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アジア研究教育拠点事業 
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 

（ 2 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・北野正雄 

 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．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２４年度研究交流目標 

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） 

 平成 24 年 4 月末までに決定されるマレーシア側の研究対象流域における水文情報、

現状の水利用実態を収集すると共に、これらの情報を両国で共有することが可能となる

ように統合・整理する。また、琵琶湖・淀川流域についても同様の情報を整理・共有す

る。さらに、若手研究者を主体として、気候変動に伴って発生する降雨パターンの変動

や水文現象の変動を予測するための方法について、これまでの知見を整理・共有し、マ

レーシア側と日本側の研究対象流域においての検討を開始する。 

 

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） 

 平成 24 年 4 月末までに決定されるマレーシア側の研究対象流域において、その水質
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解析に必要なモニタリング情報・水利用と排水処理に関するデータを収集すると共に、

これらの情報を両国で共有することが可能となるように統合・整理する。また、琵琶湖・

淀川流域についても同様の情報を整理・共有する。さらに、若手研究者を主体として、

水文グループと共同で、水文・水質情報に基づいて、マレーシア側と日本側のそれぞれ

の研究対象流域に適用可能な水質汚濁予測解析モデルについて検討する。 

 

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） 

 平成 24 年 4 月末までに決定されるマレーシア側の研究対象流域における有害化学物

質の使用量、使用形態等についての情報を収集すると共に、これらの情報を両国で共有

することが可能となるように統合・整理する。琵琶湖・淀川流域についても同様の情報

を整理・共有する。また、現在世界で使用されているリスクスクリーニング手法の中か

ら、マレーシア側と日本側のそれぞれの研究対象流域で有効な手法を検討する。若手研

究者を主体として、アジアで適用可能な新しいモニタリング方法を検討する。さらに、

水文・水質グループと共同で、有害化学物質の流域内移動を再現・予測するためのモデ

ルについても検討を開始する。 

 

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） 

 平成 24 年 4 月末までに決定されるマレーシア側の研究対象流域における法律体系・

行政制度・予算等や文化・生活・習慣・宗教等の実態についての情報を収集・整理する

と共に、これらの情報を両国で共有することが可能となるように分析・整理する。また、

琵琶湖・淀川流域についても同様の情報を整理し共有する。さらに、若手研究者を主体

として、水文グループ・水質グループと共同で、行政に提言することを前提として、研

究対象流域の将来のシナリオの検討を開始する。 
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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 

 本事業は 2 年目に入り、マレーシア側との協力体制が着々と整ってきた。本事業の内

容・目標・到達点が、日本側参加者は勿論のこと、マレーシア側コーディネーターおよ

び各研究グループリーダーにも十分に浸透し、各研究グループがそれぞれ掲げた研究計画

に準じて、日本—マレーシア間、日本国内およびマレーシア各大学間で協力しながら研究活

動を進めている。平成 24 年度の運営会議（ステアリンク委員会）は、平成 24 年 7 月 16 日

にマラヤ大学で、平成 25 年 1 月 28 日に滋賀県立県民交流センターで開催した。マラヤ大

学でのステアリンク委員会では、本事業における研究対象流域を、マレーシア側はセラン

ゴール川流域、ランガット川流域、ジョホール川流域に、日本側は琵琶湖・淀川流域に正

式に決定した。さらに、各研究対象流域における①地理的情報、②研究背景・既存の研究

成果、③研究目標・計画、④研究意義・期待される成果、⑤若手研究者養成の計画・アウ

トプットを、各研究グループリーダーが発表し、本事業で行う研究教育活動を具体的に議

論した。また、ステアリンク委員会後はセランゴール川下流域を視察し、地理的情報、流

域管理の現状、直面する環境問題等を、マレーシア側研究者の説明を交えながら確認した。

日本でのステアリンク委員会では、各研究グループリーダーがそれぞれの進捗状況を発表

し、今後の方向性について詳細に議論した。また、日本とマレーシア双方の流域管理に関

する知見の共有、若手研究者、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

トブックを、2013 年夏に出版することを決定し、著者、テキストの内容、草稿作成のスケ

ジュール等を議論した。 

 本事業のマレーシア側の運営は、2010 年 1 月にマラヤ大学リサーチクラスター内に

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。京都大学の研究員 1 名が駐在

するほか、マラヤ大学の研究員およびリサーチアシスタントが常駐し、ニュースレター

の作成、本事業ホームページの更新、各参加者への情報発信、日本側・マレーシア側渡

航者の対応等、幅広く対応している。本拠点を通じて、日本—マレーシア間の情報の共

有・伝達がスムーズに行えるようになり、共同研究も着実に進みつつある。さらに、京

都大学のメーリングリストシステムを利用して、全参加者宛と各研究グループ宛にメー

リングリストを作成した。これにより、シンポジウムやワークショップ、グループ会議

の日程や内容の周知が容易となったほか、議事録を共有することで各参加者が進捗状況

を確認できるようになった。このように、日本—マレーシア間そして各研究者間のコミ

ュニケーションがスムーズに取れる体制が整い、次年度以降のさらなる共同研究が期待

される。 

 

