
アジア研究教育拠点事業 
平成１９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 側 ） 拠 点 機 関： 国立 マレーシアプトラ大学 

 
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．開始年度 
平成１７年度（３年目） 
 
４．交流実施期間（業務委託期間） 
  平成１９年 ３月３０日 ～ 平成２０年 ３月３１日 
 
５．実施体制 
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 

国立大学法人 三重大学大学院生物資源工学研究科 

国立大学法人 豊橋技術科学大学 

国立大学法人 九州大学大学院農学研究院 

公立大学法人 北九州市立大学国際環境工学部 

独立行政法人 国際農林水産業研究センター 
 事務組織：支援事務総括部・課 九州工業大学 研究協力課 

      運営事務      九州工業大学 大学院生命体工学研究科事務部 

経理担当課     九州工業大学 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 
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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）国立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）：（英文） 

Faculty of Biotechnology and Molecular Bioscience・ 
Dean, Professor・Mohd. 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：大学院学生の交流：パターンＣ 

それ以外の交流：パターンＢ 
 
 

 2



６．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 

パーム・バイオマス・イニシアティブ（ＰＢＩ）の創造と発展

マレーシアプトラ大学

カセサート大学

ボゴール大学

九州工業大学マレーシア
サテライトオフィス

九州工業大学

広島大学

東京大学

（独）国際農林水産業
研究センター

日本の協力機関
と研究協力者

インターネット
テレビ会議での
研究交流の推進

アジアの拠点機関
と協力者

三重大学
豊橋技術科学大学

マラヤ大学

マレーシアパームオイル局

マレーシア森林研究所

マレーシアエネルギーセンター

インドネシア自然森林保全センター

北九州市立大学

(独）産業技術総合研究所

(独）農村工学研究所
(独）食品総合研究所

高知大学

(独）森林総合研究所

ランプン大学

パーム・バイオマス・イニシアティブの4本柱
・ パームバイオマスの有効利用

→ 新しいグリーン産業の創造
・ 地球温暖化ガスの削減→ ＣＤＭ事業化
・ 熱帯雨林の適切な開発方針
・ パームオイル産業による貧困からの脱出

→ 地球環境保全と途上国の自立

ＰＢＩによる若手研究者の育成
・ 協力して博士学位を与える。
・ ＰＢＩが若手研究者を雇用できることを

めざす

め
ざ
す
将
来
像
の
一
例

九州大学

 

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。ちなみに、マレーシアはパームオイル産業によって貧困から脱出し、一人当

たりのＧＤＰ（国内総生産）がイスラム圏で最高の国のひとつになった。 

・ 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。 
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７．平成１９年度の研究交流実績の概要 
７－１ 共同研究 

