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アジア研究教育拠点事業 
平成 21 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（ 5 年目） 
 
４．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： 
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 

（和文）マラヤ大学 

       （英文）Malaysia Palm Oil Board 
（和文）マレーシアパームオイル局 

       （英文）Pusat Tenaga Malaysia 
（和文）マレーシアエネルギーセンター 

           （英文）Forest Research Institute of Malaysia 
（和文）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 
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５．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【目標 1】。 

・ 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【目標 2】。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【目標 3】。 

・ 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【目標 4】。 

・ 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【目標 5】。 

 

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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６．平成 21 年度研究交流目標 
本事業の最終年度にあたるため、前年度までの状況を踏まえ、当初掲げた最終目標達成を

目指す。 
 
【目標 1】に関して、まず複数の日本企業と現在実施中の共同研究課題の事業化を推進する。

さらに、バイオ燃料やプラスチック、あるいは有機肥料といったこれまで個別に進めてき

た資源化の要素技術とエネルギー利用の高度化技術を統合して、パームオイル産業の環境

改善と余剰バイオマスの高付加価値資源化を図る。本研究交流体の成果として、2国の利益

に資するのみならず、他のパームオイル産油国に波及させることを目標とする。 

 

【目標 2】に関して、メタン発酵によるバイオガス発電の CDM 事業化に成功しており、今後

は、バイオガスの燃料電池供給に関して、日本の民間企業と事業化可能性調査を行い、実

証研究への展開を図る予定である。また、CDM 事業化の経験を糧に、パームオイル産業から

排出される他のバイオマスについても資源転換技術の事業化における CDM 適用の可能性に

ついても検証することを目標とする。 

 

【目標 3】に関して、本事業におけるセミナー、共同研究や研究者交流で得られた知見を、

パームオイル産油国である途上国の持続可能な発展に資する教材としてまとめ、インター

ネット上でオープンに活用出来るように整備する。 

 

【目標 4】に関して、熱帯天然林等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

評価を通年行い、その結果を学会に報告し、さらに、インターネット上でも公開すること

により、プランテーション開発の適切な運用指針形成に貢献したい。 

 

【目標 5】に関して、今後は、拠点機関をハブとして、第 3 国からパームバイオマスに関心

のある若手研究者の受入、教育を果たせるようにしたい。【目標 3】とも関連するが、相手

国拠点機関の地理的利点を活かして、パームオイル産油国である途上国とりわけアフリカ

諸国からの受入による南南協力への展開を図る。ここで、本事業において学位を取得した

若手研究者が、新たに受け入れた学生の研究指導に自発的に取り組める体制を支援したい。 
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７．平成２１年度研究交流成果 
７－１ 研究協力体制の構築状況 

 日本側拠点機関の研究コーディネータがセンター長を務める九州工業大学エコタウ

ン実証研究センターから提案した「九州工業大学による先端環境技術の国際実証研究と

環境人材養成プロジェクト－先端環境技術開発とその国際実証研究並びに地球規模で

通用する環境人材の育成－」は、文部科学省の平成 22 年度特別経費に採択されており、

今後 5年間は、拠点機能を維持・展開することが可能である。 

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、CDM 事業や有機肥料製造などは事業化検討が進んでいる。

共同研究経費の拠出に加えて、事業化の暁には成果分配も定められており、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マレーシアプトラ大

学内に設置した共同実験室の本格運用を開始した。さらに、今年度も、パームバイオマス

の有効利用に関して、複数の日本の民間企業との共同研究を継続実施している。この点は、

本拠点を通じた日本からの技術移転など相手国への大きな貢献になり得る。また、事業化

の暁には、特許ライセンス収入など、本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。 

昨年度までに構築された協力体制（国内における九州大学の酒井研究室（【R-1】）、三重

大学・舩岡研究室（【R-2】）、マレーシアにおける神波博士（【R-3】）、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】））との連携は更に緊密となり、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。 

 

