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アジア研究教育拠点事業 
平成２３年度 実施報告書 

 

 

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：http://www.t.kyoto-u.ac.jp/acore/ja 

 

３．開始年度 

 平成 ２３年度（ １ 年目） 

 

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・小森 悟 

 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（地域）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 

（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 

http://www.t.kyoto-u.ac.jp/acore/ja
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 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．平成２３年度研究交流目標 

 初年度は、主として研究実施の詳細計画を確立するための期間として位置付ける。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詳細な研究計画を議論する。 

 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

を中心として、マレーシアの水・有害化学物質利用、気候変動を中心とした将来課題を整

理し、対象流域の選択、研究・調査手法の検討等、5年間の研究教育の詳細計画を議論・検

討する。 

 本事業に参画する両国の研究者が集まる第 1回包括シンポジウムを 11月に京都で開催し、

各研究グループの研究計画、各研究グループ間での相互の関連性、両国研究者の問題意識
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の共有化等について議論し、有機的な融合を図り、5年間の研究教育の詳細計画を決定する。 

 

 

７．平成２３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 

日本側実施組織は、拠点大学の京都大学（大学院工学研究科）の工学研究科長が代表者

となり、コーディネーター、プログラムリーダー、担当専門職員が事業の管理、運営等を

行っている。また、学術研究交流は主に、各研究課題に属する代表者や参加研究所および

協力大学６校等が行っている。コーディネーターと各研究グループリーダーや参加研究者

とは、メール、遠隔会議、電話等の手段により緊密に連絡を取って本事業の運営に関わる

情報交換を行っている。京都大学内では、工学研究科国際交流委員会及び工学研究科附属

グローバルリーダーシップ大学院工学教育推進センターとも連携がとられ、事業内容につ

いての報告や意見交換などが随時行われている。  

 マレーシア側においてもほぼ同様の組織形態が取られており、マラヤ大学を拠点大学と

して、コーディネーター、プログラムリーダー、担当専門職員が事業の運営、管理等を行

っている。学術研究交流は、各研究グループにおいてグループリーダーや参加研究者およ

び協力大学３校が中心となって行っている。また、平成 21年 1月に京都大学の海外拠点オ

フィスがマラヤ大学構内に設立されている。本拠点オフィスには、京大側の研究員が常駐

しており、両国の意思疎通の円滑化だけでなく、マレーシア側の文化や人間性、生活様式

まで理解し、きめ細かに対応できる機能を持つことから、マレーシア側のゆるぎない信頼

を得ていると自負している。このことは、本事業を円滑に、かつ効率よく実施することに

大きく寄与していると言える。 

平成 23年度は、日本側とマレーシア側のコーディネーター、プログラムリーダー、各研

究グループリーダーを中心として、平成 24年 1月 18日および平成 24年 3月 16日の 2回

の運営会議（ステアリング会議）を、それぞれクアラルンプールと京都で開催し，両国の

交流を実施すると共に、2月 28日に開催した第 1回包括シンポジウムの内容、研究教育の

計画について議論した。さらに、既に共同研究等の具体的な研究活動が開始されており、

各研究グループや研究者個人レベルの研究協力体制も着々と整備され、本プログラムの基

礎がほぼ固まったと言える状況にある。 

 

７－２ 学術面の成果 

 今年度は本事業の初年度であった。またマレーシア側からの同意書が遅れて到着したた

め、実際の活動開始は平成 23 年 12 月からとなった。このため、コーディネーターや各研

究グループのリーダーを中心として開催されたステアリング会議を通して議論や意見交換

を行い、綿密な研究教育実施計画を構築することに注力した。 

 平成 24 年 2 月 28 日には、本事業に参画する研究者の意識統一を図るために、第 1 回包

括シンポジウムを京都で開催した。このシンポジウムでは特に、各研究グループの研究計
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画、各研究グループ間での相互の関連性、両国研究者の問題意識の共有等について議論し