７－２ 学術面の成果 

 平成 24 年度は、マレーシア側との協力体制が十分に整ったこともあり、学術面でも大き

な進歩を遂げた。平成 23 年度（初年度）に引き続き、第 2 回包括シンポジウムを平成 24

年 11 月 22 日と 23 日にマラヤ大学にて開催した。日本側より 37 名、マレーシア側より 70

名が参加し、若手研究者を中心とした研究発表、研究グループ別ディスカッションに加え

て、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）およびマレーシア

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）の各

Director General を招き基調講演をしてもらった。本シンポジウムを通じて、日本—マレー



 5 

シア間の研究者の交流、各研究グループの今後の研究計画の議論、ガバメントとの連携、

若手研究者の養成を図ることができた。また、本シンポジウムにおける発表資料と研究グ

ループ別ディスカッションで得られた成果は、Proceeding で発刊した。 

 平成 24 年 10 月〜1 月の間に、本事業のマレーシア側メンバーであるマレーシア国民大

学の Salmaan 教授を、日本側コーディネータ（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へ客員教授として招聘し、本事業の共同研

究教育課題の内容と計画について、日本側研究者と議論を実施した。 

このほか、平成 24 年度は各研究グループそれぞれでワークショップ、グループ会議、セ

ミナー等を開催し、学術交流を積極的に行った。各研究グループの活動内容とその成果を

下記に示す。 

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） 

 平成 24 年 7 月のステアリンク委員会で、日本—マレーシア双方の研究対象流域が正式

に決定した後、それらの流域の水文情報、現状の水利用実態を収集、整理した。その情

報を日本—マレーシア間で共有すべく、平成 24 年 12 月 19、20 日にマレーシア工科大学

にて、平成 25 年 1 月 23～25 日に京都大学にてワークショップを開催した。前者では日

本側研究者がマレーシアへ渡航、後者ではマレーシア側研究者が日本へ渡航し、各自の

研究紹介および相手国研究者とのディスカッションを行った。平成 24 年 11 月 20 日に

は、クアラルンプールで開催された外務省主催の洪水災害対策セミナーで、京都大学の

中北英一教授が基調講演を行い、本事業のマレーシア側研究者 8 名も聴講した。平成 24

年 11 月 23 日には、日本側研究者 5 名がマレーシア気象庁を訪問し、気象レーダーシス

テムの視察を行った。 

 

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） 

 平成 24 年 10 月 21～28 日に、ガバナンスグループと合同でワークショップを開催し

た。マレーシア側研究者 7 名が日本へ渡航し、京都大学清水芳久教授と立命館大学佐藤

圭輔講師による地理情報システムを用いた流域作成方法や水質シミュレーション手法の

講義と演習を行った。また、マレーシア側対象流域における水質モニタリングデータの

共有に関して渡航者と議論を交わし、利用可能なデータを日本側と共有した。さらに、

長期間の水質モニタリングデータをマレーシア環境局等から取得するため、必要な手続

きを検討した。平成 24 年 12 月 27 日には、マラヤ大学にてグループ会議を行った。マ

ラヤ大学、マレーシア工科大学から 8 名の研究者が集い、セランゴール川流域とジョホ

ール川流域の水質に関する現状と、水質モニタリングデータの共有・取得に関して議論

した。また、水質モニタリングデータを用いた水質汚濁予測解析モデリングの適用につ

いても検討した。 

 

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） 

 平成 24 年 10 月 2、3 日に、マレーシア国民大学が主催する第 1 回マレーシア毒性学

会をクアラルンプールで開催した。本事業は共同主催者として参画し、日本側研究者 5

名が出席した。本学会を通じて、日本の環境リスク評価に関する制度や評価ツールを、

マレーシア側と共有することができた。平成 24 年 11 月 20、21 日には、有害化学物質

の健康リスク評価手法に関するセミナーをプトラジャヤで開催し、京都大学の米田稔教

授が講師を務めた。マレーシア側は、本グループのメンバーのほか、マレーシア化学局

やマレーシア獣医サービス局等からも参加者が集った。本セミナーでは、健康リスク評
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価手法の基礎的知識を日本の公害経験を交えながら講義し、簡単な演習と計算ツールの

