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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 

 

 

専攻等名（和文） 土木工学専攻，生物・地質学専攻 
 

  

(英文) Department of Civil Engineering，Department of Biology and Geography 
 

 

 

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. (ESRI) 
 

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 
 

機関名 （和文） デュースブルグ－エッセン大学 
 

（英文） University of Duisburg Essen 
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専攻等名（和文） 

 
鉱山地質学専攻   

(英文) 

 
Faculty of Mining and Geology 

 

 

専攻等名（和文） 

 
生物学専攻，化学専攻 

(英文) School of Bioscience，School of Chemistry 
 

 

 

専攻等名（和文） 

 
GIS専攻   

(英文) 

 
Department of GIS 

 

機関名 （和文） オストラバ工科大学 
 

（英文） VSB-Technical University of Ostrava 
 

機関名 （和文） バーミンガム大学 
 

（英文） University of Birmingham 
 

機関名 （和文） レッドランズ大学 
 

（英文） University of Redlands 
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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２２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２２年度の事業目標達成状況 

1) 平成 22年度の若手研究者の選抜と派遣(2ヶ月以上)： 

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、若手研究者 11名（助教・学術研究員 3名、博士課程学生 2名、修士課

程学生 6名）を年度当初に決定した。それに対し、若手研究者 12名（助教・学術研究員 2名、博士

課程学生 2名、修士課程学生 7 名）の海外派遣事業を実施した。予定した学術研究員 1 名の派遣が

中止になったため、新たに修士課程学生 2名を選抜し、ニューハンプシャー大学とオストラバ工科

大学に新規の派遣を実施した。派遣者の選抜にあたり、「留学生を含めた派遣や過去に海外派遣機関

と交流がない研究分野」を考慮した結果、1名の学術研究員と 1名の博士課程学生、2名の修士課程

学生が従来交流していない部門/専攻から新規の研究分野での派遣となった。ルンド大学について

は、正規にダブルディグリー取得を目的として修士課程学生を長期に派遣した。 

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 22年度の派遣者の報告などの掲載を順次行っている。 

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、パートナー機関の紹介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（6月 22日および 12月 6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（5月 20日）、英語発表ワークショップ（5月 27日、

6月 4日、6月 11日、6月 17日、6月 24日、7月 1日、7月 8日、7月 15日、7月 22日、8月 5日、

8月 19日、8月 26日）、安全講習会（6月 24日）などの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： 

当初計画として教員 2名の海外派遣を予定したが、オストラバ工科大学への教員の追加派遣を行っ

た。橋本教授はルンド大学においてダブルディグリーに関する協議を行い、9 月からの学生派遣と

単位互換についての協議を実施した。三谷准教授は環境システム研究所㈱と隣接するレッズランド

大学 GIS 専攻への派遣に関する協議を実施し、新規に交流協定についての合意と新規に若手研究者

の派遣を実施するための事務的な協議を実施した。また、島田准教授については、オストラバ工科

大学に派遣した修士課程学生の指導と当該大学との協議のため 3月に訪問予定であったが、東日本

大震災の影響により出張できない状況となったため、本契約期間の延長により派遣実施を約 1 ヶ月

ずらして実施した後、当該大学の副学長とダブルディグリーや交流計画などの協議を実施した。 

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 22年 11 月 11日に、国際シンポジウム(International Symposium 

on Earth Science and Technology 2010)を平成 22年 12 月 7～8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、

他の国内大学の教員および企業関係者に ITP事業の広報を実施した。 

6)  運営委員会において、JSPS による中間評価のための資料作成を行い、次年度以降の事業運営に関

わる方針を運営委員会で協議し、海外派遣機関の追加などについての事業方針の確認を行った。 
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３．平成２２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事業推進に関る運営委員会では、過去に交流を持っていない研究室の若手教員を海外パート

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基本方針に基づき運営を

実施している。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 25名(内訳:修士 17名、博士 4名、助教・学術研究員 4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、面接試験を実施して 11 名の派遣候補者(内訳:修士 6 名、博士 2 名、・

学術研究員 3名)を候補者として選抜した。ただし、学術研究員１名がニューハンプシャー大学への派遣

を辞退したことから、12月に再募集した結果、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名および修士課程学生 1名を派遣者として選抜し、ニューハンプシャー大学およびオストラバ工

科大学への派遣、更にオストラバ工科大学への教員派遣を追加決定した。 

平成 22年度事業で派遣された若手研究者は、ルンド大学（3 名）、環境システム研究所㈱（2 名）、ニ

ューハンプシャー大学（3 名）、アルバータ大学（3 名）、オストラバ工科大学（1 名）の計 12 名（助教・

学術研究員 2 名、博士課程学生 3名、修士課程学生 7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 3名がそれぞれ海外パー