た。特に、本事業で着目すべき流域の多くは、マレーシア政府が重要視している流域とす

るべきであるとの意見が強く、マレーシア側の極めて積極的な姿勢を見ることができた（実

際、マレーシア側の政府関係者もステアリング会議に参加している）。このことは、マレー

シア側の日本側への信頼の証であり、本事業に対するマレーシア側の全面的な協力の意思

を裏付けるものであると考えている。第 1 回包括シンポジウムで議論された内容と成果は

Proceedingで発刊した。 

 研究交流課題に係るホームページ（http://www.t.kyoto-u.ac.jp/acore/ja）とメーリングリ

ストを構築し、本事業に関するこれからの成果及び案内はインターネットを通じて公開し

ている。 

 以上まとめると、学術面の主な成果は以下の通りである。 

・第 1回包括シンポジウムを通して、問題意識・研究の進め方を具体化した。 

・包括シンポジウムの結果を Proceedingとして発刊した。 

・各研究グループの共同研究を開始し，グループごとの研究戦略を明確化した。 

・本事業の進捗や成果をまとめたホームページを開設した。 

 

７－３ 若手研究者養成 

 本事業では、若手研究者育成のために、両国から多くの若手研究者が参加することを推

奨している。シンポジウムや共同研究などを通して他国の研究者と知り合い、互いに切磋

琢磨することで国際的知見を広げる実質的な機会を提供している。平成 23年度は、若手研

究者を主体として、日本側から 15人（139人日）、マレーシア側から 17人（115人日)の研

究者がそれぞれ渡航して共同研究を実施した。 

 また、研究に関する交流・共同研究だけではなく、お互いの国を実際に訪問・滞在する

ことで、異なる文化等を自然に理解することが可能である。これは異なる文化等を有する

国や地域における流域管理を検討する上で重要な要素である。さらに、研究者のみならず

大学院生も参加可能な相互短期滞在を企画して、若手の自主的な国際交流活動の場として

も本事業が寄与できるような枠組みを構築する予定である。 

 

７－４ 社会貢献 

現時点において、本事業が社会に及ぼす影響や、還元が想定される成果を以下に示す。 

・ 4つの各研究グループが構築され、それぞれのグループが実施する研究教育活動の成

果は、マレーシアの国や地方の行政に提言出来る内容となることが期待される。 

・ マラヤ大学に設置された京都大学の海外拠点オフィスを足がかりとして、今後日本と

マレーシアとの学術交流を促進、深化させることが可能となった。また、本事業の研

究教育課題についてのテーマを修士課程や博士課程の具体的研究として実施するマ

レーシア及び日本からの留学生を勧誘することが可能な体制が整った。 

・ 本事業で構築されたホームページを通して日本とマレーシアとの学術交流関係及び

成果を広く案内する体制が整った。 

http://www.t.kyoto-u.ac.jp/acore/ja
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７－５ 今後の課題・問題点 

・ 平成 23 年度の第 1 回包括シンポジウム、ステアリング会議、共同研究での議論を通

じて、日本側の研究対象流域は琵琶湖・淀川流域とすることとなった。また、マレー

シア側の研究対象流域は平成 24年 4月末までに決定する計画である。 

・ 本事業の研究教育課題に対する両国の関心は当初予想していた以上に高く、両国から

の参加研究者が次第に増えている状況にある。本事業の予算では互いに相手国の研究

機関を訪問し議論・共同研究するための渡航予算は十分ではない。このために、一部

の議論等はインターネットを利用した遠隔会議システムを利用せざるを得ない状況

である。両国の参加研究機関においては、このシステムが設置されていないところも

多く、また設置済の場合も十分な数が整備されているとは言い難い状況である。 

・ 本事業の予算はその大半が渡航費用となってしまうことから、実際の共同研究を進め

るための別の研究費を両国で申請することを検討している。 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２３年度論文総数   １ 本 

 相手国参加研究者との共著 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。） 

 今年度は本事業の初年度であり、マレーシア側からの同意書が遅れて到着したため、実

際の活動開始は平成 23 年 12 月からとなった。発表した成果物は第 1 回包括シンポジウム

のプロシーディングである。 

 

