
様式１ 

アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成２１年度 実施計画書 

 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関 ： 京都大学生態学研究センター 
（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．採用年度 
 平成 19 年度（  3 年度目） 
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 日本側実施組織 
 拠点機関：京都大学生態学研究センター 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）： 

京都大学生態学研究センター・センター長・椿 宜高 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）： 

京都大学生態学研究センター・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 

 事務組織：京都大学理学研究科 総務・学務室（生態学研究センター 財務担当） 
 
 

http://diwpa.ecology.kyoto-u.ac.jp/aa/jpn/aa_jpn_index.html


相手国（地域）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、生態学研究センター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
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学問基盤を形成する。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．前年度までの研究交流活動による目標達成状況  
インドネシア、マレーシア、ブルネイ及び日本の関連研究者の方々に、熱帯林減少と土

地利用変化を地域全体の共通課題として認識していただくために、初年度に京都において、

２年度にマレーシアにおいて国際セミナーを開催した。それぞれのセミナーでは、ボルネ

オ島の土地利用現況、土地利用変化がもたらす生態系影響、そして社会適応策の構築の３

セッションを設け、各国参画機関からの参加者の方々に論文発表していただき、関連資料

の提出を行っていただいた。これによって、ボルネオ島の熱帯降雨林分布、土地利用タイ

プ及び土地利用変化の様式について概要が明らかになった。土地利用変化を把握するため

の技術確立を目的とし、土地利用図などの空間情報の統一的な活用についての合意や、活

用の際の技術的な問題の解決方法について討論した。２年度目のセミナーにおいては、森

林減少と土地利用変化が炭素や集水域などの生態系サービスに及ぼす負の影響について重

点的に発表と討議を行った。いずれのセミナーにおいても、講演要旨を小冊子にまとめセ

ミナー参加者に配布した。以上の活動によって、熱帯降雨林地域における森林減少・土地

利用変化に関する問題意識の共有と土地被覆の現状把握は予定通りの目標達成状況にある。 

共同研究においては、ボルネオを単位とする共通シナリオに基づく、森林動態予測を目

的として活動を行ってきた。これまでに、マレーシア領サバ州とブルネイに於いて、日本

人と両国の共同研究者が熱帯林の土地利用状況に関する現地調査を行った。また、森林動

態予測は生態系モデルを使って行うことになるが、このモデルには土壌栄養や樹木生理に

関する多くのパラメーターが必要である。これらのパラメーター収集も現地調査で行った。

さらに、モデルには将来の気候や土地利用・伐採についてのシナリオも必要であるが、シ

ナリオを初年度に作成した。これまでに、熱帯林の伐採率や頻度の違いに応じた複数の森

林伐採シナリオと気候変化シナリオの組み合わせに基づき、生態系モデルのシミュレーシ

ョンを行い、熱帯林の変動様式についての予測を試行的に行うことができた。 

拠点機関間の研究協力体制構築についても、これまでに大きな成果が挙がっている。平

成 20 年度に国際セミナーを開催していただいた、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）との間では、個人ベースの協力に加えて、部局間での学術研究

協力に関する覚書を交わすことができた（対、京都大学生態学研究センター）。この調印式

は国際セミナーに先立って行われ、サバ大学の副学長も参加された。学術研究協力の協定

に関しては、地元紙でも報道された。また、持続的森林管理に関する研究を協力的に実行

するために、マレーシアの協力機関である森林局（サバ州森林局森林研究所）と学術研究

協力に関する覚書を平成 20 年 6 月 18 日に交わした。学術研究協力に関しては翌日に地元
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紙で報道された。インドネシアの中核研究者には、これまで 2 回の国際セミナーの運営に

