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アジア研究教育拠点事業 
平成１７年度 実施報告書 

 
 
１．拠点機関 
日 本 側 拠 点 機 関： 国立大学法人 九州工業大学 

（マレーシア）拠点機関： マレーシアプトラ大学 
（    ）拠点機関：  
（    ）拠点機関：  

 
２．研究交流課題名 

（和文）： パーム・バイオマス・イニシアティブの創造と発展              
                   （交流分野： 持続可能工学       ）  
（英文）： Creation and Development of Palm Biomass Initiative           
                   （交流分野： Sustainable Engineering  ）  
 研究交流課題に係るホームページ：http://www.lsse.kyutech.ac.jp/~asiacore           
 
３．交流実施期間（業務委託期間） 
  平成１７年１１月１０日 ～ 平成１８年３月３１日 
 
４．アジア研究教育拠点事業としての全期間を通じた研究交流目標 
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我が国で開発されたバイオマス変換技術をパームバイオマスの有効利用に応用する。こ

の際、最先端の技術に必ずしも拘ることなく、旧来の技術の新規な組み合わせによるシ

ステムの有効性も検討する。 

・ その結果、研究交流期間内に日系企業等、我が国が関わるパームバイオマスを利用し

た新グリーン産業をヤシ油搾油工場内に立ち上げることを目標とする。 

・ その結果、ＣＤＭ事業が立ち上がり、我が国の温暖化ガス削減に貢献できることを目

標とする。 

・ マレーシアのパームオイル産業を貧困脱出に利用した手法をインドネシア等、未だに

貧困から脱出していない国に適用できるマニュアルを作成するフォーラムを設置する

ことを目標にする。 

・ そのフォーラムで熱帯雨林を油ヤシプランテーションにする際の適切なルールを提案

する。 

・ これらを通じ、国際的センスをもった問題解決型の若手人材を 10 人以上育成すること

を目標とする。 

 

以上５つを本研究交流の具体的な目標とする。これら目標を達成する具体的な研究交流体

をパーム・バイオマス・イニシアティブと称する。 

 
５．実施組織 
日本側実施組織 
 拠点機関：国立大学法人 九州工業大学 

 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：学長・下村輝夫 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：大学院生命体工学研究科・教授・白井義人 

 協力機関：国立大学法人 東京大学大学院農学生命科学研究科 

国立大学法人 広島大学大学院工学研究科 

独立行政法人 国際農林水産業研究センター 

 事務組織：総括事務   九州工業大学 研究協力課 

運営事務      〃    大学院生命体工学研究科事務部 

      経理事務      〃    会計課 

      現地支援業務 九州工業大学マレーシア・サテライト・オフィス 

 
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）University Putra Malaysia 

      （和文）マレーシアプトラ大学 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）： 
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（英文）Faculty of Biotechnology and Biomolecular Sciences 

Professor, Mohamed Ali Hassan 

 協力機関：（英文）University of Malaya 

          Malaysia Palm Oil Board 

          Pusat Tenaga Malaysia 

                   Forest Research Institute of Malaysia 

      （和文）マラヤ大学 

マレーシアパームオイル局 

マレーシアエネルギーセンター 

マレーシア森林研究所 

 経費負担区分：  パターン C  

 

 

６．平成１７年度の研究交流実績の概要 

６－１ 研究者交流 

（計画の概要） 

 マレーシアにある本学マレーシア・サテライト・オフィス及び、ネグリ・センビラン州

バハオ近郊にあるフェルダ社セルティング・ヒラー搾油工場内の本学とマレーシアプトラ

大学（UPM）との共同研究実験施設を基点に研究者交流を実施した。具体的には、研究代表

者は少なくとも毎月、現地を訪れ、現地スタッフと研究打ち合わせを行った。その間、本

事業に関連する日本側関係者をできる限り多く帯同させ、現地との研究交流を活性化した。 

 