提供により、マレーシア側研究者の育成に貢献した。2013 年 2 月 21～24 日には、ラン

カウイ島にあるマレーシア国民大学の研究センターにてワークショップを開催した。日

本側研究者 10 名、マレーシア側研究者 11 名が参加し、研究活動内容、本グループの今

後の研究計画、2013年7月に本事業が出版予定のテキストブックに関する議論を行った。

また、上記のテキストブックとは別に本グループが出版を予定している、日本のこれま

での環境問題やマレーシアの現状をまとめたテキストブックの共同執筆計画について検

討した。 

 

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） 

 平成 24 年 6月 25 日に、マラヤ大学にて本グループ主催のWater Forum を開催した。

マレーシア国立水文研究所（NAHRIM）、セランゴール州水管理局（LUAS）、国家水サ

ービス委員会（SPAN）等による基調講演を行い、マレーシアの流域管理の現状を共有

した。平成 24 年 10 月 21～28 日には、水質グループと合同でワークショップを滋賀大

学で開催した。マレーシア側研究者 7 名が日本へ渡航し、滋賀大学の中村正久教授によ

る統合的流域管理に関する講義を行った。日本がこれまでに培ってきた流域管理の経験

や概念を共有し、マレーシア側が直面している問題を渡航者と詳細に議論した。平成 24

年 12 月 27 日には、マラヤ大学にてグループ会議を行った。マラヤ大学、マレーシア工

科大学から 9 名の研究者が集い、これまでの研究内容と今後の研究計画について議論し

た。平成 25 年 3 月 5～10 日には、滋賀大学と国際湖沼環境委員会で開催した統合的湖

沼流域管理（ILBM）、ガバナンス、ハートウェア国際専門家会議および公開シンポジウ

ムに、マレーシア側研究者 3 名が参加し、アジア各国からの参加者と共に、アジアの湖

沼・河川流域管理におけるガバナンスとハートウェアの役割について情報収集し、議論

を重ねた。 

 

７－３ 若手研究者育成 

 平成 24 年度は、第 2 回包括シンポジウムや各研究グループの活動を通じて、日本—

マレーシア双方の若手研究者に研究発表や相手国研究者とのディスカッションの機会

を積極的に提供した。第 2回包括シンポジウムでは、各研究グループから両国 1名ずつ、

計 8 名が研究発表を行った。この発表者は、各研究グループリーダーが若手研究者や大

学院生を中心に人選し、英語による発表経験の場を与えた。また、研究グループ別ディ

スカッションの後に、各グループから若手研究者 1 名を指名し、シンポジウムにおいて

ディスカッション内容を英語で発表した。また、平成 24 年度は若手研究者を中心に日

本から 45名、マレーシアから 23名を相手国に派遣し、研究紹介等の発表の機会を与え、

相手国研究者との積極的な交流を促した。このように、若手研究者に研究発表やディス

カッションの機会を数多く設け、異文化の体験や英語でのコミュニケーションを経験す

ることにより、今後益々増えていく国際学術交流や国際共同研究を遂行できる若手研究

者の育成に貢献した。 

 

７－４ その他（社会貢献や独自の目的等） 

 京都大学マレーシア拠点では、2011 年 8 月より「京都大学-マラヤ大学 ニュースレター」

を 4 カ月毎に発刊している。これは、京都大学とマラヤ大学およびマレーシア各大学との

研究教育活動の成果を広くマレーシア社会に広く還元するため、本事業に関する記事のほ
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か、グローバル COE プログラム「アジア・メガシティの人間安全保障工学拠点」、科学技

