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１．概要                                      【公表】 

研究交流課題名 パーム・バイオマス・イニシアティブの創造と発展 

日本側 

拠点機関名 
国立大学法人九州工業大学 

コーディネーター

所属・職・氏名 
大学院生命体工学研究科・教授・白井義人 

相手国（地域）側 

国名 拠点機関名 コーディネーター所属・職・氏名 

マ レ ー

シア 

国立マレーシアプトラ

大学 

Faculty of Biotechnology and Molecular 

Bioscience・Dean, Professor・Mohd. Ali 

Hassan 

 

２．研究交流目標（申請時の目標） 

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。 

[目標１]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。 

[目標２]ＣＤＭ事業が立ち上がり、我が国の温暖化ガス削減に貢献すること。 

[目標３]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。

[目標４]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と。 

[目標５]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。 
 

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。 

 

３．これまでの研究交流活動の進捗状況 

①申請時の研究交流目標に対する進捗状況について記入してください。 

[目標 1] 

共同研究を実施している世界最大のパームオイル企業である FELDA 社の新規工場建設に伴う事業計画に

おいて、我々の提案が採用され、パームバイオマスを有効に利用する有機肥料製造事業が新たに立ち上がる

こととなった。パームバイオマスの物質変換／エネルギー利用に関して、日本の民間企業複数社と研究機関

が関心を表明している。 

[目標２] 

本共同研究成果に基づき、FELDA 社はマレーシアエネルギーセンターと連携して、「パームオイル廃液の

バイオガス発電」を、CDM 案件として事業化することを決定した。 

[目標３] 

世界的プラットフォームである持続可能なパームオイルの円卓会議に参加し、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議論に参加した。同会議の主要メンバーを招聘したフォーラムを開

催し、一般からの意見を聴取した。さらに人文社会系の研究者との連携も進めている。 

[目標４] 

マレーシア森林研究所との連携を進め、熱帯雨林保全と土地利用変化に関する二つのプロジェクトサイト

のフィールドワークやセミナー開催を通じた意見交換を実施した。 

[目標５] 

本プログラムに関連して、これまでマレーシアから九州工業大学に 4名の博士後期課程学生が入学してい

る。さらに、九州工業大学をハブとして、協力機関に一定期間 4名の短期滞在学生を派遣し、最新の技術を

修得させることが出来た。日本からも博士課程学生 3名が渡航し、現地に滞在して研究を実施した。九州工

業大学とマレーシアプトラ大学では、マレーシアを拠点として、関係する途上国から博士後期課程学生を受

け入れ、共同で指導し博士学位を授与するデュアル学位コースの設置で合意に至っている。 
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②目標を達成するために実施したこれまで（平成１９年８月末まで）の交流について、「共同研究」、「セミ

ナー」及び「研究者交流」の交流の形態ごとに、交流人数の総計と交流活動の概略を記入してください。 

 

（１）共同研究（延べ交流人数： ３８人） 

【Ｒ－１】「パームオイル廃液のメタン発酵とエネルギー供給」 

本研究テーマに関連して、CDM 案件化に向けた技術的課題と排出権取引に関する事業性検討を、世界最

大のパームオイル企業であり、共同研究先でもある FELDA 社の幹部およびマレーシアプトラ大学の研究者

と共に詳細に行った。その結果、同社を舞台とする CDM 事業の実現可能性が確認され、CDM 認証に必要な

プロジェクト設計書の作成と国連承認に向け、さらに連携を強めることとなった。マレーシアエネルギー

センターと連携し、メタン発酵ガスの発電事業を CDM 事業とする契約が結ばれた。これは本事業の大きな

成果ということができる。 

【Ｒ－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」製造に関して、事業化を視野に入れた共同研究

を行った。 

【Ｒ－３】「持続可能な油ヤシプランテーション運営」 

世界的プラットフォームである持続可能なパームオイルの円卓会議に参加し、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議論に参加した。マレーシアプトラ大学を拠点として、早稲田