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 21および 22 年度に派遣された若手研究者による報告会を 2 回（平成 22 年 11 月 2

日および平成 22 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を更新して掲載した。 

 

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 11 日に開催した GIS コミュニティフォーラム

において、「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月原雅貴君

の成果発表と三谷准教授による環境システム研究所(ESRI)およびレッドランズ大学の紹介がなされた

(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 170 名、若手研究者 111 名)に

関しては、9 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、各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。海外からの直接参加者は、インドネシア３大学、チェコ２大学、モンゴル１大学、

中国１大学、韓国１大学、米国１大学、ベトナム１大学、タイ１大学、エジプト１大学から、総計 29

名が参加した。日本に滞在する留学生を含めると 89名の外国人若手研究者の参加があった。国内の他機

関からも、5大学、6研究機関から計 27名の参加があった。日本人の若手研究者の発表間数も 53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して拡大している。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質問・ディスカッションがなされ、教

育的な運営を実施した。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。(添付資料④参照) 

 

４．中間評価について 

平成 20 年および 21 年の 2 年間に渡る本 ITP 事業に関る中間評価を受けるに当たり、資料作成を運営

委員において実施した。中間での国際的な若手の人材育成とアジアでの取り組みについて総括を行った。

平成 22 年 12 月に開催した国際会議における運営委員会において、ニューハンプシャー大学 Kevin 

Gardner 教授から、九州大学の取り組みと派遣された若手研究者の研究について高く評価する意見が出

され、本プログラムによる交流拡大と人材育成を着実に進めることへの更なる協力を依頼した。 
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４．平成２２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。 

平成 22年度においては、欧州の海外パートナー機関として 3大学、米国の 1大学の計 4大学を海外パ

ートナー機関として追加し、前年度までの 4 研究機関から 8 研究機関に増加させたことにより、より多

くの若手研究者に対する派遣機会を拡大させた。とくに、オストラバ工科大学については ITP 事業とダ

ブルディグリーの説明と具体的な派遣に関わる協議を行った。 

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・学術研究員の場合には、

滞在期間内で研究を実質的に進める体制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整合性の調整、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に関して相互の連携を密にするように努力している。その中で、

平成 22年度に派遣された助教・学術研究員 2名および博士課程学生 2名は時間的制限がある中で派遣期

間に研究に従事している。 

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 22年 6月 22日および 12月 6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、派遣を終了した助教・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、派遣時の具

体的な活動イメージを紹介している（添付資料②参照）。同様な派遣者による報告会と説明会は次年度以

降も継続して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 

平成22年度から新規に担当教員に就任している3名の教員と海外パートナー機関の交流をより円滑に

推進することが派遣事業に有益と判断されたことから、3 名を各担当のルンド大学、環境システム研究

所㈱、オストラバ工科大学の海外パートナー機関に派遣し、若手研究者派遣に関わる意見や要望につい

ての協議および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連携協力を依頼した。また、ルンド大学およびオストラバ

工科大学に対しては、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すり合

わせを行い、課題の確認を行った。平成 22年 9月から、ルンド大学については正規の修士課程学生の派

遣を実施し、平成 23 年 12 月までの 2 年度に渡り、約 1 年間の派遣を実施している。また、3 月に帰国

時に現在の就学状況、単位取得などの聞き取り調査を派遣学生から直接行い、適切な勉学状況にあるこ

とから、平成 23年度においても継続的な派遣の実施を運営委員会で決定している。 

平成 22 年 11月 11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 22 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 29名、留学生を含め

ると 89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、ニューハンプシャー大学の Kevin Gardner 教授および韓国セジヨン大学 Wisup Bae 教授とは、

資源・環境系のグローバルな若手研究者や技術者の組織的育成について、運営委員との意見交換会を実

施した。とくに、Wisup Bae 教授から、韓国政府がこの分野の重要性を認識し、韓国内では組織的に育

成するプログラムの紹介が行われ、アジアにおける資源・素材系分野の強化の必要性を認識した。 
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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) 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 

 

2) 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 2010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 2010 

(平成 22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。 

 

 3) 平成 22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 2010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

員が実施できたことは評価したい。 

 

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

Technology 2010を別途添付する。 

 

 

４－４．今後の課題・問題点 
 

平成 20 年度からの 3 年間にわたる若手研究者の派遣事業運営を行ない、平成 23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も確立され、ダブルディグリープログラムに関る大学院

学生の派遣をスタートさせることができたが、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、多くの研究分