８．平成２３年度研究交流実績概要 

 ※「１０．平成２３年度研究交流実績状況」の概要について記載してください。 

８－１ 共同研究 

 総合的流域管理とその中での化学物質リスク評価を目的として、流域管理における課題

を、水文、水質、有害化学物質リスク及びガバナンスの 4 つのグループに分類し，各グル

ープの研究教育に関するテーマを以下のように設定、共同研究を実施した。 

(1) 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） 

(2) 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） 

(3) 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） 

(4) 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） 

また，各グループのそれぞれのテーマを効率的に融合し、総合的な流域リスク管理を求め

るために必要とするリスク評価方法及び知識ベースの構築を目指している。 

 本年度の共同研究としては、日本側から１３人（１５２人日）、マレーシア側から１７人

（４９人日）の研究者がお互いの国を訪問し、それぞれの研究協議を行なった。この結果、

各グループ内での共同研究の具体的テーマが絞られつつある状況である。 
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８－２ セミナー 

 第 1 回包括シンポジウムを平成 24 年 2 月 28 日に京都で開催し、各研究グループの研究

計画、各研究グループ間での相互の関連性、両国研究者の問題意識の共有、今後の研究計

画等について議論した。出席者は、マレーシア側から 43名、日本側からは 39名であった。 

 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 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 1 月 18 日にマレーシアの首都クアラルンプールで（出席者：マレーシア側

10名、日本側 13名）開催し、これからの研究教育協力に関するプロセス、各グループの研

究教育テーマの詳細化などに関して議論した。また、平成 24年 3月 16日には，京都で（出

席者：マレーシア側 8名、日本側 16名）2回目のステアリング会議を開催し、マレーシア

の流域管理における将来課題を整理し、対象流域の選択、研究・調査手法の検討等、5年間

の研究教育の詳細計画を議論・検討した。 
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９．平成２３年度研究交流実績人数・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> 

マレーシア 

<人／人日> 
合計 

日本 

<人／人日> 

実施計画  24／112 24／112 

実績 21／174 21／174 

マレーシア 

<人／人日> 

実施計画 79／277  79／277 

実績 51／255 51／255 

合計 

<人／人日> 

実施計画 79／277 24／112 103／389 

実績 51／255 21／174 72／429 

 

※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・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 

 １２／１２ <人／人日> １２／１９ （３０／３０）<人／人日> 
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１０．平成２３年度研究交流実績状況 

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 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 

Zulkifli Yusop, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Civil 

Engineering, 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 マレーシア 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  5／25 5／25 

