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２０２１年度 クラスター・モジュール活動報告書 

 
クラスター名 

/Cluster 資源循環クラスター  Resource Recycling Cluster 

クラスター長名 
/Chief 笹木 圭子 教授 Prof. Keiko SASAKI 

 
１．活動内容・達成目標・研究成果 

 

１）クラスター・モジュールの Mission/Vision 

クラスターの Mission/Vision 
【日本語】 

アジア・オセアニア地域における資源・環境循環型社会システムの構築をめざし、以下の研究活動を行って
います。 
(1)開発対象外鉱石および都市鉱山からのバイオテクノロジーを活用した有価金属の回収技術イノベーション 
(2)未利用鉱石中の忌避元素と有価金属の分離技術の開発および忌避元素の固定化技術開発 
(3)未利用鉱物の機能性環境浄化剤としての開発研究(光触媒複合体における粘土鉱物の役割の解明) 
(4)後発ＡＳＥＡＮ諸国、南アジアにおける持続的な鉱物資源開発のための資源政策・鉱山開発技術の確立およ

び資源開発リスク評価法の確立 
(5)アジア天然素材（動植物・微生物・昆虫・農林畜水産物・鉱物・民間伝承情報・生物多様性情報など）の機 

能探索と社会実装 

【English】 

We are aiming to establish resource recycling and sustainable environment society systems. Our research 
activities are as follows;  
❶ To make an innovation of the technology to recover valuable metals from E-wastes and refractory ores by using 

biotechnologies. 
❷ To develop technologies to separate valuable metals from avoided elements in unused metals, and to 

immobilize avoided elements.  
❸ For sustainable mineral and fuel resources development in later developed ASEAN countries, to establish the 

infrastructure maintenance, to prevent disaster, to suggest policy about resource, and to develop mining 
system. 

❹ To search for functions based on Asian natural materials/information(such as plants, microorganisms, insects, 
agricultural / forestry / animal / fishery products, minerals, forklore and biodiversity) and to utilize them 
practically in society. 

 
モジュール名 

/Module 

モジュール長名 

/ Leader 
モジュールの Mission/Vision 

資源循環 
モジュール 
/Resource 
Recycling 
Module 

笹木圭子 教授 
/Prof.Keiko 
SASAKI 

・超難処理金鉱石のミネラルプロセッシングの最適化を進め、環境負荷を
最小化し、金回収率を最大化するプロセスを提案する。統合的鉱物解析手
法の経験豊富な南オーストラリア大学と一部を共同ですすめていく(科研
国際(B))。 
・タイ・チェンマイ大学を中心としたグローバルパートナーシップの助成
による日・英・米・マレーシア・タイの 5 カ国国際プロジェクト「グリー
ンテクノロジーによる農薬フリー農業の開拓」に参画し、農薬の分解に向
けた鉱物を助触媒とした光触媒複合体の開発に取り組む。 
・豪州・カーティン大学と大学間（学術・学生）交流協定締結を完了する。 
・あらたに中国鉱業大学（中国国家重点大学 211 工程）との部局間交流協
定の準備を進める。 
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(English) 100-150words 
*Mineral processing of double refractory gold ore is optimized by 
minimizing the environmental impact and maximizing the gold recovery. It 
is partially collaborated with University of South Australia  (JSPS 
Kokusai(B)). 
*In the "Global Partnership - Green Technologies for Pesticide-free 
Agriculture", Thailand Project, Kyushu University is one of the involved 
members in five countries (Thailand, Malaysia, USA, UK, Japan), where we 
develop the novel photocatalyst composites using clay minerals as 
cocatalysts. 
*MOU with Curtin University will be fastened in a whole university level in 
2021. 
*Additionally MOU with China University of Mining and Technology 
(CUMT, China National Key Universities, No. 211) will be started 
negotiating in a faculty level. 

資源開発 
モジュール 
/Mining 
System 
Module 

島田英樹 教授 
/Prof.Hideki 
SHIMADA 

各種金属鉱山の環境負荷低減型坑内掘開発を目指し、ＡＳＥＡＮ諸国にお
ける持続的な鉱物資源開発のための資源政策・鉱山開発技術の確立および
資源開発リスク評価法の確立を目的とし、2021 年度はラオス、モンゴル、
中国を重点的に現地機関との協力関係を構築する。 
For sustainable mineral and fuel resources development in ASEAN and 
ASIAN countries such as Laos, Mongolia, and China, to establish the 
infrastructure maintenance, to prevent disaster, to suggest policy about 
resource, and to develop mining system. 

機 能 性 天 然 素
材 開 発 モ ジ ュ
ール 
/Functional 
Natural 
Products 

清 水 邦 義  准 教
授 
/Assoc.prof. 
Kuniyoshi 
SHIMIZU 

アジア・オセアニア地域の自然素材ならびに関連情報（植物、微生物、昆
虫、農林畜産物、水産物、鉱物、伝承情報、生物多様性など）に関する学
際的な研究を分野横断的に推進する。一連の取り組みを通して、様々な視
点からのアジア・オセアニア天然素材の活用につながる、新技術や新事業
を産学連携により創出し、社会実装を目指す。 
Multidisciplinary research on natural materials and related information 
(plants, microorganisms, insects, agriculture, forestry and livestock 
products, marine products, minerals, folklore information, biodiversity, 
etc.) in the Asia-Oceania region will be promoted. Through a series of 
efforts, we aim to create new technologies and new businesses through 
industry-academia collaboration that will lead to the utilization of natural 
materials from Asia and Oceania from various perspectives, and aim for 
social implementation. 
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２）上記 Mission/Visionに係る今年度の活動内容・達成目標・研究成果 

 ※「2021年度中の研究成果（達成状況）」欄には、以下Ⅰ～Ⅳの目標達成度と、 

  その理由も記載してください。 

Ⅳ：目標を上回って達成している 

Ⅲ：目標を十分に達成している 

Ⅱ：目標を十分には達成していない 

Ⅰ：活動を実施していない 

担当 
モジュール 具体的な活動内容 2021 年度中の達成目標 

2021 年度中の研究成果 

（達成状況） 

資源循環モ
ジュール 
/Resource 
Recycling 
Module 

・超難処理金鉱石の
ミネラルプロセッシ
ン グ の 最 適 化 を 進
め、環境負荷を最小
化し、金回収率を最
大化するプロセスを
提案する。統合的鉱
物解析手法の経験豊
富な南オーストラリ
ア大学と一部を共同
ですすめていく(科
研国際(B))。 
 
・タイ・チェンマイ
大学を中心としたグ
ローバルパートナー
シップの助成による
日・英・米・マレーシ
ア・タイの 5 カ国国
際プロジェクト「グ
リーンテクノロジー
による農薬フリー農
業の開拓」に参画し、
農薬の分解に向けた
鉱物を助触媒とした
光触媒複合体の開発
に取り組む。この枠
組みの中でマヒドン
大学から博士課程の
学生を短期間受け入
れ、共同研究を進め
予定。 
 
・豪州・カーティン
大学と大学間（学術・
学生）交流協定締結
を完了する。 
 

・超難処理金鉱石のミネラ
ルプロセッシングに関する
研究成果発表を豪州と国際
共著の形で行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・タイ・マヒドン大学との
共同研究を同左プロジェク
トの枠組みの中に位置づ
け、当方が開発している光
触媒複合体で、本学農学系
研究者と協力して、農薬の
光分解の実施例を示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・豪州・カーティン大学と
大学間（学術・学生）交流協
定締結を完了する。 
 
 

目標達成度： IV 
・超難処理金鉱石のミネラルプロセッシング
に関する研究成果発表を豪州・南オーストラリ
ア大学と国際共著の形で学会発表を行うこと
ができた。本テーマについて、国際ジャーナル
への論文公表は 4 件であった。 
 
 
 
 
 
 
 
・タイ・マヒドン大学との共同研究を同左プロ
ジェクトの枠組みの中に位置づけ、当方が開発
している光触媒複合体で、本学農学系研究者と
協力して、農薬の光分解の実施例を国際共著論
文の形で示すことができた。 
Minerals 2022, 12, 182. 
https://doi.org/10.3390/min12020182 
Journal of Alloys and Compounds 、 2022 、
164294. 
https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.164294 
2022 年度には光触媒研究に従事しているマヒ
ドン大学の博士課程大学院生がタイ政府の奨
学金を得て、本学に訪問学生として 3 か月滞在
することが決定している。 
さらにマヒドン大学で博士号をえた研究者を
JSPS 外国人特別研究員として申請し採択さ
れ、2022 年度から 2 年間本学で光触媒複合体
の開発研究に従事することが決定している。 
 
 
・豪州・カーティン大学と大学間（学術・学生）
交流協定締結を完了した。 
 
 
 

https://doi.org/10.3390/min12020182
https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.164294
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・あらたに中国鉱業
大学（中国国家重点
大学 211 工程）との
部局間交流協定の準
備を進める。 
 

・中国鉱業大学との部局間
交流協定の見通しを立て
る。 

・中国鉱業大学との国際共著論文が 4 報公表さ
れた。中国鉱業大学側で本学およびドイツの大
学を国際パートナーとする国際共同研究を申
請するにあたり、国際共同研究協定書を取り交
わした。部局間交流協定へのステップとなる。
2022 年度に CSC 奨学金を得て Visiting PhD 
student を本学工学府にて受け入れることが
決定している。 
 
・そのほか計画にはなかったが、先方からの申
し出により、インド・ National Institute of 
Technology Karnataka Surathkal にて博士号
取得見込の大学院生を JSPS 外国人特別研
究員として申請し、採択され、2021 年度 11

月に本学に受け入れている(2 年間)。また、
イ ン ド ・ SRM Institute of Science and 

Technology の常勤教員(准教授)を JSPS 外
国人招へい研究者として申請し、採択さ
れ、2022 年度~2023 年度にまたがり 10 か
月招へいすることが決定している。この招
へい研究員は 2018-2020 年度にかけて
JSPS 外国人特別研究員として本学に滞在
し、その後母国にて常勤教員のポジション
を得て、今回の招へいに至っている。 

資源開発 
モジュール 
/Mining 
System 
Module  

各種金属鉱山の環境
負荷低減型坑内掘開
発 を 目 指 し 、 2021 
年度はラオス、モン
ゴル、中国を重点的
に、オンライン会議
およびウェビナーを
開催し、情報交換、交
流、およびお互いの
理解を深め現地機関
との協力関係を構築
する。 

ラオス、モンゴル、中国等
の現地機関との協力に係る
取り決めを交わす。 

目標達成度： III 
今年度もコロナ禍ということで現地交流会は
全くできなかったため、オンラインによる検討
会が中心的な活動となった。 
 
ラオスとは、東南アジア最大の銅鉱山である
Sepon Cupper Mine、ラオス国立大学ならびに
ラオス鉱山章とウェビナーを開催し、2022 年
度に坑内展開に関する国際共同研究を実施す
ることに合意に至った。 
 
モンゴルとは、モンゴル科学技術大学とバガヌ
ール露天掘り石炭鉱山における褐炭の安定供
給に関する検討を行うとともに、今後急傾斜に
なる炭層の開発に関する共同研究を実施する
とともに国際共著論文の執筆に取りかかるこ
とになった。 
 
中国とは、中国鉱業大学とのウェビナーを開催
し、深部鉱山の開発に伴う山はね等を機械学習
により予測することができるかどうかについ
て、複数回ウェビナーで国際セミナーを実施し
た。 
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インドネシアとは、バンドン工科大学からのダ
ブルディグリー学生が資源開発関係の研究テ
ーマで修了した。 
 

