
 

拠点大学交流事業  

平成２１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.t.kyoto-u.ac.jp/jspsvccweb/ja      
 
３．開始年度 
  平成１２年度（１０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： 京都大学大学院工学研究科・研究科長・大嶌幸一郎 
 コーディネーター： 京都大学大学院工学研究科・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） 

サブプログラムリーダー 

（長昌史講師） 

                  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。） 
  （１）国名：マレーシア 
     拠点大学：（英文） University of Malaya 
          （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 
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５．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 の研究課題を掲げて研究交流・共同研究を行っている。平成 20 年度

現在の研究課題は、以下の通りである。 

（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

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－ 

 

 本事業における研究交流活動は主に、共同研究、セミナー，研究者交流、学術情報交換

からなる。 

 共同研究では、日本およびマレーシアの参加研究者が、双方の拠点大学及び共同研究者

の大学を訪問し、研究内容の講演、情報交換、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 20 人で

各人 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。 

 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
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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

ープ共同のセミナー及び包括セミナーを開催している。 

 研究者交流は、学術的な研究交流である共同研究やセミナーが円滑に行われ、発展、定

着して行くように、拠点代表者、コーディネーター、プログラムリーダー、担当専門職員

などが双方の拠点大学を訪問し合い、会議や視察を行っている。事業全体の方針やスケジ

ュール、最終成果物のとりまとめ方法などを、参加研究者との緊密な連携のもとに策定し

ている。 

 その他の交流活動として、学術情報交換は、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、両国の研究者の共通基盤となる科学的

知識を形成するために不可欠である。研究目的のみならず講義にも利用され、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の概要を以下に示す。 

 

［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 

  (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 

［平成１５年度］ 
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 ・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） 

 ・学術情報交換：１１冊 

 ・その他の活動および成果等 

［平成１６年度］ 

 ・共同研究 ：（派遣）20 人／117 人日， （受入）25 人／281 人日 

 ・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

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 

［平成１７年度］ 

 ・共同研究 ：（派遣）21 人／129 人日， （受入）25 人／257 人日 

 ・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）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。 

［平成１８年度］ 

・共同研究 ：（派遣） 20 人／ 101 人日、 （受入） 25 人／ 281 人日 

・研究者交流：（派遣） 5 人／ 21 人日、 （受入） 4 人／ 14 人日 

・セミナー ：３件（派遣） 10 人／ 57 人日、 （受入） 6 人／ 30 人日 

（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 
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（３）第 2 回環境リスク管理セミナー 
・学術情報交換：１６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、以下に示した他経費によるセミナーが開催され

た。 
１） JSPS-VCC Seminar on Innovative Approaches Towards Better Living  

Environment, (平成 18 年 6 月 26 日～27 日) International Islamic University 
Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia 

２） JSPS-VCC Seminar on Advanced Water and Wastewater Treatment  
Technologies, (平成 18 年 7 月 11 日～13 日) The Pulai Desaru Beach, Kota  
Tinggi, Johor, Malaysia 

３） JSPS-VCC Seminar on Basic Environmental Technology for Zero Discharge, 
(平成 18 年 9 月 27 日～28 日) 京都大学 

４）  JSPS-VCC Seminar on Basic Environmental Technology for Zero Discharge,  
(平成 18 年 11 月 11 日～12 日) 京都大学 

［平成１９年度］ 

・共同研究 ：（派遣） 20 人／120 人日、 （受入） 25 人／ 264 人日 

・研究者交流：（派遣）  3 人／  9 人日、 （受入）  3 人／  12 人日 

・セミナー ：５件（派遣）16 人／ 83 人日、 （受入）5 人／ 25 人日 

（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 

・学術情報交換：１６冊 

［平成２０年度］ 

 ・共同研究 ：（派遣） 12 人／ 54 人日， （受入）24 人／238 人日 

 ・研究者交流：（派遣） 3 人／ 11 人日， （受入） 6 人／ 31 人日 

 ・セミナー ：５件（派遣） 6 人／ 22 人日、 （受入） 20 人／ 126 人日 

  （１）日本学術振興会拠点大学交流事業第３回包括セミナー（京都大学） 

  （２）環境倫理、法律、経済に関するワークショップ（マラヤ大学） 

  （３）水質・水量の管理と処理技術（マレーシアサバ大学） 

  （４）廃棄物管理と３Rシステム開発（京都市・芝蘭会館） 

（５）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（京都大学） 

 ・学術情報交換：１７冊 
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 本事業は平成 21 年度まで、すなわち平成 22 年 3 月末に完了するので、前年度（平成

20年度）は最後の２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、

国際学会、シンポジウムなどへの共著論文の増加や著書の出版や学会や研究基金と連携し

た共同研究など、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京都大学で 11 月に行われた第３回包括セミナーにおいて確認され、

実施されている。 
 
 
 
７．平成２１年度研究交流目標 
事業が開始された平成 12 年度から、前年度の平成 20 年度までの 9 年間の研究交流によ

り、日本側とマレーシア側の間には緊密な研究連携、協力体制が構築され、定着している。

本事業の最終年度を迎えるにあたり、これまで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更なる研究交流を推進し、研究成果の集大成を図る。 

 研究交流を核とし、研究課題毎の枠組みを超えた研究交流、研究プロジェクトの推進を

行う。第一に、本事業の共同研究を推進し、定着させるために、これまでに蓄積された研

究成果をとりまとめ、国際会議やシンポジウム、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などにより積極的に本事業の成果を発信し、成果

の社会還元を目指す。第二に、両国間の研究連携、協力体制に基づいた研究者交流、共同

研究及びセミナー、コーディネーター会議などの交流の場を活用して、重点的な研究テー

マについて討議し、本事業に続く新たな研究交流事業としてのアジア研究教育拠点事業

（Asian CORE Program）に応募するための計画の策定について議論する。また、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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８．平成２１年度研究交流計画概要 
８－１ 共同研究 
今年度の研究課題は昨年度に引き続き下記の 10 課題である。 
（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

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－ 
 
 今年度は、本事業の最終年度であり、事業全体の集約を図るための研究交流、ならびに

本事業終了後における新たな研究交流への着手を目指して、さまざまな交流の場が設けら

れる予定である。 
 

 

 

８－２ セミナー 
本年度は、下記の１０のセミナーを計画している。 

(1) 「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 

(2) 「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- 
(3) 「日本学術振興会拠点大学交流事業」環境計画～アジア都市におけるサステナビリティ

～ 
(4) 「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 

(5) 「日本学術振興会拠点大学交流事業」水質・水量の管理と処理技術 
(6) 「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 

(7) 「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 

(8) 「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
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ーシアシンポジウム 

(9) 「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 

(10)「日本学術振興会拠点大学交流事業」グループセミナー：ゼロエミッションに向けたパ

ッシブデザイン技術 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 
本事業の円滑な展開のために、各研究課題の研究交流に加えて、事業全体に関わる企画

立案や各種調整を行う研究者交流を行う。本事業全体に関わる運営方針や財務会計事項や

交流スケジュールを討議、確認したり、外部資金獲得や成果物のとりまとめ計画の策定、

さらには本事業終了後の新規事業に関する計画の策定などを行ったりする。また、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」、及び京都大学が推進している

