
拠点大学交流事業 
平成１９年度 実施報告書 

 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 大 学 ： 京都大学 

ﾏ ﾚ ｰ ｼ ｱ側 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                                

 
 交流分野・研究テーマに係るホームページ：http://interex.kogaku.kyoto-u.ac.jp/jspsvccweb/ja  

 
 
３．開始年度 
   平成 12 年度（8 年目） 
 
 
４．交流実施期間（業務委託期間） 
  平成 １９年 ４月１９日 ～ 平成 ２０年 ３月 ３１日 
 
 
５．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・西本清一 
 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 

       （西本清一教授）   （松岡譲教授）       （松下大輔講師） 

サブプログラムリーダー 

（人見穣講師） 

                  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（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） 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 
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６．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。 
 
 
７．平成１９年度の研究交流実績の概要 
７－１ 共同研究 

今年度は昨年度に引き続き 10 課題で共同研究を実施した。 
（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－ 
 
 本年度は 2009 年度まで、すなわち 2010 年 3 月末に完了するので、本年度は最後の３

年を迎える年となった。個別の課題を担当する 10 の研究グループは、具体的な研究プロ

ジェクトにおいて、マレーシア、日本の両国間で活発な研究交流を行い、実質的な成果が

顕著に認められた。特に、事業期間 10 年にわたる本事業の最終成果物を、学生や研究者

や政府関係者等の対象主体にとって有意義な出版物としてとりまとめることが確認され

た。 
７－２ セミナー 

 下記の５つの研究グループよるセミナーを、日本およびマレーシアにおいて実施した。 
(1) 湿地帯における持続的発展に関する国際セミナー2007 
(2) 水質・水量の管理と処理技術セミナー 
(3) 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
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の関わりに関する研究 

(4) 第２回地盤災害と地盤環境に関する共同セミナー 

(5) 環境計画・人間行動・持続可能性に関する国際セミナー 
 

また、以上に示した本事業経費の活動の他に、他経費によるセミナーも開催さ

れた。 
 

 

 

７－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 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、担当職員が互いに両国を訪問して会議や視察を行っている。また事

業全体の管理、運営に関する方針やスケジュールを策定し、両国のグループリーダーを通

じて細かな情報交換を行っている。 
 平成 19 年 5 月 29 日に、マレーシアからコーディネーター、プログラムリーダーを含む

３名を京都大学に招聘して、コーディネーター会議を開催した。また、平成 20 年 1 月 7 日

に、日本からマレーシアへコーディネーター、プログラムリーダー、サブプログラムリー

ダー、担当職員の４名を派遣して、マラヤ大学にてコーディネーター会議を開催した。 
 平成 19 年７月１２日、マレーシアから高等教育省及びマラヤ大学等 5 大学 10 名が京都

大学を表敬訪問され、本事業からはプログラムリーダーが出席した。 
 平成 20 年 1 月 30 日に、マラヤ大学工学部長が工学研究科を訪問され、京都大学からは

工学研究科長をはじめ本事業のコーディネーターやグループリーダーと会議を行った。拠

点大学間の学術協力のみならず、今後は教育面においても協力関係を強化していくことが

確認された。 
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を形成するため

に、マレーシア側研究者から希望された 16 冊の学術書を送付した。平成 18 年度に送付し

た学術書の利用実態を調べたところ、これらの図書は拠点大学等において開架管理され、

本事業に関わる研究者のみに限らず、より広範に研究活動および講義等の教育活動に利用

されていることが分かった。 

参加研究者の連絡先および研究分野を更新し、最新のリストを両国の関係者で共有した。 
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８．平成１９年度の研究交流の成果 
（交流を通じての相手国からの貢献及び相手国への貢献を含めてください。） 