術戦略推進費 戦略的環境リーダー育成拠点形成事業「環境マネジメント人材育成国際拠

点」に関する記事を掲載している。平成 24 年度終了時点で、計 5 巻を発刊しており、今後

も継続して発刊する予定である。本ニュースレターは、京都大学、マレーシア各大学、マ

レーシア高等教育省、その他の関連機関へ郵送しており、本事業の内容を積極的にマレー

シア社会へ発信している。 

 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た。マ

ラヤ大学側のアレンジにより、オフィス内には会議用テーブル、テレビ会議システム、リ

ポジトリ用の本棚、展示用のブックスタンド等の設置によりオフィスの機能をさらに充実

させた。これにより、京都大学とマレーシア各大学間の交流事業活動を本拠点に集約し、

学術交流を一層深化させる体制が整った。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

 本事業への参加者は、平成 24 年度終了時で、日本側 71 名、マレーシア側 131 名となり、

本事業への関心が着々と高まる一方、相手国渡航のための予算は限られており、渡航人数

も限られる。従って、セミナーやワークショップ等への現地参加が難しい場合は、テレビ

会議システムを利用し、遠隔会議にて参加を促す必要がある。マレーシア各大学にはテレ

ビ会議システムが設置されており、京都大学との接続テストも実施済みである。今後のイ

ベントを開催する際は、メーリングリストを通じて参加者全員へのイベント内容の周知と、

テレビ会議システムを通じた参加を促し、各研究グループの活動を有意義かつ効率的に進

めて行く必要がある。 

本事業の研究費予算は十分ではなく、述べ 202 名の参加者が研究活動を行うためには、

各自の研究費申請・確保が不可欠である。ガバナンスグループでは、本年度よりグループ

内で活用する研究費を獲得して共同研究を着々と進めているが、他の研究グループではい

まだ研究費が不足している状況である。今後も継続して研究費の獲得に努め、日本—マレー

シア間および大学間の共同研究活動をさらに発展させていく予定である。 

 ガバナンスグループの活動は、マレーシア灌漑排水局（DID）やマレーシア国立水文研究

所（NAHRIM）等の政府機関および地域コミュニティとの連携が不可欠である。平成 24

年度は DID と NAHRIM を Water Forum や包括シンポジウムに招待し、本事業の周知を

図った。今後もシンポジウムやセミナー等を通じて、外部機関とのネットワーク構築を進

めていく予定である。 

 

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   7 本 

 相手国参加研究者との共著   2 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 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 

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  3/12 3/12 

実績 2/9(1/2) 2/9(1/2) 

マレーシア 

<人／人日> 

実施計画 3/18  3/18 

実績 4/17 4/17 

合計 

<人／人日> 

実施計画 3/18 3/12 6/30 

実績 4/17 2/9(1/2) 6/26(1/2) 

② 国内での交流       0人／0人日 

日本側参加者数  

   16名 （１３－１ 日本側参加研究者リストを参照） 

マレーシア側参加者数 

   28名 （１３－２ マレーシア側参加研究者リストを参照） 
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２４年度の研究

交流活動 

 平成 24 年 11 月 22 日および 23 日にマラヤ大学で開いた第 2 回包括シ

ンポジウムへ、グループ 1 の日本側代表者（中北英一教授）および研究

メンバーが参加し、シンポジウムの後にマレーシア側のグループ 1 関係

者とグループ会議を行った。会議では、今後の具体的な共同研究実施の

ため必要な学生の交流、研究者の交流、そして研究関連データの共有に

関して意見交換し、議論を進めた。 

 このグループ会議を始めとして、平成 24 年 12 月にはジョホールのマ

レーシア工科大学で（日本側から京都大学のキムスンミン講師と矢澤大

志修士課程学生が参加）、平成 25 年 1 月には京都大学宇治キャンパスで

（マレーシア側から Zulkifli Yusop 教授、 Ekhwan Toriman 教授、 Sharif 

M. Shirazi 講師、 Muhammad Askari 講師が参加）、グループ 1 を中心と

した研究報告と打ち合わせを行い、より具体的な共同研究案を作成し

た。その一環として、両国のグループリーダーである京都大学の中北英

一教授と UTM の Zulkifli Yusop 教授が共同で JICA 主催の研究プログラ

ムに応募し、グループ 1 の実質的な共同研究を模索しているところであ

る。 

 今後は、マレーシアと日本における気候変動影響評価を実施するため

に最も必要な両国の水文データを更に収集・整理、そしてそのデータを

共有することにより、精密な気候変動影響評価を、若手研究者が中心に

なって進める予定である。マレーシアでの一つの対象流域であるジョホ

ール流域に関しては、既に一部のデータを交換し、日本側の研究者から

も必要な水文解析を始めている。 
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２４年度の研究

交流活動から得

られた成果 

 気候変動影響評価の中でも将来に対する流出予測は、現在の日本だけ

ではなく全世界で最も注目されている課題である。流域を対象とした気

候変動影響評価に関して日本の蓄積された経験や知識を、マレーシアの

豊かな研究・教育環境に提供することにより、マレーシアでの統合的流

域管理を気候変動の将来影響も考慮した上で提案することが可能にな

った。 

 本事業の 2 年目になる平成 24 年度では、今後の共同研究を企画する

など、マレーシアとの研究・教育協力に関してより具体的な進捗を得る

ことができた。また、日本での先進的な気象レーダー技術をマレーシア

側に紹介し、今まで十分活用ができなかったマレーシアの気象レーダー

システムをこれから洪水の予測などで活用するように強く勧めた。その

結果、マレーシア工科大学ではこれから気象レーダーデータを手に入れ

解析する計画を立てるなど、気候変動による長期的な水文予測分野のみ

ならず、実時間降雨予測による短期的な洪水予測分野まで、幅広い研究

協力関係を作ることが可能となった。 

 関連データの処理手法や解析手法を学ぶために、マレーシア側からの

若手研究者が日本側（特に、京都大学防災研究所）に短期滞在、または

日本側研究者の派遣などを検討している。 
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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 