機能性天然
素材開発モ
ジュール 
/Functional 
Natural 
Products 

2020 年度に引き続
き、コロナ自粛・閉鎖
下でも実施可能な、
完全オンライン・各
個人 PC からの参加
での他分野横断的学
際的内容に富んだア
ジア天然物国際会議
を 2 か月に一度のペ
ースで実施する。ア
ジアの機能性天然物
関連の研究者と企業
の連携を強める。 
また、アジア・オセア
ニア地域の天然物に
強みのある国内外各
大学とのネットワー
クを強化する（交流
協定、JASTIP との連
携）。 
科研国際基盤（B）
等、国際的なプロジ
ェクトへの申請を進
める。 
アジア・オセアニア
天然素材研究者と連
携し、ニーズの高い
機能性素材・成分の
探索（例えば、抗コロ
ナウイルス活性、抗
認知症、生活習慣病
予防など）システム
の構築を目指す 

2020 年度より実施してい
る Asian Natural Product 
Conference をオンライン
で、継続的に、開催する。
2021 年度に 5 回開催する。
また、アカデミアの連携の
みならず、企業の参加も募
り、産学連携活動の活性化、
社会実装を目指した企業と
の複数の共同研究を開始す
る。 
また、2019 年、2020 年度
に新たに交流協定を締結し
て い る  Murawarman 
University, Institut 
Teknologi Sepuluh 
Nopember, Universitas 
Negeri Surabayana などと
の共同研究を活性化し、複
数の論文を出版する。 
JASTIP (日 ASWAN 科学技
術イノベーション共同研究
拠点-持続可能開発研究の
推進)など、国内の国際共同
研究プログラム等との連携
に取り組む。 
科研国際基盤（B）等、国際
的なプロジェクトへの採択
を成し遂げる。 
 国際会議の開催を通して
アジア天然素材機能性開発
ネットワークを構築し、各
国でニーズの高い機能性
（抗コロナウイルス活性、
認知機能改善、抗メタボリ
ックシンドローム等）に着
目した機能性探索研究を行
い、複数の機能性素材・成
分を見出し、特許化・論文
化する。 

目標達成度： IV 
本モジュール主催の Asian Natural Product 
Conference（ANPC）を 2021 年度は 5 件開催
した（2021 年 5 月 13 日（第 6 回）、7 月 27 日
（第 7 回）、10 月 15 日（第 8 回）、10 月 18 日
（第 9 回）、12 月 20 日（第 10 回））。（参考 HP：
https://www.agr.kyushu-
u.ac.jp/lab/shinrinken/anpc/） 
本 conference でネットワークにて人脈を構築
し、2020 年度までに交流協定を結んだ協定校
（中国薬科大学、ムラワルマン大学（インドネ
シア））との共同研究を 2 件開始した。今年度、
出版まで至った論文は、下記の４件であり成果
が蓄積されつつある。 
１，Shi, W., Hao, J., Wu, Y., Liu, C., Shimizu, 

K., Li, R., & Zhang, C. (2022). European 
Journal of Pharmacology, 921 

２，Li, R., Chen, C., Liu, B., Shi, W., Shimizu, 
K., & Zhang, C. (2022). Phytomedicine, 94  

３，Arung, E. T., Ramadhan, R., Khairunnisa, 
B., Amen, Y., Matsumoto, M., Nagata, 
M., . . . Shimizu, K. (2021). Saudi Journal 
of Biological Sciences, 28(12), 7182-7189.  

４，Liu, B., Yang, J., Hao, J., Xie, H., Shimizu, 
K., Li, R., & Zhang, C. (2021). Journal of 
Functional Foods, 77. 

５，Limbongan, Y., Ramadhan, R., Shimizu, 
K., & Arung, E. T. (2021).Biodiversitas, 
22(4), 1695-1700. 

 
 

https://www.agr.kyushu-u.ac.jp/lab/shinrinken/anpc/
https://www.agr.kyushu-u.ac.jp/lab/shinrinken/anpc/
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３）クラスター・モジュールの研究概要や研究成果に関する外部リンクや図表等 

 

 

２．クラスター・モジュール研究教育活動状況 
項目 合計件数 

クラスター・モジュール主催イベント 8 件 

クラスター・モジュール共催イベント 1 件 

共同研究 9 件 

共著論文 42 件* 

学会発表（国内） 19 件 

学会発表（海外） 34 件 

交流関係 9 件 

教育活動 4 件 

協定 1 件 

*モジュール間の共著論文（笹木・清水）が 2 報ふくまれているため 44-2＝42 報となっている 

  

クラスター 
/モジュール クラスター・モジュールの研究概要や研究成果に関する外部リンク 
資源循環 
モジュール 

/Resource Recycling Module 

https://process.mine.kyushu-u.ac.jp/JSPS-NRF/ 
https://process.mine.kyushu-u.ac.jp/Achievement.html 

機能性天然素材開発モジュー

ル 

/Resource Recycling Module 

本モジュールで取り組んでいる Asian Natural Products Conference (Q-AOS)

のホームページ 

https://www.anpc.jp 

資源開発 
モジュール 
/Mining System Module 

http://rock.mine.kyushu-u.ac.jp 

https://process.mine.kyushu-u.ac.jp/JSPS-NRF/
https://process.mine.kyushu-u.ac.jp/Achievement.html
https://www.anpc.jp/
http://rock.mine.kyushu-u.ac.jp/


7 
 

２０２１年度 クラスター・モジュール活動報告書 

 
クラスター名 

/Cluster 都市クラスター  Urban Cluster  

クラスター長名 
/Chief 尾崎 明仁 教授 Prof. Akihito OZAKI 

 
１．活動内容・達成目標・研究成果 

 

１）クラスター・モジュールの Mission/Vision 

クラスターの Mission/Vision 
【日本語】 

SDGs 目標の一つである「包摂的で安全かつレジリエントで持続可能な都市及び人間 居住の実現」に 向け
て、アジア地域の多元性、多様性、移動性を重視したフィールド 課題解決型の実践的教育・研究を 推進し、
21 世紀アジア地域の居住環境づくりを支援 できる都市分野の国際人を育成すると共に、長期的に取り組むべ
き社会的課題の発見 と新研究領域の創成を目指し、アジア地域の持続可能な発展における九州大学の 先導的
役割を果たします。 

【English】 

  For reaching the one of SDGs," Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable", 
we will promote actual research and education that are on-site problem solving type and focus on plurality, 
diversity, and mobility, and we will develop international human resources in the field of urban planning who 
can support to make residential environment in Asia of the 21st Century. Furthermore, we are aiming both to 
identify social issues that should be solved in long term and to create a new academic research field through 
taking a leading role of Kyushu University in sustainable development in Asia and Oceania. 

モジュール名

/Module 

モジュール長名

/ Leader 
モジュールの Mission/Vision 

Planning 
&Design 
モジュール 
/Planning 
&Design 
 Module 

坂井猛 教授 
/Prof.Takeru 
SAKAI 

学術研究都市づくりの進む糸島半島等をフィールドとして、課題解決型の
実践的教育・研究を行い、SDGs に配慮した都市活動の場を計画設計でき
る国際人育成を目指す。 

This project aims to develop international people who can plan 
and design a place for urban activities in consideration of SDGs 
by conducting problem-solving practical education and research 
in the fields such as the Itoshima Peninsula, where the academic 
city is being developed. 

鉄のグローバル
ヒストリー 
モジュール 
/Global 
History 
Module 

井 上 朝 雄  准 教
授 
/Assoc.prof. 
Tomo INOUE 

1)バングラデシュ・プレミア大学、ブータン王立大学、キルギス国立建設
交通大学、カトマンズ大学、台北科技大学と都市遺産の保全についてのシ
ンポジウムを開催する。 
2)インド・コルカタのジャダフプール大学との共同研究を開始し、インド
への鉄の流れの解明にあたっての協力関係を構築する。 
3)葉祥栄のデジタル・アーカイブズの構築のため、ニュー・サウス・ウェ
ールズ大学構築環境学部コンピュテーショナル・デザインユニット
(Code)と共同研究を推進し、展覧会およびシンポジウムを開催する。 
1) To organize a symposium on conservation of urban heritage with 
Premier University of Bangladesh, Royal University of Bhutan, Kyrgyz 
National University of Construction and Transport, Kathmandu University 
and Taipei University of Science and Technology. 
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2) To start a joint research with Jadavpur University, Kolkata, India, to 
establish a cooperative relationship in clarifying the flow of iron into India. 
3) To promote joint research with the Computational Design Unit (Code) 
of the School of Built Environment, University of New South Wales, and to 
organise an exhibition and symposium on the establishment of a digital 
archive of Shoei Yoh. 

Mega Region 
モジュール 
/ Mega Region 
Module 

相澤伸広 教授 
/Prof.Nobuhiro 
AIZAWA 

アジアは歴史上初めて、その人口の半数以上が都市に居住する時代に突入
した。そのアジアの都市化の特徴をみると、その実態としては、都市間の
連携、都市の集合体であるメガリージョンが一つの経済圏、生活圏、そし
て社会を形成している。これはまさにアジアのダイナミズムを象徴する社
会現象である。経済発展のエンジンにも、社会的不和の震源地にもなりう
つメガリージョンは、現代を象徴するアジアに特徴的な現象を研究である
がゆえ、新しい手法と研究ネットワークが求められる。したがってモジュ
ールはメガリージョンの枠組みでこそ研究可能な社会的諸課題を研究・教
育する。 
For the first time in history, half of the population in Asia are now urban 
residents. To be more precise, these population interconnects multiple 
cities through their economic activities and livelihoods, formulating an 
unprecedented scale of urban sphere coined as “Mega-region”. This is a 
geographical space which could become both the growth engine of the 
entire region and also where deep social cleavages and conflicts could 
arouse. Our module, the research group is, therefore, establishing a 
research hub to identify key issues that could be best addressed with the 
framework of a “Mega-Region” and to formulate an education hub for like-
minded students. 

Governance 
モジュール  
/Governance 
Module 

出水薫 教授 
/Prof.Kaoru 
IZUMI 

自治体における SDGｓの評価指標をつくるため、国内における自治体の
取り組みについて事例研究をおこなう。定例研究会を実施し、現地調査を
おこなう。また韓国との国際比較もおこなう。 

To develop indexes for evaluate on activities of SDGs it will be studied how 
SDGs programs of local governments work through cases. 

Inclusive 
Wealth  
モジュール 
/Inclusive 
Wealth 
Module 

馬 奈 木 俊 介  教
授 
/Prof.Shunsuke 
MANAGI 

今年度の目的は、感染症や震災、そして人口減少という問題を念頭に、持
続可能な発展を実現するための経済学的ビジョンを提示することである。
持続可能性を研究する際に参照すべき「包括的な富(新国富指標、IWI)」
がある。Managi は、この最も代表的な国連指標に関する国連報告書を
2014 年は執筆者として、2018 年は代表者として取りまとめデータ公開
を行った。今年度は、健康や病気の価値を健康資本として、また自然資本
を理論・実証化し、アジア・オセアニア諸国を対象に大幅に発展させる予
定である。 
This project aims to provide a vision for sustainable development in the 
context of the new era while focusing on modern-day challenges such as 
infectious diseases, natural disasters, and decreasing population. Managi 
compiled and published data on the UN report on this most representative 
UN indicator as an author in 2014 and as a representative in 2018.  This 
year, we plan to significantly develop the value of health and illness as health 
capital and natural capital as theory and empirical evidence for Asian and 
Oceanian countries. 
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２）上記 Mission/Visionに係る今年度の活動内容・達成目標・研究成果 

※「2021 年度中の研究成果（達成状況）」欄には、以下Ⅰ～Ⅳの目標達成度と、 

  その理由も記載してください。 

Ⅳ：目標を上回って達成している 

Ⅲ：目標を十分に達成している 

Ⅱ：目標を十分には達成していない 

Ⅰ：活動を実施していない 

 