８－１ 研究協力体制の構築状況 

日本側実施組織は、拠点大学の京都大学（大学院工学研究科）の工学研究科長が代表者

となり、コーディネーター、プログラムリーダー、担当専門職員が事業の管理、運営をお

こなっている。学術研究交流は主に、各研究課題に属する代表者や参加研究者や協力大学

２７校等が行っている。コーディネーターと研究課題代表者や参加研究者とは、緊密に連

絡を取って本事業の運営に関わる情報交換を行っている。特に今年度は、本事業の最終成

果物作成の方針やスケジュールの策定のために、日本側の全研究代表者とコーディネータ

ー、プログラムリーダーが平成 19 年 7 月 5 日と 8 月 23 日の２回の会議を開いた。協力大

学および参加研究者とは、平成 19 年 5 月 18 日に開催された連絡協議会において、本事業

のこれまでの成果や今後の計画などについて討議した。また、工学研究科国際交流委員会

とも連携がとられ、事業内容についての報告や意見交換などが随時行われている。 
マレーシア側においてもほぼ同様の組織形態が取られており、マラヤ大学を拠点大学と

して、コーディネーター、プログラムリーダー、担当専門職員が事業の運営、管理を行っ

ている。学術研究交流は、各研究課題において代表者や参加研究者や協力大学９校が中心

となって行っている。教育研究担当の副学長（Deputy-Vice Chancellor）がコーディネータ

ー職を務められ、事業を強くバックアップされている。各研究課題の代表者とは年に数回

の会議が開催され、運営方針等の連絡及び問題点等の議論がなされるとともに、必要に応

じて随時協議の場が設けられている。最終成果物の作成のため、全研究課題代表者とコー

ディネーターらによる会議が平成 10 月 29 日に開催された。これらの情報はコーディネー

ター、各研究課題代表者を通じて、全研究者で共有されている。 
コーディネーターや各研究課題の代表者間の交流のみならず、共同研究やセミナーの共

催を通じて、各研究グループや研究者個人の研究協力体制も十分に整っている。両国の慣

習や法制や経済的事情の差異によって共同研究の支障が引き起こされるケースが多いが、

本事業ではこれらの緊密で深い研究協力体制によって共同研究が円滑に進められている。 
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８－２ 学術面の成果 

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を行い、実施に向けての具体的な方策を検討した。余す

ところ３年間となった今年度は、最終成果のとりまとめに向けて、両国の緊密な連携のも

とで論文や著書や発表などの具体的な成果を挙げて行くことを目標として活動を実施した。

また、研究者交流、共同研究およびセミナー等において、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、有望なプロジェクトについて各種資金への共同申請を行った。

最終成果物をとりまとめるための方針やスケジュールや執筆担当者を定め、実行に移して

いる。 

学術面の主な成果は以下の通りである。 
・ ５回のセミナーを通して、共同研究が促進された。 
・ 国際学会、シンポジウム、ワークショップへの論文投稿、発表、講演が多数なされ

た。 
・ 両国間の共著論文の数が増加した。 
・ 両国の現地調査、視察が互いに行われた。 
・ マレーシアの研究者により、外部資金として日本の財団からの研究費が獲得された。 

 
・ 小コミュニティーでの環境教育の方法についての調査研究が行われた。 
・ 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開発した。 
・ マングローブシンポジウムを開催し、マングローブ林の社会便益評価の具体的な手

法を構想した。 
・ マレーシアにおける河川構造物に関するデータや、モニタリング技術に関する情報

を基に、包括的なアセット・マネジメント構築の構想案を具体化させた。 
・ 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

ータベースを適用した新たな維持管理戦略の策定方法を検討した。 
・ ヒト以外の生物に対する毒性の評価法、ヒトの細胞レベルでの毒性評価法の開発に

関する情報を把握した。 
・ 重点課題である「日本・マレーシアにおける環境リスク評価枠組みの開発」におい

て、主として鉛とそのヒトへの健康リスク評価の共同研究を実施した。 
・ 京都大学で開発中の鉛-PBPK モデルをマレーシアに移植し、チェックシミュレーシ

ョンを実施した。 
・ ラグーン、水処理場を視察し、マレーシアの水処理状況を調査した。 
・ 低炭素社会、エネルギー、都市構造、大気環境モデル、都市騒音などについての研

究成果をまとめた。 
・ バイオ燃料製造のための反応器等の新技術を開発した。 
・ 両国の研究者間で石炭やバイオマス資源の前処理技術に関する分析評価において
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研究協力が進展するとともに、マレーシア側のバイオマス資源における問題点につ

いて工場の経営者を交えて議論し、交流・情報交換した。 
・ 蒸署気候におけるパッシブデザイン、痛風を確保し快適な室内環境を提供するテラ

スハウスの設計に関する検討を行った。 
・ 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の可能性につ

いて討議した。 
 

 