「パームオイル廃液のメタン発酵とエネルギー供給」 

FELDA社が、マレーシアエネルギーセンターと連携して、メタン発酵によるバイオガス

発電のCDM事業化に着手し、有機肥料製造に関しても、事業化が着々と進展し、バイオガ

スの燃料電池供給に関して、日本の民間企業と詳細な予備検討を実施した。さらに、油

ヤシ空房を含めたパームオイル産業廃棄物からのエネルギー製造に関しては、（独）産

業総合研究所をはじめ、日本から複数の民間企業が関心を表明し、共同研究の準備を進

めている。特に、（独）産業総合研究所は両拠点機関との交流協定を締結し、実験室を

立ち上げるなどマレーシアにおけるバイオマスの研究拠点形成に向けて大きく進展した。 

「パームバイオマスから生分解性プラスチックの生産」 

三重大学を中心とする「油ヤシ空房からのリグノフェノール」と、マレーシアプトラ

大学を中心とする「パームオイル製造廃液からの微生物プラスチックPHA」製造というバ

イオマス起源の循環型社会形成に向けた事業化を視野に入れた研究を実施中である。 

原料となるバイオマスが得られるプランテーションに滞在し、空房のみならず廃棄バ

イオマスとなる幹などの油ヤシ各部位を採取して、実際のパームオイル産業廃棄物を用

いた実証研究を継続している。油ヤシ空房を中心とする木質系パームオイル産業廃棄物

からの有用物質製造には、日馬双方の民間企業が関心を示しており、両拠点機関と2004

年から3年間に及ぶ共同研究を実施していたFELDA社は、油ヤシ空房の糖化を中心とする

研究課題について更に5年間の共同研究実施に合意した。得られた糖は発酵原料として、

燃料用エタノールをはじめとする有用物質製造に関する研究開発を進めている。 

「持続可能な油ヤシプランテーション運営」 

持続可能なパームオイルの第5回円卓会議に参加し、パームオイル生産から流通加工に

至る世界各国の利害関係者による合意形成に貢献した。マレーシアプトラ大学を拠点と

して神波康夫博士が実施するプランテーションの内発的発展に関する研究プロジェクト

など、人文社会系の研究との連携を強化している。FELDA社のプランテーション開発と入

植スキームを詳述した50周年記念誌の日本語訳本を刊行した。 

「油ヤシプランテーションと熱帯雨林の管理法の研究」 

マレーシア森林研究所との連携による熱帯天然林のプランテーション転換による土地

利用変化の環境影響評価を実施する準備を進めている。また、油ヤシからの温室効果ガ

スの排出に関する検証をオンサイトで実施した。 

７－２ セミナー 

4回のセミナー開催を通じ、研究者・専門家のみならず日馬両国の一般市民を含む参加者

と、４つの研究課題の内容を網羅して、本研究交流目標の達成に向けた議論を重ねた。 

4月 本学東京シンポジウムと連携し、本研究教育拠点事業の取組み全体概要を紹介した。 

とりわけ、本学の特色的な教育システムとして、デュアル博士コースを中心に、イン 

ターネットを活用した教育システムの構想を公表した。 
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10月 エコテクノ2007と連携し、本研究課題の取組み内容を紹介した。パームバイオマス