７－２ 学術面の成果 

 今年度 30 編の学術論文を発表し（内 10 編は印刷中）、インパクトファクターの合計

は 28 にのぼる。 

研究課題【R－1】に関連して、FELDA 社が、マレーシアエネルギーセンターと連携して、

本共同研究成果に基づき、メタン発酵によるバイオガス発電の CDM 事業化に成功した。本

事業は 2009 年 3 月 9 日国連 CDM 理事会により、CDM 事業として登録され、もし事業計画が

そのまま実施されたと確認されれば、10 年間で 38 万トンの炭酸ガスの削減が認められる。

一連の研究をまとめ、FELDA 社の主任技師が、相手国拠点機関の修士号を取得している。油

ヤシ空房とパームオイル廃液からの有機肥料製造に関しても、MTDC（マレーシア科学技術

開発センター）の資金支援により、事業化に向けて、パイロット規模での実証研究がマレ

ーシアプトラ大学内に設置されることが決まった。 

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。この成果は SIRIM（マレーシア科
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学技術標準局）の資金支援により、大規模実証事業に進展している。また、原料有機酸の

大規模製造テストプラントが国際共同研究先の FELDA 社セルティング・ヒラー工場に設置

されることが決まった。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。また、バイオマス

プラスチックであるポリ乳酸を化学リサイクルすることにより、さらに高い融点をもつ次

世代ポリ乳酸の合成にも成功した。 

研究課題【R－3】に関連して、公表に至っていないが、FELDA 社を対象として、プランテ

ーション農村への社会学的アプローチ法を用い、FELDA 社が大分県の一村一品運動から学び、

設立した SAWARI FELDA 社（SAWARI はマレー語で一村一品を意味する）の経営改善に応用さ

れている。多民族多宗教国家であるマレーシアの発展は、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。これらマレーシアにおける地域発展の努力に

ついては是々非々で日本国民にも周知せねばならない。 

研究課題【R－4】に関連して、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について、北九州市立大学とマレー

シアプトラ大学から九州工業大学に留学している博士後期課程学生を中心に水質面の現地

調査を本格開始した。1年間以上の長期観測が必要であったが、成果は Waste Management. 
誌（IF：2.2）への掲載が決定した。 

 
 さて、我々は 4 つの申請課題を通じ、次の目標を掲げた。ここでは、上記成果を踏まえ、

それぞれの達成度について言及する。 
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【目標 1】。 

（目標 1に関しては、すでに FELDA 社や MTDC、SIRIM、本邦産業総合研究所等と連携し、実

証商業化へのプロセスが始まっている。そのため、目標１は達成されたと考える。） 

・ 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【目標 2】。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。 

（目標２に関しては、FELDA 社セルティング・ヒラー工場の廃液をバイオガスに変換し処理

すると同時に発電事業とする提案が国連 CDM 理事会に認められ、また、マレーシアの CDM

パイオニア事業として科学技術大臣の視察を受けた。これらから判断し、目標２は達成

されたと考える。） 

・ 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【目標 3】。 
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（この 5 年間、マレーシアでようやく持続可能なパームオイル生産と余剰エネルギー・資

源の有効利用という考え方が定着しつつある段階で、まだ、インドネシア等への教科書

は完成していない。したがって、目標３は今後の課題であり、まだ、達成されていない。） 

・ 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【目標 4】。 

（現在、我々のグループは持続可能なパームオイル産業の創出を目指す RSPO（Round Table 

of Sustainable Palm Oil）と密接に連携し、情報発信を続けており、今後、目標４の達

成を可能にする基盤は形成されつつある。） 

・ 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【目標 5】。 

（以下に述べる通り、目標は達成した。） 

 
７－３ 若手研究者養成 

 交流期間全体を通して、本事業に関係する研究テーマの遂行により、当初目標を上回

る 11 名の博士号学位の取得者を輩出した（日本側拠点機関より 6 名（2 名は 2010 年 9

月に取得予定）、協力機関より 1 名、相手国拠点機関より 4 名）。 

平成 21 年度には、マレーシアより 5名（別経費）の留学生が九州工業大学の博士後期課

程に在籍し、本事業に関連した研究テーマに取組んでいる。内 2 名は、博士号の学位を取

得し、マレーシアプトラ大学、マレーシア教育大学の講師職に就いている。 

本年度日本からは、拠点機関の修士課程学生 1 名と協力機関の修士課程学生 1 名が、現

地に滞在し、本事業の研究課題に取組んだ。また、マレーシアから計 9 名（内 8 名は別経

費）の若手研究者・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。これらにより、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。 

