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アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成２４年度 実施報告書 

 

 

１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関： 京都大学防災研究所 

（ 中 国 ） 拠 点 機 関： 清華大学 

（ 台 湾 ） 拠 点 機 関： 国立成功大学 

（ 韓 国 ） 拠 点 機 関： 江原大学校 

 

２．研究交流課題名 

（和文）： 山地河川における土砂災害及び環境保全研究拠点の形成          

                   （交流分野：自然災害科学        ） 

（英文）： Creation of Research Hub for Sediment Disasters and River Environment in 

Mountainous Area       （交流分野：Natural Disaster Sciences  ） 

 研究交流課題に係るホームページ：http://www.dpri.kyoto-u.ac.jp/~MtRiver/         

 

３．採用期間 

 平成２２年４月１日 ～ 平成２５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：京都大学防災研究所 

実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：防災研究所・所長・中島 正愛 

コーディネーター（所属部局・職・氏名）：防災研究所・教授・中川 一 

協力機関：なし 

事務組織：京都大学宇治地区事務部研究協力課 

 

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：中国 

拠点機関：（英文）Tsinghua University 

     （和文）清華大学 

コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文） 

State Key Lab of Hydroscience and Engineering・Director・Guangqian WANG 

協力機関：（英文）Sichuan University 

     （和文）四川大学 
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（２）国名：台湾 

拠点機関：（英文）National Cheng Kung University 

     （和文）国立成功大学 

コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文） 

Disaster Prevention Research Center・Director・Chjeng-Lun SHIEH 

協力機関：（英文）National Chung Hsing University 

     （和文）国立中興大学 
 

（３）国名：韓国 

拠点機関：（英文）Kangwon National University 

     （和文）江原大学校 

コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文） 

Graduate School of Disaster Prevention Technology・Professor・Sun-Hong MIN 

協力機関：（英文）n/a 

     （和文）なし 

 

５．全期間を通じた研究交流目標 

モンスーン地域に位置する東アジアでは，毎年もたらされる豪雨によって災害が引き起

こされ，大きな問題となっている．さらに，近年懸念されている地球温暖化の影響により，

豪雨の規模がこれまで以上に強大化する可能性が指摘されており，より大規模な被害が発

生することも想定しておかなければならない．本事業では，東アジア地域に共通する災害

である山地河川における土砂災害に関して，同様の気候・地形・社会的条件を有し問題を

共有する日本，中国，台湾，韓国の大学が互いに交流することによって，互いの情報や技

術を交換し，防災・減災能力を高めるとともに，それを将来にわたって発展・継続してい

くことを目的とする． 

また，これらの東アジア地域は経済の発展に伴って社会的な成熟度も増してきているこ

とから，土砂災害のような災害を防止・軽減しながらも，河川における環境保全や多様な

水辺空間の創出に対する要求も非常に高くなっている．これらの要求を満たすべく，河川

現場での計測や室内実験や数値解析を伴わせた研究によって，よりよい河川空間を創出す

るための技術を向上・確立させることを目的に，交流を推進する． 

なお，それぞれのテーマの共同研究やセミナーを通して，各研究機関の若手研究者が相

手国の研究者と交流することによって，専門分野での見識を広げることができ，国外にも

活躍の場を展開できるよう育成する． 

 

６．平成２４年度研究交流目標 

「研究協力体制の構築」 

初年度に選定した共同研究対象地点における共同研究をさらに進めるとともに協力体制
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をさらに強化する．新しく研究者が参加できるようにして人的ネットワークをより広く強