アジア諸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、各事業の代表者、コーディネーター、プログラムリーダーなどが互いの国を訪問

し、打合せや討議を行う。本年度は上半期にマレーシア側からコーディネーターを含む３

名の招聘と、下半期に日本側からマレーシアへ４名の派遣を予定している。 

 協力大学から広く参加を募り、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５月に開催する。この場で外部研究資金の獲得や、研究成果の具体化のための方

策について議論する。 

 マレーシア側研究者、学生と、日本側研究者間で、学術情報交換を進め、科学的知識の

共通基盤形成を促進する。 
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９．平成２１年度研究交流計画総人数・人日数 
９－１ 相手国との交流計画 

 

    派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

マレーシア 

<人／人日>
   合計 

日本 

<人／人日> 
 

38/220 
(10/50) 

   
38/220 
(10/50) 

マレーシア 

<人／人日> 
34/311     34/311 

 

 
      

 

 
      

 

 
      

合計 34/311 
38/220 
(10/50) 

   
72/531 
(10/50) 

 

※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流する人数・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。） 

※日本側予算によらない交流についても、カッコ書きで記入してください。（合計欄は（ ）

をのぞいた人・日数としてください。） 

 

 

９－２ 国内での交流計画 

１ ／ ２ <人／人日> 

 



 

 11

１０．平成２１年度研究交流計画状況 

１０－１ 共同研究 

－研究課題ごとに作成してください－ 

整理番号 R－1 研究開始年度 平成 12 年度 研究終了年度 平成 21 年度 

研究課題名 （和文）環境倫理、法律、経済に関する研究 

（英文）Environmental Ethics, Regulation and Economy 
日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）清水芳久・京都大学大学院工学研究科・教授 

（英文）Yoshihisa SHIMIZU, Graduate School of Engineering, Kyoto 
University, Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Azizan Baharuddin, University of Malaya, Professor  

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 マレーシア  計 

 〈人／人日〉  〈人／人日〉   〈人／人日〉

日本 

〈人／人日〉 

 2/12  2/12 

マレーシア 

〈人／人日〉 

3/33   3/33 

 

 

    

合計 

〈人／人日〉 

3/33 2/12  5/45 

② 国内での交流   ０  人／人日 

２１年度の研 

究交流活動計画

及び期待される

成果 

 環境倫理、環境法、環境経済、環境教育に関する研究成果の発表と交

流を行う。平成 21 年度は環境倫理、環境教育、環境法、環境経済にサス

テイナビリティをキーワードとして考慮して研究交流を実施する。10 月

初旬にマレーシアにおいて、このためのグループシンポジウムを開催す

る。このシンポジウムには、日本側・マレーシア側から各５名程度の参

加者を予定している。また、情報収集・研究交流については、マレーシ

ア側から環境倫理と環境教育を発展させる新しい調査結果や方法に関す

る研究をテーマとする研究者を受け入れる。 

 これらの研究交流およびシンポジウムにより、これまで「環境倫理、

法律、経済に関する研究」グループで実施してきた１０年間の成果を整

理すると共に、今後のこの分野に両国間の研究交流・共同研究等を見出

すことが可能となる。 



 

 12

日本側参加者数  

１５ 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

マレーシア側参加者数 

１７ 名 （１３－２ マレーシア側「参加研究者リスト」を参照）



 

 13

 
整理番号 R－2 研究開始年度 平成 12 年度 研究終了年度 平成 21 年度 

研究課題名 （和文）水環境計画に関する研究 

（英文）Water Environmental Planning 
日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）小林潔司・京都大学大学院経営管理研究部・教授 

（英文）Kiyoshi KOBAYASHI, Graduate School of Management, 
Kyoto University, Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Maisarah Ali, International Islamic University Malaysia, Associate 
Professor 

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 マレーシア  計 

 〈人／人日〉  〈人／人日〉   〈人／人日〉

日本 

〈人／人日〉 

 2/12  2/12 

マレーシア 

〈人／人日〉 

3/33   3/33 

 

 

    

合計 

〈人／人日〉 

3/33 2/12  5/45 

② 国内での交流   ０  人／人日 

２１年度の研 

究交流活動計画

及び期待される

成果 

プロジェクト１（水資源マネジメント） 

昨年度構築し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する．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する．ハザードマップの援用を含めたソフト面

とハード面を両方取り組んだ統合的リスクマネジメント手法の確立が期

待される． 

プロジェクト２（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する．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する．さらに，成果とりまとめの

ためのシンポジウムを実施する．マングローブ地域の便益評価のための

指針を作成することが期待される． 
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プロジェクト 3（水資源のためのアセット・マネジメント） 

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，その挙動を検討する．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る．マレーシア特

有の状況に対応したアセット・マネジメント手法の方法論確立が期待さ

れる． 

日本側参加者数  

２１ 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

マレーシア側参加者数 

１４ 名 （１３－２ マレーシア側「参加研究者リスト」を参照）

 



 

 15

 
整理番号 R－3 研究開始年度 平成 12 年度 研究終了年度 平成 21 年度 

研究課題名 （和文）環境計画に関する研究 

（英文）Environmental Planning 
日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）吉井稔雄・京都大学大学院工学研究科・准教授 

（英文）Toshio YOSHII, Graduate School of Engineering, Kyoto University, 

Associate Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Jamilah bt Mohamad, University of Malaya, Professor 

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 マレーシア  計 

 〈人／人日〉  〈人／人日〉   〈人／人日〉

日本 

〈人／人日〉 

 2/12  2/12 

マレーシア 

〈人／人日〉 

2/22   2/22 

 

 

    

合計 

〈人／人日〉 

2/22 2/12  4/34 

② 国内での交流   ０  人／人日 

２１年度の研 

究交流活動計画

及び期待される

成果 

1)  本プログラム 10 年間の成果として，国際ジャーナル Transportation

のスペシャルイシューを発行する．タイトルは「アジア都市における

サステイナビリティ」を予定． 

 同スペシャルイシューは当グループの参加者執筆の論文で構成さ

れており，本グループによる研究活動成果に関する情報を世界に向け

て発信するものである． 

2)  10 年間のプロジェクト成果総括，ならびに今後の研究推進の方向性

を議論することを目的としたグループセミナーを開催する． 

同セミナーは，イスラム社会におけるサステイナブルな都市発展の

あり方に焦点を当て，都市計画，交通計画，住区計画等について考察

を加える．  

これらの交流活動を通して，イスラム社会において環境に配慮した都

市・交通・住居計画の実践に活用される事が期待されるとともに，研究

者間の研究交流が促され，新たな共同研究の推進が期待される． 
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日本側参加者数  

１６ 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

マレーシア側参加者数 

１３ 名 （１３－２ マレーシア側「参加研究者リスト」を参照）
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整理番号 R－4 研究開始年度 平成 12 年度 研究終了年度 平成 21 年度 

研究課題名 （和文）環境リスク管理に関する研究 

（英文）Environmental Risk Management 
日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）森澤眞輔・京都大学大学院工学研究科・教授 

（英文）Shinsuke MORISAWA, Graduate School of Engineering, 
Kyoto University, Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Mazlin Bin Mokhtar, University Kebangsasn Malaysia, Professor  