担当 
モジュール 具体的な活動内容 2021 年度中の達成目標 

2021 年度中の研究成果 

（達成状況） 

Planning 
&Design 
モジュール 
/Planning 
&Design 

Module  

サステナブル・デザイン
キャンプを 8 月に開催し、
学術研究都市づくりの進
む糸島半島等をフィール
ドとして、課題解決型の
実践的教育・研究を行う。 

・デザインキャンプ発表会を開
催し、学生の発表に対して、学内
外 30 名以上の参加を得る。 
・成果を著作物として出版する。 
 

目標達成度： Ⅲ 
・デザインキャンプ発表会を開催
し、学生の発表に対して、学内外 30
名以上の参加を得た。 
・ 著 作 SUSTAINABLE DESIGN 
CAMP 2021 を出版した。 
・総合研究博物館主催のフジイギャ
ラリープレオープニングイベント
「ニッチを探せ展」（12 月-2 月開催）
の開催に協力した。 

鉄のグローバル
ヒストリー 
モジュール 

/Global 
History 
Module  

バングラデシュ・プレミ
ア大学、ブータン王立大
学、キルギス国立建設交
通大学、カトマンズ大学、
台北科技大学と都市遺産
の保全についてのシンポ
ジウムを開催し、アジア
における鉄による都市の
構築の流れを追う。 

世界的な新型コロナウイルスの
感染状況によるが、左記大学か
ら、都市保全の研究者を招へい
し、共同研究体制の構築に努める
とともに、交流協定の締結を目指
す。 

目標達成度： Ⅱ 
コロナ禍のため、オンラインでのシ
ンポジウムの開催となった。交流協
定の締結に向けて、様々な課題につ
いて議論はできたが、具体的な進捗
は得られなかった。2022 年度も引き
続き、交流協定の締結を目指す。 

英領インドの中心都市で
あったコルカタのジャダ
フプール大学と、インド
への鉄の流れの解明に関
する共同研究を開始し、
持続的な協力関係を構築
する。 

インドでの新型コロナウイルス
の感染状況によるが、現地でのジ
ャダフプール大学との共同研究
を開始し、持続的な協力関係を構
築するため、交流協定の締結を目
指す。 

目標達成度： Ⅰ 
コロナ禍のため、インドへの訪問が
かなわず、共同研究の開始とはなら
なかった。2022 年度も引き続き、共
同研究の開始を試みる。 

葉祥栄の展覧会を実施す
るほか、葉祥栄アーカイ
ブの構築に向けたシンポ
ジウムを開催する。 

シドニーおよび九州での葉祥栄
展の開催、および、それに伴うシ
ンポジウムの開催、レクチャー・
シリーズの開催を目指す。 

目標達成度： Ⅲ 
オンラインであるが、展覧会及びシ
ンポジウムを開催した。レクチャー・
シリーズの開催までは至らなかった
ので、2022 年度は実行に移す。 

Mega Region アジア・オセアニア地域 アジア・オセアニア地域の各大学 目標達成度： Ⅳ 
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モジュール 
/ Mega 
Region 
Module  

の研究機関との共同研究
体制強化のためのワーク
ショップの実施、および、
論文発表。アジアのリサ
ーチハブとして、米国大
学とのパートナーシップ
強化および、教育プログ
ラム実施。 

との共同研究およびワークショ
ップ実施。また、米国大学のアジ
ア研究部門との連携を通じた九
州大学学生プログラム実施。 

チュラロンコン大学政治学部、およ
びタイ国立行政学院、香港バプティ
スト大学とのメガリージョンにおけ
る社会課題にかかる共同ワークショ
ップを合計 3 度実施。加えてインド
ネシア大学、米国ジョージメーソン
大学との間でメガリージョンにおけ
るオートメーションがもたらす社会
関係の変容にかかる共同研究を開
始。さらに米国コーネル大学のアジ
ア研究部門との連携を通じた学生交
流プログラムを 3 度実施。180 名を
超える学生のプログラム参加を得
た。また、福岡市主催の第 13 回アジ
ア太平洋都市サミット特別版におい
て、ポストコロナの都市政策につい
て「新常態に対応する都市政策の新
たな潮流」をテーマとした首長セッ
ションを取りまとめ、ドバイ市、大
連市、浦項市、チェンマイ市、大分
市各都市代表との公開セッションを
実施し、アジア太平洋地域のポスト
コロナの広域都市行政にかかる連携
ネットワークを構築した。 

Governance 
モジュール  
/Governance 

Module  

定例研究会の実施。 
九州を中心に SDGｓ事業
に採択された自治体の事
例を調査。 
韓 国 と の 比 較 検 討 を 実
施。 

九州の SDGｓ事業採択自治体を
全調査し、活字媒体に事例研究と
して公刊。 
またモジュールのサイトを立ち
上げ、そこにも活動成果を公開。 

目標達成度： Ⅱ 
韓国の研究者の参加による 2 回の国
際シンポを実施したが、自治体の調
査とサイトの立ち上げは実施できて
いない。 

Inclusive 
Wealth  
モジュール 

/Inclusive 
Wealth 
Module  

本研究では、人口減少・外
的ショック下の持続可能
な発展に関して、新国富
および主観的福祉の両面
から、社会の最適化を仮
定しない場合も含めた経
済 学 理 論 へ の 拡 張 そ し
て、アジア・オセアニアの
データベースの構築とそ
の実証研究を行う。国際・
国内レベルでのアンケー
トにおいては、 経済学の
手法に社会学と心理学を
融合した調査を行い、実
証分析を行う。 

今年度中の達成目標は、震災や感
染症等の外的ショックや、人口減
少という今日的課題を念頭に、新
しい時代文脈における持続可能
な発展の経済学的ビジョンを提
示することである。この新しい持
続可能な発展論を構築するにあ
たって重要な事は、人口減少・高
齢化下での持続可能な発展論を
新たに構築すること、安定性や持
続性を脅かす大規模災害のよう
な甚大な外的ショックに対する
事前的および事後 的対応につい
て、国際・国内・地域・個人レベ
ルといった様々な規模の相互関
係から分析すること、そして政策 
へと架橋するためのデータベー
スと指標の構築が行うことであ
る。こうした新時代の諸問題を持

目標達成度： Ⅳ 
新国富指標の最新版の国連報告書と
し て 、 UNEP  Inclusive Wealth 
Report 2022 のとりまとめを開始し、
2022 年度出版に向けて取り組んで
いる。その中で、アジア・オセアニ
ア諸国のこれからの経済発展ビジョ
ンを提示している。また日本学術会
議において、学術的な新国富指標の
産学官事例として以下の発表を行っ
た。日本学術会議「安全安心技術が
支えるディジタル社会シンポジウ
ム」、日本学術会議九州・沖縄地区会
議、「日本学術会議 in 福岡」、国連大
学「SDG 大学連携プラットフォー
ム」。国際的にも、下記の複数の発表
を行っている。 
“ Modeling methods for evaluating 
whether policy proposals are likely to 



11 
 

 

  

続可能な発展論 の再構築によっ
て統合することを目的としてい
る。本研究はアジア・オセアニア
諸国のこれからの経済発展ビジ
ョンを提示するだけでなく、いず
れ世界全体が成熟化したときに
参照できるモデルの構築を目指
している。 

promote sustainable development”, 
2022/01/21, Harvard & MIT Joint 
Workshop MODELING DYNAMIC 
SYSTEMS FOR SUSTAINBILITY 
SCIENCE. 
更に国際誌での特集号の合意を取
り、特集号編集長として下記の 2 雑
誌を推進事例として紹介した。 
“ Managing climate risks for a 
sustainable future: adaptation 
strategies and resilience building”, 
Sustainability Science 誌（インパク
トファクター 6.3）. 
“ Pathways to carbon neutrality: 
challenges and opportunities”, 
Resources, Conservation & 
Recycling 誌（インパクトファクター 
10.2）. 
そして、個別論文としては、企業と
の 連 携 を 行 い 、 "Long-term 
improvement of psychological well-
being in the workplace: What and 
how”, Social Science and Medicine 誌
（インパクトファクター 4.6） 
"Evaluation of employee 
occupational stress by estimating the 
loss of human capital in Japan", BMC 
Public Health 誌（インパクトファク
ター 3.2） 
"Environmental, social, and 
corporate governance activities with 
employee psychological well-being 
improvement", BMC Public Health
誌等の発表を行った。 
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３）クラスター・モジュールの研究概要や研究成果に関する外部リンクや図表等 

 
 
２．クラスター・モジュール研究教育活動状況 
 

項目 件数 

クラスター・モジュール主催イベント 6 件 

クラスター・モジュール共催イベント 5 件 

共同研究 2 件 

単著論文 0 件 

共著論文 3 件 

学会発表（国内） 7 件 

学会発表（海外） 2 件 

交流関係 5 件 

教育活動 1 件 

 

  

クラスター 
/モジュール クラスター・モジュールの研究概要や研究成果に関する外部リンク 

都市クラスター 
「都市」の過去、現在、未来 ～次の 100年のために今できること～ 

https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/topics/view/1712/ 

デザイン・プランニン

グモジュール 

半島空間研究会 

http://suisin.jimu.kyushu-u.ac.jp/itoshi/02/index.html 

デザイン・プランニン

グモジュール 

内閣府 i-都市再生モデル調査 

http://suisin.jimu.kyushu-u.ac.jp/itoshi/01/index.html 

デザイン・プランニン

グモジュール 

キャンパス計画室 

https://campus.kyushu-u.ac.jp/index.html 

鉄のグローバル・ヒス
トリー モジュール https://www.shoeiyoh.com/ 

鉄のグローバル・ヒス
トリー モジュール https://sites.google.com/view/shoeiyoharchives-naiju/ 

メガリージョン 
モジュール 

https://apcs.city.fukuoka.lg.jp/site/wp-

content/uploads/2022/03/データ配付用_【日本語】サミット特別版

PDF.pdf 

http://suisin.jimu.kyushu-u.ac.jp/itoshi/02/index.html
http://suisin.jimu.kyushu-u.ac.jp/itoshi/01/index.html
https://campus.kyushu-u.ac.jp/index.html
https://www.shoeiyoh.com/
https://sites.google.com/view/shoeiyoharchives-naiju/
https://apcs.city.fukuoka.lg.jp/site/wp-content/uploads/2022/03/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%85%8D%E4%BB%98%E7%94%A8_%E3%80%90%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E3%80%91%E3%82%B5%E3%83%9F%E3%83%83%E3%83%88%E7%89%B9%E5%88%A5%E7%89%88PDF.pdf
https://apcs.city.fukuoka.lg.jp/site/wp-content/uploads/2022/03/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%85%8D%E4%BB%98%E7%94%A8_%E3%80%90%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E3%80%91%E3%82%B5%E3%83%9F%E3%83%83%E3%83%88%E7%89%B9%E5%88%A5%E7%89%88PDF.pdf
https://apcs.city.fukuoka.lg.jp/site/wp-content/uploads/2022/03/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%85%8D%E4%BB%98%E7%94%A8_%E3%80%90%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E3%80%91%E3%82%B5%E3%83%9F%E3%83%83%E3%83%88%E7%89%B9%E5%88%A5%E7%89%88PDF.pdf
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２０２１年度 クラスター・モジュール活動報告書 

 
クラスター名 

/Cluster 生存基盤環境クラスター  Sustainable Environment Cluster 

クラスター長名 
/Chief 荒谷 邦雄 教授 Prof. Kunio ARAYA 

 
１．活動内容・達成目標・研究成果 

 

１）クラスター・モジュールの Mission/Vision 

クラスターの Mission/Vision 
【日本語】 

近年における想定外の気候変動と急激な生物多様性の喪失に対して、生存基盤環境 クラスターでは、 アジ
ア最大の生物多様性研究の拠点形成によって、アジア・オセアニア 諸国の生物多様性の解明と保全、生態系機
能や生態系サービスの持続的な利用を 図るとともに、 汎太平洋な気象・海洋データの観測・監視システム構
築に基づく地球 環境変動への具体的な対応と、各国の温室効果ガスの削減、 低炭素型社会の実現 のためのガ
バナンス手法の確立を目指します。 

【English】 

We will provide countermeasures against unpredictable global climate changes and biodiversity 
crisis in recent years through the following actions:  

❶ Establishing of the largest center of excellence of biodiversity research in Asia in order to 
clarify and conserve biodiversity in Asian and Oceanian Regions and to sustainably use of 
ecosystem functions and services.  