固なものにしていく．また，扱うテーマも徐々に広範囲なものとしていき，アジアにおけ

る水工学分野の交流の場として定着させていく．京都大学防災研究所との交流協定が締結

されていない大学と交流を促進して協定を締結し，学生を博士後期課程に受け入れる環境

を整える．同様に，すでに大学間や部局間学術交流協定を締結している大学からも，学生

を博士後期課程に迎えるよう斡旋し，学生を含めた若手研究者の交流を活発化させる．他

にも，大規模災害発生時に共同で調査を実施するなど，アジア地域の他の研究機関とも交

流の枠を広げていく． 
 

「学術的観点」 

日本と中国，台湾，韓国の研究者が，お互いの研究の現状について理解を深めることが

でき，互いに研究者ネットワークを構築することが期待できる．それによって，各研究機

関の持つ技術を向上させることができ，東アジア地域に適した土砂災害対策ならびに河川

環境保全策を講じることが可能になる．また，前年度からの①山地河川における土砂生産

の予測，②環境保全・再生，③土石流・洪水氾濫の３つのテーマに関する共同研究をさら

に推進する．研究テーマごとに選定した対象地点における比較研究を行い，共同で学術論

文を完成させる． 
 

「若手研究者養成」 

若手研究者を海外に派遣し，海外から若手研究者を積極的に受け入れる．また，台南で

開催予定の日本学術振興会アジア・アフリカ学術基盤形成事業「第３回山地河川における

土砂災害及び環境保全に関する国際シンポジウム」には，若手研究者の発表や議論の場を

提供し，関連分野の有名研究者を招へいして若手研究者に向けた特別講演を行い，若手研

究者の研究意欲を促進させる． 

 

７．平成２４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ください。） 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

平成２４年度には本格的共同研究の推進と活発な人員交流を行い，山地河川における土

砂災害と環境保全の国際研究チームの協力体制を強化し，持続可能なものとした．この体

制を基に，本事業の経費以外にも，相手側それぞれの経費で，中国，韓国，台湾の大学か

ら日本への中長期及び短期滞在型研究や学術訪問も増え続けている．過去３年間本事業に

参加している四川大学，成功大学，江原大学校及び京都大学の博士コース学生のうち，数

人はすでに大学の教職員になり，さらに若い学生の参加も拡大しつつある．また，扱うテ

ーマも徐々に増え，特に平成２４年７月２１日北京豪雨を契機に，大都市における集中豪

雨災害に関する研究もこれからの共同研究のテーマとして挙げることとした．さらに，平

成２４年１２月２４日には京都大学防災研究所と四川大学水理学・山地河川工学国家重点

研究所の間でＭＯＵを締結する調印式が中国成都で開催され，これにより，京都大学防災
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研究所は本事業に参加しているすべての海外拠点・協力機関と大学間または部局間学術交

流協定を締結したことになり，更なる人的交流・研究協力環境が整えられた． 

 

７－２ 学術面の成果 

前年度に続き，相手国の研究者と国内外の様々な現場で現地調査を行った．特に，台風

Morakot により多量の土砂生産があった台湾陳有蘭渓流域，平成２３年９月の紀伊半島豪雨

に伴う甚大な土砂災害の被害を受けた奈良県十津川流域，河川環境再生の進む京都府八幡

市木津川流域，中国四川大地震の後天然ダムが数多く形成された綿遠河流域，中国成都市

郊外で環境整備が急激に進んでいる府河流域，北京市郊外の山地河川拒馬河流域での調査

に重点を置いた．現地調査以外にも室内基礎実験や数値シミュレーションを本格的に進め

た．本事業に挙げた研究課題三つについて，具体的には①山地河川における土砂生産の予

測に関しては，降雨強度の違いが段階的な斜面崩壊特性に及ぼす影響について，②山地河

川における環境保全・再生に関しては，水制工が河床表面の粒度分布特性に与える影響に

ついて，③山地河川における土石流・洪水氾濫に関しては，砂防ダム群の配置及びダムの

形態について，多くの知見を得ることができ，成果の一部は学会誌や国際会議論文集など

で発表された． 

平成２４年７月２１日には想定外と言われる集中豪雨が北京を襲い，７９名が犠牲にな

った．この豪雨によって，北京郊外で斜面崩壊や土石流などの土砂災害が数多く発生した

ことから，清華大学の研究者と共同で調査を実施し，現象のメカニズムの解明に向け，共

同研究を行っている．これらの成果は平成２５年３月，土木学会水工学委員会主催の第 57

回水工学講演会河川災害に関するシンポジウムの場で日本の水工学関係の研究者に紹介さ

れた．また，今回の豪雨では北京市内のアンダーパスの浸水や下水排水システムの問題点

も数多く浮上しており，これらに関する共同研究の推進についても清華大学の研究者と合

意している． 

 

