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評価資料の要約評価資料の要約評価資料の要約評価資料の要約 
 赤道直下の熱帯性気候であるマレーシアは、イスラム文化の影響を大きく受けた社会であり、多様

な人種構成をもつ。近年の経済発展はめざましく環境問題の克服を目指しながら質の高い生活を享受

しようとしている。平成１２年度から平成２１年度にかけて実施された本拠点大学交流事業は、京都

大学及びマラヤ大学を拠点大学として、両国の主要大学の研究者により環境科学の分野を中心とした

交流・共同研究を行い、両国の異なった社会を比較・検討することによって持続可能なゼロディスチ

ャージ・ゼロエミッション社会を構築するためには何が求められるのかを考え、その手段と可能性を

検討することを目的とした。換言するならば、本事業遂行により、両国の環境科学における研究レベ

ルを相互の協力体制によって一層高め、それぞれの長所を生かした、実質的で高い質の共同研究を遂

行すること目指したものである。 
 
 本事業では、ゼロディスチャージ・ゼロエミッション社会構築にあたって重要となる１０の要素分

野をとりあげ、各分野について日馬両国研究者からなるグループを構成した。１０の分野とは、 
  
 ① 環境倫理・法律・経済に関する研究、 
 ② 水環境計画に関する研究、 
 ③ 環境計画に関する研究、 
 ④ 環境リスク管理に関する研究、 
 ⑤ 水質・水量の管理と処理技術、 
 ⑥ ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－廃棄物・焼却―、 
 ⑦ 異なった気候下における都市構造と二酸化炭素及び大気汚染物質の排出との関わりに関する研

究、 
 ⑧ ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－地盤環境と生態系関連―、 
 ⑨ ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－天然資源とエネルギー運用―、 
 ⑩ ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－暑熱地域における環境共生建築技術の構  
   築―、 
 
であり、グループ内においては緊密な協働作業やグループ・セミナーを行うと共に、グループ間では

包括セミナーやグループリーダー会議を行うことによって、個別分野におけるエッジカッティング的

な尖鋭性を保持しつつ、かつ、それらのゼロディスチャージ・ゼロエミッション社会実現からみた使

命・役割の喚起に努力した。さらに、グループを横断した諸課題や、事業運営に関わる基本的問題に

関しては、日馬両国のコーディネーター及びプログラム・リーダーらが年２回の頻度で会合を持ち事

業全体の運営・管理を行った。 
 
 本事業に参加した大学は、日本側は京都大学を中心に３０大学、マレーシア側はマラヤ大学を中心

に１０大学であり、参加研究者は日本側１８６名、マレーシア側１７９名に及んでいる（いずれも平

成 21 年度実績）。交流人員数は、日本からの派遣３２０人、マレーシアからの受け入れ３４７人であ

り、１０のグループが開催したグループセミナーは３４回、全グループ参加の包括セミナーを３回、

さらにコーディネーター会議を２１回にわたり行っている。 
 これらの結果、本事業活動が契機となって公表された論文は５２０編、日本側拠点校である京都大

学において受け入れたマレーシア人留学生は３９人におよび、関連研究資金として１８件予算規模５

３．２億円の研究費獲得がなされた。 
 また、マラヤ大学・京都大学間にて大学院の正規授業として遠隔同時授業を開始し、マラヤ大学キ

ャンパス内に京都大学海外活動拠点オフィスを開設するなど、本事業は日馬間の学術交流に大きく貢

献した。 
  
 近年の深刻な地球環境問題を背景とし、維持可能な社会・産業の発展と環境・生態系の保全を目指

して、ゼロディスチャージ（無環境負荷）・ゼロエミッション（無排出物）社会を構築することが、

地球規模の課題となっている。これらの社会の構築には、先進国・新興国の違い、科学技術の発展段

階や自然環境、文化的背景の違いの調和をはかりながら、深刻な環境問題に対処するための高度な環

境創造技術、人間行動規範としての倫理・経済活動について国際的・組織的かつ永続的な調査・研究

が必須であり、とりわけ日馬間での協働体制は、本事業により確立されたと言ってよい。 
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Summary of References 
Malaysia is an equatorial country with a tropical climate. It has a diverse ethnic 

composition and a culture that has been influenced greatly by Islamic culture. In recent years, 
Malaysia has experienced tremendous economic growth, and while it works to overcome 
environmental problems, increasingly its people are enjoying the benefits of a high quality of life. 
In the Core University Program that was implemented from FY 2000 to 2009, with Kyoto 
University and the University of Malaya serving as core universities, researchers from major 
universities in both countries conducted interchange and joint research, primarily in the field of 
environmental science, to compare and study the differences in society between the two countries, 
in order to determine what is needed to build a sustainable zero discharge / zero emission society 
and study the means and potential for accomplishing this goal. The project's objective was to 
improve the level of environmental science research in both countries through an organization for 
mutual cooperation, and to utilize the respective strengths of the two countries to carry out 
substantive, high quality joint research. 
 

The project identified 10 elemental fields considered to be important in the effort to build 
a zero discharge / zero emission society. Groups made up of researchers from Japan and Malaysia 
were formed for each field. The ten fields were as follows: 
 
1. Environmental Ethics, Regulation and Economy 
2. Water Environmental Planning 
3. Environmental Planning 
4. Environmental Risk Management 
5. Water & Wastewater Management and Technologies 
6. Basic Environmental Technology for Zero Discharge 
- Solid Waste Management & Incineration - 
7. Study on Planning Urban Energy System to Minimize of CO2 and Other 
Air Pollution in Cities under Different Climate Conditions - Japan and Malaysia - 
8. Basic Environmental Technology for Zero Discharge 
- Geotechnical and Ecological Environment Management 
9. Basic Environmental Technology for Zero Discharge 
- Natural Resources and Energy Management - 
10. Basic Environmental Technology for Zero Discharge 
- Development of Passive Design and Technology in Tropical Climate - 
 

Researchers in each group worked in close cooperation with one another and held group 
seminars. Comprehensive Seminars that included multiple groups and group leader meetings 
were also held. The purpose of these efforts was to evoke a sense of the group's mission and role 
from the perspective of achieving a zero discharge / zero emission society, while maintaining the 
cutting-edge nature of the individual fields involved. Coordinators from Japan and Malaysia and 
program leaders also held meetings twice a year to discuss basic issues relating to project 
operation and various issues that cut across all groups, and to manage the overall project. 
 

30 universities including Kyoto University from the Japan side and 10 universities 
including the University of Malaya from the Malaysian side participated in the project, in 
addition to 186 Japanese researchers and 179 Malaysian researchers. 320 interchange personnel 
were sent from Japan and 347 were accepted from Malaysia. (All the figures quoted are for FY 
2009.) In all, 34 group seminars were held by the ten groups, and three comprehensive seminars 
that included all groups were held. In addition, 21 coordinator conferences were held. 
 

520 papers were issued as a result of the momentum created by these project activities, 
and 39 foreign students from Malaysia were accepted at Kyoto University, the core university for 
the project in Japan. Related research funding amounting to JPY 5.32 billion was acquired for 18 
projects. In addition, remote simultaneous classes were started between the University of Malaya 
and Kyoto University as regular graduate school classes. A Kyoto University overseas activity 
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center office was also established on the University of Malaya campus. In these ways, the project 
made a major contribution to academic interchange between Japan and Malaysia. 
 

In the light of the serious global environmental problems of recent years, the need to 
establish a zero discharge / zero emission society in order to develop a sustainable society and 
industry and preserve our environment and ecosystems is becoming an important issue on a 
global scale. Creating such a society will require advanced environmental creation technologies 
capable of dealing with serious environmental issues, as well as international, organized and 
lasting research into ethical and economic activities as human codes of conduct. At the same time, 
a balance must be maintained with regard to differences between developed and developing 
countries, and in terms of differences in stage of scientific and technological development, state of 
the natural environment and cultural background. The cooperative organization for such efforts 
between Japan and Malaysia in particular was established as a result of this project. 
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１．事業の目１．事業の目１．事業の目１．事業の目標標標標 
 
近年の深刻な地球環境問題を背景とし、持続可能な社会・産業の発展と環境・生態系の保全を目指

して、ゼロディスチャージ（無環境負荷）・ゼロエミッション（無排出物）社会を構築することが、

地球規模の課題となっている。このような社会の構築には、先進国・途上国の違い、科学技術の発展

段階や自然環境、文化的背景の違いの調和をはかりながら、深刻な環境問題に対処するための高度な

環境創造技術、人間行動規範としての倫理・経済活動について新たな提案をしていく必要がある。 
 
マレーシアは赤道直下の熱帯性気候で、イスラム文化の影響を大きく受けた社会であり、人種的に

も多様である。また、近年の産業等の発展はめざましく環境問題の克服を目指しながら質の高い生活

を享受しようとしている。平成１２年度より開始された京都大学－マレーシア・マラヤ大学の拠点大

学方式による、環境科学学術交流事業は、マラヤ大学をはじめとする研究者と交流・共同研究を行い、

日本とは大きく異なる社会と比較検討することによって持続可能なゼロディスチャージ・ゼロエミッ

ション社会を構築するためには何が求められるのかを考え、その手段と可能性を検討することを目的

としている。事業を通して、両国の環境科学における研究レベルを、相互の協力体制によって一層高

め、それぞれの長所を生かした、実質的で高い質の共同研究を遂行すること目指すものである。 
 
 本拠点大学交流では、「環境倫理・法律・経済に関する研究」「水環境計画に関する研究」「環境計

画に関する研究」「環境リスク管理に関する研究」「水質・水量の管理と処理技術」「ゼロディスチャ

ージシステムを構築する基礎技術群－廃棄物・焼却―」「異なった気候下における都市構造と二酸化

炭素及び大気汚染物質の排出との関わりに関する研究」「ゼロディスチャージシステムを構築する基

礎技術群－地盤環境と生態系関連―」「ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－天然資

源とエネルギー運用―」「ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－暑熱地域における環

境共生建築技術の構築―」の 10 個の課題で共同研究を実施し、日本およびマレーシアの参加研究者

が緊密な研究連携を行い、協力体制を構築する。その結果、本事業終了後も長きに渡って研究交流の

定着および一層の推進を可能とするような人的、知的ネットワークを両国間に構築することを本事業

の主要目標と位置付けている。研究交流を軸として、研究課題ごとの枠組みを超えた研究者交流、研

究プロジェクトの推進を行い、得られた成果を国際会議やシンポジウム、セミナー、ワークショップ

等において特に若手研究者を主体とした共著論文や著書や講演によって発信し成果の社会還元を目

指すとともに、両国間の研究連携・協力体制を基盤とした研究者交流、包括セミナー、コーディネー

ター会議などの交流の場を活用して、本事業によって培われた知識や技術を日本・マレーシア双方で

共有し、両国にとって Win-Win の関係を築くことをねらいとしている。 
 
 本事業における共同研究は、10 のグループに分かれて実施している。それぞれのグループの研究は

密接に関連しており、定期的に開催されるグループリーダー会議、毎年 2 度開催されるコーディネー

ター会議、中国との拠点大学交流事業「都市環境」の参加者と本事業参加者が一同に会して毎年開催

される連絡協議会、およびセミナー、シンポジウム、ワークショップなどにおいて情報交換や成果の

相互評価を行いつつ研究を進める。各研究グループの目標を以下に示す。 
 
（１）環境倫理（１）環境倫理（１）環境倫理（１）環境倫理・・・・法律法律法律法律・・・・経済に関する研究経済に関する研究経済に関する研究経済に関する研究［グループ１］［グループ１］［グループ１］［グループ１］    
 急激に工業化、都市化が進むマレーシア社会で環境保全、持続的開発の可能性をどのように保障す

るか、また、近年では国際水準に達してきたマレーシアにおける研究内容の向上過程を鑑み、日本が

歩んだ道と同じ道を踏まないためにはどのような回避が可能かを検討する。更に、環境倫理、法制度、

環境教育の比較とこれからの日本、マレーシア社会の持続的発展の方向を探る。グループ１で検討す

る具体的内容としては、以下の項目があげられる。 

・ 環境倫理と法制度の歴史的考察 

・ 地球環境に関する国際条約の発展 

・ 世界の環境倫理と法制 

・ 環境倫理、教育と持続定社会 

・ 技術・文化と将来の環境 
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 また、グループ１は、「環境科学」研究プロジェクトの先頭集団として位置づけられており、環境

科学への取り組みのフィロソフィー、倫理についての見解を他の研究グループに向けて発信する使命

も持つ。 
 

（２）水環境計画に関する研究（２）水環境計画に関する研究（２）水環境計画に関する研究（２）水環境計画に関する研究［グループ２］［グループ２］［グループ２］［グループ２］    
本研究の目的は、社会資本としての生活・環境関連施設の設計・管理および水環境計画を快適環境

創造の立場から再検討することである。そのために、人の住む場の環境計画のあり方や設計概念を、

機能性や効率性だけでなく、自然度や快適性、人間味の立場から見直す。また、環境計測技術の充実

を図るとともに、景観論的な立場から公園や建物、緑や水辺の配置などのあり方を検討する。とくに、

都市開発に伴う都市生活環境の悪化の問題を対象とし、自然環境と調和した都市環境の最適管理法、

環境を考慮した都市計画や環境計画の手順と手法を検討し、都市環境の評価システムの開発を行う。 

具体的には、第一段階として、都市内水環境関連施設、建物などに係わるエネルギーバランス、公

共事業などで建設される道路や交通制御、公園・建物などの配置・制御に関する安全性評価を行う。

第二段階としては、水環境施設やライフラインの適切な配置計画についての検討、所要機能と施設の

設定、および水都市環境の総適管理法の開発を行う。第三段階としては、都市地域計画法の確立、新

ライフラインの構築、エネルギー生産・消費体系の見直しおよび危険材料の評価と管理を行う。 

 
（３）環境計画に関する研究（３）環境計画に関する研究（３）環境計画に関する研究（３）環境計画に関する研究［グループ３］［グループ３］［グループ３］［グループ３］    
本研究の目的は、社会資本としての生活・環境関連施設の設計・管理および環境計画を快適環境創

造の立場から再検討することである。そのために、人の住む場の環境計画のあり方や設計概念を、機

能性や効率性だけでなく、自然度や快適性、人間味の立場から見直す。また、環境計測技術の充実を

図るとともに、景観論的な立場から公園や建物、緑や水辺の配置等のあり方を検討する。特に、都市

開発に伴う都市生活環境の悪化の問題を対象とし、自然環境と調和した都市環境の最適管理法、環境

を考慮した都市計画や環境計画の手順と手法を検討し、都市環境の評価システムの開発を行う。  

 

（４）環境リスク管理に関する研究（４）環境リスク管理に関する研究（４）環境リスク管理に関する研究（４）環境リスク管理に関する研究［グループ４］［グループ４］［グループ４］［グループ４］    
 環境リスク管理に関する本課題では、工業、農業および日常生活において使用される種々の化学物

質、重金属や農薬、内分泌攪乱物質によるヒトおよび生態系にリスクを定量的に評価し、かつそれら

のリスクを正当かつ合理的に管理する工学的な枠組みの開発、その日本およびマレーシアにおける事

例研究を介して国際比較研究を実施することを目的としている。特に、地域の気候風土や産業並びに

都市生活の態様の相違、環境政策等の歴史の相違を反映して、両国においては環境リスク評価・管理

の対象物質や管理の方式について、異なる実体的な枠組みが必要とされる可能性がある。本課題では、

共通のリスク評価・管理の枠組みを開発し、それらを両国において適用し、比較事例研究を遂行する

ことを介して、合理的で実効のある環境リスク評価・管理の工学的枠組みの開発を目指す。 
 さらに、共通の研究課題として「リスクアセスメント／リスクマネジメントの枠組みの構築及びそ

の適用による比較研究」を設定する。この課題においては、京都大学において開発した、ヒトに曝露

された鉛など各種有害物質の人体内動態を評価する計算機モデルをマラヤ大学に移植し、環境中有害

物質を対象とした、共通の研究の場を構築する。また、エコトキシコロジーについても情報交換を行

い、岡山大学において確立しつつある環境中有害物質の生態毒性評価のためのバイオアッセイ手法を

マレーシア側に移植し、マレーシアにおいても研究チームを形成して、両国におけるエコトキシコロ

ジーに関する共通の研究の場も構築する。 
 
（５）水質・水量の管理と処理技術（５）水質・水量の管理と処理技術（５）水質・水量の管理と処理技術（５）水質・水量の管理と処理技術［グループ５］［グループ５］［グループ５］［グループ５］    
水の効果的な循環利用を念頭に安全な飲料水の供給、高度な水処理技術の適用、水域の水質汚濁制

御、快適な水環境の創造を目指している。実際には水質汚濁の調査および解析と、水の循環利用のた

めの水処理技術の開発である。具体的には、水質汚濁の現況把握機構の解析、水資源の循環利用のた

めに利用可能な排水処理技術の調査、上下水道に係わる適切な水処理技術の適用および高度処理技術

の開発、下水収集システムの革新などを行う。この研究により、消費域内での水量・水質管理システ

ムの循環体系が構築でき、環境にやさしい水利用のシステムが構築できる。また、現在浄水処理は急

速砂ろ過法廃水及び下水処理は標準活性汚泥法等の好気的生物処理法が実施されている。より高度な

質の水を得ることを目的にし、省エネルギーの観点から考え、現場に適したより効率的な水処理シス

テムの構築が望まれている。さらに持続的発展の条件下にあって物質の循環は基本であり、汚泥から
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資源を回収し有効に利用できる技術が望まれている。 
上記の背景を鑑みて、次に示す 6 つの研究テーマを示した。1）栄養塩類除去のための生物膜反応

器の開発及びシミュレーションによる処理効率の把握及び設計因子の把握、2）内分泌撹乱化学物質

の膜処理による除去効率把握、3）嫌気性処理等省エネルギー水処理方法の開発及び有用物質の回収、

4）内分泌撹乱化学物質の高級酸化処理及び副産物の同定、5）GIS を用いた流域管理手法の開発、6）
Non－point source からの汚染物質の流出解析 
本研究により、省スペース、省エネルギーで膜処理、活性炭処理、オゾン処理を組合せた高度処理

システムが開発されることとなり、持続的発展の理念に資することとなる。また、コンパクトで維持

管理が容易であることから、今後の小規模廃水・下水処理場の高度処理施設として社会的貢献は大き

いものと考えられる。また、日本・マレーシア双方でモデル流域を設定し、流域流出過程・モデル化・

管理予測などの分野で両国が共通する具体的研究テーマを抽出し、それぞれの国のそのテーマに対す

る専門家が互いに意見交換する形でプロジェクトを進行させる。 
 
（６）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－廃棄物・焼却－（６）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－廃棄物・焼却－（６）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－廃棄物・焼却－（６）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－廃棄物・焼却－［グループ［グループ［グループ［グループ６６６６］］］］    
持続可能なゼロディスチャージ・ゼロエミッション社会を構築するために何が求められているのか、

またその手段と可能性を検討することを目的とし、特にこのプロジェクトでは固体廃棄物に対象を絞

り、適切な廃棄物および有害化学物質の管理、資源循環システムの検討を行う。まず研究を進める上

での知見であるが、両国の廃棄物問題や管理システムについての基礎的な情報を共有し、適切な廃棄

物管理の検討のために必要な情報の獲得に努める。埋立後の廃棄物の適正管理という視点から、埋立

地の浸出水の発生量や浸出水の化学性状などについても情報交換を行い、日本とマレーシアとで比較

する。その上で、固形廃棄物からの有害物質の環境影響評価とその管理技術に着目し、有害廃棄物の

固化／安定化技術について、調査することとした。具体的には、日本で問題となっている都市ごみ焼

却飛灰および主灰、マレーシアで問題となっている廃棄物に着目し、その環境影響を調査すると共に、

適切な処理技術を模索する。具体的には、未処理のそれらの廃棄物と、セメントなどを用いて固化／

安定化した処理物を試料とし、有害物質の溶出挙動を評価する。有害物質としては Pb、Cd、Cu、Cr
などの重金属類と、Na、K、Cl などの可溶性塩類を対象とする。また、環境影響を評価するための

溶出試験法としては、日本の公定法である環境庁告示第 13 号に定められる試験方法、マレーシアで

公定法として採用されている米国の TCLP 法、および成型体からの溶出を評価するための溶出試験法

であるタンクリーチング試験（米国の ANS.16.1 など）を行う。これらの共同研究により、固形廃棄

物に起因する特に水系への環境汚染の実態が解明され、ゼロディスチャージ社会に向けての廃棄物処

理・処分方法に関する技術評価と循環系の達成手順が提示できることが期待される。そして、日本お

よびマレーシアの、廃棄物処理や循環型社会形成に関する政策や技術に関して、ライフサイクルアセ

スメント（LCA）手法や物質フロー解析手法を用いて、リサイクルによる物質循環、廃棄物管理シス

テムのあり方を検討する。 
 
（７）異なった気候下における都市構造と二酸化炭素及び大気汚染物質の排出との関わりに関する研（７）異なった気候下における都市構造と二酸化炭素及び大気汚染物質の排出との関わりに関する研（７）異なった気候下における都市構造と二酸化炭素及び大気汚染物質の排出との関わりに関する研（７）異なった気候下における都市構造と二酸化炭素及び大気汚染物質の排出との関わりに関する研    
究究究究［グループ［グループ［グループ［グループ７７７７］］］］    
本研究の目的は、日本・マレーシア双方の異なる気候条件下の都市における都市構造と二酸化炭素

及び大気汚染物質の排出量との関係を明らかにすることである。さらに、本グループではこの目標に

関連した以下の３つのサブグループを構成して研究を推進した。 
①大気汚染およびヒートアイランド現象の解析：都市構造の違いや気候条件の違いに基づく都市のヒ

ートアイランド現象の解析を行うと共に、産業や交通部門からの大気汚染物質の排出量とそれによる

都市大気汚染現象の解明を行う。ヒートアイランド現象については、ジョホールバルを対象として

1970,2000,2020 年の土地利用データを用いたモデル計算を実施する。大気汚染に関しては、クラン

渓谷における交通起源大気汚染物質の排出量マップを作成すると共に、大気汚染シミュレーションを

行って、影響評価と緩和策の策定を行う。 
②都市のエネルギー消費および低炭素都市シナリオの構築：異なる気候条件下での都市活動に基づく

エネルギー消費構造の解析および統合モデルを用いた将来のエネルギー消費を含む社会・経済シナリ

オの構築と低炭素都市シナリオの構築を行う。具体的には、イスカンダル開発地域（ジョホール州）

を対象として、持続可能な低炭素社会シナリオの構築を目的として、都市基盤計画、エネルギー需給

システム、社会経済システムのモデル化と中長期シナリオの作成を行う。 
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③都市交通に伴う道路騒音問題の解明：都市交通に起因する騒音問題を定量的に解析して、住みよい

都市生活空間を確保しながら都市発展を持続するためには都市計画はどうあるべきかを、明らかにす

る。具体的には、クアラルンプールの都市部での交通起源の騒音を対象として、騒音感受性と健康影

響との関係を明らかにする。 
 
（８）（８）（８）（８）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－地盤環境と生態系関連－ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－地盤環境と生態系関連－ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－地盤環境と生態系関連－ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－地盤環境と生態系関連－［グループ［グループ［グループ［グループ８８８８］］］］    
この課題では、持続可能なゼロディスチャージ・ゼロエミッション社会を構築する基礎技術群とし

て、地盤環境と生態系関連としている。すなわち、人間および生態系の生存基盤となっている地盤環

境に着目し、自然災害や人為的汚染から地盤環境を保全するための基礎技術やその応用について共同

研究を行うものとした。このようなテーマはきわめて広範な領域にまたがるものであることから、相

互研究討論の結果、地盤災害なかでも斜面災害防止の研究と、地盤環境保全に関する研究とに特化し

て研究交流を実施することとした。特に、応用地質学に関連する地盤災害研究は、マレーシアと日本

における共通の研究対象が存在することから、今後実質的な研究成果を挙げうるものと期待したもの

である。一方、地盤環境保全に関する研究は、それぞれの国ごとに取り組みの差が大きいものである

が、社会環境条件と合致した研究成果の蓄積が求められ、研究交流の意義は大きいものとして設定し

た。共同研究テーマとしてそれぞれ以下のような課題を設定した。 
・地盤災害の管理とマネージメントに関する研究 
   地すべりの調査と対策 
   都市地盤災害の防止 
   地震時における地盤液状化 
   軟弱岩体の特性の解明 
・地盤環境の保全に関する研究 
   固体廃棄物の地盤工学的処理と有効利用 
   廃棄物処分場の適正化 
   地盤汚染の解明と対策 
   地下水の保全と利用 
   環境地盤問題の教育と規則 
 
（９）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－天然資源とエネルギー運用－（９）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－天然資源とエネルギー運用－（９）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－天然資源とエネルギー運用－（９）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－天然資源とエネルギー運用－    

［グループ［グループ［グループ［グループ９９９９］］］］    
この課題では、現代の高度工業化社会において環境負荷を可能な限り低減し、持続可能なゼロディ

スチャージ・ゼロエミッション社会を構築するための要件を検討するとともに、それに適合する天然

資源の利用形態と最適なエネルギー管理・運用のシステムについて提案することを目的としている。

特に、エネルギー需給、資源保有量およびその利用、大気環境、等の現況に関するマレーシアと日本

における大きな違いを把握・認識するとともに、それらの将来予測をも考慮して、両国のエネルギー

保障と環境保全に望ましい描像および基盤となる技術を探ることとした。期待される成果としては、

以下のようなものがある。 
・ 熱動力システムに適合する再生可能エネルギー源とその有用性の明確化 
・ 各種天然資源利用のライフサイクル評価およびエネルギーモデルの提案 
・ 環境汚染防止を目指す小規模分散型エネルギー変換法の開発 
・エネルギー消費に伴う環境影響評価および環境負荷低減の可能性の提示 
また、マレーシアは石油・天然ガス資源を豊富に埋蔵・生産し、多くは日本へも輸出される．しか

し、燃焼生成物による環境汚染と化石資源の有限寿命の問題が顕在化し、エネルギー変換に関連した

将来技術開発の必要性が、我が国と同様に強く認識されている．とくに、再生可能エネルギー源の利

用と運用が重要な研究テーマとして多く提案されており、①バイオマス資源としてのココヤシ・産業

廃棄物の有効利用の検討、②風力・水力を活用する小規模分散型発電機の開発、③太陽電池の高性能

化、とともに④国情に適合するエネルギーモデルの開発と評価、をこの共同研究で行うこととした。

これらの成果は、何れも日本とマレーシア双方の利害の一致するところであり、有機的な共同研究が

期待されるものである。 

 
（（（（10101010）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－暑熱地域における環境共生建築技術の構）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－暑熱地域における環境共生建築技術の構）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－暑熱地域における環境共生建築技術の構）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－暑熱地域における環境共生建築技術の構    

築－築－築－築－［グループ［グループ［グループ［グループ 10101010］］］］    



 10

 この課題では、豊かな自然の中に人の生活圏を確保し、持続可能なゼロディスチャージ・ゼロエミ

ッション社会を構築するために何が求められているのか、またその手段と可能性を検討することを目

的とした。特に、地域の気候風土に対応して建物自体の温熱特性を向上させ、エネルギー消費型技術

に多くを依存することなく、良質な室内気候を形成する一連の技術的手法の開発を目指した。 
 具体的には、環境科学のうちで主に建築物（住宅）に対象を絞り、具体的な環境共生建築技術の検

討を行う。マレーシアの現代住宅建築については、環境負荷の大きな設計が優勢を占める一方、主に

外国から輸入された環境共生技術がうまく定着していないことがわかった。その原因は、設計段階早

期からの環境共生技術群の検討が行われていないことに尽きるが、これを克服するために①マレーシ

アで普及しているテラスハウスの計画論的検討、②日本の高度な計測技術によるマレーシアの伝統的

環境共生建築技術の評価、③日本のもつコスト管理、ＶＥ（Value Engineering）技術による低コス

ト化の促進、をこの共同研究で行うこととした。これらの成果は、まさに日本とマレーシア双方の利

害の一致するところであり、有機的な共同研究が期待されるものである。 

期待される成果としては、以下のようなものがある。 
・ 環境指向型の建築計画や環境デザインの手順と手法の明確化 
・ 地域の気候特性と生活様式に適合した温熱環境実現方法の提案 
・ 地域の排水・衛生問題への都市計画的対応手法の開発と提案 
・環境共生技術への防災的観点からの対応手法の開発と提案 
    

    

２．事業の実施状況２．事業の実施状況２．事業の実施状況２．事業の実施状況 
    

２－１．事業の全体的な体制２－１．事業の全体的な体制２－１．事業の全体的な体制２－１．事業の全体的な体制 
 

日本側の実施組織代表者は京都大学大学院工学研究科長が務めることになっており、１０年間の事

業期間中に４名が歴任した（辻 文三、荒木 光彦、西本 清一、大嶌 幸一郎）。本事業の実質的

なとりまとめを行うコーディネーターは３人が歴任し、宗宮 功 教授が平成１２年度から平成１３

年度、津野 洋 教授が平成１４年度から平成１８年度、松岡 譲 教授が平成１９年度から平成２

１年度まで務めた。コーディネーターの実務の補佐には、工学研究科の留学生担当講師２名がそれぞ

れプログラムリーダー、サブプログラムリーダーとしてその任に当たった（金多 隆、金 鐘[王呉]、
古谷 栄光、菅 誠治、山崎 雅弘、清水 正毅、和田 健司、松下 大輔、長 昌史）。交流に伴

