
アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成２０年度 実施報告書 

 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関： 金沢大学 
（中国側）拠点機関： 中国科学院大気物理研究所 
（韓国側）拠点機関： 国立釜慶大学校 

 
２．研究交流課題名 

（和文）： 東アジアにおける汚染化学物質の研究と若手育成の国際拠点網の構築             

                   （交流分野： 環境学  ）  
（英文）： East Asian Network of Research on Chemical Pollutants and Education of Young 

Researchers  
                   （交流分野： Environmental Science ）  

 研究交流課題に係るホームページ：http://www.lasg.ac.cn/COKU/index.html            
 
 
３．開始年度 
平成 20 年度（ 1 年目） 
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
拠点機関：金沢大学 
実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：大学長 中村 信一 
コーディネーター（所属部局・職・氏名）：医薬保健研究域・教授・早川 和一 
協力機関：独立行政法人国立環境研究所，富山大学，富山工業高等専門学校 
事務組織：金沢大学研究国際部 

 
相手国側実施組織（拠点機関名・協力機関名は、和英併記願います。） 
（１） 国 （地域）名：中国 
拠点機関：（英文）Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences 

（和文）中国科学院大気物理研究所 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Institute of Atmospheric Physics・ 

Professor・Shi, Guang-Yu 

 協力機関：（英・和文）Tsinghua University（清華大学），China Medical University（中      

国医科大学），Peking University（北京大学），Fudan University（復旦大学），      
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Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of             

Sciences（中国科学院生態環境研究センター） 
（２） 国 （地域）名：韓国 
拠点機関：（英文）Pukyong National University 

（和文）国立釜慶大学校 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）College of Environmental and Marine                 

Science and Technology・Dean Professor・Kim, In-Chul 

協力機関：（英・和文）Pusan National University（釜山大学校），Hanyang University            

（漢陽大学校），Kyunghee University（慶煕大学校） 

 
５．全期間を通じた研究交流目標 
日本列島，朝鮮半島，アジア大陸に囲まれた海域は，水産資源等の天然資源に恵まれて

いるが，黄海や東シナ海は中国から大量の人為起源汚染物質が流入する海域であり，日本

海やオホーツク海は両端が狭い海峡であるために化学物質等の汚染には極めて弱い海域で

ある。一方，これら海域を囲む日本，中国，韓国，極東ロシアは，大きな人口を抱えて産

業経済が急速に発展しつつあり，大量の化石燃料の消費に伴って排出される化学物質は，

この地域を汚染するだけでなく，近年の地球規模の環境変動やヒトの呼吸器系疾患を誘発

する要因にもなっている。環日本海域は世界でも人間活動による環境変化が最も急激な地

域である。 
これまでの有害化学物質の環境汚染に関する研究はイオンや金属などの無機成分が主で

あり，有機成分については，一部の海域で残留性有機汚染物質（POPs）を中心にようやく

調査が開始された段階である。しかし，上述の特徴を有する東アジアの海域については，

POPs や多環芳香族炭化水素（PAH）等の蓄積や汚染の実態調査は全く手が付けられていな

い。 
本課題事業では，有機汚染物質の測定と大気汚染解析に実績があり環日本海域環境研究

を重視する金沢大学（日本）と黄砂などエアロゾル研究に実績のある中国科学院大気物理

研究所（中国），海洋調査に実績のある国立釜慶大学校（韓国）とが協力し，NOWPAP 及

び東アジア酸性雨ネットワークなどの国際イニシアチフや，ロシア科学アカデミー極東支

部などの研究機関とも連携をとりながら，特に東アジアの大気・水（海洋）環境中の多環

芳香族炭化水素（PAH），ニトロ多環芳香族炭化水素（NPAH）及び関連残留性有機汚染物

質（POPs）を対象とする研究基盤ネットワークの形成並びに若手研究者の育成を行う。 
 
６．平成２０年度研究交流目標 
 上記５の研究交流目標を踏まえて，平成 20 年度は，大気調査研究，海洋調査研究，並び

にセミナー等について，次の目標を掲げる。 
１）大気調査研究： 既に継続稼動しているモニタリングネットワークを最大限に活用して，

産業経済発展が著しい東アジア，特に環日本海域の燃焼由来有害化学物質である多環芳香
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族炭化水素（PAH）及びニトロ多環芳香族炭化水素（NPAH）の汚染状況の推移を明らか