おいて企画担当として参加していただいた。さらに、セミナーにおける議論やそれ以降の

電子メールを使用した連絡を通して、密接な協力関係を維持することができた。インドネ

シアの協力機関には個別研究について提案書を作成し、研究許可証を発行していただいた。 

若手研究者の人材育成に関しても、目標達成に向けて効果的な活動を展開した。まず、日

本人若手研究者については、特別研究員の若手研究者３名を共同研究とセミナー企画の中

心に位置づけ、外国協力機関との連携を図る過程を経験させることによって、国際交流の

推進能力を高めることができた。将来的にマレーシアの中核研究者となり得る若手研究者

を、平成 20 年 9 月に日本に招き、熱帯林の炭素動態に関する研究打ち合わせと指導を行っ

た。大学院生レベルの人材育成についても実績が挙がっている。平成 19 年度の国際セミナ

ーには、12 名の大学院生が登録し、セミナー後の総合討論において討議に参加した。平成

20年度のマレーシアにおける国際セミナーには、50名以上の大学生・大学院生が参加した。

問題提示型の国際セミナーを行ってきたので、参加した若手研究者には国際交流に根ざし

た研究推進への動機付けが進み、有効な研究者養成効果があったと思われる。 

 
７．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
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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

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。 

 

８．平成２１年度研究交流計画概要 
８－１ 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」 

この研究は、熱帯降雨林生態系の長期動態についてモデル予測を行うものである。予測

に当たっては、気候変化や土地利用形態の組み合わせによって複数のシナリオを使う。こ

れを達成する上で、技術的な問題が主要課題として残されている。まず、熱帯林生態系の

予測モデルにおいて、生態系の炭素量あるいはバイオマスが実測値よりも過小評価される

という問題が残されている。従って、モデルの再現性を高めるためのパラメーター調整が

大きな課題であり、これを日本人研究者が行う。日本人研究者とマレーシア・インドネシ

アの共同研究者が野外調査を行い、熱帯林の気候、水文、栄養動態に関するパラメーター

の追加収集を行う。一方、外国人共同研究者にはシナリオの妥当性検討と改善をお願いす

る。さらに、モデル予測の結果について考察に参加していただき、モデル予測を基に持続

的森林管理に関する適応策を構築していただく。 

ボルネオ島の熱帯林減少率把握をより高解像度で広域に行うために、MODIS 衛星データと

ALOS 衛星データを併用し、土地被覆を自動分類するシステムの開発を引き続き行う。イン

ドネシア拠点機関である National Coordinating Agency for Surveys and Mapping では、

目視判読による土地被覆分類を独自に行っているので、その成果を提供していただくこと

によって自動分類の結果と目視判読の結果を比較し、自動分類システムの検証を行う。 
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８－２ セミナー 

東京において、第３回国際セミナーを開催する。このセミナーでは、共同研究の成果で

ある、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、

技術的な問題や結果の考察について討議する。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、ブルネイ各国から代表を選び、講演をしていただく。これらの発表を基に討議を発展

させ、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。セミナーへ

の参集範囲は、各国の参画機関の共同研究者、一般大学、研究所、政策機関、国連機関、NGO

とし、本事業の成果が幅広い層に浸透するように工夫する。また、セミナーの講演内容は英

文のプロシーディングスとしてとりまとめる。要旨と提言については、インターネットのホ

ームページに英文で掲載し、広く情報発信する。 

セミナーの企画と運営は、各国の拠点機関代表が参加して企画運営委員会を設け、電子

メールを通じた連絡によって進める。 

 

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年度研究交流計画総人数・人日数 
９－１ 相手国との交流計画 

 

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

マレーシア 

<人／人日> 

8/40    

(1/5) 
 0/0 0/0 

8/40  

(1/5) 

インドネシア 

<人／人日> 
6/31 0/0   6/31 

ブルネイ 

<人／人日> 

1/5    

(1/5) 
0/0 0/0  

1/5  

(1/5) 

合計 

<人／人日> 

15/76 

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

18/106 

(2/10) 

 

※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・日数としてください。） 

 

９－２ 国内での交流計画 

5／15 <人／人日> 
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１０．平成２１年度研究交流計画状況 

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・京都大学生態学研究センター・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 

交流予定人数 

（※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  2/20 1/10 0/0 3/30 

マレーシア 1/5  0/0 0/0 1/5 

インドネシア 0/0 0/0     0/0 

ブルネイ 0/0 0/0 0/0      0/0 

合計 1/5 2/20 1/10  4/35 

② 国内での交流     0  人／人日 

２１年度の研究

交流活動計画及

び期待される成

果 

 