う経理処理や雑務を含めた事務処理には、工学研究科事務部の職員がサポートを行った。 
マレーシア側のコーディネーターは平成１６年８月まではマラヤ大学工学部の教授が、平成１６年

８月以降は研究担当副学長補佐(Deputy Vice Chancellor)が務めることになっており Mohd. Ali 
Hashim 教授が平成１２年度から平成１５年度、Faisal Haji 教授が平成１６年度、Alias Daud 副学

長補佐が平成１６年度から平成１７年度、Muhamad Rasat Muhamad 副学長補佐が平成１８年度か

ら平成２０年度、Mohd Jamil Maah 副学長補佐が平成２０年度から平成２１年度の期間をそれぞれ

務めた。交流に伴う事務処理には、マラヤ大学本部研究推進担当部署の事務官がサポートを行った。 
最終年度の実施体制を下記に示す。 
 

日本側実施組織日本側実施組織日本側実施組織日本側実施組織    
     拠点大学： 京都大学 
  実施組織代表者： 京都大学大学院・工学研究科長・大嶌幸一郎 
 コーディネーター： 京都大学大学院・教授・松岡譲 

 協力大学： 北海道大学、東北大学、東京大学、東京農工大学、豊橋技術科学大学、大阪

大学、奈良女子大学、鳥取大学、岡山大学、広島大学、愛媛大学、九州大学、

滋賀県立大学、龍谷大学、摂南大学、大阪経済大学、大阪産業大学、熊本県

立大学、山口大学、鹿児島大学、神戸芸術工科大学、神戸大学、東京工業大

学、名古屋大学、和歌山大学、立命館大学、北見工業大学、岐阜大学、琉球

大学 
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事務組織： 
                  工学研究科国際交流委員会 

                    当事業の各専攻等への通知、連絡・報告機関 

 

                  連絡協議会（年１回） 

                    協力大学、協力研究者及び学内協力教員 

京都大学総長－工学研究科長     コーディネーター      プログラムリーダー 

      （大嶌幸一郎教授）   （松岡譲教授）     （松下大輔講師 平成２１年８月まで） 

（長昌史講師 平成２１年９月より） 

サブプログラムリーダー 

（長昌史講師 平成２１年８月まで） 

（内堀大地職員 平成２１年９月より） 

                  事務部長   学術協力課長    国際協力掛 

                         経理事務ｾﾝﾀｰ長    契約掛 
 
 
相手国側実施組織相手国側実施組織相手国側実施組織相手国側実施組織（拠点大学名・協力大学名は、和英併記願います。） 

     拠点大学：（英文） University of Malaya (UM) 
          （和文） マラヤ大学 
  実施組織代表者：（英文） 該当なし 
 コーディネーター：（英文） Mohd Jamil Maah, Professor, Deputy Vice Chancellor 
    協力大学：（英文） University Sains Malaysia (USM)、University Putra Malaysia (UPM)、

University Kebangsaan Malaysia (UKM)、University Technology 
Malaysia (UTM)、University Utara Malaysia(UUM)、University 
Malaysia Sarawak (UNIMAS) 、University Malaysia Sabah 
(UMS)、 International Islamic University (UIA)、University 
Technology Mara(UiTM)  

          （和文） マレーシア理科大学、マレーシアプトラ大学、マレーシア国民大学、

マレーシア工科大学、ウタラマレーシア大学、サラワクマレーシア

大学、サバマレーシア大学、国際イスラム大学、マラ工科大学 
 
本事業における研究交流が促進され、円滑に行われるように、拠点大学の代表者、コーディネータ

ー、プログラムリーダー、サブプログラムリーダー、担当職員が互いに参加するコーディネーター会

議を毎年度 2 回（5 月に京都、1 月にクアラルンプール）開催している。この会議では、事業全体の

実施体制、運営、管理に関する方針について議論し、成果発表のスケジュール等を策定している。 
年度当初には連絡協議会を開催し、協力大学や国内の協力研究者、学内の協力教員が一堂に会して

前年度の報告と当該年度の予定を共有し、今後の方針等を話し合う機会を設けている。 
 
 

２－２．共同研究の体制２－２．共同研究の体制２－２．共同研究の体制２－２．共同研究の体制 
 

本事業では、ゼロディスチャージ・ゼロエミッション社会構築にあたって重要となる１０の要素分

野をとりあげ、各分野について日馬両国研究者からなるグループを構成した。グループ内では緊密な

研究協力と数度のグループセミナーを実施し、個別研究テーマについてのカッティングエッジな研究

成果を上げてきている。各グループにおける研究体制は以下の通りである。 
 
（１）環境倫理・法律・経済に関する研究［グループ１］（１）環境倫理・法律・経済に関する研究［グループ１］（１）環境倫理・法律・経済に関する研究［グループ１］（１）環境倫理・法律・経済に関する研究［グループ１］    
代表 
日本側  松井三郎（平成 12〜13 年度）・京都大学大学院工学研究科・教授 
  同上 （平成 14〜18 年度）・京都大学大学院地球環境学堂・教授 
 清水芳久（平成 19〜21 年度）・京都大学大学院工学研究科・教授 
マレーシア側  Azizan Baharuddin（平成 12〜13 年度）, University of Malaya, Associate 

Professor  
  同上      （平成 14〜21 年度）, University of Malaya, Professor 
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参加者 （最終年度） 
日本側     22 名 
マレーシア側  18 名 

 
（２（２（２（２）水環境計画に関する研究［グループ２］）水環境計画に関する研究［グループ２］）水環境計画に関する研究［グループ２］）水環境計画に関する研究［グループ２］    
代表 
日本側  岡田徳夫（平成 12～16 年度）・京都大学防災研究所・教授 

 高月紘（平成 14 年度）・京都大学環境保全センター・教授 
         小林潔司（平成 17～21 年度）・京都大学大学院工学研究科・教授 
マレーシア側  Alias Abudullah （平成 11～15 年度）・Associate Professor・Dept．of Civil 

Eng．・International Islamic University Malaysia 
 P.Agamuthu（平成 14 年度）・Professor・Dept．of Civil Eng．・University of 

Malaysia 
 Maisarah Ali（平成 17～21 年度）・Associate Professor・Dept. of Civil Eng.・ 

 International Islamic University Malaysia 
参加者（最終年度） 
日本側     23 名 
マレーシア側  19 名 

 
（３）環境計画に関する研究［グループ３］（３）環境計画に関する研究［グループ３］（３）環境計画に関する研究［グループ３］（３）環境計画に関する研究［グループ３］    
代表 
日本側  北村隆一（平成 12～20 年度）・京都大学大学院工学研究科・教授 

 吉井稔雄（平成 21 年度）・京都大学大学院工学研究科・准教授 
マレーシア側  Puan Kamariah Kamsah（平成 12 年度）・Associate Professor・Universiti 

Teknologi MARA 
Che Musa Che Omar（平成 13～20 年度）・Associate Professor・Kulliyah of 

Architecture & Environmental Design・Universiti Islam Antarabangsa 
                Jamilah bt Mohamad（平成 21 年度）・Professor・University of Malaya 

参加者（最終年度） 
日本側     18 名 
マレーシア側  15 名 

 
（４）環境リスク管理に関する研究［グループ４］（４）環境リスク管理に関する研究［グループ４］（４）環境リスク管理に関する研究［グループ４］（４）環境リスク管理に関する研究［グループ４］    
代表 
日本側  森澤眞輔・京都大学工学研究科・教授 
        青山勲（平成 12, 13 年度）・岡山大学資源生物科学研究所・教授 
マレーシア側  Mazlin Mrkhtar・Associate Professor・Universiti Kabansaan Malysia 
        Abdul Rani Abdullah（平成 12年度）・Associate Professor・University of Malaya 
        Sharifuddin bin Md Zain(平成 13 年度)・Associate Professor・University of 

Malaya 
参加者（最終年度） 
日本側     10 名 
マレーシア側  17 名 

（平成 14 年度から、それまでのグループ５とグループ６が統合され、グループ４となった。） 
 
（５）水質・水量の管理と処理技術［グループ５］（５）水質・水量の管理と処理技術［グループ５］（５）水質・水量の管理と処理技術［グループ５］（５）水質・水量の管理と処理技術［グループ５］    
代表 
日本側  宗宮功（平成 12～13 年度）*1・京都大学大学院工学研究科・教授 
     海老瀬潜一（平成 12～13 年度）*2・摂南大学工学部・教授 
 住友恒（平成 12～13 年度）*3・京都大学大学院工学研究科・教授 
 津野洋（平成 12～14 年度）*4・京都大学大学院工学研究科・教授 
 藤井滋穂（平成 14～21 年度）*5・京都大学大学院工学研究科（～18 年度）・教
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授／京都大学大学院工学研究科（平成 19 年度～）・教授 
マレーシア側  Maketab Mohamed（平成 12～13 年度）*1・Associate Professor・Faculty of 

Chemical and Natural Resources Engineering ・ Universiti 
Technologi Malaysia 

 Ann Anton（平成 12～14 年度）*6・Associate Professor・Consultancy Serices 
and Training Unit・Universiti Malaysia Sabah 

 Azni Idris（平成 12～13 年度）*3・Associate Professor・Dept． of Civil Eng．・
Universiti Putra Malaysia 

 Rakmi Abdul Rahman（平成 12～21 年度）*7・Professor・Dept． of Civil Eng．・
Universiti Kebansaan Malaysia 

参加者 （最終年度） 
日本側     35 名 
マレーシア側  25 名 

注）本グループは、平成 12～13 年度は、G5-1(1)ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群

－水資源と消費－、G5-1(2)水域の水質データのデータベース化と水域水質管理システムの構築、

G5-1(3) ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－水処理技術－、G5-1(4) 新高度

水処理システムの開発、の４班であった。平成 14 年度には、G5-2(1) ゼロディスチャージシス

テムを構築する基礎技術群－水資源と消費－（G5-1(1)と G5-1(2)とが統合）、G5-2(2) 浄水およ

び廃水処理における新処理システムの開発（G5-1(3)と G5-1(4)とが統合）とになり、それが翌

年には、さらに統合し、水質・水量の管理と処理技術［グループ５(G5)］となった。上記で、

*1 は G5-1(1)、*2 は G5-1(2)、*3 は G5-1(3)、*4 は G5-1(4)と G5-2(2)、*5 は G5-2(1)と G5、
*6 は G5-1(1)と G5-2(1)、*7 は G5-1(4)と G1-2(2)と G5、の代表である。 

 
（６）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－廃棄物・焼却－［グループ（６）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－廃棄物・焼却－［グループ（６）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－廃棄物・焼却－［グループ（６）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－廃棄物・焼却－［グループ６６６６］］］］    
代表 
日本側  高月紘(平成 12～16 年度)・京都大学環境保全センター・教授 
 武田信生(平成 17～18 年度)・京都大学工学研究科・教授 
 酒井伸一(平成 19～21 年度) ・京都大学環境保全センター・教授 
マレーシア側  P. Agamuthu（平成 12～16 年度）・University of Malaya・Professor  
 Noor Zalina Mahmood（平成 17～21 年度）・ University of Malaya・Lecturer 

参加者 （最終年度） 
日本側     12 名 
マレーシア側  17 名 

 
（７）異なった気候下における都市構造と二酸化炭素及び大気汚染物質の排出との関わりに関する研（７）異なった気候下における都市構造と二酸化炭素及び大気汚染物質の排出との関わりに関する研（７）異なった気候下における都市構造と二酸化炭素及び大気汚染物質の排出との関わりに関する研（７）異なった気候下における都市構造と二酸化炭素及び大気汚染物質の排出との関わりに関する研

究［グループ究［グループ究［グループ究［グループ７７７７］］］］    
代表 
日本側  松岡譲（平成 12～21 年度）・京都大学工学研究科・教授 
マレーシア側   

Muhamad Awang (平成 12 年度)・Universiti Putra Malaysia・Professor 
   Ramdzani Abdullah(平成 13 年～21 年度)・Universiti Putra Malaysia・Associate Professor 
 

参加者（最終年度） 
日本側     14 名 
マレーシア側  14 名 

 
（８）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技（８）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技（８）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技（８）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－地盤環境と生態系関連－［グループ術群－地盤環境と生態系関連－［グループ術群－地盤環境と生態系関連－［グループ術群－地盤環境と生態系関連－［グループ８８８８］］］］    
代表 
日本側  嘉門雅史（平成 12～20 年度）・京都大学大学院地球環境学堂・教授 

 勝見 武（平成 20～21 年度）・京都大学大学院地球環境学堂・教授 
マレーシア側  Ibrahim Komoo, Universiti Kebangsaan Malaysia, Professor 

参加者（最終年度） 
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日本側     21 名 
マレーシア側  16 名 

（９）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－天然資源とエネルギー運用－（９）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－天然資源とエネルギー運用－（９）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－天然資源とエネルギー運用－（９）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－天然資源とエネルギー運用－    
［グループ［グループ［グループ［グループ９９９９］］］］    

代表 
日本側  塩路昌宏（平成 12～21 年度）・京都大学大学院エネルギー科学研究科・教授 
マレーシア側  Kamarulazizi Ibrahim（平成 12～14 年度）・Professor, School of Physics,USM  

 Abdul Rahman Mohamed（平成 14～21 年度）・Professor, School of Chemical 
Engineering,USM 

参加者（最終年度） 
日本側     14 名 
マレーシア側  14 名 

 
（（（（10101010）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－暑熱地）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－暑熱地）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－暑熱地）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－暑熱地域における環境共生建築技術の構域における環境共生建築技術の構域における環境共生建築技術の構域における環境共生建築技術の構    

築－［グループ築－［グループ築－［グループ築－［グループ 10101010］］］］    
代表 
日本側 鉾井修一（平成 12～21 年度）・京都大学工学研究科・教授 
マレーシア側 Abdul Majid Ismail, (平成 12～21 年度)・University of Science Malaysia,  

Associate Professor 
 Abdul Malek Abdul Rahman,（平成 20～21 年度）・University of Science 

Malaysia,  Associate Professor 
参加者（最終年度） 
日本側 12 名 
マレーシア側 12 名 

（マレーシア側グループリーダーの交代は、Abdul Majid Ismail の健康上の理由による。） 
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２－３．セミナーの実施状況２－３．セミナーの実施状況２－３．セミナーの実施状況２－３．セミナーの実施状況 
 

 本事業が主催し、各グループにより開催された全３７回のセミナーの実施状況を以下に示した。セ

ミナーの詳細と成果については３－３に記述した。 
 
（１）環境倫理・法律・経済に関する研究［グループ１］（１）環境倫理・法律・経済に関する研究［グループ１］（１）環境倫理・法律・経済に関する研究［グループ１］（１）環境倫理・法律・経済に関する研究［グループ１］    ５件５件５件５件    
１．セミナー名：環境倫理と法制度、環境教育に関する日本一マレーシア共同シンポジウム  

日時：平成 14 年 1 月 7 日〜1 月 8 日 
場所：マレーシア クアラルンプール マラヤ大学  
参加者数〈人/人日〉：24/60 
目的：急速に工業化、都市化の進むマレーシア社会で環境保全、持続的開発の可能性をどのよう

に保障するか、また日本が歩んだ道と同じ道を踏まないためにはどのような回避が可能か

を検討し。環境倫理、法制度、環境教育の比較とこれからの日本、マレーシア社会の持続

的発展の方向を探ることを目的として、日本側参加研究者がマレーシアを訪問して実施し

た。  
２．セミナー名：マレーシア－日本共同セミナー「持続可能性のための環境教育」 

日時：平成 16 年 9 月 27 日～9 月 28 日 
場所：マレーシア クアラルンプール マラヤ大学  
参加者数〈人/人日〉：35/89 
目的：マレーシア研究者と環境教育に関する経験について交換する。環境に関する無知、無理解

をなくし環境教育の成果を生み出すための大学教育、一般社会人教育などの実践成果を交

換する。今後の研究のあり方について議論することを目的として、日本側参加研究者がマ

レーシアを訪問して実施した。 

３．セミナー名：JSPS-VCC 持続可能性のための環境教育 
日時：平成 18 年 6 月 16 日～6 月 17 日 
場所：マレーシア クアラルンプール マラヤ大学  
参加者数〈人/人日〉：17/62 
目的：環境教育、環境倫理、環境経済、環境法等に関する両国の研究の紹介、交流を実施した。

特に継続して議論してきたこれらの研究の成果を発表することを目的として、日本側参加

研究者がマレーシアを訪問して実施した。 
４．セミナー名：「日本学術振興会拠点大学交流事業」環境倫理、法律、経済に関するワークショッ

プ 
日時：平成 20 年 10 月 20 日 
場所：マレーシア クアラルンプール マラヤ大学  
参加者数〈人/人日〉：10/13 
目的：本研究交流の最終成果として取りまとめる予定の「マニュアル」の作成については、これ

まで主として日本とマレーシアのグループリーダー間での議論が実施してきた。平成 20
年 11 月に開催が予定されている包括セミナーに向けて、主たる執筆者間での最終調整を

実施することを目的として、日本側参加研究者がマレーシアを訪問して実施した。 
５．セミナー名：「日本学術振興会拠点大学交流事業」環境倫理、法律、経済とサステイナビリティ

に関するシンポジウム 
日時：平成 21 年 11 月 12 日～11 月 13 日 
場所：マレーシア ペナン イースティンホテルペナン 
参加者数〈人/人日〉：7/17 
目的：グループ１がこれまで主たる研究テーマとしてきた「環境倫理、環境教育、環境法、環境

経済」に、現在・未来の地球環境あるいは地域環境を考える上で無視することが出来ない

「サステイナビリティ」の分野を加えて、グループシンポジウムを開催した。日本側参加

研究者がマレーシアを訪問して実施した。 
 
（２）水環境計画に関する研究［グループ２］（２）水環境計画に関する研究［グループ２］（２）水環境計画に関する研究［グループ２］（２）水環境計画に関する研究［グループ２］    ３件３件３件３件    
１．セミナー名：統合的環境計画とマネジメント水資源、都市開発、交通を捕らえる地域的視座 
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日時：平成14年10月15日～10月16日  

場所：マレーシア クアラルンプール 

参加者数〈人/人日〉：21 人/53 人日 
目的：新興工業化国であるマレーシアにおける環境の問題を、水資源、都市開発、交通という視

点から統合的に論じ、環境計画とマネジメント戦略構築の一助とすることを目的とする。

急速な人口増加が続くマレーシアの都市圏における良質な上水の供給、および産業・生活

排水の適切な処理は喫緊の課題である。また、郊外化に伴う都市圏の膨張、農地、森林な

どの非都市的利用から都市的利用への土地利用の転換、さらにこれらに伴う交通需要の増

大など、成長しつつある都市圏は環境の観点から見れば数々の問題を孕んでいる。セミナ

ーではこれら問題を総合的に論じ、より持続可能な都市圏形成に向けての展望を築く。 
２．セミナー名：「日本学術振興会拠点大学交流事業」湿地帯における持続的発展に関する国際セミ

ナー2007 
日時：平成19年9月4日～9月6日  

場所：マレーシア・ジョホールバル 

参加者数〈人/人日〉：64 人/201 人日 
目的：本シンポジウムは平成18年京都で開催されたマングローブシンポジウムに引き続き行われ

るものであり、前回のシンポジウムで得られた研究課題の共有化し、マレーシア側と日本

側との共同研究の立ち上げへ向けた情報交換を行うことを目的とする。 
３．セミナー名：「日本学術振興会拠点大学交流事業」持続可能性に関する国際セミナー2009 –湿

地帯と気候変動に関する知識の統合を目指して 

日時：平成21年6月26日～6月28日  

場所：マレーシア、コタキナバル、レメリディアンホテル 

参加者数〈人/人日〉：14 人/54 人日 
目的：本セミナーは、湿地の様々な資源とそれをめぐる社会的、経済的、生態的な環境との諸関

係を探求し、湿地地域の持続的発展のために必要なマネジメントシステムについて様々な

視点を議論することを目的としている。本年度のセミナーでは、湿地におけるステークホ

ルダーや事業者らによる継続的な資源搾取と汚染など一連の行動と湿地の損失や破壊と

の連鎖関係について重点を置いて議論を行い、本グループによる10年間にわたる共同研究

の総とりまとめを行う。 

 
（３）環境計画に関する研究［グループ３］（３）環境計画に関する研究［グループ３］（３）環境計画に関する研究［グループ３］（３）環境計画に関する研究［グループ３］    ３件３件３件３件    
１．セミナー名：統合的環境計画とマネジメント――水資源、都市開発、交通を捕らえる地域的視座

（グループ２と共同開催） 

日時：平成14年10月15日～10月16日  

場所：クアラルンプール 

参加者数〈人/人日〉：21/53 
目的：新興工業化国であるマレーシアにおける環境の問題を、水資源、都市開発、交通という視

点から統合的に論じ、環境計画とマネジメント戦略構築の一助とすることを目的とする．

急速な人口増加が続くマレーシアの都市圏における良質な上水の供給、および産業・生活

排水の適切な処理は喫緊の課題である．また、郊外化に伴う都市圏の膨張、農地、森林な

どの非都市的利用から都市的利用への土地利用の転換、さらにこれらに伴う交通需要の増

大など、成長しつつある都市圏は環境の観点から見れば数々の問題を孕んでいる．セミナ

ーではこれら問題を総合的に論じ、より持続可能な都市圏形成に向けての展望を築く．  
２．セミナー名：「日本学術振興会拠点大学交流事業」持続可能性に向けての都市デザイン 

日時：平成17年11月24日  

場所：マレーシア、国際イスラム大学 

参加者数〈人/人日〉：16/24 
目的：研究分野を1)Community and Human Factors、 2)Natural Environment and Landscape、 

3)Public Facilities、 Infrastructure and Services、 4)Housing Design and Guidelines、
の４つに分け、これらについて今後の研究の方向性を議論する． 

３．セミナー名：「日本学術振興会拠点大学交流事業」環境計画・人間行動・持続可能性に関する国
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際セミナー 

日時：平成19年11月14日～11月15日  

場所：クアラルンプール 

参加者数〈人/人日〉：17/45 
目的：持続可能性と都市圏特性との関係に着目し、経済的営みと自然環境の保全が両立可能な都

市、すなわち持続可能な循環型都市について多角的に検討する。 

 
（４）環境リスク管理に関する研究［グループ４］（４）環境リスク管理に関する研究［グループ４］（４）環境リスク管理に関する研究［グループ４］（４）環境リスク管理に関する研究［グループ４］    ３件３件３件３件    
１．セミナー名：第１回環境リスク管理セミナー「環境微量汚染物質による生態系およびヒト健康リ

スク評価とその国際比較」 

日時：平成14年11月5日～11月6日  

場所：マレーシア クアラルンプール マレーシア国民大学 

参加者数〈人/人日〉：23/56 
目的：日本及びマレーシアの双方において微量環境汚染物質による生態系及び環境生物に対する

毒性評価並びにヒト健康リスク評価研究が進められている。リスクの発現の様相は両国の

気候条件や経済社会条件の相違を反映して異なる様相を呈している。両国の研究者間に構

成された研究チームによる研究成果の紹介を軸に、両国の研究者が有する研究成果をテー

マを絞って交換し、生態系毒性評価および人の健康にかかわるリスク評価研究の到達点と

今後の課題を明らかにする。そして両国の研究者を連携する新たなリスク評価研究の課題

を発掘・共有するために開催した。  

２．セミナー名：「日本学術振興会拠点大学交流事業」第２回環境リスク管理セミナー 

日時：平成18年11月22日～11月23日  

場所：日本 大阪市 KKRホテル大阪 

参加者数〈人/人日〉：17/72 
目的：平成17年度に開催された総括セミナーにおいて確認・合意した主活動目的、(1)環境毒性評

価法の開発と(2)環境リスク管理枠組みの開発を中心に、両国の研究者が進めてきた研究成

果の紹介を軸に、生態系および人の健康にかかわるリスク評価研究の到達点を確認すると

共に、今後の共同研究の課題を明らかにすることを目的とした。  

３．セミナー名：「日本学術振興会拠点大学交流事業」第４回環境リスク管理セミナー 

日時：平成21年10月14日～10月16日  

場所：マレーシア マラッカ ホリデーイン 

参加者数〈人/人日〉：16/54 
目的：日本及びマレーシアの双方において微量環境汚染物質による生態系並びにヒト健康リスク

評価研究が進められている。リスク発現の様相は両国の気候条件や経済社会条件の相違を

反映して異なる様相を呈している。平成20年度に開催された包括セミナーにおいて、環境

リスク管理グループの活動は環境毒性評価法と環境リスク管理枠組みの開発に重点を置

くと共に、その社会への適用を進める段階に移行することを合意した。このセミナーでは、

第4グループの過去の活動成果を、日本及びマレーシアの双方において直面している課題

の解決に活かすために再評価すると共に、平成20年度に取りまとめたグループ報告書に基

づいて、次の研究開発ステップに進むための課題について議論することを目的とした。 

 
（５）水質・水量の管理と処理技術［グループ５］（５）水質・水量の管理と処理技術［グループ５］（５）水質・水量の管理と処理技術［グループ５］（５）水質・水量の管理と処理技術［グループ５］    ５件５件５件５件    
１．セミナー名：水資源管理に関するセミナー  

日時：平成13年10月8日～10月9日  

場所：マレーシア サバ州コタキナバル市 サバマレーシア大学 

参加者数〈人/人日〉：24/61 
目的：水に関わるG5-1(1) 水消費、G5-1(2) 流域水管理、G5-1(3) 浄水処理、G5-1(4)排水処理の

４班が合同して、水環境における保全と持続的発展について研究発表・情報交換し、これ

ら分野の将来的展望と、統合的進展方策を検討する。 

２．セミナー名：第２回水質・水量の管理と処理技術に関するセミナー  

日時：平成16年12月5日～12月8日  
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場所：京都市左京区京都大学図書館 

参加者数〈人/人日〉：34/69 
目的：(1)水消費、(2)流域水管理、(3)浄水処理、(4)排水処理の４分野で、相互に関連した課題を

同時に議論して進めることで、これら分野の相互関係明確化・統合化への方策を検討する

ことを目的とする。 

 
３．セミナー名：「日本学術振興会拠点大学交流事業」第5回水質・水量の管理と処理技術に関する

セミナー  

日時：平成19年11月27日～11月28日  

場所：京都市西京区京都大学桂キャンパスCクラスター人融 

参加者数〈人/人日〉：44/93 
目的：水質・水量の管理と処理技術に関わるグループの相互研究活動の総括・研究協働体制の推

進の一環として毎年開催し、これら分野の将来的展望と、統合的進展方策を検討する。 

４．セミナー名：「日本学術振興会拠点大学交流事業」第６回水質・水量の管理と処理技術に関する

セミナー  

日時：平成20年7月17日～7月18日  

場所：マレーシア サバ州コタキナバル市 サバマレーシア大学 

参加者数〈人/人日〉：29/63 
目的：水質・水量の管理と処理技術に関わるグループの相互研究活動の総括・研究協働体制の推

進の一環として毎年開催し、これら分野の将来的展望と、統合的進展方策を検討する。 

５．セミナー名：「日本学術振興会拠点大学交流事業」第７回水質・水量の管理と処理技術に関する

セミナー  

日時：平成21年12月21日～12月22日  

場所：京都市左京区京都大学吉田キャンパス工学部８号館 

参加者数〈人/人日〉：15/59 
目的：水質・水量の管理と処理技術に関わるグループの相互研究活動の総括・研究協働体制の推

進の一環として毎年開催し、これら分野の将来的展望と、統合的進展方策を検討する。今

回はその最終回にあたり、JSPS-VCCプログラム終了後の共同研究推進体制についても集

中して討議・検討する。 

 
（６）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－廃棄物・焼却－［グループ６］（６）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－廃棄物・焼却－［グループ６］（６）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－廃棄物・焼却－［グループ６］（６）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－廃棄物・焼却－［グループ６］    ４件４件４件４件    
１．セミナー名：ゼロディスチャージシステムのための廃棄物セミナー  

日時：平成14年10月24日～10月25日 
場所：京都市 

参加者数〈人/人日〉：21/59 
目的：日本とマレーシアの法制度、適切な廃棄物管理、低環境負荷型の焼却処理の模索、跡地利

用も含めた最終処分場の地盤工学的な適正管理や、浸出水の管理といった化学物質管理の

情報を総合的に議論することにより、ゼロディスチャージシステムを構築することを目的

とする。特に、日本とマレーシアの風土、廃棄物性状、廃棄物管理に関する法令等の違い

を踏まえた上で、環境負荷の小さい廃棄物管理手法を明らかにすることを目的とした。 

２．セミナー名：「日本学術振興会拠点大学交流事業」ゼロディスチャージシステムのための廃棄物

管理セミナー 

日時：平成17年11月21日 
場所：クアラルンプール・マラヤ大学 

参加者数〈人/人日〉：25/56 
目的：日本およびマレーシアの廃棄物処理に関する最新の情報を交換するとともに、廃棄物の適

正処理、評価手法を交えた廃棄物管理に関する研究発表を行うことにより、廃棄物管理に

おけるゼロディスチャージシステムの確立を目指す。 

３．セミナー名：「日本学術振興会拠点大学交流事業」廃棄物管理と３Rシステム開発  

日時：平成20年11月25日～11月26日 
場所：京都市 
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参加者数〈人/人日〉：24/57 
目的：日本およびマレーシアの廃棄物処理や循環型社会形成に関する歴史、政策、技術に関する