実績 1／6 1／6 

マレーシア 

<人／人日> 

実施計画 5／25  5／25 

実績 0／0 0／0 

合計 

<人／人日> 

実施計画 5／25 
 

10／50 

実績 0／0 1／6 

② 国内での交流  ０／０ 人／人日 

２３年度の研究交

流活動 

マレーシア側からは、平成 24年 2月 28日に京都大学にて開催した第

1 回包括シンポジウムに来日したマレーシア工科大学の Zulkifli 

Yusop教授、Zalina Mohd Daud教授、マレーシア国民大学の Mohd Ekhwan 

Toriman 教授、Muhamad Barzani Gasim 教授、Muhamad Askari 講師、

マラヤ大学の Yeoh Hak Koon 講師と、シンポジウム午後のグループワ

ークショップで、日本側とマレーシア側の研究対象流域選定の際にグ

ループ１として考慮すべき要素に関する議論を始め、日本側の最新の

気候変動影響評価に関する研究成果及びマレーシア流域への適用可能

性を議論した。また，シンポジウムの前後にもそれぞれのメンバーが

お互いに訪問し、更に詳細な議論を実施した。 

 日本側からは、第 1回包括シンポジウム後の平成 24年 3月に、京都

大学のキム・スンミン講師がマレーシア工科大学とマレーシア国民大

学を訪問し、第 1 回包括シンポジウムの際の議論を基に、マレーシア

側の研究対象流域選定の際に考慮すべき要素についての詳細な議論を

実施した。また、日本側の最新の気候変動影響評価に関する研究成果



 9 

及びマレーシア流域への適用可能性をより深く議論した。 

研究交流活動成果 マレーシア側からの訪問と日本側からの派遣による議論を通じて、日

本とマレーシアとの異なる気候の特性、異なる洪水のパターン、そし

て異なる水資源問題の観点に対してお互いの理解を深めた。また、時

間間隔の水文データが不十分であるマレーシアの状況を考慮しつつ温

暖化影響評価などの解析を行なう必要があることが明らかになった。 

日本側参加者数  

１３ 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

マレーシア側参加者数 

２２ 名 （１４－２マレーシア側参加者リストを参照） 
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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 

Md Ghazaly Shaaban, Univerisiti Malaya, Faculty of Engineering, 

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 マレーシア 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  5／25 5／25 

実績 3／12 3／12 

マレーシア 

<人／人日> 

実施計画 5／25  5／25 

実績 0／0 0／0 

合計 

<人／人日> 

実施計画 5／25 
 

10／50 

実績 0／0 3／12 

② 国内での交流   ０／０ 人／人日 

２３年度の研究交

流活動 

 マレーシア側からは、平成 24年 2月 28日に京都大学にて開催した

第 1 回包括シンポジウムに来日したマレーシア工科大学の Azmi Aris

准教授、Razali Ismail准教授、Jaafar Jafariah准教授、Mohd Yusoff 

Abdull Rahim准教授、Muda Khalida講師、Muhamad Ali Muhamad Yuzir

講師、Umi Kalthom Ahmad 講師と、シンポジウム午後のグループワー

クショップで、日本側とマレーシア側の研究対象流域選定の際にグル

ープ２として考慮すべき要素、水質データ等の収集方法、水質汚濁解

析モデルについて議論を実施した。またシンポジウムの前後にグルー

プ２の日本側リーダー京都大学工学研究科の清水芳久教授を中心とし

たグループ２のメンバーを訪問し、更に詳細な議論を実施した。 

 日本側からは、第 1回包括シンポジウム後の平成 24年 3月に、京都

大学の中田典秀助教と原田英典助教がマラヤ大学を訪問し、第 1 回包

括シンポジウムの際の議論を基に、マレーシア側の研究対象流域選定

の際に考慮すべき要素についての詳細な議論を実施した。また、この

際には、京都大学から清水芳久教授を中心としたグループ２のメンバ

ーが、インターネットによる遠隔会議システムを利用して議論に参加
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した。 

研究交流活動成果  マレーシア側からの訪問と日本側からの派遣による議論を通じて、

日本とマレーシアとの法律や行政等の相違により、水質関連データが

存在するところ、それらの収集方法等に違いがあることが明らかとな

った。また、気候（温度）の違いによって、実際に稼働している排水

処理施設のプロセスにも大きな違いがあることも判明した。日本とマ

レーシアの研究対象流域を選定する際には、これらの相違を念頭に置

き、また、水質関連データを収集・整理するためには、双方の研究者

が協力して効率よく実施することが必要であることを再認識した。 

日本側参加者数  

２３ 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

マレーシア側参加者数 

２８ 名 （１４－２マレーシア側参加者リストを参照） 
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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 

Mazlin Bin Mokhtar, Universiti Kebangsaan Malaysia, Professor, 

Institute for Environment & Development, 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 マレーシア 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  5／25 5／25 

実績 5／20 5／20 

マレーシア 

<人／人日> 

実施計画 5／25  5／25 

実績 0／0 0／0 

合計 

<人／人日> 

実施計画 5／25 
 

10／50 

実績 0／0 5／20 

② 国内での交流   ０／０ 人／人日 

２３年度の研究交

流活動 

マレーシア側からは、平成 24年 2月 28日に京都大学にて開催した第

1 回包括シンポジウムに来日したマラヤ大学の Mustafa Bin Ali Mohd

教授, Md Ghazaly Bin Shaaban 教授, Hilmi Bin Mahmud教授, Mahar 

Diana Hamid講師, マレーシア工科大学の Zaiton Abdul Majid准教授,

マレーシア国民大学の Mazlin Bin Mokhtar 教授 , Salmaan H. 