❷ Taking measures against global environmental change based on the data from the 
monitoring system of weather and ocean in the Pan-Pacific.  

❸ Forming the governance methods for reducing greenhouse gases emissions and for realizing 
low-carbon society. 

モジュール名 

/Module 

モジュール長名 

/Leader 
モジュールの Mission/Vision 

生物・文化環境 
モジュール 
/ Humanity and 
Nature Module 

荒谷 邦雄 教授 
/Prof.Kunio 
ARAYA 

近年における急激な生物多様性の喪失に対して、生物・文化環境 
モジュールでは、アジア最大の生物多様性研究の拠点形成によって、アジ
ア・オセアニア諸国の生物多様性の解明と保全、生態系機能や生態系サー
ビスの持続的な利用を図る。SDGs の目標 14（海の豊かさを守ろう）、お
よび 15（陸の豊かさも守ろう）の達成に貢献する。 
For the rapid loss of biodiversity in recent years, in Humanity and Nature 
Module, we are aiming by establishing the biggest base of biodiversity 
research in Asia, both to elucidate/protect the biodiversity in Asian and 
Oceanian countries and to plan to use sustainably functions and services in 
the ecosystem. We contribute to the achievement of goals 14 (Life below) 
and 15 (Life on land) of the SDGs. 

地球・生物圏環
境モジュール 
/Earth System 
Module 

市 川  香  教 授
/Prof.Kaoru 
ICHIKAWA 

将来的にアジア・オセアニア諸国での海洋観測データの充実を図るべく，
安価で新規性のあるリモートセンシング技術を向上させる。こうした新
規技術は付加価値の付いた科学論文として公表しやすいため，基礎観測
データの公開に制約がかかることの多い各国の領海内の観測に対して有
効な手段である。また，一般に高価な海洋観測測器ではなく安価な民生品
を利用して間接観測をすることで，アジア諸国での利用率を高めること
に貢献できる。具体的には，ドローンや船舶に搭載する海面高度計測セン
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サーの開発などを行う。 

In order to establish fruitful Asian maritime observation networks in 
future, novel and low-cost remote sensing technics are being developed. 
These new technics can provide value-added observations that are suitable 
for submitting to scientific journals; since basic maritime observations of 
territorial waters are often classified, this value-added nature is especially 
important to widen Asian maritime observation networks. Moreover, in 
order to practically spread in Asian countries, low-cost consumer products 
are dare to be selected as a part of indirect remote sensing methods, instead 
of expensive high-quality instruments specialized for operational ocean 
observations. Specifically, sensors to measure sea surface height on board 
of multi-copters or ships are to be developed. 

分子・生命環境 
モジュール 
/Biomolecule 
Module 

関 元秀 助教 

/Assis.prof. 
Motohide SEKI 

地球規模の温度環境変化にともない、現在は赤道付近で栽培されている
農作物が近い将来、赤道から距離のある地域で栽培されるようになる可
能性がある。温度変化にあわせて栽培地域を変えられた農作物は、新たな
日長環境で栽培されることになる。熱帯性植物が日長の季節変動にどれ
だけ対応できるか、また日長の季節変動に耐性のある品種を作出するた
めにはどの遺伝子に注目すればよいか、基礎研究が求められている。本ク
ラスターは、異なる日長環境に適応するために異なる進化をとげてきた
と考えられる概日時計遺伝子に注目し、種間比較により日長環境への適
応メカニズムを明らかにする。 
As temperatures change globally, crops currently grown near the equator 
may be grown in areas far from the equator in the near future. Agricultural 
plants that have their origin in the equatorial region will then be grown in 
in day-length environments novel to them. There is a need for basic 
research on how well tropical plants can cope with seasonal changes in day 
length and which genes should be focused on to produce varieties that are 
tolerant to seasonal change in day length. Our cluster will focus on 
circadian clock genes, which are thought to have evolved differently to 
adapt to different day-length environments, to clarify the mechanisms of 
adaptation to day-length environments through interspecific comparisons. 

環境経済・経営 
モジュール 
/Environmental 
Economy 
Module 

加河 茂美 教授 
/Prof.Shigemi 
KAGAWA 

本モジュールでは、環境経済・経営学分野における先端的な分析ツールを
開発するだけでなく、その実証分析を通して脱炭素社会を達成するため
に有効な政策の立案を行うことを主なミッションとする。また、環境経
済・経営学分野における研究ワークショップを積極的に開催し、若手研究
者の研究討議の場を作るだけでなく、共同研究を活性化させ、英語論文を
関連分野のトップジャーナルに掲載させることを目指す。 
This module aims to not only develop advanced environmental and 
economic analysis framework but provide an effective policy necessary for 
achieving a decarbonized society through the empirical analysis. In 
addition, this module organizes research workshops for young researchers 
and promotes research collaborations among young researchers and 
publishing joint papers in relevant peer-reviewed top journals.  
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２）上記 Mission/Visionに係る今年度の活動内容・達成目標・研究成果 

※「2021 年度中の研究成果（達成状況）」欄には、以下Ⅰ～Ⅳの目標達成度と、 

  その理由も記載してください。 

Ⅳ：目標を上回って達成している 

Ⅲ：目標を十分に達成している 

Ⅱ：目標を十分には達成していない 

Ⅰ：活動を実施していない 

 

担当 
モジュール 具体的な活動内容 2021 年度中の達成目標 

2021 年度中の研究成果 

（達成状況） 

生物・文化環境 
モジュール 

/ Humanity 
and Nature 

Module  

アジア各国の機関との共
同研究を進める。 

可能であれば現地調査を実施す
る。これまでの調査で得られた標
本サンプルを整理し、未記載種の
記載やファウナの解明に関する
共著論文を発表する。 

目標達成度： III 
新型コロナで現地調査は実施できな
かったが、現地機関との共同研究に
よって、甲虫類やハエ類を中心に複
数の新種を記載し、ファウナリスト
もまとめた。 

アジア各国での調査の代
替として、ファウナの共
通性が高い琉球列島をは
じめとする国内地域での
調査研究を実施する。 

日華区系要素の動植物について
系統地理学的な研究を促進する。 

目標達成度： III 
新型コロナ関連の制限の下で、琉球
列島での調査研究を実施し、甲虫類
を中心に多くの分布上の新知見を公
表した。 

国内の希少種保全ネット
ワークを構築し、生息域
内 外 で の 保 全 を 推 進 す
る。 

行政や地域と連携して、種の保存
法対象の国内希少野生動植物種
の再導入事例を増やす。 

目標達成度： III 
新型コロナ関連の制限の下で、種の
保存法対象の国内希少野生動植物昆
虫類２種の再導入を試行した。 

生存基盤環境 
クラスター 

セキュリティ・防災クラ
スターと連携して、水共
生学プロジェクトの公開
シンポジウム（Q-AOS 共
催）を開催し、国内外共同
研究機関との連携を推進
する。 

大型科研プロジェクト「水共生
学」を学術変革領域研究（Ａ）の
採択を目指す。 

目標達成度： Ⅳ 

2021 年６月に共済シンポジウム「港
市・小樽の自然と歴史」を小樽市内
で開催した。９月には学術変革領域
研究（Ａ）「水共生学」が採択された
（領域代表・計画研究 C01 代表：荒
谷、計画研究 B02 代表：藤岡悠一郎
（クラスターメンバー））。2022 年３
月には共済シンポジウム「水共生学
の船出」を福岡で開催し、共同研究
機関との連携を推進した。 

地球・生物圏環
境モジュール 
/Earth System 

Module  

本来は，アジア・オセアニ
ア諸国の研究者と新規測
器を用いた合同観測を実
際に行い，特定地域の特
性に応じた改良などを加
えながら観測ネットワー
クを拡大していく予定で
あった。しかし，海外出張
ができなくなったため，

鹿児島県の海岸と，愛媛県の洋上
で，開発したセンサーの試験を行
う。具体的には，ドローンに搭載
した GNSS-R 海面高度計，赤外線
ライダー測距儀による海面高度
計，洋上浮体を用いた GNSS 海面
高度計，などのテストを行う。 

目標達成度： III 
鹿児島県内の海岸，愛媛県と長崎県
の洋上で，ドローンや各種形状の浮
体による実地計測を実施した。ドロ
ーンでの GNSS 測位精度が想定より
低かったが，これはドローンのモー
タから発した高周波が GNSS 信号の
ノイズ源となっていることが判明
し，アンテナ取り付け位置や防電磁
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３）クラスター・モジュールの研究概要や研究成果に関する外部リンクや図表等 

 

  

次善策として，現地への
対応が即座に行えるよう
に日本国内で測器センサ
ーの開発実験・改良を行
う。 

波シールドを改良した。この結果，
測器の測定精度が向上した。また，
GNSS-R 計測手法が科研費に採択さ
れ，研究開発の機会が広がった。 

分子・生命環境 
モジュール 

/Biomolecule 
Module 

マレーシア・マラヤ大学
との共同研究によって取
得した熱帯植物全遺伝子
発現動態の４８時間時系
列データの解析 

発現動態が概日振動する遺伝子
のリスト化 

目標達成度： Ⅳ 
同定された 28,250 遺伝子の恒暗条
件下での遺伝子発現動態を分析し、
概日振動すると判断される 2,216 遺
伝子、および概日振動している可能
性のある 874 遺伝子をリスト化し
た。 

非モデル植物生体細胞に
パーティクル・ガンによ
って遺伝子を導入する手
法の確立 

温帯木本・熱帯木本各１種以上の
概日時計遺伝子プロモーター部
分に蛍光タンパク遺伝子を導入
し、概日時計遺伝子発現動態をリ
アルタイムで取得・解析 

目標達成度： Ⅱ 
パーティクル・ガンが共同研究先に
ない特殊高額機材であるため、熱帯
木本の調査にまで至らなかった。温
帯植物については手法が十分に確立
された。 

環境経済・経営 
モジュール 
/Environmental 

Economy 
Module  

本モジュールでは、環境
経済・経営学分野におけ
る先端的な分析ツールを
開発するだけでなく、そ
の実証分析を通して脱炭
素社会を達成するために
有効な政策の立案を行う
ことを主なミッションと
する。 

今年度は、11 月下旬に山形大学で
研究ワークショップを開催し、若
手研究者の研究討議の場を作る
だけでなく、共同研究を活性化さ
せる。 

目標達成度： III 
2021 年 12 月 3 日 ～ 2021 年 12 月
5 日の間、ホテルメトロポリタン山
形で研究ワークショップを開催し、
脱炭素社会・脱物質化社会達成に関
する研究発表会を行った。 

クラスター 
/モジュール クラスター・モジュールの研究概要や研究成果に関する外部リンク 
生 存 基 盤 環
境 

クラスター 

https://mizu-kyosei.net 

https://mizu-kyosei.net/
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２．クラスター・モジュール研究教育活動状況 

 
項目 件数 

クラスター・モジュール主催イベント 1 件 

クラスター・モジュール共催イベント 2 件 

共同研究 ４件 

共著論文 41 件 

学会発表（国内） 10 件 

学会発表（海外） 1 件 

教育活動 2 件 
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２０２１年度 クラスター・モジュール活動報告書 

 
クラスター名 

/Cluster 医療・健康クラスター  Medicine and Health Cluster 

クラスター長名 
/Chief 森山 智彦 准教授 Assoc.prof. Tomohiko MORIYAMA 

 
１．活動内容・達成目標・研究成果 

 

１）クラスター・モジュールの Mission/Vision 

クラスターの Mission/Vision 
【日本語】 

医療の地域格差解消や、生活水準の向上に伴う疾患増大への対応など、少子高齢化、 都市化、国際化等を踏
まえた健康寿命の延伸に向けた研究教育を推進します。  

① 情報通信技術を駆使し、医療知識や経験を効率的かつ経済的な手段で共有します。  
② 予防医療事業を展開し、無医村など医療過疎に由来する健康格差を改善します。  
③ 高齢者の健康・福祉を取り巻く法制度や社会環境を調査し、政策提言を導きます。 
④ デザインと医療を融合し、医療に関わる課題解決と、融合型人材の育成を行います。 