比較研究に資する情報交換を行う。両国の循環型社会形成に関連する物質フローやライフ

サイクルアセスメント研究、廃棄物の焼却処理技術や安定化／固化技術を中心とした最近

の研究成果を報告し、廃棄物管理におけるゼロディスチャージシステムに向けた取組みや

３Ｒ型社会への手法に関するモデル蓄積をはかる。 

４．セミナー名：「日本学術振興会拠点大学交流事業」廃棄物管理と３Ｒ展開に関するワークショッ

プ 

日時：平成21年10月13日～10月14日 
場所：マレーシア、クアラルンプール 

参加者数〈人/人日〉：8/22 
目的：ゼロディスチャージシステムを構成する基礎技術群として、焼却などの廃棄物処理技術、

および循環型社会に向けたリサイクルなどの要素技術を取り上げ、これらを用いた社会シ

ステム構築をめざし、マレーシアおよび日本の廃棄物処理や循環型社会形成に向けた展開、

政策、技術に関する最新動向に関する情報交換を行う。そして、両国の循環型社会形成に

関連する物質フローやライフサイクルアセスメント研究、廃棄物の焼却処理技術や安定化

／固化技術を中心とした最近の研究成果を報告し、具体的な政策提言の内容や、今後発展

をめざす共同研究課題についての議論を行う。 

 
（７）異なった気候下における都市構造と二酸化炭素及び大気汚染物質の排出との関わりに関する研（７）異なった気候下における都市構造と二酸化炭素及び大気汚染物質の排出との関わりに関する研（７）異なった気候下における都市構造と二酸化炭素及び大気汚染物質の排出との関わりに関する研（７）異なった気候下における都市構造と二酸化炭素及び大気汚染物質の排出との関わりに関する研    
究［グループ７］究［グループ７］究［グループ７］究［グループ７］    ４件４件４件４件    
１．セミナー名：第１回グループセミナー異なった気候下における都市構造と二酸化炭素及び大気汚

染物質の排出との関わりに関する研究 

日時：平成15年9月17日～9月18日  

場所：マレーシア・マレーシア工科大学 

参加者数〈人/人日〉：23/64 
目的：今回のセミナーでは、都市構造、エネルギー消費、二酸化炭素排出量、大気汚染、都市気

候変動、ヒートアイランド現象などに関するそれぞれの研究成果を披露し、お互いの興味

や研究内容について把握するとともに、今後おこなう予定のプロジェクト研究のテーマ切

り出しや、それぞれの研究で用いる手法の有用性について議論する事を目的とした。 
２．セミナー名：第２回グループセミナー「日本学術振興会拠点大学交流事業」異なった気候下にお

ける都市構造と二酸化炭素及び大気汚染物質の排出との関わりに関する研究 

日時：平成17年9月22日～9月24日  

場所：日本・立命館大学 

参加者数〈人/人日〉：20/77 
目的：大気環境、エネルギー環境、音環境の３つのサブグループに分かれて、それぞれの最新の

研究成果を報告するとともに、共同研究に向けての計画案をまとめる事を目的とした。 
３．セミナー名：第３回グループセミナー「日本学術振興会拠点大学交流事業」異なった気候下にお

ける都市構造と二酸化炭素及び大気汚染物質の排出との関わりに関する研究 
日時：平成19年9月10日～9月11日  

場所：マレーシア・ジョホールバル 

参加者数〈人/人日〉：23/55 
目的：エネルギー消費、大気汚染、騒音について、日本とマレーシアの都市を比較することによ

り、都市の経済社会条件や都市設計等が要因としてどのように関わっているかについて分

析し、両国の研究者がたがいに理解を深めることを目的として、各人に最近の研究につい

て報告した。また、大気、エネルギー、騒音のサブグループに分かれて進めているプロジ

ェクトについて、それぞれの進捗状況を報告した。 
４．セミナー名：第４回グループセミナー「日本学術振興会拠点大学交流事業」異なった気候下にお

ける都市構造と二酸化炭素及び大気汚染物質の排出との関わりに関する研究 
日時：平成22年3月1日～3月2日  

場所：日本・岡山大学 
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参加者数〈人/人日〉：16/67 
目的：本セミナーでは、エネルギー消費、大気汚染、騒音について、日本とマレーシアの都市を

比較することにより、都市の経済社会条件や都市設計等が要因としてどのように関わって

いるかについて分析した結果について報告を行い、また今後の研究協力体制についてディ

スカッションを行った。特に、低炭素社会構築を中心としてマレーシアを対象とした共同

研究の可能性について議論を進めた。 
 
（８）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－地盤環境と生態系関連－［グループ８］（８）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－地盤環境と生態系関連－［グループ８］（８）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－地盤環境と生態系関連－［グループ８］（８）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－地盤環境と生態系関連－［グループ８］    

４４４４件件件件    
１．セミナー名：ゼロディスチャージシステムのための廃棄物セミナー 

（グループ６と共同開催）  

日時：平成14年10月24日～10月25日 
場所：京都市 

参加者数〈人/人日〉：21/59 
目的：日本とマレーシアの法制度、適切な廃棄物管理、低環境負荷型の焼却処理の模索、跡地利

用も含めた最終処分場の地盤工学的な適正管理や、浸出水の管理といった化学物質管理の

情報を総合的に議論することにより、ゼロディスチャージシステムを構築することを目的

とする。特に、日本とマレーシアの風土、廃棄物性状、廃棄物管理に関する法令等の違い

を踏まえた上で、環境負荷の小さい廃棄物管理手法を明らかにすることを目的とした。 

２．セミナー名：地盤災害と地盤環境工学に関する第1回マレーシア日本シンポジウム 

日時：平成16年12月13日～12月14日  

場所：マレーシア セランガー ホテルエクアトリアルバンギ 

参加者数〈人/人日〉：69/145 
目的：平成15年12月京都での包括セミナーの際の合意に基づいて、本グループではこれまでの個

別研究交流からの一層の発展を目指して、地盤災害研究グループと環境地盤研究グループ

とが一堂に会して、相互研究交流と討論を実施することにした。これによって、お互いの

研究成果を理解して、今後の研究プロジェクトの新しい展開の道筋を議論することを目的

とする。 

３．セミナー名：「日本学術振興会拠点大学交流事業」地盤災害と地盤環境工学に関する第2回マレ

ーシア日本シンポジウム 

日時：平成19年11月20日～11月22日  

場所：マレーシア ランカウイ シティベイビューホテル 

参加者数〈人/人日〉：50/165 
目的：本セミナーでは当グループの研究者が一堂に会して、①地盤災害、特に斜面災害の防止、

②地盤環境保全、特に廃棄物管理や地盤汚染の対策、の２つのテーマについて相互の研究

成果の発表とディスカッション、それらに基づいた共同研究の再構築を図り、今後の着実

な研究成果の獲得を目指すものである。  

４．セミナー名：「日本学術振興会拠点大学交流事業」地盤災害と地盤環境工学に関する第3回日本

マレーシアシンポジウム  

日時：平成21年10月27日～10月28日  

場所：日本 京都市 京都大学百周年時計台記念館 

参加者数〈人/人日〉：20/72 
目的：平成21年度が本拠点大学方式交流事業の最終年度にあたることから、グループセミナーを

開催することにより本プロジェクトに関わってきた研究者が一堂に会し、最新の研究成果

や事例の発表と討議を行うとともに、22年度以降の共同研究活動の方針や可能性・具体化

について議論を行うことを目的とする。 

 
（９）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－天然資源と（９）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－天然資源と（９）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－天然資源と（９）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－天然資源とエネルギー運用－エネルギー運用－エネルギー運用－エネルギー運用－    ３件３件３件３件    

［グループ９］［グループ９］［グループ９］［グループ９］    
１．セミナー名：第1回グループセミナー  ”天然資源とエネルギー環境” 

日時：平成16年9月7日～9月8日  
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場所：日本国・京都市、芝蘭会館 

参加者数〈人/人日〉：61 /93 
目的：持続可能なゼロディスチャージ社会構築のための要件と、それに適合する天然資源の利用

形態と最適なエネルギー管理・運用システムの提案を目指して、日本、マレーシア両国の

研究者が一同に会し、それまでの共同研究を総括し、両国の研究成果を確認するとともに、

それらの成果に基づいて今後の発展の方向性を設定・確認することを目的として、マレー

シア側参加研究者が日本を訪問して実施した。  

２．セミナー名：JSPS-VCC グループセミナー 2006  ”天然資源とエネルギー環境” 
日時：平成 18 年 12 月 11 日 ～12 月 12 日 
場所：マレーシア・ジョホールバル市、マレーシア工科大学（UTM） 
参加者数〈人/人日〉：45/104 
目的：本グループの課題である持続可能なゼロディスチャージ社会構築のための要件を明らかに

するとともに、それに適合する天然資源の利用形態と最適なエネルギー管理・運用システ

ムの提案を目指し、研究発表および討論を通じて研究調査と意見交換を行う。とくに、こ

れまでの共同研究を総括し、これまでに実施してきた研究とその成果を確認する。併せて、

それらの成果に基づいて今後進展させるべき共同研究のテーマとその具体的な計画を討

議・策定した。 
３．セミナー名：「日本学術振興会拠点大学交流事業」天然資源とエネルギー環境に関するマレーシ

ア・日本セミナー 
日時：平成 20 年 11 月 24 日 ～11 月 25 日 
場所：日本国・京都市、京都大学工学部 2 号館 202 室 
参加者数〈人/人日〉：14/63 
目的：持続可能なゼロディスチャージ社会構築のための要件を明らかにするとともに、それに適

合する天然資源の利用形態と最適なエネルギー管理・運用システムの提案を目指し、本セ

ミナーでは参画している両国の多くの研究者が一堂に会して、これまでに実施してきた研

究とその成果を確認し、今後進展させるべき共同研究のテーマとその具体的な計画を討

議・策定した。 
 
（（（（10101010）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－暑熱地域における環境共生建築技術の構）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－暑熱地域における環境共生建築技術の構）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－暑熱地域における環境共生建築技術の構）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－暑熱地域における環境共生建築技術の構    

築－［グループ築－［グループ築－［グループ築－［グループ 10101010］］］］    ２件２件２件２件    
１．セミナー名：暑熱地域における環境共生建築技術に関する日本―マレーシア共同セミナー 

日時：平成13年11月11日～11月12日  

場所：マレーシア・ペナン マレーシア理科大学 

参加者数〈人/人日〉：24/59 
目的：マレーシア理科大学（ペナン）にて開催した。このセミナーでは、４つの研究テーマに関

して両国の研究事例を報告し、都市・建築計画、環境工学、建築生産についての最前線の

動向を相互に確認すると共に、両国における将来の研究方向に関しての指針を示すことを

目的とした。 

２．セミナー名：「日本学術振興会拠点大学交流事業」ゼロエミッションに向けたパッシブデザイン

技術  

日時：平成22年2月9日～2月10日  

場所：マレーシア・ペナン Pulau Jerejak Tropical Island Resort 
参加者数〈人/人日〉：7/20 
目的：暑熱気候におけるSustainable社会のためのパッシブおよびハイブリッド建物を、再生可

能エネルギーとリサイクルにより達成するための方法を、最新の研究・技術の展開を取り

入れて検討することを目的とした。日本側参加研究者がマレーシアを訪問して実施した。 

 
上記の各グループが実施したセミナーに加えて、全グループが一堂に会する包括セミナーが 3 度開

催された。その詳細を以下に示す。 
 

１．セミナー名：第１回包括セミナー 
  日時：平成 15 年 12 月 15 日～12 月 17 日 
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  場所：日本 京都市 京都大学 
参加者数〈人/人日〉：116/258 
目的：本事業 4 年目にあたる平成 15 年度に、下記の 3 点を目的として、全グループから数名の

研究者が出席する包括セミナーを開催した。 
   ・研究活動の自己点検の意味も含め、これまでの研究成果をまとめる 
   ・研究グループ間の研究成果の共有を計る 
   ・研究グループ間の研究者の交流促進を計る 

２．セミナー名：「日本学術振興会拠点大学交流事業」第２回包括セミナー 
  日時：平成 17 年 11 月 22 日～11 月 23 日 
  場所：マレーシア・ペナン 

参加者数〈人/人日〉：106/294 
目的：本事業後半に向けての、実質的かつ具体的な研究プロジェクトの企画・推進を第一の目的

とする。次いで、これらの研究プロジェクトを通じたグループ内及びグループ間の研究者

交流及び共同研究活動の活性化、促進を第二の目的とする。 
３．セミナー名：「日本学術振興会拠点大学交流事業」第３回包括セミナー 
  日時：平成 20 年 11 月 27 日～11 月 28 日 
  場所：日本 京都市 京都大学 

参加者数〈人/人日〉：90/448 
目的：10 の研究課題を横断する包括的な研究交流を行う。全ての研究グループから代表者が参加

し、本事業の包括的な方針や研究成果、最終成果の集大成に向けた方策の議論を行う。 
 
 また、本事業主催ではない小規模集会（共同研究メンバーを中心として独自に開催されたもの）を

以下に列挙した。 
 
（１）環境倫理・法律・経済に関する研究［グループ１］（１）環境倫理・法律・経済に関する研究［グループ１］（１）環境倫理・法律・経済に関する研究［グループ１］（１）環境倫理・法律・経済に関する研究［グループ１］    
１．題目：「Environmental Ethics, Engineering & Regulations」I（ワークショップ）  

日時：平成12年8月8日  

場所：マレーシア クアラルンプール マラヤ大学 

２．題目：「Solid Waste, Water Pollution Environmental Ethics」 （セミナー） 
日時：平成 13 年 1 月 28 日 
場所：マレーシア クアラルンプール マラヤ大学 

3．題目：「JSPS-VCC Seminar」 （セミナー） 
日時：平成 15 年 9 月 24 日 
場所：マレーシア クアラルンプール マラヤ大学 

4．題目：「Environmental Sustainability」 （ワークショップ） 
日時：平成 18 年 6 月 15 日 
場所：マレーシア クアラルンプール マラヤ大学 

5．題目：「Establishing Guidelines for Environmental Education Based on Environmental Ethics」 
（シンポジウム） 

日時：平成 19 年 5 月 3 日 
場所：マレーシア クアラルンプール マラヤ大学 

 
（２）水環境計画に関する研究［グループ２］（２）水環境計画に関する研究［グループ２］（２）水環境計画に関する研究［グループ２］（２）水環境計画に関する研究［グループ２］    
１．題目：「International Seminar on Asset Management 2005」 

日時：平成17年11月24日～11月25日 

場所：日本 京都 

２．セミナー名：マングローブシンポジウムに関するシンポジウム 

日時：平成18年11月11日～11月12日  

場所：日本 京都３．題目：「International Seminar on Asset Management Implementation in Asian 
Countries, Theme: Multi-National Comparison of Current Status and Perspectives of 
Asset Management」  

日時：平成 21 年 2 月 23 日～2 月 24 日 
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場所：マレーシア クアラルンプール 
 
（３）環境計画に関する研究［グループ３］（３）環境計画に関する研究［グループ３］（３）環境計画に関する研究［グループ３］（３）環境計画に関する研究［グループ３］    
１．題目：「環境計画に関するグループセミナー」  

日時：平成 20 年 11 月  
場所：日本、京都大学  

 
（４）環境リスク管理に関する研究［グループ４］（４）環境リスク管理に関する研究［グループ４］（４）環境リスク管理に関する研究［グループ４］（４）環境リスク管理に関する研究［グループ４］    
１．セミナー名：第３回環境リスク管理セミナー 

日時：平成20年1月22日～1月23日  

場所：マレーシア ランカウイ マレーシア国民大学 

 
（５）水質・水量の管理と処理技術［グループ５］（５）水質・水量の管理と処理技術［グループ５］（５）水質・水量の管理と処理技術［グループ５］（５）水質・水量の管理と処理技術［グループ５］    
１．セミナー名：第３回水質・水量の管理と処理技術に関するセミナー 

日時：平成17年12月12日  

場所：京都市左京区京都大学土木本館 

２．セミナー名：第４回水質・水量の管理と処理技術に関するセミナー  

日時：平成18年7月11日～7月13日  

場所：マレーシア ジョホール州コタティンギ・プライデサトリゾート 

 
（６）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－廃棄物・焼却－［グループ（６）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－廃棄物・焼却－［グループ（６）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－廃棄物・焼却－［グループ（６）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－廃棄物・焼却－［グループ６６６６］］］］    
 該当なし 

 
（７）異なった気候下における都市構造と二酸（７）異なった気候下における都市構造と二酸（７）異なった気候下における都市構造と二酸（７）異なった気候下における都市構造と二酸化炭素及び大気汚染物質の排出との関わりに関する研化炭素及び大気汚染物質の排出との関わりに関する研化炭素及び大気汚染物質の排出との関わりに関する研化炭素及び大気汚染物質の排出との関わりに関する研    

究［グループ究［グループ究［グループ究［グループ７７７７］］］］    
該当なし 

 
（８）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－地盤環境と生態系関連－［グループ（８）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－地盤環境と生態系関連－［グループ（８）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－地盤環境と生態系関連－［グループ（８）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－地盤環境と生態系関連－［グループ８８８８］］］］    
 該当なし 
 
（９）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－天然資源とエネルギー運用－（９）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－天然資源とエネルギー運用－（９）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－天然資源とエネルギー運用－（９）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－天然資源とエネルギー運用－    

［グループ［グループ［グループ［グループ９９９９］］］］    
 該当なし 
 
（（（（10101010）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－暑熱地域における環境共生建築技術の構）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－暑熱地域における環境共生建築技術の構）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－暑熱地域における環境共生建築技術の構）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－暑熱地域における環境共生建築技術の構    

築－［グループ築－［グループ築－［グループ築－［グループ 10101010］］］］    
１．題目：セミナー：Passive Design Considerations in the Built Environment    

日時：平成 16 年 11 月  
場所：マレーシア クアラルンプール市 International Islamic University Malaysia 
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２－４．研究者交流など、その他の交流の状況２－４．研究者交流など、その他の交流の状況２－４．研究者交流など、その他の交流の状況２－４．研究者交流など、その他の交流の状況 
 

 本事業における共同研究枠、セミナー枠によらない研究者交流などその他の交流状況については、

下表にまとめた（括弧内は本研究経費によらないもの）。１０年間の事業では研究者交流のうち、派

遣が３９人／１５０人日、招聘が３３人／１４３人日、国内が１８人／２２人日に上った。 
本事業において研究者交流などの共同研究・セミナー枠によらない交流は、主に両国のコーディネ

ーターやその他の担当者同士が交流状況の現状と計画を話し合うコーディネーター会議をはじめと

する事業計画の打ち合わせのために支出された。なお、日本側事務職員の派遣にかかる旅費は平成１

８年度以降、本事業経費ではなく事務部の経費より支出し、コーディネーター会議に参加した。 
 

年度 
派遣 受入 国内 

人／人日 人／人日 人／人日 

平成１２年度 ８／２６ ３／１２  

平成１３年度 ３／１２ ２／８  

平成１４年度 ３／１２ ３／１２  

平成１５年度 ３／１５ ３／１２  

平成１６年度 ４／１６ ３／１５  

平成１７年度 ４／１６ ３／１５  

平成１８年度 ５／２１（１／４） ４／１４ ３／３ 

平成１９年度 ３／９（１／４） ３／１２ ５／７ 

平成２０年度 ３／１１（１／４） ６／３１ ５／７ 

平成２１年度 ３／１２（１／４） ３／１２ ５／５ 

合計 ３９／１５０（４／１６） ３３／１４３ １８／２２ 

 

 

２－５．事業に対する相手国拠点大学、対応機関との協力の状況２－５．事業に対する相手国拠点大学、対応機関との協力の状況２－５．事業に対する相手国拠点大学、対応機関との協力の状況２－５．事業に対する相手国拠点大学、対応機関との協力の状況 
 

 本事業の相手国拠点大学であるマラヤ大学とは、本事業の前身となる拠点大学交流事業から起算し

て合計２５年以上の長きにわたって交流を持つことができた。特に本事業の後半においては、相手国

拠点大学側の協力体制が目に見えて強化された。具体的には２－１でも言及したとおり、当初コーデ

ィネーターは工学部の教授であったが、平成１６年度からは副学長補佐(Deputy Vice Chancellor)が
その任に就き、大学本部としてのバックアップ体制が整えられた。そのほかの大学でも、本事業の関

係者が副学長（マレーシア工科大学）、や副学長補佐（マレーシア国民大学）に就任したことから、

本事業への理解と強力なネットワークが広がった。 
 そうした全国的な理解の深まりとともに、マレーシア側でも大学を越えた独自の協力体制が整えら

れた。その結果、研究体制としては本事業に関わる研究者の全国的なネットワークが構築され、今後

の方針等、重要な事項はそのネットワークに基づくグループリーダー会議が開催され、討議、決定さ

れている。事務体制では招聘手続きにかかる事務作業も窓口をマラヤ大学へ一本化することによって

効率的に行う体制ができた。 
 また、特筆すべき事項として３－８に詳述するとおり、本事業の交流で培われた友好関係の結実と

して、相手国拠点大学のマラヤ大学に京都大学のマラヤ大学オフィスが開設された。 
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３．事業を通じての成果３．事業を通じての成果３．事業を通じての成果３．事業を通じての成果 
    

３－１．交流による学術的な影響３－１．交流による学術的な影響３－１．交流による学術的な影響３－１．交流による学術的な影響 
 

 本事業における各グループの研究交流がもたらした学術的な影響を以下に示す。 
 
（１）環境倫理・法律・経済に関する研究［グループ１］（１）環境倫理・法律・経済に関する研究［グループ１］（１）環境倫理・法律・経済に関する研究［グループ１］（１）環境倫理・法律・経済に関する研究［グループ１］    

21 世紀最大の人類の課題は、環境問題であると言われているが、我々の大部分はその深刻さに気が

ついていないかもしれない。政治は、景気が良くないからと言いつつ環境保護は後回しにしてしまっ

ている。貿易を盛んにし経済発展することが人類の進歩だと信じているようだが、その結果として地

球が温暖化し始め、有害な化学物質が環境中に増え続け、有益な自然が減少しつつある。地球が、人

類や他の生物にとって住みにくい場所に変化しつつある。このままでは進歩どころか原始地球の状態

に逆戻りしてしまいかねない。グループ１では、このような事態が生じる原因は、人間が生産力や経

済力の「右肩上がり」をすべてよしとする古い考え方（成長パラダイム）に捕らえられているからで

あると考えた。このような古い考え方を打破することによって、環境問題を根本的に解決することが

可能であると考えた。 

グループ１では、人間の経済活動を生態系全体の物質循環の一部として有機的に捉えることを目指

した。その上で、経済活動を「環境収容能力」の範囲内に収めながら、生態系の物質循環のサイクル

を壊すのではなく、むしろ循環を促しつつ、人々の生活の質を維持・向上させていくためには、どの

ような社会的・経済的制度が必要かを探究した。同時代に暮らすすべての人々の生活の質を等しく向

上させるだけでなく、世代間の資源配分の公平性を達成することが必要であると考えた。 

現代社会には、短期的な個人的利益や仲間内だけの都合といったような私的な狭い価値が最優先さ

れ、より普遍的な価値（たとえば社会正義、公正さとか、公益など）が軽視されるという状況が存在

する。グループ１では、この現象を、戦国時代に下位の武将が上位の武将を殺害し、支配力を得るこ

とに喩えて「倫理観・価値観の下克上」とした。「倫理観・価値観の下克上」とは、上層に位置すべ

き価値が、下層の価値にその座を譲ることを意味する。現代の様々な問題の多くは、これが原因では

ないかという仮説をたてた。地域の公害問題や地球環境問題などは、本来上層の価値が、下層の価値

に乗っ取られたために発生するものと考えた。尊い生命を衛るという価値の前では一歩譲るべき価値

が数多く存在すると考えた。 

経済活動は、もともと人間の幸せ・福祉という崇高な価値を実現するためのメカニズムにすぎない。

しかるに、現代は経済の拡大という二義的な価値が至上目的化し、他の多様な価値、例えば、文化的

価値、地域の運命を地域自らが決めることができる価値、安全で住みやすい環境という価値、豊かな

自然が存在する価値などが軽視、または無視されてしまっている。経済的価値の優越性と科学技術の

進歩が補完し合うことにより、人間経済の資源需要量は、地球生態系の資源再生能力を超えるほどに

肥大化した。その結果、資源の枯渇や環境の劣化が世界中で進み、人間の幸せ・福祉という高次の価

値そのものが脅かされている。 

こうした問題を解決に導くためには「倫理観・価値観の下克上」状態を克服する必要がある。具体

的には、まず、倫理・価値には上位と下位のものとの区別があることを、どの価値が上位かどの価値

が相対的に低いのかを冷静に考える能力を、環境教育を通じて自覚出来るようにすること。そして、

それに基づき法整備を進め、行動できるようにすること。社会での保身という短期的・個人的な利益

である下位の価値観の呪縛から解放されて、社会正義という上位の価値を実現する担い手を育成する

ことが必要であると考えた。このような人々の出現が現代ほど強く求められている時代はない｡「倫

理観・価値観の下克上」状態を逆転させ正常な状態に戻すことこそ２１世紀における地球の永続可能

性達成（サステイナビリティ）のキーワードであるとした。一人一人が本当の意味で豊かな人生を送

るための鍵である。20 世紀後半を支配した逆転のパラダイムを正常なものに戻す必要があることを提

言した。 

 
（２）水環境計画に関する研究［グループ２］（２）水環境計画に関する研究［グループ２］（２）水環境計画に関する研究［グループ２］（２）水環境計画に関する研究［グループ２］    
 本研究は、自然水環境と調和した都市水環境の最適設計法と管理法、環境を考慮した都市計画や環

境計画の手順と手法を探求し、さらに都市環境の評価システムの開発を行うことが目的である。マレ

ーシアの大学や研究機関との交流を通じて共同研究を実施することは、実態生活に係わる環境を総合



 26

的に評価していくための情報共有と技術開発を促進する上で、非常に有用なものである。本研究では、

１）水害リスクマネジメント、２）ウォーターフロント・ランドスケープ、３）マングローブ・マネ

ジメント、４）水資源のためのアセット・マネジメント、の四つのサブ研究テーマを設定して共同研

究を実施し、下述の成果を得た。 

水害リスクマネジメント研究に関しては、平成12年度の共同研究体制に基づいて、平成13年には、

マラヤ大学Mohamed Nazari Jaafer助教授と開発途上国における治水事業の費用便益分析の方法論

と適用事例の進め方について意見交換、クアラルンプール都市圏を対象としたケース・スタディを始

めることに合意した。同年10月には、マレーシアを訪問、クアラルンプールを貫流する都市河川

Kelang川およびその支流Kerayung川流域の水位・雨量を観測、過去の豪雨・洪水履歴について調査、

洪水リスクマネジメントについて討議した。同年11月には、Mohamed Nazari Jaafer助教授らが京都

大学を訪問し、統計的洪水予測手法、分布型流出モデルによる水文学的洪水予測手法について討議し

た。平成15年には、ケーススタディを元に、具体的なリスクマネジメントの方策について検討するた

め、様々な洪水被害の設定を元に各種防災投資による被害軽減効果について検討、リスクコントロー

ルの手段としての水害抑止施策の導入効果を試験的に計量化した。平成16年には、生物生態学的雨水

排除システムに対する雨水流出モデルを構築、都市雨水排除に関わる水量・水質を計量する水文学的

手法を検討した。平成17年には、マレーシア国際イスラム大学Maisarah Ali准教授を招き、日本にお

ける水害リスク対策の現場の視察を行い、マレーシアにおける適用可能性について検討した。平成18
年には、水文統計解釈により、緊急事象の発生頻度解析を行い、豪雨時の排水計画のために、Intensity 
duration frequency(IDF)カーブを作成した。平成19年と翌年には、分布型都市流出モデルを構築、

都市河川流域全体における洪水・水質・土砂に関わるリスクの可能性について検討した。平成21年度

には、都市内の各地域の災害リスクを定義する指標を用いて、都市水害ハザードマップを作成した。 

ウォーターフロント・ランドスケープ研究に関しては、マレーシア国際イスラム大学Ismawa Zen
教授と景観研究について研究討議を行い、クアラルンプールの都市河川Kerayung川流域とGombak
川流域、新都市プトラジャヤ市における水辺エリアを踏査、写真など景観データ収集を行い、景観評

価のための情報と技術を共有した。平成15年には、マレーシアのKerayung川流域とGombak川流域

における水辺利用と都市形成との関わりを検討、日本の遺水利用と山辺の水道における調査、湧水や

自然河川の利用方法を検討、両国の水辺景観を比較検討、水辺ネットワークと広域的景域形成の視点

を提案した。 

マングローブ・マネジメント研究は、平成17年度から始め、マングローブの生態系、地域における

利用や管理に関する実態調査、かつマングローブ保全と観光政策、協働的マネジメントのためのガバ

ナンスのあり方について理論的フレームワークを検討、マングローブの有する多面的な機能やマネジ

メントを行う上での課題を確認した。平成18年には、データベースの構築、モニタリング技術の向上、

データ解析手法の開発を進めた。また、現地におけるマングローブ・マネジメントに関わる地域住民

を対象としたアンケート調査の方法論について検討した。平成19年には、GISベースのマングローブ

林のマネジメントシステムの詳細をまとめ、マングローブの保全と観光政策をめぐる社会的コンフリ

クトについて検討した。そして、マングローブ林の社会便益評価に向けた具体的な検討課題について

整理し、評価手法について検討した。平成21年には、景観的側面からマングローブをめぐる社会的コ

ンフリクトについて検討、マングローブ林の社会便益評価手法を検討、その成果を取りまとめた。 

水資源のためのアセット・マネジメント研究も、平成17年度から始め、河川構造物を対象としてア

セット・マネジメント、ファシリティ・マネジメントに関する研究レビューを行い、その適用可能性

を検討した。そのために、マレーシアにおけるインフラアセットのデータベースを確認した。平成18
年には、実際的なデータベースの構築、モニタリング技術、データ分析と戦略立案を含む、包括的な

