0 ( 1/ 9 )

2 3/ 27 ( 0/ 0 ) ( ) ( ) 3/ 27 ( 0/ 0 )

3 46/ 282 ( 2/ 14 ) ( ) ( ) 46/ 282 ( 2/ 14 )

4 8/ 41 ( 0/ 0 ) ( ) ( 1/ 5 ) 8/ 41 ( 1/ 5 )

計 57/ 350 ( 3/ 23 ) 0/ 0 ( 0/ 0 ) 0/ 0 ( 1/ 5 ) 57/ 350 ( 4/ 28 )

1 ( ) ( ) ( ) 0/ 0 ( 0/ 0 )

2 ( ) ( ) ( ) 0/ 0 ( 0/ 0 )

3 ( ) ( ) ( ) 0/ 0 ( 0/ 0 )

4 ( ) ( ) ( ) 0/ 0 ( 0/ 0 )

計 0/ 0 ( 0/ 0 ) 0/ 0 ( 0/ 0 ) 0/ 0 ( 0/ 0 ) 0/ 0 ( 0/ 0 )

1 ( ) ( ) ( ) 0/ 0 ( 0/ 0 )

2 ( ) ( ) ( ) 0/ 0 ( 0/ 0 )

3 ( ) ( ) ( ) 0/ 0 ( 0/ 0 )

4 ( ) ( ) ( ) 0/ 0 ( 0/ 0 )

計 0/ 0 ( 0/ 0 ) 0/ 0 ( 0/ 0 ) 0/ 0 ( 0/ 0 ) 0/ 0 ( 0/ 0 )

1 0/ 0 ( 1/ 9 ) 10/ 55 ( 4/ 42 ) 0/ 0 ( 1/ 4 ) 0/ 0 ( 0/ 0 ) 10/ 55 ( 6/ 55 )

2 3/ 27 ( 0/ 0 ) 0/ 0 ( 6/ 80 ) 0/ 0 ( 0/ 0 ) 0/ 0 ( 0/ 0 ) 3/ 27 ( 6/ 80 )

3 46/ 282 ( 2/ 14 ) 1/ 5 ( 7/ 190 ) 0/ 0 ( 0/ 0 ) 0/ 0 ( 0/ 0 ) 47/ 287 ( 9/ 204 )

4 8/ 41 ( 0/ 0 ) 9/ 67 ( 0/ 0 ) 0/ 0 ( 0/ 0 ) 0/ 0 ( 2/ 10 ) 17/ 108 ( 2/ 10 )

計 57/ 350 ( 3/ 23 ) 20/ 127 ( 17/ 312 ) 0/ 0 ( 1/ 4 ) 0/ 0 ( 2/ 10 ) 77/ 477 ( 23/ 349 )

合計

日本

日本 マレーシア タイ カンボジア

合計

マレーシア

 

※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流した人数・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。） 

 

８－２ 平成２７年度の国内での交流実績 

 

( 2/ 2 ) ( ) 14/ 18 ( ) 8/ 24 ( ) 22/ 42 ( 2/ 2 )

1 2 3 4 合計

 

８－３ 全期間にわたる派遣・受入人数 

年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 

派 遣 人 数

（人） 

21 

(0) 

45 

(11) 

19 

(22) 

29 

(18) 

20 

(19) 

受 入 人 数

（人） 

51 

(0) 

23 

(2) 

67 

(5) 

9 

(5) 

57 

(3) 

※各年度の年次報告書９－１（H25、26年度分は８－１）（各年度の相手国との交流実績表）

の人数を転記してください。相手国側マッチングファンド等日本側予算によらない交流に

ついては（ ）で記載してください。 
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９．経費使用総額 

９―１ 平成２７年度経費使用額 

（単位 円） 

経費内訳 金額 備考

国内旅費 4,258,690

外国旅費 2,204,174

謝金 32,000

備品・消耗品
購入費

173,885

その他の経費 1,784,900

外国旅費・謝
金等に係る消
費税

186,351

計 8,640,000
研究交流経費配分額以内であ
ること。

584,058

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。

9,224,058

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

 
９―２ 全期間にわたる経費使用額               （単位 千円） 

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

国内旅費 4,533 2,825 4,890 2,024 4,259

外国旅費 2,998 5,697 2,791 3,063 2,204

謝金 0 0 0 30 32

備品・消耗品
購入費 1,595 507 1,081 2,066 174

その他の経費 1,519 403 1,892 831 1,785

外国旅費・謝
金等に係る消
費税

155 288 146 248 186

合計 10,800 9,720 10,800 8,262 8,640

※各年度の年次報告書１１（H23）、１０（H24）、９（H25、26）（各年度の経費使用額）を

千円単位にして転記してください。 
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１０．相手国マッチングファンド使用額 

１０－１平成 27年度使用額 

相手国名 経費負担区分 

平成２７年度使用額 

現地通貨額[現地通

貨単位] 
日本円換算額 

マレーシア パターン２ 
471,600         

[ リンギット ] 

 14,148,000       

円相当 

※交流実施期間中に、相手国が本事業のために使用したマッチングファンドの金額につい

て、現地通貨での金額、及び日本円換算額を記入してください。 

※経費負担区分 

 パターン１：日本側研究者の経費は振興会が、相手国側研究者の経費は相手国側学術振興機関等が負担。 

 パターン２：派遣国が派遣にかかる費用を負担し、受入国が受入にかかる滞在費等を負担。 

 

１０－２ 全期間にわたる相手国のマッチングファンドの状況概要 

 マレーシア側のマッチングファンドは、マラヤ大学の京都大学マレーシア海外拠点オフ

ィスを維持するためのものも含めて、日本側を上回る十分な金額が確保された（5年間で

1,118,674.76リンギット、33,560,242円相当）。マレーシア側の努力は非常に高く評価で

きる。  

 