土地利用と気候変化が熱帯林動態に及ぼす影響を生態系モデルにより

予測する。日本人研究者とマレーシア・インドネシアの共同研究者が野

外調査を行い、水文や栄養動態等に関するパラメーターの追加収集を行

う。シナリオの妥当性検討と改善を行い、モデル予測を達成する。ボル

ネオ島の熱帯林減少把握をより高解像度で広域に行うために、MODIS 衛

星データと ALOS 衛星データを併用し、土地被覆を自動分類するシステ

ムの開発を行う。これにより、熱帯林域の植生バイオマス、炭素貯留量

の広域把握が技術的に可能となる。また、現在の空間分布ばかりではな

く、将来的にどのように熱帯林生態系や生態系に貯留される炭素量が変

化していくのか、気候変化と土地利用シナリオに基づき予測が可能とな

る。現在、気候変動緩和に関わる新たな国際的枠組みとして、熱帯林を

対象に「森林減少・劣化からの温室効果ガス排出削減、REDD」実施が

検討されている。本事業の成果は、このような国際的な枠組み実施のた

めの基盤データを提供する。 

日本側参加者数  
14 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 
8 名 （１３－２（マレーシア）国側参加者リストを参照） 

（インドネシア）国（地域）側参加者数 
6 名 （１３－３（インドネシア）国側参加者リストを参照） 
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１０－２ 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）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）日本、東京、東京農業大学 
（英文）Tokyo University of Agriculture, Tokyo, Japan 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）北山兼弘・京都大学生態学研究センター・教授 
（英文）Kanehiro Kitayama・Center for Ecological Research,  

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) 

 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
( 日本 ) 

日本 
<人／人日> 

A. 5/15 
B. 0/0 
C. 7/21 

マレーシア 

<人／人日> 

A. 7/35 
B. 0/0 
C. 1/5 

インドネシア 

<人／人日> 

A. 6/31 
B. 0/0 
C. 0/0 

ブルネイ 

<人／人日> 

A. 1/5 
B. 0/0 
C. 1/5 

合計 
<人／人日> 

A. 19/86 
B. 0/0 
C. 9/31 
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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、ブルネイ各国から代表を選び、

事例発表していただく。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。 

期待される成果 熱帯林減少の現状が明らかとなり、気候変動下で土

地利用が与える森林動態への負の影響が予測され

る。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。セミナーへの参集範囲を、

各国の参画機関の共同研究者、一般大学、研究所、

政策機関、国連機関、NGOとするので、本事業の成果

が幅広い層に浸透する。また、セミナーの講演内容

を英文のプロシーディングスとしてとりまとめ、要

旨と提言についてもインターネットのホームページ

に英文で掲載するので、セミナー後にも成果が世界

に向けて継続的に情報発信される。 

セミナーの運営組織 事務局：京都大学生態学研究センター（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, Mahmud Hj Yussof, 

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 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容                         金額  
国内旅費            1,300,000 円 

外国旅費            2,200,000 円 

会議費              300,000 円 

その他              100,000 円 

外国旅費に係る消費税       110,000 円 

合計 4,010,000 円 

（  ）国（地域）側 
 

内容              金額 
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> 

    

 

<人／人日> 

    

 

<人／人日> 

    

合計 

<人／人日> 

    

②  国内での交流       人／人日 
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１１．平成２１年度経費使用見込み額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 1,350,000 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。 外国旅費 3,000,000

謝金 0  

備品・消耗品購入費 100,000  

その他経費 400,000  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

150,000  

計 5,000,000
研究交流経費配分額以
内であること 

委託手数料 500,000

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。 

合  計 5,500,000  

 
 
１２．四半期毎の経費使用見込み額及び交流計画 

 

 経費使用見込み額（円） 交流計画人数<人／人日> 

第１四半期 0 0/0 

第２四半期 245,000 1/10 

第３四半期 4,010,000 19/86 

第４四半期 745,000 3/25 

合計 5,000,000 23/121 

 