アセット・マネジメント構築の構想案を具体化した。平成19年と翌年には、日本で開発されたインフ

ラの最適な維持管理戦略立案のためのアルゴリズムを元に、マレーシアのデータベースを活用した新

たな維持管理戦略の策定方法について検討した。平成21年には、最適な維持管理戦略立案のアルゴリ

ズムをマレーシアに適用、その挙動を検討し課題を取りまとめた。 

本研究を総括に議論するため、平成14年から平成21年まで、水資源、都市開発、交通を捕らえた総

合的環境計画とマネジメントに関するセミナーを7回実施し、マレーシアと日本の水環境マネジメン

トに関わる研究の現状と政策論的意味について、有効な情報交換がなされた。具体的には、急激に進

む都市発展のもたらす諸々の都市環境問題、とりわけマレーシア都市圏（クアラルンプール）におけ

る河川水質、水辺景観、水資源管理、湿地帯保全と開発に関わる諸問題が取り上げ、技術的な成長へ
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舵取りをしていく上での諸々の課題について有用な知見が共有された。 

 

（３）環境計画に関する研究［グループ３］（３）環境計画に関する研究［グループ３］（３）環境計画に関する研究［グループ３］（３）環境計画に関する研究［グループ３］    
Agenda 21 Selangorに着目した共同研究に於いて、マレーシア、Selangor州での持続可能な都市環

境の発展に向けての戦略的プログラムの評価を積み上げた．このプログラムは均衡の取れた発展の価

値に関する、イスラム教の視点からの議論を基に、総合政策を形成、既存の既成組織の方針・施策と

矛盾ない形での実施計画を展開し、その実施を目指すものである．プロジェクト・チームは、Selangor
州内にケース・スタディ地域を選定し、そこでの施策を具体的に作成、提言すると同時に、Agenda 21 
Selangorに含まれる諸施策の有効性を検証し、その展開に積極的に関与していく．より具体的には、

マレーシアにおける都市人口増加と激変する生活様式を考慮しつつ、持続可能な近隣住区のプロトタ

イプを形成し、Agenda 21 Selangorの一環としてその建設と評価を図る．プロジェクトの焦点として、

①住区設計、②交通、③物質循環・エネルギー消費、が挙げられる．持続可能な発展に向けてのプロ

グラムに、イスラム教の理念を反映させることが、このプロジェクトの最も重要な特徴である。 
この共同研究の展開として、さらにクアラルンプール都市圏のパーソントリップデータと、京阪神

都市圏のデータとを比較分析し、論文としてまとめた．また、持続可能なコミュニティの具体的構成

要素としてj-PODを提案し、その可能性の検討を開始した．前者は、都市圏内での人々の移動を示す

大規模なデータで、これを用い、交通に消費されたエネルギーの推定が高い精度で可能となる．両都

市圏間での交通エネルギー消費量の比較を行い、都市構造、交通システムの違いに加え、ライフスタ

イルの差異がもたらす影響を理解することに勤めている． 
 この共同研究をはじめ、相互の研究内容を紹介、意見交換を通して、経済的営みと自然環境の保全

が両立可能な都市、すなわち持続可能な循環型都市について、都市計画の視点からの検討を行った。  

 
（４）環境リスク管理に関する研究［グループ４］（４）環境リスク管理に関する研究［グループ４］（４）環境リスク管理に関する研究［グループ４］（４）環境リスク管理に関する研究［グループ４］    
本研究課題では、人間と環境に及ぼす化学物質などの有害な影響を明らかにするために共同研究活

動を開始した。日本とマレーシアにおいて、多くの知識、情報、経験を共有することによって、それ

ぞれの国で進められていたリスク評価研究を新しい研究ステージへと進めることを目指した。その結

果、環境リスクという観点から持続可能な社会を形成するための革新的な考えを生み出すことができ

た。当初は健康リスク管理と生態リスク管理という２つのグループにおいて、活動を開始したが、平

成14年より環境リスク管理という一つのグループとして活動を開始し、具体的には以下のような学術

的成果を得ている。 

(1)環境中微量汚染物質への暴露による環境リスクの予見的評価手法の確立：日本とマレーシアにお

ける環境リスク解析の比較によって、健康リスクを予見するための新たなフレームワークを開発した。

ここでは用量反応関係を求めるための細胞レベルでの実験手法を確立するとともに、両国での多くの

データに基づくリスクレベルの比較によって、いくつかのリスクリダクション法を提案することがで

きた。このリスク評価フレームワークは生態リスク評価にまで広げられ、両国において多くのデータ

収集を達成することができた。 

(2)都市廃棄物埋立処分場からの浸出液による人間の健康リスク評価と生態リスク評価：固形廃棄物

埋め立てサイトからの浸出液は、周囲の一般環境の水質汚染を通じて、水生態系と人間の健康に対し

て悪影響を及ぼし得る。この潜在的リスクを評価するエンジニアリング・システムを開発した。まず、

浸出液中の人間の健康と生態系に影響を及ぼす多種類の汚染物質をスクリーニングするための実験

手法を確立した。同時に固形廃棄物の埋立サイトが持つ潜在的なリスクを予測する数学モデルを開発

し、生態リスクと人間の健康リスクを制御する方法を理論的に提案するためのフレームワークを設計

した。 

(3)子供達が環境中汚染物質を低レベルで長期間曝露した場合の健康リスク評価モデルの開発：この

モデル開発では、まず子供達に対する重金属の生物学的影響を予測するために、PBPKモデルの生理

的パラメーターに年齢依存性を考慮した拡張モデルを作成した。また、物理化学的性質が異なるいく

つかの重金属について、細胞レベルでの免疫毒性試験により、用量反応関係を決定することができた。

これらのデータを用いて、従来の健康リスク評価フレームワークを、いくつかのパラメーターと曝露

条件を修正することで、子供たちに適用できるものに改善することができた。 

これらの成果によって、両国におけてリスクの大きいグループを特定していくことが可能となった。

今後、子供たちの潜在的健康リスクを減らすためのリスクリダクション手法を提案し、両国の環境政
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策の決定に貢献していくことが期待できる。 

 
 
（５）水質・水量の管理と処理技術［グループ５］（５）水質・水量の管理と処理技術［グループ５］（５）水質・水量の管理と処理技術［グループ５］（５）水質・水量の管理と処理技術［グループ５］    
近年、水環境中の新たな汚染物質として注目され、平成 22 年にわが国の水道水質基準の要検討項

目に追加されたものに難分解性人工有機フッ素化合物がある。わが国およびマレーシアにおいて、こ

れら化学物質による汚染実態を把握する大がかりな調査研究を行った。水環境中での存在実態、浄水

処理・下水処理による除去特性を把握すると共に、他のアジア諸国での調査結果と比較した。これら

の知見は困難を克服した貴重なもので、得られた成果は国際的に高い評価を受けている。また、内分

泌かく乱化学物質やそれに派生する残留医薬品に関する汚染実態の把握と酸化処理等による水処理

プロセスの開発研究を行った。この結果、オゾン処理や活性炭吸着によって、除去されるものと除去

困難な物質があることが明らかとなり、今後の水処理プロセスに対して新たな指針を与えることに成

功した。 
 地理情報システム(GIS)を用いた流域の水量・水質管理手法の開発を行った。 
有機物、窒素、リンに関する面源負荷に関する定量評価と流出解析を進めるとともに、洪水流を含む

河川水の流出シミュレーションにより水資源を管理する手法を整備した。特に、ファーストフラッシ

ュの土壌処理効果について検討し、これまで制御困難とされてきた面源負荷を人為的にコントロール

する可能性を示すことに成功した。また、ヨシ群落をはじめとする水生植物による水質浄化能を定量

化し、その寄与度について評価した。 
 栄養塩類除去のための生物膜反応器の開発、および嫌気性処理等省エネルギー水処理方法の開発お

よび有用物質の回収について検討した。この中で特筆されるのは、膜を利用した上水・下水の処理に

ついて総括的に研究展開した点である。研究の焦点は、懸濁物質の除去にはじまって、栄養塩類や微

量汚染化学物質の除去にも及び、多面的に検討を進めた。膜処理に関するこのような総合的研究例は

まれであり、両国にとって極めて有意義なものとなった。これによって、下水の再利用に関する展望

も開くことができたと考えている。 
 水道水の塩素消毒に伴って生成するのがトリハロメタン等の消毒副生成物である。水道原水中の前

駆物質に関する調査とその特性把握、バイオアッセイによる毒性測定と飲料水の安全性評価を行った。

特に、副生成物の複数経路による摂取割合を詳細に調査し、水道水経由の寄与率を推定した。この成

果は、両国の水道水質基準設定の際の貴重な知見を提供するものである。 
 
（６）ゼロディスチャージシステムを構築する（６）ゼロディスチャージシステムを構築する（６）ゼロディスチャージシステムを構築する（６）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－廃棄物・焼却－［グループ基礎技術群－廃棄物・焼却－［グループ基礎技術群－廃棄物・焼却－［グループ基礎技術群－廃棄物・焼却－［グループ６６６６］］］］    
本研究課題では、マレーシアの有害廃棄物処理施設である Kualiti Alam のロータリーキルン焼却

炉より採取された飛灰とその固化／安定化処理物を対象に溶出挙動を確認した。環境影響を評価する

ための溶出試験法としては、日本の公定法である環境庁告示第 13 号に定められる試験方法、マレー

シアで公定法として採用されている米国の TCLP 法、および成型体からの溶出を評価するための溶出

試験法であるタンクリーチング試験（米国の ANS.16.1）を行った。焼却飛灰のセメントによる固化

／安定化物からは鉛が溶出したが、活性炭／米殻添加により重金属類の溶出抑制効果が見られた。拡

散溶出においては、クロムの初期溶出が顕著であり、またセメントの添加量増は金属拡散減には有効

でなかった。また、マレーシアの都市ごみ、医療廃棄物、および果実残渣について、ロータリーキル

ン焼却に関する基礎性能を把握することができた。また、マレーシアの製紙汚泥の物理化学性状を把

握するとともに、この焼却残渣の溶出挙動を把握した結果、製紙汚泥の焼却残渣は有害廃棄物分類と

はならないことを確認した。 
家庭由来食品残渣の処理方式４種（焼却、メタン発酵＋残渣焼却、メタン発酵＋残渣堆肥化、堆肥

化）を対象としてライフサイクル分析を行った。環境影響領域として地球温暖化、酸性化、埋立地消

費、有害物質によるヒトへの健康影響をとりあげ Distance to Target (DtT)法による重み付け評価を

したが、有害物質としてはダイオキシン類及び重金属類を取り上げ、３種の Mackay モデルを用いた

特性化を試みた。メタン発酵を含むシナリオは含まないシナリオに比べ、環境負荷を低減する傾向に

あった。堆肥化は焼却処理に比べ温室効果ガス排出が多いが、DtT 法による評価では埋立量削減の効

果がこれを上回った。有害物質による影響は用いる特性化係数によって異なり、定常モデルでは農地

への重金属排出による影響がダイオキシン類の大気排出による影響より大きいと評価されたが、100
年間の影響を見る動的モデルでは、ダイオキシン類の大気排出が支配的な影響を持つと評価された。 
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（７）異なった気候下における都市構造と二酸化炭素及び大気汚染物質の排出との関わりに関する研（７）異なった気候下における都市構造と二酸化炭素及び大気汚染物質の排出との関わりに関する研（７）異なった気候下における都市構造と二酸化炭素及び大気汚染物質の排出との関わりに関する研（７）異なった気候下における都市構造と二酸化炭素及び大気汚染物質の排出との関わりに関する研    
究［グループ究［グループ究［グループ究［グループ７７７７］］］］    
本研究課題では、日本・マレーシア双方の異なる気候条件下の都市における都市構造と二酸化炭素

及び大気汚染物質の排出量との関係を明らかにすることを目的として、以下のサブグループで研究交

流を実施してきた。各サブグループでの交流による学術的な影響は以下の通りである。 
 
① 大気環境サブグループ：本サブグループの成果としては、ジョホールバル地域での土地利用変化

によるヒートアイランド現象のメカニズムをシミュレーションにより明らかにした。これらにより土

地利用計画の重要性の認識を現地研究者と共有する事ができた。 
② エネルギー環境サブグループ：平成 19 年度より、イスカンダル開発地域（ジョホール州）を対

象として、持続可能な低炭素社会シナリオの構築を目的として、都市基盤計画、エネルギー需給シス

テム、社会経済システムのモデル化と中長期シナリオの作成を行った。この成果を平成 21 年に小冊

子にまとめて、現地研究者、現地行政担当者らと会合で配布を行った。これらの成果は、マレーシア

政府による温室効果ガス排出量削減目標設定による低炭素社会に対する関心の高まりと合致して、そ

の後の当該テーマでの共同研究プロジェクトの立ちあげ等につながっている。 
③ 音環境サブグループ：クアラルンプールの都市部での交通起源の騒音を対象として、騒音感受性

と健康影響との関係に関するこれまでの研究成果を取り纏める。また、継続的な活動に関する共同研

究計画を策定している。 
 
（８）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－地盤環境と生態系関連－［グループ（８）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－地盤環境と生態系関連－［グループ（８）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－地盤環境と生態系関連－［グループ（８）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－地盤環境と生態系関連－［グループ８８８８］］］］    
本研究課題においては、人間および生態系の生存基盤となっている地盤環境に着目して、自然災害

や人為的汚染から地盤環境を保全するための基礎技術やその応用について共同研究を行った。 
共同研究は主に、①地盤災害の防止、特に斜面災害の防止、②地盤環境汚染の防止、特に廃棄物の

適正管理や土壌・地下水汚染対策、の 2 つの観点から実施した。 
①地盤災害の防止については、日本とマレーシアの両国において大きな課題となっている地すべり

問題を対象として、両国で実際に発生した地すべりの発生機構の解析に関する研究を主に実施した。

特に、両国で共通してみられる風化花崗岩の地すべり問題を対象として、両国における地すべりの発

生要因、メカニズムの解析と比較を行った。日本においては、地表面周辺に露出された中程度の風化

を受けた花崗岩のゆるみ、およびマイクロシーティングによって薄板状になった花崗岩の斜面表層部

でゆるみが崩壊の要因になることが明らかになり、主に表層での地すべりが問題になることが多い。

その一方で、他の浅層地すべりと比較して、花崗岩においては浸食が重要な要因とならないことも示

された。マレーシアにおいては、日本とは異なり深層の地すべりの発生頻度が高く、地すべりブロッ

クの構造、不連続面の有無、浸食状況、降雨時に飽和に達した際の挙動、不均質性などの非常に多く

の要因が地すべりの発生に寄与することが明らかになった。また、生態系が地すべりの発生に及ぼす

影響に関しては、斜面上の植生が地盤の安定性及ぼす影響の検討を行った。その結果、植生の根によ

る土壌の緊縛・補強効果、吸水による間隙水圧低減効果は斜面の安定性を高める一方で、風による樹

木の振動が地盤のゆるみを生じさせたり、降雨浸透量の増加、根茎の発達方向によってはすべり面を

生じさせるなどの現象も指摘された。一方、地すべりの対策の観点からは、GIS を導入した地すべり

ハザードマップの作成、マレーシアにおいて地すべりの発生要因となっている浸食防止技術などにつ

いて、二国間で研究成果の意見交換を実施した。さらに研究期間の後半においては、近年問題となっ

ている気候変動が地盤災害の発生に及ぼす影響についてもマレーシアのある地域を対象とした現地

調査とその解析を共同で実施した。 
②の地盤環境汚染の防止に関しては、固体系廃棄物の有効利用と埋立処分、および産業活動に伴う

有害化学物質の漏洩による土壌・地下水汚染といった人為的要因による地盤環境汚染の防止を目的と

した共同研究を実施した。特に、有害物質を含む廃棄物の処分施設において周辺環境への有害物質拡

散を防止するために建設される遮水工に着目し、長期渡って構造的に安定な処分場遮水工の断面構造

ならびに設計手法の提案を行うための実験的検討を行った。具体的には、廃棄物処分場の遮水工（底

部遮水工、覆土層）を構成する、締固め粘土ライナー、不織布、遮水シート、ジオシンセティックク

レイライナー、保護土層といった各層の境界面のせん断抵抗特性を、大型一面せん断試験装置を用い

て評価した。次に、実験的に得られた各境界面の粘着力、内部摩擦角に基づいて、廃棄物処分場の構

造安定解析を実施した。解析においては、一般的な内陸埋立処分場を想定し、一般的な底部遮水工お
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よび覆土工構造を対象として、材料の境界面ですべり破壊が発生する場合の構造安定性を平時、地震

時において評価した。特に、前述したように湿潤、水浸状態におけるせん断特性を評価し、施工直後

と比較した強度への影響を調査した。処分場の損壊が生じるもうひとつの要因は埋立処分されている

廃棄物材料との Strain incompatibility（材料間の応力－ひずみ関係の相違）である。例えば、基盤

層に破壊が生じるような場合にも、廃棄物層はピーク強度のごく一部の強度しか発揮していない。既

往の研究においても、基盤層とジオシンセティック材料の間にも Strain incompatibility が発生する

ことが報告されている。このことから、Strain incompatibility が生じる場合の構造安定性を評価す

る場合には、ピーク強度を用いるのではなく、ひずみ－せん断抵抗力の関係を考慮する必要があり、

このことを考慮した安定性の評価を行った。また、構造安定性の評価に加えて、マレーシアで入手で

きる地盤材料を用いた遮水工の建設技術や遮水性能の評価、廃棄物処分場における有害物質の動態解

析、有機塩素化合物により汚染された地盤の対策技術として原位置封じ込めやバイオレメディエーシ

ョンを用いた環境負荷の比較的小さい工法の開発を行うなど、日本サイドを中心に研究情報の交換を

行った。 
 
（９）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－天然資源とエネルギー運用－（９）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－天然資源とエネルギー運用－（９）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－天然資源とエネルギー運用－（９）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－天然資源とエネルギー運用－    

［グループ［グループ［グループ［グループ９９９９］］］］    
本課題では、天然資源の有効利用と最適なエネルギー管理・運用システムの構築をテーマとし、主

に相互訪問を通じて共同研究を実施してきた。これらの継続的な活動を通じて、マレーシア・日本両

国のエネルギー・環境問題への取り組みの現況および課題を調査するとともに、技術交流を計画・実

施した． 

マレーシア側研究者が来日した際には、京都大学の関連研究室ならびに日本国内の大学を精力的に

訪問して情報収集・交換を行ってきた。京都滞在中には、主に京都大学ではエネルギー科学研究科塩

路教授（エネルギー変換科学専攻）、坂教授（エネルギー社会・環境科学専攻）および手塚教授（エ

ネルギー社会・環境科学専攻）の研究室を訪問し、それぞれエンジンおよび燃焼反応の基礎研究およ

びバイオマス資源の燃料化、化学変換の現状、およびエネルギーの最適運用の考え方・方策について

調査し、将来展望の調査とともに今後の研究協力について協議した。また、工学研究科三浦教授（化

学工学専攻）および江口教授（物質エネルギー化学専攻）の研究室を訪問し、クリーン石炭利用、マ

レーシア褐炭の抽出・液化に関する実験研究および有害排気物浄化やメタン転換のための触媒開発、

カーボンナノチューブ製造に関する基礎研究や計測装置利用計画、等のテーマについて、双方の現状

技術に関する講演や意見交換を行い、さらに研究室見学、等を通して今後の共同研究の可能性を議論

した。さらに、来日期間中に大阪大学や広島大学などの教育機関や関西電力や大阪ガスなどのエネル

ギー関連企業および太陽光発電建物や風力発電システムのハイブリッドエネルギーセンターなど再

生可能エネルギーを取り入れた施設、等を精力的に訪問・見学し、化学変換材料やソルベントおよび

ナノカーボン技術を適用したアッシュによる NO 除去およびバイオディーゼル変換の前処理、バイオ

ディーゼル（ＢＤＦ）関連事業施設、バイオディーゼル燃料製造に使われるパームやジャトロファの

プランテーションの LCA 解析、等に関して、両国における最近の研究動向、最新技術、今後の方向

性、等について討論した。 
また、日本側研究者がマレーシアを訪問し、当グループにおける今後の計画を議論するとともに、

天然ガスエンジンおよびバイオマス資源利用に関する共同研究の打合せ、現地の研究環境およびバイ

オマス資源状況の視察・調査を実施した。そのほか、バイオマスおよび石炭変換プロセスに関してバ

イオマスの炭化、ガス化プロセスで副生するタールの問題、超臨界流体を用いたエネルギー化、低品

位石炭の液化およびバイオマスの熱化学変換、バイオマスからの油分の高効率抽出、エンジン用燃料

としての種々のバイオ燃料の特性などについて議論し、研究指導をするとともに、情報交換を行った。

これらの視察および討論を通じて現状を把握するとともに、とくにマレーシア国内に豊富な天然ガ

ス・バイオマス資源を有効利用するための共同研究の内容・方針について意見交換を行った。 
とくに、日本およびマレーシア両国の研究者に共通する主要テーマとして、高温高圧反応システム

によるマレーシア産低品位石炭の液化、マレーシアにおける再生可能エネルギーとしての油ヤシの利

用とそれに関連する超臨界技術によるバイオマス資源の有効利用、バイオマスガス化プロセスとエン

ジン利用、再生可能エネルギーによるハイブリッドシステム運用の最適化、直噴ガスエンジン設計の

ためのガス噴流燃焼解析、等のテーマについては、セミナー等を通じて集中的に議論し、両国研究者

の研究領域と課題、現状を確認するとともに、持続可能エネルギーの可能性、とくにバイオマス資源
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の有効利用について多くの有益な知見が得られた。さらに、今回の研究総括および研究者交流に基づ

き、今後の共同研究ならびに研究協力についての進め方に対して両国の相互理解を深めることができ、

プロジェクト終了後も継続的に推進していく予定である。 

 
（（（（10101010）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－暑熱地域における環境共生建築技術の構）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－暑熱地域における環境共生建築技術の構）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－暑熱地域における環境共生建築技術の構）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－暑熱地域における環境共生建築技術の構    

築－［グループ築－［グループ築－［グループ築－［グループ 10101010］］］］    
１．高温・高湿度地域における室内温熱環境とその制御方法、夜間換気をはじめとするパッシブ手法

の可能性を検討するための基礎情報としての気象条件、居住環境と生活スタイルなどの基礎事項を、

相互の研究交流と情報交換により獲得した。また、マラッカに建つ伝統的マレーシア建築、ショッ

プハウスを視察するとともに、ペナンにおける伝統的住居と現代の集合住宅の居住環境、特に温熱

環境に関する現地調査を実施し、研究計画の裏付けとなるデータを収集した。 
２．多くのマレーシア側研究者が来日し、日本総合試験所における建築材料や建築部材の各種物性

値・特性値の試験法と実験設備および風洞実験室と建物・地域模型に関する実験設備の視察、積水

ハウス住宅総合研究所・熱環境実験室および納得工房における建築部材・システムの評価方法、日

本における工業化住宅の特徴や建設・販売方法などについての視察、大和ハウスにおける熱環境実

験室や太陽光発電システムに関する実験設備の視察、大阪市内に建つグリーンビルディングおよび

京大防災研の風洞実験室の視察、岐阜県の Solar Ark(太陽電池関係)の視察を行った。また、松下電

工の照明研究所を訪問し照明研究施設のあり方について討議、積水ハウス総合研究所にて日本の住

宅メーカーにおける太陽光利用の先端技術を視察するとともにマレーシアへの導入可能性につい

て検討した。これらの視察、情報交換により、日本の最新技術をマレーシア側研究者に理解いただ

いた。 

３．マレーシア理科大学の宿泊施設であるゲストハウス内外の温熱環境の測定を行った．また、大学

構内に建つ実験住宅の温熱環境の測定も行い、壁体の熱容量と開口部の開閉が及ぼす影響を把握す

るための基礎的な測定値を得た。前者は熱容量の大きな住宅、後者は比較的壁厚の薄い建物である．

これらの建物内部の温熱環境を予測するプログラムを作成し、測定値をほぼ再現しうること、夜間

換気と壁体の熱容量が結果に及ぼす影響を把握することができた．更にこれを発展させ、壁体の吸

放湿性を考慮して室内湿度を予測するシミュレーションプログラムを開発し、これを利用して快適

性に及ぼす湿度の影響を評価した． 

４．マレーシアにおける省エネルギー技術、太陽光発電・太陽熱利用技術野の現状紹介、Solar Energy 
and Sustainable Material in Building in Universiti Kebangsaan Malaysia における R&D の紹介

を受けるとともに、マレーシア理科大学に建設、設置された太陽光利用施設、空調機室外機側気流

を利用した発電設備の視察を行った。また、マレーシアにおける重要課題の洗い出しを行い、再生

可能エネルギーとリサイクルにより快適な生活環境を形成することが重要であること、クアラルン

プール郊外に建つ住宅を想定し、自然エネルギー利用、省エネルギー、環境負荷などの評価尺度、

高層建物か中層か、エアコンの使用の有無など、種々の観点から討議した。 

５．マレーシア側の最新の研究テーマについて検討し、蒸暑気候におけるパッシブデザインに関する

共同研究、通風を確保し快適な室内環境を提供するテラスハウスの設計およびピロティを有する高

層集合住宅の設計に関する連名論文の作成を行った。これに関連して、クアラルンプール都心に建

つ高層住宅周りの温熱環境と空間の使い方に関する視察を行った．さらに、エアコンの普及の現状、

開口部の開閉と室内温熱環境との関係、発汗に対する人体生理応答と人体回りの気流分布に関して

意見交換を行い、インドネシアを含めた温熱生理の国際間比較に関する調査研究について討議した。

更に、Abdul Malek Abdul Rahman 助教授と日本側研究者３名で、太陽光利用の可能性、日射遮

蔽と利用を併せた屋根システムの設計などを中心にディスカッションした。 
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３－２．共同研究を通じての研究業績・研究者としての発展３－２．共同研究を通じての研究業績・研究者としての発展３－２．共同研究を通じての研究業績・研究者としての発展３－２．共同研究を通じての研究業績・研究者としての発展 
 

 10 年間に渡る本事業において発表された論文の総数は 520 編におよんでいる。本共同研究を通じ

た研究業績によって多数の研究者が昇任を果たし、また、日本に留学した多数のマレーシア人学生が

日本の大学において博士の学位を取得するに至っている。各グループの研究業績・研究者としての発

展を以下に示す。 
 
（１）環境倫理・法律・経済に関する研究［グループ１］（１）環境倫理・法律・経済に関する研究［グループ１］（１）環境倫理・法律・経済に関する研究［グループ１］（１）環境倫理・法律・経済に関する研究［グループ１］    
 主として環境倫理・法律・経済・環境教育・サステイナビリティについて、過去・現在の状況を分

析し、将来予測に関する検討に関する多数の論文発表を行った。平成 16、18、21 年度にはマラヤ大

学で、平成 21 年度にはマレーシア工科大学で講演を行った。また、平成 20 年度には、スウェーデン

ストックホルム市ストックホルム経済大学で開催された JSPS 主催 Sweden – Japan joint 
Environment Colloquium「Sustainability of the Natural Environment」において、サステイナビ

リティ・環境教育に関する講演を行った。 

 
（２）水環境計画に関する研究［グループ２］（２）水環境計画に関する研究［グループ２］（２）水環境計画に関する研究［グループ２］（２）水環境計画に関する研究［グループ２］    
本研究グループでは、１）水害リスクマネジメント、２）ウォーターフロント・ランドスケープ、

３）マングローブ・マネジメント、４）水資源のためのアセット・マネジメント、の四つのサブ研究

テーマを設定して共同研究を実施し、のべ 100名以上の研究者が参加し、7回の研究セミナーを開催、

約 190 編の学術論文を発表した。10 年間にわたった共同研究の成果は以下のようにまとめられる．

１）水害リスクマネジメントについては、分布型都市流出モデルを改良して、都市河川流域全体にお

ける洪水・水 質・土砂に関わるリスクについて検討した．開発した都市内の各地域の災害リスク及

び脆弱性を定義する指標を用い、都市水害ハザードマップを作成した．２）ウォーターフロント・ラ

ンドスケープ、および３）マングローブ・マネジメント GIS ベースのマングローブ林のマネジメント

システムの構築し、マングローブの保全と観光政策の提言し、景観的側面からマングローブをめぐる

社会的コンフリクトについて検討した．さらに、マングローブ林の社会便益評価の評価手法について

検討し、その方法論を提案した．４）水資源のためのアセット・マネジメントについては、構築した

最適な維持管理戦略立案のためのアルゴリズムをマレーシアにおいて適用し、その挙動を検討した．

包括的なアセット・マネジメントシステム構築のため、実際的なデータベースの構築、モニタリング

技術、データ分析と戦略立案に関する課題をとりまとめた． 
 
（３）環境計画に関する研究［グループ３］（３）環境計画に関する研究［グループ３］（３）環境計画に関する研究［グループ３］（３）環境計画に関する研究［グループ３］    
本グループでは、平成 14,17,19 年に実施したセミナーあるいは研究者交流による意見交換を行い、