にする。 
２）海洋調査研究： 民間の日本海フェリー及び関釜フェリーを活用して，舞鶴港－苫小牧

港間ルート，並びに下関港－釜山港間ルートについて，海水中の POPs 並びに PAH/NPAH
の汚染の現状を明らかにする。 
３）セミナー： 研究交流の実施に関する会合と学術セミナーをわが国で開催し，コーディ

ネーター及び日本側参加者を派遣講師とするセミナーを中国で実施する。さらに，中国の

若手研究者が金沢大学に短期留学して，今後の共同研究の発展に必須な技術指導をうける。 
 
７．平成２０年度研究交流成果 

（交流を通じての相手国からの貢献及び相手国への貢献を含めて下さい。） 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

 本事業の実施により，これまでに別々に行ってきた日中，日韓との間の共同研究がまと

められ，本学が中心となる東アジア地域における大気，海洋環境に関する日中韓三カ国間

の国際共同研究ネットワークは形成された。 

 

７－２ 学術面の成果 

 項目８．研究交流実績概要にあるように，日中韓三カ国の代表的な都市の大気中強い発

がん性／変異原性物質である多環芳香族炭化水素及びニトロ多環芳香族炭化水素の大気内

挙動及びそれらの主要発生源を明らかにし，経年変動並びにその要因をつかめることがで

きた。また，世界で始めて日本海域における多環芳香族炭化水素，POPs の汚染実態を調査

することができた。 
 
７－３ 若手研究者養成 

 今年度に行われた日中間若手研究者育成セミナーの開催により，両国の多くの大学院生

や若手職員の環境科学に対する理解が深められた。本学中国分室（中国科学院大気物理研

究所内）経由で本事業が行う本学への短期希望者から選抜した 2 人の若手職員は帰国後，

日本で学んだ技術を積極的に応用し，本学の援助をもとに北京市で大気汚染物質モニタリ

ング拠点を設置した。また，更なる共同研究を進めるために，本学に博士研究員を 1 人派

遣するなど積極的にその責任を果たした。将来，東アジア地域の環境保全の最先端に立つ

若手研究者の養成は，本事業の遂行により，具体的な成果が現れ始まっている。 

 

７－４ 社会貢献 

 昨年秋に北京で開かれたセミナーは，研究者のみならず，一般市民にも無料で聴講を呼

びかけた。また，共同研究で得られた研究成果を相手のコーディネーターより現地政府に

報告され，大気及び海洋環境保全のための施策に信憑性の高い基礎データを提供したと共

に，貴重な助言も呈した。 
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７－５ 今後の課題・問題点 

 問題点としては，助成金の額が少ないことが挙げられる。そのため，多国間の共同研究

と研究者交流を同時に行うことが難しい。また，本研究交流事業に留学生支援制度の設立

を強く要望する。 
 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２０年度論文総数  18 本 

   うち、相手国参加研究者との共著 0 本 

   うち、本事業が JSPS の出資によることが明記されているもの 0 本 

（※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入して下さい。） 

 
８．平成２０年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 
１）大気調査研究 

 東アジアに位置する中国の瀋陽，北京，韓国の釜山，日本の金沢，東京，及び本事業に

合意頂いたロシアの協力によりウラジオストックにて，冬期（3 月）と夏期（9 月）にそれ

ぞれ 2 週間ずつハイボリウムまたはローボリウムエアサンプラーを用いて総浮遊粒子状物

質を捕集し，強い発がん性/変異原性を有する多環芳香族炭化水素（PAH）及びニトロ多環

芳香族炭化水素（NPAH）を分析した。大気中 PAH，NPAH 濃度のいずれも瀋陽＞北京＞釜

山≒東京≒金沢の順であった。また前回の調査に比べて，瀋陽，北京，東京及び金沢の大

気中 PAH，NPAH の減少が認められた。その原因を追究したところ，地域政府によるより

厳しい自動車排ガス規制の導入や低燃焼効率の石炭ボイラーの撤去などの大気汚染防止政

策が功を奏しているということが判明した。一方，上述の都市の大気中 PAH，NPAH の主

要発生源について，多変量解析手法を用いて解析した結果，釜山では季節によらず東京と

金沢と同じく自動車であったが，冬期の瀋陽，北京では石炭燃焼施設であり，夏期に自動

車による影響も現れ始まった。  

 