（実績の概要） 

① 白井 義人 

（平成１７年１１月２０日～平成１７年１１月２４日 ５日間） 

・「パームオイル廃液のメタン発酵とエネルギー供給」「パームバイオマスから生分解

性プラスチックの生産」の研究テーマに関連して、FELDA社の油ヤシプランテーシ
ョンセミナーハウスで開催されたセミナー「パームバイオマスのエネルギー化と持

続可能なバイオマス産業」と実証プラント公開に参加した。 

九州工業大学－マレーシアプトラ大学－FELDA社の共同研究の経過報告発表を
行い、CDM事業の可能性について、パームオイル産業に関与する日馬両国の産官学
からの出席者との意見交換を行った。 

・「持続可能な油ヤシプランテーション運営」に関連して、シンガポールで開催された

第3回持続可能なパームオイル産業のための円卓会議に参加し、ステークホルダーと
の情報交換を行った。 
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・「油ヤシプランテーションと熱帯雨林の管理法の研究」に関連して、日本国内で、（独）

森林総合研究所田中良平博士と意見交換を行った。 

 

（平成１７年１２月２６日～平成１７年１２月２９日 ４日間） 

・「パームバイオマスから生分解性プラスチックの生産」と「持続可能な油ヤシプラン

テーション運営」に関連して、FELDA社のパームオイル搾油工場とプランテーショ
ンを視察した。アブラヤシ空房からの脱リグニンによる糖化とリグノフェノール製

造に関する情報収集と意見交換を行った。 

 

（平成１８年１月２２日～平成１８年１月２６日 ５日間） 

・FLDA社のパームオイル搾油工場内の実証研究現場に、マレーシア日本大使館員を案
内し、アジアコア事業全般についての概要を説明すると同時に、パームバイオマス

資源利活用および人材育成の重要性について理解を得た。 

 

（平成１８年２月８日～平成１８年２月１０日 ３日間） 

・「持続可能な油ヤシプランテーション運営」に関連して、アブラヤシ空房およびアブ

ラヤシ果房からの温暖化ガス排出の有無を検証するために、実際の処理工程で使用

する圧力容器のベンチプラントの設計・製作に関する研究打合せを行った。 

 

（平成１８年３月１０日～平成１８年３月１４日 ５日間） 

・ペナンで開催される学会に出席し、「パームオイル廃液のメタン発酵とエネルギー供

給」「パームバイオマスから生分解性プラスチックの生産」の研究テーマに関連して、

マレーシア側研究機関の研究者と意見交換を行った。 

 

（平成１８年３月２０日～平成１８年３月２３日 ４日間） 

・マレーシアプトラ大学長に面会し、本研究交流を通じた博士号学位取得（ダブル学

位の制度設計）について、意見交換を行った。 

 

② 脇坂 港 

（平成１７年１１月２０日～平成１７年１１月２３日 ４日間） 

・「パームオイル廃液のメタン発酵とエネルギー供給」の研究テーマに関連して、 

FELDA社の油ヤシプランテーションセミナーハウスで開催されたセミナー「パーム
バイオマスのエネルギー化と持続可能なバイオマス産業」と実証プラント公開に参

加した。 

九州工業大学－マレーシアプトラ大学－FELDA社の共同研究の経過報告に基づ
き、CDM事業の可能性について、パームオイル産業に関与する日馬両国の産官学か
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らの出席者との意見交換を行った。 

 

（平成１７年１２月４日～平成１７年１２月６日 ３日間） 

・「パームオイル廃液のメタン発酵とエネルギー供給」の研究テーマに関連して、マレ

ーシアプトラ大学アリ教授、シャー講師と共に、FELDA社幹部と今後のビジネスプラ

ンについて検討を行った。 

 

（平成１８年３月２６日～平成１８年３月２８日 ３日間） 

・本学の小林史典理事（教育・情報担当）と共に、マレーシアプトラ大学長に面会し、

本研究交流を通じた博士号学位取得（ダブル学位の制度設計）について、意見交換

を行った。 

 

