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皆さん、こんにちは。
大阪大学グローバルイニシアティブ機構キャンパスイノベーション部門の住
村欣範（SUMIMURA Yoshinori）と申します。
今日は、我々、大阪大学ASEANキャンパスの取組が、BIMP-EAGAにどのよ
うに貢献する可能性があるかということについて、特に、Halal Scienceとい
うテーマを中心にご紹介したいと思います。
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Osaka University
National University 
• 10 graduate schools, 6 independent graduate schools and 11 undergraduate 

schools.

• 1 World Premier International Research Center, 5 research institutes, 7 centers

まず、我々の大阪大学についてです。大阪大学は日本でも有数の教育研究
を行っている総合大学です。その直接の源流は、19世紀に大阪にできた医学
と自然科学の学校である適塾にあります。その後、特に産業界や民間の強い
要望受けて、1931年に日本の国立大学として設立されました。

このような歴史的な背景から見てもわかるように、大阪大学の大学として
の特徴は、イノベーションにあるといっても過言ではありません。2017年の
Nature Index Innovationでは、世界31位、日本国内1位のランキングとなって
います。自然科学系の多くの分野では世界のトップクラスの研究業績を上げ
るとともに、その成果が産業を通して、新しい価値を生み出し、社会に貢献
しています。これが大阪大学の特徴なのです。
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Overseas campuses
・Thailand
・Indonesia
・Vietnam
・Brunei Darussalam

Hybrid campuses
・Located in counterpart
institutions (universities)
・Office (rental)
・Classroom (on demand)
・Joint laboratories
・Internet
・Other facilities

Lively exchange
・Close communication
・Mutual benefit

大阪大学は、海外に４つの拠点を持っています。東南アジア地域では、独
自にASEAN拠点がバンコクに設置されています。大阪大学は海外において
様々な連携ネットワークを構築し、教育研究に関する連携プロジェクトを展
開しています。

この中で、東南アジア地域と特に関係が深いのが、大阪大学ASEANキャン
パス・プロジェクトです。大阪大学は、現在、４つの国の大学と連携して
ジョイント・キャンパスを設置し、相手側大学の深い理解と相互連携に関す
る協定に基づいて、大阪大学の教育と研究を現地で展開しています。
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Objectives
of Osaka University ASEAN Campuses
• To contribute to high-quality growth based on the 3Q 

principle (Quality of Life/Nature/Technology).
• To implement accumulated achievements through long-

standing collaboration in the ASEAN region to cultivate high-
level local talent.

• To develop infrastructure to benefit society through 
innovative approaches such as co-creation with industry, 
government, and universities internationally.

• To co-create new values by building innovation networks 
incorporating local and Japan-based enterprises.

大阪大学ASEANキャンパスの目的は、以下の４つです。
まず第一に、成⾧著しいASEAN地域において、クオリティ・オブ・ライフ、

クオリティ・オブ・ネイチャー、クオリティ・オブ・テクノロジーの三つの
クオリティーの確保に基盤を置いた、「質の高い成⾧」に貢献すること。

第二に、ASEAN地域との⾧期的な連携に基づいて、蓄積された成果を社会
実装すること。

第三に、産官学連携を日本とASEANの間で国際的に展開し、イノベーショ
ンを起こすための社会基盤を整備すること。

そして、第四に、日本とASEANの産業界と連携しながら、イノベーショ
ン・ネットワークを構築し、新しい価値を共創すること。
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Expanding joint campuses in ASEAN countries

- To construct collaborate system of education and research

- To establish office, lecture system, joint laboratories etc. 

