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(様式４) 

１． 基本データ 

【事業名称】 

事業名（和文は４０字以内。） 

（和文）地球資源・環境系国際的若手研究者育成のためのアジアにおける研究拠点形成 

 

（英文）Formation of Asian Center on Earth Resources and Environment Research for International 

Research Associates and Graduate Students 

 

【申請大学】 

大学名（和文） 九州大学 

 

 

      (英文) Kyushu University 

 

 

大学長氏名 有川 節夫 

 

 

 

【申請専攻等】（申請大学内の研究科、附置研、研究センター、国際交流担当課等） 

大 学 名（和文） 九州大学 

 

  

（英文） Kyushu University 

 
専攻等名（和文） 大学院工学研究院地球資源システム工学部門 

 

 

(英文) Department of Earth Resources Engineering, Faculty of Engineering 

 
 

 

 

【申請大学内のその他の専攻等】（該当がある場合のみ記述してください。専攻等が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文） 大学院工学研究院建設デザイン部門 
 

 

(英文) Department of Civil and Structural Engineering, Faculty of Engineering 
 

専攻等名（和文） 大学院工学研究院環境都市部門 
 

(英文) Department of Urban and Environmental Engineering, Faculty of Engineering 
 

 

【申請大学以外の協力機関】（該当がある場合のみ記述してください。機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文）  

 

  

(英文)  

 

機関名（和文）                            

 

 

 （英文）  
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【海外パートナー機関】(機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文） 工学部 
 

  

(英文) Faculty of Engineering 
 

 

 

専攻等名（和文） 国際オフィス 
 

  

(英文) International Office 
 

 

 

専攻等名（和文） 

 
資源リサイクルセンター 

(英文) Recycled Material Resource Center 
 

 

 

専攻等名（和文） 

 
鉱山･石油スクール   

(英文) 

 
School of Mining and Petroleum Engineering 

 

 

  

機関名（和文） ルンド大学 
 

（英文） Lund University 
 

機関名 （和文） 環境システム研究所㈱ 
 

（英文） Environmental System Research Institute Inc. 
 

機関名 （和文） ニューハンプシャー大学 
 

（英文） New Hampshire University 
 

機関名 （和文） アルバータ大学 
 

（英文） University of Alberta 
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２．事業実施期間を通じた事業の目標と、そのうちの平成２１年度の事業目標達成状況 
 
本事業の実施期間を通じた目標 

人類が抱える課題として、資源問題が「入り口」として、一方地球環境問題が「出口」として存在し

ている。とくに、発展を続けるアジアにおける資源・エネルギー消費量の急激な増大は資源枯渇や地球

環境に大きな影を投げかけている。したがって、アジアでの取組みが問題解決の“キー”となっている。

一方、日本の若手研究者や留学生を含む大学院学生に対して、新しい視野に立った研究課題に取組ませ

ることで研究者・技術者の育成に努力してきた。本事業を通じて、近年の国際的な地球資源と環境を取

り巻く大きな変化に対応させた国際的先端拠点での研鑽機会を組織的な体制に基づいて与えることを目

標としている。本事業は、日本が先進国の一員として果すべき地球資源・環境問題に関わる若手研究者

と技術者の育成を先端研究機関とのグローバルな連携によって推進することが目標である。 

世界の先端拠点との連携強化による先端科学技術分野での寄与と、アジアという場で生じている地球

資源・環境問題にアジアの一員として共同で解決に取り組む役割をリンクさせ、国際連携に基づいた研

究およびトレーニングを組織的なプログラムとして若手研究者に提示する。すなわち、本事業によって

アジアと世界を結ぶ地球資源・環境系の拠点機能を強化し、国際的に活躍できるアジアの若手研究者を

養成する。とくに、地球資源・環境に関わる先端的な研究に特色を有する４研究機関を海外パートナー

機関として選定し、長期的視点に基づいた課題に対応できる若手研究者の育成を組織的に推進する。 

 