日本およびマレーシア両国における自然環境と調和した都市環境の最適管理法、環境を考慮した都市

計画や環境計画の手順と手法を検討し、気候・風土・宗教的背景の異なる両国間で環境計画に対する

互いの問題意識の共有を図った．その研究業績としてジャーナル Transportation における special 
issue「Rapid motorization in Asian cities: urban transport infrastructure, spatial development 
and travel behavior」を編纂、5 編の論文を発表した． 
 
（４）環境リスク管理に関する研究［グループ４］（４）環境リスク管理に関する研究［グループ４］（４）環境リスク管理に関する研究［グループ４］（４）環境リスク管理に関する研究［グループ４］    
両国における分子生物学的リスク評価手法の情報を交換することで、化学物質の潜在的健康リスク

および生態リスクのスクリーニング手法に関する論文発表を行った。また環境リスク評価手法の新た

なフレームワークの論文発表も行い、マレーシアへの適用も試みられている。これらの成果を発表し

た最終グループセミナーの内容は ISBN 番号を獲得し、一般公開の刊行物として発刊した。 
 
（５）水質・水量の管理と処理技術［グループ５］（５）水質・水量の管理と処理技術［グループ５］（５）水質・水量の管理と処理技術［グループ５］（５）水質・水量の管理と処理技術［グループ５］    

10 年間の研究交流により、マレーシア側からは 30 名の研究者が合計 52 回、延べの 430 日、日本

に訪問し、日本の技術移入をするとともに、共同研究の推進に努めた。一方、日本からは 21 名の研

究者が合計 42 回、延べ 245 日の訪問を行い、現地の状況把握と、研究協力推進を実施した。それら

の成果はいくつかの研究費の獲得や、共著論文発行として、具体的に現れている。たとえば、地球環

境学堂の藤井滋穂教授は、平成 21 年度より環境省循環型社会形成推進科学研究費に採択され、課題

名：「アジア地域における液状廃棄物の適正管理のための制約条件の類型化および代替システムの評
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価の研究」を実施しているが、平成 22 年度からは、その対象にジョホールバル市を選び、そのカウ

ンターパートとしてマレーシア工科大学の Maketab Mohamed 准教授の協力を得ている（平成 22 年

度助成金 25,224 千円のうち、900 千円を UTM に委託）。また、地球環境学堂田中周平准教授、藤井

滋穂教授らは、マレーシア工科大学のMaketab Mohamed准教授やマレーシアサバ大学のAnn Anton
教授らの協力を得て、「世界 10 カ国 21 都市の水環境における PFOS・PFOA 汚染の現況」と題する

論文を水環境学会誌に発表（平成 20 年 11 月号）しているが、これは水環境分野で高い評価を得て、

平成 21 年 9 月 14 日に日本水環境学会年間優秀論文賞（第１回メタウォーター賞）を受賞している（本

論文ではMaketab Mohamed 准教授とマレーシアサバ大学の Ann Anton 教授は謝辞に載るだけであ

るが、別の多数の論文で共著者となっている）。  
 
（６）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－廃棄物・焼却－［グループ（６）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－廃棄物・焼却－［グループ（６）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－廃棄物・焼却－［グループ（６）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－廃棄物・焼却－［グループ６６６６］］］］    
主として、マレーシアの発生廃棄物を対象とした焼却処理や固化／安定化の効果、環境挙動に関す

る研究成果について、論文発表した。また、平成 18 年には、第 4 回燃焼と熱分解・環境制御に関す

る国際会議（4th i-CIPEC, International Combustion, Incineration, Pyrolysis and Emission 
Control）を京都にて共催した。 
 
（７）異なった気候下における都市構造と二酸化炭素及び大気汚染物質の排出との関わりに関する研（７）異なった気候下における都市構造と二酸化炭素及び大気汚染物質の排出との関わりに関する研（７）異なった気候下における都市構造と二酸化炭素及び大気汚染物質の排出との関わりに関する研（７）異なった気候下における都市構造と二酸化炭素及び大気汚染物質の排出との関わりに関する研    
究［グループ究［グループ究［グループ究［グループ７７７７］］］］    
① 大気環境サブグループ： 
ジョホールバルの都市発展に伴う土地利用変化とヒートアイランド現象の関係について、複数の論

文発表を行った。 
② エネルギー環境サブグループ： 
ジョホールバルを対象とした都市構造や建築物のエネルギー消費や CO2 排出量の分析に関する多

数の論文を発表している。また、イスカンダル開発地域（ジョホール州）を対象として、持続可能な

低炭素社会シナリオの構築に関しても多数の論文を発表している。 
③ 都市騒音環境サブグループ： 
 交通起源の都市騒音とその健康影響に関する論文発表を行った。 
 
（８）ゼロディスチャージシ（８）ゼロディスチャージシ（８）ゼロディスチャージシ（８）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－地盤環境と生態系関連－［グループステムを構築する基礎技術群－地盤環境と生態系関連－［グループステムを構築する基礎技術群－地盤環境と生態系関連－［グループステムを構築する基礎技術群－地盤環境と生態系関連－［グループ８８８８］］］］    
両国での研究成果については、相互の研究者が相手国を訪問した際にセミナーや特別講演の形式で

の発表、意見交換を実施した。具体的には、平成 12 年～21 年の間に特別講演を 3 件（日本 1 件、マ

レーシア 2 件）、講演会を 20 件（日本 14 件、マレーシア 6 件）実施した。また、平成 13 年度には、

Mohd Raihan Taha 教授（UKM）が「Status and countermeasures on geo-environmental 
comtamination in Malaysia」と題した講演を日本材料学会地盤改良部門委員会で実施した。さらに

は、本グループで3回にわたって地盤災害と地盤環境工学に関する二国間共同シンポジウムを開催し、

合計 90 件の研究成果の論文発表を実施し、3 冊のプロシーディングスとして出版した。加えて、廃

棄物処分場の遮水工の構造安定性を両国で共同研究した成果をベースとして、環境省廃棄物処理等科

学研究費補助金「廃棄物最終処分場跡地の形質変更のための施工方法と環境リスクの相関に関する研

究（課題番号：K1837）」の成果の一部として発展させ、2 編のジャーナル論文発表と 1 件の国際会議

発表を行っている。 
 
（９）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－天然資源とエネルギー運用－（９）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－天然資源とエネルギー運用－（９）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－天然資源とエネルギー運用－（９）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－天然資源とエネルギー運用－    

［グループ［グループ［グループ［グループ９９９９］］］］    
主として、高温高圧反応システムによる低品位石炭の液化、超臨界技術によるオイルパームを始め

とするバイオマス資源の有効利用、バイオマスガス化プロセスとエンジン利用、再生可能エネルギー

によるハイブリッドシステム運用の最適化、直噴ガスエンジン設計のためのガス噴流燃焼解析、等の

テーマについて、共同研究を通じて成果を上げ、多くの論文発表を行った。また、双方の研究者交流

の際には学生を含む場での特別講演を実施し、両国研究者間の相互理解を深めるとともに、研究業績

の発展に寄与し、本事業期間中に数名の研究者が昇任を果たしている。さらに、本プロジェクトを契

機として数名のマレーシア学生が日本の大学へ留学し、多くの研究論文の発表により博士学位を取得

している。 
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（（（（10101010）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－暑熱地域における環境共生建築技術の構）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－暑熱地域における環境共生建築技術の構）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－暑熱地域における環境共生建築技術の構）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－暑熱地域における環境共生建築技術の構    
築－［グループ築－［グループ築－［グループ築－［グループ 10101010］］］］    

１．マレーシア理科大学の宿泊施設であるゲストハウス内外の温熱環境及び大学構内に建つ実験住宅

の温熱環境の測定を行い、壁体の熱容量と開口部の開閉が及ぼす影響を把握するための基礎的なデ

ータを得た。前者は熱容量の大きな住宅、後者は比較的壁厚の薄い建物である．これらの建物内部

の温熱環境を予測するプログラムを作成し、測定値をほぼ再現しうること、夜間換気と壁体の熱容

量が結果に及ぼす影響を把握することができた．これらの結果により、暑熱地域におけるパッシブ

冷房の可能性を明らかにすることができた．これについては、国際会議 IAQVEC において発表を

行った．更に、壁体の吸放湿性を考慮して室内湿度を予測するシミュレーションプログラムを開発

し、これを利用して快適性に及ぼす湿度の影響を評価することが可能となった． 
２．高温・高湿度地域における室内温熱環境の実態調査とその制御方法とエアコンの普及状況、発汗

に対する人体生理応答と人体回りの気流分布に関して、インドネシアを含めた温熱生理の国際間比

較に関する共同調査研究を開始した．エアコン使用に関しては、寒い～やや寒いと感じながらも低

い設定室温を選択するという実情が明らかとなった．エネルギー消費の削減、住宅設計の基本的な

考え方、健康問題とも関係する重要な問題を発掘することができた． 

３．蒸暑気候における高層集合住宅において、通風を確保し快適な室内環境を得るための一手法とし

て、ピロティを有する高層集合住宅の可能性について検討した．CFD 解析によると、ピロティを

設けることにより、上層階における通風を損なうことなく地上階において通風を確保を確保できる

こと、これは地上階の共用スペースとしての価値を高める上で非常に有効であることを提案した．

クアラルンプールを対象に、都心に建つ高層住宅周りの温熱環境と空間の使い方に関する視察を行

い、解析との対応について検討した．これらは、国際イスラム大学の Razak Sapian 准教授、Noor 
Hanita 准教授との共同研究であるが、国際会議に論文を投稿し発表が決まっている。 
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３－３．セミナーの成果３－３．セミナーの成果３－３．セミナーの成果３－３．セミナーの成果 
 

 各グループが開催したセミナーの詳細と成果は以下のとおりである。 
 
（１）環境倫理・法律・経済に関する研究［グループ１］（１）環境倫理・法律・経済に関する研究［グループ１］（１）環境倫理・法律・経済に関する研究［グループ１］（１）環境倫理・法律・経済に関する研究［グループ１］    
１．セミナー名：環境倫理と法制度、環境教育に関する日本一マレーシア共同シンポジウム  

日時：平成 14 年 1 月 7 日〜1 月 8 日 
場所：マレーシア クアラルンプール マラヤ大学  
成果：日本側研究者4名がマラヤ大学を訪問し、マレーシア側研究者も合わせて総数24名の研究

者が参加した。最新の研究状況の発表を行うことで、環境倫理と法制度の最前線の動向を

相互に確認した。本研究プロジェクトは環境科学の多岐にわたる分野を広く対象としてい

るので、セミナーに参加する異分野の研究者間における意見や情報の交換が可能となり、

この観点から、分野の枠を超えた新しい共同研究の契機となった。また、開催国マレーシ

アから多くの若手研究者の出席をえて、これら参加者が国際的な討議や情報交換を経験す

るための、絶好の機会を提供した。本研究プロジェクトの出発点として、過去の「総合工

学」：事業にて築き上げてきた共同研究体制とこれにより得られた様々な研究成果を確認・

評価した。特に、近年では国際水準に達してきたマレーシアにおける研究内容の向上過程

を中心に、本研究プロジェクトの目標を再確認した。また、これを基盤にして、次の世紀

に向けた研究交流活動の継続とより一層の発展のため、どのような交流が今後望ましいか

についても議論を行った。 

２．セミナー名：マレーシア－日本共同セミナー「持続可能性のための環境教育」 
日時：平成 16 年 9 月 27 日～9 月 28 日 
場所：マレーシア クアラルンプール マラヤ大学  
成果：日本側研究者 6 名がマラヤ大学を訪問し、マレーシア側研究者も合わせて総数 35 名の研

究者が参加した。６つのセッションに分かれて研究成果が発表された。研究発表のキーワ

ードは、ＮＧＯの役割、企業の環境社会責任、環境防災教育、環境リスクの認識、都市廃

棄物管理の社会経済、マレーシア大学生の環境教育、環境倫理の哲学的解析、環境倫理教

育、マレーシア大学コンソーシアムにおける環境教育の経験交流、市民と行政環境協力の

法制度、廃棄物リサイクルの行動、文科系学生の環境保全教育、マレーシアにおける森林

保全、世界自然遺産屋久島の環境教育の経験、マラヤ大学経済学部学生の環境教育、マレ

ーシアの都市廃棄物埋め立て管理の問題、マレーシア大気汚染防止の政策形成と市民参加

となる。これらの広いテーマで研究成果の交流ができた。参加者からセミナーの成果につ

いて満足の意見が多かった。ＪＳＰＳ交流が始まって、両国の環境改善、環境教育、環境

研究が急速に進歩していることが理解された。 
３．セミナー名：JSPS-VCC 持続可能性のための環境教育 

日時：平成 18 年 6 月 16 日～6 月 17 日 
場所：マレーシア クアラルンプール マラヤ大学  
成果：日本側研究者 6 名がマラヤ大学を訪問し、マレーシア側研究者も合わせて総数 17 名の研

究者が参加した。環境倫理の分野では、日本側から世界の主要宗教の倫理と環境倫理の関

係について、国連リオ宣言の解釈をとおして解析した内容の発表があった。マレーシア側

から、信仰と環境倫理の関係についての解析、土着の伝承に環境に関する知恵がありそれ

を発掘した内容の紹介、環境観光の可能性を日本とマレーシアの比較分析結果の報告、マ

レーシアの環境経済の研究成果が報告された。また、日本から琵琶湖を対象としたダイオ

キシン類の環境挙動の実態とシミュレーション成果の発表、コミュニティを基礎とした市

民環境教育の経験についての報告があった。クアラルンプールの中心に地域の伝統区をど

のように保存しながら、発展させるか日本の研究者とマレーシアの研究者の共同研究につ

いて報告もあった。また日本から、琵琶湖、淀川を水源として水道浄化する際に、臭素汚

染がオゾン、塩素処理で臭素酸を形成し、発ガン物質となる点の報告があった。マレーシ

ア側から、大学の環境教育の調査結果の報告、土着民の自然保護活動の報告、自治体の環

境改善取り組みについて報告がされた。また特別参加として、宮内信江女史が、日本の生

け花のワークショップを併設した（日本国際交流基金マレーシアオフィスの協力があった）
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ことで、日本人の環境保護の精神の基礎に、自然を芸術、文化、宗教に取り入れているこ

とを理解してもらうよい機会となった。交流を積み重ねてきたことから、マレーシア側の、

環境教育に関する取り組みが進展し、また社会に意識に前進が見られた。 
４．セミナー名：「日本学術振興会拠点大学交流事業」環境倫理、法律、経済に関するワークショッ

プ 
日時：平成 20 年 10 月 20 日 
場所：マレーシア クアラルンプール マラヤ大学  
成果：日本側研究者 1 名がマラヤ大学を訪問し、マレーシア側研究者も合わせて総数 10 名の研

究者が参加した。今回のワークショップでは、最終成果物の完成に向けて、これまでグル

ープリーダー間で調整してきた目次や、各執筆担当者がワークショップに持ち寄る原稿を

精査した。これにより、内容はもとより全体としてまとまりのある「マニュアル」完成へ

の道筋をつけることができた。 

５．セミナー名：「日本学術振興会拠点大学交流事業」環境倫理、法律、経済とサステイナビリティ

に関するシンポジウム 
日時：平成 21 年 11 月 12 日～11 月 13 日 
場所：マレーシア ペナン イースティンホテルペナン 
目的：日本側研究者 1 名がマラヤ大学を訪問し、マレーシア側研究者も合わせて総数 17 名の研

究者が参加した。サステイナビリティは、環境や生態系だけではなく、経済的な側面や、

環境倫理、環境教育、環境法を含めた社会的な側面を同時に考慮しなければ達成すること

が困難である。本シンポジウムにより、将来の地域環境・地球環境の取るべき方向や視点

について議論した結果、社会科学的側面を十分に考慮していく必要があることが明らかに

なった。また、アジアにおける日本とマレーシアの協力が重要であることが確認された。 

 
（２）水環境計画に関する研究［グループ２］（２）水環境計画に関する研究［グループ２］（２）水環境計画に関する研究［グループ２］（２）水環境計画に関する研究［グループ２］    
１．セミナー名：統合的環境計画とマネジメント水資源、都市開発、交通を捕らえる地域的視座 

日時：平成14年10月15日～10月16日  

場所：マレーシア クアラルンプール 

成果：マレーシアと日本の水環境マネジメントならびに都市交通マネジメントに関わる研究発表

が合計40編程度あった。具体的には、１）マレーシアの水質汚染の実情とそのための挑戦、

２）マレーシアにおける水辺観光地リゾート開発のもたらす功罪についての検証、３）都

市河川の環境再生対策、４）マレーシアにおける流域総合管理の実状と課題、５）空間リ

スクを考慮した洪水マネジメント、６）河川水路網の技法を考慮した水辺景観設計技法、

などの最新の研究成果が示され、マレーシアへの適用の可能性について話し合いが展開さ

れた。 
２．セミナー名：「日本学術振興会拠点大学交流事業」湿地帯における持続的発展に関する国際セミ

ナー2007 
日時：平成19年9月4日～9月6日  

場所：マレーシア・ジョホールバル 

成果：本セミナーは平成18年度に京都で開催された第1回マングローブシンポジウムに引き続き

行われるものであり、前回のシンポジウムで得られた研究課題の共有化と、マレーシア側

と日本側との共同研究の立ち上げへ向けた情報交換のため、合計55編の研究発表が行われ

た。そして、マングローブ林の経済評価に向けた論点を整理、今後の調査実施に向けた詳

細な議論が行われた。 
３．セミナー名：「日本学術振興会拠点大学交流事業」持続可能性に関する国際セミナー2009 –湿

地帯と気候変動に関する知識の統合を目指して 

日時：平成21年6月26日～6月28日  

場所：マレーシア、コタキナバル、レメリディアンホテル 

成果：本セミナーでは、マレーシアと日本の他にも、オーストラリア、インドネシアなどから約

100名の学者が参加、35編の研究発表が提示され、総合的かつ持続可能な土地利用と水環

境計画に関する優れた実践、方法論、技術、研究などについて情報を提供し合うことによ

って、ゼロ排出社会に向けて求められている効率的・効果的な水環境計画に対する活発な
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議論を行った。 
 
（３）環境計画に関する研究［グループ３］（３）環境計画に関する研究［グループ３］（３）環境計画に関する研究［グループ３］（３）環境計画に関する研究［グループ３］    
１．セミナー名：統合的環境計画とマネジメント――水資源、都市開発、交通を捕らえる地域的視座 

（グループ２と共同開催） 

日時：平成14年10月15日～10月16日  

場所：クアラルンプール 

成果：急激に進む都市発展のもたらす諸々の都市環境問題、とりわけクアラルンプールの河川水

質の汚渇問題や交通問題が取り上げられ、技術的な成長へ舵取りをしていく上での諸々の

課題について有用な知見が共有された。  

２．セミナー名：「日本学術振興会拠点大学交流事業」持続可能性に向けての都市デザイン 

日時：平成17年11月24日  

場所：マレーシア、国際イスラム大学 

成果：気候・風土・宗教的背景の異なる日本とマレーシアでの生活や環境計画条件の違いを、積

極的にお互いのカウンター・バランスとし位置付け、質の高い生活（Quality of Life）を

相互で持続できるコミュニティ形成の計画を、双方の研究動機(motivation)にしていくこ

とを確認できた． 

３．セミナー名：「日本学術振興会拠点大学交流事業」環境計画・人間行動・持続可能性に関する国

際セミナー 

日時：平成19年11月14日～11月15日  

場所：クアラルンプール 

成果：JSPS-VCCのプログラムの後半に向け、これまでの共同研究の進捗状況を評価すると共に、

今後の具体的共同研究の体勢を整えた。特に、既に存在するデータの共有化、既存の分析

の整理と統合、新たな共同研究に向けての視座の確立、共有化などが達成された。 

 
（４）環境リスク管理に関する研究［グループ４］（４）環境リスク管理に関する研究［グループ４］（４）環境リスク管理に関する研究［グループ４］（４）環境リスク管理に関する研究［グループ４］    
１．セミナー名：第１回環境リスク管理セミナー「環境微量汚染物質による生態系およびヒト健康リ

スク評価とその国際比較」 

日時：平成14年11月5日～11月6日  

場所：マレーシア クアラルンプール マレーシア国民大学 

成果：日本側からは8名がクアラルンプールを訪問し、マレーシア側からは16名が参加した。以

下の研究課題に関する合計15編の研究成果が発表された。1.日本・マレーシアにおける人

健康リスク評価の到達点と課題、2.日本・マレーシアにおける生態系リスク評価の到達点

と課題、3.新しいリスク評価枠組みの開発と国際比較研究の展望研究成果発表の後、今後

の環境リスク管理研究のあり方、研究成果の実際的応用の枠組みと手順、今後必要な研究

課題などについて意見を交換した。この議論には、マレーシア環境省の環境研究担当者も

参加し、内分泌攪乱化学物質を初めとする環境微量汚染物質の効果的な環境モニタリング

のあり方とその精度管理、毒性評価技術の移転、ヒトを対象にしたリスク管理の枠組み作

りとその日本-マレーシアにおける比較研究の必要性が指摘された。また、セミナー以降

の研究者の交流計画が確認され、平成15年度の研究者交流その訪問先、交流研究課題の内

容について情報を交換した。  

２．セミナー名：「日本学術振興会拠点大学交流事業」第２回環境リスク管理セミナー 

日時：平成18年11月22日～11月23日  

場所：日本 大阪市 KKRホテル大阪 

成果：マレーシア側からは8名が大阪市を訪問し、日本側からは9名が参加した。既存の毒性評価

法を吟味し、環境リスク管理の枠組みにバイオアッセイを導入する上での留意事項が整理

された。毒性評価の事例が報告され、内在する課題やその解決法について具体的な意見が

交換された。また、グループ４の重点課題に設定した新しい環境リスク管理枠組みの開発

成果が、固体廃棄物の埋め立て処分場及び都市廃棄物処理システムを対象に報告された。

さらに、ヒト健康リスク及び生態系リスクに関連する事例評価研究の成果が報告された。

発表論文15件の内2件は両国研究者の共同研究の成果である。  
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３．セミナー名：「日本学術振興会拠点大学交流事業」第４回環境リスク管理セミナー 

日時：平成21年10月14日～10月16日  

場所：マレーシア マラッカ ホリデーイン 

成果：日本側からは5名がマラッカを訪問し、マレーシア側からは11名の研究者が参加した。そ

の成果は課題毎に以下のように要約される。1.日本・マレーシアにおける毒性評価法の開

発と吟味：グループ4では、ヒト並びにヒト以外の生物・生態系が有害物質等により環境

を介して被るリスク（環境リスク）を評価する実用的な枠組みの開発を目指してきた。リ

スク評価の基本的枠組みは、第1回グループセミナーで日本側から提案しており、今回の

セミナーでは、その最新の成果として6研究成果が発表された。2.新しい環境リスク評価

枠組みの開発と適用：グループ共同研究を介して開発・提案してきた環境リスク評価枠組

みの適用事例を、特に幼児・小児を対象にする健康リスクの評価と管理、日本・マレーシ

アにおける環境リスク比較評価研究の課題に関連して3研究成果が発表された。3.リスク

概念に基づく環境施策の展望：共同研究の継続方法とその課題等について意見を交換した。

関連する研究成果として5研究成果が発表された。最後に今後もこれまでの共同研究体制

を維持し、新たな外部資金獲得に努力することを確認した。 

 
（５）水質・水量の管理と処理技術［グループ５］（５）水質・水量の管理と処理技術［グループ５］（５）水質・水量の管理と処理技術［グループ５］（５）水質・水量の管理と処理技術［グループ５］    
１．セミナー名：水資源管理に関するセミナー  

日時：平成13年10月8日～10月9日  

場所：マレーシア サバ州コタキナバル市 サバマレーシア大学 

成果：論文19編（総頁130）が発表され、最新の水消費、流域水管理、浄水処理、排水処理に関

する情報交換がなされるとともに、これらの研究に関わる共同研究の推進が討議された。 

２．セミナー名：第２回水質・水量の管理と処理技術に関するセミナー  

日時：平成16年12月5日～12月8日  

場所：京都市左京区京都大学図書館 

成果：論文20編（総頁145）が発表され、最新の水消費、流域水管理、浄水処理、排水処理に関

する情報交換がなされるとともに、これらの研究に関わる共同研究の推進が討議された。 

３．セミナー名：「日本学術振興会拠点大学交流事業」第５回水質・水量の管理と処理技術に関する

セミナー  

日時：平成19年11月26日～11月28日  

場所：京都市西京区京都大学桂キャンパスCクラスター人融 

成果：論文23編（総頁163）が発表され、水質・水量の管理と処理技術に関わる情報交換がなさ

れるとともに、グループの相互研究活動の推進、これら分野の将来的進展方策を展望され

た。 

４．セミナー名：「日本学術振興会拠点大学交流事業」第６回水質・水量の管理と処理技術に関する

セミナー  

日時：平成20年7月17日～7月18日  

場所：マレーシア サバ州コタキナバル市 サバマレーシア大学 

成果：論文18編（総頁139）が発表され、水質・水量の管理と処理技術に関わる情報交換がなさ

れるとともに、グループの相互研究活動の推進、これら分野の将来的進展方策を展望され

た。 

５．セミナー名：「日本学術振興会拠点大学交流事業」第７回水質・水量の管理と処理技術に関する

セミナー  

日時：平成21年12月21日～12月22日  

場所：京都市左京区京都大学吉田キャンパス工学部８号館 

成果：論文15編（総頁116）が発表され、水質・水量の管理と処理技術に関わる情報交換がなさ

れるとともに、JSPS-VCCプログラム終了後の共同研究推進体制についても展望可能とな

った。 

 
（６）ゼロディスチャージシステムを構築（６）ゼロディスチャージシステムを構築（６）ゼロディスチャージシステムを構築（６）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－廃棄物・焼却－［グループする基礎技術群－廃棄物・焼却－［グループする基礎技術群－廃棄物・焼却－［グループする基礎技術群－廃棄物・焼却－［グループ６６６６］］］］    
１．セミナー名：ゼロディスチャージシステムのための廃棄物セミナー  
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日時：平成14年10月24日～10月25日 
場所：京都市 

成果：セミナー枠での招聘の他、研究交流枠での招聘期間を合わせることで、マレーシア側から

は、グループリーダーでもあるMalaya大学のAgamuthu教授をはじめ９名の口頭発表が

あり、日本側からも９名の口頭発表があった。また聴講者を含めた全体の出席者は、35名
であった。発表内容は、固定床焼却炉における廃棄物燃焼の数学的モデル化や灰を利用し

たSOX除去のための吸着剤の特性化など、マレーシアと日本の廃棄物処理研究に関して多

岐にわたる情報交換を行うことができた。 

２．セミナー名：「日本学術振興会拠点大学交流事業」ゼロディスチャージシステムのための廃棄物

管理セミナー 

日時：平成17年11月21日 
場所：クアラルンプール・マラヤ大学 

成果：日本及びマレーシアの廃棄物管理に関する情報交換を通じて、両国研究者間の協力関係を

構築すること、両国の廃棄物問題と廃棄物管理システム・技術の現状に関する情報を共有

することを目的に開催した。 

３．セミナー名：「日本学術振興会拠点大学交流事業」廃棄物管理と３Rシステム開発  

日時：平成20年11月25日～11月26日 
場所：京都市 

成果：３Ｒ型社会に向けたライフサイクル分析手法とその応用、焼却処理システム技術と環境汚

染制御技術の検討、有害物質の安定化／固化技術と廃棄物埋立地の浸出水処理についての

研究成果を相互理解し、その背景として両国で発生している具体的な廃棄物問題や資源循

環への取り組みへの理解を深めることができた。情報交換を通じて、包括的な廃棄物管理

手法や３Ｒ型社会への手法や好事例が蓄積された。 

４．セミナー名：「日本学術振興会拠点大学交流事業」廃棄物管理と３Ｒ展開に関するワークショッ

プ 

日時：平成21年10月13日～10月14日 
場所：マレーシア、クアラルンプール 

成果：８件の廃棄物管理や循環型社会形成に関する研究成果や関連情報が報告され、その報告内

容に対して、約３０名の参加者により議論を行った。両国の循環型社会形成に関連する物

質フローやライフサイクルアセスメント研究として、カドミウムやリンに関するケース・

スタディに関する報告があり、こうした手法は廃棄物問題の早期発見や社会システムの合

理的設計に繋がることを共通の認識とした。廃棄物の焼却処理技術に関して、廃棄物焼却

エネルギー回収で期待される炭酸ガス抑制効果についての試算として、日本の2006年実績

ベースで390万トンであること、白煙防止を取り止めることで炭酸ガス削減に繋がること

が報告された。安定化／固化技術について、ペナンの埋立浸出水処理に関する研究報告が

あり、浸出水の再循環システムはマレーシアの雨季には機能しないことから準好気性埋立

と浸出水処理を組み合わせた方式が望ましいとの見解で一致した。今回のセミナーを通じ

て、循環型社会に向けたライフサイクル分析や物質フロー分析手法の活用方法、廃棄物焼

却エネルギー回収による炭酸ガス抑制への実用化方法、アジア地域に展開できる廃棄物埋

立方式のあり方が明らかとなり、これらの政策展開を訴えていく展開と一層の研究が期待

される。 

 

（７）異なった気候下における都市構造と二酸化炭素及び大気汚染物質の排出との関わりに関する研（７）異なった気候下における都市構造と二酸化炭素及び大気汚染物質の排出との関わりに関する研（７）異なった気候下における都市構造と二酸化炭素及び大気汚染物質の排出との関わりに関する研（７）異なった気候下における都市構造と二酸化炭素及び大気汚染物質の排出との関わりに関する研    
究［グループ究［グループ究［グループ究［グループ７７７７］］］］    

