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評価資料の要約 

 

地球上における最大の再生資源である森林・木質資源の効率的かつ環境に調和した生産と利用

システムの構築が、持続型社会を確立する上できわめて重要である。特に、熱帯の早生樹木、低

質・未利用な木材、森林・農産廃棄物等の利用技術の確立が、わが国はもちろんインドネシアを

はじめとする東南アジア諸国から強く求められている。このような背景のもと、「木質科学」に

関して京都大学木質科学研究所（現：京都大学生存圏研究所）が日本側の拠点校となり、1996

年からインドネシア、マレーシアとの間で、“循環型社会の構築を目指した熱帯森林資源の持続

的な生産と利用”について、アジアの地域性に関連する共同研究を実施し、国際的な学術交流事

業を充実・発展させてきた。 

 この事業に参画した国内協力校は拠点校を含めて、20 大学に及び、参画研究者は当研究所の

研究者を合わせて 151 名に達している。一方、インドネシア側は、25 大学・研究機関から 164

名の研究者が参加し、2001 年度よりマレーシアの大学・研究機関が参画、2005 年度には 4大学・

研究機関、12 名の研究者が参加している。さらに、2004 年度にはフィリピンとタイの各１研究

機関・大学から、2005 年度からはベトナムの１大学から研究協力者として加わった。 

 循環型社会を目指した熱帯森林資源の持続的な活用のため、１）熱帯森林資源の持続的利用

のための木質材料科学、２）熱帯産樹種を対象とする木質バイオマス利用技術の開発、３）熱帯

産樹種を対象とする木質生命科学およびその応用技術の開発、４）森林資源と環境科学の横断的

研究プロジェクト、の 4つの主要研究課題のもと、合計 26 の課題について国際共同研究を推進

してきた。この国際共同研究者の日本側代表研究者には、当研究所内だけでなく国内協力校の研

究者もこれに当て、当研究所が日本側の拠点としての役割を果たしてきた。共同研究の成果は学

術雑誌、国際会議等で積極的に発表されてきたが、得られた成果は学術面だけでなく、産業界で

の実用化と製品化にもむすびついている。 

一方、1996 年度から隔年に、日本とインドネシア側で交互に国際木質科学シンポジウムを開

催してきたが、最終年度にあたる 2005年度には、本交流事業の総括として第 6回目を、 “Towards 

Ecology and Economy Harmonization of Tropical Forest Resources”を統一テーマに盛大に開催し

た。 

 国際交流事業ではより積極的に研究者、留学生を受け入れ、2005 年度までに日本政府国費留

学生（拠点交流事業枠）3名、論博研究者 2名に京都大学から博士（農学）の学位が授与された。

現在､3 名の博士課程国費留学生が拠点交流事業枠で、また１名の論博研究者が当研究所に在籍

している。 

本交流事業がその設立に貢献した“インドネシア木材学会”は順調に発展し、会員数は 1996

年の創設時の 30 名から、2005 年には 200 名以上へと大きく増加して、学会誌”Jurnal Ilum dan 

Teknologi Kayu Tropis(Journal of Tropical Wood Science and Technology)”も発刊され、インドネ

シア国内の研究者の学術交流の場となっている。また、本プログラムによる研究成果がインドネ

シア政府に高く評価され、2003 年に木質・生物資源材料関連の研究所として “Research and 



Development Unit for Biomaterials – LIPI”が設立された。 

本事業の総括的な成果については、事業年度の中間の 2000 年度と最終年度に英文報告集”

Report of JSPS-LIPI Core University Program”を出版し、さらに、2002 年度に「実績・評価報告

書」を、2004 年度に「実績・成果報告書」をとりまとめた。また、これら国際学術交流の状況

や成果は、“International Newsletter”（A4 判 8 ページ）として年２回発行し、広く内外に配布す

るとともに、ホームページを充実させ、拠点大学方式による交流事業の内容や共同研究・交流等

の情報を紹介してきた。 

 



Executive Summary 

 

The JSPS-LIPI Core University Program in the Field of Wood Science started since 1996 for 

conducting the international cooperative research to establish the science for the sustainable 

development and utilization of forest resources in the tropics. The Research Institute for Sustainable 

Humanosphere (RISH), Kyoto University, which was established since 2004 from the previously 

existing organizations, the Wood Research Institute (WRI) has been implementing collaborative 

research with the counterpart core institute, the Research and Development Unit for Biomaterials, 

Indonesian Institute of Sciences (LIPI), which has recently become independent and expanded from 

the Research Center for Physics, LIPI, the collaborating universities in Indonesia, and Universiti 

Putra Malaysia (UPM) in Malaysia. 

The program has been focusing on the establishment of the sustainable production and 

utilization system for forest resources especially in the tropical regions, where contains a plenty of 

resources and biodiversity. Our research target is also indispensable for promotion of the wood 

industries of Japan and Indonesia, as well as other Southeast Asian countries. By this year, 151 

Japanese scientists, 164 Indonesian scientist and 12 scientists from Malaysian universities, and one 

scientist from Philippines, Thailand and Vietnam, respectively, have been engaged in this program to 

expand the research collaboration. 

We have set up for convenience four major research areas for the collaborative research: 1) 

Wood material science, 2) Wood biomass chemistry, 3) Wood bioscience, and 4) Wood and 

environment science, and since 1996, 26 collaborative research projects have been conducted. We 

have obtained the academic achievements which have been published in the scientific journals, as 

well as the technological knowledge which was practically conducted in the commercial process.  

Another important academic activity is the organization of the international wood science 

seminar/symposium (IWSS). The first IWSS was held in Kyoto, Japan, in 1996, and since then, four 

symposia have been held every two years in Serpong and Kyoto, in turn. In 2005, which is the last 

fiscal year of the program, the 6th IWSS was held in Bali, Indonesia. The scope of the meeting was 

focused to summarize the program and propose future collaborations.           

After the start of the program, five Indonesian scientists who are members of the program 

have graduated from Kyoto University and received their PhD degrees either on the PhD course of 

study or through the Ronpaku system. At present, three scientists are studying in Kyoto University as 

PhD degrees candidates. 

It is noteworthy that the Core University Program contributed significantly to the establishment 

of the Indonesian Wood Research Society in 1996. The society grew up in the numbers of the 

members as well as the research activities publishing the academic journal. Also, it should be noted 

that a research center for biomaterials has been established. In the reorganization of LIPI in 2001, the 



establishment of a biomaterial research center was proposed, based on the successful results of the 

Core University Program, and the laboratory has become independent and expanded to become the 

Research and Development Unit for Biomaterials (RDUB) 

In the midterm and the end of the program, we published the research reports entitled as 

“Science for Sustainable Development and Utilization of Forest Resources in Tropics“, to 

summarized the research results of this program. For evaluation of the program, the evaluation 

reports on the program were published on 2003 and 2005, and circulated to the related researchers 

and organizations. The activities of the program has been announced by the brochure of 

“International Newsletter” from 1997(No.1) to 2006(No.18), and presented on the web-site of 

home-page of our institute. 
 