７－３ 若手研究者育成 

若手研究者の海外派遣，ならびに海外から京都大学への若手研究者の受け入れを活発に

行った．相手国中国清華大学から若手ＰＤ研究員１名が，平成 24年 2月から同年８月まで

の計 7か月間（平成 24年度内は５カ月間）京都大学防災研究所に滞在し，土砂に関連した

環境問題に関する共同研究を行った．そして，７月から相手国韓国江原大学校から若手教

員１名が京都大学防災研究所で２ヵ月間土石流に関する数値モデルの共同開発のために滞

在した．また，本事業を通じて，さらに若い世代での研究者育成の成果も確実に上がって

おり，中国側の拠点機関から研究生１名が新たに京都大学に進学することになったほか，

平成 23 年 10 月に相手国韓国江原大学校から京都大学大学院の博士コースに進学した学生

が継続して在学し研究を行っている．台湾での第３回山地河川における土砂災害及び環境

保全に関する国際シンポジウムでは，若手研究者や学生の発表や議論が活発に行われ，若

手研究者の研究意欲を促進させただけではなく，次世代に挑む若手研究者にとっては海外
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の研究者との人的ネットワークを拡大する機会となった． 

 

７－４ その他（社会貢献や独自の目的等） 

本事業に参加している清華大学，四川大学や成功大学の研究者は幾つかの実用向けの研

究プロジェクトを持っており，本事業による交流や共同研究の成果や知見は，それらのプ

ロジェクトに影響を与え，反映されると期待される．これらを通じて、本事業の成果が実

際の河川・山地保全事業に間接的に取り込まれる可能性は高く，社会貢献に資する部分も

少なくないと期待される。また，本事業に参加した中国や韓国の若手研究者の中には日本

への訪問が初めてというケースが多く、現地調査などを通じて、日本に対する理解を深め、

日本に対する親近感が増えたという印象が多く聞かれた。彼達が東アジアの平和と友好の

架け橋になることも期待され、国際社会の相互理解を促進するというＪＳＰＳ事業の目的

に貢献することが期待される． 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

本事業を通じて，京都大学防災研究所は参加したすべての海外拠点・協力機関との間に

大学または部局レベルの交流協定を締結したことになり，人的交流や共同研究の協力環境

の整備がさらに充実した．活発な相互訪問や共同研究を通じて，山地河川における土砂災

害と環境保全というテーマの基に，東アジアにおける関連分野の専門家，中堅研究者，若

手研究者及び学生のバランスの良い持続可能な人的ネットワークの構築ができた．昨年の

報告書にも挙げたように，これまで韓国や中国の若手研究者が各研究機関の経費で，京都

大学への数か月間の滞在実績があった．これは共同研究を遂行していく上で望ましいこと

である反面，残念ながら，日本の研究者が相手国に長期間滞在することが実現できなかっ

た．これは，スケジュールの確保や予算的な制約が理由として考えられるが、この点が今

後の課題として挙げられる． 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２４年度論文総数   18 本 （内，採択済み掲載予定 2本） 

相手国参加研究者との共著  5 本 （内，採択済み掲載予定 1本） 

  （※ 「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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８．平成２４年度研究交流実績状況 

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２２年度 研究終了年度 平成２４年度 

研究課題名 （和文）山地河川流域における土砂生産予測技術の開発に関する研究 

（英文）Prediction of Sediment Yield in Mountainous River Basin 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）堤 大三・京都大学・准教授 