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 マレーシア  計 

 〈人／人日〉  〈人／人日〉   〈人／人日〉

日本 

〈人／人日〉 

 2/12  2/12 

マレーシア 

〈人／人日〉 

2/22   2/22 

 

 

    

合計 

〈人／人日〉 

2/22 2/12  4/34 

② 国内での交流   ０  人／人日 

２１年度の研 

究交流活動計画

及び期待される

成果 

1.生態系および健康リスク研究における研究交流を統合して推進する 

 平成 20 年度に開催された包括セミナー、同グループ会議で確認した通

り、平成 20 年度に引き続き、環境リスク評価並びに生態系リスク研究の

専門家の相互訪問を実施し、グループ活動の重点課題である生態毒性の

検出技術の移転と精度管理、リスク評価枠組みの開発・構築を推進する。

すなわち、平成 21 年度の重点取組課題として、 

 (1)日本・マレーシアにおける毒性評価法の開発と吟味 

 (2)日本・マレーシアにおける環境リスク評価枠組みの開発 

への取組を強化する。とりわけ、健康リスク管理のための環境内動態評

価モデル（Fugacity Model、他）およびヒト体内での動態評価モデル（PBPK 

Model、他）を共有し、特に環境中の鉛等の重金属に注目し、環境弱者で

ある乳幼児・子供に対するリスク評価枠組みの開発、曝露条件の異なる

日本およびマレーシアにおける比較リスク研究を推進する。 

 過去 10 年間の研究交流実績を踏まえ、過去の成果を集約し、環境管理



 

 18

政策をリスク対応型に改革するための方策が整理され、次期の交流計画

の立案並びに、それらの実施を担保する外部研究費の獲得支援情報とし

て活用されることが期待できる。 

 

2.環境中微量有害物質による毒性の実験的把握 

 平成 20 年度の包括セミナーで確認した、環境中微量有害物質のヒト及

びヒト以外の生物への毒性データを分子生物学的手法により決定する方

法の開発について検討を継続する。実験手法を共有し、対象物質を分担

して、毒性データの集積に努める。また、廃棄物処理・処分に関する環

境リスク評価並びに廃棄物埋立処分場跡地管理関連課題への取組を強化

することとし、その比較研究のあり方等について具体的に検討する。 

 特に環境中鉛に曝露することにより誘発されるヒトの健康リスクを神

経毒性や免疫毒性に注目して実験的に評価する枠組みの開発とその適用

事例研究を試みる。 

 環境中微量有害物質とりわけ鉛の神経毒性評価法とその基礎的な毒性

評価データがとりまとめられ、両国における健康リスク評価の信頼度の

向上に貢献すると期待される。 

 

3.グループセミナーを開催し、活動成果の集約と社会活用に資する 
 平成 20 年度の包括セミナー時のグループ会議で確認した通り、平成

19 年度に独自経費により開催した第 3 回グループセミナーに続いて、環

境リスク管理グループの第 4 回セミナーを、平成 21 年度にマレーシア国

民大学マラッカ校において開催する。 

 第 4 回セミナーでは、括弧の共同研究・交流実績を踏まえ、平成 20 年

度の総括セミナーで確認したグループ活動の成果が取りまとめられ、新

たな構想の下に外部資金を得て実施する活動計画が取りまとめられるも

のと期待される。 

日本側参加者数  

１０ 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

マレーシア側参加者数 

１５ 名 （１３－２ マレーシア側「参加研究者リスト」を参照）
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整理番号 R－5 研究開始年度 平成 12 年度 研究終了年度 平成 21 年度 

研究課題名 （和文）水質・水量の管理と処理技術 

（英文）Water & Wastewater Management and Technologies 
日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）藤井滋穂・京都大学大学院地球環境学堂・教授 

（英文）Shigeo FUJII, Graduate School of Global Environmental 
Studies, Kyoto University, Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Rakmi Abd Rahman, Universiti Kebangsaan Malaysia, Professor 

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 マレーシア  計 

 〈人／人日〉  〈人／人日〉   〈人／人日〉

日本 

〈人／人日〉 

 2/12  2/12 

マレーシア 

〈人／人日〉 

3/33   3/33 

 

 

    

合計 

〈人／人日〉 

3/33 2/12  5/45 

② 国内での交流   ０  人／人日 

２１年度の研 

究交流活動計画

及び期待される

成果 

平成２1年度は、平成２０年度までに得られた成果を活用し、研究プロ

ジェクトの推進、継続する実験条件の検討、調査研究に関する情報交換、

現場での資料収集・データ蓄積・討議、さらに最終年度を意識し、昨年

度コタキナバルで実施の第６回グループセミナー（平成 20 年７月）で確

認された研究成果の要約と総括を行う。研究交流として日本からマレー

シアへ２名の派遣、マレーシアから日本へは３名の招聘を予定している。

とくに第 7 回グループセミナーを日本で開催し、グループ全体の本格

的成果報告、および研究交流の総括、ならびに次期への展望を検討する。

具体的には、①流域における水・物質利用、循環検討、②効率的廃水プ

ロセス開発、③微量有機化学物質の検出・処理など、である。このよう

な研究展開により安価で省エネルギー的な廃水処理法を提示し、海域や

淡水域の水質汚濁防止・水質水量管理に大きく貢献できる。 

さらに、過去 10 年間の交流活動を要約する研究・交流活動を記録する

印刷物を具体的な成果物として作成し、日本・マレーシアの関連機関に
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配布し、その活動を周知させる。 

これらにより、平成２２年度以降も当該分野で強力な研究を進めるこ

とが、大きな成果として期待される。 

日本側参加者数  

３５ 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

マレーシア側参加者数 

２４ 名 （１３－２ マレーシア側「参加研究者リスト」を参照）
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整理番号 R－6 研究開始年度 平成 12 年度 研究終了年度 平成 21 年度 

研究課題名 （和文）ゼロディスチャージシステムを構築する基礎技術群 

（英文）Basic Environmental Technology for Zero Discharge 
- Solid Waste Management & Incineration - 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）酒井伸一・京都大学環境保全センター・教授 

（英文）Shin-ichi SAKAI, Environment Preservation Center, Kyoto 
University, Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Noor Zalina Mahmood, University of Malaya, Lecturer 

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 マレーシア  計 

 〈人／人日〉  〈人／人日〉   〈人／人日〉

日本 

〈人／人日〉 

 2/12  2/12 

マレーシア 

〈人／人日〉 

2/22   2/22 

 

 

    

合計 

〈人／人日〉 

2/22 2/12  4/34 

② 国内での交流   ０  人／人日 

２１年度の研 

究交流活動計画

及び期待される

成果 

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

や技術に関する最新動向に関する情報交換を行い、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。こうした物質フ

ローやライフサイクルアセスメント研究に加えて、廃棄物の焼却処理技

術や安定化／固化技術に関する研究を継続し、両国の再生可能資源利用

と廃棄物の有効活用に資する知見を得ることをめざす。 

今年度はセミナー予算を用いてグループセミナーをマレーシアで開催

し、関係者の本格的情報交換およびＬＣＡ手法の応用展開を推進する。

具体的課題として、①バイオガス化による温室効果ガス削減効果試算と

不確定性、②パームオイルや再生可能な廃棄物を用いた燃料生産のライ

フサイクル解析、③焼却や埋立処理により環境汚染物質制御と温室効果

ガス対策のコベネフィットに関する検討、を主たる課題とする。こうし
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た取り組みにより、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て

