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拠点大学交流事業 
平成１８年度 実施計画書 

 
 
１．拠点機関 
日 本 側 拠 点 大 学： 京都大学 
（マレーシア）拠点大学： マラヤ大学 

 
２．交流分野・研究テーマ 
（和文）：   環境科学                
（英文）：   Environmental Science         
   交流課題に係るホームページ：http://interex.kuee.kyoto-u.ac.jp/JSPS/index-j.html 
 
３．開始年度 
   平成１２年度（ ７年度目） 
 
４．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：西本清一・京都大学大学院・工学研究科長 
 コーディネーター：津野洋・京都大学大学院・教授 
     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、佛教大学、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 
     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 

       （西本清一教授）   （津野洋教授）       （和田健司講師） 

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

                         経理課長      契約掛 経理掛 
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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） 
 コーディネーター：（英文） Muhamad Rasat Muhamad,  

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 
 
５．拠点大学交流としての全期間を通じた研究交流目標 
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，豊かな自然の中に人間の生活圏を確保し，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。 
 
６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
本事業開始時は 16の研究課題があったが、研究の進捗に合わせて、研究課題の重点化統

合を行い、現在 10の研究課題を掲げ研究交流・共同研究を行っている。現在の研究課題は、
以下のとおりである。 
（１）環境倫理・法律・経済に関する研究 
（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
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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－ 
 本事業としては、共同研究・研究者交流、セミナー，学術情報交換を実施している。 
 共同研究では、日本およびマレーシアの参加研究者が、お互いの関連及び共同研究者の

大学を訪問し、研究内容の講演、知見や情報の交換、共同研究の進捗状況や計画などの打

ち合わせを行っている。交流規模は，日本からマレーシアへの派遣研究者については毎年 2 
0人で各々6日間程度、マレーシアから日本への来日研究者については毎年 25人で各々10
日間程度である。 
 研究者交流では、この事業の展開のために必要な進捗状況、問題点、事業計画などを討

議・確認するために両国の代表者、コ－ディネ－ター、プログラムリ－ダー、関連事務職

員などが各々の国を訪問し打合・討議を行っている。 
 セミナーでは、共同研究の成果が発表・討議され、新たな共同研究の計画に反映させて

いる。開始年である平成１２年度は、両国の研究者の研究内容を知り、共同研究相手を決

めることに努めた年であったためセミナーは開催しなかったが、その後は、毎年 1～3グル
－プ共同のセミナ－及び包括セミナーを開催している。 
 その他の事業として、学術情報交換があり、マレーシア側研究者によって希望・選定さ

れた学術書の送付を行っている。これらの書籍は、研究のみならず講義にも利用され、ま

た、学生にも利用できる形で管理されている。 
 各年度の研究活動実績及び成果を以下に示す。 
［平成１２年度］ 
 ・共同研究 ：（派遣）18人／83人日， （受入）16人／114人日 
・研究者交流：（派遣） 8人／26人日， （受入） 3人／ 12人日 

［平成１３年度］ 
 ・共同研究 ：（派遣）20人／127人日， （受入）23人／228人日 
 ・研究者交流：（派遣） 3人／ 12人日， （受入） 2人／  8人日 
 ・セミナー ：３件 
  (1) 水資源管理に関するセミナー（サバマレーシア大学） 
  (2) 暑熱地域における環境共生建築技術に関するシンポジウム（マレーシア理科大学） 
  (3) 環境倫理と法制度、環境教育に関するシンポジウム（マラヤ大学） 
・学術情報交換：１９冊 
［平成１４年度］ 
 ・共同研究 ：（派遣）19人／103人日， （受入）26人／250人日 
 ・研究者交流：（派遣） 3人／ 12人日， （受入） 3人／ 12人日 
 ・セミナー ：３件 
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  (1) 統合的環境計画とマネージメント－水資源、都市開発、交通をとらえる地域的視座
（国際イスラム大学） 

  (2) ゼロディスチャージシステムのための廃棄物セミナー（京都大学） 
  (3) 環境微量汚染物質による生態系およびヒト環境リスク評価とその国際比較（マレー

シア国民大学） 
 ・学術情報交換：１３冊 
 ・その他の活動および成果等 
本事業の研究者交流が契機となり他の資金を使った関連セミナ－や少人数でのセミナ

ーが開催された。日本側研究者がマレーシアの大学での博士課程学生の指導を始めた。

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始めた。日本側研

究者とマレーシア側研究者との共著論文が出され始めた。  
［平成１５年度］ 
 ・共同研究 ：（派遣）19人／109人日， （受入）25人／264人日 
 ・研究者交流：（派遣） 3人／ 15人日， （受入） 3人／ 12人日 
 ・セミナー ：２件 
  (1) 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（マレーシア国民大学） 
  (2) 包括セミナー（京都大学） 