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 

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  3/12 3/12 

実績 0/0 0/0 

マレーシア 

<人／人日> 

実施計画 3/18  3/18 

実績 0/0(1/92) 0/0(1/92) 

合計 

<人／人日> 

実施計画 3/18 3/12 6/30 

実績 0/0(1/92) 0/0 0/0(1/92) 

② 国内での交流       0人／0人日 

日本側参加者数  

   24名 （１３－１ 日本側参加研究者リストを参照） 

マレーシア側参加者数 

   37名 （１３－２ マレーシア側参加研究者リストを参照） 
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２４年度の研究

交流活動 

 平成 24 年 6 月に、グループ 2 リーダー（清水芳久教授）がクアラル

ンプールとジョホールを訪問し、マラヤ大学、マレーシア国民大学、マ

レーシア工科大学の主たる研究者とマレーシアでの研究対象流域の選

定についての最終協議を行った。その後、平成 24 年 7 月のステアリン

ク委員会で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

の 3 流域を研究対象流域とすることが決定され、これ以降、地理情報シ

ステム（GIS）を利用した水質シミュレーションモデルのために必要な

一般水質のモニタリングデータや水利用・水処理の方法についての情報

収集を、これら 3 大学を通じて政府・地方自治体等の関連機関に拡大し

て、開始した。得られた情報は、日本側では京都大学、マレーシア側で

はマラヤ大学がそれぞれ整理・蓄積し、共有できる状態となっている。 

 平成 24 年 10 月に、マラヤ大学とマレーシア公民大学からの若手研究

者が、京都大学、滋賀大学、立命館大学においてグループ 4（ガバナン

スグループ）と共同開催したワークショップに参加するために来日し、

日本とマレーシアにおける流域モデルシミュレーションの現状につい

て情報収集と比較検討を実施した。これ以降、得られた情報と GIS シミ

ュレーションを用いて、また e-メールや遠隔会議システム等を利用し

て、マレーシアの 3 研究対象流域の水文・水質シミュレーションを、共

同で進めている。 

 平成 24 年 11 月にマラヤ大学で開いた第 2 回包括シンポジウムでは、

グループ会議を行ない、今後の若手研究者交流、研究関連情報共有等に

ついて意見交換を実施した。 
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２４年度の研究

交流活動から得

られた成果 

 研究交流活動を通じて、マレーシア側研究者が認知していた流域シミ

ュレーションと日本側研究者のそれとは大きな隔たりがあることが明

らかになった。日本側のそれは、気候、流域の土地利用、水利用、植生

等の多くの情報を基にした流域全体に関するものである一方、マレーシ

ア側では、河川内部の一般水質指標の時間・位置的変化程度と捉えてい

た。平成 24 年 10 月に日本で開催したワークショップにおいて、マレー

シア側の若手研究者に日本のシミュレーションの現状を理解してもら

ったことは、今後、マレーシアおよびアジアでのこの分野の研究教育を

大きく進展させることになると考えられる。 

 両国研究者が共同して水質データ収集を実施した。マレーシア政府や

自治体にモニタリングデータの提供を依頼したが、これについては極め

て困難であることが明らかとなった。マレーシアの河川水質表示方法と

その現状に関するデータ、および研究対象領域を対象とした過去の論文

等のサーベイを行った。その結果、水質シミュレーションの検証データ

としては十分なデータ数がなく、今後は独自のデータ収集を行う必要性

があることが明らかになった。 

 マレーシアでの研究対象流域とした 3流域のシミュレーションについ

ては、過去 30 年の間に、マレーシアでは国策の一部として森林をプラ

ンテーションに転換してきたことが、河川の濁質濃度を大きく増加させ

ることの一因となっている可能性が明らかになった。今後は、さらに詳

細な情報を収集・整理し、この濁質の問題も含めて、より良い環境にす

るための具体的提言を実施している計画である。 
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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 

（英文）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  3/12 3/12 

実績 11/219(9/184) 11/219(9/184) 