また、本事業に関係する研究テーマの遂行により日本側協力機関より修士号の学位を

取得した学生 1名が、日本側拠点機関の博士課程に進学し、本研究成果のボルネオ島へ

の移転に向けた実証研究に取り組む予定としており、自発的に問題解決に取り組む若手

研究者を養成できた。 

 

７－４ 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。 

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。（FELDA 社セルティング・ヒラー

工場での CDM 事業認証という前例をつくった。） 
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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。 

日馬双方で計 3 回開催したセミナーは、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コンテンツ教材を、継続的

に提供している。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

本事業でこれまでに構築された研究教育拠点機能を発揮して、「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、東南アジアからアフリカに至るパームオ

イル産油国を中心とする周辺諸国に波及させる取組みが必要である。 

平成 22 年度には JICA ボルネオ保全プログラムや、これまでに構築されたボルネオ島の

サバ・サラワク州の行政官や NPO とのネットワークと連携して、実際にボルネオ島のプラ

ンテーション開発の指針として活用されるように、働きかけを強化する。 

4 つの研究課題の成果の内未発表分については、学術論文の公表による成果還元に努め、

採択課題のホームページ上でコンテンツ化して今後も閲覧可能な状態で提供していく必要

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。共同研究成果に基づく特許出願も進

んでおり、ライセンス収入の運用や LLP の設立についても、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と併せて、南南協力における人材育成の観点から、今後は、教育

拠点としての機能拡充が課題である。その促進策として、現在実施中のデュアル学位コー

スに加えて、ジョイント学位コース（日本とマレーシアの拠点機関が共同で一つの博士号

学位を授与する、教育研究の実施場所は、いずれか選択可能）の制度設計を行った。平成

22 年度 10 月には、両拠点機関で運用開始予定である。 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２１年度論文総数   30 本 

   うち、相手国参加研究者との共著 30 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 30 本 

（※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入して下さい。） 
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８．平成２１年度研究交流実績概要 
８－１ 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、本共同研究成果に基づき、平

成21年度にメタン発酵によるバイオガス発電のCDM事業化に成功した。また、（独）産業

総合研究所と両拠点機関との交流協定から共同研究契約の締結に進展し、マレーシアプ

トラ大学内にバイオマス研究センターを設置した。また、有機肥料製造に関しても、事

業化に向けて、パイロット規模での実証研究が進展している。 

「パームバイオマスから生分解性プラスチックの生産」 

従来推進していた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製造」

に関する研究が進展中である。また、「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」は、マレーシアプトラ大学が米国マサチューセッツ工科大学と連携し、国家

プロジェクトとして推進している。 

「持続可能な油ヤシプランテーション運営」 

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と連携を本格化した。日本の若手研究者のプランテー

ションホームステイなどを通じた農民に対するヒアリング調査を実施中である。 

「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について、現地調査を実施した。大気面に関して、油ヤシプラン

テーションからの温室効果ガスの排出に関する検証を、実施した。 

 

８－２ セミナー 

日本とマレーシアでの3回のセミナー開催を通じ、本研究交流における目標の達成状況と

今後の課題について統括した。 

 

１１月  

目標 1、2 の達成および研究課題【R-2】に関連して、低炭素社会に向けて実用化の加速

が進むバイオプラスチックについて、当該分野の世界的権威である日本人講師（西田治

男教授）を招聘して基調講演を行った。さらに、目標 5達成の事例として、「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」の研究課題に関連して、日本で博士号