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が期待

される。 

日本側参加者数  

１１ 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

マレーシア側参加者数 

１７ 名 （１３－２ マレーシア側「参加研究者リスト」を参照）
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整理番号 R－7 研究開始年度 平成 12 年度 研究終了年度 平成 21 年度 

研究課題名 （和文）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 

（英文）Study on Planning Urban Energy System to Minimize of CO2 
and Other Air Pollution in Cities under Different Climate Conditions 
–Japan and Malaysia - 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）松岡譲・京都大学大学院工学研究科・教授 

（英文）Yuzuru MATSUOKA, Graduate School of Engineering, Kyoto 
University, Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Ramdzani Abdullah, University Putra Malaysia, Associate Professor 
and Head of Department 

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 マレーシア  計 

 〈人／人日〉  〈人／人日〉   〈人／人日〉

日本 

〈人／人日〉 

 2/12  2/12 

マレーシア 

〈人／人日〉 

3/33   3/33 

 

 

    

合計 

〈人／人日〉 

3/33 2/12  5/45 

② 国内での交流   ０  人／人日 

２１年度の研 

究交流活動計画

及び期待される

成果 

２１年度は、３つのサブグループ（大気環境・エネルギー環境・音環

境）それぞれについて、これまでの研究成果を取り纏めると共に、グル

ープ単位で、継続的な共同研究の計画を策定する。 

① プロジェクト１（大気環境サブグループ）「クランバレーの大気汚染

制御」：本年度は、本事業予算および民間の研究助成金を活用して、

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。これらの活動のために、日本・マレーシア各１名の研究

者の派遣を行う。 

② プロジェクト２（エネルギー環境サブグループ）「持続的都市環境シ

ステムの計画」：本年度は、本事業予算および民間の研究助成金等を

活用し、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。この活動のために、日本側から２名、マレーシアから
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１名の研究者の派遣を行う。 

③ プロジェクト３（音環境サブグループ）「騒音感受性と主観健康」：本

年度は、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する。こ

の活動のために，マレーシアから１名の研究者の派遣を行う。 

期待される成果：上記の各プロジェクトの交流およびこれまでの研究成

果の取り纏めを通して，主に地方政府をターゲットとした持続可能社会

構築のための政策提案を行う事ができるものと考えている。また，これ

らの政策提案を行う媒体として小冊子の作成・発行を行う予定である。

日本側参加者数  

１３ 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

マレーシア側参加者数 

１３ 名 （１３－２ マレーシア側「参加研究者リスト」を参照）
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整理番号 R－8 研究開始年度 平成 12 年度 研究終了年度 平成 21 年度 

研究課題名 （和文）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－ 

（英文）Basic Environmental Technology for Zero Discharge 
- Geotechnical and Ecological Environment Management - 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）勝見武・京都大学大学院地球環境学堂・教授 

（英文）Takeshi KATSUMI, Graduate School of Global Environmental 
Studies, Kyoto University, Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Ibrahim Komoo, Universiti Kebansaan Malaysia, Professor 

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 マレーシア  計 

 〈人／人日〉  〈人／人日〉   〈人／人日〉

日本 

〈人／人日〉 

 2/12  2/12 

マレーシア 

〈人／人日〉 

3/33   3/33 

 

 

    

合計 

〈人／人日〉 

3/33 2/12  5/45 

② 国内での交流   ０  人／人日 

２１年度の研 

究交流活動計画

及び期待される

成果 

本年度は本拠点大学方式交流事業の最終年度にあたることから、第 3

回のグループセミナー（シンポジウム）を開催するとともに、研究者の

派遣と招へいを実施して本グループの研究活動のとりまとめと今後の活

動方針の提示を行う。 

グループセミナーは 10 月 27～29 日の 3 日間にわたり京都大学にて開

催する予定で、グループメンバーならびに関係者の最新の研究成果と事

例の発表・情報交換の場とするとともに、平成 16 年と平成 19 年に開催

した過去 2 回のセミナーやこれまでの派遣・招へいの成果を総括し、グ

ループ活動の今後の方針の提案につながる議論を行う。また、セミナー

開催の機会に 3 名の招へい枠によってマレーシア側研究者を招へいし、

セミナーにおける総括の議論ならびに地盤災害や地盤環境に関する個別

研究の情報交換にあたる。さらに日本側から 2 名の研究者の派遣を行い、
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マレーシア側グループリーダーや研究者らとともにセミナーの運営・総

括に関する議論や本グループの 10 年間の研究活動の総括、今後の方針の

具体化等を議論する。 

以上の活動ならびにこれまでの研究活動成果のとりまとめを通して、

地盤災害や地盤環境の対策・ミティゲーションに関する実践の枠組みを

提言しうること、また、平成 22 年度以降も共同研究活動を推進しうる協

力体制が整えられること等が期待される。 

日本側参加者数  

２１ 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

マレーシア側参加者数 

１６ 名 （１３－２ マレーシア側「参加研究者リスト」を参照）
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整理番号 R－9 研究開始年度 平成 12 年度 研究終了年度 平成 21 年度 

研究課題名 （和文）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－ 

（英文）Basic Environmental Technology for Zero Discharge 
    - Natural Resources and Energy Management -   

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）塩路昌宏・京都大学大学院エネルギー科学研究科・教授 

（英文）Masahiro SHIOJI, Graduate School of Energy Science, Kyoto 
University, Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Abdul Rahman Mohamed, School of Chemical Engineering, Universiti 
Sains Malaysia, Professor 

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 マレーシア  計 

 〈人／人日〉  〈人／人日〉   〈人／人日〉

日本 

〈人／人日〉 

 2/12  2/12 

マレーシア 

〈人／人日〉 

2/22   2/22 

 

 

    

合計 

〈人／人日〉 

2/22 2/12  4/34 

② 国内での交流   ０  人／人日 

２１年度の研 

究交流活動計画

及び期待される

成果 

 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い

る。平成 20 年度は、京都大学においてグループセミナーを開催し，マレ

ーシアから研究者 7 名、日本から研究者 8 名と学生 8 名が参加して，天

然資源とエネルギー環境についての両国の最新研究成果の発表および討

論を行った．さらに，続いて開催された包括セミナーでは，当グループ

において推進している共同研究の内容と，そのうちのトピックスとして

バイオマス利用研究の紹介を行った． 

 平成 21 年度も、引続いてマレーシア・日本両国のエネルギー・環境問

題への取り組みの現況，課題および将来展望を明らかにするとともに，

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
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的として、技術交流と共同研究を計画・実施する．とくに，平成 20 年度

の議論に基づいて，マレーシアのコタキナバルにおいてグループセミナ

ーを実施し，持続可能なゼロディスチャージ社会構築に期待されている

パーム資源の実態ならびに油ヤシと廃棄物の燃料変換と化学製品の製造

技術の開発状況の調査を行う．さらに，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議論する。 

 これらの交流活動により、両国の資源制約と環境インパクトに対する

問題意識をメンバー間で共有でき、とくにマレーシアにおけるバイオマ

ス活用の現状把握および課題の明確化とともに、化学工学・機械工学に

経済的視点を加えたバイオマス有効利用に関する共同研究の進展に成果

が期待される。さらに、それらの成果を基礎とするプロジェクト研究を

提案することにより、外部資金獲得に向けた活動を推進する。 

日本側参加者数  

１４ 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

マレーシア側参加者数 

１４ 名 （１３－２ マレーシア側「参加研究者リスト」を参照）
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整理番号 R－10 研究開始年度 平成 12 年度 研究終了年度 平成 21 年度 