大学大学院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の連携

など、人文社会系の研究ともネットワークを構築している。 

【Ｒ－４】「油ヤシプランテーションと熱帯雨林の管理法の研究」 

本テーマに関連して、マレーシア森林研究所との連携を進め、熱帯雨林保全と土地利用変化に関する二

つのプロジェクトサイトのフィールドワークを実施した。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。 

 

（２）セミナー（延べ開催回数： ７回、延べ交流人数： １７人） 

上記研究テーマに呼応して、多様な切り口から、パームバイオマスに関する国内外の専門家を招聘するセ

ミナーを開催した（セミナー参加者総数 1000 人弱）。とりわけ九州工業大学国際環境フォーラムと連携する

開催分については、一般市民を対象としており、本事業の取組みを広く一般に周知させるばかりでなく、中

立的立場で開催することにより、とかく偏った報道がなされることの多いパームオイル利用に関して、より

公平かつ正確な判断材料を提供する。さらに、セミナーで寄せられたコメントに基づき、研究の方向性を適

宜軌道修正する機能も有する。 

 

（３）研究者交流（延べ交流人数： ５１人） 

まず、国際研究教育拠点としてのネットワークを構築するため、拠点機関におけるデュアル学位コースの

検討を行い、設置に関する双方の合意を得た。これは、九州工業大学またはマレーシアプトラ大学に入学し

た博士後期課程学生を、マレーシアを拠点として共同で教育指導し、学位を授与する制度である。九州工業

大学は、マレーシアにサテライトオフィスを設置しており、本事業においても、共同研究や研究者交流の拠

点として活用している。ここでは、e-ラーニングの導入も含め、その機能をさらにサテライトキャンパスへ

と拡充することを検討している。この制度が実現すれば、マレーシアだけでなく、未だ貧困状態から脱出で

きない東南アジアやアフリカ等のパームオイル産油国の人材を、マレーシアに滞在させ、そこで彼らを教育

指導することができる。さらに、必要に応じて日本に招き、国内の協力機関で必要な教育指導をすることも

できる。金銭的な事情により日本での就学機会を得難い優秀な学生に対して、物価の安いマレーシアで日本

の教育を受ける機会を与え、パームオイル産業により開発途上国を貧困状態から脱出させるための若手指導

者を育成することができる。 

また、国内外でパームバイオマスを原料とする物質/エネルギー変換への関心が高まっており、持続可能

性の観点から、技術開発のみならず、生態系への影響、社会的側面への配慮が必要となる。そのため、国内

外で開催される幅広い分野の会議などへの参加や成果発表等を通じて先端学術情報の集約のみならず、工学

系から、エコロジー系、人文社会系の研究者や環境 NPO とのネットワークの構築を図っている。本事業では、

マレーシアとの二国間交流を主軸に、パームオイル産油国や消費国の状況を反映させた「パームバイオマス

イニシアチブ」として結実させ、さらにそれらを還元させることを目的としており、必要な研究交流を推進

している。 
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これまでの交流を通じて、申請時の計画がどの程度進展したか、「学術的側面」、「社会への貢献」、「若手研

究者の養成」及び「先端的学術情報の集約」の観点から記入してください。 

 

○学術的側面 

・パームオイル産業から大量に廃棄される未利用バイオマスであるアブラヤシ空房から機能性材料として

注目されるリグノフェノールを製造するとともに、発酵原料たる糖を副生するシステムに関する成果が

得られ、国内外の学会で報告した。 

・マレーシアのパームオイル搾油工場に日本からの技術移転により建設した 500ｍ3 のメタン発酵設備の

運転を継続して行い、各種運転パラメータに関する化学工学的知見が得られ、国内外の学会で報告した。

・アブラヤシプランテーションの環境影響について、パームバイオマスからの温暖化ガス排出とプランテ

ーションへの土地利用変化に伴う水質変化に関する調査を実施中であり、持続可能なパームオイル生産

に関する提言（パームバイオマスイニシアチブ）へ反映させる予定としている。 

 