野(または研究室)を対象とした派遣事業を極力推進している。とくに、ルンド大学およびアルバー

タ大学では、新規交流がなされているものの、これまでの研究室の交流実績に伴う協力機関への派

遣もあり、交流拡大に関する努力が必要である。 

2） ルンド大学とのダブルディグリープログラムの協定に基づき、大学院修士課程学生の学位取得を目

標とした 7 ヶ月程度の長期派遣を開始しているが、スウェーデン国内の物価および住居費などの費

用負担が大きく、経済的支援についての追加的な配慮が必要であり、平成 23年度においては改善し

たい。 

3） 海外派遣の時期に関して、本学で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、と

くに修士課程学生は夏季休暇期間の派遣実施が多い傾向にあり、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、現地での活動が制限される傾向にあり、海外パートナー機関での効果的

な活動計画の立案を派遣者に求める必要がある。平成 23年度には派遣者のサポート内容として考慮

したい。 

 

 

http://itp.mine.kyushu-u.ac.jp/
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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 22 年 7 月 5 日～9

月 24 日（82 日） 

九州大学大学院工学研究院環境

都市部門・助教 

ルンド大学 (スウェーデ

ン・ルンド市) 

平成 22年 9月 8日～11

月 25 日（78 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 

ルンド大学 (スウェーデ

ン・ルンド市) 

平成 22 年 8 月 15 日～

平成 23 年 3 月 27 日 

（225 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 

（ダブルディグリープログラム） 

環境システム研究所㈱ 

(米国・レッドランド市) 

平成 22年 6月 1日～平

成 22 年 8 月 27 日 

（88 日） 

九州大学大学院工学府建設シス

テム工学専攻・修士課程学生 

 

環境システム研究所㈱ 

(米国・レッドランド市) 

平成 22年 10月 20日～

平成 22 年 12 月 22 日

（64 日） 

九州大学大学院工学府建設シス

テム工学専攻・修士課程学生 

 

ニューハンプシャー大

学 

(米国・ダラム市) 

平成 22年 10月 30日～

平成 22 年 12 月 28 日

（60 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 

 

ニューハンプシャー大

学 

(米国・ダラム市) 

平成 22 年 7 月 15 日～

平成 22 年 10 月 3 日 

(81 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 

ニューハンプシャー大

学 

(米国・ダラム市) 

平成 23 年 3 月 10 日～

平成 23 年 5 月 10 日 

（62 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 

アルバータ大学  

(カナダ・エドモントン市) 

平成 22年 8月 4日～10

月 22 日（80 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・学術研究

員 

アルバータ大学  

(カナダ・エドモントン市) 

平成 22 年 8 月 12 日～ 

10 月 31 日（81 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 

アルバータ大学  

(カナダ・エドモントン市) 

平成 22 年 8 月 4 日～ 

10 月 22 日（80 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 

オストラバ工科大学 

(チェコ・オストラバ市) 

平成 23年 1月 17日～3

月 22 日（65 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 
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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 22 年 10

月 2 日から 10

月 9 日（8 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) 
 

平成 22 年 7 月

10 日～7 月 16

日（7 日) 

九州大学大学院工学研究院建設デザ

イン部門・准教授 

オストラバ工科大学 

(チェコ・オストラバ市) 

平成 23 年 4 月

21 日～4 月 26

日（6 日） 

九州大学大学院工学府地球資源シス

テム工学部門・准教授 
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７．共同企画実施状況 

 

企 画 名 GISコミュニティフォーラム in Kyusyu 

開 催 期 間 平成 22年 11月 11日(木）（1日間） 

開 催 地 福岡市・アクロス福岡７階 

日
本
側
責
任
者 

氏 名 三谷 泰浩 

所属機関・職名 九州大学大学院工学研究院建設デザイン部門・准教授 

（
※
日
本
以
外
で 

 
 

開
催
の
場
合
） 

開

催

責

任

者 

氏 名 

（ 英 文 ） 
 

所属機関・職名 

（ 英 文 ） 
 

概要及び成果 

【概要】 

本コミュニティフォーラムは、ITP担当教員である三谷准教授を核として、本事業の海外パートナー

機関である環境システム研究所㈱および九州内で GISを利活用している団体（例えば、GIS基礎技術研

究会）などと協力し、運営組織を構築し、国内および海外における最新の GIS応用・利活用技術の紹介

および ITPプロジェクトによる海外研修の報告とプロジェクトの促進を図ることを目的とし、環境シス

テム研究所㈱との共同企画として開催した。 

 

【成果】 

本フォーラムにおいては、具体的に以下のような取組を行った。 

１）配布資料、ホームページによる案内などへの後援名称の記載を行い、広く ITPによる活動の普及を

図った。 

 