研究課題名 （和文）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－ 

（英文）Basic Environmental Technology for Zero Discharge 
- Development of Passive Design and Technology in Tropical Climate -

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）鉾井修一・京都大学大学院工学研究科・教授 

（英文）Shuichi HOKOI, Graduate School of Engineering, Kyoto 
University, Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Abdul Majid Ismail, School of Housing, Building and Planning, 
University of Science Malaysia, Associate Professor 

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 マレーシア  計 

 〈人／人日〉  〈人／人日〉   〈人／人日〉

日本 

〈人／人日〉 

 2/12  2/12 

マレーシア 

〈人／人日〉 

2/22   2/22 

 

 

    

合計 

〈人／人日〉 

2/22 2/12  4/34 

② 国内での交流   ０  人／人日 

２１年度の研 

究交流活動計画

及び期待される

成果 

１．研究計画の特徴：この研究課題では，環境科学のうち主に建築物（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っている。平

成 21 年 11 月に、ペナンにてグループセミナーを開催し、昨年の

JSPS-VCC 包括セミナーにおける議論をもとに、グループ１０の将来の

活動について検討する。 
２．期待される効果：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目標に、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につながるものとなる。 

日本側参加者数  

１２ 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

マレーシア側参加者数 

１５ 名 （１３－２ マレーシア側「参加研究者リスト」を参照）
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１０－２ セミナー 
―実施するセミナーごとに作成してください。－ 
整理番号 S－１（Ｇ１） 
セミナー名 （和文）「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 
（英文）JSPS-VCC Core University Program  
Symposium on Environmental Ethics, Regulation, Economy and 
Sustainability 

開催時期 平成 21 年 10 月 5 日 ～ 平成 21 年 10 月 6 日（2 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）マレーシア、クアラルンプール、マラヤ大学 
（英文）Malaysia, Kuala Lumpur, University of Malaya 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）清水芳久・京都大学大学院工学研究科・教授 
（英文）Yoshihisa SHIMIZU, Graduate School of Engineering, 
Kyoto University, Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外での開催の場合) 

Azizan Baharuddin, University of Malaya, Professor 

 
 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
(マレーシア) 

 
日本 

<人／人日> 

A. 2/12 
B. 2/12 
C. 

 
マレーシア 
<人／人日> 

A. 
B. 
C. 10/20 

 
合計 

<人／人日> 

A. 2/12 
B. 2/12 
C. 10/20 

A.セミナー経費から負担 

B.共同研究・研究者交流から負担 

C.本事業経費から負担しない（「参加研究者リスト」に記載されていない研究者は集計しな

いでください。） 
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セミナー開催の目的  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する。 

期待される成果  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

るべき方向や視点がより明らかになることが期待される。 

 

セミナーの運営組織 Advisory Committee : 
 大嶌幸一郎（京都大学大学院工学研究科長・工学部長） 
Organizing Committee : 
 清水芳久（日本側開催責任者） 

Azizan Baharuddin（マレーシア側開催責任者） 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容              金額 
旅費              353,000 円 
旅費にかかる消費税       17,000 円 

マレーシア側 
 

内容              金額 
備品・消耗品購入費       RM 3,000 
その他（含会場借料・印刷費等） RM 10,000 
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整理番号 S－２（Ｇ２） 
セミナー名 （和文）「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- 
（英文）JSPS-VCC Core University Program  
International Seminar on Wetland and Sustainability 2009 - 
Wetland & Climate Change: The Needs for Integration 

開催時期 平成 21 年 6 月 26 日 ～ 平成 21 年 6 月 28 日（３日間）

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）マレーシア，コタキナバル，レメリディアンホテル 
（英文）Le Meridian Hotel, Kota Kinabalu Sabah, Malaysia 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）小林潔司・京都大学大学院経営管理研究部・教授 

（英文）Kiyoshi KOBAYASHI, Graduate School of Management, 
Kyoto University, Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外での開催の場合) 

Maisarah Ali, International Islamic University Malaysia, 
Associate Professor 

 
 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
(マレーシア) 

 
日本 

<人／人日> 

A. 2/12 
B. 2/12 
C. 10/50 

 
マレーシア 
<人／人日> 

A.  
B.  
C. 14/42 

 
合計 

<人／人日> 

A. 2/12 
B. 2/12 
C. 24/92 

A.セミナー経費から負担 

B.共同研究・研究者交流から負担 

C.本事業経費から負担しない（「参加研究者リスト」に記載されていない研究者は集計しな

いでください。） 
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セミナー開催の目的 マングローブ林を中心とした湿地帯の持続的発展可能性を，社会

とのつながりに焦点をあてて多角的に検討する．特に，マングロ

ーブ林のもたらす，周辺居住住民の生活の場としての役割，津波

災害防止の役割，CO2 削減などの環境面の役割といった種々の機

能と，それらを統合的に計測する方法論について検討する．  

期待される成果 本シンポジウムはこれまで行われてきた計 3 回のマングローブ・

マネジメントに関するシンポジウムの総まとめとして行われるも

のである．個別のテーマとしては，GIS ベースのマングローブ林の

マネジメントシステムや，マングローブの保全と観光政策の現状

及びマングローブをめぐる社会的コンフリクトの検討結果につい

て報告が行われる．これまでのシンポジウムで得られた研究課題

の共有化と，本交流事業終了後の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の研究発表が行われる予

定である．  

セミナーの運営組織 Advisory Committee : 
 大嶌幸一郎（京都大学大学院工学研究科長・工学部長） 
Organizing Committee : 
 小林潔司（日本側開催責任者） 

Maisarah Ali（マレーシア側開催責任者） 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容              金額 
旅費              353,000 円 
旅費にかかる消費税       17,000 円 

マレーシア側 
 

内容              金額 
備品・消耗品購入費       RM 3,000 
その他（含会場借料・印刷費等） RM 10,000 
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整理番号 S－３（Ｇ３） 
セミナー名 （和文）日本学術振興会拠点大学交流事業 

環境計画～アジア都市におけるサステナビリティ～ 
（英文）JSPS-VCC Core University Program, Environmental 
planning towards sustainable urban environment 

開催時期 平成 21 年 7 月 17 日～ 平成 21 年 7 月 18 日（2 日間：予定） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）マレーシア，クアラルンプール，マラヤ大学 
（英文）University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia  

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）吉井稔雄・京都大学大学院工学研究科・准教授 
（英文）Toshio YOSHII, Graduate School of Engineering, Kyoto 

University, Associate Professor 
相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外での開催の場合) 

Jamilah bt Mohamad, University of Malaya, Professor 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
( マレーシア ) 