マレーシア 

<人／人日> 

実施計画 3/18  3/18 

実績 0/0 0/0 

合計 

<人／人日> 

実施計画 3/18 3/12 6/30 

実績 0/0 11/219(9/184) 11/219(9/184) 

② 国内での交流       0人／0人日 

日本側参加者数  

   34名 （１３－１ 日本側参加研究者リストを参照） 

マレーシア側参加者数 

   38名 （１３－２ マレーシア側参加研究者リストを参照） 
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２４年度の研究

交流活動 

若手研究者をマレーシアに長期間派遣し、現地研究者らと共同作業を

行うことで、まず、研究対象領域における基本的情報を収集整理した。

また、現場で環境サンプルを収集し、いくつかの化学物質濃度を測定し

て、実データの収集も開始した。さらに日本人研究者が第一回マレーシ

ア毒性学会に招待され、日本の先端研究を紹介した。その他、交流活動

として、河川水質管理、大気質管理、固形廃棄物管理、バイオセンサー

開発、環境教育と環境活動参加に関する 5 つのサブグループが情報交換

および共同研究を開始した。河川水質管理については、マレーシアにお

ける化学物質管理体制とモニタリングシステムに関する情報収集と交

換を行った。大気質についてもモニタリングシステムに関する情報交換

を行うとともに、実際に共同しての実データ収集を開始した。固形廃棄

物管理についてもマレーシアにおける処理方式に関する情報収集を行

うとともに、共同して重金属などの環境への漏出状況についての調査を

開始した。バイオセンサー開発についてはお互いの現状に関する情報交

換を行い、マレーシアに適用しやすいセンサーのあり方についての共同

研究を開始した。また、環境教育と環境活動参加については、日本が歩

んできた歴史をマレーシア側に伝えるためと、マレーシアの現状をまと

めるための、本の共同執筆計画について検討した。 

２４年度の研究

交流活動から得

られた成果 

リスク解析のために必要となる情報について、グループ内でのコンセ

ンサスを確立した。次に両国研究者が共同して水質データ収集を実施し

たが、これは極めて困難であることがわかった。今後は独自のモニタリ

ングを通じてデータ収集を行う必要性を確認した。大気質については、

現地における測定項目を確認し、特に不十分であった大気中粒子状物質

の粒径分布を測定する体制を共同で整備した。固形廃棄物管理に関して

は、特に水銀汚染が進んでいることが確認され、今後、共同してデータ

を採取し、汚染原因を定量的に評価するための計画を策定した。マレー

シアに適したバイオセンサーの開発については、学生交流計画を進める

ことで、バイオセンサー作成のためのノウハウをマレーシアに伝える具

体的計画を策定した。また、環境教育・環境活動参加に関し、日本がた

どってきた歴史として、特に四日市ぜんそくへの対策として総量規制が

導入された経緯をマレーシア側に伝えることとし、これに関する本の一

章を執筆する計画を策定した。さらにマレーシア側からマレーシアの化

学物質管理システム MyNICHE の実態についての情報提供を得た。今後、

これを日本の PRTR と比較していく予定である。 
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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 

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  3/12 3/12 

実績 4/18(1/2) 4/18(1/2) 

マレーシア 

<人／人日> 

実施計画 3/18  3/18 

実績 10/80(1/8) 10/80(1/8) 

合計 

<人／人日> 

実施計画 3/18 3/12 6/30 

実績 10/80(1/8) 4/18(1/2) 14/98(2/10) 

② 国内での交流      0人／0人日 

日本側参加者数  

   24名 （１３－１ 日本側参加研究者リストを参照） 

マレーシア側参加者数 

   62名 （１３－２ マレーシア側参加研究者リストを参照） 
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２４年度の研究