③ 高多 理吉 

（平成１７年１１月２０日～ 平成１７年１１月２２日 ３日間） 

・「持続可能な油ヤシプランテーション運営」の研究テーマに関連して、FELDA社の
油ヤシプランテーションセミナーハウスで開催されたセミナー「パームバイオマス

のエネルギー化と持続可能なバイオマス産業」と実証プラント公開に参加した。 

九州工業大学－マレーシアプトラ大学－FELDA社の共同研究の経過報告に基づ
き、CDM事業の可能性について、社会科学的視点から、パームオイル産業に関与す
る日馬両国の産官学からの出席者との意見交換を行った。 

 

④ 松永 守央 

（平成１７年１１月１９日～ 平成１７年１１月２３日 ５日間） 

・「パームオイル廃液のメタン発酵とエネルギー供給」「パームバイオマスから生分解

性プラスチックの生産」の研究テーマに関連して、FELDA社の油ヤシプランテーシ   
ョンセミナーハウスで開催されたセミナー「パームバイオマスのエネルギー化と持

続可能なバイオマス産業」と実証プラント公開に参加した。 

九州工業大学－マレーシアプトラ大学－FELDA社の共同研究の経過報告発表を
行い、CDM事業の可能性について、パームオイル産業に関与する日馬両国の産官学
からの出席者との意見交換を行った。 

・マレーシアプトラ大学長に面会し、本研究交流を通じた博士号学位取得について、

意見交換を行った。 

 

⑤ 久米 正志 

（平成１７年１１月１９日～ 平成１７年１１月２３日 ５日間） 

・平成１８年３月に北九州市で開催した本事業に係るシンポジウムを円滑に運営する
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ため、マレーシアから招聘予定の基調講演者及び参加研究者と事前に必要な準備や

食材の調達方法等について打合わせを行った。 

 

⑥ 舩岡 正光 

（平成１７年１２月２６日～ 平成１７年１２月２９日 ４日間） 

・「パームバイオマスから生分解性プラスチックの生産」と「持続可能な油ヤシプラン

テーション運営」に関連して、FELDA社のパームオイル搾油工場とプランテーショ
ンを視察した。アブラヤシ空房からの脱リグニンによる糖化とリグノフェノール製

造に関する情報収集と意見交換を行った。 

 

⑦ 小林 史典 

（平成１８年３月２６日～ 平成１８年３月２８日 ３日間） 

・マレーシアプトラ大学長に面会し、本研究交流を通じた博士号学位取得（ダブル学

位の制度設計）について、意見交換を行った。 

 

６－２ 共同研究 

若手研究者の育成を目的に本学と本学マレーシア・サテライト・オフィス及びネグリ・

センビラン州バハオ近郊にあるフェルダ社セルティング・ヒラー搾油工場内の本学とマレ

ーシアプトラ大学（UPM）との共同研究実験施設で（１）パームオイル廃液のメタン発酵と

エネルギー供給、（２）パームバイオマスから生分解性プラスチックの生産、（３）持続可

能な油ヤシプランテーション運営及び（４）油ヤシプランテーションと熱帯雨林の管理法

の研究をテーマに共同研究を実施した。また、本学及び連携機関へのマレーシア若手研究

者の受入を行った。現在、本学に 2 名、マレーシア側に 2 名の博士後期課程（進学予定を

含む）学生がおり、彼らが本年度の共同研究の主体となった。この共同研究を通じ、まず

は彼らの博士学位の取得を目指す。同様に、今後も共同研究の成果として博士学位の取得

者を増やすことを目標とする。 

 