の戦略的利活用について概説し、研究課題【R-2】に関する最新の研究成果について

三重大学の舩岡教授とマレーシアプトラ大学のモハメドアリハッサン教授、研究課

題【R-4】に関連して、北九州市立大学の原口教授が、プランテーションバイオマス

の持続的活用で配慮すべき土地利用について紹介した。 

11月 マレーシアプトラ大学において、ワークショップを開催し、本研究教育拠点事業の

概要、とりわけ目標１，２に関する状況を紹介した。第5回円卓会議への出席に関す

る報告がShahrakbah Yacob博士よりなされた。若手研究者による成果報告として、

研究課題【Ｒ－2】の成果を三重大学の科野孝典君が報告した。さらに、マレーシア

プトラ大学のAlawi Sulaiman君より研究課題【R－1】の成果が報告された。参加者

との質疑応答を含めてパネルディスカッションを行った。 

3月 マレーシアプトラ大学において第６回九州工業大学国際環境フォーラムを開催した。

「熱帯雨林と適切なプランテーション開発」について、日馬各１名の研究者による講 

  演に引き続き、マレーシアの一般市民とパネルディスカッションを行った。 

７－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

拠点事業のさらなる発展を目指し、下記の研究者交流を実施した。 

5月 マレーシアプトラ大学大学院生が三重大学で共同研究を行った。 

6月 両研究代表が、沖縄で開催された第7回アジア学術会議に出席した。（別経費） 

7月 両研究代表が、産業総合研究所の主催する第10回バイオマス合同研究会に出席した。 

マレーシアプトラ大学大学院生が本学に滞在し共同研究を行った。 

9月  フィンランドのBioenergy2007にて、ポスター発表を行った。 

ドイツの1st International Congress on Plant Oil Fuelsに参加した。 

東京大学の学生を中心として環境問題に注力する特定非営利活動法人アイセックジ

ャパンの研修生10名をマレーシアプトラ大学に受入、意見交換を行った。（別経費） 

イタリアトリノ工科大学を訪問し、グンターパウリ教授と意見交換を行った。 

11月 マレーシア・クアラルンプールで開催されたMJISATで2件の口頭発表を行った。 

インドネシア・バリで開催されたICOPE2007に出席、1件の口頭発表を行った。 

マレーシアで開催された産業技術総合研究所の主催の第4回バイオマスアジアワー

クショップで、白井義人研究代表が口頭発表とポスター発表を行った。また、会議

と並行して、両拠点機関と産総研との交流協定が締結され、マレーシアプトラ大学

にパームバイオマスを対象とした研究センターを設立することとなった。 

FELDA社と両拠点機関の国際産学協同研究第二期目の調印式が開催された。（別経費） 

12月 神戸で開催された国際会議10th Polymer Pacific Conferenceにおいて、ポスター発

表を行った。 

東京で開催された3rd Green Chemistry Meetingに出席し、ポスター発表を行い、最

優秀ポスター賞を受賞した。 

3月 静岡大学で行われた化学工学会第73年会において、口頭発表1件を行った。 
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８．平成１９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。） 

８－１ 研究協力体制の構築状況 

 

まず、相手国拠点機関であるマレーシアプトラ大学との学術交流協定が期間満了に伴い、

更新された。 

両拠点機関の共同研究先である世界最大のパームオイル企業であるFELDA社との共同研

究も二期目（2007－12）へ移行し、持続可能なパームオイル産業の実現に向けてより緊密

な連携関係が構築された。さらに、現在、資金的な支援についても交渉されており、この

ことは本事業終了後の拠点運営における相手国の大きな貢献となり得る。 

また、独立行政法人産業総合技術研究所バイオマス研究センターとも交流協定を締結し

た。マレーシアプトラ大学内にラボの立上げが進行中であり、次年度以降に向けて研究協

力が大きく加速している。この点は、本拠点を通じて、我が国の相手国への大きな貢献に

なり得、また、本学拠点の自主運営についても、大きな可能性をもたらすと考えられる。 

加えて、今年度は、北九州市立大学の原口研究室、マレーシア森林研究所（【R-4】）、九

州大学の酒井研究室（【R-1】）との連携が強化された。昨年度までに構築された協力体制（国

内における三重大学・船岡研究室（【R-2】）、マレーシアにおける神波博士との連携（【R-3】））

は更に緊密となり、交流が活発になった。 

以上により、【R-1】から【R-4】までの全ての研究課題に関係する機関との強固な協力体

制を構築した。 

 

８－２ 学術面の成果 

 

研究課題【R－1】に関連して、バイオガス成分の詳細な分析を行った。パームオイル産業

廃液のメタン発酵によるバイオガスは、質的にも量的にも燃料電池への供給可能性があり、

CDM 事業として成立する可能性が示唆された。 

 

研究課題【R－2】に関連して、マレーシアプトラ大学では、バイオマスを原料として微生

物からのバイオプラスチック PHA 生産に取組んでいる。九州工業大学ではバイオベースポ

リマーの化学リサイクルに取組んでおり、共同研究の成果として、PHA の熱分解機構を詳細

に検討した結果を 2 件ポスター発表し、内 1 件は最優秀ポスター賞として研究成果が認め

られた。 

 

研究課題【R－3】に関連して、FELDA 社の 50 周年記念誌の日本語版を刊行した。マレーシ

アの経済発展は、世界銀行も認めるとおり、FELDA の油ヤシプランテーション開発と入植ス

キームに因るところが大きい。日本ではプランテーション開発の影の部分が偏向的に紹介

される傾向があるが、持続可能な油ヤシプランテーション運営のロールモデルとして、
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FELDA の取組みを紹介する同書の日本語訳は、社会学的研究資料としての意義が大きい。 

 

研究課題【R－4】に関連して、油ヤシからの温室効果ガス（メタン）の発生量をプランテ

ーションで計測し、そのメカニズムを検証した。この研究は、Nature 誌に 2006 年掲載され

た陸上植物からのメタン発生に関する論文への反証であり、今後慎重にデータを精査して、

公表する予定である。 

 
８－３ 若手研究者養成 

 