交流活動 

 平成 24 年 11 月に、日本人研究者（清水芳久教授）が、第 1 回マレー

シア毒性学会において、日本の統合的流域管理に関する先端研究を紹介

した。 

 平成 24 年 10 月に約 10 日間、マラヤ大学とマレーシア工科大学の若

手研究者が、京都大学と滋賀大学においてグループ 2（水質グループ）

と共同開催したワークショップに参加するために来日し、日本における

統合的流域管理の現状について、琵琶湖流域と矢作川流域を視察し、そ

の歴史的経緯を含めて、知識データとガバナンス構造に関する情報を収

集した。これらの成果は、平成 24 年 11 月にマラヤ大学で開催した第 2

回包括シンポジウムで発表した。 

 平成 25 年 3 月に、滋賀大学と国際湖沼環境委員会で開催した統合的

湖沼流域管理（ILBM）、ガバナンス、ハートウェア国際専門家会議およ

び公開シンポジウムに、マラヤ大学から若手研究者が参加した。マレー

シアとの比較検討をするために必要な、琵琶湖流域における文化・生

活・習慣・宗教等と流域管理との関係の実態を視察した。 

 グループ 4 では、グループ 2（水質グループ）と共同ワークショップ

の開催だけではなく、平成 24 年 12 月にマレーシア工科大学で開催され

たグループ 1（水文グループ）や、平成 25 年 2 月にマレーシア国民大

学で開催されたグループ 3（環境リスクグループ）の会議にも、若手メ

ンバーが積極的に参加し、グループ間の情報共有に努力している。 
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２４年度の研究

交流活動から得

られた成果 

 第 2 回包括シンポジウムではグループ会議を行ない、今後情報を収集

することが必要な情報、特に数値化することが難しい情報やそのキーワ

ードの抽出を実施した。この結果、約 30 のキーワードを抽出すること

ができた。 

 その後、e-メールや遠隔会議システム等を利用して討議を進めている

が、流域における文化・生活・習慣・宗教等の社会科学的な要素につい

ては、水文、水質、環境リスクとは違って合理性を追求することが決し

て最適解ではないことが再認識された。また、これらの情報を政策決定

者や一般の人々にわかりやすく伝えることは非常に難しいということ

も改めて明らかになった。 

 今後は、他のグループと共同して、困難ではあるが決して不可能では

ないと考えられる流域内の文化・生活・習慣・宗教等の社会科学的な要

素を数値化、重み付けし、また見える化する方法の開発に取り組んでい

くことを予定している。 
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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研究拠点事業 第 2 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 2nd Comprehensive 

Symposium of “Research and Education Center for the Risk 

Based Asian Oriented Integrated Watershed Management” 

開催期間 平成 24 年 11 月 22 日 ～ 平成 24 年 11 月 23 日（2 日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）マレーシア、クアラルンプール、マラヤ大学 

（英文）Malaysia、Kuala Lumpur、Universiti Malaya 

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) 

（英文）Nik Meriam Nik Sulaiman, Universiti Malaya, Research 

Cluster “Sustainability Science”, Professor 

 

参加者数 

   派遣先 

派遣元 

セミナー開催国 

（マレーシア） 

 

日本 

<人／人日> 

A. 20/62 

B. 5/22 

C. 3/9 

 

マレーシア 

<人／人日> 

A.  

B.  

C. 59/118 

 

合計 

<人／人日> 

A. 20/62 

B. 5/22 

C. 62/127 

 

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 

本事業の参加研究者が出席し、各研究グループの研究教育の進捗状況につい

ての情報交換を行う。また、各研究グループで研究教育を進めて行く上で考

慮しなければならない問題を全員で整理・共有し、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。さらに、平成 24 年度のセミナーは、若手

研究者・技術者による発表の場と位置付け、そのためのセッションを計画す

る。 

セミナーの成

果 

1 日目の午前は、はじめに本事業のコーディネーターより開会挨拶が行わ

れた。マレーシア側コーディネーターの Nik Meriam Nik Sulaiman 教授よ

り、本事業の概要とマレーシア高等教育省への事業費支援に対する謝辞、基

調講演で参加したマレーシア灌漑排水局（DID）やマレーシア国立水文研究

所（NAHRIM）の紹介がなされた。次に、日本側コーディネーターの清水芳

久教授より、本事業の目標と各研究グループが行う研究活動の概要を周知し

た。この後、NAHRIM の Jamaluddin Shaaban 所長が本事業の研究対象 3

流域における現状や課題について基調講演を行った。これにより、各流域で

直面している洪水や水質汚染等の課題を詳細に理解することができた。午後

からは、各研究グループから両国 1 名ずつ、計 8 名が研究発表を行った。若

手研究者を中心に発表者を選び、英語による発表経験の場を与えることで若

手の育成も目的とした。 

2 日目の午前は、DID の Husaini Sulaiman 局長がマレーシア流域におけ

る統合的流域管理に関する知見を発表した。発表後は多数の質問が寄せられ、

参加者全員の関心の深さをうかがわせた。その後、各研究グループ別のディ

スカッションを 4 部屋に分かれて行った。議論後は各グループより若手研究

者が 1 名ずつ指名され、議論のまとめを参加者全員の前で発表した。このよ

うに、本セミナーを通じて日馬間の研究者の交流、各研究グループの今後の

研究計画の議論、DID および NAHRIM との連携、若手研究者の養成を図る

ことができた。また、本シンポジウムにおける発表資料と研究グループ別デ

ィスカッションで得られた成果は、Proceeding で発刊した。 

セミナーの運

営組織 

日本側責任者：清水芳久（京都大学） 

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

と概算額 

日本側 内容  外国旅費        金額  2,823,360 円 

マレーシア

側 

内容  国内旅費（マレーシア側参加者） 

会議費（参加者への配布物、飲食費、バス代、他） 

Proceeding 印刷費 
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８－３ 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  6/24 6/24 