平成２１年度の事業目標達成状況 

1) 平成 21 年度の若手研究者の選抜と派遣(2 ヶ月以上)： 

実施計画で予定した若手研究者 10 名（助教・学術研究員 4名、博士課程学生 2名、修士課程学生 4

名）の海外派遣を実施した。ポスター、e-mail およびホームページなどによって派遣者の公募を行

い、運営委員会において応募書類と面接試験にもとづき派遣者を選抜した。この際、本事業の特色

として掲げた「留学生を含めた派遣と過去に海外派遣機関と交流がない研究室からの若手研究者の

派遣」が考慮された。その結果、3 名の助教・学術研究員の派遣が従来交流していない部門あるい

は専攻から派遣され、2 名の博士課程在籍の外国人留学生の派遣により新たな領域での若手研究者

交流の形成が行なわれた。なお、修士課程大学院学生 1 名が辞退したため、追加募集と選抜を実施

し、ルンド大学への博士課程学生の追加派遣を実施した。 

2) ITP 事業に関るホームページの充実： 

国内外への周知、学内の若手研究者への情報の提供に関するホームページを開設しているが、その

コンテンツの充実と、平成 20年度の派遣者報告の掲載を行った。 

3) 海外派遣について指導と事前研修の実施： 

派遣者の報告、担当教員によるパートナー機関に関する説明会および海外での短期滞在に関する心

理学的な対応に関しての学内ワークショップを 2 回実施した（平成 21 年 11 月 2 日および平成 21

年 12 月 7 日、添付資料②参照）。また、派遣予定者とくに大学院学生に対して、渡航前説明会（平

成 21 年 5月 29 日）、英語発表ワークショップ（平成 21 年 6月 18 日、6月 25 日、7月 2日、7月 8

日、7月 22 日、7月 30 日）安全講習会（平成 21年 7月 8日）など、きめ細かい支援を実施した。

4) 担当教員・職員の出張による海外パートナー機関との協議： 

担当教員 5 名および担当事務職員 2 名の海外パートナー機関への出張を行なった。江崎は環境シス

テム研究所㈱の受け容れ責任者との派遣予定の大学院学生のテーマについての協議を実施した。神

野および渡邊は、ルンド大学においてダブルディグリー（修士）に関する協議を行い、その実現に

関わる内容の詰めを行い、平成 22 年度より修士学生の相互派遣を実施する予定である。また、佐々

木、島岡、安東、佐藤は、環境システム研究所㈱、ニューハンプシャー大学との意見交換と施設見

学を実施した後、派遣若手研究者との面談および研究指導などを実施した。その後に、佐々木はア

ルバータ大学において派遣された助教 1名、大学院学生 2名との面談と研究指導を行なった。 

5) 海外パートナー機関との共同企画： 

GIS コミュニティフォーラムを平成 21年 11 月 5日に、国際シンポジウム(Int. Symposium on Earth 

Science and Technology2009)を平成 21 年 12 月 8～9日に開催した。若手研究者の研究成果の発表

の場と地球資源・環境系の学術交流とアジアでのネットワークの構築を推進した。また、他大学お

よび企業関係者には ITP 事業の広報を実施した。 

6) 当初計画では外部評価委員会を開催することを計画したが、JSPS による中間評価も予定されている

ことから、外部諮問委員２名およびルンド大学の Berndtsson 教授を加えて諮問委員会を開催し、次

年度以降の事業運営に関わる意見交換の開催し、事業運営に関するチェックを行った。 
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３．平成２１年度年度事業実施概要 