平成 19 年度には、マレーシアより 3名（別経費）の留学生が九州工業大学の博士後期課

程に入学し、本事業に関連した研究テーマに取組んでいる。日本からは、拠点機関の修士

課程学生 1 名と協力機関の博士課程学生 1 名が、現地に滞在し、本事業の研究課題に取組

んだ。また、マレーシアから 3 名（内 1 名は別経費）の学生が短期滞在し、国内協力機関

との連携により、共同研究を実施した。これにより、互いに自国内では遂行できない実験

や技術の修得が可能な双利関係となる。 

九州工業大学では、現行の制度でマレーシアプトラ大学とのデュアル・ディグリー制度

を運用している。これは、両拠点機関の教員または研究者が協力して博士後期課程学生の

指導するものである。マレーシアを拠点としてアジア・アフリカ諸国の優秀な人材育成を

目指している。今年度マレーシアから日本へ受入れた短期滞在の留学生 1 名（別経費）は

イラン出身であり、同構想の有効性を検証できた。 

 

８－４ 社会貢献 

 

持続可能なバイオマス資源利用と環境管理を考えるため、マレーシアのパームオイル工

場、油ヤシプランテーションへの多くの企業、研究所、民間団体の見学を積極的に支援し

た（延 70 人うち大学関係者 13 人）。 

その結果、産業技術総合研究所などの研究機関や複数の民間企業が、本プラットフォー

ムをパームバイオマスの調査・研究拠点として活用し、我が国のバイオマス利活用、温暖

化対策に関する政策実現に向けた各種取組みに貢献した。 

また、相手国の FELDA 社との共同研究が二期目へ移行し、各種テーマの事業化を強く推

進している。CDM 認証のためのデータなど、本事業での共同研究成果が、同社の事業化へ大

きく貢献している。 

日本国内 2回、相手国 2回のセミナーは、専門家のみならず一般市民を対象としている。

セミナーの資料や講演内容はコンテンツ化して、採択課題のホームページでインターネッ

トに公開、持続可能なパームオイル産業と環境について考える機会を、継続的に提供して

いる。 
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８－５ 今後の課題・問題点 

 
「持続可能なパームオイル産業による貧困脱出を実現するための指針を与えるフォーラ

ムの設置」という目標 3 の達成に向けたより明確な対応策の具体化が今後の課題である。

特にインドネシアと国境を接するボルネオ島のプランテーション開発がターゲットとなる。

今年度までにボルネオ島のサバ・サラワク州へのコネクション（行政官や NPO）が形成され

たので、次年度には、それを活用して、フォーラム設置の準備を進めることとする。持続

可能なパームオイル産業のための円卓会議や国際会議での発言も目標達成に向けた取り組

みの一部であるが、今後はより積極的に展開していく。 

協力機関との連携が進み、4つの研究課題について、成果があがりつつあるので、今後は、

学術論文の公表による成果還元に努めていく必要がある。 

本事業終了後の研究教育拠点の自立運営に向けた財源確保について、受託研究やコンサ

ルティング業務からの報酬を充てる予定としているが、多角化の観点から、今後は、共同

研究成果の特許ライセンス収入の運用についても、学内の知財本部との連携により検討し

ていきたい。 

研究拠点としての機能は充実しつつある。今後は、教育拠点としての機能拡充が課題で

ある。特に、南南協力の観点から、本拠点を活用した教育システムについて周辺諸国に周

知していく必要がある。 

 

８－６ 本研究交流事業により発表された論文 

 

  平成１９年度論文総数   １７本 

   うち、相手国参加研究者との共著 １７本 

   うち、本事業が JSPS の出資によることが明記されているもの  ７本 

（※ 論文リスト 別途添付） 
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９．平成１９年度における総交流人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

（単位：人／人日） 

          派遣先 

派遣元 
日本 マレーシア インドネシア ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ ﾄﾞｲﾂ ｲﾀﾘｱ 合計 

日本 
実施計画  33/214 2/10 0 0 0 35/224 

実績 31/659 0/4 1/3 0/2 1/5 33/673 

マレーシア 
実施計画 6/287      6/287 

実績 2/54     2/54 

 
実施計画        

実績       

 
実施計画        

実績       

 
実施計画        

実績      

合計 実施計画 6/287 33/214 2/10 0 0 0 41/511 

実績 2/54 31/659 0/4 1/3 5/2 1/5 35/727 

 

※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（相手国予算による）交流についても、カッコ書きで記入してく

ださい。 

 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

   ３０／４１（人／人日）    ２２／５２（人／人日） 

 

 

 