８－３ 若手研究者養成 

平成１７年度にマレーシア・ペナン島で開催された包括セミナーの成果を受けて、特に次

代を担う両国の若手研究者を中心として研究者の派遣、招聘を進めている。若手研究者養

成に関して以下の成果が得られた。 
・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。京都大学博士（工学）の学位を授与された学生が、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。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。 
・特に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た。

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た。 
・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た。 
 

 

８－４ 社会貢献 

現時点において、本事業が社会に及ぼす影響や、還元が想定される主たる成果の概要を

以下に示す。 
・本事業の研究によって検討された社会環境の異なる両国の環境問題に係る社会科

学的解析は、社会的、宗教的条件の異なる地域へのよりスムーズな技術移転のた

めに必要不可欠である。 
・洪水・水質・土砂に関わる適切なモデル設定により、自然災害に対するリスクマネ

ージメント指標の策定や、対災害インフラ整備等の政策策定に有用な知見が得られ

た。 
・マングローブ・マネジメントのための手法を開発したが、これは効率的な環境保護

施策への大きな貢献が期待できる。 
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・包括的なアセット・マネジメント手法の構築によって、水資源開発をより効率的に

遂行できることが期待される。 

・環境リスクにかかる評価法の確立によって、環境保全に係る状況が及ぼす人的・経

済的影響をより的確に把握できる。 

・オイルパーム等のバイオマス資源の有効利用について集中的な検討が加えられたが、

日本・マレーシアともに関心の高い課題であり、持続可能なゼロディスチャージ社

会構築のために重要な基盤技術である。 

・蒸暑気候における快適な建築物の設計に係る成果を得たが、これはアジア地域にお

ける低環境負荷型の建築物設計に大いに貢献できる。 

・自然的、気象的、社会的条件が異なる地域への単位技術の適用性を検討してい

るが、これにより国境を越えた技術移転の円滑な進行への寄与が期待できる。 
・我が国の技術や環境政策のマレーシアにおける適用が期待できる。 
・本事業の最終成果物を、学生や政府関係者や専門家を対象とするマニュアルと

してまとめている。出版されれば本事業の成果の社会還元が図られる。 
 

 

８－５ 今後の課題・問題点 

今年度は 5 回のセミナーが開かれ、来年度も包括セミナーを含む多くの研究交流が予定

されている。交流人日の増加や航空料金の上昇によって必要経費が増加している。本事業

は、両国間の交流、共同研究のための旅費としての支出を主としており、新たに大規模な

共同研究プロジェクトを実施するためには、他に研究資金を求める必要がある。徐々に共

同研究に関する研究資金の獲得が進んでいるが、より一層の促進が必要である。また、複

数の研究グループが共同研究に関与することによって、例えば技術面での検討と環境倫理

の複合化といった大きな相乗効果が期待できる。そのためには、コーディネーターを中心

とした包括的な共同研究推進体制をさらに整備する必要がある。両国において、全研究代

表者やコーディネーターらが出席する会議を行っているが、より直接的、同時的なコミュ

ニケーションのためには、遠隔会議システムなどの設備も求められる。 
 
 

８－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成１９年度論文総数  ３２ 本 

   うち、相手国参加研究者との共著 ６ 本 

   うち、本事業がJSPSの出資によることが明記されているもの ２６ 本 

（※ 論文リストを別に添付してください） 
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９．平成１９年度における総交流人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

（単位：人／人日） 

    派遣先 

派遣元 

日本 
（JSPS）

ﾏﾚｰｼｱ 
(VCC) 

タイ   合計 

日本 
（JSPS） 

実施計画 
 

38/187    38/187 

実績 39/212 1(1)/3   39/215 

ﾏﾚｰｼｱ 
(VCC) 

実施計画 34/336     34/336 

実績 33/301    33/301 

 実施計画       

実績      

 実施計画       

実績      

 実施計画       

実績      

合計 実施計画 34/336 38/187    72/523 

実績 33/301 49/212 1(1)/3   72/516 

 

※ 派遣先・派遣元ともに、対応機関がある場合は「国名（機関名）」で記入し、第三国の

場合は「国名」を記載してください。 

※ 各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流した人数・人日数を記載してく

ださい。（なお、記入の仕方の詳細については「記入上の注意」を参考にしてください。） 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

 １２／２０（人／人日）    ９／１２ （人／人日） 

 