１. 海外パートナー機関への派遣事業 

本ＩＴＰ事業推進は運営委員会(担当教員・大学院専攻長、担当職員)によって運営している。本 ITP

プログラムの運営の方針では、過去に交流を持っていない研究室の若手教員を 4 つの海外パートナー機

関に優先的に派遣し、外国人留学生に対しても同等の派遣機会を与えることをうたった。ただし、原則

的に派遣者は助教、学術研究員、大学院学生に対し公募し、応募申請書と研修内容について精査したう

えで、派遣者を運営委員会での審議と担当教員の推薦のもとに決定した。応募者は 27 名(内訳:修士 18

名、博士 4名、助教・学術研究員 5名)であり、研究内容、プログラム趣旨との適合性について書面審査

し、最終的に面接試験を実施して 10 名の派遣候補者(内訳:修士 5 名、博士 1 名、助教・学術研究員 4

名)を選抜した。ただし、１名は研究計画に関わり環境システム研究所㈱への派遣を辞退したことから、

12 月に再募集の結果、3 名の応募者があり、面接にもとづいて博士課程大学院学生１名をルンド大学に

派遣した。 

平成 21 年度事業の最終的なまとめとしては、ルンド大学（4 名）、環境システム研究所㈱（1 名）、ニ

ューハンプシャー大学（2 名）、アルバータ大学（3 名）の計 10 名（助教・学術研究員 4名、修士課程

学生 4名、博士課程学生 2名）を海外パートナー機関に 2ヶ月以上派遣した（詳細は派遣実績に示す）。

また、運営委員会における議論をもとに、担当教員 5名と担当職員 2名が海外パートナー機関に出張し、

派遣内容の充実や種々な安全に関わる課題などを考慮した派遣事業の推進を組織的に実施した。各海外

パートナー機関とは、若手研究者 ITP プログラムの趣旨・事業内容についての再度の説明と協力依頼を

行い、アジアの資源・環境問題を担う若手研究者の育成事業を目標とした派遣事業の運営を行った。 

 

２． ITP プログラムに関るワークショップ開催と若手研究者への広報 

海外パートナー機関における研究やトレーニング内容の具体的情報を説明し、派遣することが重要で

あることから、平成 20 および 21 年度に派遣された若手研究者による報告会を 2 回（平成 21 年 11 月 2

日および平成 21 年 12 月 7 日、資料②参照）を開催した。とくに、海外での安全情報や派遣者が経験し

たトラブルや特別講師（高松里・九州大学准教授）を招聘したメンタルケアの特別講演と具体的な ITP

事業内容の事前説明を行った。また、派遣が決定しているあるいは希望している若手研究者とくに大学

院学生に対しては、渡航事前説明、英語発表ワークショップ、安全講習など計 8 回に渡るきめ細かい支

援を実施した。なお、ホームページには、派遣者の報告や共同企画行事などの情報も掲載している。 

 

３．共同企画 

海外パートナー機関と 2つの共同企画を開催した。11月 5日に開催した GIS コミュニティフォーラム

においては若手研究者への ITP 事業に関する概要と事業内容の紹介を行い、ITP 運営委員会と環境シス

テム研究所㈱企画の「GIS 海外研修に関する特別セッション」において、ITP 事業によって派遣された若

手研究者の成果発表を実施した(添付資料③参照)。 

12 月 8～9日に開催した国際シンポジウム(参加者数 149 名、若手研究者 98 名)に関しては、7カ国の

大学教員による「地球資源・環境に関わる国際的連携ネットワーク(CINEST)」の主催で、9 カ国の教員

や指導員にアドバイザリー委員を委嘱し、若手研究者による研究成果内容の充実とバックアップを行っ

た。その結果、海外からの参加者が 27 名、留学生を含めると 58 名の外国人若手研究者の参加があり、

日本人の若手研究者による発表も 45件（派遣若手研究者に関連した論文数 11)に及び、若手研究者の活

発な研究交流の場となった。この結果、海外機関からの参加者から継続的開催希望の意見が多く寄せら

れた。また、留学生を含めた博士課程学生がセッション座長のサポートや積極的な質問やディスカッシ

ョンがなされた。なお、ITP 海外パートナー機関とアジアの大学・研究機関との若手研究者・技術者育

成に関わるネットワークも拡大しつつあり、本事業の目標を達成しつつある。 

 

４．外部諮問委員との意見交換 

平成 21 年 12 月 7日午後 3時～5時に、外部諮問委員２名(資源系: 石油天然ガス・金属鉱物資源機構

澤田賢治氏、環境系:大成建設株式会社 下茂道人氏)およびルンド大学の Berndtsson 教授と運営委員と

の諮問委員会を開催した。主担当教員の佐々木から、事業の目的、派遣内容および運営方法について資

料を用いて説明を行い、その後意見交換を実施した。外部諮問委員 2 名の意見としては、実施内容につ

いては若手研究者に対し極めて良い制度であり、国際的な若手の人材を育成していって欲しいとの要望

とアジアの問題解決という面での具体的な取り組みについての質問がなされた。Berndtsson 教授からは

九州大学の取り組みと派遣された若手研究者については問題がないが、今後より長期的な滞在へのシフ

トを行うにあたり、教育環境や学位制度のすり合わせが必要との要望が出された。 
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４．平成２１年度の具体的成果 