 
日本 

<人／人日> 

A. 2/12 
B. 2/12 
C.  

 
マレーシア 
<人／人日> 

A.  
B.  
C. 10/20 

 
合計 

<人／人日> 

A. 2/12 
B. 2/12 
C. 10/20 

A.セミナー経費から負担 

B.共同研究・研究者交流から負担 

C.本事業経費から負担しない（「参加研究者リスト」に記載されていない研究者は集計しな

いでください。） 
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セミナー開催の目的 本研究グループにおける交流の成果としては，ジャーナル

Transportation のスペシャルイシューを発刊予定であるが，それ以

外にも交流による議論・情報交換を通じて成された多くの研究成

果がある．本セミナーは，それらの研究成果報告の場とするとと

もに，今後の研究の方向性を決定することを目的に実施するもの

である． 

期待される成果 以下のテーマにおける研究成果を報告し，各問題の捉え方を異に

する，日本側，マレーシア側の研究者が集って意見交換を行うこ

とで，互いに問題意識を共有することができる． 
1) Environmental Management Approach 
2) Design and Innovation for Sustainable Environment 
3) Community Based Environmental Management 
4) Governance and other Environmental Management Issues 
5) Mobility for Sustainable Environment 
これらの各テーマについて，主として本研究交流による成果を確

認するにとどまらず，今後成すべき研究の具体的方向性が見いだ

されることが期待できる． 
 

セミナーの運営組織 Advisory Committee : 
 大嶌幸一郎（京都大学大学院工学研究科長・工学部長） 
Organizing Committee : 
 吉井稔雄（日本側開催責任者） 

Jamilah bt Mohamad（マレーシア側開催責任者） 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容              金額 
旅費              353,000 円 
旅費にかかる消費税       17,000 円 

マレーシア側 
 

内容              金額 
備品・消耗品購入費       RM 3,000 
その他（含会場借料・印刷費等） RM 10,000 
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整理番号 S－４（Ｇ４） 
セミナー名 （和文）「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 
（英文）JSPS-VCC Core University Program  
The Fourth Seminar on Environmental Toxicity Evaluation and 
Risk Management 

開催時期 平成 21 年 5 月 28 日 ～ 平成 21 年 5 月 29 日（2 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）マレーシア、マラッカ市、マレーシア国民大学マラッカ校

（英文）Malaysia, Melaka City, Universiti Kebangsaan Malaysia, 
Melaka Campus 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）森澤眞輔・京都大学工学研究科・教授 
（英文）Shinsuke Morisawa, Graduate Scholl of Engineering, 
Kyoto University, Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外での開催の場合) 

Mazlin Bin Mokhtar 

Universiti Kebangsaan Malaysia, Professor 

 
 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
(マレーシア) 

 
日本 

<人／人日> 

A. 2/12 
B. 2/12 
C. 

 
マレーシア 
<人／人日> 

A. 
B. 
C. 10/20 

 
合計 

<人／人日> 

A. 2/12 
B. 2/12 
C. 10/20 

A.セミナー経費から負担 

B.共同研究・研究者交流から負担 

C.本事業経費から負担しない（「参加研究者リスト」に記載されていない研究者は集計しな

いでください。） 
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セミナー開催の目的  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。 

 今回のセミナーでは、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する。 

 現時点の予定課題は以下の通りである。 

1.日本・マレーシアにおける毒性評価法の開発と吟味 

(1)簡易毒性評価法の開発と適用事例 

(2)毒性評価試験に基づく新しい生態系リスク評価法の提案 

2.新しい環境リスク評価枠組みの開発と適用 

(1)幼児・小児を対象にする健康リスクの評価と管理 

(2)日本・マレーシアにおける環境リスク評価比較研究 

 3.リスク概念に基づく環境施策の展望 
期待される成果 「環境リスク評価」の共通テーマの下に推進されたグループ研

究は過去の研究の蓄積を踏まえて、その成果を社会に還元し得

る段階に達している。また、乳幼児等の環境弱者に対するリス

ク評価や、ヒト以外の生物に対する影響や生態系リスク評価を

社会に定着させる課題が新たに提起されている。過去の研究成

果を、その実用化を目指す視点から再評価し、その成功事例（

Good Practice）を共有すると共に、毒性評価のみに依存する伝

統的な環境政策をリスク評価に基づく環境政策に転換させる契

機として、第4回環境リスク管理セミナーを位置づける。 

期待される主要な効果は以下の通りである。 

1. グループ研究により新たに開発された、ヒト以外の

生物を対象とする分子・細胞レベルでの毒性評価法や

ヒト健康リスク評価の新しい枠組みを踏まえて、既存

の生態系・健康リスク評価の在り方を革新する情報が

整理され、実用するための課題と解決法が提示される

。分子・細胞生物学的バイオアッセイ法を、環境管理

、環境政策に根付かせるロードマップが具体化される

。 

2. 分子・細胞生物学的実験手法の発展により多くの毒性

データが報告されるようになってきたが、それらの毒

性データは必ずしも環境リスク評価・管理に活用されてい

るとは言い難い。基礎実験により得られる毒性データに基づ

いてヒト健康リスク並びに生態系リスクを評価する、国際標

準になりうる枠組みが提示され、その適用事例が報告される
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。新しい環境汚染物質や、アスベスト等の長期曝露リスク、

環境弱者である乳幼児の健康リスク、高等植物に対する影響

の評価等、新しい枠組みについての研究成果が交流され、新

たな環境リスク課題が整理される。 
① 平成20年度に開催された包括セミナーを契機に取りまと

められたグループ報告書にもとづいて、グループ研究の

成果を実用するための方策、とりわけ毒性評価のみに依

存する伝統的な環境政策をリスク評価に基づく環境政策

に転換させる方策について、解決すべき課題が整理され

、ロードマップのレベルが更新される。 

セミナーの運営組織 Advisory Committee : 
 大嶌幸一郎（京都大学大学院工学研究科長・工学部長） 
Organizing Committee : 
 森澤眞輔（日本側開催責任者） 

Mazlin Bin Mokhtar（マレーシア側開催責任者） 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容              金額 
旅費              353,000 円 
旅費にかかる消費税       17,000 円 

マレーシア側 
 

内容              金額 
備品・消耗品購入費       RM 3,000 
その他（含会場借料・印刷費等） RM 10,000 
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整理番号 S－５ （Ｇ５） 
セミナー名 （和文）「日本学術振興会拠点大学交流事業」水質・水量の管理と

処理技術 
（英文）JSPS-VCC Core University Program  
Water & Wastewater Management and Technologies  

開催時期 平成２２年 １月１８日 ～ 平成２２年 １月１９日（２日間）

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本、京都市、京都大学吉田キャンパス 
（英文）Yoshida Campus, Kyoto University, Kyoto, Japan 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）藤井滋穂・京都大学大学院地球環境学堂・教授 
（英文）Shigeo FUJII, Graduate School of Global Environmental 
Studies, Kyoto University, Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外での開催の場合) 

 

 
 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
(  日 本  ) 

 
日本 

<人／人日> 

A. 0/0 
B. 0/0 
C. 20/40 

 
マレーシア 
<人／人日> 

A. 2/8 
B. 3/33 
C. 0/0 

 
合計 

<人／人日> 

A. 2/8 
B. 3/33 
C. 20/40 

A.セミナー経費から負担 

B.共同研究・研究者交流から負担 

C.本事業経費から負担しない（「参加研究者リスト」に記載されていない研究者は集計しな

いでください。） 
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セミナー開催の目的 本セミナーの研究課題・内容は、急速に工業化、都市化の進むマ