-
• ジョイントオフィスやジョイントラボを設置して教育インフラを確保

• オンライン授業やオンライン会議などの遠隔協働インフラの整備

Hybrid bilateral educational programs
- Double degree program

- International certificate program and other short programs

Cultivating global human resources 
- Industry-government-academia collaboration

- International multidisciplinary multi-sector collaboration

OU ASEAN campus SDGs co-creation network
- Creating solutions for SDGs in ASEAN countries

- Constructing innovation eco-system in ASEAN countries

これらの目的のため、私たちはASEAN諸国において、ジョイントキャンパ
スを設置し、拡大しています。現在、4つの国にキャンパスが置かれているこ
とは先にも申し上げたとおりですが、カウンターパートの大学以外にも、10
以上の大学が、大阪大学ASEANキャンパスのプログラムに参加しています。
今後は、マレーシアやフィリピンにもキャンパスを拡大することを検討して
います。

また、ハイブリッド型、つまり、オンラインとオフラインの両方の教育形
態を組み合わせた、ダブルディグリー・プログラムや、後述するOUICPなど
の教育プログラムを展開しています。

これらの教育プログラムを通して、通常の留学以外の形で、ASEAN諸国の
学生や社会人に大阪大学の学生になっていただき、産官学連携や、分野横断
型の国際連携を特徴とした人材育成を行っています。

そして、SDGsの解決に向けた共創ネットワークの構築、これを実現するた
めのイノベーション・エコシステムの構築をＡＳＥＡＮ諸国において始めよ
うとしています。
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Halal science programs and activities
in Osaka University ASEAN campus Brunei Darussalam 

• Osaka University International Certificate Program (OUICP)
Halal Science, Technology and Innovation (HaSTI)

• Research collaboration among laboratories of OU and Brunei Universities
Biosensor for Halal,  natural resources (marine & plant) for Halal, halal material  

(biodegradable plastic), halal in modernization & globalization and so on.
• Constructing shared laboratories with 3 universities
• Other academic programs

- Double degree program
- English program for Japanese students 

大阪大学ASEANキャンパスとBIMPとの関係でいえば、ブルネイとインド
ネシアにジョイント・キャンパスが置かれています。ただし、今後は、マ
レーシアとフィリピンにも拡大を計画しておりますので、将来的にはBIMPの
すべての国と関係を深めていくことになるでしょう。 また、EAGAとの関係
でいえば、現在最も交流が活発になっているのは、先週このシンポジウムで
ご紹介したインドネシアとの間で開始した革新的低フードロス共創拠点
（Food loss and food waste innovation hub)と、ブルネイとの間で行われて
いる交流があります。

大阪大学ASEANキャンパスは、ブルネイにおいては他の国とは異なり、ブ
ルネイにある主要な３つの大学（UBD、UTB、UNISSA）のすべての大学を
カウンターパートとして交流しています。主な内容は、Osaka University 
International Certificate Program (通称：OUICP）の実施、バイオセンサー、
生物資源、物質科学などの分野での共同研究、ハラールと近代化・グローバ
ル化などに関する共同研究、協働ラボラトリーの構築、ダブル・ディグ
リー・プログラムの構築、日本人向けの英語プログラムの実施などです。
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UBD, UTB, UNISSA

OUICPには、Halal Science, Technology and Innovation（通称HaSTI）, 
Advanced Industrial Biotechnology, Nanoscience and Nanotechnology as 
Manufacturing Core, Frontier Engineering Science: An Introduction through 
STEM-Centered Learning, Introduction to Computational Materials Design
の５つのプログラムがあり、今年度で２年目の実施になります。３年目から
は、パンデミックの問題などの対応するために実施期間を変更する可能性が
ありますが、これまでは、ほぼ１年の間、ASEAN諸国の学生に現地の大学に
在学したまま、大阪大学の学生にもなっていただき、その間に、２-３か月、
日本の大阪大学に滞在して実験や調査やインターンシップなどの実習をする
のを原則としていました。また、学生だけでなく、一定の条件を満たし、授
業料などを支払えば、社会人も受講可能です。１年目は新型コロナウイルス
のパンデミックのために大阪への留学は実現できませんでしたが、代わりに
オンラインで授業を実施し、約50名の学生が総⾧からサーティフィケートを
受けました。
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OUICPの５つのプログラムの中で、BIMP−EAGA地域で先行しているブル
ネイの学生に最も人気があるのは、Halal Science, Technology and
Innovation (HaSTI)というプログラムです。HaSTIとは、産業が発達し、グ
ローバリゼーションが進む世界において、ムスリムが新たに直面している課
題について解決する方策を、技術、サービス、社会システムのイノベーショ
ンの観点から考察するためのプログラムです。Halal Science、Advanced 
Technology for Halalan - Toyyiban, Product and Service innovation for 
Halalan – Toyyiban, Sustainable Development Goals and Asia Pacific 
Region, Practical Study Abroad (PSA)などのコースの中から6単位以上を学
びます。このうち、PSAが大阪の大阪大学に留学して学ぶ科目です。
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それでは、OUICPの受講生の成果物の例を見てみましょう。OUICPでは、
全ての学生にSDGs科目を学んでもらうことになっています。スライドは、そ
のサマリーです。