（英文）Daizo TSUTSUMI・Kyoto University・Associate Prof. 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

（中国）Xudong FU・Tsinghua University・Professor 

（台湾）Chjeng-Lun SHIEH・National Cheng Kung University・Professor 

交流人数 

（※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 中国 台湾 韓国 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 
 

1/6(1/6) 6/18  7/24(1/6) 

実績 6/14(0/0) 3/12 1/5 10/31 

中国 

<人／人日> 

実施計画 3/16 
 

3/9  6/25 

実績 4/24 0/0  4/24 

台湾 

<人／人日> 

実施計画   
 

  

実績 (1/2)   (1/2) 

合計 

<人／人日> 

実施計画 3/16 1/6(1/6) 9/27  13/49(1/6) 

実績 4/24(1/2) 6/14(0/0) 3/12 1/5 14/55(1/2) 

② 国内での交流    5/11 人／人日 

日本側参加者数  

         8   名 （１２－１ 日本側参加者リストを参照） 

（ 中国 ）側参加者数 

    20  名 （１２－２ 相手国（中国）側参加研究者リストを参照） 

（ 台湾 ）側参加者数 

        27   名 （１２－３ 相手国（台湾）側参加研究者リストを参照） 

２４年度の 

研究交流活動 

中国四川大学と共同で，綿遠河流域の天然ダム跡地の現地調査を行った．

昨年７月北京で発生した豪雨による北京郊外の山地流域では斜面崩壊や土

石流が発生し，清華大学と共同でその現地調査を行った．また、台湾国立

成功大学で第３回山地河川における土砂災害及び環境保全に関する国際シ

ンポジウムを開催し，台風 Morakot による高雄県及び南投県の土砂災害の

特徴，発生メカニズム及び復旧現状について活発な議論を行った．南投県

陳有蘭渓流域における土石流災害及び河道変化については国立中興大学と

現地調査を継続し，国立中興大学の野外観測実験場で共同で土砂生産に関
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する実験を行った．さらに，奈良県十津川村を中心とした紀伊半島土砂災

害の調査及び分析も進め，特に天然ダム現場から土砂を採集し，その粒度

分布を分析した．それ以外，京都大学防災研究所宇治川オープンラボラト

リーで基礎実験を進め，特に降雨強度の違いが段階的な斜面崩壊特性に及

ぼす影響に関する実験を行った．数値モデルの高度化も進め，実験結果と

の比較を行った．四川，北京，台湾や紀伊半島で発生した土砂災害の特徴

及び発生メカニズムを比較し，情報や知見の共有化を図った． 

 

２４年度の 

研究交流活動か

ら得られた成果 

一連の活動により，山地河川の土砂生産及び土砂災害に関する東アジア各

国・地域を代表する研究機関が，相互にフィールドや実験施設を利用・補

完しつつ，研究基盤や予測技術を向上させるためのネットワークを日本，

中国，台湾を中心として構築した．各地域での土砂生産や土砂災害の特徴

及び発生機構の違いを明らかにし，日本で開発した数値モデルの適用性を

検討し，モデルの改良を行った． 
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整理番号 R－２ 研究開始年度 平成２２年度 研究終了年度 平成２４年度 

研究課題名 （和文）山地河川における環境保全及び再生に関する研究 

（英文）Water Environment and River Restoration in Mountainous Area 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）武藤裕則・徳島大学・教授 

（英文）Yasunori MUTO・University of Tokushima・Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

（中国）Guangqian WANG・Tsinghua University・Professor 

交流人数 

（※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 中国 韓国 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画 
 

2/12(1/6)  2/12(1/6) 

実績 2/6(0/0) 1/6 3/12(0/0) 

中国 

<人／人日> 

実施計画 1/5(1/150) 
 

 1/5(1/150) 

実績 2/10(2/145)  2/10(2/145) 

バングラ
デシュ 

（日本側） 
<人／人日> 

実施計画   
 

 