の学位を取得したばかりの若手研究者（ヒダヤアリフィン講師）に登壇の機会を与え、

最新の研究成果について公表した。以上の発表を踏まえ、R-2 の課題を中心とする今後の

展望について、両拠点機関の代表（白井義人教授、モハメドアリハッサン教授）がコメ

ントした。本セミナーの司会進行は、脇坂港准教授が行った 

 
１月  
バイオ燃料や適切なプランテーション管理、あるいは有機肥料といった、本事業の研究

課題としてこれまで個別に進めてきた資源化の要素技術とエネルギー利用の統合により、
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パームオイル産業の環境改善と余剰バイオマスの高付加価値資源化を図り、日馬から他

のパームオイル産油国に波及させる構想について討議した。研究課題【R-１】,【R-4】

それぞれに関連して博士号の学位を取得する若手研究者 2 名が講師を務め、今後の研究

開発の方向性を明確に示した。 

 

３月 

本事業の成果と意義をわかりやすく公表することを目的として、マレーシアにおけるパ

ームバイオマスの利用を、国産バイオマスである竹の活用と対比させて考える一般市民

対象のフォーラムを開催した。ここでは、九州工業大学長である下村輝夫が、開会挨拶

において本事業の意義を示し、相手国拠点機関コーディネータであるモハメドアリハッ

サン教授が、パームバイオマス利用の現状と課題を概観し、マレーシアプトラ大学総長

ニックムスタファが、研究課題【R-3】に関連して、環境経済学の視座を導入して、持続

可能なバイオマス利用の礎となる環境と経済の両立について講演した。最後に他の海外

における再生可能エネルギー利用の先進事例を踏まえて、拠点機関コーディネータであ

る白井義人教授の司会進行の下、バイオマス利用を中心に据えたアジアとの連携につい

て総合討論を行った。本事業で構築された両拠点機関を中心とする研究教育機関のネッ

トワークが持続可能なバイオマス利用のプラットフォームとして今後も自立的に展開し

ていくことが確認された。 
 

８－３ 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。 

４月  

 住友重機械工業にて研究打合せを行った。  

５月  

 産業技術総合研究所バイオマス研究センターにて研究打合せを行った。 

 資料収集のため、本学大学院生が中部大学で開催された機器分析講習会に参加した。 

６月  

 三重大学にて研究打合せを行った。 

 資料収集及び出展のため、東京ビックサイトで開催された国際食品工業展に出席した。 

 産業技術総合研究所バイオマス研究センターにて研究打合せを行った。 

 資料収集のため、東京大学で開催された環境バイオテクノロジー学会２００９年度大

会第３７回シンポジウムにてポスター発表を行った。 

 味の素㈱ライフサイエンス研究所にて研究打合せを行った。 

 テクノアライアンスコーポレーションにて研究打合せを行った。 

７月  

 資料収集のため、パシフィコ横浜で行われた第３回バイオ燃料製造装置＆材料展に参

加した。 
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８月  

 関西化学機械製作㈱本社にて研究打合せを行った。 

９月 

 情報収集のため、東京国際フォーラムで開催されたイノベーションジャパンに出展し

た。 

１０月  

 産業技術総合研究所バイオマス研究センターにて研究打合せを行った。 

 京都大学大学院 農学研究科にて研究打合せを行った。また、ＵＰＭ学生が京都大学に

て技術習得のため滞在した。 

１１月 

 情報収集のため、ホテルグランヴィア広島にて開催されたバイオマスアジアワークシ

ョップに参加した。 

 九州大学農学研究院にて研究打合せを行った。 

 情報収集のため、神戸国際会議場にて開催された第９回アジア太平洋生物化学工学会

議（Asia Pacific Biochemical Engineering Conference 2009）に出展した。 

 資料収集のため、本学大学院生が関西大学で開催された分析講習会に参加した。 

１２月 

 資料収集のため、本学大学院生が株式会社トクヤマ徳山製造所にて研究打合せを行っ

た。 

 三重大学およびテクノアライアンスコーポレーションにて研究打合せを行った。 

１月  

 資料収集のため、本学大学院生が神戸大学滝川記念学術交流会館にて開催された表面

科学技術研究会２０１０に参加した。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12

９．平成２１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> 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 