Inayat-Hussain教授, Lee Yook Heng教授, Mohd Talib Bin Latif教

授, Izani Bin Ibrahim 教授, Mohamad Mahathir Bin Amir Sultan 科

学官, Nazren Leman科学官, Zarina Othman上級講師, Wan Nurashiqin 

Wan Mohamad講師、Umi Kalthom Ahmad准教授, A Jafariah Jaafar准

教授, Sharina Binti Abdul Halim 上級講師とシンポジウム午後のグ

ループワークショップで、まず日本側とマレーシア側の化学物質リス

ク情報の整備状況について情報交換を行った。そして、リスク管理の

ためのスクリーニング手法と環境内動態モデル作成について議論を実

施した。またシンポジウムの前にグループ３のマレーシア側リーダー

である Mazlin Bin Mokhtar教授を中心としたメンバー数名がグループ
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３の日本側リーダー京都大学工学研究科の米田稔教授を中心としたグ

ループ３のメンバーを訪問し、更に詳細な議論を実施した。 

 日本側からは、第 1回包括シンポジウム後の平成 24年 3月に、京都

大学の松井康人講師、および博士課程学生の Muhammad Ikram A Wahab, 

修士課程学生の高倉誠人がそれぞれマレーシア国民大学(UKM)を訪問

し、大気中微粒子のリスク評価に関する情報交換と今後の研究予定の

打ち合わせ、および共同してのサンプル捕集を行った。また、同月に、

近畿大学の東賢一教授、萬羽郁子助教がマレーシア国民大学を訪問し、

マレーシアにおける化学物質の毒性スクリーニング手法に関する更に

詳細な情報収集を実施した。 

研究交流活動成果 マレーシア側からの訪問と日本側からの派遣による議論を通じて、日

本とマレーシアにおける化学物質リスク情報の公開度に大きな相違が

あることが明らかとなった。また、化学物質濃度の環境モニタリング

は実施しているが、それらのデータを活用するためのモデルについて

は、ほとんど作成されていないことも判明した。日本とマレーシアに

おける化学物質リスクスクリーニング手法の開発と研究対象領域の選

定においては、これらの相違を認識すること、およびリスク評価体制

の整備のためには実際に化学物質を使用する企業等も巻き込んでいく

工夫も検討する必要があるということで、意見の一致を見た。 

日本側参加者数  

２８ 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

マレーシア側参加者数 

２８ 名 （１４－２マレーシア側参加者リストを参照） 
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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 

Azizan Baharuddin, Universiti Malaya, Centre for Civilisational 

Dialogue, 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 マレーシア 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  5／25 5／25 