これまでの研究成果の中間まとめと共有，また，今後の展開について議論する

ことを目的とし，全ての研究課題のグループから代表者及び研究者が参加し，

各グループの研究活動報告と研究発表がなされた。 
 ・学術情報交換：１１冊 
 ・その他の活動および成果等 
日本側研究者による，学生を受け入れての研究指導及び相手国での博士課程学生の研究

指導は継続実施されている。年度はじめに，両国の参加者の交流を促進させるため、参

加者各人の写真、所属大学、研究内容、連絡先などを盛り込んだ研究者リストも作成し、

参加者に配布することによって研究者交流の促進を図った。本事業で実施した１セミナ

ーの proceedingsが書籍として出版された。 
［平成１６年度］ 
 ・共同研究 ：（派遣）20人／117人日， （受入）25人／281人日 
全体として研究の試行段階から実質的かつ具体的な共同研究プロジェクトの企画実施

が検討される段階へ研究活動が深化具体化した。 
 ・研究者交流：（派遣） 4人／ 16人日， （受入） 3人／ 15人日 
 ・セミナー ：４件 
  （１）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－（マラヤ大学） 
  （２）水質・水量の管理と処理技術（京都大学） 
  （３）マレーシア－日本共同シンポジウム－地盤災害と環境地盤問題に関するシンポ
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ジウム－（マレーシア・バンギ） 
  （４）天然資源とエネルギー環境（京都大学） 
 ・学術情報交換：１２冊 
 ・その他の活動および成果等 
 以上に示した本事業経費の活動の他に、他経費による１つのセミナーが開催された。

教育的成果として日本側研究者による，学生を受け入れての研究指導及び相手国での

博士課程学生の研究指導は継続実施されている。また、文部科学省が公募した平成１

６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り、その後

このプログラムは順調に進んでいる。 
［平成１７年度］ 
 ・共同研究 ：（派遣）21人／129人日， （受入）25人／257人日 

本年度は、共同研究プロジェクトの実質的かつ具体的な企画実施が継続的に実施され、

さらに深化している。特に包括セミナー以降、各グループから計画を上回る研究者が

日本から派遣され、新たな共同研究の開始について論議した。さらに，各研究グルー

プによる研究プロジェクトの企画・実施を更に促進すると共に，これら研究プロジェ

クトを他のグループにも公表し，グループ間の研究活動連携も容易にするため，各グ

ループから多くの研究者の参加を要請した包括セミナーを開催した。 
 ・研究者交流：（派遣） 4人／ 16人日， （受入） 3人／ 15人日 

京都大学では中国との拠点大学交流事業「都市環境」を実施しており，研究内容に共

通する面が多くあるため，本年度は、マレーシアからコーディネーターを含む３名の

招聘と，日本からマレーシアへ３名の派遣に加えて、特に日本側コーディネーターを

中国に派遣し、２事業の同時開催セミナーの可能性について議論した。 
 ・セミナー ：４件 

（１）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 
（２）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 
（３）包括セミナー 
（４）持続可能性に向けての都市デザイン 

 ・学術情報交換：１４冊 
 ・その他の活動および成果等 
 以上に示した本事業経費の活動の他に、他経費による１つのセミナーが開催された。

日本側研究者による，学生を受け入れての研究指導及び相手国での博士課程学生の研

究指導は継続実施されている。特に包括セミナーの成果を受けて、各グループから若
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手研究者を中心として、多くの研究者が新たな共同研究の開始と、他経費による研究