実績 8/24 8/24 

マレーシア<

人／人日> 

実施計画 7/35  7/35 

実績 9/27 9/27 

合計 

<人／人日> 

実施計画 7/35 6/24 13/59 

実績 9/27 8/24 17/51 

②  国内での交流       9人／10人日（3/3） 

 

所属・職名 

派遣者名 

派遣・受入先 

（国・都市・機関） 
派遣期間 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 24 年 6

月 

7 月にマレーシアで開催したステアリン

グ委員会の前に、平成 24 年度の研究教

育の詳細計画を各研究グループおよび

第 2回包括シンポジウムで議論するため

の骨子案を構築するために、マラヤ大学

を訪問した。 

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 24 年 7

月 

平成 23 年度の研究教育の進捗状況を整

理し、平成 24 年度の詳細計画を各研究

グループおよび第 2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 24 年度第 1 回ステアリング委

員会に出席した。 

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・教授・

中村正久 

同上 同上 同上 

徳島大学・准教

授・山本裕史 

同上 同上 同上 

京都大学大学院

工学研究科・講

師・小島一信 

同上 同上 同上 
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京都大学大学院

工学研究科・講

師・キムスンミン 

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 

Nik Meriam Nik 

Sulaiman, 

Professor, 

Universiti 

Malaya 

日本・京都

市・京都大学

工学研究科 

（委員会開

催会場は滋

賀県大津市） 

平成 25 年 1

月 

平成 24年 11月にマレーシア国クアラル

ンプールで開催した第２回包括シンポ

ジウムの成果およびその後の各研究グ

ループの進捗状況を共有・整理した上

で、平成 25 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

アリング委員会に出席した。 

Md Ghazaly 

Shaaban, 

Professor, 

Universiti 

Malaya 

同上 同上 同上 

Mazlin Bin 

Mokhtar, 

Professor, 

Universiti 

Kebangsaan 

Malaysia 

同上 同上 同上 

Azizan 

Baharuddin, 

Professor, 

Universiti 

Malaya 

同上 同上 同上 

Noor Zalina 

Mahmood 

同上 同上 同上 

Awag Bulgiba 

Awag Mahmud 

同上 同上 同上 

Salmaan 

Hussain 

Inayat-Hussain 

同上 同上 同上 

Abdul Hamid 

Murad 
同上 同上 同上 
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Aziziz Abu 

Bakar 
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・教授・

中村正久 

同上 同上 同上 

徳島大学・准教

授・山本裕史 

同上 同上 同上 

立命館大学・講

師・佐藤圭輔 

同上 同上 同上 

京都大学大学院

工学研究科・講

師・小島一信 

同上 同上 同上 

京都大学大学院

工学研究科・講

師・キムスンミン 

同上 同上 同上 

京都大学大学院

工学研究科・特定

助教・藤枝絢子 

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・事務

職員・西井美季 

同上 同上 同上 
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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> 

マレーシア 

<人／人日> 

合計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  48/132 48/132 

実績 45/332(11/188) 45/332(11/188) 

マレーシア 

<人／人日> 

実施計画 19/107  19/107 

実績 23/124(2/100) 23/124(2/100) 

合計 

<人／人日> 

実施計画 19/107 48/132 67/239 

実績 23/124(2/100) 45/332(11/188) 68/456(13/288) 

 

※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 

 22／30 <人／人日>  9／10 （3／3）<人／人日> 

 

 



 25 

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 2,824,720   

外国旅費 5,697,500   

謝金 0   

備品・消耗品購入費 506,718   

その他経費 402,583   

外国旅費・謝金等に
係る消費税 

288,479   

計 9,720,000   

委託手数料 972,000   

合  計 10,692,000   

 

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 163,800 1/5 

第２四半期 1,056,181 9/127 

第３四半期 5,087,424 39/236 

第４四半期 3,412,595 28/98 

計 9,720,000 77/466 

 

１２．平成２４年度相手国マッチングファンド使用額 

相手国名 
平成２４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 
208,793 

[マレーシアリンギット] 
6,263,790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。 


