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評価資料の要約評価資料の要約評価資料の要約評価資料の要約 
 赤道直下の熱帯性気候であるマレーシアは、イスラム文化の影響を大きく受けた社会であり、多様

な人種構成をもつ。近年の経済発展はめざましく環境問題の克服を目指しながら質の高い生活を享受

しようとしている。平成１２年度から平成２１年度にかけて実施された本拠点大学交流事業は、京都

大学及びマラヤ大学を拠点大学として、両国の主要大学の研究者により環境科学の分野を中心とした

交流・共同研究を行い、両国の異なった社会を比較・検討することによって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は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た。換言するならば、本事業遂行により、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

行すること目指したものである。 
 
 本事業では、ゼロディスチャージ・ゼロエミッション社会構築にあたって重要となる１０の要素分

野をとりあげ、各分野について日馬両国研究者からなるグループを構成した。１０の分野とは、 
  
 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―、 
 
であり、グループ内においては緊密な協働作業やグループ・セミナーを行うと共に、グループ間では

包括セミナーやグループリーダー会議を行うことによって、個別分野におけるエッジカッティング的

な尖鋭性を保持しつつ、かつ、それらのゼロディスチャージ・ゼロエミッション社会実現からみた使

命・役割の喚起に努力した。さらに、グループを横断した諸課題や、事業運営に関わる基本的問題に

関しては、日馬両国のコーディネーター及びプログラム・リーダーらが年２回の頻度で会合を持ち事

業全体の運営・管理を行った。 
 
 本事業に参加した大学は、日本側は京都大学を中心に３０大学、マレーシア側はマラヤ大学を中心

に１０大学であり、参加研究者は日本側１８６名、マレーシア側１７９名に及んでいる（いずれも平

成 21 年度実績）。交流人員数は、日本からの派遣３２０人、マレーシアからの受け入れ３４７人であ

り、１０のグループが開催したグループセミナーは３４回、全グループ参加の包括セミナーを３回、

さらにコーディネーター会議を２１回にわたり行っている。 
 これらの結果、本事業活動が契機となって公表された論文は５２０編、日本側拠点校である京都大

学において受け入れたマレーシア人留学生は３９人におよび、関連研究資金として１８件予算規模５

３．２億円の研究費獲得がなされた。 
 また、マラヤ大学・京都大学間にて大学院の正規授業として遠隔同時授業を開始し、マラヤ大学キ

ャンパス内に京都大学海外活動拠点オフィスを開設するなど、本事業は日馬間の学術交流に大きく貢

献した。 
  
 近年の深刻な地球環境問題を背景とし、維持可能な社会・産業の発展と環境・生態系の保全を目指

して、ゼロディスチャージ（無環境負荷）・ゼロエミッション（無排出物）社会を構築することが、

地球規模の課題となっている。これらの社会の構築には、先進国・新興国の違い、科学技術の発展段

階や自然環境、文化的背景の違いの調和をはかりながら、深刻な環境問題に対処するための高度な環

境創造技術、人間行動規範としての倫理・経済活動について国際的・組織的かつ永続的な調査・研究

が必須であり、とりわけ日馬間での協働体制は、本事業により確立されたと言ってよい。 
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Summary of References 
Malaysia is an equatorial country with a tropical climate. It has a diverse ethnic 

composition and a culture that has been influenced greatly by Islamic culture. In recent years, 
Malaysia has experienced tremendous economic growth, and while it works to overcome 
environmental problems, increasingly its people are enjoying the benefits of a high quality of life. 
In the Core University Program that was implemented from FY 2000 to 2009, with Kyoto 
University and the University of Malaya serving as core universities, researchers from major 
universities in both countries conducted interchange and joint research, primarily in the field of 
environmental science, to compare and study the differences in society between the two countries, 
in order to determine what is needed to build a sustainable zero discharge / zero emission society 
and study the means and potential for accomplishing this goal. The project's objective was to 
improve the level of environmental science research in both countries through an organization for 
mutual cooperation, and to utilize the respective strengths of the two countries to carry out 
substantive, high quality joint research. 
 

The project identified 10 elemental fields considered to be important in the effort to build 
a zero discharge / zero emission society. Groups made up of researchers from Japan and Malaysia 
were formed for each field. The ten fields were as follows: 
 
1. Environmental Ethics, Regulation and Economy 
2. Water Environmental Planning 
3. Environmental Planning 
4. Environmental Risk Management 
5. Water & Wastewater Management and Technologies 
6. Basic Environmental Technology for Zero Discharge 
- Solid Waste Management & Incineration - 
7. Study on Planning Urban Energy System to Minimize of CO2 and Other 
Air Pollution in Cities under Different Climate Conditions - Japan and Malaysia - 
8. Basic Environmental Technology for Zero Discharge 
- Geotechnical and Ecological Environment Management 
9. Basic Environmental Technology for Zero Discharge 
- Natural Resources and Energy Management - 
10. Basic Environmental Technology for Zero Discharge 
- Development of Passive Design and Technology in Tropical Climate - 
 

Researchers in each group worked in close cooperation with one another and held group 
seminars. Comprehensive Seminars that included multiple groups and group leader meetings 
were also held. The purpose of these efforts was to evoke a sense of the group's mission and role 
from the perspective of achieving a zero discharge / zero emission society, while maintaining the 
cutting-edge nature of the individual fields involved. Coordinators from Japan and Malaysia and 
program leaders also held meetings twice a year to discuss basic issues relating to project 
operation and various issues that cut across all groups, and to manage the overall project. 
 

30 universities including Kyoto University from the Japan side and 10 universities 
including the University of Malaya from the Malaysian side participated in the project, in 
addition to 186 Japanese researchers and 179 Malaysian researchers. 320 interchange personnel 
were sent from Japan and 347 were accepted from Malaysia. (All the figures quoted are for FY 
2009.) In all, 34 group seminars were held by the ten groups, and three comprehensive seminars 
that included all groups were held. In addition, 21 coordinator conferences were held. 
 

520 papers were issued as a result of the momentum created by these project activities, 
and 39 foreign students from Malaysia were accepted at Kyoto University, the core university for 
the project in Japan. Related research funding amounting to JPY 5.32 billion was acquired for 18 
projects. In addition, remote simultaneous classes were started between the University of Malaya 
and Kyoto University as regular graduate school classes. A Kyoto University overseas activity 
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center office was also established on the University of Malaya campus. In these ways, the project 
made a major contribution to academic interchange between Japan and Malaysia. 
 

In the light of the serious global environmental problems of recent years, the need to 
establish a zero discharge / zero emission society in order to develop a sustainable society and 
industry and preserve our environment and ecosystems is becoming an important issue on a 
global scale. Creating such a society will require advanced environmental creation technologies 
capable of dealing with serious environmental issues, as well as international, organized and 
lasting research into ethical and economic activities as human codes of conduct. At the same time, 
a balance must be maintained with regard to differences between developed and developing 
countries, and in terms of differences in stage of scientific and technological development, state of 
the natural environment and cultural background. The cooperative organization for such efforts 
between Japan and Malaysia in particular was established as a result of this project. 
 
 
 
 