実績 1/5  1/5 

合計 

<人／人日> 

実施計画 1/5(1/150) 2/12(1/6)  3/17(2/156) 

実績 3/15(2/145) 2/6(0/0) 1/6 6/27(2/145) 

② 国内での交流  3/6(2/2) 人／人日 

日本側参加者数  

        13   名 （１２－１ 日本側参加者リストを参照） 

（ 中国 ）側参加者数 

    18  名 （１２－２ 相手国（中国）側参加研究者リストを参照） 

２４年度の 

研究交流活動 

初年度及び前年度に続き，成都郊外の府河（長江の支川である岷江の一部）

及び京都府八幡市の木津川にある水制工現場で、共同で現地調査及び観測

を行い，特に河床の表面材料の変化に着目した．また、京都大学防災研究

所宇治川オープンラボラトリーで水制工の配置が河床材料の粒度変化特性

に与える影響などについて，水理模型実験を実施し，数値モデルによる現

象の再現や予測計算を進め、環境再生の面で水制工の役割や配置方法につ

いて検討した．また，基礎水理実験による堰の部分的撤去が上流河床や河

川環境に与える影響を検討するとともに，日本初のダム撤去事業となる荒

瀬ダムの現場を見学した．  
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２４年度の 

研究交流活動か

ら得られた成果 

複数年の調査によって水制周辺の地形や河床材料の経年変化を把握するこ

とができ、これらの結果が基礎水理実験や数値シミュレーションの結果と

一致していることが明らかになった．これらの結果を踏まえて，水制によ

る河川環境再生の効果を評価することができるようになったことから，水

制工を用いた山地河川における環境再生及び保全手法を提案した．また，

堰の撤去が河床の砂州や局所洗掘などに与える影響についても，実験によ

り明らかになった．それらの成果の一部は，学術論文として共同で数編発

表した． 
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整理番号 R－３ 研究開始年度 平成２２年度 研究終了年度 平成２４年度 

研究課題名 （和文）山地河川における土石流及び洪水氾濫に関する研究 

（英文）Debris Flow and Flood Disasters in Mountainous Rivers 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）川池健司・京都大学・准教授 

（英文）Kenji KAWAIKE・Kyoto University・Associate Prof. 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

（韓国）Byong-Hee JUN・Kangwon National University・Assistant Prof. 

交流人数 

（※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 韓国  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

 <人／人日> 

実施計画 
 

4/28  4/28 

実績 1/5(1/5)  1/5(1/5) 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 (1/59) 
 

 (1/59) 

実績 (2/61)  (2/61) 

 

<人／人日> 

実施計画   
 

 

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 (1/59) 4/28  4/28(1/59) 

実績 (2/61) 1/5(1/5)  1/5(3/66) 

② 国内での交流     0/0 人／人日 

日本側参加者数  

         7   名 （１２－１ 日本側参加者リストを参照） 

（ 韓国 ）側参加者数 

     7  名 （１２－４ 相手国（韓国）側参加研究者リストを参照） 

２４年度の 

研究交流活動 

韓国・江原大学校の若手研究者が２カ月間京都大学防災研究所に滞在し，

土石流予測モデルの研修ならびに共同開発に取り組んだ． 

また，京都大学防災研究所宇治川オープンラボラトリーの実験施設を活用

し，砂防ダムの最適配置間隔とそれに向けた砂防ダム直下流における洗掘

に関する基礎実験を行った．さらに，天端上流側にフラップを付けた新し

いタイプの砂防ダムを提案し，その土石流補足効率を検討するための基礎

実験を行った． 
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２４年度の 

研究交流活動か

ら得られた成果 

土石流予測モデルを共同で開発し、韓国・江原道の土石流発生現場に適用

した． 

また，京都大学防災研究所宇治川オープンラボラトリーにおいて実施した

実験によって，砂防ダムを複数設置した場合の配置間隔と土石流補足特性

の関係について知ることができた．フラップ付砂防ダムについてはその衝

撃に対する耐性も考慮することで，最適と考えられる砂防ダムの形態を提

案することができた．これらの結果の一部を学術論文として発表した． 
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８－２ 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）日本学術振興会アジア・アフリカ学術基盤形成事業「第