【English】 

This cluster aims to address persistent national, regional and social disparities in access to 
quality medical and healthcare services and in opportunities and resources to maintain socio-
economic wellbeing of people in Asia and Oceania amid the sweeping processes of globalization, 
urbanization and population ageing. We also aim at creation and interdisciplinary education for 
medical issues by integrating design and medical expertise. This whole mission is pursued mainly 
through internationally collaborative, medical and social scientific research and education with 
specific emphasis on ICT-based preventive healthcare and welfare policymaking. Primary SDGs 
target areas include Good Health and Wellbeing (3); Quality Education (4); and Reduced 
Idealities (10) 
モジュール名 

/Module 

モジュール長名 

/ Leader 
モジュールの Mission/Vision 

遠隔医療 
モジュール 
/Telemedicine 
Module 

森山 智彦  
准教授 
/Assoc. prof. 
Tomohiko 
MORIYAMA 

(日本語) 200～300 文字程度 
コロナ禍によってより顕在化してきた国家間、地域間での医療格差を解
消するため、これまでに行ってきたアジア太平洋地域を中心とした遠隔
医療教育活動をさらに活性化させると同時に、プログラムの拡充や中央
アジア地域への拡大を図る。またコロナ禍による渡航制限のため人材交
流ができないため、より効果の高い遠隔教育法についてそれぞれの地域
のニーズに合わせて検討を行う。さらに、これまで培ってきた遠隔教育に
おける技術と経験を医療以外の分野にも拡大していく。 
(English) 100-150words 
To eliminate the medical disparities between countries and regions that 
have become more apparent under the COVID-19 pandemic, we will 
further activate telemedicine programs in the Asia-Pacific region and 
extend it to the Central Asian region. Since human exchange programs are 
difficult due to the travel restrictions by the pandemic, more effective 
telemedicine methods to meet the needs of each region will be discussed. 
In addition, we will expand remote education programs beyond medicine 
by sharing our technology and experience in telemedicine. 
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PHC(ポータブ
ル・ヘルス・ク
リニック) 
モジュール 
/PHC(Portable 
Health Clinic)  
module 

中島 直樹教授 
/ Prof. Naoki 
NAKASHIMA 

(日本語) 200～300 文字程度 
アジア地域におけるウィズ・コロナおよび高齢化社会を見据え、地域住民
の感染症、生活習慣病、母子保健、災害被害などの健康医療課題や貧困や
失業、女性差別などの社会問題を解決すべく、オンライン遠隔健診・医療
サービスであるポータブル・ヘルスクリニック（PHC)による健康医療サ
ービスへのアクセス向上（ユニバーサルヘルスケアアクセス達成）によ
り、社会的、経済的、健康的指標の向上を目指す。同時に、これらの成果
物を日本の超高齢社会の健康医療サービス向上および災害後の被害者救
済にフィードバックし、リバースイノベーションを達成する 
(English) 100-150words 
In the era of “With-COVID-19” in Asia, we are aiming to improve access 
to medical service, and improve social, economic and health indicators, by 
online remote preventive medicine service called Portable Health Clinic 
(PHC) (achieving universal health care access), in order to solve social 
healthcare-medical issues as communicable/non-communicable diseases 
and maternal child health, damages by disaster, and social 
economical/ethical issues as poverty/jobless, and discrimination against 
women. Simultaneously, we are aiming to achieve reverse innovation by 
feedback outcomes in Asia, using PHC service in super-ageing society and 
post-disaster situation in Japan. 

エイジング 
モジュール 
/Ageing&Later 
Life Module 

肥後 裕輝 教授 
/Prof. Masa 
HIGO 

(日本語) 200～300 文字程度 
高齢者の就労や退職、公的年金制度の改革また高齢者の介護問題などを
中心とした従来の研究課題への取り組みは継続的に遂行しつつも、本年
度から、今後アジア・オセアニア地域を中心に重要な社会課題となるで
あろう①遠隔医療の老齢医療・介護分野への適用、②「多死社会」の到
来に係る社会変革、③医師幇助安楽死の是非、の 3 つの研究課題にも観
点を広げる。この取り組みに向けて、広く国内外からこれらの分野に精
通した研究者を新規のモジュールメンバーとして誘致し、またこれらの
研究活動の協力者でありまた研究調査の対象ともなる、国内外の政策関
係者や医療従事者、またそれらの団体などとの組織レベルでのネットワ
ーク構築も目指す。 
(English) 100-150words 
This fiscal year, while continuing to address issues related to ‘active ageing’ 
in the areas of retirement, pension, and elderly care, the Module Ageing & 
Later Life (ALL) will expand its research scope to the following three 
emerging social issues that need to be effectively addressed across Asia and 
Oceania in this time of both rapid population ageing and exponential 
advancement in ICT: (1) the advancement of 'geriatric telemedicine' 
(a.k.a., e-health for older people); (2) the coming of a 'death-laden' society 
(a.k.a., a post-super-ageing society); and (3) the legal and ethical issues of 
physician-assisted dying (PAD). For this purpose, the ALL will engage in 
(1) recruiting new module members who specialize in these fields of 
inquiry and (2) expanding its international networks with key non-
academic stakeholders, including policymakers and communities of clinical 
doctors who are concerned with these fields in their daily working lives. 

ス ト ラ テ ジ ッ
クメディカル 
デザイン 
モジュール 

平井 康之教授 
/ Prof. Yasuyuki 
HIRAI 

(日本語) 200～300 文字程度 
デザインの課題発見と解決のプロセスを理解し、医療フィールドにおけ
る課題を解決する戦略や方法論を構築し、その遂行と実証を担うことが
できる人材育成を行う。具体的には、患者や医療従事者などのデザインを
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/Strategic 
Medical Design 
Module 

専門としない多様なステークホルダーにも取り組みが可能なデザイン思
考のアプローチをデザイン関係者と共有することで、１）ワークショップ
や演習型授業を利用した融合型人材の育成を行うこと、２）医療に関わる
課題を解決するデザイン提案と実装化を行うこと、３）患者や医療従事者
などの利用者の視点から課題を解決する方法論を構築することを目指
す。 

(English) 100-150words 
Strategic Medical Design (SMD) Module is aiming at interdisciplinary 
education by integrating design and medical expertise and solutions for 
medical issues. Design thinking approach with non-designers (such as 
patients and medical staff) and designers for co-creation is the key activity, 
and the followings 3 points are the goals: 
(1) Interdisciplinary education by workshops and project-based education 
program 
(2) Design proposal and implementation  
(3) Methodology and strategy from patients and medical staff points of 
views 
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２）上記 Mission/Visionに係る今年度の活動内容・達成目標・研究成果 

 ※「2021年度中の研究成果（達成状況）」欄には、以下Ⅰ～Ⅳの目標達成度と、 

  その理由も記載してください。 

Ⅳ：目標を上回って達成している 

Ⅲ：目標を十分に達成している 

Ⅱ：目標を十分には達成していない 

Ⅰ：活動を実施していない 

担当 
モジュール 具体的な活動内容 2021 年度中の達成目標 

2021 年度中の研究成果 

（達成状況） 

遠隔医療 
モジュール 
/Telemedicine 
Module 

アジアを中心に遠
隔医療教育プログ
ラムを新たな領域、
新たな地域へと拡
大し、国内外におけ
る遠隔医療教育を
さらに推進する。 

遠隔医療教育イベントを
150 回以上開催し、50 以
上の医療施設が新たにイ
ベントへ参加することを
目指す。 

目標達成度： Ⅳ 
遠隔医療教育イベントを 177 回開催し、27 ヶ国の
139 施設が新たにイベントへ参加した。 

ロシアにおける医
療環境の改善と生
活の質の向上のた
め、予防医療と早期
診断を目的とした
遠隔教育プログラ
ムを継続的に開催
する。 

少なくとも 3 回の遠隔医
療教育プログラムを開催
すると同時に、予防医療
の重要性についてロシア
での認知を高める。 

目標達成度： Ⅳ 
ロシアの内視鏡医に向けた遠隔教育プログラムを
3 回、内科医師を対象とした予防医療と早期診断に
関する教育プログラムを６回実施した。 

中南米における早
期胃癌診断率向上
のため症例検討を
中心とした継続的
遠隔医療教育を継
続する。 

中南米の各国を接続した
遠隔医療教育プログラム
を少なくとも 2 回開催
し、現地のニーズに合わ
せた教育を展開する。 

目標達成度： Ⅳ 
中南米を対象とした早期消化管癌の診断に関する
遠隔教育プログラムを計４回実施した。 

ブータンのほか、カ
ザフスタンやキル
ギスタン、タジキス
タン、ウズベキスタ
ンといった中央ア
ジアにおける早期
胃癌診断率向上を
目的として、遠隔医
療教育プログラム
を展開する。 

今年度中に少なくとも計
3 回の遠隔医療教育プロ
グラムを企画・実施し、現
地のさらなるニーズを拾
い上げる。 

目標達成度： Ⅳ 
中央アジア・コーカサスのみを対象とした遠隔教
育を１回実施し、早期胃癌の診断・治療に依然、難
があることを確認した。またブータンに対して、内
視鏡指導医育成のためのオンライン研修を４回実
施した。 

PHC 
モ ジ ュ ー ル
/PHC module 

Regular online 
meeting with 
research partners 
in Asia 

Organized regular 
monthly progress 
meeting (online) with 
the partners including 
some sub-group 
meetings to discuss 
specific research topics 

目標達成度： IV 

These meetings helped partners for experience 
sharing and learn from each other’s field 
experiences for smooth functioning of the activities. 
A sub-group has been developed with the 
researchers from UMS (Malaysia), Grameen 
(Bangladesh) and Kyushu Univ for the 
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development of a new Dental module in the PHC 
system, 

Co-design, co-
implementation of 
PHC research 
activities in Asia 

Organized a number of 
conference and seminars. 

目標達成度： IV 

 Asia Week 2021 (PHC Seminar) 
 APAN-53 (PHC Seminar) 
 One Health / Sakura Science (PHC Session) 
 Social Tech Summit (PHC Sessions) 

Co-design, co-
implementation of 
PHC research 
activities in Asia 

Applied for number of 
joint research funding 
opportunities and some 
of them come out 
successfully 

目標達成度： IV 

 SATREPS (with UMS, Malaysia) 
 AMED (with Biyani Group, India) 
 JST/GAP Next (with Bangladesh) 
 JST/KAKEN (with Grameen, Bangladesh) 

Co-writing and 
joint publications 

Published/presented a 
number of research 
papers and work in 
various reputed journal 
and international 
conference 

目標達成度： IV 

 Kikuchi K, Sato Y, Izukura R, Nishikitani M, 
Kato K, Morokuma S, Nessa M, Nohara Y, 
Yokota F, Ahmed A, RM Islam, Nakashima 
N. Portable Health Clinic for Sustainable 
Care of Mothers and Newborns in Rural 
Bangladesh. Computer Methods and 
Programs in Biomedicine. 2021. 
https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2021.106156 

 Islam R, Ahmed A, Yokota F, Kikuchi K, 
Nishikitani M, Izukura R, Sato Y, Nohara Y, 
Nakashima N. Portable Health Clinic as a 
Telemedicine System with Appropriate 
Technologies for Unreached Communities. 
Studies in Health Technology and 
Informatics, Telehealth Innovations in 
Remote Healthcare Services Delivery, E-
book. 2021. 277, 57-67. 
DOI:10.3233/SHTI210028 

 Islam R, Kikuchi K, Sato Y, Izukura R, Jahan 
N, Sultana N, Nessa M, Yokota F, Nishikitani 
M, Ahmed A, Nakashima N. Maternal and 
Child Healthcare Service by Portable Health 
Clinic System Using a Triage Protocol. 
Studies in Health Technology and 
Informatics, Nurses and Midwives in the 
Digital Age, E-book. 2021. 284,130-134. 
DOI10.3233/SHTI210684 

 Shaira Tabassum, Nuren Abedin, Md 
Mahmudur Rahman, Md Moshiur Rahman, 
Mostafa Taufiq Ahmed, Rafiqul Islam, Ashir 
Ahmed. An online cursive handwritten 
medical words recognition system for busy 
doctors in developing countries for ensuring 
efficient healthcare service delivery. 
Scientific Report. 2021. 12.1,1-13. 
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There are more papers: 3 IEEE , 1 PLOS ONE and 
others 

Co-design and co-
implement social 
business models 

A draft of university 
campus-based healthcare 
social business model 
called GENKI Campus 
for ensuring healthy 
students, faculties and 
staffs by using PHC 
system for developing 
countries has been 
developed. 