レーシア社会で、水環境における保全と持続的開発の可能性をど

のように保障するか、日本の経験をいかに生かすかが焦点であり、

日本・マレーシア相互の地域特性を踏まえた形で、専門的研究報

告・討議を進める。専門的研究アイテムは、(1)水消費、(2)流域水

管理、(3)浄水処理、(4)排水処理の４分野である。相互に関連した

これら分野で、同時に議論を進めることで、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。また、

最終年度の年度末付近に実施することで、水関連班としての総括

と、本事業終了後の研究交流活動の展望を論議する。 
 
 

期待される成果 グループ５（水質・水量の管理と処理技術）では、すでに６回の

大小のセミナーを実施しており、とくに平成毎年１６年以降は、

参加者の独自予算を含めた自主的な活動で毎年開催している。こ

れら活動により、グループメンバー間の研究・教育・学術交流は

きわめて活発化しており、本年度セミナー予算として大規模で実

施することでより活性化する。これらを通じて、具体的な研究共

同がより進展するものと期待される。また、最終年度に実施する

ことにより、10 年間の活動総括と今後の日本マレーシア間の共同

研究推進の展望が開ける。 

セミナーの運営組織 Advisory Committee： 
 大嶌幸一郎（京都大学大学院工学研究科長・工学部長） 
Organizing Committee： 
 藤井滋穂（日本側開催責任者） 
 Rakmi Abd Rahman（マレーシア側開催責任者） 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容              金額 
旅費                389,000 円 
旅費にかかる消費税       15,000 円 
その他             54,000 円 

マレーシア側 内容              金額 
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整理番号 S－６（Ｇ６） 
セミナー名 （和文）「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 

（英文）JSPS-VCC Core University Program 
Seminar on Waste Management and 3R System Developments 

開催時期 平成 21 年 9 月 8 日 ～ 平成 21 年 9 月 9 日（2 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）マレーシア、クアラルンプール、マラヤ大学 
（英文）Malaysia, Kuala Lumpur, University of Malaya  

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）酒井伸一・京都大学環境保全センター・教授 
（英文）Shin-ichi SAKAI, Environment Preservation Center, 
Kyoto University, Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外での開催の場合) 

Noor Zalina Mahmood, University of Malaya, Lecturer 

 
 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
( マレーシア ) 

 
日本 

<人／人日> 

A. 2/12 
B. 2/12 
C. 

 
マレーシア 
<人／人日> 

A. 
B. 
C. 10/20 

 
合計 

<人／人日> 

A. 2/12 
B. 2/12 
C. 10/20 

A.セミナー経費から負担 

B.共同研究・研究者交流から負担 

C.本事業経費から負担しない（「参加研究者リスト」に記載されていない研究者は集計しな

いでください。） 
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セミナー開催の目的 本課題では、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ている。そのため、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。 

期待される成果 以下の項目についての研究成果を相互に発表し、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

り組みを理解することが期待できる。具体的課題として、 

② バイオガス化による温室効果ガス削減効果試算と不確

定性 

③ パームオイルや再生可能な廃棄物を用いた燃料生産の

ライフサイクル解析 

④ 焼却や埋立処理により環境汚染物質制御と温室効果ガ

ス対策のコベネフィットに関する検討 

を主たる課題とする。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ることが期待され

る。 
セミナーの運営組織 Advisory Committee : 

 大嶌幸一郎（京都大学大学院工学研究科長・工学部長） 
Organizing Committee : 
 酒井伸一（日本側開催責任者） 

Noor Zalina Mahmood（マレーシア側開催責任者） 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容              金額 
旅費              353,000 円 
旅費にかかる消費税       17,000 円 

マレーシア側 
 

内容              金額 
備品・消耗品購入費       RM 3,000 
その他（含会場借料・印刷費等） RM 10,000 
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整理番号 S－７（Ｇ７） 
セミナー名 （和文）「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 
（英文）JSPS-VCC Core University Program  
Study on Planning Urban Energy System to Minimize of CO2 
and Other Air Pollution in Cities under Different Climate 
Conditions  – Japan and Malaysia – 

開催時期 平成 21 年 9 月 28 日 ～ 平成 21 年 9 月 30 日（3 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本・京都 
（英文）Japan・Kyoto 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）松岡 譲、京都大学大学院工学研究科、教授 
（英文）Yuzuru Matsuoka, Graduate School of Engineering,
Kyoto University, Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外での開催の場合) 

 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
(  日 本  ) 

 
日本 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. 11/33 

 
マレーシア 
<人／人日> 

A. 2/8 
B. 3/33 
C. 

 
合計 

<人／人日> 

A. 2/8 
B. 3/33 
C. 11/33 

A.セミナー経費から負担 

B.共同研究・研究者交流から負担 

C.本事業経費から負担しない（「参加研究者リスト」に記載されていない研究者は集計しな

いでください。） 
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セミナー開催の目的 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の第４回目のセミナーを開催す

る。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、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てもらう。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てもらう。 
期待される成果 両国の各都市で発生している具体的な環境問題を知り、研究者ご

とに異なる分析や解決へのアプローチを相互に理解し、その得ら

れた知見について共有することを成果とする。エネルギーについ

ては、将来の需要予測、大気については拡散モデルによるシミュ

レーション、騒音については現地のアンケート調査などの最近の

研究成果が報告される。 

セミナーの運営組織 Advisory Committee : 
 大嶌幸一郎（京都大学大学院工学研究科長・工学部長） 
Organizing Committee : 
 松岡 譲（日本側開催責任者） 

Ramdzani Abdullah（マレーシア側開催責任者） 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容              金額 
旅費                389,000 円 
旅費にかかる消費税       15,000 円 
その他             54,000 円 

マレーシア側 内容              金額 
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整理番号 S－８（Ｇ８） 
セミナー名 （和文）「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 
（英文）JSPS-VCC Core University Program  
3rd Japan-Malaysia Symposium on Geohazards and 
Geoenvironmental Engineering 

開催時期 平成２１年１０月２７日 ～ 平成２１年１０月２９日（３日間）

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本、宇治市、京都大学宇治キャンパス内 
（英文）Kyoto University Uji Campus, Uji city, Kyoto, Japan 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）勝見武・京都大学大学院地球環境学堂・教授 

（ 英 文 ） Takeshi KATSUMI, Graduate School of Global 
Environmental Studies, Kyoto University, Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外での開催の場合) 

 

 
 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
(  日 本  ) 

 
日本 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. 10/30 

 
マレーシア 
<人／人日> 

A. 2/8 
B. 3/33 
C. 

 
合計 

<人／人日> 

A. 2/8 
B. 3/33 
C. 10/30 

A.セミナー経費から負担 

B.共同研究・研究者交流から負担 

C.本事業経費から負担しない（「参加研究者リスト」に記載されていない研究者は集計しな

いでください。） 
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セミナー開催の目的  本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。 