４－１．若手研究者育成に対する組織的取り組み状況 

担当教員・大学院専攻長、担当職員によって運営委員会を組織し、本 ITP 事業を実施している。委員

会では、ITP プログラム事業の運営方針、海外パートナー機関との協定締結等についての基本方針を確

認・決定している。また、非常勤のテクニカルスタッフによる ITP オフィスが、派遣者の事務的書類や

連絡業務などの支援と緊急事の対応など、組織的な支援を行っている。 

海外パートナー4 研究機関とは ITP 事業の再度の説明を行い、具体的な派遣に関わる選抜および共同

企画を実施した GIS フォーラムおよび国際シンポジウムなどについての協議を行っている。とくに、修

士課程の大学院学生から助教までの派遣の遂行に関連した課題の抽出と対応について協議し、若手研究

者育成を最優先する柔軟な運営方針をとっている。例えば、助教の場合には、滞在期間内で研究を実質

的に進める上で実験設備と宿舎などの研究環境のバックアップ、博士課程学生の場合は本人の研究課題

と受入れ研究機関での研究テーマとの適合性の調整、修士課程学生の場合は受け入れ機関の担当教員の

フォローのバックアップを担当教員と海外パートナー機関の協力教員の連絡を密にして相互の連携に努

力している。その中で、平成 21年度に派遣された助教・学術研究員 4名および博士課程学生 2名は時間

的制限がある中で充実した研究ができたとの報告がなされている。若手研究者のそれぞれの段階に応じ

た派遣準備とサポート項目については、平成 22 年度以降の事業推進においても役立てたい。 

本事業の組織的な推進にあたり、若手研究者への広報と募集要項の説明がとくに重要であると認識し

たことから、本事業では九州大学工学府において平成 21 年 11 月 2 日および平成 21 年 12 月 7 日に若手

教員、大学院生、学部生に対してのワークショップを開催した。派遣を終了している助教・学術研究員、

大学院学生による派遣先での研修、教育内容、生活環境などについての紹介と研究内容の報告を実施し

た。同様な派遣者による報告会と説明会は平成 22 年度以降においても組織的に実施する予定である。

 