１．セミナー名：第１回グループセミナー 異なった気候下における都市構造と二酸化炭素及び大気

汚染物質の排出との関わりに関する研究 

日時：平成15年9月17日～9月18日  

場所：マレーシア・マレーシア工科大学 

成果：セミナーを開催して、各人の研究内容を互いに理解したことが大きな成果であった。グル

ープ７の個別研究はおおまかに分類すると、テーマ別には①二酸化炭素排出量、②エネル

ギー需要、③ヒートアイランド、④大気汚染に分類され、手法別には使われているモデル
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に着目して①経済マクロモデル、②エネルギー需要ダイナミクスモデル、③排出量推計ボ

トムアップモデル、④拡散モデルに分類された。また、対象範囲について見ると、ジョホ

ールバル市を扱った研究、アジア全域、あるいは世界全域を扱った研究があった。 
２．セミナー名：第２回グループセミナー「日本学術振興会拠点大学交流事業」異なった気候下にお

ける都市構造と二酸化炭素及び大気汚染物質の排出との関わりに関する研究 

日時：平成17年9月22日～9月23日  

場所：日本・立命館大学 

成果：研究発表とディスカッションを通して各人の行う研究について相互理解が進んだことと、

大気環境、エネルギー環境、音環境のサブグループがプロジェクト研究の中身について議

論し研究プロポーザルを作成したことが最大の成果であった。 

３．セミナー名：第３回グループセミナー「日本学術振興会拠点大学交流事業」異なった気候下にお

ける都市構造と二酸化炭素及び大気汚染物質の排出との関わりに関する研究 
日時：平成19年9月10日～9月11日  

場所：マレーシア・ジョホールバル 

成果：関連する研究テーマについて両国関係者からの最近の成果報告とそれに関連するディスカ

ッションにより、研究交流が促進されたと共に、平成１７年度より実施している４つの共

同研究プロジェクトをさらに進め、マニュアル作成に向けた執筆担当者および執筆スケジ

ュールを確定させることができた。 
４．セミナー名：第４回グループセミナー「日本学術振興会拠点大学交流事業」異なった気候下にお

ける都市構造と二酸化炭素及び大気汚染物質の排出との関わりに関する研究 
日時：平成22年3月1日～3月2日  

場所：日本・岡山大学 

成果：平成22年3月1日～2日に岡山大学においてグループセミナーを実施した。セミナーでは、

マレーシア側６名、日本側１０名から最近の各研究グループの研究成果を中心に報告を行

った。また、今後の研究協力体制についてディスカッションを行った。特に、低炭素社会

構築を中心としてマレーシアを対象とした共同研究の可能性について議論を進め、継続し

て情報交換を続けることになった。また、直島環境センター中間処理施設等の視察を行い、

日本の廃棄物処理に関する先端技術を知るとともに、日本・マレーシアの廃棄物問題につ

いての意見交換を行う事ができた。 

 
（８）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－地盤環境と生態系関連－［グループ（８）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－地盤環境と生態系関連－［グループ（８）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－地盤環境と生態系関連－［グループ（８）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－地盤環境と生態系関連－［グループ８８８８］］］］    
１．セミナー名：ゼロディスチャージシステムのための廃棄物セミナー  

（グループ２と共同開催） 

日時：平成14年10月24日～10月25日 
場所：京都市 

成果：セミナー枠での招聘の他、研究交流枠での招聘期間を合わせることで、マレーシア側から

は、グループリーダーでもあるMalaya大学のAgamuthu教授をはじめ９名の口頭発表が

あり、日本側からも９名の口頭発表があった。また聴講者を含めた全体の出席者は、35名
であった。発表内容は、固定床焼却炉における廃棄物燃焼の数学的モデル化や灰を利用し

たSOX除去のための吸着剤の特性化など、マレーシアと日本の廃棄物処理研究に関して多

岐にわたる情報交換を行うことができた。 

２．セミナー名：地盤災害と地盤環境工学に関する第1回マレーシア日本シンポジウム 

日時：平成16年12月13日～12月14日  
場所：マレーシア セランガー ホテルエクアトリアルバンギ 

成果：平成15年12月京都での包括セミナーの際の合意に基づいて、本グループではこれまでの個

別研究交流からの一層の発展を目指して、地盤災害研究グループと環境地盤研究グループ

とが一堂に会して、両国から合計36件の研究発表を行い、相互研究交流と討論を実施した。

これにより、お互いの研究成果を理解することができ、以降の共同研究プロジェクトへの

発展の道筋を示す良い機会となった。2日間の会議への参加者は72名に及び、当研究交流

メンバーを中心とした大学関係者だけでなく、日本及びマレーシアの産業界や官界からも

参加者を得て、今後の研究交流の産官学への連携による具体化の道が開けた。なお、日本
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学術振興会からはバンコック駐在事務所長の吉田敏臣博士に参加頂いた。また、日本貿易

振興機構(JETRO)クアラルンプールセンターからは山崎 晃氏に参加頂いた。 

３．セミナー名：「日本学術振興会拠点大学交流事業」地盤災害と地盤環境工学に関する第2回マレ

ーシア日本シンポジウム 

日時：平成19年11月20日～11月22日  
場所：マレーシア ランカウイ シティベイビューホテル 

成果：本セミナーでは当グループの研究者が一堂に会して、地盤災害、特に斜面災害の防止、地

盤環境保全、特に廃棄物管理や地盤汚染の対策、の２つのテーマについて相互の研究成果

の発表とディスカッション、それらに基づいた共同研究の再構築を図った。31件の論文の

発表と討論により、マレーシアならびに日本の地盤災害や地盤環境に関する研究の最新状

況について相互情報交換を行うとともに、2日目の最終セッションではパネルディスカッ

ションを行い、今後の共同研究・交流の方向性について議論した。本拠点大学交流事業に

よってマレーシアから京都大学に学生が博士課程進学・修了した例も含め、今後さらに一

層、実質的な研究・教育の協調を推し進めることを確認した。 

４．セミナー名：「日本学術振興会拠点大学交流事業」地盤災害と地盤環境工学に関する第3回日本

マレーシアシンポジウム  

日時：平成21年10月27日～10月28日  
場所：日本 京都市 京都大学百周年時計台記念館 

成果：平成21年度が本拠点大学方式交流事業の最終年度にあたることから、本プロジェクトに関

わってきた研究者が一堂に会し、最新の研究成果や事例の発表と討議を行った。セミナー

では、マレーシア・日本両国から合計22編の論文が発表された。これらは本グループのテ

ーマである地盤環境や地盤災害に関するもので、そのうち2編の論文がマレーシアと日本

の両国の研究者の共同研究による共著であった。これらの論文発表に基づいて、地盤災害

や地盤環境工学に関する研究交流と情報交換を行った。また、今後の共同研究プロジェク

トや共同シンポジウムの可能性についてグループ全体としてあるいは研究者個々人での

ディスカッションを行い、一部のプロジェクトならびにシンポジウムを、支援期間終了後

にも継続することとした。 

 
（９）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－天然資源とエネルギー運用－（９）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－天然資源とエネルギー運用－（９）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－天然資源とエネルギー運用－（９）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－天然資源とエネルギー運用－    

［グループ［グループ［グループ［グループ９９９９］］］］    
１．セミナー名：第1回グループセミナー  ”天然資源とエネルギー環境” 

日時：平成16年9月7日～9月8日  

場所：日本国・京都市、芝蘭会館 

成果：マレーシア側研究者７名が京都市を訪問し、２日間で基調講演２件を含み、両国からそれ

ぞれ13件ずつの講演発表が実施された。基調講演では、天然資源とエネルギー環境に対す

る両国の取り組みの概要および基本姿勢が紹介され、今後の共同研究を進める上での方針

策定に役立つことが期待できる。さらに、目的に即して平成12年度から実施してきた共同

研究の各課題について、分担・連携する両国の研究者交流を一層強固にすることができ、

その間に得られた知見および問題点を議論し、新たな課題と研究発展の指針に基づき具体

的な計画を推進できた。 

２．セミナー名：JSPS-VCC グループセミナー 2006  ”天然資源とエネルギー環境” 
日時：平成 18 年 12 月 11 日 ～12 月 11 日 
場所：マレーシア・ジョホールバル市、マレーシア工科大学（UTM） 
成果：２日間のセミナーでは、基調講演２件を含み、日本側から８件、マレーシア側から 15 件

の講演発表が実施され、合計 35 名の研究者(日本側 5 名)が参加した。１日目の基調講演

では、京都大学エネルギー科学研究科が中心となって進行中の 21COE プログラム「持続

可能なエネルギーシステムの拠点形成」の概要が紹介された。また２日目の基調講演では、

マレーシアにおいてとくに注目されているオイルパームの様々な燃料化処理の方法と、特

徴、課題、等について説明された。これらにより、天然資源とエネルギー環境に対する両

国の取り組みの概要および基本姿勢が示され、今後の共同研究を進める上での方針策定に

役立てた。基調講演に続いて、両国の研究者の各課題について、最近に得られた知見およ
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び問題点を発表した。とくに、バイオマス資源の有効利用に焦点を絞り、燃料への変換か

ら利用に至る各プロセスについて集中的に議論した。このテーマは、日本・マレーシアと

もに関心の高い研究課題であり、持続可能なゼロディスチャージ社会構築のために両国の

研究者が共同で取り組むべきテーマとして設定できる。講演発表の後も議論を進め、本グ

ループにおける成果およびさらに相互協力を図るための今後の具体的な活動とその方針

について意見を交換し、分担・連携する両国の研究者交流を一層強固にすることができた。 

３．セミナー名：「日本学術振興会拠点大学交流事業」天然資源とエネルギー環境に関するマレーシ

ア・日本セミナー 
日時：平成 20 年 11 月 24 日 ～11 月 25 日 
場所：日本国・京都市、京都大学工学部 2 号館 202 室 
成果：本セミナーでは、天然資源とエネルギー管理に関する基調講演ならびに各研究者による講

演発表を実施し、それに基づきマレーシア・日本両国のエネルギー・環境問題への取り組

みの現況、課題および将来展望が明らかにされた。とくに、平成 18 年度に実施した前回

のグループセミナーの際に共同研究課題として了解した、バイオマスおよび石炭の前処理

技術および高度燃焼技術の開発、内燃機関用代替燃料の高効率利用、パーム油および油ヤ

シからの燃料と化学製品の製造技術開発、の３つのテーマについて、分担・連携する両国

の研究者交流を推進するとともに、それに基づいて、今後の共同研究の方針と具体的計画

についても取りまとめることができた。さらにグループレポートの作成に向けて、内容の

摺り合わせおよびより具体的な方針についての合意も形成できた。その際、エネルギー管

理に関して社会科学的観点を含む新たな課題を議論し、それらについても共同研究の可能

性と方針を明確なものにした。 
 
（（（（10101010）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－暑熱地域における環境共生建築技術の構）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－暑熱地域における環境共生建築技術の構）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－暑熱地域における環境共生建築技術の構）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－暑熱地域における環境共生建築技術の構    

築－［グループ築－［グループ築－［グループ築－［グループ 10101010］］］］    
１．セミナー名：暑熱地域における環境共生建築技術に関する日本―マレーシア共同セミナー 

日時：平成13年11月11日～11月12日  

場所：マレーシア・ペナン マレーシア理科大学 

成果：本セミナーでは、４つの研究テーマに関して両国の研究事例が報告された。会場には主催

校の大学院学生を含む多数（約８０名）の参加者があり、ほぼ満席の状態であった。研究

発表に対しては発表者とフロアの間で活発な討論が展開された。その結果、都市・建築計

画、環境工学、建築生産についての最前線の動向が相互に確認できた。さらに、従来の研

究結果を基盤に、両国における将来の研究方向に関しての指針を示すという、セミナーの

開催目的が達せられた。 
２．セミナー名：「日本学術振興会拠点大学交流事業」ゼロエミッションに向けたパッシブデザイン

技術  

日時：平成22年2月9日～2月10日  

場所：マレーシア・ペナン Pulau Jerejak Tropical Island Resort 
成果：本セミナーにおいて、太陽の移動を追尾することにより太陽光のエネルギーをできるだけ

効率良く集めるための工夫を３種類のソーラーパネルについて検討、昼光と太陽エネルギ

ーの両者を適切に利用するためのパッシブ＋アクティブシステムを併せたハイブリッド

システムの提案、風のエネルギーを最適に利用する技術の開発、２階建て建物のファサー

ドを拡張することにより自然換気効率を上げたテラスハウスの提案など、現在マレーシア

において積極的に推進されているパッシブ、アクティブ技術、新しい形式の住宅設計につ

いてのプレゼンを行い、それらの有効性、問題点について議論を行った．また、日本にお

ける「スマート住宅」のエネルギー設計について紹介し、マレーシアへの適用可能性につ

いて議論した．これにより、両国の技術についての情報交換、意見交換を行うことができ

た．  
 
また、全グループが一堂に会して開催された 3 度の包括セミナーによって、以下の成果が得られて

いる。 
 

１．セミナー名：第 1 回包括セミナー 
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  日時：平成 15 年 12 月 15 日～12 月 17 日 
  場所：日本 京都市 京都大学 

成果：セミナーでは、各研究グループによって下記の発表がなされ、これらについて総勢 100 名

を超える参加者による活発な意見交換がなされた。 
   （１）代表者による、各グループの研究の目的、これまでの成果と評価、これからの展望   
      についての研究活動報告 
   （２）現在実施されている１つないしは複数の研究状況・成果 
   本セミナーにより、以下の成果が得られた。 
   ・各グループの研究活動に対しては、代表者が上記の内容について準備・発表することに

よって自己点検を実施したことに相当し、今後の展望を具体的に掲げることができた。

これらは、今後の研究活動の展開を促進させる役割を果たすことが期待される。 
   ・事業全体としては、全グループの研究活動報告によって、これまでの本事業全体の状況

把握ができ、自己点検および今後の展開の検討に対して、非常に有益なセミナーとなっ

た。 
   ・事業の成果が何であるか、また、これらを得る方策についてセミナー閉会時に提言され、

全グループの共通認識となった。このことは、事業全体の今後の展開を検討実施するに

あたって有効に機能した。 
   ・現在実施中の研究発表が紹介され、グループの枠を超えた研究者による議論がなされた。

これにより、研究グループの枠を超えた研究者交流や研究の新展開が実現し、さらに有

益な成果を生み出した。 
２．セミナー名：第２回包括セミナー 
  日時：平成 17 年 11 月 22 日～11 月 23 日 
  場所：マレーシア ペナン 

成果：日本側各グループから 2 名以上、マレーシア側からは各グループ約 10 名の研究者が集い、

参加者は総勢 100 名を越えた。本事業終了時に有益な成果を得ることを見据え、各研究グ

ループにおいて２、３の具体的な課題に対する研究を企画・推進することを目的として開

催した。1 日目は、各研究グループにわかれ、研究に関わる議論を行い、その後、1 つの

部屋に集まり各研究グループによるプロジェクトの計画・今後の方針を発表した。2 日目

は２つの部屋にわかれ、各研究グループの研究分野における研究及びそれに関わる技術の

最新の現状、社会的背景及び現状の発表を行った。最後に、本事業による成果獲得へ向け

ての活動方針が提言され、各研究グループの研究計画または実施状況を本事業参加研究者

に公開する準備を行っている。 
    実質的かつ具体的な研究プロジェクトが Proceedings の形でまとめられ、これらを基に

来期から開始するため既に準備作業を開始したいくつかのプロジェクトや、必要な研究費

等を獲得できれば研究活動を直ちに開始できる新たなプロジェクトが用意された。また、

セミナー最後の活動方針の提言とともに全研究者にこのProceedingsを配布する予定であ

り、これらのプロジェクトを通じたグループ内及びグループ間の研究者の交流、今後の強

固な研究者間のネットワーク、共同研究活動の活性化と促進、事業終了後における有益な

成果が期待される。 
３．セミナー名：「日本学術振興会拠点大学交流事業」第３回包括セミナー 
  日時：平成 20 年 11 月 27 日～11 月 28 日 
  場所：日本 京都市 京都大学 

成果：各研究課題の研究グループが、これまでの研究交流の成果と今後の研究交流の進め方につ

いて発表し、研究グループ間で本事業全体の進捗や今後の計画を共有することができた。 
    ゼロ・ディスチャージ社会構築に関する最終成果物のとりまとめのために、各研究グル

ープは成果物の概要を示し、出版物として具体化する方針やスケジュールや執筆分担の確

認を行った。 
    本事業終了後の研究交流の更なる展開、定着方法についての立案・調整も行った。 
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３－４．若手研究者の交流に関する成果３－４．若手研究者の交流に関する成果３－４．若手研究者の交流に関する成果３－４．若手研究者の交流に関する成果 
 

本拠点大学交流事業では、日本とマレーシアの次代を担う若手研究者、技術者の人材育成を重要課

題として位置づけている。両国の若手研究者の招聘、派遣を進め、互いに相手国を訪問・滞在し、共

同研究において大きな成果をもたらしている。日本側からの派遣研究者は若手の助教や博士・修士課

程学生であり、マレーシアでの現地調査への参加やマレーシア側の若手研究者との相互交流も行われ

ている。マレーシア側からの招聘研究者は若手の准教授や講師、博士課程学生であり、日本でのセミ

ナー参加や実地調査によって環境技術に関する多くの知見を得ている。若手研究者育成に関してこれ

までに得られている成果を以下に示す。 
 

○日本側とマレーシア側若手研究者の共著論文が多数執筆、発表されている。 
○日本側研究者がマレーシアの学生を博士課程に受け入れて研究指導をし、また、マレーシアの

大学の博士課程学生を研究指導している。 
○日本側研究者が指導する学生の研究に本事業の活動で得られた成果が含まれ、この研究論文に

対して博士の学位が授与されている。 
○日本側研究者が指導する修士課程の学生がインターンシップ研修において、本事業の研究に関

係する対象についてマレーシアで調査を行い、修士論文をまとめた。 
○文部科学省が公募した平成１６年度「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」に対して、京都

大学は、アジアの複数国において遠隔同時講義（E-learning）を行うプログラム「国際連携に

よる地球・環境科学教育－アジア地域の大学との同時進行型連携講義の構築と実践－」を構想

し、本事業によって良好な協力体制が整っているマラヤ大学を遠隔講義実施大学の中の１つと

して応募し、この構想は文部科学省に採択され実施されることになった。その後このプログラ

ムは順調に終了した。この教育プログラムの運営組織・インフラの構築は、本拠点事業で構築

された協力体制や研究成果に基づいている。 
○本研究プロジェクトの実施が契機となった交流による個人的なネットワークを背景に、マレー

シア側の大学から京都大学への博士後期課程大学院学生としての留学が促進されている。例え

ば、平成１７年９月に京都大学博士（工学）の学位を授与された学生が、同年１０月から２年間

の予定で日本学術振興会外国人研究員に採用され、京都大学において引き続き研究を継続して

いる。また、その後も相手国拠点大学であるマラヤ大学の学生の日本側大学院の博士コースへ

の新規受入が進んでいる。 
○酵素変換技術に関する本事業の成果について、マレーシアの若手研究者がマレーシア政府から

の研究補助金を獲得している。 
○共同研究プロジェクト実施のための資金獲得の具体的は方策などが検討され、その結果、マレ

ーシアの若手研究者のグループ等が、研究のための外部資金としてわが国の財団から研究費の

交付を受ける等の顕著な成果を得ている。 
 
 本事業においてマレーシアから日本に招聘された若手研究者の日本滞在の体験談を以下に示す。 
 

Marfiah Ab.Wahid 
京都大学大学院工学研究科 都市環境工学専攻 博士後期課程 
 
私は 2002 年度から JSPS-VCC 事業に参加しました。2006 年 11 月、私は共同研究で

初めて京都を訪問しました。それは大変実りのあるものでした。私の訪問と合わせて、

“マングローブシンポジウムに関するシンポジウム”において私は自分の研究論文を

発表しました。京都大学のグループ２のメンバーと会えたことに加えて、私はこの絶

好の機会を利用して自身の博士後期課程の指導教員になってくれそうな研究者を探す

ことにしました。2007 年、“「日本学術振興会拠点大学交流事業」湿地帯における持

続的発展に関する国際セミナー2007”がジョホールバルにおいて開催されました。私

はセミナー担当者として参加し、国際的なセミナーを組織することについて多くを学

ぶとともに、マングローブ地域における水質のための微生物指標という自身の研究に

ついて発表する機会に恵まれました。様々な国から来た多くの優秀な研究者や学者と

会ったことは同じ関心事を持つネットワークや新たな友人を作る大変いい機会でした。
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そして今、私は京都大学大学院工学研究科都市環境工学専攻の博士後期課程１回生と

して、環境工学分野でのさらなる探求を続けています。 

 
また、本事業において日本からマレーシアに派遣された若手研究者の体験談を以下に示す。 

 
JSPS-VCCプログラムがきっかけに 

 

京都大学大学院工学研究科都市環境工学専攻 

助教 中山亜紀 

 

 2004年2月、Universiti Kebangsaan MalaysiaとKolej Universiti Sains dan 
Teknologiを訪問しました。そのときは、この訪問が本当に新しい研究を始める

きっかけになるとは考えていませんでした。 

それまで私は主に環境中化学物質の遺伝毒性と発がんリスク評価の研究を行

っていましたが、同時にエコトキシコロジーや生態系リスク評価という分野にも

興味を持っていました。 

 漠然とではありますが、ヒトの健康リスク評価方法の手法が生態系リスク評価

においても適用できるのではないだろうかという考えはもっていました。しかし、

エコトキシコロジーの研究方法については全く無知で何から手をつけてよいか

が分からない状態でした。 

 そのような折に、JSPS-VCCプログラムでマレーシアを訪問する機会を頂戴い

たしました。JSPS-VCCのGroup4のリーダでもあるProf. Mazlin bin Mokhtar
が当時進めておられたサンゴ骨格年輪を用いた環境変化解析の研究にとても興

味を持っていましたので、この訪問にあたって実際にどうやって研究を進めてお

られるのか見せていただけないかとお願いしましたところ、共同研究者である

Kolej Universiti Sains dan Teknologi のProf. Noor Azhar Mohd Shazili , 
Professor Dr. Mohamed Kamil Abdul Rashidをご紹介いただきました。 

 Dr. Rashidが私の訪問に合わせて計画くださったフィールド調査に参加する

ため、私も小さなボートに乗り込みました。小一時間ほどだったでしょうか。

Kolej Universiti Sains dan Teknologi が調査ステーションを持つKarah Island
に到着しました。早速、スキューバのギアを装着し、潜水しました。そこには透

き通る青い世界が広がっていました。潜水直後は、沖縄や和歌山で見るのとは異

なる水中世界の様子に圧倒されました。しかし、よく観察すると土砂などで表面

を覆われ呼吸できなくなったために死にかけているサンゴや温度上昇の影響で

白化しているサンゴが目につくようになりました。沖縄などで問題となっている

サンゴの枯死は世界的な問題であるということを実際に目の当たりにし、心が痛

むのを感じました。 

 調査後は大学のスタッフの方が料理してくださった食事を頂きながら、フィー

ルド調査の難しさや面白さなど、色々と楽しいお話をうかがうことができました。

大トカゲが這い回る音におびえながらテントの中で無人島の夜を過ごしたこと

も今ではよい思い出です。 

 どこまでも透き通る青い水中世界には今も心惹かれますが、残念ながらここ京

都では、サンゴの研究は容易ではありません。しかし生態系に目を向けてみると、

変異種の異常発生や枯死、絶滅といった危機に瀕している生物はサンゴだけでは

ありません。私は現在、シロイヌナズナという植物を対象に生態リスクの研究に

取り組んでいます。 
 JSPS-VCCプログラムに参加していなければ、このような貴重な経験はできな

かったのではないかと思っています。私に新しい研究領域に挑戦する勇気ときっ

かけを与えてくれたJSPS-VCCプログラムに感謝しています。 
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３－５．交流を通じての相手国からの貢献３－５．交流を通じての相手国からの貢献３－５．交流を通じての相手国からの貢献３－５．交流を通じての相手国からの貢献 
 

 本事業における共同研究は、日馬両国の異なった社会を比較・検討することによって持続可能なゼ

ロディスチャージ・ゼロエミッション社会を構築するためには何が求められるのかを考え、その手段

と可能性を検討することを目的としている。相手国からの貢献がなければ効率的に共同研究を進める

ことは困難であったが、マレーシア側研究者からのデータ提供などの積極的な協力が得られ十分な研

究成果を上げることができた。以下に、各グループにおける交流を通じてのマレーシア側からの貢献

について示す。 
 
（１）環境倫理・法律・経済に関する研究［グループ１］（１）環境倫理・法律・経済に関する研究［グループ１］（１）環境倫理・法律・経済に関する研究［グループ１］（１）環境倫理・法律・経済に関する研究［グループ１］    
グループ１では、ワークショップやセミナーなどを実施することで人的ネットワークの拡大、知識

とアイデアの共有化、共同研究の形成などを図ってきた。日本側研究者の共同研究や研究者交流での

マレーシア訪問に合わせる形で、ワークショップやセミナーなどを開催し、学術面での情報・意見交

換を効率的に行うための場を準備するという協力が、拠点大学、各協力大学・研究機関の自発的な貢

献として行われた。その企画、運営には相手国側の貢献が極めて大きい。当然ながら、現地調査の実

施などは相手国の貢献なくしては困難であった。クアラルンプールとペナンの廃棄物調査や、クアラ

ルンプール市内の少数民族集落 Kampung Baru Urban Eco-Village の調査プロジェクトでは、いろ

いろな現地での手配・準備などをマレーシア側のカウンターパートが精力的に行ってくれ、きわめて

貴重なデータを取得することができた。更に、マレーシア側グループリーダーのAzizan教授とAzizan
教授が所属するマラヤ大学 Civilisational Dialogue の貢献は非常に大きく、この協力なくしてはグル

ープ１の最終レポートを成果物として配布することは難しかった。 
 
（２）水環境計画に関する研究［グループ２］（２）水環境計画に関する研究［グループ２］（２）水環境計画に関する研究［グループ２］（２）水環境計画に関する研究［グループ２］    
本研究グループにおいては、現地マレーシアのデータを活用した研究が多く行われた．活用したデ

ータの一部には日本では入手が困難なものが多く含まれており、これらの入手にあたっては相手国か

らの貢献が必要不可欠であった．また、これらのデータには国外(及び組織外)への持ち出しが不可能

なものもあったため、研究協力者を現地に長期派遣してデータを活用した研究の実施を行った．これ

らの共同研究の実施、また相手国における研究協力者の滞在及び研究の遂行には、マレーシア側の協

力が非常に役立った． 
 
（３）環境計画に関する研究［グループ３］（３）環境計画に関する研究［グループ３］（３）環境計画に関する研究［グループ３］（３）環境計画に関する研究［グループ３］    
マレーシア、Selangor 州内を対象に持続可能性を検討したケース・スタディを通して、マレーシア

における都市人口増加と激変する生活様式を考慮しつつ、持続可能な近隣住区のプロトタイプを形成

した。 
 
（４）環境リスク管理に関する研究［グループ４］（４）環境リスク管理に関する研究［グループ４］（４）環境リスク管理に関する研究［グループ４］（４）環境リスク管理に関する研究［グループ４］    
日本側研究者のみでマレーシアにおける環境データ、健康状況データなどを入手することは困難で

あるが、本事業を通じることによって、拠点大学、協力大学のみならず、マレーシア政府の環境部門

からも試料、データ、情報の収集に多大な貢献を得ることができた。特に子供の周辺環境からの重金

属曝露調査においては、マレーシア側研究者がマレーシアの複数の幼稚園に交渉し、園児からの試料

サンプリングを可能とするなど、積極的に協力をしてくれた。このデータ取得によって、日本とマレ

ーシアとの子供の環境を中心とした環境リスク評価の比較が可能となったが、これは日本人研究者の

みではなし得なかった研究成果である。さらに、共同研究の取りまとめとして最終グループ・セミナ

ーでの研究成果を ISBN を得た書籍として出版したが、これについてはマレーシア側グループリーダ

ーの Mazlin 氏の貢献によるところが大きい。 
 
（５）水質・水量の管理と処理技術［グループ５］（５）水質・水量の管理と処理技術［グループ５］（５）水質・水量の管理と処理技術［グループ５］（５）水質・水量の管理と処理技術［グループ５］    
本交流を通じて、様々な形でネットワークが形成された。その一つとして、地球環境学堂藤井滋穂

教授らによるPFCs（ペルフルオロ化合物）の世界的汚染調査がある。その調査では、本部ループメ

ンバーである、UTMのMaketab Mohamed准教授、UMSのAnn Anton教授、UPMのMohamad Pauzi 
Zakaria准教授の協力を得ることが可能となり、それぞれジョホールバル、コタキナバル、Klang川
流域の汚染調査を実施し、世界的にも貴重なデータを得た。また、地球環境学堂藤井教授は、途上国
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の衛生問題で、ジョホールバルでの研究でUTMのMaketab Mohamed准教授から、研究協力を得て

いる。 

藤井教授は、UTMでの客員教授としての招へい（平成21年9月8日～同10月1日まで、Zulfifli Yusop
教授招聘）や、UMSでの特別講演招聘（平成17年1月29日、Mohamed Harun Abdullah教授招聘）

