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アジア研究教育拠点事業 
平成１８年度 実施報告書 

 
 
１．拠点機関 
日 本 側 拠 点 機 関： 国立大学法人 九州工業大学 

マレーシア側拠点機関： 国立 マレーシアプトラ大学 

 
２．研究交流課題名 

（和文）：     パーム・バイオマス・イニシアティブの創造と発展                 

                   （交流分野： 持続可能工学       ）  
（英文）：     Creation and Development of Palm Biomass Initiative              

                   （交流分野： Sustainable Engineering  ）  
 研究交流課題に係るホームページ：http://www.lsse.kyutech.ac.jp/~asiacore                           
 
３．交流実施期間（業務委託期間） 
  平成１８年 ４月 １日 ～ 平成１９年 ３月３１日 
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：国立大学法人九州工業大学 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：学長・下村輝夫 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：大学院生命体工学研究科・教授・白井義人 
 協力機関：国立大学法人 東京大学大学院農学生命科学研究科 

国立大学法人 広島大学大学院工学研究科 

国立大学法人 三重大学大学院生物資源工学研究科 

国立大学法人 豊橋技術科学大学 

独立行政法人 国際農林水産業研究センター 

 
 事務組織：支援事務総括部・課 九州工業大学 研究協力課 

      運営事務      九州工業大学 大学院生命体工学研究科事務部 

経理担当課     九州工業大学 会計課 

      現地支援業務    九州工業大学 マレーシアサテライトオフィス 

 
 
 
 

様式７ 
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相手国（地域）側実施組織（拠点機関名・協力機関名は、和英併記願います。） 
（１）国（地域）名：マレーシア 
拠点機関：（英文）University Putra Malaysia 

      （和文）国立マレーシアプトラ大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文） 

Faculty of Biotechnology and Molecular Bioscience・ 
Deputy Dean, Professor・Mohd. Ali Hassan 

 協力機関：（英文）University of Malaya 
               Malaysia Palm Oil Board 
               Pusat Tenaga Malaysia 
                   Forest Research Institute of Malaysia 
      （和文）マラヤ大学 

マレーシアパームオイル局 

マレーシアエネルギーセンター 

マレーシア森林研究所 

 経費負担区分：パターンＣ 
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５．アジア研究教育拠点事業としての全期間を通じた研究交流目標 

    

 

我が国で開発されたバイオマス変換技術をパームバイオマスの有効利用に応用する。こ

の際、最先端の技術に必ずしも拘ることなく、旧来の技術の新規な組み合わせによるシス

テムの有効性も検討する。 

・ その結果、研究交流期間内に日系企業等、我が国が関わるパームバイオマスを利用し

た新グリーン産業をヤシ油搾油工場内に立ち上げることを目標とする。 

・ その結果、ＣＤＭ事業が立ち上がり、我が国の温暖化ガス削減に貢献できることを目

標とする。ちなみに、マレーシアはパームオイル産業によって貧困から脱出し、一人当

たりのＧＤＰ（国内総生産）がイスラム圏で最高の国のひとつになった。 

・ マレーシアのパームオイル産業を貧困脱出に利用した手法をインドネシア等、未だに

貧困から脱出していない国に適用できるマニュアルを作成するフォーラムを設置する

ことを目標にする。 

・ そのフォーラムで熱帯雨林を油ヤシプランテーションにする際の適切なルールを提案

する。 

・ これらを通じ、国際的センスをもった問題解決型の若手人材を 10 人以上育成すること

を目標とする。 

 

以上５つを本研究交流の具体的な目標とする。これら目標を達成する具体的な研究交流

体をパーム・バイオマス・イニシアティブと称する。 
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６．平成１８年度の研究交流実績の概要 
６－１ 共同研究 