目標達成度： II 

A primary demonstration and test of the GENKI 
Campus model has been conducted in 4 university 
campuses of Bangladesh (East West Univ and 
Eastern Univ), Nepal (Kathmandu Univ) and 
Thailand (AIT). 

エイジング 
モジュール 
/Module 
Ageing & 
Later Life 

上述の新規の研究
課題への取り組み
体制づくりの一環
として、新規モジ
ュールメンバーの
誘致や研究機関な
どステークホール
ダー組織との連携
作りを行う。 

研究者個人レベルで、ま
た組織レベルでの研究ネ
ットワークを拡大し、本
年度中に 4 名の新規モジ
ュールメンバーの獲得と
2 つの研究機関との連携
構築を実現する。 

目標達成度： II 
2 名の新規モジュールメンバーの獲得と一つの研
究機関との連携構築を実現したが、目標値には至
らなかったので、次年度に継続して達成を目指
す。 

これまでの研究活
動の成果を関連分
野の国際学会にお
いて発表し、関連
学会・学術文献へ
貢献する。 

研究発表を今年度中に計
5 回行い、現行の研究課
題・手法・発見に対し、
今後の継続的な研究活動
遂行のためのフォードバ
ックを得る。 

目標達成度： IV 
国際、国内、および学内の学会において、計 7 回
の研究発表を行ったため、目標値を上回る成果を
達成することができた。 

国際学会（シンポ
ジウム・研究会・
セミナー含む）を
企画・実施し、関
連研究分野の研究
成果や意見交換、
またネットワーキ
ングの機会を広く
世界に提供する。 

本年度中に少なくとも計
3 回の国際学会を企画・
実施する。また計 2 回は
既存の国際学会における
セッションの企画と運営
を行う。 

目標達成度： III 
Gerontological Society of America を含む既存の
国際学会でのセッションの企画・運営を 3 回実施
したため、目標値を十分に達成することができ
た。 

これまでの研究成
果を論文と書籍と
して出版し、関連
分野の学術文献の
みならず、関連す
る政策関係者や産
業界へも貢献す
る。 

査読学術論文、ニューズ
レター寄稿論文、また学
術書を含め、本年度中に
5 本の出版を行う。 

目標達成度： IV 
査読学術論文４本およびニューズレター論文３
本、計 7 本の提出と出版を達成したため、目標値
を上回る成果を達成することができた。 

ストラテジッ １）ワークショップ １）芸術工学府の演習授 目標達成度：  III 
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クメディカル
デザイン 
モジュール 
/Strategic 
Medical 
Design 
Module 

や演習型授業を利
用した融合型人材
の育成を行うこと 
２）医療に関わる課
題を解決するデザ
イン提案と実装化
を行うこと 
３）患者や医療従事
者などの利用者の
視点から課題を解
決する方法論を構
築すること 

を目指す。 

業２件実施、10 人の学生
の教育を行う。 
 
２）デザイン提案を３件
作成 
 
 
３）上記の取り組みのレ
ビューを行い、患者や医
療従事者などの利用者の
視点から課題を解決する
方法論の仮説を作成す
る。 

１） QR プログラムの補助を受け、九州大学病院
と芸術工学研究院で行われた医療とデザインの学
生向け演習プロジェクトが１年間前期・後期で開
催された。その教育プログラムの担当メンバーと
してディレクションとサポートを行った。芸術工
学府と統合新領域学府の大学院生と医学研究院・
病院の外科、口腔外科、看護学科の大学院生・教員
の計 18 名が参加した。特に芸術工学府と統合新領
域学府の５人の大学院生は、個別指導を行い教育
を進めた。 
２）上記教育プログラムで、医療現場の課題が 192
件、アイデアが 221 件生まれ、それらをもとに洗
髪用ポットや口腔診療用アプリケーションなど 6
件の試作を伴ったデザイン提案が作成された。そ
れらのサポートを行った。そのうち口腔外科の子
供用診察椅子は、授業での試作を発展させ、当プロ
ジェクトとして新たに改良した折りたたみ式の試
作を 1 件作成した。 
また、介護施設のウエルビーイングを高めるライ
フマップについて、アジア展開の第一ステップと
して日本語の研究内容を韓国語に翻訳し、韓国の
介護施設でのヒアリングを 1 件行った。 
さらにアジアを対象とした高齢者のウエルビーイ
ングを高めるフィットネスの動画を３本作成し
た。 
３）本モジュールは、今年度からスタートし、医療
フィールドにおける課題を解決する戦略や方法論
を構築を行った。具体的には、１月１８日に開催さ
れた「未来の体育共創サミット 2022」に、高齢者
のウェルビーイングを高める「未来の体育＝体育 
X デザイン」というテーマで登壇や、湖南大学デ
ザ イ ン 学 科 の 医 療 デ ザ イ ン グ ル ー プ 、 李 子
龍 (Zilong LI)准教授との意見交換会、１月２８日
の九大病院との学生プロジェクトなど多様なステ
ークホルダーとの対話から課題と方法論の再検討
を行った。当初の患者や医療従事者だけではなく、
「医療や介護でケアする人、される人のケア」を対
象とすることとした。そしてケアされる前のウエ
ルビーイングをサブテーマとして導き出した。 
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３）クラスター・モジュールの研究概要や研究成果に関する外部リンクや図表等 

 

 

 

２．クラスター・モジュール研究教育活動状況 

 
項目 件数 

クラスター・モジュール主催イベント  7 件 

クラスター・モジュール共催イベント 6 件 

共同研究 16 件 

単著論文 2 件 

共著論文  7 件 

学会発表（国内） 23 件 

学会発表（海外） 19 件 

交流関係 9 件 

教育活動 219 件 

協定 1 件 

 

 

 
  

クラスター 
/モジュール クラスター・モジュールの研究概要や研究成果に関する外部リンク 

遠隔医療 

モジュール 
https://www.temdec.med.kyushu-u.ac.jp/ 

PHC 

モジュール 
https://portablehealth.clinic 

https://www.temdec.med.kyushu-u.ac.jp/
https://portablehealth.clinic/
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２０２１年度 クラスター・モジュール活動報告書 

 
クラスター名 

/Cluster 
セキュリティー・防災 
クラスター  

Security and Disaster Prevention 
Cluster 

クラスター長名 
/Chief 鬼丸 武士 教授 Prof. Takeshi ONIMARU 

 
１．活動内容・達成目標 

 

１）クラスター・モジュールの Mission/Vision 

クラスターの Mission/Vision 
【日本語】 

現在、アジア・オセアニア地域では、越境犯罪や感染症の流行といった非伝統的安全保障問
題、情報技術の進歩が国家や社会にもたらす影響、高齢化や都市化の進展などによる政治・経
済・社会秩序の不安定化、 地震や津波、火山の噴火、台風、集中豪雨などの自然災害など、様々
なセキュリティー課題に直面しています。本クラスターはこれらの課題の実態を解明し、防災
や減災、復興への取り組みを支援し、政策提言などをおこないます。 

【English】 

Now, we are facing various security issues and disasters in Asia and Oceania. These issues and 
disasters are (1) non-traditional security issues, such as trans-border crimes, traffic in person, and 
infectious diseases, (2) impacts of the rapid progress of information technologies, (3) social, 
economic, and political instabilities caused by aging and urbanization, (4) natural disasters such 
as earthquakes, tsunamis, volcanic eruptions, typhoons, floods, and torrential rains. This cluster 
will identify the root causes of these problems and will find feasible solutions. 
 

モジュール名 

/Module 

モジュール長名 

/Chief 
モジュールの Mission/Vision 

セ キ ュ リ テ ィ
ーモジュール 
/Security Issue 
Module 

鬼丸 武士 教授 
/ Prof. Takeshi 
ONIMARU 

東アジア、東南アジア地域を対象に、地域が現在直面しているセキュリテ
ィー上の課題、具体的には感染症や越境犯罪といった非伝統的安全保障問
題、情報技術の進歩が国家や社会にもたらす影響、高齢化や都市化、地方
の空洞化といった政治・経済・社会秩序の不安定化、それに起因する人々
の生活の不安定化といった問題群に対して、政治学、地域研究、社会学、
歴史学、言語学といったアプローチを活用しながら、現場での課題の実態
を解明し、その解決策を現地の人と共に考えていくことを目的とします。 

In contemporary East and Southeast Asia, we face several security issues. 

These security issues are non-traditional security issues such as infectious 

diseases, trans-national crimes, and traffic in person; enhancing 

surveillance by states and societies utilizing advanced information 

technologies; political, economic, and social instabilities caused by rapid 

demographic changes, urbanizations, inequalities, poverties, environmental 

destructions, and so on. This module reveals the current conditions of these 

threats at the grassroots levels through the political, regional, social, 

historical, and linguistic approaches and tries to find a way to solve or 

mitigate the negative impacts of these threats with local peoples. 
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防災 
モジュール 
/Disaster 
Prevention 
Module 

三隅 一百 教授 
/ Prof. Kazuto 
MISUMI 

日本を含む東アジア、東南アジア地域は、火山の噴火や地震、津波、台風、

突発的豪雨といった様々な自然災害に直面している。本モジュールは、こ

れらの災害によって被災した人々の復興への取り組みを支援し、復興に至

る道筋で直面する様々な課題を、主に社会調査の手法を用いながら明らか

にすることを目的とする。また、自然災害で被災するのは人間だけではな

い。熊本震災時の熊本城のように、地域の人々にとって大切な意味を持っ

ていた歴史建造物や史跡もまた被害にあう。本モジュールはこういった歴

史建造物や史跡の防災、復興を考古学の知見を活用しながら支援し、被災

地の社会や人だけではなく、地域の歴史的共有財産までを対象として活動

をおこなう。 

We are frequently hit by natural disasters such as earthquakes, tsunami, 

volcanic eruptions, typhoons, floods, and torrential rains in East and 

Southeast Asia. This module mainly focuses on restoration and 

rehabilitation phases, reveals problems and difficulties sufferers face by 

conducting social surveys and field research, and tries to support sufferers. 