（ﾏﾚｰｼｱ側）

<人／人日>

 

<人／人日

> 

 

<人／人日

> 

合計 

日本 

<人／人日> 

実施計画  29/197(1/3) 2/10   31/207(1/3)

実績 34/851 0/0   34/851 

ﾏﾚｰｼｱ 

<人／人日> 

実施計画 7/230(2/6)     7/230(2/6) 

実績 3/73    3/73 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 

（ﾏﾚｰｼｱ側） 

<人／人日> 

実施計画 (3/9)     (3/9) 

実績 0/0    0/0 

第３国（未定） 

（日本側） 

<人／人日> 

実施計画 1/3     1/3 

実績 0/0    0/0 

合計 

<人／人日> 

実施計画 8/233(5/15) 29/197(1/3) 2/10   39/440(6/18)

実績 3/73 34/851 0/0   37/924 

 

※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 

１８／２５<人／人日>  ３５／６４<人／人日> 
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１０．平成２１年度研究交流実績状況 
１０－１ 共同研究 

 

整理番号 R－１ 研究開始年度 平成１７年度 研究終了年度 平成２１年度 

研究課題名 （和文）パームオイル廃液のメタン発酵とエネルギー供給 

（英文）Methane fermentation of POME for providing energy 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）白井義人・九州工業大学・教授 

（英文）Yoshihito Shirai・Kyushu Institute of Technology・Professor

相手国側代表者 

氏名・所属・職 
Mohamed. Ali Hassan・University Putra Malaysia・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> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画  3/12  3/12 

実績 8/494  8/494 

ﾏﾚｰｼｱ 

<人／人日> 

実施計画 1/30   1/30 

実績 0/0  0/0 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 1/30 3/12  4/42 

実績 0/0 8/494  8/494 

② 国内での交流       4 人／5人日 

２１年度の研究

交流活動及び成

果 

 

FELDA社が、マレーシアエネルギーセンターと連携して、本共同研究成果に基

づき、平成21年3月9日国連CDM理事会にメタン発酵によるバイオガス発電のCDM

事業として登録された。また、（独）産業総合研究所と両拠点機関との交流協

定から共同研究契約の締結に進展し、マレーシアプトラ大学内に設置したバイ

オマス研究センターでは、油ヤシ空房からのバイオ燃料製造に関する共同研究

を本格化した。同研究テーマに関連して、日本からの複数の民間企業との共同

研究を継続実施した。油ヤシ空房とパームオイル廃液のメタン発酵から得られ

る消化汚泥から、有機肥料を製造するプロジェクトについてもMTDC（マレーシ

ア科学技術開発センター）の支援を受け、事業化に向けて、パイロット規模で

の実証研究が始まることになった。査読付き論文11報（印刷中含む）を出版。

日本側参加者数  

１８ 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

（ﾏﾚｰｼｱ）国（地域）側参加者数 

１４ 名 （１４－２（ﾏﾚｰｼｱ）国（地域）側参加研究者リストを参照）

（   ）国（地域）側参加者数 

 名 （１４－３（ ）国（地域）側参加研究者リストを参照）
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整理番号 R－２ 研究開始年度 平成１７年度 研究終了年度 平成２１年度

研究課題名 （和文）パームバイオマスから生分解性プラスチックの生産 

（英文）Production of biodegradable plastics from palm biomass 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）白井義人・九州工業大学・教授 

（英文）Yoshihito Shirai・Kyushu Institute of Technology・Professor

相手国側代表者 

氏名・所属・職 
Mohamed. Ali Hassan・University Putra Malaysia・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> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画  3/12  3/12 

実績 24/233  24/233 

ﾏﾚｰｼｱ 

<人／人日> 

実施計画 1/10   1/10 

実績 3/73  3/73 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 1/10 3/12  4/22 