２）海洋調査研究 

 共同研究者のご好意により，8 月に長崎大学の練習船である長崎丸に採水装置を載せて長

崎から小樽までの計 15 箇所で日本海海洋表層水を採集した。また，海洋深度別の調査は能

登半島先端 50 km の地点で行った。日本海海洋表層水中に含まれる PAH 濃度は，対馬では

最も高く，日本海内では濃度差がなかった。このことは東シナ海による負荷が大きいこと

は示唆された。また，日本海固有水中の PAH 濃度は表層より高く，主に懸濁態で存在する

ものと主に溶存態で存在するものがあること，それが深さ方向の分布と関係があることな

どが明らかとなった。なお，海水中に存在する残留性有機汚染物質（POPs）については，

現在分析中である。 
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８－２ セミナー 
１）研究交流の実施に関する会合と学術セミナー 

 6 月 28～29 日に，日本，中国（石広玉研究員），韓国のそれぞれの研究拠点の代表者また

は代理者（韓国）による，共同研究実施計画（大気試料の共同サンプリングスケジュール

等）及び若手研究者育成のためのプログラムに関する計画を議論し，また同時に代表者（石

広玉研究員）と協力研究者（植田洋匡所長，馬場典夫総務担当官）により，東アジアにお

ける大気，海洋汚染に関する最近の研究成果が報告された。本セミナーの開催により，参

加された大学院生や若手職員は環境問題の解決に国際的なネットワークが重要であること

を実感した。 

２）コーディネーター及び日本側参加者を派遣講師とする出張講義 

 本事業の日本側の主要メンバーである早川和一教授，岩坂泰信教授，鈴木克徳教授及び

川西琢也准教授は，10 月 24～26 日に北京で中国側の若手研究者に日本側の研究成果と最先

端の環境科学技術を紹介した。本セミナーを通じて，多くの若手研究者が環境科学に対す

る理解を深めた。また，金沢大学の海外分室を拠点として募集した有能な短期留学生候補

者に面接試験を行い，招聘メンバー及び招聘期間が決定された。さらに，現地視察するこ

とにより，北京市政府で行われている環境保全対策の結果を実感できた。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 
１）第三国間研究者交流 

 早川和一教授と川西琢也准教授は，東アジア，特に環日本海域を中心とする大気，海洋

中有機汚染物質の動態解明と若手育成の国際拠点網の構築を行う本事業研究にとって極め

て重要であるロシア科学アカデミー極東支部を訪問し，本事業の趣旨を説明したと共に，

ロシア科学アカデミー極東支部に属する調査船の使用や日本海に面するウラジオストクで

の大気粉じんの捕集に関する合意が得られた。 

２）短期留学による技術指導 

金沢大学の海外分室を拠点として募集した有能な短期留学生候補者の面接試験に合格し

た中国科学院の陳彬博士と趙利霞博士を 10 日間金沢大学に招へいし，本事業のメンバーが

開発し，世界的に最先端な技術とされている大気及び海洋に極微量に存在する NPAH のサ

ンプリング方法，前処理方法及び器機分析方法の技術指導が行われた。また，滞在期間中，

仙台で開かれて本事業が共催した第 3 回バイオエアロゾルシンポジウムに出席し，本事業

以外の日本の研究者との学術的，文化的な交流が深められた。
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９．平成２０年度研究交流実績総人数・人日数 

９－１ 相手国との交流実績 

 （単位：人／人日）     

  派遣先 
日本 中国 韓国 ロシア 合計 

派遣元   

日本 
実施計画 

  

 6/28   2/10   2/8  10/46 

実績   8/35     2/6  10/41 

中国 
実施計画   3/24 

  

      3/24 

実績   5/36       5/36 

韓国 
実施計画   1/4   

  

    1/4 

実績         

  
        

  

  

          

合計 
実施計画   4/28   6/28   2/10   2/8  14/74 

実績   5/36   8/35     2/6  15/77 

 

 

※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流した人数・人日数を記載してくだ

さい。（なお、記入の仕方の詳細については「記入上の注意」を参考にしてください。） 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

  １５／６１（人／人日）    ４／１０（人／人日） 
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１０．平成２０年度研究交流実績状況 
１０－１ 共同研究 

整理番号 R－1 研究開始年度 ２００８ 研究終了年度  ２００９ 

研究課題名 （和文）東アジアの都市における大気中 PAH/NPAH の汚染現状と推移 

（英文）Pollution Status and Transition of Atmospheric PAH/NPAH in East 

Asian Cities 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）早川和一・金沢大学医薬保健研究域・教授 