Natural disasters destroy not only societies and human lives but also 

historical remains and monuments, which play essential roles among local 

communities and peoples. Therefore, this module also focuses on these 

historical remains and analyzes suitable ways to protect and reconstruct 

them from natural disasters by utilizing archeological approaches.  
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２）上記 Mission/Visionに係る今年度の活動内容、達成目標 

※「2021 年度中の研究成果（達成状況）」欄には、以下Ⅰ～Ⅳの目標達成度と、 

  その理由も記載してください。 

Ⅳ：目標を上回って達成している 

Ⅲ：目標を十分に達成している 

Ⅱ：目標を十分には達成していない 

Ⅰ：活動を実施していない 

 

担当 
モジュール 具体的な活動内容 2021 年度中の達成目標 

2021 年度中の研究成果 

（達成状況） 

セ キ ュ リ テ
ィ ー モ ジ ュ
ール 
/Security 
Issue Module 

近代以降のアジアの公衆
衛生、警察、サーベイラン
スの実態に関するオック
スフォード大学との共同
研究 

これまでの研究成果としての英
文編著の編集・出版を今年度中に
は実現する。また新型コロナなど
の感染症対策に関する共同研究
の準備を進める。 

目標達成度： Ⅱ 
2021 年度中の出版を目指したが、依
然編集作業中である。仏領インドシ
ナの公衆衛生史については資料調査
を実施した。 

アジアのセキュリティ・
ガバナンス課題に対する
データ分析手法の確立を
目指す国際共同研究 
 

インスブルック大学から研究者
を招聘し、アジア言語を用いたデ
ータ分析手法を確立する。 

目標達成度： Ⅰ 
新型コロナ・ウィルスのパンデミッ
クのため研究者の招聘を延期した。 

アジアの都市化が引き起
こす社会、経済、政治不安
の現状とその解決策に関
する研究 
 

都市化とセキュリティーに関す
る国際ワークショップを開催す
る。 

目標達成度： Ⅲ 
2022 年 3 月に国際ワークショップ
をオンラインで開催し、研究成果の
共有と今後の研究方向の確認をおこ
なった。 

海域アジア世界における
安全保障とガバナンスに
関する共同研究 

北海道の小樽市、道東地域、九州
の北九州市、福岡市、長崎市、西
南諸島などをフィールドに、現地
調査を実施し、みなとがどのよう
に利用されてきたのか、みなとが
持続的に存続できる条件は何で
あるのかなどについて小樽商科
大学などと共同で研究をおこな
う。 

目標達成度： Ⅲ 
2021 年度は研究に必要となる基礎
資料やデータの所在の確認、収集を
おこなった。小樽、道東地域、武雄
については合同フィールド調査を実
施した。今後も研究を継続する上で
必要となる活動をおこなうことが出
来た。 

防災 
モジュール 
/Disaster 
Prevention 
Module 

防災および災害からの復
興にコミュニティ、社会
ネットワーク、機関連携
が果たす役割の多角的か
つ実証的な研究。 

2019 年 8 月の佐賀豪雨の被災地
である武雄市で市民意識調査を
実施し、地域防災・復興の条件に
関する基礎データ分析をおこな
う。 
 

目標達成度： Ⅲ 
武雄市で防災とまちづくりに関する
市民意識調査をおこない、鰓得たデ
ータの整理・分析を進めている。 

自然災害で損傷した歴史
遺物の復元に関する研究 

主に九州地域の歴史遺物を対象
に、自然災害の被害の実態調査
と、その復元をめぐる課題につい
て研究をおこなう。 
 

目標達成度： Ⅰ 
新型コロナ・ウィルスのパンデミッ
クのためフィールド調査が実施でき
なかった。 

セ キ ュ リ テ 東アジア、東南アジア地 九州大学の学部生、大学院生を対 目標達成度： Ⅲ 
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２．クラスター・モジュール研究教育活動状況 

 
項目 件数 

クラスター・モジュール共催イベント １件 

共同研究 １件 

教育活動 ２件 

 

 

  

ィ ー モ ジ ュ
ール・防災モ
ジ ュ ー ル 共
通 
/Security 
Issue 
Module・ 
Disaster 
Prevention 
Module 

域を対象にした、オンサ
イト・オンデマンド教育
の実践 

象に、東アジア、東南アジア地域
でのセキュリティー・防災をめぐ
る課題を現場で検討する教育モ
デルを構築する。今年度は主に日
本国内を対象に活動を実施する。 

九州大学の学部学生を対象に、釧路
を中心とした道東地域、小樽市、関
西地域でのセキュリティー・防災課
題を対象としたフィールド調査実習
をおこなった。 
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２０２１年度 クラスター・モジュール活動報告書 

 
クラスター名 

/Cluster 文化変動クラスター  Cultural Variation Cluster 

クラスター長名 
/Chief 久保 智之 教授 Prof. Tomoyuki KUBO 

 
１．活動内容・達成目標・研究成果 

 

１）クラスター・モジュールの Mission/Vision 

クラスターの Mission/Vision 
【日本語】 

文化・政治・経済を包括する人間の営みとしての文化の変動を、長期的視野で分析・検討し
ます。これによって、解決すべき社会的諸問題が生み出される文化的背景を明らかにするとと
もに、その解決のための糸口を提示し、また新たな課題を発掘します。 

【English】 

From long-term perspectives, we will analyze the variation of human activity including culture, 
politics, and economy. We are thereby aiming to reveal cultural backgrounds where social issues 
that should be solved were caused, to suggest solutions of these issues, and to identify future 
issues. 

モジュール名 

/Module 

モジュール長名 

/Leader 
モジュールの Mission/Vision 

情報 
モジュール 
/ Information 
Module 

久保 智之 教授 
/Tomoyuki 
KUBO 

広い意味での「情報」について、「文化変動」との関係を研究する。ここ
で問題にする「情報」には、医療情報や言語情報、法に関わる情報などが
含まれる。また、ここで言う「文化変動」とは、ある文化の歴史的な変化
を問題にする場合と、現代という時代の中での、地域におけるバリエーシ
ョン（アジアの中でのバリエーションや日本の中でのバリエーション）を
問題にする場合がある。 
We investigate the relation between ‘information’ in a broader sense on one 
hand, and ‘cultural variation’ on the other. Here, ‘information’ includes 
medical information, linguistic information, legal information, and so on. 
‘Cultural variation’ means historical changes of a culture, or regional 
variations of a culture. 

文化遺産 
モジュール 
/Cultural 
Heritage 
Module 

宮本 一夫 教授
/ Prof. Kazuo 
MIYAMOTO 

文化遺産や文化財の保護への提言を行うために、環境変動史・災害史研究
と人類史研究を融合させた新学術分野の創成を試みるとともに、文化遺
産・文化財をめぐるさまざまな文化的・政治的・経済的諸問題を解決する。
そのため、関係する国内外の研究者とモジュールのメンバーとともに、気
候・環境変動と歴史遺産に関する研究会・シンポジウムを開催する。特に、
文化遺産に関わる文明の発展と衰退を、気候・環境変動との関係から議論
する。そうした議論の内容を、現代世界の地球環境と SDGs のあり方への
参考とするとともに、何らかの提言が可能であるかを模索する。 
In order to make proposals for the protection of cultural heritage and 
cultural properties, we will try to create a new academic field that combines 
environmental change history, disaster history research and human history 
research. And we also resolve various cultural, political and economic 
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problems related to cultural heritage and cultural properties. Therefore, we 
will organize the research meeting about the relationship between the 
environmental change and the cultural relics with related researchers from 
domestic and other countries. In this this meeting, we are especially going 
to elucidate the rise and fall of the civilization related with the 
environmental change. These discussions and research results should help 
solve the issues about the environmental change and SDGs of present days. 

アジア－日本 
モジュール 
/ Asia-Japan 
Module 

岩田 健治 教授
/  Prof. Kenji 
IWATA 

「アジアとしての日本」「アジア－日本関係」を国際的な視野から経済･文
化･歴史の諸側面にわたって検討する。その際「日本から見たアジア」「ア
ジアから見た日本」の歴史的変遷と現在について解明する「時間軸アプロ
ーチ」と、日本も含むアジア諸国の相互依存や「統合」について解明する
「空間軸アプローチ」という二つのアプローチを駆使し、かつ歴史学･人
文学･教育学･経済学など人文社会科学系分野の多様なディシプリンと知
見を重ね合わせながら、「アジアと日本」という普遍的テーマに未来志向
で挑戦する。  
Our mission is to examine "Japan as Asia" and "Asia-Japan Relations" from 
an international perspective on various aspects of economy, culture, art, and 
history. Taking either the "temporal axis approach" to clarify the historical 
transition and present of "Asia as seen from Japan" and "Japan as seen from 
Asia" or the "spatial axis approach" to clarify the interdependence and 
"integration" among Asian countries including Japan, synthesizing various 
disciplines and knowledge in the fields of humanities and social sciences 
such as history, humanities, education, arts, urban studies, and economics, 
our cluster challenges the universal theme of "Asia and Japan" with future-
oriented mindset. 
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２）上記 Mission/Visionに係る今年度の活動内容、達成目標 

※「2021 年度中の研究成果（達成状況）」欄には、以下Ⅰ～Ⅳの目標達成度と、 

  その理由も記載してください。 

Ⅳ：目標を上回って達成している 

Ⅲ：目標を十分に達成している 

Ⅱ：目標を十分には達成していない 

Ⅰ：活動を実施していない 

 

担当 
モジュール 具体的な活動内容 2021 年度中の達成目標 

2021 年度中の研究成果 

（達成状況） 

情報 
モジュール 

主催イベント。Kyushu 
University Asia Week に
て “Politics, Technology 
and Trust in the Fight 
Against Covid-19”を開催
した。（2021 年 10 月 19
日） 

日本・韓国・台湾・フィリピ
ンの研究者が研究報告を行
った。 

目標達成度： Ⅲ 
日本、台湾、フィリピンの研究者が研究報
告を行い、韓国の研究者が討論を行った。
良い意見交換の機会となると同時に、30 名
以上の聴衆が参加し、盛況であった。 

情報モジュ
ール 

主催イベント。ASOC 
Student E-Conference: 
Challenge and Harmony 
in Asia（2021 年 11 月
19 日―20 日）。 

アジア研究・情報化社会 
をテーマにした学生対象の
シンポジウムを行った。 

目標達成度： Ⅳ 
日本・フィリピン・タイの研究者が運営委
員会を組織し、学生対象のオンライン会議
を行った。発表者 30 名、参加者・聴衆は延
べ 100 名を超え盛況であった。来年度も引
き続き開催予定である。 

情報モジュ
ール 

共催イベント。シンポジ
ウム「図書館と社会融
合」（統合新領域学府ラ
イブラリーサイエンス
専攻主催。2021 年 12 月
4 日―7 日）。 

社会における情報センター
としての図書館の役割を再
検討するシンポジウムを行
った（ボードゲーム、SDGs、
ディベート、市民科学を取
り上げた） 

目標達成度： Ⅳ 
情報と SDG そして図書館の役割という観
点から大変意義深いシンポジウムであっ
た。参加者・聴衆は延べ 100 名を超え盛況
であった。ライブラリーサイエンス主催シ
ンポジウムは来年度も引き続き共催予定で
ある。 

情報モジュ
ール 

共催イベント。日本科学
振興協会（JAAS）「人文
社会系異分野交流会 ～
人文社会系科学の未来
のためにみんなで話そ
う！」（1 月 22 日） 

人社系についての交流イベ
ントを共催した。 

目標達成度： Ⅲ 
主に若手研究者・大学院生が参集し、人文
社会科学系の研究・教育について意見交換・
情報交換を行った。参加者は 30 名ほどで
活発に議論が行われた。 

情報モジュ
ール 

学会発表（海外）Asia 
Centre, “COVID-19 in 
Asia”（2021 年 9 月 8 日
-10 日） 

セッションを 2 つだし、研
究報告を行った。 PoliTech 
and Anti-Covid measures in 
East Asia; Online 
Educational Practices in- 
and post-Covid 19 

目標達成度： Ⅳ 
タイのアジアセンターのシンポジウムに共
催セッションを 2 つ組織した。参加者は 100
名を超え、国際的なネットワーキングも強
化され、有意義であった。 

情報モジュ
ール 

共同研究「COVID-19 に
おける市民の政策評価
と行動」 

コロナ禍における市民の行
動変容を政治心理学のアプ
ローチから分析する共同研
究である。 

目標達成度： Ⅳ 
数理データサイエンス教育研究センターの
助成にも採用され、ウェブ調査を行い、3 つ
の国内学会で研究報告を行った。現在、論
文出版に向け準備を進めている。 
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情報モジュ
ール 