資金の獲得について準備作業を開始している。 
 
７．平成１８年度の研究交流目標 
 平成１７年度までに実施された研究者交流や、各グループにおける共同研究、および包

括セミナーを含むセミナーの結果、日本側とマレーシア側の間に極めて強い、充実した研

究連携・協力体制が構築された。今後はこれまでの成果を基に、より実質的で高度な共同

研究の推進と具体的な成果への結実を目標として、さらに深い交流を推進する。 

特に、平成 17 年度に開催された包括セミナーにおいては、これまでの共同研究活動を基

礎とした新たな研究プロジェクトの企画・発表を行い、実施に向けての具体的な方策を検

討した。今年度は、こうした検討結果を基に新たな研究プロジェクトを始動させるととも

に、既に稼動している共同研究については、具体的な成果を挙げるための実質化を推進す

ることを目標とする。そのため、特に実質的研究プロジェクトに重点を置いて、若手研究

者を中心として研究者を派遣・招聘する方針である。 

また、包括セミナーにおいては、新規に企画された研究プロジェクト推進のための資金

獲得がもっとも大きな問題点として提起された。そこで本年度は、研究者交流、共同研究

およびセミナー等のあらゆる交流の場を活用して、共同研究推進のための外部資金獲得に

関する論議を進め、一部有望な新規プロジェクトについて各種資金への共同申請を行うこ

とを目指す。 

さらに、これまでの交流で蓄積された連携関係をより広範に活用するため、中国との拠

点大学交流事業「都市環境」との連携、および京都大学が推進しているアジアの複数国に

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－」との連携を推進する。特に、

こうしたプロジェクトとの実質的連携体制構築に向けた具体的検討に着手する。 
こうした交流を通じて、各研究グループにおいて、最終年度までに一定以上の具体的か

つ有益な成果を上げられるように、既存の研究課題については共同研究活動ロードマップ

を作成し、問題点の洗い出しと効率的な共同研究の実施体制の確立を図るとともに、今年

度中の新規共同研究プロジェクトの始動を目標とする。 
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８．平成１８年度の交流事業の概要 
８－１ 共同研究 

 
今年度の研究課題は昨年度と同数の 10課題で共同研究を計画する。 
 
（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－ 
 
 昨年度は、研究の試行段階から実質的かつ具体的な共同研究プロジェクトの企画実施が

検討される段階へ研究活動の深化・具体化がさらに推進された。特に包括セミナーにおけ

る共同研究活動の活性化促進に関する論議を受けて、若手研究者を中心に、新たな共同研

究活動の開始に向けた準備作業が開始された。本年度は、これまでの共同研究活動の継続

とともに、具体的な研究企画を有する研究者間での交流、および新しい具体的研究プロジ

ェクトの始動を推進するため、各研究グループによる共同研究プロジェクトの企画・実施

を図る。 
 
８－２ セミナー 

 

 本年度は下記の３つの研究グループよるセミナーを企画した。セミナー名は以下の通り。 
（１）環境倫理、法、経済のセミナー 
（２）ゼロディスチャージ社会構築のための天然資源・エネルギー管理 
（３）第 2回環境リスク管理セミナー 
 

また、以上に示した本事業経費の活動の他に、以下に示した他経費による１つのセミナー

が開催される予定である。 

名 称：JSPS-VCC Seminar on Innovative Approaches Towards Better Living  
Environment 
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開催地：International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur 
日 時：平成 18年 6月 26日～27日 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

 本事業の展開のために必要な進捗状況、問題点、事業計画などを討議・確認に加えて、

具体的な外部研究資金獲得に関する戦略や、研究内容に共通性を有する中国との拠点大学

交流事業「都市環境」との連携、および京都大学が推進している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－」との連携を図るため、両国の代表

者、コ－ディネ－ター、プログラムリ－ダー、関連事務職員などが各々の国を訪問し打合・

討議を行っている。本年度は上半期にマレーシアからコーディネーターを含む３名の招聘

と，下半期に日本からマレーシアへ３名の派遣を予定している。 
 さらに、協力大学から広く参加を求めて、中国との拠点大学交流事業「都市環境」と連

携して連絡協議会を開催するが、本事業における外部研究資金や具体的成果の獲得に向け

た戦略について論議を行う予定である。 
 併せて学術情報交換を実施し、マレーシア側研究者・学生と日本側研究者間での科学的

知識の共通基盤形成をさらに促進する。 
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９．平成１８年度交流人数・人日数総表 
９－１ 相手国との交流計画 

（単位：人／人日） 

    派遣先 

派遣元 

日本 

（JSPS） 

マレーシ

ア（VCC）
   合計 

日本（JSPS）  35／172    35／172 

マレーシア（VCC） 34／326     34／326 

       

       

       

合計 34／326 35／172    69／498 

 

９－２ 国内での交流計画 

12／27（人／人日） 

 
 