３回山地河川における土砂災害及び環境保全に関する国

際シンポジウム」 

（英文）JSPS AA Science Platform Program“The 3rd International 

Symposium on Sediment Disasters and River Environment 

in Mountainous Area, JSPS AA Science Platform Program” 

開催期間 平成２４年 ８月２７日 ～ 平成２４年 ８月２８日（２日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）台湾・台南・国立成功大学 

（英文）National Cheng Kung University, Tainan, Taiwan 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）中川 一・京都大学・教授 

（英文）Hajime NAKAGAWA, 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) 

（英文）Chjeng-Lun SHIEH, Disaster Prevention Research Center, 

National Cheng Kung University, Professor 

 

参加者数 

派遣先 

派遣元 

セミナー開催国 

（  台湾  ） 

日本 

<人／人日> 

A. 7/35 

B. 0/ 0 

C. 0/ 0 

中国 

<人／人日> 

A. 2/10 

B. 0/ 0 

C. 1/ 5 

台湾 

<人／人日> 

A. 0/ 0 

B. 0/ 0 

C. 23/46 

韓国 

<人／人日> 

A. 2/10 

B. 0/ 0 

C. 1/ 5 

合計 

<人／人日> 

A. 11/55 

B. 0/ 0 

C. 25/56 

 

A.セミナー経費から旅費を負担 

B.共同研究・研究者交流から旅費を負担 

C.本事業経費から旅費を負担しない（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。） 
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セミナー開催の目的 本事業における３つのテーマに沿った共同研究チームが進めてきた研究