（英文）Kazuichi Hayakawa ・Institute of Medical,Pharmaceutical and Health 

Science・Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Shi, Guang-Yu・ Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of 

Sciences・Professor 

Kim, In-Chul・College of Environmental and Marine Science and Technology, 

Pukyong National University・Professor 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相

手国予算による）

についても、カッ

コ書きで記入のこ

と。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 中国 韓国 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 実施計画    １／７  １／５ ２／１２ 

実績  ３／１７  ３／１７ 

中国 実施計画     

実績 ２／１０   ２／１０ 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画  １／７   １／５ ２／１２ 

実績 ２／１０ ３／１７  ５／２７ 

② 国内での交流  １／３   人／人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

中国の瀋陽，北京，韓国の釜山，日本の金沢，東京，及び本事業に合

意頂いたロシアの協力でウラジオストクにて，冬期（3 月）と夏期（9 月）

にそれぞれ 2 週間ずつ総浮遊粒子状物質を捕集し，強い発がん性/変異原

性を有する多環芳香族炭化水素（PAH）及びニトロ多環芳香族炭化水素

（NPAH）を分析した。その結果，夏の総 PAH 濃度は調査した都市の中

では，瀋陽（123 pmol/m3）で最も高く，次いで北京（60 pmol/m3）であ

った。ウラジオストク（8.6 pmol/m3），日本の都市（2.4～3.3 pmol/m3）や

釜山（2.6 pmol/m3）と比較して瀋陽や北京は約 10～50 倍も高かった。

NPAH の傾向も PAH と類似しており，中国東北部の都市（瀋陽：1,066 

fmol/m3）で高く，日本の都市（42～69 fmol/m3）の 15～25 倍であった。

冬の総 PAH 濃度は北京が 730 pmol/m3，瀋陽が 471 pmol/m3 であり，総
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NPAH 濃度は北京が 4,954 fmol/m3，瀋陽が 6,673 fmol/m3 で，日本の都市

や釜山，ウラジオストクより数十倍高かった。両季節とも PAH，NPAH

の汚染レベルは瀋陽＞北京＞ウラジオストク＞釜山≒東京≒金沢という

傾向が見られ，中国国内の大気汚染状況が地域によって大きく異なるこ

とが明らかとなった。 

本研究の分析対象化合物である 1-ニトロピレン（1-NP），ピレン（Pyr）

の内，前者は自動車，特にディーゼル車，後者は石炭燃焼により多く排

出されることが知られており，著者の所属する研究室では[1-NP] / [Pyr] 

比により主要発生源を推測できることを提案した。この値により，釜山

では季節によらず東京と金沢と同じく自動車であったが，冬期の瀋陽，

北京及びウラジオストクでは石炭燃焼施設であり，夏期に自動車による

影響も現れ始まった。 

現地へは、10月にShi, Guang-Yu(Chinese Academy of Sciences, Professor)、

12、2 月に Zhou, Zhi-jun(Fudan University, Professor)、12、3 月は Zhao, 

Li-xia(Chinese Academy of Sciences, Associate Professor)、11 月は Vasiliy 

F.Mishukov（ロシア科学アカデミー、教授）、国内では国立環境研究所田

村憲治主任研究員と共同研究の打合せを行っている。 

上述の交流活動から得られた結果より，同じ大気汚染でも国によって

優先取り組むべき環境対策が違うことを提言できた。さらに，このよう

な国際共同研究を通じて，各国の若手研究者同士の連携がより一層緊密

となった。 

日本側参加者数  

１７ 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（ 中国 ）国(地域)側参加者数 

４８ 名 （１３－２（ 中国 ）国側参加研究者リストを参照） 

（ 韓国 ）国(地域)側参加者数 

３０ 名 （１３－３（ 韓国 ）国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R－2 研究開始年度  ２００８ 研究終了年度  ２００９ 

研究課題名 （和文）日本海とその周辺における化学物質の海域調査 

（英文）Investigation of chemical substances in Japan Sea and surrounding area

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）早川和一・金沢大学医薬保健研究域・教授 

（英文）Kazuichi Hayakawa ・Institute of Medical,Pharmaceutical and Health 

Science・Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Shi, Guang-Yu・ Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of 

Sciences・Professor 

Kim, In-Chul・College of Environmental and Marine Science and Technology, 

Pukyong National University・Professor 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相