以下に今年度の成果の概略を示す。 

(1)パームオイル廃液のメタン発酵とエネルギー供給 

  ネグリ・センビラン州バハオ近郊にあるフェルダ社

セルティング・ヒラー搾油工場内に本学とマレーシア

プトラ大学（UPM）との共同研究実験施設に 500 トンの

パームオイル廃液のメタン発酵システムが完成（右図）。

この基本操作法と性能の確認を完了させた。このシス

テムは九州工業大学が提供したメタン発酵システムの

設計図を、フェルダ社自身が施工、完成させたもので、

完成した 500 トンメタン発酵システム
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極めて廉価に技術移転に成功した。また、これまでの研究で、パームオイル搾油工場から

排出されているメタンガス量と廃液の排出量との関係は、研究グループによって、すでに

明らかにされており、CDM のためのベースライン・スタディを含む、事業化の準備は完了し

たと言える。 

 

(2)パームバイオマスから生分解性プラスチックの生産 

  三重大学生物資源工学部の船岡教授と連携し、油ヤシの空房（EFB）のリグニン部分が効

率的に生分解性プラスチックになるリグノフェノール単位に分解できることを明らかにし、

成果を平成 18 年 3 月 22 日にマレーシアで開催される農産廃棄物の資源化に関する国際会

議で報告した。また、マレーシアプトラ大学のモハメッド アリ教授は微生物プラスチック

であるポリヒドロキシアルカノエートをパームオイル廃液由来の有機酸から生産する研究

について、米国、マサチューセッツ工科大学と指導の下、マレーシア政府の重点プロジェ

クトに採択された。 

 

(3)持続可能な油ヤシプランテーション運営 

平成 17 年 11 月 21 日にネグリ・センビラン州バハオ近郊にあるフェルダ社セルティング・

ヒラー搾油工場近傍のセミナーハウスで持続可能な油ヤシプランテーション運営と CDM 事

業について研究した。会議にはマレーシアの地球温暖化問題を担当するマレーシア天然資

源環境省ナズリ博士が議長を務めた。ナズリ氏からはマレーシアの CDM 候補として有望で

あり、できるだけ早くプロジェクトデザインドキュメントを提出するよう、示唆があった。

さらに、11 月 22 日、23 日には前述したように、シンガポールで RSPO（NGO 組織）の主催

する持続可能なパームオイル産業に関するワークショップがあり、RSPO の提案する持続可

能なパームオイル産業に関する提言の作成に貢献した。 

 

(4)油ヤシプランテーションと熱帯雨林の管理法の研究 

 「油ヤシプランテーションと熱帯雨林の管理法の研究」に関連して、日本国内で、（独）

森林総合研究所田中良平博士と意見交換を行った。また、東京電力株式会社との共同研究

によって、熱帯雨林と油ヤシプランテーションの温暖化ガス放出量について調査検討した。

その結果、油ヤシプランテーションは温暖化ガスの吸収に貢献しているが、熱帯雨林とプ

ランテーションの境界では、熱帯雨林から様々な肥料成分の流出が懸念されることが示唆

された。 

 

６－３ セミナー 

11 月 21 日にマレーシア側主催でセルティング・ヒラー工場近傍の油ヤシプランテーショ

ン内居住区にあるカンファレンスホールで「パームバイオマスのエネルギー利用と CDM 事

業に関するシンポジウム」を実施した。また、3 月 18 日に我が国で本学主催の第４回九州
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工業大学国際環境フォーラム「持続可能な資源開発・利用と地球との共生」に関するシン

ポジウムを北九州で一般聴衆を対象に実施した。また、若手研究者を対象にマレーシアで

基本的には月に 1 回共同研究の進捗会議を開催した。講師には、パームオイル産業に関係

する企業、行政、大学、NGO から招へいした。 

 
実施結果 

(1)セミナー名「パーム・バイオマスのエネルギー利用とＣＤＭ事業」 

開催日  平成１７年１１月２１日  

開催場所 マレーシア・セルティング・フェルダ工場内セミナーハウス 

 