この学生のテーマは、食品包装用の生分解マテリアルの開発です。原料に
はスターチを用いるので、食用可能です。もちろん、ハラールにも応用可能
で、アルコールや毒性のある物質、そして、動物性の油脂を使わない製品化
を目指してます。

また、SDGsに関しては、「目標12：責任ある消費と生産」に貢献可能と考
えています。
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この学生の場合は、Modified Atmosphere Packaging（MAP）とCold
storageを組み合わせたポストハーベストテクノロジーがテーマになっていま
す。マスクメロンへの応用を考えているようです。ブルネイでは、産業の多
様化が急務であり、その一環として高付加価値化による農業の復興が考えら
れていると聞いています。その意味で、SDGsに関しても目標8のDecent 
work and economic growthに深く関連するテーマとなっています。
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最後に、もう一つ、よりハラールを明確に意識した学生の研究事例を紹介
しましょう。ゼラチンに関しては、ハラールでない原料が多く使われていま
すが、これを魚などのハラールなゼラチンに置き換えようとするものです。
東南アジアには、淡水魚の養殖を行っている国が多いですから、域内協力の
可能性も検討できる事例と思います。SDGsの目標としては、Goal 9: 
Industry, Innovation and Infrastructureに深くかかわりますが、将来的に実現
の可能性が高い研究テーマと思います。
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Research collaboration and possible application 
of Halal science, technology and innovation

Material 
science

Biosensor

Natural 
resource

Prof. TAMIYA Eiichi

Prof. ARAI Masayoshi

Prof. UYAMA Hiroshi

以上、学生の成果物を見てきましたが、これらの学生の研究は、いずれも
大阪大学の教員とブルネイの大学の教員とのコラボレーションの枠組みの中
で、行われているものです。最も協力が進んでいる分野として、生物資源分
野、特に、植物資源や海洋資源による代替え機能性食品・食品添加物などの
研究、生分解プラスチックなど環境にやさしい素材の研究、遺伝子や化学物
質のスクリーニングのためのバイオセンサーに関する研究などが先行してい
ます。これらは、いずれもハラールに関係が深い分野で、つい先日も「医療
における科学技術：ハラールとの関連から」というテーマの国際シンポジウ
ムも行われ、多くの方のご参加をいただきました。
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Knowledge intensive society
• Human resource development

Advanced global human resources
• Research collaboration

Intellectual property
• Social implementation

Products, services and systems

Corporation with BIMP-EAGA

Contact:
Campus Innovation Unit, Center for Global Initiatives, Osaka University
Prof. Hasan Quamrul
hasanquamrul@cgin.osaka-u.ac.jp

大阪大学ASEANキャンパスは、ブルネイを拠点の一つとして、ボルネオ島
をはじめとするEAGA地域の開発に貢献したいと考えています。その方向性は、
地域の資源を枯渇させ、環境を劣化させるような開発ではなく、生態系、社
会、文化の多様性を生かし、これらを有機的に結び付けた知識集約社会を形
成するというものです。とても小さな国でありながら、非常に高い多様性を
保持しているブルネイは、知識集約社会のモデルを構築するのに最も適した
場所の一つといえるでしょう。私たちは、日本という少し離れた場所から、
サイバー空間とフィジカル空間の融合を進め、EAGA地域との連携を⾧期的に
強化しながら、人材育成、研究協力、社会実装の面で実質的な協力を展開し、
地域を跨る知識集約社会の形成に貢献していきたいと思いっています。
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