「パームオイル廃液のメタン発酵とエネルギー供給」の研究テーマに関連して、CDM 案件化

に向けた技術的課題と排出権取引に関する事業性検討を、世界最大のパームオイル企業で

あり、共同研究先でもある FELDA 社の幹部およびマレーシアプトラ大学の研究者と共に詳

細に行った。その結果、同社を舞台とする CDM 事業の実現可能性が確認され、CDM 認証に必

要な Project Design Document(PDD)の作成と国連承認に向け、連携を強めることとなった。

プサット・テナガ・マレーシア（ptm）と連携し、メタン発酵ガスの発電事業を CDM 事業と

する契約が結ばれた。これは本事業の大きな成果ということができる。 

「パームバイオマスから生分解性プラスチックの生産」に関連して、油ヤシ空房からのリ

グノフェノール化について、事業化を視野に入れた共同研究を行った。その結果、マレー

シアプトラ大学より博士課程進学者 1 名を受入れ、さらに同課題につき日本国内で検討を

進めている修士課程在学中の学生 2 名を別経費でマレーシアへ派遣し、実際にパームオイ

ル産業廃棄物を原料とするリグノフェノール化の実証研究を継続実施した。また、マレー

シアより 3名の学生が来日し、EFB からのリグノフェノールの合成法を完全にマスターして

帰国した。 

「持続可能な油ヤシプランテーション運営」について、マレーシアプトラ大学を拠点に

研究を続ける早稲田大学大学院神波康夫博士と情報交換を行った。 

「油ヤシプランテーションと熱帯雨林の管理法の研究」のテーマに関連して、8 月 28 日

～29 日には、パハン州の UNDP/GEF のピート湿地の森林保全プロジェクトの視察を行った。

同プロジェクトは、8 月 11 日のセミナーでも紹介されたが、熱帯雨林の保全と油ヤシプラ

ンテーションの共存のためには、一定幅の境界領域を設け、水位調整の機能を持たせるこ

とが重要であることが確認出来た。 

協力機関である三重大学では本事業参加者である船岡教授がプロジェクトリーダーとな

り、グローバル COE に申請した。その際、海外拠点のひとつとして本研究教育拠点が採用

されている。 

６－２ セミナー 

7月7日～10日まで共同研究先のFELDA社の設立50周年記念事業として開催されたFELDA 

INTERNATIONAL CONVENTION2006に出席した。7月8日に「パーム・バイオマスイニシアチブ

－ＦＥＬＤＡとの協働」と題して、本事業に関するポスター展示とセミナーを行い、マレ

ーシア国内外および産学官民問わずパームオイル産業のステークホルダーらと意見交換を

行った。 

8月11日「持続可能な熱帯雨林管理とパームプランテーション」と題するセミナーで、本

学にマレーシア森林局のAbdul Rahim博士を講師に招き、マレーシアパハン州のUNDP/GEFの

ピート湿地の森林保全プロジェクトの紹介を行った。持続可能な熱帯雨林の保全と油ヤシ

プランテーションの共存のためには、一定幅の境界領域を設け、水位調整の機能を持たせ

ることが重要であるとの見解を示し、参加者との質疑応答にも応じた。 
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11 月 10 日には「持続可能なパームプランテーション運営とコミュニティ開発」と題する

セミナーをマレーシアプトラ大学で開催した。マレーシアプトラ大学を拠点に研究を続け

る神波康夫博士が講演し、参加者と意見交換を行った。なお、この際、九州工業大学大学

院生命体工学研究科にもインターネット配信を試み、本学短期滞在中のマレーシアプトラ

大学学生らもセミナーに参加した。 

 3 月 11 日には東京で一般を対象に、「環境と社会にやさしいパームオイル産業とは」と題

し、第 5 回九州工業大学国際環境フォーラムとして開催した。マレーシアパームオイル局

総裁のユソフ・バシロン氏、持続可能なパームオイル円卓会議の元事務局長であるチャン

ドラン氏が招待及び基調講演を行い、パネルディスカッションを実施した。 

 