の待遇を得ている。 

さらに、京都大学地球環境学堂が実施している科学技術振興調整費「戦略的環境リーダー育成拠点

形成事業」（H20～24年度、課題名：環境マネジメント人材育成国際拠点）では、UTMはサテライ

トオフィスとして参加しているが、これは本グループでの活動実績を元としたものである。   

 
（６）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－廃棄物・焼却－［グループ（６）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－廃棄物・焼却－［グループ（６）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－廃棄物・焼却－［グループ（６）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－廃棄物・焼却－［グループ６６６６］］］］    
マレーシアの廃棄物発生は、経済成長が本格化する今後、大きく増加する見通しであり、そのリサ

イクルや適正処理に係る基盤施設の整備が進められつつある。この共同研究推進にあたっては、ロー

タリーキルン型の焼却処理装置をマレーシア側が準備、マレーシアの廃棄物を対象に研究推進するこ

とができた。また、マレーシアで唯一の有害廃棄物処理施設からの発生廃棄物の提供をうけ、固化・

安定化処理に関する実験を進めることができた。 
 
（７）異なった気候下における都市構造と二酸化炭素及び大気汚染物質の排出との関わりに関する研（７）異なった気候下における都市構造と二酸化炭素及び大気汚染物質の排出との関わりに関する研（７）異なった気候下における都市構造と二酸化炭素及び大気汚染物質の排出との関わりに関する研（７）異なった気候下における都市構造と二酸化炭素及び大気汚染物質の排出との関わりに関する研    

究［グループ究［グループ究［グループ究［グループ７７７７］］］］    
平成２１年にこれまでの研究成果を英文でまとめたグループレポートを作成したが、多くの相手国

研究者がこの執筆に参加した。また４回のグループセミナーのうち２回はマレーシア側で実施し、セ

ミナーの企画・運営を相手国研究者が行った。 
イスカンダル開発地域を対象とした低炭素社会シナリオ構築に関する共同研究では、相手国研究者

が現地の行政機関や関係する研究機関などと緊密なネットワークを構築し、共同研究実施のための基

盤構築を行った。これらの貢献により本共同研究の円滑な実施および、本共同研究を継続的に発展さ

せる形で実施が決まった科学技術振興機構(JST)および国際協力機構(JICA)の「地球規模課題対応国

際科学技術協力事業」の「アジア地域の低炭素社会シナリオの開発」の計画策定において多大な貢献

があった。 
 
（８）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－地盤環境と生態系関連－［グループ（８）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－地盤環境と生態系関連－［グループ（８）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－地盤環境と生態系関連－［グループ（８）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－地盤環境と生態系関連－［グループ８８８８］］］］    
本グループの研究活動においてはマレーシア側からの多大な貢献を得ることができた。第一に 3 回

にわたって実施したシンポジウムのうち、マレーシアで開催された 2 回についてはマレーシア側リー

ダーの Komoo 教授が中心となってオーガナイズが行われた。このオーガナイズは適切かつ緻密なも

のであり、参加者の満足度を高めたものである。シンポジウムにおいてもマレーシア側からの論文発

表件数が半分以上を占めており、3 冊のプロシーディングスの発刊も彼らの尽力がなければ不可能で

あった。第二に、本拠点交流事業によって、1 名のマレーシア人留学生 Mariappann 氏が京都大学に

在籍し、博士学位の取得を行った。Mariappan 氏は、日本側とマレーシア側が共同研究で行った廃

棄物処分場遮水工の構造安定性に関する研究においてイニシアチブを取って実験、数値解析等の研究

活動を行い、Mariappan 氏を第 1 著者とするジャーナル論文 2 件の対外発表を行った。 
 
（９）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技（９）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技（９）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技（９）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－天然資源とエネルギー運用術群－天然資源とエネルギー運用術群－天然資源とエネルギー運用術群－天然資源とエネルギー運用－－－－    

［グループ［グループ［グループ［グループ９９９９］］］］    
マレーシアは油ヤシ等の豊富なバイオマス資源を有し、ゼロディスチャージシステムの核となる再

生可能エネルギーの有効利用を推進するには最適の場である。そのため、現地において資源供給を担

うプランテーションの実態や物質変換に関わる様々な施設、プロセス、研究・実験設備をつぶさに見

学することが必要となる。また将来のエネルギー資源保障の観点から、低品位石炭の産出とその利用

も無視できない。それらの実地見学の際にはマレーシア側研究者が自ら案内して詳細な内容をご説明

いただけ、エネルギー・環境問題への取り組みの現況、課題および将来展望を明らかにする上で大い

に役立った。さらに、日本での実験のためにバイオマスや石炭のサンプルをご提供いただき、多くの

研究成果を得たことも、交流を通じたマレーシア側からの大きな貢献といえる。 

 
（（（（10101010）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－暑熱地域における環境共生建築技術の構）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－暑熱地域における環境共生建築技術の構）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－暑熱地域における環境共生建築技術の構）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－暑熱地域における環境共生建築技術の構    

築－［グループ築－［グループ築－［グループ築－［グループ 10101010］］］］    
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日本側研究者の共同研究や研究者交流でのマレーシア・ペナンおよびクアラルンプール訪問に合わ

せる形で、セミナーなどを開催し、学術面での情報・意見交換を効率的に行うための場を提供いただ

いた．これらは、拠点大学、各協力大学・研究機関の自発的な貢献として行われた． 
また、研究テーマである蒸暑気候下に建つ建物の熱容量が及ぼす影響については、大学建物である

ゲストハウスおよび実験住宅を積極的に使用・測定させていただき、共同研究を進めることができた．

さらに、マレーシア理科大学の Malik 助教授からは、本課題に関係する著書を寄贈いただいた．エア

コンの使用、高層集合住宅の実態調査については、共同研究として、国際イスラム大学の先生方から

調査の機会と積極的な協力を得ている． 
    

    

３－６．交流を通じての相手国への貢献３－６．交流を通じての相手国への貢献３－６．交流を通じての相手国への貢献３－６．交流を通じての相手国への貢献 
 

 本事業の１０年の間に数多くの研究者が交流し、ネットワークの構築、維持、拡張等が行われた。

そのネットワークを生かして、特に事業後半の時期に於いてのマレーシア人留学生を受け入れた。そ

のうち一部の学生は学位を取得するなど、着実に人材育成に貢献してきた。拠点大学交流事業の日本

側拠点大学には国費留学生の拠点枠が毎年度１人割り当てられたため、受入に際しては有用に使われ

た。関係部局で受け入れたマレーシア人留学生を下表に示す。 

 

工学部・工学研究科 

 入学年度 専攻 種別 形態 

1 平成１０年度 原子核工学専攻 博士後期課程 私費 

2 平成１４年度 土木工学 研究生 私費 

3 平成１４年度 環境地球工学 博士後期課程 国費 

4 平成１５年度 都市社会工学 修士課程 私費 

5 平成１５年度 
工業化学科/ 

化学工学専攻 

学部生/ 

修士課程 
国費 

6 平成１６年度 都市社会工学専攻 
修士課程/ 

博士後期課程 
国費 

7 平成１６年度 都市環境工学 研究生 私費 

8 平成１８年度 物質エネルギー化学 研究生 国費 

9 平成１８年度 都市社会工学専攻 博士後期課程 国費 

10 平成１９年度 都市環境工学専攻 博士後期課程 私費 

11 平成１９年度 社会基盤工学専攻 博士後期課程 国費 

12 平成２０年度 都市社会工学専攻 博士後期課程 私費 

13 平成２０年度 都市環境工学専攻 博士後期課程 私費 

14 平成２０年度 化学工学専攻 修士課程 私費 

15 平成２０年度 都市社会工学専攻 博士後期課程 私費 

16 平成２０年度 都市環境工学専攻 博士後期課程 国費 

17 平成２０年度 都市環境工学専攻 博士後期課程 私費 

18 平成２１年度 航空宇宙工学専攻 修士課程 国費 

19 平成２１年度 機械理工学専攻 修士課程 国費 

20 平成２１年度 都市環境工学専攻 修士課程 私費 

21 平成２１年度 建築学科 学部生 私費 

22 平成２１年度 機械理工学専攻 研究生 国費 

23 平成２１年度 材料工学専攻 研究生 国費 
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エネルギー科学研究科 

 入学年度 専攻 種別 形態 

1 平成１３年度 エネルギー基礎科学専攻 博士後期課程 私費 

2 平成１８年度 エネルギー社会・環境科学専攻 博士後期課程 私費 

3 平成１９年度 エネルギー社会・環境科学専攻 博士後期課程 国費 

4 平成１９年度 エネルギー社会・環境科学専攻 博士後期課程 国費 

5 平成２０年度 エネルギー基礎科学専攻 博士後期課程 国費 

6 平成２１年度 エネルギー社会・環境科学専攻 博士後期課程 私費 

7 平成２２年度 エネルギー基礎科学専攻 博士後期課程 政府派遣 

 

地球環境学堂・学舎 

 入学年度 専攻 種別 形態 

1 平成１６年度 地球環境学専攻 博士後期課程 国費 

2 平成１９年度 環境マネジメント専攻 修士課程 国費 

3 平成２０年度 環境マネジメント専攻 修士課程 国費 

4 平成２０年度 環境マネジメント専攻 修士課程 政府派遣 

5 平成２１年度 地球環境学専攻 博士後期課程 国費 

6 平成２１年度 地球環境学専攻 博士後期課程 国費 

7 平成２２年度 環境マネジメント専攻 博士後期課程 国費 

8 平成２２年度 地球環境学専攻 博士後期課程 国費 

9 平成２２年度    地球環境学専攻    博士後期課程 国費 

    

    また、同時に京都大学大学院工学研究科で実施している中国との拠点大学交流事業「都市環境」及

び、京都大学が推進しているアジア各国において遠隔同時講義（E-Learning）を行うプログラム「国

際連携による地球・環境科学教育－アジア地域の大学との同時進行型連携講義の構築と実践－」との

連携を推進し、本事業で得られた成果のアジア地域への発信、ならびにアジア地域からの情報の収集

に活用する。 
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３－７．成果の社会への還元３－７．成果の社会への還元３－７．成果の社会への還元３－７．成果の社会への還元 
 

 本事業が課題とするゼロディスチャージ・ゼロエミッション社会の構築のためには、先進国・新興

国の違い、科学技術の発展段階や自然環境、文化的背景の違いの調和をはかりながら、深刻な環境問

題に対処するための高度な環境創造技術、人間行動規範としての倫理・経済活動について国際的・組

織的かつ永続的な調査・研究が必須であり、とりわけ日馬間での協働体制は、本事業により確立され

たと言ってよい。マラヤ大学・京都大学間にて大学院の正規授業として遠隔同時授業を開始し、マラ

ヤ大学キャンパス内に京都大学海外活動拠点オフィスを開設するなど、本事業は日馬間の学術的・文

化的交流に大きく貢献してきている。 
以下、各グループが行った研究成果の社会還元について示す。 

 
（１）環境倫理・法律・経済に関する研究［グループ１］（１）環境倫理・法律・経済に関する研究［グループ１］（１）環境倫理・法律・経済に関する研究［グループ１］（１）環境倫理・法律・経済に関する研究［グループ１］    
1．クアラルンプール市内にある Kampung Baru Urban Eco-Village の調査により、貧困社会の環境

改善を実現するためには、住民への環境倫理・環境教育が最重要項目の一つであることが明らか

となった。この調査結果は、クアラルンプールとペナンにおける廃棄物問題の調査へと発展し、

それぞれの市が施行した廃棄物収集・処理に関する法律を市民に遵守してもらうためには、イン

フラ整備に加えて、市民への環境教育が効果的であることをそれぞれの市に提言するに至った。 
2．グループ１に参加したマレーシア側共同研究者によって、大学生に環境倫理の重要性を理解して

もらうことが必要であることの認識が深まった。これにより、共同研究者が所属する各大学にお

いて、環境倫理に関する講義科目が正式科目として実施されるようになった。 
 
（２）水環境計画に関する研究［グループ２］（２）水環境計画に関する研究［グループ２］（２）水環境計画に関する研究［グループ２］（２）水環境計画に関する研究［グループ２］    
 まず、水資源マネジメントに関して、従来利用されてきた分布型都市流出モデルを改良して、都市

河川流域全体における洪水・水質・土砂に関わるリスクについて検討した。開発した都市内の各地域

の災害リスク及び脆弱性を定義する指標を用い、都市水害ハザードマップを作成した。その成果はク

アランプールにおいてパブリックインボルブメントの現場で活用される予定である。次に、マングロ

ーブ・マネジメントに関しては、GIS ベースのマングローブ林のマネジメントシステムの構築し、マ

ングローブの保全と観光政策の提言し、景観的側面からマングローブをめぐる社会的コンフリクトに

ついて検討した。さらに、マングローブ林の社会便益評価の評価手法について検討し、その手法を特

定の地域におけるマングローブ林の評価に活用した。また、水資源のためのアセット・マネジメント

に関しては、これまでの共同研究を通じて構築した最適な維持管理戦略立案のためのアルゴリズムを

マレーシアにおいて適用し、その挙動を検討した。包括的なアセット・マネジメントシステム構築の

ため、実際的なデータベースの構築、モニタリング技術、データ分析と戦略立案に関する課題をとり

まとめた。この成果はマレーシアにおける水資源関連施設のアセット・マネジメント戦略の立案に活

用される見込みとなっている。 
 
（３（３（３（３）環境計画に関する研究［グループ３］）環境計画に関する研究［グループ３］）環境計画に関する研究［グループ３］）環境計画に関する研究［グループ３］    
 ①住区設計、②交通、③物質循環・エネルギー消費を焦点として、Selangor州内を対象に実施した

ケース・スタディを通して、そこでの持続可能性に向けて施策を具体的に作成、提言すると同時に、

Agenda 21 Selangorに含まれる諸施策の有効性を検証した。 

 
（４）環境リスク管理に関する研究［グループ４］（４）環境リスク管理に関する研究［グループ４］（４）環境リスク管理に関する研究［グループ４］（４）環境リスク管理に関する研究［グループ４］    
グループ4の共同研究の成果として開発・改良された毒性評価法Umu-testがマレーシアの公定法に

採用され、また化学物質等による環境リスク評価が技術的に可能である事の提案がマレーシア国マラ

ッカ州政府に取り上げられ、マラッカ市にOECD-GLP基準を満たすGenotoxicity Laboratoryが創設

され、運用が開始された。マレーシア側グループ 4メンバーであるProf. Dr. Salmaan H. 
Inayat-Hussain (UKM)がその運営に深く関与している。この施設は分子生物学的手法による毒性評

価研究において、マレーシア最高のレベルを有しており、今後のマレーシアにおける環境リスク研究

を加速させることが期待できる。 
 平成19年度からは日本側研究分担者として近畿大学の東賢一氏の参加を要請し、マレーシアに石綿

や他の汚染物質による室内空気汚染の研究手法の移植に努めた。東氏はマレーシアにおいて、「石綿
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および揮発性有機化合物による室内空気汚染 –日本におけるリスクのレベルと今後の課題–」と題す

る講演を行い、マレーシアにおける石綿などの室内空気汚染に対するリスク管理手法の確立に貢献し

た。 
 平成12年からのこの共同研究によって、将来、環境リスク的観点から持続可能な社会を達成するた

めと、様々な環境リスクに対処するための革新的な考えを提供することができた。これらの成果は持

続可能社会達成のためのロードマップとガイドライン設計を提供するものであり、日本、マレーシア

２国のみならず、同じ環境リスク問題を有する多くの国の政府にとって、環境政策の策定に貢献でき

るものである。マレーシアにおいてはMalaysian Network for Integrated Management of Chemicals 
and Hazardous Substances for Environment and Development (MyNICHE)という省庁横断型の化

学物質管理システムが動いているが、本研究の成果はこの管理システムの開発にも活かされている。 
 
（５）水質・水量の管理と処理技術［グループ５］（５）水質・水量の管理と処理技術［グループ５］（５）水質・水量の管理と処理技術［グループ５］（５）水質・水量の管理と処理技術［グループ５］    
新たな汚染物質として注目されている難分解性人工有機フッ素化合物に関する調査研究では、わが

国の分析機器を使用して測定を行うとともに、マレーシア側の研究者・学生に測定技術を習得しても

らった。今後、同国において、水環境中の微量汚染物質に関する分野の進展を自律的に推進してもら

う素地ができたものと考える。 
 栄養塩類除去のための生物膜反応器の開発、および嫌気性処理等省エネルギー水処理方法の開発を

行った。この結果、より高度な質の水を得ることを目指しつつ、省エネルギーの観点を組み込み、か

つ現場に適した水処理システムを構築することに成功した。これをもとに、マレーシアにおける下水

道マスタープランとのマッチングをはかるなど、行政的施策として実現が可能となるよう働きかけて

いる。また、汚泥等からメタンなど有用物質の回収について技術的な見通しが得られ、その実用化も

近い。 
 水道水の塩素消毒に伴って生成するのがトリハロメタン等の消毒副生成物である。マレーシアでは

これまでこの問題にはほとんど触れられてこなかったが、本事業により、水道水の安全確保の観点か

らの位置づけ、今後の調査研究方針、浄水場での管理方策についてまとめることができた。 
 
（６）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－廃棄物・焼却－［グループ（６）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－廃棄物・焼却－［グループ（６）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－廃棄物・焼却－［グループ（６）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－廃棄物・焼却－［グループ６６６６］］］］    
 マレーシアの廃棄物管理としての緊急課題は、管理されない埋立－オープンダンピングの回避であ

り、そのための工学的手法の導入、固化／安定化技術の進展が求められている。本共同研究では、マ

レーシアの廃棄物埋め立てにおける浸出水処理に関する研究を進め、浸出水の再循環システムはマレ

ーシアの雨季には機能しないことから準好気性埋立と浸出水処理を組み合わせた方式が望ましいと

の結果が得られた。この準好気性埋立工法は、福岡方式として日本で開発された工法であり、今回は

準好気性埋立の開発者である福岡大学の参画も得て共同研究を進め、マレーシアに適用可能であるこ

とを確認できた。より実証的に、ペナンの埋立浸出水処理に関する研究が進められ、準好気性埋立と

浸出水処理を組み合わせた方式が実用化されつつある。 
 
（７）異なった気候下における都市構造と二酸化炭素及び大気汚染物質の排出との関わりに関する研（７）異なった気候下における都市構造と二酸化炭素及び大気汚染物質の排出との関わりに関する研（７）異なった気候下における都市構造と二酸化炭素及び大気汚染物質の排出との関わりに関する研（７）異なった気候下における都市構造と二酸化炭素及び大気汚染物質の排出との関わりに関する研    

究［グループ究［グループ究［グループ究［グループ７７７７］］］］    
１．都市構造とヒートアイランド現象のメカニズム解明 

 本共同研究を通して、異なった気候下での都市のエネルギー消費の違いや、土地利用変化に伴

うヒートアイランド現象のメカニズムについての知見を得ることができた。これらの成果は、他

の東南アジア地域を始めとして暑熱地域の都市開発に生かす事ができる。 
２．イスカンダル開発地域での持続可能な低炭素社会シナリオの構築 

 本共同研究では、新たな開発地域を対象として低炭素都市の概念を導入した場合の二酸化炭素

排出量削減の定量的推計と、その際の都市基盤計画、エネルギー需給システム、社会経済システ

ムのモデル化などを行った。これらの成果を平成２１年に小冊子にまとめて、現地研究者、現地

行政担当者らと会合で配布し、低炭素都市構築に対する相手国関係者の理解を促進する事ができ

た。これらの成果は、マレーシア政府による温室効果ガス排出量削減目標設定による低炭素社会

に対する関心の高まりと合致して、その後の当該テーマでの共同研究プロジェクトの立ちあげ等

につながっている。 
 
（８）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－地盤環境と生態系関連－［グループ（８）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－地盤環境と生態系関連－［グループ（８）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－地盤環境と生態系関連－［グループ（８）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－地盤環境と生態系関連－［グループ８８８８］］］］    
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１．地すべりの発生機構解析とハザードマップの作成に関する共同研究 
日本、マレーシア両国で実際に発生した地すべりの事例を対象として、両国で実施した発生機構

の調査結果に基づき、日本とマレーシアにおける地すべり発生機構の比較・検討を行った。その

結果、日本においては、地表面周辺に露出された中程度の風化を受けた花崗岩のゆるみ、および

マイクロシーティングによって薄板状になった花崗岩の斜面表層部でゆるみが崩壊の要因にな

ることが明らかになり、主に表層での地すべりが問題になることが多い。その一方で、他の浅層

地すべりと比較して、花崗岩においては浸食が重要な要因とならないことも示された。マレーシ

アにおいては、日本とは異なり深層の地すべりの発生頻度が高く、地すべりブロックの構造、不

連続面の有無、浸食状況、降雨時に飽和に達した際の挙動、不均質性などの非常に多くの要因が

地すべりの発生に寄与することが明らかになった。これらの検討結果に基づいて、マレーシアに

おける地すべりハザードマップの作成が取り組まれており、成果の一端が共同シンポジウム論文

集等において報告されている。 
２．廃棄物処分場周辺の地盤環境保全に関する共同研究 

マレーシアにおける廃棄物の処分はオープンダンピングが中心であったことから、日本や欧米で

導入されている土質遮水工を用いた廃棄物処分の重要性についてディスカッションを行い、マレ

ーシアに分布するローカルソイルの土質遮水工への適用性を室内試験により検討を行っている。

現在、マレーシアにおいては遮水工を整備した処分場の建設が開始されており、本グループのマ

レーシアサイドのキーパーソンの何名かが実際に設計等に携わっている。また、遮水性能だけで

なく、構造安定性の面からも適正な遮水工構造を実験結果と数値解析結果に基づいて検討を行っ

た。この成果は「廃棄物最終処分場跡地の形質変更のための施工方法と環境リスクの相関に関す

る研究」総合研究報告書として環境省のホームページで公開されている。 
 
（９）ゼロディスチャージシステムを構（９）ゼロディスチャージシステムを構（９）ゼロディスチャージシステムを構（９）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－天然資源とエネルギー運用築する基礎技術群－天然資源とエネルギー運用築する基礎技術群－天然資源とエネルギー運用築する基礎技術群－天然資源とエネルギー運用－－－－    

［グループ［グループ［グループ［グループ９９９９］］］］    
本グループの目的とする、天然資源の利用形態と最適なエネルギー管理・運用のシステムについて

の提案は、現代の高度工業化社会を持続可能とするために必須の要件であり、バイオマス資源の有効

利用、バイオマスガス化プロセスとエンジン利用、再生可能エネルギーによるハイブリッドシステム

運用の最適化、直噴ガスエンジン設計のためのガス噴流燃焼解析、等、個々の研究成果は社会に直接

還元するものである。とくに、エネルギー需給、資源保有量およびその利用、大気環境、等の現況に

関するマレーシアと日本における大きな違いを把握・認識するとともに、それらの将来予測をも考慮

して、両国のエネルギー保障と環境保全に望ましい描像および基盤となる技術について検討した。 

 
（（（（10101010）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－暑熱地域における環境共生建築技術の構）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－暑熱地域における環境共生建築技術の構）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－暑熱地域における環境共生建築技術の構）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－暑熱地域における環境共生建築技術の構    

築－［グループ築－［グループ築－［グループ築－［グループ 10101010］］］］    
１．マレーシア理科大学の宿泊施設であるゲストハウス内外の温熱環境及び大学構内に建つ実験住宅

の温熱環境の測定を行い、壁体の熱容量と開口部の開閉が及ぼす影響を把握するための基礎的なデ

ータを得た。前者は熱容量の大きな住宅、後者は比較的壁厚の薄い建物である．これらの建物内部

の温熱環境を予測するプログラムを作成し、測定値をほぼ再現しうること、夜間換気と壁体の熱容

量が結果に及ぼす影響を把握することができた．これらの結果により、暑熱地域におけるパッシブ

冷房の可能性を明らかにすることができた．これについては、国際会議 IAQVEC において発表を

行った．更に、壁体の吸放湿性を考慮して室内湿度を予測するシミュレーションプログラムを開発

し、これを利用して快適性に及ぼす湿度の影響を評価することが可能となった．これらの成果につ

いては建築学会、国際会議において発表・公表するとともに、国際イスラム大学 Hanita 助教授が

鹿島研究助成財団助成金により来日したおり建築学会にて発表をした． 
２．高温・高湿度地域における室内温熱環境の実態調査とその制御方法とエアコンの普及状況、発汗

に対する人体生理応答と人体回りの気流分布に関して、インドネシアを含めた温熱生理の国際間比

較に関する共同調査研究を開始した．エアコン使用に関しては、寒い～やや寒いと感じながらも低

い設定室温を選択するという実情が明らかとなった．エネルギー消費の削減、住宅設計の基本的な

考え方、健康問題とも関係する重要な問題を発掘することができた．これについては、すでに建築

学会における論文として発表するとともに、研究会において発表し地球環境とエネルギー消費の関

係での重要性を示している。 
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３．蒸暑気候における高層集合住宅において、通風を確保し快適な室内環境を得るための一手法とし

て、ピロティを有する高層集合住宅の可能性について検討した．CFD 解析によると、ピロティを

設けることにより、上層階における通風を損なうことなく地上階において通風を確保できること、

これは地上階の共用スペースとしての価値を高める上で非常に有効であることを明らかにした．ク

アラルンプールを対象に、都心に建つ高層住宅周りの温熱環境と空間の使い方に関する視察を行い、

解析との対応について検討した．これに関しては、国際会議に論文を投稿し発表を予定している。

これらは、国際イスラム大学の Razak Sapian 准教授、Noor Hanita 准教授との共同研究である． 
 

 

３－８．予期しなかった成果３－８．予期しなかった成果３－８．予期しなかった成果３－８．予期しなかった成果 
 

 本事業の研究プロジェクトに関連して、以下に示すような研究予算を獲得した。これらによって、

本事業における研究の実質的な推進および発展が可能となっている。 
 
（１）環境倫理・法律・経済に関する研究［グループ１］（１）環境倫理・法律・経済に関する研究［グループ１］（１）環境倫理・法律・経済に関する研究［グループ１］（１）環境倫理・法律・経済に関する研究［グループ１］    
１．アジア太平洋地球変動研究ネットワーク(APN)研究助成「環境倫理にもとづいた環境教育の国際

ガイドラインの構築」、代表者：谷口文章（甲南大学）、分担者：Azizan Baharuddin (マラヤ大

学、期間：平成 18～19 年度、予算規模：5,000 千円  

2．文部科学省科学研究費補助金基盤研究(B)「健全な水循環を目指す尿貯留・肥料化における微量汚

染物質の挙動解明と最適条件の構築」、代表者：清水芳久（京都大学）、期間：平成 20～22 年度、

予算規模：15,860 千円 
 
（２）水環境計画に関する研究［グループ２］（２）水環境計画に関する研究［グループ２］（２）水環境計画に関する研究［グループ２］（２）水環境計画に関する研究［グループ２］    
該当なし 

 
（３）環境計画に関する研究［グループ３］（３）環境計画に関する研究［グループ３］（３）環境計画に関する研究［グループ３］（３）環境計画に関する研究［グループ３］    
 該当なし 
 
（４）環境リスク管理に関する研究［グループ４］（４）環境リスク管理に関する研究［グループ４］（４）環境リスク管理に関する研究［グループ４］（４）環境リスク管理に関する研究［グループ４］    
１．文部科学省科学研究費補助金基盤研究(A)「放射線等価係数による化学物質誘発健康リスクの予

見的リスク評価手法の開発」、代表者：森澤眞輔（京都大学）、期間：平成 18～21 年度、予算規

模：49,660 千円  
２．文部科学省科学研究費補助金基盤研究(B)「一般環境に由来するナノ粒子の曝露評価および体内

動態評価」、代表者：米田稔（京都大学）、期間：平成 21～23 年度、予算規模：14,430 千円  
 
（５）水質・水量の管理と処理技術［グループ５］（５）水質・水量の管理と処理技術［グループ５］（５）水質・水量の管理と処理技術［グループ５］（５）水質・水量の管理と処理技術［グループ５］    
１．科学技術振興調整費「戦略的環境リーダー育成拠点形成事業」（課題名：環境マネジメント人材

育成国際拠点）、代表者：松本紘（京都大学）、期間：H20～24 年度、予算規模：90,7000 千円

（H20）、91, 000 千万円（H21）、98,800 千万円（H22）、98,800 千円（H23）、98,800 千円

（H24） 
２．環境省循環型社会形成推進科学研究費（課題名：アジア地域における液状廃棄物の適正管理のた

めの制約条件の類型化および代替システムの評価の研究）、代表者：藤井滋穂（京都大学）、期間：

平成 21～23 年度、予算規模：23,622 千円（H21）、25,244 千円（H22）、未定（H23） 

 
（６）ゼ（６）ゼ（６）ゼ（６）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－廃棄物・焼却－［グループロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－廃棄物・焼却－［グループロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－廃棄物・焼却－［グループロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－廃棄物・焼却－［グループ６６６６］］］］    
１．廃棄物処理等科学研究費補助金「非制御燃焼過程におけるダイオキシン類等の残留性有機汚染物

質の生成と挙動」、代表者：酒井伸一（国立環境研究所、京都大学）、期間：平成 12～14 年度、

予算規模：125,294 千円  
２．循環型社会形成推進科学研究事業「循環型社会における回収水銀の長期安全管理に関する研究」、

代表者：高岡昌輝(京都大学)、期間：平成 21 年度、予算規模：28,412 千円 
 
（７）異なった気候下における都市構造と二酸化炭素及び（７）異なった気候下における都市構造と二酸化炭素及び（７）異なった気候下における都市構造と二酸化炭素及び（７）異なった気候下における都市構造と二酸化炭素及び大気汚染物質の排出との関わりに関する研大気汚染物質の排出との関わりに関する研大気汚染物質の排出との関わりに関する研大気汚染物質の排出との関わりに関する研    
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究［グループ究［グループ究［グループ究［グループ７７７７］］］］    
１．科学技術振興機構「地球規模課題対応国際科学技術協力事業：アジア地域の低炭素社会シナリオ