実績 3/73 24/233  27/306 

② 国内での交流       14 人／17 人日 

２１年度の研究

交流活動及び成

果 

 

従来推進していた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

ル製造」に関する研究は、ジョホール州政府が高い関心を示し、マレーシア側

からの資金提供を伴う共同研究について協議中である。また、マレーシアプト

ラ大学が米国マサチューセッツ工科大学と連携し、国家プロジェクトとして推

進している「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」は、マ

レーシア政府からテクノファンドという助成制度の対象になり、国際共同研究

先であるFELDA社と共に、PHA製造の事業化に動きだした。PHAの再生利用に関し

て、九州工業大学から学位を取得したマレーシアプトラ大学の講師が、九州工

業大学エコタウン実証研究センターとの共同研究を開始した。このように、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継続実施

中である。査読付き論文９報（印刷中含む）を出版。 

日本側参加者数  

２５ 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

（ﾏﾚｰｼｱ）国（地域）側参加者数 

１１ 名 （１４－２（ﾏﾚｰｼｱ）国（地域）側参加研究者リストを参照）

（   ）国（地域）側参加者数 

 名 （１４－３（ ）国（地域）側参加研究者リストを参照）
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整理番号 R－３ 研究開始年度 平成１７年度 研究終了年度 平成２１年度

研究課題名 （和文）持続可能な油ヤシプランテーション運営 

（英文） Operation of sustainable oil palm plantation 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）白井義人・九州工業大学・教授 

（英文）Yoshihito Shirai・Kyushu Institute of Technology・Professor

相手国側代表者 

氏名・所属・職 
Mohamed. Ali Hassan・University Putra Malaysia・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> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画  2/8  2/8 

実績 0/0     0/0 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画  2/8  2/8 

実績     0/0  0/0 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２１年度の研究

交流活動及び成

果 

 

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と連携を本格化した。この社会学的

アプローチ法は、FELDA社が大分県の一村一品運動から学び、設立したSAWARI 

FELDA社（SAWARIはマレー語で一村一品を意味する）の経営改善に応用されてい

る。日本の若手研究者のプランテーションホームステイなどを通じた農民に対

するヒアリング調査も実施した。本テーマに関連して、査読付き論文６報（印

刷中を含む）を出版した。 

 

日本側参加者数  

６ 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

（ﾏﾚｰｼｱ）国（地域）側参加者数 

３ 名 （１４－２（ﾏﾚｰｼｱ）国（地域）側参加研究者リストを参照）

（   ）国（地域）側参加者数 

 名 （１４－３（ ）国（地域）側参加研究者リストを参照）
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整理番号 R－４ 研究開始年度 平成１７年度 研究終了年度 平成２１年度

研究課題名 （和文）油ヤシプランテーションと熱帯雨林の管理法の研究 

（英文）Management of tropical rain forest and oil palm plantation

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）白井義人・九州工業大学・教授 

（英文）Yoshihito Shirai・Kyushu Institute of Technology・Professor

相手国側代表者 

氏名・所属・職 
Mohamed. Ali Hassan・University Putra Malaysia・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> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画  3/94  3/94 

実績    2/124  2/124 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画  3/94  3/94 

実績     2/124  2/124 

② 国内での交流      1 人／9人日 

２１年度の研究

交流活動及び成

果 

 

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について、北九州市立大学とマレーシアプト

ラ大学から九州工業大学に留学している博士後期課程学生を中心に水質面の現

地調査を本格開始した。大気面に関して、油ヤシプランテーションからの温室

効果ガスの排出に関する検証を、文献調査や国際会議を含む各種セミナー参加

によるヒアリングで実施した。本テーマに関連して、査読付き論文４報（印刷

中を含む）を出版した。 

日本側参加者数  

１０ 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

（ﾏﾚｰｼｱ）国（地域）側参加者数 

３ 名 （１４－２（ﾏﾚｰｼｱ）国（地域）側参加研究者リストを参照）

（   ）国（地域）側参加者数 

 名 （１４－３（ ）国（地域）側参加研究者リストを参照）
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１０－２ セミナー 