６－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

拠点事業のさらなる発展を目指し、下記の研究者交流を実施した。 

・ マレーシアプトラ大学長一行（学長、副学長【教育担当】、財務担当者ら計 7 名）が交

流協定校である九州工業大学を訪問した際、本事業の概要と進捗状況、期待される成果

について発表した。とりわけデュアル学位制度の制度設計について、双方の学務担当者

を交えて詳細に検討した。 

・ 11 月 9 日には、マレーシア、プトラジャヤにて、マレーシアプトラ大学総長、副学長（教

育研究担当）、モハメッド・アリ・ハッサン教授とデュアル学位制度の方針について検

討し、今後、本マレーシア拠点を中心に若手研究者の育成に活用していくこととした。 

本事業の成果を下記に示すように、積極的に公表した。 

・ 「油ヤシプランテーションと熱帯雨林の管理法の研究」のテーマに関連して、8 月末ク

アラルンプールで開催された APCChE2006 において、「Pilot scale biogas production 

from palm oil mill effluent and CDM in Malaysia」と題してポスター発表を行った。 

・ これまでの成果を含め、招待されたマレーシアプトラ大学主催の国際学術会議

Symposiun on Trends in Biotechnology 3（9 月 5 日～7日）で基調講演を行った。 

・ 10 月 9 日には、第三回バイオマスアジアワークショップに参加した（白井義人研究代表

は、油糧植物のセッションにおけるコメンテーター）。また、ポスターセッションでは、

成果発表「GHG Reduction and CDM in Malaysia Palm Oil Industry」（発表者：脇坂港・

モハメドアリハッサン・白井義人）を行い、多数の来場者からの関心が寄せられた。 

・ 11 月 20 日～23 日には、北九州市西日本総合展示場において開催されたエコテクノ 2006

で、アジアコアの成果を公表した。 

・ 11 月 21 日～22 日には、パームオイルに関係する全てのステークホルダーが一堂に会す

る円卓会議に参加した。持続可能なパームオイルに関する議論やポスター展示に参加し、

最新の動向について把握することが出来た。また、先にバイオマスアジアワークショッ

プで発表した「GHG Reduction and CDM in Malaysia Palm Oil Industry」（発表者：脇

坂港・モハメドアリハッサン・白井義人）のポスターをチラシサイズに印刷して、多数

の関心表明者へ配布し、本事業における取組みと成果を広く周知させる事が出来た。 
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７．平成１８年度の研究交流の成果 
７－１ 研究協力体制の構築状況 

 平成 18 年度で契約が終了するマレーシアプトラ大学（UPM）との大学間交流協定の継続

と拡充が決定された。それにより UPM では、まずは学生から日本への派遣のための予算化

が実現した。 

マレーシアの九州工業大学拠点の機能拡充のため、e-ラーニングシステム等、最新 IT 機

器を用いたリモート教育システムをマレーシアプトラ大学（UPM）と九工大との間で調整を

完了させた。 

 国内では三重大学、舩岡研究室との連携強化が特に進んだ。パームバイオマスである空

房の有効利用はマレーシアでは高い関心が強まっており、舩岡研究室のもつリグニン資源

化技術にマレーシア側が注目している。本年度にはマレーシアから 4 名の学生が舩岡研究

室に短期滞在し、共同研究に参加した。 

 UPM に滞在中の神波博士を中心にプランテーション社会の生活向上に向けた拠点を形成

することに成功した。今後は UPM、世界最大のパームオイル企業である FELDA 社のプランテ

ーション内居留住民と連携し、【R-3】【R-4】に関する研究拠点の構築に目処をたてた。こ

れに関連し、九工大学生が別経費でプランテーション労働者の家庭にホームステイし、プ

ランテーションからの温暖化ガス放出に関する研究に従事した。 

 

７－２ 学術面の成果 

・ パームバイオマスの代表である油ヤシの房から実を取り除いた後の空房からリグノフ

ェノールを合成し、糖を副生する研究について成果を得、学会発表した。 
・ 油ヤシプランテーションから放出されるメタンガスについて 1 ヶ月間にわたって現地
で調査し、森林から放出されていると報告されている量と同程度のメタンの放出を確認