期待される成果  グループセミナーは 10 月 27～29 日の 3 日間にわたり京都大学

にて開催する予定で、グループメンバーならびに関係者の最新の

研究成果と事例の発表・情報交換の場とするとともに、平成 16 年

と平成 19 年に開催した過去 2 回のセミナーやこれまでの派遣・招

へいの成果を総括し、グループ活動の今後の方針の提案につなが

る議論を行う。特に、平成 19 年に開催した第 2 回目のシンポジウ

ムは「Human Security for Sustainable Development（持続的発

展のための人間安全保障）」をサブテーマにしていたが、本グルー

プの課題の二本柱である地盤災害と地盤環境のリンケージを考慮

した持続的発展と人間安全保障のあり方の提示を行うことで新し

い研究概念の開拓をはかり、さらには個別研究の実務への反映が

より着実になされるものと期待される。グループとしては、本セ

ミナーにおいて平成22年度以降の共同研究活動の方針を議論する

ことが成果として期待される。 

セミナーの運営組織 Advisory Committee : 
 大嶌幸一郎（京都大学大学院工学研究科長・工学部長） 
Organizing Committee : 
 勝見武（日本側開催責任者） 

Ibrahim Komoo（マレーシア側開催責任者） 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容              金額 
旅費              389,000 円 
旅費にかかる消費税       15,000 円 
その他             54,000 円 

マレーシア側 
 

内容              金額 
 
 

 



 

 47

 
整理番号 S－９（Ｇ９） 
セミナー名 （和文）「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 
（英文）JSPS-VCC Core University Program  
Malaysian－Japanse Seminar on Natural Resources & Energy 
Environment 

開催時期 平成 21 年 6 月 18 日 ～ 平成 21 年 6 月 19 日（2 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）マレーシア，コタキナバル，ヤンマーコタキナバル研究セ

ンター 
（英文）Malaysia, Kota Kinabalu, YKRC 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）塩路昌宏・京都大学大学院エネルギー科学研究科・教授 

（英文）Masahiro SHIOJI, Graduate School of Energy Science, 
Kyoto University, Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外での開催の場合) 

Abdul Rahman Mohamed, School of Chemical Engineering, 
Universiti Sains Malaysia, Professor 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
( マレーシア ) 

 
日本 

<人／人日> 

A. 2/12 
B. 2/12 
C. 

 
マレーシア 
<人／人日> 

A. 
B. 
C. 10/20 

 
合計 

<人／人日> 

A. 2/12 
B. 2/12 
C. 10/20 

A.セミナー経費から負担 

B.共同研究・研究者交流から負担 

C.本事業経費から負担しない（「参加研究者リスト」に記載されていない研究者は集計しな

いでください。） 
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セミナー開催の目的  本課題では、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ている。

本セミナーでは、マレーシアにおいてとくに期待されているパー

ム資源の実態を現地調査し，油ヤシと廃棄物の燃料変換と化学製

品の製造技術の開発状況について把握する．さらに、本グループ

に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総括し、これからの共同研究の具

体的な計画を討議・策定する。 

期待される成果  本セミナーにおいて，パーム資源の実態調査と天然資源とエネ

ルギー管理に関連する各研究者による講演発表を実施することに

より、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を明らかにする。とくに、平成 20

年度のグループセミナーにおいて共同研究課題として集中討議し

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，等について、各課題を分担・連携する両国の研究者

交流を推進するとともに、今後の共同研究の方針と具体的計画を

策定する。さらに，平成 21 年度初に作成するグループレポートの

内容に基づき，さらなる共同研究の可能性と方針を明確なものに

し，外部資金獲得に向けて体制を整備する． 

セミナーの運営組織 Advisory Committee : 
 大嶌幸一郎（京都大学大学院工学研究科長・工学部長） 
Organizing Committee : 
 塩路昌宏（日本側開催責任者） 

Abdul Rahman Mohamed（マレーシア側開催責任者） 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容              金額 
旅費              353,000 円 
旅費にかかる消費税       17,000 円 

マレーシア側 
 

内容              金額 
備品・消耗品購入費       RM 3,000 
その他（含会場借料・印刷費等） RM 10,000 
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整理番号 S－１０（Ｇ１０） 
セミナー名 （和文）「日本学術振興会拠点大学交流事業」グループセミナー：

ゼロエミッションに向けたパッシブデザイン技術 
（英文）JSPS-VCC Core University Program  
Group Seminar：Passive Design Technology Towards Zero Emission 

開催時期 平成 21 年 11 月 16 日 ～ 平成 21 年 11 月 17 日（2 日間）

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）マレーシア、ペナン 
（英文）Malaysia, Penang 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）鉾井修一・京都大学大学院工学研究科・教授 

（英文）Shuichi HOKOI, Graduate School of Engineering, Kyoto 
University, Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外での開催の場合) 

Abdul Malek Abdul Rahman, School of Housing, Building and 
Planning, University of Science Malaysia, Associate Professor 

 
 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
( マレーシア ) 

 
日本 

<人／人日> 

A. 2/12 
B. 2/12 
C. 

 
マレーシア 
<人／人日> 

A.  
B.  
C. 10/20 

 
合計 

<人／人日> 

A. 2/12 
B. 2/12 
C. 10/20 

A.セミナー経費から負担 

B.共同研究・研究者交流から負担 

C.本事業経費から負担しない（「参加研究者リスト」に記載されていない研究者は集計しな

いでください。） 
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セミナー開催の目的 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。

期待される成果 このセミナーにより、クアラルンプールを対象として都市型のサ

ステナブル住宅のあり方についての議論を深め、マレーシア及び

日本の研究者間の共通認識を形成する。パッシブおよびアクティ

ブの融合という技術的な展開とともに、都市に生活することの位

置づけに関して理解が深化されると期待される。 
セミナーの運営組織 Advisory Committee : 

 大嶌幸一郎（京都大学大学院工学研究科長・工学部長） 
Organizing Committee : 
 鉾井修一（日本側開催責任者） 

Abdul Majid Ismail（マレーシア側開催責任者） 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容              金額 
旅費              353,000 円 
旅費にかかる消費税       17,000 円 

マレーシア側 
 

内容              金額 
備品・消耗品購入費       RM 3,000 
その他（含会場借料・印刷費等） RM 10,000 
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１０－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

① 相手国との交流                  

派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

マレーシア

<人／人日> 

 

<人／人日> 
計 

日本 

<人／人日> 

 4/16  4/16 

マレーシア 

<人／人日> 

3/12   3/12 

 

<人／人日> 

    

合計 

<人／人日> 

3/12 4/16  7/28 

②  国内での交流   １／２ 人／人日 
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１１．平成２１年度経費使用見込み額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 5,603,000 国内旅費、外国

旅費の合計は、
研究交流経費の
５０％以上であ
ること。 

外国旅費 11,386,000 

謝金 0  

備品・消耗品購入費 2,808,000  

その他経費 68,000  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

575,000  

計 20,440,000 
研究交流経費配
分額以内である
こと 

委託手数料 2,044,000 

研究交流経費の
１０％を上限と
し、必要な額で
あること。 
また、消費税額
は内額とする。 

合  計 22,484,000  

 

 

１２．四半期毎の経費使用見込み額及び交流計画 

 

 経費使用見込み額（円） 交流計画人数〈人／人日〉 

第１四半期 4,844,000 １７／１０７ 

第２四半期 6,540,000 ２０／１７０ 

第３四半期 8,192,000 ３２／２４０ 

第４四半期 864,000 ４／１６ 

合計 2,044,000 ７３／５３３ 

 