 

整理番号 S－１ 
セミナー名 （和文）独立行政法人日本学術振興会アジア研究教育拠点事業 

バイオプラスチックの新時代 
（英文）Japan Society for the Promotion of Science Asian Core 

Program 
New Era of Bio-Plastics 

開催時期 平成２１年１１月３０日（１日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）ﾏﾚｰｼｱ、ｾﾗﾝｺﾞｰﾙ州ｾﾙﾀﾞﾝ、マレーシアプトラ大学 
（英文）Serdang,Selangor,Malaysia,University Putra Malaysia

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）白井義人・九州工業大学・教授 

（英文）Yoshihito Shirai・Kyushu Institute of Technology・

Professor 
相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外での開催の場合) 

Mohamed. Ali Hassan・University Putra Malaysia・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. 0
B. 2/6
C. 7/21

 
ﾏﾚｰｼｱ 

<人／人日> 

A. 0
B. 0
C. 10/10

 
 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. 

 
合計 

<人／人日> 

A. 0
B. 2/6
C. 17/31

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 目標 1、2の達成および研究課題【R-2】に関連して、低炭素社会

に向けて実用化の加速が進むバイオプラスチックとそのリサイク

ルについて、当該分野の世界的権威である日本人講師（西田治男教

授）を招聘し、マレーシア研究教育拠点に集う途上国の若手人材に

対し、世界の現状を知らしめ、研究の方向性を示すことを目的とし

た。 

セミナーの成果  日本で成熟しつつあるバイオプラスチック関連の技術動向につ

いて、当該分野の世界的権威である日本人が基調講演を務めること

により、本研究成果に基づく事業化の意義が正しく理解された。ま

た、マレーシアの石油企業ペトロナス社の参加や日本の JETRO から

の聴講など、今後実用化に向けて、本格的な実用展開に発展するこ

とが期待される。さらに、本事業において、日本で学位を取得した

マレーシア人が講師を務めることにより、マレーシアの修士もしく

は学士の学生の日本への進学意欲が刺激されたことが成果として

挙げられる。 

セミナーの運営組織 マレーシアプトラ大学、九州工業大学 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容              金額  ０円 

（ﾏﾚｰｼｱ）国

（地域）側 
内容              金額 １００，０００円 
セミナー資料・バナー印刷費、昼食・湯茶代 

（   ）国

（地域）側 
内容              金額 
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整理番号 Ｓ－２ 
セミナー名 （和文）独立行政法人日本学術振興会アジア研究教育拠点事業 

パームバイオマス複合利用の共同ワークショップ 
（英文）Japan Society for the Promotion of Science Asian Core 

Program 
Collaborative Workshop on Palm Biomass Complex 

開催時期 平成２２年 １月１５日（１日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本、北九州市、九州工業大学 
（英文）Japan, Kitakyushu , Kyushu Institute of Technology 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）白井義人・九州工業大学・教授 

（英文）Yoshihito Shirai・Kyushu Institute of Technology・

Professor 
相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外での開催の場合) 

 

 
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. 0
B. 0
C. 9/9

 
ﾏﾚｰｼｱ 

<人／人日> 

A. 0
B. 0
C. 1/3

 
 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. 

 
合計 

<人／人日> 

A. 0
B. 0
C. 10/12

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 これまで個別に進めてきた資源化の要素技術とエネルギー利用

の高度化技術を統合して、パームオイル産業の環境改善と余剰バイ

オマスの高付加価値資源化を目指して、日馬の技術協力と他のパー

ムオイル産油国への普及について討議することを目的とした。 

セミナーの成果 本事業で取り組んできた技術的な研究課題が網羅されており、日

馬両国の第一線の研究者らとの討議により、今後の実用化に向けた

バイオマスの高付加価値資源化技術開発の方向性が明確になった。

本事業において、日本で学位を取得予定のマレーシア人 2名が講師

を務めたことにより、来年度九州工業大学の博士課程に進学予定の

マレーシア人修士学生の就学意欲がさらに高まった。 

セミナーの運営組織 九州工業大学 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容              金額  ０円 