した。 
・ パームオイル産業から排出されるパームオイル廃液について閉鎖タンクシステムから

生産されるメタンについて検討した。その結果、スタートアップ時の操作方法について、

継続的な攪拌が必ずしも必要ではなく、1日５，６回の断続的な廃液流入で、常時攪拌
と同様のメタン生産量が得られることを明らかにした。その結果、メタンタンクのプラ

ントコストと運転コストを大きく削減することが可能であることがわかった。 
 
７－３ 若手研究者養成 

現在、九州工業大学と UPM ではデュアル・ディグリー制度を検討し、その実現を目指し

ている。すなわち、九工大と UPM の教官、研究者が協力してひとりの博士コース学生を指

導し、博士を授与する。その際、UPM 内にサテライトキャンパスを設け、そこで九工大と同

等の教育ができるようにすることを検討している。この制度が実現すれば、マレーシアだ

けでなく、アフリカ等の貧困国でとても我が国で勉学できない優秀な人材をマレーシアに

滞在させ、そこで彼らを教育指導することができる。さらに、必要に応じて日本に招き、
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国内の連携大学で必要な教育指導をすることもできる。これらにより、若手研究者の育成

を実現させていく。なお、平成 18 年度には別経費でマレーシアから九工大に 1名の博士コ

ース進学と、4名の短期滞在学生の受け入れがあった。また、別経費で九工大からマレーシ

アに 2名の学生が短期滞在し、共同研究を実施した。平成 19 年度には本事業に関連してマ

レーシアより 3名の留学生が九工大に進学する予定である。 

 

７－４ 社会貢献 

・ 共同研究を実施しているFELDA社でCDM事業の実施が企画され、着々と実行に移された。

その際の事業計画、及び、CDM 認証のための基礎データとして、本事業の共同研究成果

が利用された。 

・ パームオイル産業と環境を考えるため、現地への見学を積極的に支援した。その結果、

多くの企業、団体がパームオイル工場、油ヤシプランテーションを訪ねることができた。 

・ パームバイオマスの研究・調査拠点として、NEDO、産業総合研究所等我が国の研究機関、

研究支援機関が九工大マレーシア拠点を利用し、我が国のバイオマス政策実現に貢献し

た。 

・ 持続可能なパームオイル産業の実現を目指す NGO Round Table of Sustainable Palm Oil 

(RSPO)との連携を強化することができた。その結果、3月 11 日に RSPO 顧問のチャンド

ラン氏とマレーシアパームオイル協会会長のユソフ卿を招待し、東京でフォーラムを開

くことができた。 

・ このフォーラムは「環境と社会にやさしいパームオイル産業」と題し、一般聴衆を対象

に開かれ、パームオイル産業と環境を一般聴衆が考える機会を提供することができた。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

 【R-1】については、FELDA社が CDM事業の開始を決定したことで当初計画通り進捗
している。しかし、CDMのカウンターパートになる先進国関係者としては、必ずしも我が
国関係者が選択されるわけではなく、この点が問題である。本事業終了後の拠点自営のた

めの収入源にもつながる問題であり、さらに我が国関係機関との連携が重要であると思う。 
 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成１８年度論文総数      １４本 

   うち、相手国参加研究者との共著     ９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  ４本 

（※ 論文リストを別に添付して下さい） 
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８．平成１８年度における総交流人数・人日数 
８－１ 相手国との交流実績 

（単位：人／人日） 

       派遣先 

派遣元 
日本 マレーシア

シンガポ

ール 

インドネ

シア 
フランス イタリア 合計 

実施計画 26/186 0/0 0/0 0/0 0/0 26/186 
日本 

実績 

 

23/112 1/3 3(3)/12 1/8 1(1)/8 25/143 

実施計画 3/9     3/9 
マレーシア 

実績 8/287 

 

    8/287 

実施計画       
 

実績   

 

    

実施計画       
 

実績    

 

   

実施計画       
 

実績     

 

  

実施計画       
 

実績      

 

 

実施計画 3/9 26/186 0/0 0/0 0/0 0/0 29/195 合計 

実績 8/287 23/112 1/3 3(3)/12 1/8 1(1)/8 33/430 

 

※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。） 

※日本側予算によらない（相手国予算による）交流についても、カッコ書きで記入してく

ださい。 

 

 

８－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

 １１／２２（人／人日）  ２７／３８ （人／人日） 

 