４－２．海外パートナー機関との協力体制構築状況 

海外パートナー機関には、本プログラムによる派遣者の受け容れに協力していただいており、実施に

関わる意見や要望を汲み上げることが今後の事業推進に有益と判断されたことから、ルンド大学、環境

システム研究所㈱、ニューハンプシャー大学、アルバータ大学の各パートナー機関に担当教員 5 名と環

境システム研究所㈱およびニューハンプシャー大学への担当職員の出張を実施した。とくに、派遣に伴

う研修と研究テーマの設定について、英語力について、宿舎についてなど本事業による派遣事業の円滑

化に向けた具体的な打ち合わせを実施した。とくに、ルンド大学においては、ダブルディグリー（修士）

に関する協議を行い、その実現に関わる内容の詰めを行い、平成 22 年度からの修士課程学生の派遣に反

映させる予定である。また、海外パートナー機関からの若手研究者の九州大学への派遣についても協力

依頼を実施した。 

平成 21 年 11 月 5 日に開催した GIS コミュニティフォーラムでは、ITP 事業に関する概要と事業内容

の資料配布を行い、若手研究者への ITP 事業の浸透を図った。また、ITP による ESRI 社へのインターン

に関する取組について国内大学からの参加者への広報および本学の若手研究者への動機付けとして十分

な成果が得られた。とくに、 ITP 運営委員会と環境システム研究所㈱との企画セッションとして、「GIS

海外研修に関する特別セッション」を環境システム研究所㈱への派遣者による報告を実施した。 

平成 21 年 12 月 8 日～9 日に開催した国際シンポジウムにおいては、海外パートナー機関の担当者を

含む 8 カ国の大学教員・指導員にアドバイザリー委員に就任を依頼し、若手研究者による研究成果発表

を充実させるとともに、若手研究者の研究に関わる研究方針や論文に関する指導をいただいた。また、

地球資源･環境系のアジアでのネットワークとの関係においても、海外パートナー機関の協力を得て留学

生の派遣などの協力が得られている。今後、ネットワークには、フィリピンおよびモンゴルの大学が新

たに参加する予定である。国際シンポジウムのまとめとして、海外からの参加者が 26名、留学生を含め

ると 70 名の外国人若手研究者の参加があり、若手研究者による発表も 110 件に及び、若手研究者の活発

な研究交流の場となった。この結果、海外機関からの参加者から継続的開催希望の意見が多く寄せられ

た。また、留学生を含めた博士課程学生が、セッション座長のサポートを行なうなどの運営業務への参

加や積極的な質問を行うなどの成果が得られた。 

なお、ルンド大学の Berndtsson 教授と運営委員との意見交換会を実施し、両大学間のダブルディグリ

ープログラムの実施を想定し、大学院修士課程学生の相互派遣について合意し、平成 22 年度以降のルン

ド大学への派遣については正規の学位取得を想定した派遣を推進することになった。 
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４－３．学術面の成果及び成果の発表状況 

（本事業の一環として発表したもの、又は発表予定のものを記入してください。なお、印刷物がある場合

は一部添付してください。） 

1) 九州大学工学研究院、Annual Report に” Formation of the Asian Center for Research on Earth 

Resources and Environment for International Research Associates and Graduate Students - JSPS 

International Training Program at Kyushu University-”, pp.45-49, 2009 年 5 月発行 (添付

資料①) 

 

2) 本事業に関わるホームページの充実を図った。とくに、派遣者の報告およびワークショップの内

容などを多く収録した。（参照： http://itp.mine.kyushu-u.ac.jp/ ） 

ホームページの第 1タイトル面および 2回のワークショップのポスターを添付資料②に示す 

 

3) 海外パートナー機関と企画し実施した GIS コミュニティフォーラム in Kyushu および国際会議

International Symposium on Earth Science and Technology 2009 を開催した。それらのポスター

や国際会議の論文集 Proceedings of International Symposium on Earth Science and Technology 2009

(平成 21 年 12 月 8日発行、総ページ数 583 ページ)、国際シンポジウムの状況およびフィールド見学

の状況を添付資料③にまとめて示す。 

 

 4) 平成 21 年度に派遣者された若手研究者 10 名が執筆した英語論文は 22編である（添付資料④)。 

とくに、修士課程学生 4名は、ITP 国際会議の International Symposium on Earth Science and 

Technology 2009 の英語論文を執筆し、口頭での発表機会が与えられたが、派遣された若手研究者全

員がクリヤしたことは特筆される。 

 

 5) 本 ITP 事業によって発行した Proceedings of International Symposium on Earth Science and 

Technology 2009 を別途添付する。 

 

４－４．今後の課題・問題点 

平成 20 年度および 21年度の 2年間の若手研究者の派遣事業運営を行ない、平成 22年度以降の事業推

進においても派遣事業の具体的サポート支援体制はほぼ確立できたが、今後の課題としては以下の項目

が挙げられる。 

1） 派遣若手研究者を公募し、それに対する応募者から派遣者の選抜を実施しているが、事業推進上は

止むを得ない措置として本人が申請した実施計画書の派遣パートナー機関、予定専攻、派遣期間の

変更をどの程度まで認めるかについてのガイドラインを策定する必要がある。 

2） ITP 事業を通じて、若手研究者の支援を行う事務職員においても、実際の派遣業務に携わる同世代の

若手職員の参画が必要と判断されたことから、平成 21 年度に担当職員 2名の派遣を行い、海外パー

トナー機関の調査を実施し、今後のこれらの経験を海外派遣に関わるサポートセンターの設立に役

立てたい。 

3） 今後、ルンド大学とのダブルディグリープログラムの協定が完了しており、大学院学生の学位取得

を目標とした長期派遣を実施する予定であるが、長期滞在と学位取得というストレスを受ける大学

院学生の支援については、２～３ヶ月の短期派遣者の支援とは別に大学の教務課との連携を含めて

考慮する必要がある。 

4） 海外派遣の時期に関して、本学の講義開講時期や就職活動期間などとの関係から大学院学生からは

夏季休暇期間の派遣希望が多く寄せられるが、パートナー機関の夏季休暇ともオーバーラップする

ことで、現地での活動に影響が見られる場合もあり、効果的な派遣期間に関して検討の余地がある。
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５．若手研究者の派遣実績（年度を跨いで引き続いて派遣した場合は、全期間について記載すること） 