について，具体的な成果の中間報告を行う．また．各研究機関の最新の研

究成果を披露する場として，若手研究者を中心に研究発表の機会を用意

し，若手研究者の研究意欲を促進させる．さらに，台湾の関連分野の現状

や研究の進展状況に関して情報交換し，成功大学を中心とした台湾の研究

者との人的ネットワーク拡大を図る．最後に３年間の交流実績をまとめ，

本事業によって構築された研究・交流基盤及び人的ネットワークに基づ

き，さらなる展開について議論する． 

セミナーの成果 本セミナーには、国立成功大学，国立中興大学，台湾海洋大学，建国科技

大学（以上、台湾）、清華大学（中国）、江原大学校（韓国）、広島大学，

京都大学から４７名の参加者が集まった．そのうち共同研究メンバーにリ

ストされているのは３６名，成功大学の教職員・学生や他の一般参加者は

１１名だった． 

今回のセミナーは，３部構成とした．開会式では，成功大学の総長

Hwunghweng HWUNG 教授のご挨拶の後，コーディネーターの中川一教授が本

事業の概要とこれまでの研究交流実績について説明した．第１部（一日目

の午後）では，各研究機関の代表者がアジア・アフリカ学術基盤形成事業

における各研究機関で行った主要な研究活動の紹介を行った（Lai, Shieh, 

川池, Fu, Chen, Jun）．第２部（二日目の午前と午後の前半）では，本事

業の三つの研究テーマに従って，三つの一般口頭発表セッションを設け，

最新の研究成果や共同研究の進展状況を報告し，活発な議論を行うことが

できた（プログラム参照）．第３部（二日目午後の後半）では，各研究機

関の代表者がこれまでの交流実績や共同研究についてパネルディスカッ

ションを行い，３年間の交流実績をまとめ，本事業によって構築された研

究・交流基盤及び人的ネットワークに基づき，さらなる展開について議論

した（張，中川，Shieh, Fu, Jun）． 

本事業は今年度が最終年度であることから，今回のシンポジウムでは，共

同研究成果の中間報告と本事業による交流実績のまとめを行った．各拠点

の研究者が，最新の研究成果を発表し，土砂災害や山地河川の環境保全に

関連した最新の情報を共有することができた．また，本事業の目的の一つ

である若手研究者の育成に関連して，各協力機関から若手研究者が多く参

加し，研究発表を通して，関連分野の最新の情報や知識に触れることがで

きただけでなく，研究成果の発信を通してコミュニケーション力を高め，

海外の研究者との人的ネットワークを拡大することができた．また，３年

間の交流実績のまとめを行うことによって，互いの研究者が持つ知恵を生

かし，本事業終了後も本事業で構築した学術連携体制とネットワークを持

続・発展させていくことを確認し，顔合わせの段階から次なる交流のフェ

ーズがどうあるべきかについても議論することができた． 

セミナーの運営組織 Chairman:  

Prof. Chjeng-Lun SHIEH (National Cheng Kung Univ.) 

Members:  

Dr. Wen-Chi LAI (National Cheng Kung Univ.) 

 Dr. Yun-Chung TSANG (National Cheng Kung Univ.) 

 Dr. Shin-Ping LEE (National Cheng Kung Univ.) 

Dr. Yu-Shiu CHEN (National Cheng Kung Univ.) 

開催経費

分担内容

と金額 

 日本側 内容 外国旅費（日本側研究者）      金額  1,182,646円 

   招へい旅費（中国・韓国研究者招へい）      549,018円 

   外国旅費・謝金に係る消費税            83,695円 

                     合計  1,815,359円 

（台湾）側 内容 中興大学など協力機関研究者招へい  金額    300,000円 

   会場・資料印刷                  80,000円 

   現地見学                     50,000円 

                     合計    430,000円 
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８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

平成２４年度は実施していない 

 

 

９．平成２４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 

          派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

中国 

<人／人日> 

台湾 

<人／人日> 

韓国 

<人／人日> 

合計 

<人／人日> 

日本 
<人／人日> 

実施計画 

 

3/18 

(2/12) 

14/34 

 

4/28 

 

21/80 

(2/12) 

実績 
8/20 

(0/0) 

10/47 

 

3/16 

(1/5) 

21/83 

(1/5) 

中国 
<人／人日> 

実施計画 
4/21 

(1/150) 
 

8/19 

 

 

 

12/40 

(1/150) 

実績 
6/34 

(2/145) 

2/10 

(1/5) 

 

 

8/44 

(3/150) 

台湾 
<人／人日> 

実施計画 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

実績 
 

(1/2) 

 

 

 

 

 

(1/2) 

韓国 
<人／人日> 

実施計画 
 

(1/59) 

 

 

1/5 

 
 

1/5 

(1/59) 

実績 
 

(2/61) 

 

 

2/10 

(1/5) 

2/10 

(3/66) 

バングラデシュ 
(日本側参加研究者) 

<人／人日> 

実施計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績 
1/5 

 

 

 

 

 

 

 

1/5 

 

合計 
<人／人日> 

実施計画 
4/21 

(2/209) 

3/18 

(2/12) 

23/58 

 

4/28 

 

34/125 

(4/221) 

実績 
7/39 

(5/208) 

8/20 

(0/0) 

14/67 

(2/10) 

3/16 

(1/5) 

32/142 

(8/223) 

 

※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。） 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

18 ／ 36 <人／人日>    8 ／ 17 <人／人日> 
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１０．平成２４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 ２０９，３６０  

外国旅費 ４，１２２，６９９  

謝金 ０  

備品・消耗品購入費 ７６，６３２  

その他経費 １５１，０６４  

外国旅費・謝金等に
係る消費税 

１７０，２４５  

計 ４，７３０，０００  

委託手数料 ４７３，０００  

合  計 ５，２０３，０００  

 

１１．四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 １６６，１２１ 6/15 

第２四半期 ６９０，７０１ 18/82 

第３四半期 ２，０４０，４９７ 3/11 

第４四半期 １，８３２，６８１ 13/51 

計 ４，７３０，０００ 40/159 

 

 