○社会への貢献 

・世界最大のパームオイル企業であり、共同研究相手の FELDA 社がメタン発酵ガスの発電による温暖化ガ

ス排出削減ビジネス（CDM 事業）を開始するにあたり、本共同研究の成果が事業計画に反映され、CDM

認証に必要なプロジェクト設計書の作成と国連承認に向け、さらに連携を強めることとなった。 

・（独）産業技術総合研究所や NEDO といった日本のバイオマス政策に関与する機関をはじめ、多数の民間

企業や大学など調査研究機関の、本学マレーシア拠点への見学受入や調査研究の支援を行った。 

・バイオマスの利活用に関する関心は産業界のみならず一般的な高まりを見せているが、殊パームオイル

産業に関して日本国内では必ずしも公正な報道がなされない。持続可能なパームバイオマス利用は、生

産者努力のみならず、消費者たる一般市民の正しい理解が得られて成り立つ。この点において、持続可

能なパームオイル実現を目指す世界的 NGO である RSPO との連携や、その関係者を講師に招聘する一般

市民向けのセミナー開催により、「環境と社会にやさしいパームオイル産業」について考える機会を提

供した。 

 

 

○若手研究者の養成 

本事業に関連して、マレーシアから九工大に 4名の博士コース進学と、4名の短期滞在学生の受け入れが

あり、さらに、国内の協力機関へ派遣して共同研究を実施した。九工大からマレーシアには 3名の学生が研

究のため滞在した実績がある。目標の効率的な達成を目指して、マレーシアプトラ大学(UPM)とは、デュア

ル学位コースの設置で合意している。これは、九工大と UPM の教員、研究者が協力してひとりの博士課程学

生を指導し、博士を授与する。そのため、UPM 内にサテライトキャンパスを設け、e-ラーニングの活用によ

り日本側拠点機関と同等の教育を提供することを検討している。この制度が実現すれば、マレーシアだけで

なく、インドネシアやタイなど東南アジアからアフリカに至るパームオイルを生産する開発途上国の人材が

日本より物価の安いマレーシアに滞在し、そこで教育機会を得ることができる。 

 

 

 

 

 

○先端的学術情報の集約 

本事業の協力機関である東京大学・広島大学を主幹とするバイオマスアジアワークショップとの連携によ

り、第四回バイオマスワークショップがマレーシアで開催される。世界的に耳目を集めるパームバイオマス

のエネルギー／物質転換に関する技術的な先端的学術情報の効率的な集約が図られている。それのみなら

ず、バイオマス利活用を考える上で不可欠な生態系への環境影響や、プランテーション農民の生活など社会

影響についても、エコロジー系から人文社会系の研究者との連携により、学際的に先端学術情報の集約に取

組んでいる。 
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４．事業の実施体制 

①若手研究者養成の体制 

若手研究者が身につけるべき能力・資質等の向上に資する仕組みを構築し、それをどのように機能させ

ているか記入してください。 

 

若手研究者が参加する共同研究や研究者交流においては、実際にヤシ油搾油工場から排出されたバイオマ

スを実験試料とし、また熱帯雨林やプランテーションでのフィールドワークを行うなど、現場・現物主義を

徹底している。大学院生は、学生寮またはホームステイによる滞在経験を経て、異文化への理解を深めてい

る。以上において、相手との意思疎通は全て英語で行うこととしている。 

これまで、セミナーの企画・運営は若手研究者を中心に行っている。本事業を通じて培った人脈を活かし

て、第一線の研究者への講演要請から始まり、全ての手配を英語で完遂している。 

さらに、若手研究者主体による成果発表を促しており、プレゼンテーション能力の向上を図っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②日本側拠点機関の体制 

日本側拠点機関としての実施体制、日本国内の他機関との協力体制などの実施・運営体制を記入してく

ださい。 

 

【日本側拠点機関としての実施体制】 

日本側拠点機関である九州工業大学では、相手国拠点機関マレーシアプトラ大学内に、九州工業大学マレ

ーシアサテライトオフィスを設置しており、同所に特任教授が常駐していることから、共同研究・研究者交

流・マレーシアでのセミナー開催が円滑に図られる状況にある。 

 