 

 

派遣先機関 

 

派遣期間 

（現地着～現地発） 

 

派遣者所属・職名等 

ルンド大学(スウェー

デン・ルンド市) 

平成２１年９月１４日

～１２月３日 

（８１日） 

九州大学大学院工学研究院附属

循環型社会システム工学研究セ

ンター（地球資源システム工学部

門・兼任）・学術研究員 

ルンド大学(スウェー

デン・ルンド市) 

平成２１年８月２３日

～１１月１日 

（７１日） 

九州大学大学院工学府海洋シス

テム工学専攻・修士課程学生 

ルンド大学(スウェー

デン・ルンド市) 

平成２１年８月２１

日～１１月１日 

（７３日） 

九州大学大学院工学府都市環境

システム工学専攻・修士課程学生 

ルンド大学 

(スウェーデン・ルン

ド市) 

平成２２年１月１２日

～平成２２年３月１５

日（６３日） 

九州大学大学院工学府都市環境

システム工学専攻・博士課程学生

（留学生） 

環境システム研究所

㈱(米国・レッドラン

ド市) 

平成２１年７月１０日

～平成２１年９月９日

（６２日） 

九州大学大学院工学研究院建設

デザイン部門・助教 

ニューハンプシャー

大学(米国・ダラム市) 

平成２１年７月２９日

～平成２１年９月２７

日（６１日） 

九州大学大学院工学研究院建設

デザイン部門・助教 

ニューハンプシャー

大学(米国・ダラム市) 

平成２１年８月１９日

～平成２１年１０月１

８日（６１日） 

九州大学大学院工学府都市環境

システム工学専攻・修士課程学生 

アルバータ大学(カナ

ダ・エドモントン市) 

平成２１年６月１日～

平成２１年８月３０日

（９１日） 

九州大学大学院工学研究院環境

都市部門・助教 

アルバータ大学(カナ

ダ・エドモントン市) 

平成２１年８月４日～

平成２１年１０月１５

日 

（７３日） 

九州大学大学院工学府地球資源

システム工学専攻・修士課程学生 

アルバータ大学(カナ

ダ・エドモントン市) 

平成２１年６月３０日

～平成２１年９月２０

日（８３日） 

九州大学大学院工学府地球資源

システム工学専攻・博士課程学生

（留学生） 
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６．担当教職員研究者の出張実績 

 

 

出張先機関 

 

出張期間 

 

出張者所属・職名等 

ルンド大学 

(スウェーデン・ルン

ド市) 

平成２１年５月 

３１日～平成２

１年６月５日 

（６日） 

九州大学大学院工学研究院環境都市

部門・教授 

ルンド大学(スウェー

デン・ルンド市) 

平成２１年５月

３１日～平成２

１年６月５日

（６日） 

九州大学大学院工学研究院地球資源

システム工学部門・教授 

環境システム研究所

㈱(米国・レッドラン

ド市) 

 

平成２１年９月

２２日～平成２

１年９月２６日 

（５日） 

九州大学大学院工学研究院建設デザ

イン部門・教授 

ニューハンプシャー

大学(米国、ダラム市) 

平成２１年８月 

２４日～平成２

１年８月２９日

（６日） 

九州大学大学院工学研究院環境都市

部門・教授 

環境システム研究所

㈱(米国・レッドラン

ド市) 

ニューハンプシャー

大学(米国、ダラム市) 

アルバータ大学(カナ

ダ・エドモントン市) 

平成２１年８月

２３日～平成２

１年８月２９日

（７日） 

九州大学大学院工学研究院地球資源

システム工学部門・教授 

環境システム研究所

㈱(米国・レッドラン

ド市) 

ニューハンプシャー

大学(米国、ダラム市) 

平成２１年８月 

２３日～平成２

１年８月２８日

（６日） 

九州大学工学部等事務部 

経理課用度係・係長 

環境システム研究所

㈱(米国・レッドラン

ド市) 

ニューハンプシャー

大学(米国、ダラム市) 

平成２１年８月 

２３日～平成２

１年８月２８日

（６日） 

九州大学工学部等事務部 

総務課庶務係・主任 
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