・「パームバイオマスのエネルギー利用と CDM 事業～マレーシアプトラ大学－九州工業

大学－FELDA 社による共同研究」について Prof. Dr.Mohd Ali Hassan （マレーシアプ

トラ大学）及び Dr. Shahrakbah Yacob  （マレーシアプトラ大学）が研究成果を

報告した。 

・白井義人教授と脇坂港助手（いずれも九州工業大学）は、本年度の研究テーマに従事

しており、成果報告の資料作成から携わり、出席者との質疑応答・意見交換を行った。 

・高多理吉教授（福岡工業大学）は、持続可能性を評価する社会科学的見地から出席者

との意見交換を行った。 

・松永守央理事（九州工業大学）は、成果報告で取り上げた国際産学連携共同研究を推

進する当事者として、産学連携担当理事の立場から出席者との意見交換を行った。 

・篠原英介君は、本年度の研究テーマに従事しており、内容が関連する同セミナーに出

席し、情報の収集及び議事録作成を行った。 

・久米正志職員（九州工業大学）は、同セミナーに参加することにより研究交流内容を

正しく理解するとともに、以後日馬双方で開催予定のセミナーの運営手法を取得した。 

 

(2)セミナー名 「第 4 回九州工業大学国際環境フォーラム」 

「持続可能な資源開発・利用と地球との共生～地球環境への九州工業大学の貢献」 

独立行政法人 日本学術振興会 アジア研究教育拠点事業 平成 17 年度成果報告会 

開催日   平成１８年 ３月１８日 

開催場所  北九州学術研究都市 会議場   

 

・「マレーシアにおける持続可能なパームオイル生産－FELDA を例に」という題目で

S.Palaniappan 氏 （FELDA Agricultural Services 社 CEO、RSPO 担当)が熱帯雨林と

共生するパームオイル産業について講演を行った。 

続いて、「資源と環境の川上を知ろうーOut of site, out of mindー」という題目

で谷口正次氏（国連大学ゼロエミッション・フォーラム 理事）が偏在する天然資源
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を無資源国の我が国が安定して利用する戦略的な観点と、天然資源の開発に不可避に

伴う環境問題を如何に両立させるかについて講演を行った。 

・「持続可能な資源開発・利用と地球との共生」についてパネルディスカッションを行

った。 

・さらに本フォーラムでは、九州工業大学が現在の状況を活かし、地球環境問題解決へ

いかに貢献すべきか、多くの方々と議論しながら、検討した。 

 

７．平成１７年度の研究交流の成果 

（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下さい。） 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

本研究者交流を通じて、拠点校である九州工業大学とマレーシアプトラ大学では、若手

研究者を育成するため、単位互換の制度をさらに拡張し、マレーシアプトラ大学と九州工

業大学のマレーシア・サテライト・オフィスを所在地とし、両校から博士学位を取得でき

るデュアル博士コースの設置を検討中である。これは、マレーシアプトラ大学の博士コー

スに通常よりも 30％増しの授業料を納めることにより、両校が関連する２つのテーマにつ

いて研究指導を行い、本事業の交流予算を利用しつつ、博士コース学生に両校から学位を

与える。これにより、極めてユニークな教育システムが考えられる。すなわち、貧しい国

から我が国への留学はコストの点で容易ではない。しかし、より容易なマレーシアに留学

し、必要に応じて我が国にも滞在するシステムが採れ、研究拠点としの充実を計ることが

できる。 

 

７－２ 学術面の成果 

・三重大学生物資源工学部船岡正光教授が木質資源から生分解性プラスチックにもなる

リグノフェノールを油ヤシの空房から生産できることを確認し、マレーシアで開かれ

る農産廃棄物の資源化に関する国際シンポジウムで成果を発表した。 

・パームオイル廃液から有機酸を生成させ、それを原料とする生分解性プラスチック（ポ

リヒドロキシアルカノエイト）を微生物に生産させる研究成果が、米国マサチューセ

ッツ工科大学、シンスキー教授をアドバイザーとするマレーシアの大型国家プロジェ

クトに採用された。（マッチングファンドの新たな財源ができた） 

 