（ﾏﾚｰｼｱ）国

（地域）側 
内容              金額  ０円 
 

（   ）国

（地域）側 
内容              金額 
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整理番号 Ｓ－３ 
セミナー名 （和文）独立行政法人日本学術振興会アジア研究教育拠点事業 

第 8 回九州工業大学国際環境フォーラム 
バイオマスで地域と環境を豊かに！ 

（英文）8th International Environmental Forum of Kyushu 

Institute of Technology Making the environment and 

community to be rich by using biomass in each area 

－Collaboration with UPM and Kyutech－ 

開催時期 平成２２年３月１３日 （１日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本、北九州市、九州工業大学 
（英文）Japan, Kitakyushu Kitakyushu Tech Uni 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）白井義人・九州工業大学・教授 

（英文）Yoshihito Shirai・Kyushu Institute of Technology・

Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外での開催の場合) 

 

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. 0
B. 0
C. 12/12

 
ﾏﾚｰｼｱ 

<人／人日> 

A. 0
B. 2/6
C. 0

 
 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. 

 
合計 

<人／人日> 

A. 0
B. 2/6
C. 12/12

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 マレーシアにおけるパームバイオマスの利用を、国産バイオマスで

ある竹の活用と対比させながら、九州工業大学国際環境フォーラム

の題材として、本事業の総括的内容を一般市民にわかりやすく示す

ことが目的である。 

セミナーの成果 マレーシアにおけるパームバイオマスの利用における一村一品運

動の導入事例など環境経済学の視座を導入して、国産バイオマスで

ある竹の活用と対比させることにより、本事業の成果と意義をわか

りやすく広く一般市民に周知させることが出来た。総括的内容を含

む今回のセミナーについてもデジタルコンテンツ化して本事業ホ

ームページにアーカイブとして参照可能である。さらに、マレーシ

アプトラ大学と九州工業大学の学長と研究代表者以下各協力機関

からの研究者が参加しており、両拠点機関を中心に本事業で構築さ

れた研究教育機関のネットワークが持続可能なバイオマス利用の

プラットフォームとして今後も自立的に展開していくことが確認

された。 
セミナーの運営組織 九州工業大学、マレーシアプトラ大学 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容              金額 ２３２，６００円 
学生謝金、ｾﾐﾅｰﾊﾟﾝﾌ作成、会議費 

（ﾏﾚｰｼｱ）国

（地域）側 
内容              金額 ３００，０００円 
講演者旅費・滞在費 

（   ）国

（地域）側 
内容              金額 
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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> 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 

(ﾏﾚｰｼｱ側)

<人／人日> 

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  17/68 2/10 19/78 

実績 0/0 0/0 0/0 

ﾏﾚｰｼｱ 

<人／人日> 

実施計画 5/190   5/190 

実績 0/0  0/0 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 5/190 17/68 2/10 24/268 

実績 0/0 0/0 0/0 0/0 

②  国内での交流       16 人／33 人日 

 

 

 

１１．平成２１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 ２，００９，７７０  

外国旅費 ５，２６９，２６１  

謝金 １，４０８，８２５  

備品・消耗品購入費 １，１９１，２１４ 備品の購入なし 

その他経費 ３，１２０，９３０  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

０  

計 １３，０００，０００  

委託手数料 １，３００，０００  

合  計 １４，３００，０００  
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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 ２，０９１，９１４ ２２／２０３ 

第２四半期 ２，３８８，９１８ １４／２１５ 

第３四半期 ３，２１１，７６５ ３０／４６０ 

第４四半期 ５，３０７，４０３  ６／１１０ 

計 １３，０００，０００ ７２／９８８ 

 
 
１３．平成２１年度相手国マッチングファンド使用額 

 

相手国名 

平成２１年度使用額 

[単位：現地通貨] 

（日本円換算額） 

マレーシア 
１５８，８０９[リンギット] 

（ ４，５００，０００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。 

 