【日本国内の他機関との協力体制などの実施・運営体制】 

国内協力機関との連携に関して、三重大学舩岡研究室との連携強化が平成 18 年度までに進んだ。パーム

バイオマスである空房の有効利用はマレーシアでは高い関心が強まっており、舩岡研究室のもつリグニン資

源化技術にマレーシア側が注目している。平成 18 年度にはマレーシアから 4 名の学生が舩岡研究室に短期

滞在し、アブラヤシ空房からのリグノフェノール変換手法を修得し、共同研究が進展した。また、北九州市

立大学原口研究室との連携強化が平成 19 年度までに進んだ。マレーシアでの土地利用変化に伴う環境影響

評価を、九州工業大学博士後期課程学生 1名がテーマとして取組み、原口研究室で環境分析に関する指導を

受けている。さらに、平成 19 年度には、マレーシアプトラ大学と九州工業大学の博士後期課程学生各 1 名

が九州大学酒井研究室に滞在し、微生物の同定に関する最新技術を修得する予定である。以上の通り、日本

側拠点機関をハブとして大学院生を派遣して、協力機関と共同で指導する体制が構築され、順調に運営され

ている。 

さらに、日本側研究拠点の拡充として、UPM に滞在中の早稲田大学・神波博士を中心にプランテーション

社会の生活向上に向けた研究拠点をマレーシアに形成することに成功した。今後はマレーシアプトラ大学、

世界最大のパームオイル企業である FELDA 社のプランテーション内居住民と連携し、【R-3】【R-4】に関する

研究拠点とする予定である。これに関連して、平成 18 年度(他経費)および 19年度(本事業経費)には、九州

工業大学博士前期課程学生 1名が、プランテーション労働者の家庭にホームステイし、プランテーションか

らの温暖化ガス放出に関する研究に従事した。 

早稲田大学・神波博士、三重大学舩岡教授、北九州市立大学原口教授は、セミナー講師も担当しており、

協力を得られている。 
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③相手国とのネットワークの構築状況 

相手国拠点機関との協力体制、ネットワーク構築状況について、記入してください。 

 

【相手国拠点機関との協力体制】 

平成 18 年度に、マレーシアプトラ大学から、学長、副学長【教育担当】、財務担当者ら計 7名が交流協定

校である九州工業大学を訪問した際に、大学間交流協定の更新（さらに 5年間の継続と内容の拡充）が決定

された。これによりマレーシアプトラ大学では、大学院生に対して、日本への派遣のための予算化が実現し

た。また、本事業の取組み内容についても協議した。九州工業大学は、相手国拠点機関マレーシアプトラ大

学内に、九州工業大学マレーシアサテライトオフィスを設置（同所に特任教授が常駐）している。今後、本

マレーシア拠点を中心に若手研究者の育成に活用していくこととし、とりわけデュアル学位制度の制度設計

について、双方の学務担当者を交えて詳細に検討した。さらに、マレーシアにおける拠点の教育研究機能拡

充のため、e-ラーニングシステム等、最新 IT 機器を用いたリモート教育システムをマレーシアプトラ大学

と九工大との間でテスト調整を完了させた。 

 

【ネットワーク構築状況】 

マレーシアの主幹産業であるパームオイル産業を研究テーマとする本取組みには、マレーシア側の関心と

理解が高く、世界最大のパームオイル企業である FELDA 社をはじめ、熱帯雨林研究の世界的中心であるマレ

ーシア森林研究所、持続可能なパームオイルの生産とその流通加工に向けた世界的 NGO である RSPO など拠

点機関以外とのネットワーク構築も進み、成果も上がっている。さらに、マレーシアでのセミナー開催や英

文ホームページによる情報公開を通じて、若手研究者から本事業へのアクセスがあり、平成 19 年度には、

九州工業大学博士後期課程へ 3名（内 2名は拠点機関以外の出身）が入学するなど、ネットワーク構築の成

果が具現化している。 

 

 