実績 5／114 5／114 

マレーシア 

<人／人日> 

実施計画 5／25  5／25 

実績 0／0 0／0 

合計 

<人／人日> 

実施計画 5／25 
 

10／50 

実績 0／0 5／114 

② 国内での交流   ０／０ 人／人日 

２３年度の研究交

流活動 

 マレーシア側からは、平成 24年 2月 28日に京都大学にて開催した

第 1 回包括シンポジウムに来日したグループ４のメンバーと、シンポ

ジウム午後のグループワークショップで、文化、生活、習慣、宗教等

について情報交換し、日本側とマレーシア側の研究対象流域選定の際

にグループ４として考慮すべき要素について議論を実施した。 

 日本側からは、京都大学の坂井伸光研究員がマラヤ大学に長期滞在

（平成 23年 12月 14日〜平成 24年 2月 25日、平成 24年 2月 29日〜

3 月 14日、3月 18日〜30 日）し、マレーシアの文化、生活、習慣、

宗教等についての情報収集を実施した。また、京都大学の清水芳久教

授（平成 23年 11月 20日〜24日）と冨田浩樹修士課程学生が、クア

ラルンプールで開催された国際水協会(IWA)の国際学会「Development 

Congress」に参加し、Asian Core Programの説明のための展示を行う

と共に、各国の参加者から東南アジアの流域ガバナンスに関する情報

収集を実施した。さらに、徳島大学の山本裕史准教授がマラヤ大学と

マレーシア国民大学を訪問し、グループ 3 の内容（スクリーニング手



 15 

法の確立）についての議論を実施すると共に、グループ４からの研究

対象流域の選定についての詳細な議論を実施した。この際には、京都

大学から清水芳久教授を中心としたグループ４のメンバーが、インタ

ーネットによる遠隔会議システムを利用して議論に参加した。 

研究交流活動成果  マレーシア側からの訪問と日本側からの派遣による議論を通じて、

マレーシアは多民族国家であり、民族間で異なり、生活、習慣、宗教、

歴史等があることから、研究対象流域を選定する際には、また将来の

シナリオを設定する際には、この点に十分に注意する必要があること

が明らかになった。また、同様な理由でマレーシア側の研究対象流域

としては、複数の流域を選定しなければならないと考えられた。 

日本側参加者数  

２２ 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

マレーシア側参加者数 

３２ 名 （１４－２マレーシア側参加者リストを参照） 
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１０－２ 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研究教育拠点事業 第 1回「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」包括

シンポジウム 

（ 英 文 ） JSPS Asian Core Program 1st Comprehensive 

Symposium of “Research and Education Center for the Risk 

Based Asian Oriented Integrated Watershed Management” 

開催時期 平成 24年 2月 28日 ～ 平成 24年 2月 28日（1日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）日本、京都市、京都大学桂キャンパス 

（英文）Japan, Kyoto, Kyoto University, Katsura 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. 9/14 

B. 0/0 

C. 30/30 

マレーシア 

<人／人日> 

A. 43/219 

B. 0/0 

C. 0/0 

合計 

<人／人日> 

A. 52/233 

B. 0/0 

C. 30/30 

 

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。） 
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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、5年間の研究教育の詳細計画や若手

研究者・技術者育成のための教育プログラムの作成について参加者

全員で検討する。また、各研究グループの研究計画、各研究グルー

プ間での相互の関連性、両国研究者の問題意識を共有化し、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。 

セミナーの成果 セミナーの午前中には、日本側コーディネーターの清水芳久京都大

学教授が本研究科とマレーシアのこれまでの交流についてふり返

るとともに、本事業の目標とこれまでの事業との違いについて紹介

し、その後、マレーシア側コーディネーターの Nik Meriam Nik 

Sulaiman マラヤ大学教授が本事業の４グループ各々が行う研究と

相互の関わりの重要性について述べた後、水の大切さを啓発するビ

デオを紹介した。これらにより、日本側とマレーシア側参加者によ

り本事業の目的（世界初の研究教育拠点の形成、アジア型の統合的

流域管理とリスク管理、若手育成）を再認識してもらうことが出来

た。この後、グループ４の日本側リーダーである中村正久滋賀大学

教授が統合的流域管理の重要性について基調講演を行った。これに

より、流域では、球温暖化や経済発展による水文変化（洪水、渇水）、

水質変化、化学物質のリスク管理のみならず、法律、行政、宗教、

文化等を考慮したガバナンスが必要であることに対する問題意識

を強く理解することができた。 

セミナーの午後からは４つの各グループに分かれて、今後の研究、

交流計画若手育成計画について具体的な議論を行った。最後に、各

グループの代表が参加者全員の前でそれぞれの議論のまとめを紹

介すると共に、４つのグループの融合の方向性について議論し、5

年間の共同事業の最終段階では、水文グループ、水質グループ、リ

スクグループの成果をガバナンスグループに統合することとなっ

た。 

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

と金額 

日本側 内容              金額 

旅費              3,980千円 

その他経費           808千円 

マレーシア側 内容              金額 

マレーシア側参加者旅費     5,160千円                
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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> 

マレーシア 

<人／人日> 

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  4／12 4／12 

実績 7／22 7／22 

マレーシア 

<人／人日> 

実施計画 5／15  5／15 

実績 8／36 8／36 

合計 

<人／人日> 

実施計画 5／15 4／12 9／27 

実績 8／36 7／22 15／58 

②  国内での交流       3人／5人日 

 