２）特別セッションとして、 ITPプロジェクト運営委員会企画「GIS海外研修に関する特別セッション」

を ESRI社インターンシップ経験者 3名による報告を含めて開催した（15:30-17:00）。 

 １）「米国 ESRI社、ローカライゼーション部門でのインターンシップについて」 

九州大学工学府・建設システム工学専攻 月原雅貴氏（修士課程学生、平成 22年度派遣） 

 ２）「ESRIキャンパス・Redlands Universityの紹介」 

    ESRIジャパン・九州大学 

３）ITPプロジェクトによる ESRI留学指導 

九州大学大学院 工学研究院 三谷泰浩准教授（総括）（平成 22年 3月、担当教員） 

さらに、また、本フォーラムでは、GIS による国内外での利活用事例の報告や講演が行われ、GIS の

利活用に関する積極的な意見交換を実施し、GIS 技術の理解を深めるとともに、GIS の利活用に関する

積極的な意見交換を実施した（添付資料③参照）。 

 

以上の結果より、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や国内企業から

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。 

参加者の総数は、152名で、国内 147名、海外 5名であった。 

 

＊その他、参加者リスト（様式は任意。本会経費負担者には印を付けること）、日程等、セミナー関連資料

があれば添付すること。 (添付資料③参照) 
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企 画 名 International Symposium on Earth Science and Technology 2010 

開 催 期 間 平成 22 年 12 月 7 日および 12 月 8 日（2 日間） 

開 催 地 福岡市、九州大学稲盛財団記念館 

日
本
側
責
任
者 

氏 名 佐々木 久郎 （Symposium Chair） 

所属機関・職名 九州大学・教授 

（
※
日
本
以
外
で 

 
 

開
催
の
場
合
） 

開

催

責

任

者 

氏 名 

（ 英 文 ） 
 

所属機関・職名 

（ 英 文 ） 
 

 
概要及び成果 

【概要】 

本国際シンポジウムは、九州大学地球資源・環境系の若手研究者の英語による研究成果発表と研鑽を

アジアの若手研究者にも呼びかけて開催した。とくに、英語論文の執筆・発表および外国人研究者との

英語による議論やコミュニケーションは、海外パートナー機関に派遣する若手研究者の候補者養成トレ

ーニングとして重要視し、国内他大学の若手研究者との交流と本事業の広報の場として活用した。 

また、派遣された若手研究者が派遣時の成果をまとめる成果発表の場として、英文論文の執筆とその

発表を義務付けたもので、派遣期間内での具体的目標の維持に対し効果があった。なお、地球資源・環

境系フィールドとして北九州市若松区の電源開発㈱の高効率石炭発電として期待されている燃料電池

用石炭ガス製造技術開発(EAGLE)の見学、および山口県秋吉台・秋芳洞のフィールド観察を 12月 9日に

行い、アジアからの若手研究者 35 名が日本のエネルギー技術開発と地質学的な変遷を理解するのに役

立ったとの感想を得た。 

【成果】 

9 カ国の大学教員で構成した「国際的連携ネットワーク(CINEST)」の総会を実施し、今後の相互協

力関係について意見交換を実施した。9カ国の教員やパートナー機関の教員・指導員にアドバイザリー

委員会では、若手研究者による研究成果発表を充実させる方策として、若手論文賞に対して編集・審査

委員会に 15編の論文の推薦を行った。 

本国際シンポジウムには 149 名が参加した（添付資料③参加者リスト参照）。その内訳は、国内 123

名（本学関係者 101名、他大学 16名、一般 6 名)（内留学生 44名）、海外 26 名であった。また、海外

からの参加者は、インドネシア 14 名、インド 1名、スゥエーデン 1 名、フィリピン 1名、チェコ 8 名

モンゴル 1 名であった。若手研究者による発表件数は 110 件（平成 22 年度に派遣された若手研究者の

関連論文数 8）であった。若手研究者の研究交流の場として、各セッションで活発な質疑応答がなされ

た。この結果、海外機関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、留学生を含む博

士課程学生がセッション座長のサポートなどの運営業務や会場での積極的な質問を行うなど、シンポジ

ウム会場での議論が活発になされた。 

プレナリーレクチャーとして、海外パートナー機関の 1 つであるニューハンプシャー大学の受け容れ

教員である Kevin Gardner 教授による「リサイクル材料のライフサイクルアセスメント」およびセジ

ョン大学 Wisup Bae 教授による「近年の韓国政府のエネルギー政策」が若手研究者約 100 名に対して

実施された。また、4 パートナー機関の教員と指導員にはアドバイザリー委員を委嘱し、派遣若手研

究者と大学院学生の研究・論文指導を実施した。 

12月 9日は、引率 5名で若手研究者 35名の北九州市にある電源開発（株）のイーグルの見学と山口

県の秋吉台周辺の地質に関るフィールド見学会を開催した。   （添付資料③） 

＊その他、参加者リスト（様式は任意。本会経費負担者には印を付けること）、日程等、セミナー関連資料

があれば添付すること (添付資料③および④参照) 