の開発」、代表者：松岡譲（京都大学）、期間：平成 22～27 年度、予算規模：199,992 千円 
２．文部科学省グローバル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」、代表

者：松岡譲（京都大学）、期間：平成 20～24 年度、予算規模 1,506,309 千円 
３．平和中島財団国際学術研究助成「マレーシアにおける低炭素社会を中心とした持続的環境社会の

構築」、代表：倉田学児（京都大学）、期間：平成 21 年度、予算規模 7,120 千円 
４．三井物産環境基金研究助成金「世界の脱物質化・低炭素社会構築のための将来シナリオ検討」、

代表：松岡譲（京都大学）、機関：平成 21～23 年度、予算規模：13,500 千円 
 
（８）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－地盤環境と生態系関連－［グループ（８）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－地盤環境と生態系関連－［グループ（８）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－地盤環境と生態系関連－［グループ（８）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－地盤環境と生態系関連－［グループ８８８８］］］］    
１．環境省廃棄物処理等科学研究費補助金「廃棄物最終処分場跡地の形質変更のための施工方法と環

境リスクの相関に関する研究」、代表者：嘉門雅史（京都大学）、期間：平成 17 年度～平成 19 年

度、予算規模：14,953 千円 
 
（９）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－天然資源とエネルギー運用－（９）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－天然資源とエネルギー運用－（９）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－天然資源とエネルギー運用－（９）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－天然資源とエネルギー運用－    

［グループ［グループ［グループ［グループ９９９９］］］］    
１．文部科学省 21 世紀 COE プログラム「環境調和型エネルギーの研究教育拠点形成」、代表者：笠

原三紀夫（京都大学）、期間：平成 14～18 年度、予算規模：1,339,300 千円  
２．文部科学省グローバル COE プログラム「地球温暖化時代エネルギー科学拠点」、代表者：八尾 健

（京都大学）、期間：平成 20～21 年度（継続中）、予算規模：1,426,050 千円  
 
（（（（10101010）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－暑熱地域における環境共生建築技術の構）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－暑熱地域における環境共生建築技術の構）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－暑熱地域における環境共生建築技術の構）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－暑熱地域における環境共生建築技術の構    

築－［グループ築－［グループ築－［グループ築－［グループ 10101010］］］］    
１．鹿島学術振興財団外国人招へい研究者招へい援助「COMPARATIVE STUDIES OF PASSIVE 

CLIMATIC DESIGN STRATEGIES FOR HOUSING IN THE HOT HUMID CLIMATE」、代

表者：鉾井修一（京都大学）、招聘研究者：国際イスラム大学 Noor Hanita 准教授、期間：平成

18 年度、予算規模：700 千円 
２．トステム建材産業振興財団 平成 20 年度助成 「蒸暑地域に居住する人々が選択する空調時の室

温に関する実態調査」、代表者：鉾井修一（京都大学）、期間：平成 20 年度、予算規模：1,600
千円  

 

（（（（その他その他その他その他））））    
１．現代的教育ニーズ取組支援プログラム「国際連携による地球・環境科学教育 －アジア地域の大

学との同時進行型連携講義の構築と実践－」、代表者：尾池和夫（京都大学）、期間：平成 16～
18 年度、予算規模：560,000 千円  

 

また、研究予算獲得以外の成果として京都大学とマラヤ大学の学術交流協定締結があげられる。平

成１４年度に京都大学工学部とマラヤ大学工学部が中心となって部局間学術交流協定を締結した。そ

の後、 

・マラヤ大学がマレーシアでトップレベルの大学であること 

・本学の複数部局と教員、研究者及び学生の交流があること 

・共同研究や学術情報及び資料の交換が行われていること 

等が考慮され、平成１９年度には全学レベルの学術交流協定としてレベルアップされた形で再締結さ

れた。 

以上のような状況に加え、京都大学とマラヤ大学の２５年以上にも及ぶ拠点大学交流事業での長期

で親密な交流の結実として、マラヤ大学に京都大学の海外拠点を開設した。その目的としては以下の

３つがあげられる。 

・共同研究を遂行する 

・京都大学への入学希望者を募る 

・革新的な研究を推進する 

今後、具体的には上記の科学技術振興調整費「戦略的環境リーダー育成拠点形成事業」や文部科学省
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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」といった事業を中心に

活用されていく予定である。 
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３－９．課題・反省点３－９．課題・反省点３－９．課題・反省点３－９．課題・反省点 
 

本事業全体を通じ、当初いくつかの点が問題にあげられ、それらの幾つかはある程度克服されたが、

それにいたらないものもあった。 

①具体的研究課題のマッチング 

 本事業では、両国それぞれ 200 名程度の研究者を擁し、包括的かつ多種多様な研究課題に対応する

体制を準備していたが、具体課題及び研究者をどのようにマッチングし、かつ彼らの協働作業をどの

ように支援していくのが効果的であるかについては、試行錯誤を繰り返さざるを得なかった。具体的

課題に関し一致したとしても、バックグラウンドとする基礎ディシプリンの相違、アプローチ法の相

違により生産的な協働研究作業が可能かどうかは別である。幾つかのグループは、比較的早い段階で

この問題を克服し、また幾つかのグループでは長い戸惑いの期間を必要とした。しかし、こうしたプ

ロセスは、社会的背景・研究レベルがかなり異なる国際的協働研究には必須のものであり、本事業終

了後の協働研究持続にあたって大きな財産になるものと確信している。 

 

②研究資金 

 本事業で支給した活動費用は、打ち合わせや共同セミナーに関するものだけであり、研究本体の活

動に関するものではないため、事業当初には混乱と戸惑いがあったが、その後、本事業内の交流をベ

ースとした別途の研究資金の獲得により、こうした混乱はある程度収まったと考えられる。この状況

改善は、事業期間中におけるマレーシア側での研究資金環境の向上、日本側の国際共同研究支援体制

の向上、及び、地球環境研究の社会的重要性向上なども大きく利したが、より本質的には、各研究グ

ループが所掌する個々の研究課題を、日馬あるいは国際的研究ファンド獲得に繋げるのに必須である

人的ネットワーク、しかも忌憚なく実質的なディスカッションが可能な人間関係が構築可能かに関わ

っており、その見極めが重要であった。 
 
 各グループからは以下のような課題・反省点があげられている。 
 
（１）環境倫理・法律・経済に関する研究［グループ１］（１）環境倫理・法律・経済に関する研究［グループ１］（１）環境倫理・法律・経済に関する研究［グループ１］（１）環境倫理・法律・経済に関する研究［グループ１］    
日本とマレーシアの間での文化、慣習、宗教の違いから、互いの倫理観や価値観を理解するために

長い期間が必要であった。また、グループ 1 への参加者の専門分野は、工学、文学、哲学、理学、農

学、経済学、政治学などの多岐にわたったことからも、相互理解のために、セミナーやワークショッ

プの際には、時には夜を徹して議論をしなければならない状況であった。しかしながら、忍耐強い交

流を実施したことによって、国や専門分野を超えた学際的な研究を実施するための有用なネットワー

クを構築することができたと考える。 
 
（３）環境計画に関する研究［グル（３）環境計画に関する研究［グル（３）環境計画に関する研究［グル（３）環境計画に関する研究［グループ３］ープ３］ープ３］ープ３］    
共同研究の実施等を通して、マレーシアと日本という気候・風土・宗教的背景の異なる両国間での

環境計画に対する互いの問題意識の共有を図ったが、互いの交流研究者の訪問滞在期間が短期間であ

ったため、ライフスタイルの違いあるいは環境計画条件の違いを十分に相互理解することは叶わなか

った。 
 
（４）環境リスク管理に関する研究［グループ４］（４）環境リスク管理に関する研究［グループ４］（４）環境リスク管理に関する研究［グループ４］（４）環境リスク管理に関する研究［グループ４］    
各研究者には大学における本務などがあることから、相手の国に長期に滞在し、共に長期の調査・

実験を行ってデータを収集するということが困難であった。より強い研究連携体制構築のためには、

このような長期の滞在、あるいは、研究者の交換交流のような制度があった方が良かったと思われる。

また、国際交流のための旅費のみでなく、ある程度の研究費も本事業の中で予算化されていれば、よ

りしっかりした共同研究体制が構築できたものと思われる。 
 
（５）水質・水量の管理と処理技術［グループ５］（５）水質・水量の管理と処理技術［グループ５］（５）水質・水量の管理と処理技術［グループ５］（５）水質・水量の管理と処理技術［グループ５］    
両国の環境に関する問題について、微量汚染物質の実態調査など本事業の枠組みでなければ不可能

な研究成果を上げることができた一方で、極めて広範な課題群を対象としたために十分な研究リソー

スを割くことができない課題もいくつかあった。また、初期においては、両国の研究者の興味の方向

が収束しない場面も一部あった。これらの問題点の大半は、セミナー・打ち合わせ等での討議により、
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課題の絞り込み・研究方針のすり合わせが行われ、解消された。今後も、本プロジェクトによって構

築された緊密な人的ネットワークを利用して継続的な対話に基づいた効率的・互恵的研究運営が望ま

れる。 
 
（６）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－廃棄物・焼却－［グループ（６）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－廃棄物・焼却－［グループ（６）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－廃棄物・焼却－［グループ（６）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－廃棄物・焼却－［グループ６６６６］］］］    
廃棄物焼却は精力的な共同研究に務めたものの、マレーシアでの実用化には至っていない。一方、

ダイオキシン問題や立地の合意形成の壁を克服しつつ、エネルギー回収を含めて日本では広汎に実用

化されている。今後は、温室効果ガス削減への得失に関するシステム解析を進めつつ、社会合意形成

などの幅広い社会学的研究も必要であることを認識しなければならない。 

 
（７）異なった気候下における都市構造と二酸化炭素及び大気汚染物質の排出との関わりに関する研（７）異なった気候下における都市構造と二酸化炭素及び大気汚染物質の排出との関わりに関する研（７）異なった気候下における都市構造と二酸化炭素及び大気汚染物質の排出との関わりに関する研（７）異なった気候下における都市構造と二酸化炭素及び大気汚染物質の排出との関わりに関する研    

究［グループ究［グループ究［グループ究［グループ７７７７］］］］    
１０年間の事業期間の間に、マレーシア側の研究期間の人事異動によって、研究分野によっては共

同研究の実施が停滞する時期があった。３つのサブグループに分かれて共同研究を実施したが、マレ

ーシア側での各サブグループのリーダーを明確にしなかった事が原因であるが、最終的には各サブグ

ループでの交流が滞りなく実施できた。 
 
（８）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－地盤環境と生態系関連－［グループ（８）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－地盤環境と生態系関連－［グループ（８）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－地盤環境と生態系関連－［グループ（８）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－地盤環境と生態系関連－［グループ８８８８］］］］    
本グループでは、広範な研究課題に関する共同研究を効率的に進めるため、大きく二つの研究課題、

すなわち、①地盤災害の防止、特に斜面災害の防止、②地盤環境汚染の防止、特に廃棄物の適正管理

や土壌・地下水汚染対策、に焦点を絞って研究を実施した。それぞれのグループでそれぞれ独自に二

国間の共同研究を実施したことからそれぞれの課題について具体の研究成果は上がったが、研究課題

相互の意見交換はセミナー時あるいは研究者訪問・派遣時に限定される傾向ではあった。10 年間の研

究支援期間の終盤では、2 つの課題の相互関係の重大性についても認識されるようになっており、よ

り健全な地盤環境と生態系のあり方を提示するにあたっては、グループを超えた研究交流が不可欠で

あることを認識したものである。 
 
（９）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－天然資源とエネルギー運用－（９）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－天然資源とエネルギー運用－（９）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－天然資源とエネルギー運用－（９）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－天然資源とエネルギー運用－    

［グループ［グループ［グループ［グループ９９９９］］］］    
研究者交流や共同研究では、本務との兼ね合いから日本側の研究者が長期に亘ってマレーシアに滞

在することが難しい面もあり、参加研究者の研究室に所属する若いスタッフの方を含めて、ご無理を

お願いしたケースもあった。そのため、どうしても受入の割合が高くなる傾向があり、数値的には両

国で同等の交流が行われたといえない部分があるのは反省点である。ただし、若い研究者には得難い

経験となり、研究のヒントを得て発展に寄与するなど良い刺激を与えた場合もあった。また、日本と

マレーシアの間での研究設備、分析技術、手法のギャップから、日本側の最新の研究成果をマレーシ

ア側に移転するのが困難な場面があった。 
 
（（（（10101010）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－暑熱地域における環境共生建築技術の構）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－暑熱地域における環境共生建築技術の構）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－暑熱地域における環境共生建築技術の構）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－暑熱地域における環境共生建築技術の構    

築－［グループ築－［グループ築－［グループ築－［グループ 10101010］］］］    
グループ 10 の初期の目的の一つに、日本のもつコスト管理、ＶＥ（Value Engineering）技術によ

る低コスト化の促進があった。これによる成果は日本とマレーシア双方の利害の一致するところであ

り、有機的な共同研究とその成果が期待された。具体的には、それら技術による設計・施工プロセス

の合理化と時間短縮、更には地域の排水・衛生問題への都市計画的対応手法の開発と提案、環境共生

技術への防災的観点からの対応手法の開発と提案などが想定されていた。ただ、いざペアリングを開

始してみると、マレーシア側から積極的にこの内容の共同研究に参画しようという研究者は現れず、

初期の目的を変更せざるを得なかった。これは必然的に実質的な日本側参加者の減につながり、グル

ープとしての活動のパワーが十分発揮できない面が生じた。言うまでもないことであるが、初期の計

画段階において、マレーシア側の活動状況と参加が期待できそうな研究者との事前のコンタクトが必

要であったと反省している。 
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３３３３－－－－１０１０１０１０．交流事業．交流事業．交流事業．交流事業終了後の展望終了後の展望終了後の展望終了後の展望 
 

本事業期間中から、この交流事業終了後の交流活動継続に関しいくつかの努力を行ってきた。その

幾つかを以下に列挙する。 
 
① 大学間交流協定覚書の交換：マラヤ大学（平成 14 年部局間学術交流協定、平成 19 年大学間学

術交流協定）、マレーシア工科大学（平成 21 年部局間学術交流協定）と大学間交流協定覚書の交

換し、交流活動の制度化を行った。 
② 同時遠隔授業の実施：マラヤ大学・京都大学間で大学院正規授業（新環境工学特論 I、新環境工

学特論 II、アジアの環境工学）の同時遠隔授業を開始し、本事業終了後も継続する。 
③ マレーシア大学内での共同活動拠点（オフィス）の開設：本事業による両国間協働活動を実質

的に継続するためのプラットフォームとして共同活動拠点（オフィス）の開設（マラヤ大学、ク

アラルンプール市内、平成 21 年 11 月、京都大学グローバル 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」の支援による）及び開設準備（マレーシア工科大学、ジョホール

バル、平成 22 年予定、地球規模課題対応国際科学技術協力事業（JST・JICA）の支援による）

を行った。 
 

これらは、現時点（平成 22 年 7 月時点）にて実施中のものであり、これらに加え、各グループが以

下の準備を行っている。 
 
（１）環境倫理・法律・経済に関する研究［グループ１］（１）環境倫理・法律・経済に関する研究［グループ１］（１）環境倫理・法律・経済に関する研究［グループ１］（１）環境倫理・法律・経済に関する研究［グループ１］    
事業開始当初から、関連研究者のネットワークが十分に整備されていたとは言えない。両国共に同

国内、あるいは同機関内であっても研究者同士が連携する機会が乏しかったが、10 年間の事業実施を

通じて、国や専門分野を超えた学際的な研究者のネットワークを構築することにつながった。また、

密度の濃い研究者交流やセミナー・ワークショップの実施によって、両国間の研究者の強固な信頼関

係、協力体制が築かれたものと考えている。また、マレーシアは急速な都市化・工業化の最中にあり、

各種環境問題が顕在化している中で、本事業に参加した研究者が、都市計画における環境改善のため

のマスタープランへ提言を行うなど、実務レベルで本交流事業の成果を社会還元する動きもある。 

これまでに両国間に築き上げてきた人的、知的ネットワークを基盤とした今後の更なる研究交流の

ために、平成 22 年 3 月の本事業終了後以降の両国間の研究協力体制についての討議を更に進め、本

事業に続く研究交流事業としてのアジア研究教育拠点事業（Asian CORE Program）に応募すること

を計画している。 

京都大学グローバル 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」と JST プログ

ラム「環境マネージメント人材育成国際拠点」では、マラヤ大学との間で、平成 21 年 11 月に覚書を

交換し、平成 22 年 1 月にマラヤ大学内に海外拠点を開設した。この海外拠点ではマラヤ大学と共同

して研究を実施すること、博士後期課程学生を発掘すること、新しい学問領域を形成することを目標

とするとともに、本交流事業を通じてこれまでに培ってきたマレーシアの多数の大学との研究・教育

交流を一層強化するために重要である。今後は、本交流事業を通じて築き上げられた両国間の非常に

幅広く両国全土を網羅するネットワークを維持、発展させていくことが望まれる。 
 
（２）水環境計画に関する研究［グループ２］（２）水環境計画に関する研究［グループ２］（２）水環境計画に関する研究［グループ２］（２）水環境計画に関する研究［グループ２］    
本研究グループにおける成果は、すでにいくつかのプロシーディングとしてとりまとめられている

が、今後それらの成果を体系的にとりまとめた書籍を出版する予定であり、現在原稿の校正中である．

さらに、水資源に関するアセット・マネジメントの分野では、日本・マレーシアの二国間の枠組を拡

大し、アジア諸国における統括的なアセット・マネジメントシステム構築に向けた取組をすでに開始

しており、現在新たな研究費の申請を計画中である． 
 
（３）環境計画に関する研究［グループ３］（３）環境計画に関する研究［グループ３］（３）環境計画に関する研究［グループ３］（３）環境計画に関する研究［グループ３］    
日本およびマレーシアの研究者の連携による共同研究、研究者交流、さらにはセミナーを通じて、

両国間の研究者ネットワークが構築された。また、経済的営みと自然環境の保全が両立可能な都市、

すなわち持続可能な循環型都市について、住区設計、交通、あるいは物質循環・エネルギー消費に焦

点をあてた都市計画の視点からの検討を行い、ケース・スタディを通して具体的施策を作成する共同
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プロジェクトが実施できた。それらの成果として、スペシャルイシューの発刊、ならびに両国の研究

者連名による論文を発表するに至った。 
今後については、気候・風土・宗教的背景など、互いに異なる文化を相互理解するための人的交流、

さらには本事業によって構築された人的ネットワークを活用した共同研究が引き続いて実施される

ことを期待している。 
 
（４）環境リスク管理に関する研究［グループ４］（４）環境リスク管理に関する研究［グループ４］（４）環境リスク管理に関する研究［グループ４］（４）環境リスク管理に関する研究［グループ４］    
本共同研究体制の維持を目指し、次年度以降、JSPS Asian Core Program への応募参画を検討中

である。グループ 4 としての独自応募を実現するためのマレーシア側での Matching fund 確保の可能

性、公的財団への共同応募やマレーシア政府への研究費支援要請手段等についても検討する。また、

JSPS-VCC 枠組みでの連絡体制を維持するために、独自資金を用いた学生らの交流も検討している。

昨年度、京都大学とグループ４への主たる参加大学であったマレーシア国民大学を含む東南アジア数

カ国との間で学術交流協定（MoU）が締結されたことから、今後、両国における国際性豊かな学生の

教育のため、留学生の交流なども活発化していくことが期待できる。  
 
（５）水質・水量の管理と処理技術［グループ５］（５）水質・水量の管理と処理技術［グループ５］（５）水質・水量の管理と処理技術［グループ５］（５）水質・水量の管理と処理技術［グループ５］    
共同研究に基づいた論文発表など具体的な研究成果に加え、人的ネットワークの確立、マラヤ大学

における京都大学の海外拠点オフィスの設立など、本事業により今後の両国間の教育・共同研究推進

のためのインフラを整備することができた。今後も、本事業の重要な成果物であるこれらのインフラ

を最大限に活用し、競争的研究資金を継続的確保しつつ共同研究を推進するとともに、これらの活動

を通じた教育により両国の水に関わる環境問題を解決する次世代のリーダーの育成に努めていく予

定である。 
 
（６）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－廃棄物・焼却－［グループ（６）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－廃棄物・焼却－［グループ（６）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－廃棄物・焼却－［グループ（６）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－廃棄物・焼却－［グループ６６６６］］］］    
廃棄物処理や循環型社会形成に関する政策や技術に関して、ライフサイクルアセスメント（LCA）

手法や物質フロー解析手法を用いて、リサイクルによる物質循環、廃棄物管理システムのあり方を検

討するアプローチの重要性が認識されつつある。グループセミナーの開催により、ＬＣＡ手法の応用

展開を中心に、関係者の本格的情報交換がはじまっており、今後の進展が期待される。つまり、マレ

ーシア側においては適正な廃棄物管理システム像に関する知見を、日本側においては温室効果ガス削

減も視野においたリサイクル・廃棄物管理システム像に関する知見を獲得することにより、今後いず

れの地域においても、適正な廃棄物管理を内包した循環型社会システムの合理的設計に繋がることが

期待できる。学術ネットワークや政策ネットワークとしては、本共同研究事業での交流をきっかけに、

両国の専門家を含めて、アジア太平洋廃棄物専門家会議が組織され、平成 19 年の 3rd Expert Meeting 
on Solid Waste Management in Asia and Pacific Islands から活動が本格化しており、今後の活動が

期待される。また、政府間の政策フォーラムとして、アジア３Ｒフォーラムが、平成 21 年 11 月に組

織され、平成 22 年にはマレーシア政府の主催により、クアラルンプールで第 2 回フォーラムが開催

される予定となっている。 
 
（７）異なった気候下における都市構造と二酸化炭素及び大気汚染物質の排出との関わりに関する研（７）異なった気候下における都市構造と二酸化炭素及び大気汚染物質の排出との関わりに関する研（７）異なった気候下における都市構造と二酸化炭素及び大気汚染物質の排出との関わりに関する研（７）異なった気候下における都市構造と二酸化炭素及び大気汚染物質の排出との関わりに関する研    

究［グループ究［グループ究［グループ究［グループ７７７７］］］］    
本交流事業を実施した 10 年間で、マレーシアにおいて温室効果ガスの排出削減目標の設定や低炭

素社会構築に関する関心が著しく高まってきた。このような状況の中で本共同研究においても、都市

構造とエネルギー消費、温室効果ガスの排出量の関係に関係する研究を中心に、緊密な共同研究が実

施されるようになった。特に、これらの研究課題において、マレーシア側研究機関からの博士課程学

生の日本側研究機関での受け入れを始めとして、若手研究者の積極的な交流が行われるようになった

点で、交流事業終了後にも緊密な共同研究の実施体制を確立する事ができたと考えている。 
マレーシアでの低炭素社会シナリオ構築に関する共同研究では、科学技術振興機構(JST)および国

際協力機構(JICA)の「地球規模課題対応国際科学技術協力事業」の「アジア地域の低炭素社会シナリ

オの開発」が平成 22 年に採択されて、交流事業に参画していた日本側、マレーシア側の多くの研究

者が引き続き共同研究を実施している。また若手研究者の交流もさらに積極的に進めていくことで合

意されている。 
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（８）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－地盤環境と生態系関連－［グループ（８）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－地盤環境と生態系関連－［グループ（８）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－地盤環境と生態系関連－［グループ（８）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－地盤環境と生態系関連－［グループ８８８８］］］］    
本グループの両国の主要メンバーは、支援期間終了後も一部のプロジェクトならびにシンポジウム

を継続して実施することに合意している。地盤環境と生態系に関する課題は、この 10 年間で様々な

技術的発展がみられている一方で、地球温暖化に伴う極端気象の影響などこれまで充分に検討されて

こなかった問題の重大性も認識されるようになり、両国間のより一層の共同研究活動の実施が有効で

あると認識したものである。具体的には、以下のような活動計画や展望を考えている。 

� 地盤環境と生態系に関する課題についての、より学際的な取り組みの実施： 本グループでは、

①地盤災害の防止、特に斜面災害の防止、②地盤環境汚染の防止、特に廃棄物の適正管理や土壌・

地下水汚染対策、の二つに大きく焦点を絞って共同研究を実施した。研究支援期間にはそれぞれ

について成果を上げるとともに、期間の終盤では双方に深く関わる課題、例えば地球温暖化によ

る極端気象がもたらす新たなタイプの斜面災害のメカニズムの解明と対策、生態系を考慮した斜

面対策、地球温暖化対応を考慮した廃棄物マネジメントといった課題に取り組む必要性も明らか

となった。また、他グループの専門家の貢献もみられた。これらの取り組みをさらに発展させて、

時宜を得た地盤環境課題について学際的な取り組みを共同で行っていくことが期待される。 

� 地盤環境と生態系に関する社会的・国際的貢献： 本グループの活動の社会的・国際的貢献の例

としては、マレーシア国内の研究組織の結成（NATROCK: National Tropical Rock Engineering 
Group）、東南アジアあるいはアジアを対象とした研究拠点の組織化（SEADPRI-UKM: 
Southeast Asia Disaster Prevention Research Institute at UKM）あるいはネットワーク化

（Asian University Network for Environment and Disaster Management、ISSMGE ATC on 
Geoenvironmental Engineering for Waste Management）などが挙げられる。このような組織・

ネットワークをもとに、地盤環境と生態系課題に関して、マレーシアと日本がコアとなって地

域・国際レベルの取り組みを発展させるとともに、研究成果を政策提言に反映させることが期待

される。 

� 地盤環境と生態系の課題に取り組む若手研究者・技術者の育成： 本グループの活動の成果とし

て、若手研究者・技術者育成への貢献が挙げられる。マレーシア若手研究者の博士学位取得、若

手技術者対象の特別講演会の開催、セミナーにおける両国の研究者の研究発表・討論をはじめと

する研究交流などであり、また、マレーシアにインターンシップ学生の派遣を行った事例もあり、

これらは支援期間終了後も何らかの形で継続することを計画している。このように、若手研究

者・技術者が相互に交流を行うプラットフォームが形成されたことから、今後はこのプラットフ

ォームの活用と発展を行い、当該分野に携わる若手研究者・技術者の育成に資することが期待さ

れる。 

 
（９）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－天然資源とエネルギー運用－（９）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－天然資源とエネルギー運用－（９）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－天然資源とエネルギー運用－（９）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－天然資源とエネルギー運用－    

［グループ［グループ［グループ［グループ９９９９］］］］    
これまで日本とマレーシア研究者間で議論してきた、｢高温高圧反応システムによるマレーシア産

低品位石炭の液化｣、｢超臨界技術によるバイオマス資源の有効利用｣、｢バイオマスガス化プロセスと

エンジン利用｣、｢再生可能エネルギーによるハイブリッドシステム運用の最適化｣、｢直噴ガスエンジ

ン設計のためのガス噴流燃焼解析｣等のテーマについては、今後とも共同研究ならびに研究協力につ

いて継続的に推進していく予定である。また、密度の濃い研究者交流、共同研究、セミナーの実施に

よって、日本-マレーシア両国間のエネルギー関連研究者の強固な信頼関係、協力体制が培われたもの

と考えている。今回の交流事業の研究成果に基づき、国際会議やシンポジウムの運営においては、日

本および東南アジア圏の研究発表の取り纏めに双方の協力関係を築くことができた。また、招待講

演・基調講演、等の依頼が可能となり、既に数件の実績がある。今後とも、学会や研究発表の場を通

して、ネットワークがより強化されると考えている。 
 
（（（（10101010）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－暑熱地域における環境共生建築技術の構）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－暑熱地域における環境共生建築技術の構）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－暑熱地域における環境共生建築技術の構）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群－暑熱地域における環境共生建築技術の構    

築－［グループ築－［グループ築－［グループ築－［グループ 10101010］］］］    
本交流事業では、主として地域の気候風土に対応して建物自体の温熱特性を向上させ、エネルギー

消費型技術に多くを依存することなく、良質な室内気候を形成する一連の技術的手法の開発を目指し

た。マレーシア側からの参加者は建築デザインや建築計画を基盤とする領域出身の研究者が大部分を

占めていたため、工学分野の素養をベースとする日本側研究者との意見の整合に多くの時間を費やし
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た。それらの努力が実り、両分野間の意志の統一が容易となり、スムーズな協力体制が構築された。

今後はこれらの人的、研究的ネットワークをベースに共同研究を発展させ、豊かな自然の中に人の生

活圏を確保し、持続可能なゼロディスチャージ・ゼロエミッション社会を構築するための建築的技術

の一層の展開が可能になったと考えている。 
    

    

４．参考資料４．参考資料４．参考資料４．参考資料 
    

 以下の参考資料を別に添付する。 

１．日本側・マレーシア側参加者リスト 

２．包括レポート 

３．グループレポート 

４．Mazlin Bin Mokhtar, Lee Yook Heng and Goo Choh Ta, Glimpses of Environmental Risk 
Management in Malaysia -Saluting the eminent researchers and informing the public-, LESTARI 
UKM, Malaysia, 2008. 
    

    

    

    