７－３ 若手研究者養成 

九州工業大学博士後期課程篠原氏が長期滞在研究員として九州工業大学マレーシアサテ

ライトオフィスに滞在、共同研究を実施。 

 

７－４ 社会貢献 

マレーシアパームオイル産業の廃液処理に伴うメタンガス排出削減による CDM 事業の基
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礎データを充実させ、いつでも CDM 事業を開始できる条件を整えた。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

・ 協力機関の充実と拠点大学としての組織の充実。 

・ 産学連携成果の達成と拠点の自立のための準備。 

・ マレーシア以外のパームオイル関係機関との連携の充実。 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

（論文リストは別添） 
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８．平成１７年度における総交流人数・人日数 

（単位：人／人日） 

    派遣先 

派遣元 
日本 

マレーシ

ア 
   合計 

実施計画 3/6 16/172    19/178日本 

実績 1/1 18/181    19/182

実施計画 4/20    4/20マレーシア 

実績 2/8 

 

   2/8

実施計画       

実績   

 

   

実施計画       

実績    

 

  

実施計画       

実績     

 

 

実施計画 7/26 16/172    合計 

実績 3/9 18/181    

 

 

※派遣元：日本、派遣先：日本の欄には、国内における交流の人数・人日数を記入のこと。 

※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。 

 



論文リスト 
 
(査読付論文） 

Yacob, S., Hassan, M.A., Shirai, Y., Wakisaka, M., Subash, S. 

Start-up operation of semi-commercial closed anaerobic digester for palm oil mill effluent treatment., 

Process Biochemistry, Volume 41, Issue 4, April 2006, Pages 962-964  

 

Yacob, S., Hassan, M.A., Shirai, Y., Wakisaka, M., Subash, S. 

Baseline study of methane emission from anaerobic ponds of palm oil mill effluent treatment, 

Science of Total Environment, in press 

 

Yacob, S., Zainuri, B., Hassan, M.A., Shirai, Y., Wakisaka, M., Subash, S. Estimation of methane emission 

from POME anaerobic treatments of FELDA mills during 1993 - 2002. Biomass & Bioenergy  (submitted 

for publication) 

 

（国際学会） 
Pilot Scale Biogas Production from Palm Oil Mill Effluent and CDM in Malaysia 
Minato Wakisaka , Shahrakbah Yacob , Mohd. Ali Hassan  and Yoshihito Shirai  
Proceedings of APCChE2006, submitting 
 
Conversion of EFB (Empty Fruit Bunch) of Elaeis guineensis into recyclable resources and the structural 
features 
Takanori Shinano, Yoshihito Shirai and Masamitsu Funaoka 
The Japan wood research society, 2005/10 
 
Characteristics of GSH Type Lignin -Conversion and Separation from Oil Palm through the Phase-Separation 
System 
Takanori Shinano, Yoshihito Shirai and Masamitsu Funaoka 
The chemical society of Japan, 2006/03 
 
Potential of oil palm EFB as industrial raw materials  
Synthesis of phenolic lignin-based polymers, lignophenols, and their functions 
Takanori Shinano, Masamitsu Funaoka, Yoshihito Shirai and Mohd Ali Hassan 
 
(学会発表） 
パームオイル産業廃液のメタン発酵とCDM事業化に関するパイロットスケール実証研究 

Shahrakbah Yacob・Mohamed Ali Hassan・脇坂 港・白井 義人・Subash Sunderaj 

 

（学位論文） 

Shahrakbah Yacob, 

Investigation of greenhouse gases from palm oil industry for potential application under the clean 

development mechanism 

(2005)(九州工業大学） 
 
(新聞報道) 
在マレーシア日系紙にセミナー開催に関する取材記事掲載 
The Daily NNA【マレーシア版】 ２００５年１１月２９日 
Nichima Press, December16,2005,No.312 