学会発表（国内）日本選
挙 学 会 で 学 会 発 表
（2021 年 5 月 8 日） 

縄田健悟・宮島健・藤村まこ
と・大賀哲「政治的イデオロ
ギーと敵-味方を分ける集
団間分断思考：集団間紛争
の視点から」を研究発表し
た。 

目標達成度： Ⅲ 
研究報告を行い、有意義なコメントが得ら
れた。 

情報モジュ
ール 

学会発表（国内）日本社
会心理学会で学会発表
（2021 年 8 月 25 日・
26 日） 

藤村まこと・縄田健悟・大賀
哲・宮島健「リバタリアニズ
ムの道徳基盤と政治的イデ
オロギーの関連」を研究発
表した。 

目標達成度： Ⅲ 
研究報告を行い、有意義なコメントが得ら
れた。 

情報モジュ
ール 

学会発表（国内）日本グ
ループ・ダイナミクス学
会で学会発表（2021 年
9 月 11 日） 

藤村まこと・縄田健悟・大賀
哲・宮島健「自由を含む道徳
基 盤 と 政 治的 イ デオ ロ ギ
ー：投票行動・批判的思考・
政策争点態度との関連性」
を研究発表した。 

目標達成度： Ⅲ 
研究報告を行い、有意義なコメントが得ら
れた。 

情報モジュ
ール 

教育活動：フィリピン大
学と合同授業を行った
（2021 年 4 月―5 月）。 

日本政治についての合同授
業をフィリピン大学アジア
センターと合同で行い、情
報化社会について九州大学
とフィリピン大学の学生が
議論した。 

目標達成度： Ⅲ 
合同授業を行い、相互に意見交換、交流を
行うことができた。学生にとっても有意義
であった。来年度以降も継続して行ってい
きたい（参加学生は 20 名程度）。 

アジア-日
本 

2021 年 4 月 15 日：
Vickers 教授を中心に国
際 フ ォ ー ラ ム 
“Progress Update of the 
International 
Commission on the 
Futures of Education”を
UNESCO Bangkok と共
催。 

日本や他のアジア諸国の研
究者と当該分野における最
新の知見を共有する。 

目標達成度： Ⅲ 
ユネスコ「教育の未来」国際委員会が作成
している「教育の未来」イニシアティブに
関する報告書についてアジア太平洋地域報
告を担当する研究者による様々な意見交換
と進捗状況報告が行われた。 

2021 年 6 月 2 日 : 
Vickers 教 授 が Penn 
State University の Ran 
Zwigenberg 教授らとと
も に webinar “The 
Holocaust and its 
Heritage: Taiwan, East 
Asia and Beyond” を 主
催。  

当該分野に関して、日本、
香港、台湾、イスラエル、
米国の研究者の知見を共有
する。 
Stanford University's 
Center for East Asian 
Studies と  The Graduate 
Institute of Building and 
Planning, National Taiwan 
University との研究連携強
化。 

目標達成度： Ⅲ 
東アジアの博物館（台湾、中国、日本、韓
国）関係者と研究者を招き、東アジアにお
けるホロコースト表象がいかにアジアの戦
争関連展示に影響を与えているかについて
議論を行なった。 

Yang 講師を中心に「帝
国の視座と移動」（仮）
をテーマに、20 世紀東
アジアの 朝鮮半島･日
本･満洲･台湾における
文化･美術･建築の交流

当該学術分野における人文
科学の学際的な議論を通じ
て、新たな知見の共有と深
化、そうした知見の学生へ
の提供、本学と世界の研究
者の国際的な研究ネットワ

目標達成度： IV 
2022 年 2 月 12・13 日、オンライン国際シ
ンポジウム「越境する文化：モノ、ヒト、
思想の軌跡と交流」を開催し、その初日（2
月 12 日）に、日本・韓国・台湾から８人の
若手研究者が 20 世紀朝鮮半島･日本の文化
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に焦点をあて、若手研究
者を中心に国際ワーク
ショップあるいはシン
ポジウムを開催する。 

ークの構築、若手研究者の
育成を目指す。 

と美術の交流について先端的な研究成果を
発表し、日本国内と海外からシニア学者と
若手学者と学生たち（合計９９人）が参加
し、幅広くそして深く学際的な議論ができ
た。さらに、日英通訳のため、海外と日本
の研究結果と交流が十分に深まった。また、
九州大学アジア機構の研究と広人文学講座
の教育状況について広く宣伝することがで
きた。これらの発表論文は、2022 年に論文
集を出版することに導いた。 
https://www.imapkyudai.net/transcultural-
exchanges 

「アジア(ASEAN･中国
等)と日本」をテーマに、
アジア域内の経済関係
や経済協力等について
考えるシンポジウムの
開催を計画。 
 

コロナ終息後のアジア域内
サプライチェーンのあり方
や、米中冷戦下の日本と他
のアジア諸国との関係につ
いて、社会科学の観点から
展望する。 

目標達成度： Ⅲ 
2021 年 10 月 14 日（木）に、九州大学 EU
センター(ジャン・モネ CoE 九州)主催、Q-
AOS 文化変動クラスター「アジア-日本モ
ジュール」共催で外務省欧州局政策課長の
吉武将吾氏によるオンライン・セミナー『イ
ンド太平洋と対ＥＵ外交』を開催した。多
くの分野で日本と EU との連携強化が求め
られている中、21 年 9 月に EU が発表した
「インド太平洋戦略に関する共同コミュニ
ケーション」など、アジア地域における日
EU 外交の最前線の動きについて講演とデ
ィスカッションが行われた。 

2022 年 12 月 10 日：
Vickers 教 授 、 Chen 
Sicong 准教授を中心に
“ Discourse and Politics 
of Citizenship 
Education in Asia”に関
する国際ワークショッ
プを開催予定。 

当該分野における研究交流
と 知 見 の 国際 的 共有 を 行
う。 
さらなる研究ネットワーク
の強化と共同研究による論
文への足がかりを固める。 

目標達成度： Ⅲ 
アジアにおけるシティズンシップ教育言説
を香港、シンガポール、日本、台湾の個別
事例を上げながら議論を行い、各地域の政
治的要素に着目しながら批判的な検証と意
見交換を行った。 

【新規追加分】「帝国」
な観点から日本近代美
術史と東アジアの関連
性を再考するため、日本
と海外の新鋭な研究を
紹介する講演を行う。 

日本とアジアの関連を強調
し、学際的な議論を通じて、
新たな知見の共有と深化、
そうした知見の学生への提
供、本学と世界の研究者の
国際的な研究ネットワーク
の構築、若手研究者の育成
を目指す。 

目標達成度：III 
1 月 21 日 、 東 洋 英 和 女 子 学 院 大 学 の 

Magdalena Kolodziej 講師によるオンライン
英 語 講 演  “Constructing the Modern: 
Japanese Salon Art on Display in Colonial 
Seoul and Taipei (1922-1945)” を開催し、学
生たちと日本近代美術史と東アジアの関連
性、そして「帝国」という枠組みに関する
議論が盛り上がり、日本近代美術史を再考
する可能性を提供した。 

【新規追加分】学際的な
観点から日本近代美術
史を再考するため、日本
と海外の新鋭な研究を
紹介する講演を行う。 
 

当該学術分野における人文
科学の学際的な議論を通じ
て、新たな知見の共有と深
化、そうした知見の学生へ
の提供、本学と世界の研究
者の国際的な研究ネットワ

目標達成度： Ⅳ 
2 月 18 日、 University of East Anglia の Eriko 

Tomizawa-Kay 講師によるオンライン英語
講演 Transition from Painted to Painter: The 
Female Body of Okinawa and its Women 
Artists を開催した。日本、ヨーロッパ、ア

https://www.imapkyudai.net/transcultural-exchanges
https://www.imapkyudai.net/transcultural-exchanges
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ークの構築、若手研究者の
育成を目指す。 

メリカそして中国から合計２３名人が参加
した。その後の討論に、研究対象である
artists たちも参加し、学生たちに斬新な視
点をもたらし、また深く討論ができた。 

【新規追加分】2022 年
3 月４日、11 日、18 日：
「映画を通して見る東
アジア２ー今みんなで
考えるべき問題とは」を
開催 

東アジア地域に関連するド
キュメンタリー映画と専門
家による講義と質疑応答を
通して映画の中では時間の
関係上触れられていない歴
史的、文化的、社会的背景に
関する補足を行う。また、九
州大学台湾スタディーズや
Q-AOS の一般の方に対す
る認知度向上。 

目標達成度： Ⅳ 
今 回 は 、 台 湾 / 沖 縄 の 歴 史 的 関 係 性 、
LGBTQ 関連ではあまり多くが語られない
「地方」や「貧困層」に着目した視点から
の議論、そして香港問い場所を通した「民
主主義」「言論の自由」という価値観につい
て議論が行われた。3 日合計で 691 名が参
加した。 

文化遺産
モジュール 

中国社会科学院考古研
究所及び台湾中央研究
院・歴史語言研究所から
研究員を招聘して、気
候・環境変動と歴史遺産
に関する研究会・シンポ
ジウムを開催する。招聘
が難しい場合は、オンラ
インでも会議を開催す
る。 

中国社会科学院考古研究所
及び台湾中央研究院・歴史
語言研究所との研究交流を
深める。さらに、環境変動と
社会の関わりについて、人
文社会科学の立場から検討
を深める。 

目標達成度： Ⅳ 
「商代後期の社会・文化とその変化」と題
したオンライン講演会を 2022 年 3 月 20 日
に開催した。中国から 5 名、台湾から 1 名、
カナダから 1 名、日本から 1 名が、合わせ
て 7 本の発表をオンラインで行った。日中
逐語訳で、発表・質疑応答により、有意義
な会議が行われた。参加者が 269 名に達し，
海外から 200 名以上の参加者があった。ま
た、資料集を印刷し配布した。 
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３）クラスター・モジュールの研究概要や研究成果に関する外部リンクや図表等 

 

 

２．クラスター・モジュール研究教育活動状況 
 

項目 件数 

クラスター・モジュール主催イベント 5 件 

クラスター・モジュール共催イベント 5 件 

共同研究 2 件 

単著論文 4 件 

共著論文 3 件 

学会発表（国内） 7 件 

学会発表（海外） 6 件 

交流関係 4 件 

教育活動 5 件 

協定 1 件 

 

 

クラスター 
/モジュール クラスター・モジュールの研究概要や研究成果に関する外部リンク 
ア ジ ア と 日
本 モ ジ ュ ー
ル 

https://www.imapkyudai.net/transcultural-exchanges  

※Transcultural Exchanges: Mapping Movement of Art, Ideas, and People in Asia などシ

ンポジウムのページ。 

ア ジ ア と 日
本 モ ジ ュ ー
ル 

https://www.ku-unescochair.com 

※九州大学ユネスコチェアー概要 HP。 

ア ジ ア と 日
本 モ ジ ュ ー
ル 

https://en.unesco.org/futuresofeducation/2021%E2%80%90consultations 

※ユネスコ「教育の未来」イニシアティブとその報告書に関する URL。 

ア ジ ア と 日
本 モ ジ ュ ー
ル 

https://www.keio-up.co.jp/np/isbn/9784766427851/ 

※小野容照『韓国「建国」の起源を探る―三・一独立運動とナショナリズムの変遷』（慶應義塾

大学出版会、2021年 12月）の出版社サイト。新聞の書評（2件）の本文リンクあり。 

ア ジ ア と 日
本 モ ジ ュ ー
ル 

http://eu.kyushu-u.ac.jp/news/20211014_JMSeminar.pdf 

※アジア-日本モジュールが共催したジャン・モネ・セミナーシリーズ『インド太平洋と対ＥＵ

外交』の案内。 

文化遺産 
モジュール 

https://www2.lit.kyushu-u.ac.jp/~kibayuboku/index.html 

※文化遺産モジュールが関係する「東アジアにおける農耕の拡散・受容と牧畜社会生成過程の

総合的研究(基盤研究 S）」の URL。 

https://www.imapkyudai.net/transcultural-exchanges
https://www.ku-unescochair.com/
https://en.unesco.org/futuresofeducation/2021%E2%80%90consultations
https://www.keio-up.co.jp/np/isbn/9784766427851/
http://eu.kyushu-u.ac.jp/news/20211014_JMSeminar.pdf
https://www2.lit.kyushu-u.ac.jp/%7Ekibayuboku/index.html