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・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 24 年 1

月 

本事業の運営について話し合うため、マ

レーシア側の主催したステアリング会

議に出席した。 

米田稔・京都大

学・教授 

マ レ ー シ

ア・クアラル

ンプール・マ

ラヤ大学 

平成 24 年 1

月 

同上 

小島一信・京都

大学・講師 
マ レ ー シ

ア・クアラル

ンプール・マ

ラヤ大学 

平成 24 年 1

月 

同上 

金善ミン・京都

大学・講師 
マ レ ー シ

ア・クアラル

ンプール・マ

ラヤ大学 

平成 24 年 1

月 

同上 

内堀大地・京都

大学・事務職員 
マ レ ー シ

ア・クアラル

ンプール・マ

ラヤ大学 

平成 24 年 1

月 

同上 

佐藤圭輔・立命

館大学・講師 
マ レ ー シ

ア・クアラル

平成 24 年 1

月 

同上 
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ンプール・マ

ラヤ大学 

山本裕史・徳島

大学・准教授 
マ レ ー シ

ア・クアラル

ンプール・マ

ラヤ大学 

平成 24 年 1

月 

同上 

Universiti 

Malaya ・

Professor・Nik 

Meriam Nik 

Sulaiman 

日本・京都・

京都大学 

平成 24 年 3

月 

本事業の運営について話し合うため、日

本側の主催したステアリング会議に出

席した。 

Universiti 

Malaya・Senior 

Lecturer ・

Mahmood Noor 

Zalina 

日本・京都・

京都大学 

平成 24 年 3

月 

同上 

Universiti 

Malaya・Deputy 

Registrar ・

Mohd Yusof Nor 

Zaherah 

日本・京都・

京都大学 

平成 24 年 3

月 

同上 

Universiti 

Malaya ・

Official ・ Azizi 

Abu Bakar 

日本・京都・

京都大学 

平成 24 年 3

月 

同上 

Universiti 

Kebangsaan 

Malaysia ・

Professor ・

Mokhtar 

Mazlin Bin 

日本・京都・

京都大学 

平成 24 年 3

月 

同上 

Universiti 

Teknologi 

Malaysia ・

Professor ・

Zulkifli Yusop 

日本・京都・

京都大学 

平成 24 年 3

月 

同上 

Universiti 

Kebangsaan 

Malaysia ・

Senior 

Lecturer ・ Goh 

Choo Ta 

日本・京都・

京都大学 

平成 24 年 3

月 

同上 

Ministry of 

Higher 

Education ・

Senior 

Principal 

Assistant 

日本・京都・

京都大学 

平成 24 年 3

月 

同上 
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Director・Abdul 

Hamid Murad 

坂井伸光・京都

大学・博士研究

員 

日本・京都・

京都大学 

平成 24 年 3

月 

同上 

佐藤圭輔・立命

館大学・講師 
日本・京都・

京都大学 

平成 24 年 3

月 

同上 

井手慎司・滋賀

県立大学・教授 
日本・京都・

京都大学 

平成 24 年 3

月 

同上 

 

１１．平成２３年度経費使用総額 

 経費内訳 金額（円） 備考 

研究交流経費 
国内旅費 4,533,180  

外国旅費 2,997,970  

謝金 0  

備品・消耗品購入費 1,594,561  

その他経費 1,519,208  

外国旅費・謝金等に
係る消費税 

155,081  

計 10,800,000  

委託手数料 1,080,000  

合  計 11,880,000  

 

１２．四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 0 0/0 

第２四半期 0 0/0 

第３四半期 596,680 3/82 

第４四半期 10,203,320 81/366 

計 10,800,000 84/448 
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１３．平成２３年度相手国マッチングファンド使用額 

相手国名 
平成２３年度使用額 

（日本円換算額） [単位：現地通貨] 

マレーシア 7,206,060円 

240,202 

[マレーシアリンギット] 

  

※ 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。 