手国予算による）

についても、カッ

コ書きで記入のこ

と。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 中国 韓国 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 実施計画  １／５ １／５ ２／１０ 

実績 １／５ ０ １／５ 

 実施計画     

実績    

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画  １／５ １／５ ２／１０ 

実績  １／５ ０ １／５ 

② 国内での交流       人／人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

2008 年 8 月 11 日から 8 月 18 日に日本海 15 地点の表層水，1 地点で

の深さ方向における溶存態・懸濁態中の PAHs 濃度を測定したところ，

日本海表層水の PAHs レベルは 6.7～13.8ng/L の範囲であり，対馬海峡

付近で最も高い濃度であった。また，サンプリング地点による差異に関

しては，溶存態 PAHs 濃度とトータル(溶存態と懸濁態の合計) PAHs 濃

度は同様な傾向を示した。 
また，日本海は他の海洋と比較して，溶存態 PAHs 濃度は同程度であ

るが，懸濁態 PAHs 濃度は高い値が得られた。 
主に懸濁態として存在する PAHs の多くは，濃度が SS 量の鉛直分布

とし同様の傾向を示したが，主に溶存態に存在する PAHs の多くはそれ

とは異なる傾向を示した。表層水と日本海固有水のトータル PAHs 濃度

を比較すると，日本海固有水のほうが高い値を示した。 
また，日本海固有水中で高環数 PAHs 濃度は深さ方向への差異が小さ
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く，均質であった。日本海固有水中の 4，5，6 環の PAHs 濃度は，日本

海表層水と比べ 2 倍大きかった。 
なお，海水中に存在する残留性有機汚染物質（POPs）については，現

在分析中である。 

環日本海域の海洋調査における国際共同研究の基本的なスタイルは，

本研究によって築き上げられた。これらのノウハウを駆使して，今後，

中国，韓国及びロシアの調査船を利用して，日本海の汚染実態が次第に

明らかにされると期待できる。 

日本側参加者数  

７ 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（ 中国 ）国(地域)側参加者数 

１９ 名 （１３－２（ 中国 ）国側参加研究者リストを参照） 

（ 韓国 ）国(地域)側参加者数 

１９ 名 （１３－３（ 韓国 ）国側参加研究者リストを参照） 
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１０－２ セミナー 

―実施したセミナーごとに作成してください。－ 
整理番号 S－１ 
セミナー名 （和文）東アジアにおける大気，海洋汚染の現状と課題 

（英文） JSPS Status and Problem on Atmospheric and Oceanic

Pollution in the East Asia 

開催時期 平成 20 年 6 月 28 日 ～ 平成 20 年 6 月 29 日（ 2 日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本国 金沢市 金沢大学 

（英文）Kanazawa University, Kanazawa, Japan 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）早川和一・金沢大学医薬保健研究域・教授 

（英文）Kazuichi Hayakawa ・Institute of Medical,Pharmaceutical and 

Health Science・Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

 

参加 

者数 

① アジア・アフリカ学術基盤形成事業の経費を受けて参加した人数・人

日数（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 
計 

日本側参加者    2 / 4  （ / ）人/人日 3/10 

（ / ）

 人/人日

( 中国 ）国(地域)側参加者       1 / 6   （ / ）人/人日 

(   ）国(地域)側参加者         /     （ / ）人/人日 

②本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者            44 人 

44 人

(   ）国(地域)側参加者              人 

(   ）国(地域)側参加者              人 

①と②の合計人数        47 人 

セミナー開催の目

的 
本事業を円滑に遂行するために，各拠点機関のコーディネーターに

よる，これから３年間の基本計画を立て，本事業の対象地域である東

アジア，特に中国，韓国，ロシア極東地域及び日本における化学物質

の汚染現状を把握し，さらに国際拠点網構築の担い手である若手研究

者の育成プログラムを定めることを目的とする。 
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セミナーの成果 平成２０年度は日中に，平成２１年度は日韓に重点を置き，大気，

海洋調査研究を進め，平成２２年度は日本で交流成果報告会を行うこ

とに合意した。また，本シンポジウムの開催により，参加された大学

院生や若手職員は環境問題の解決に国際的なネットワークが重要であ

ることを実感した。 
以下の課題についてのプログラム 3 年間の計画を協議した。 

① 大気試料の捕集：夏期，冬期及び黄砂期に三ヶ国は同時に大気粉塵

の捕集を行う。 
② 海洋試料の捕集：中国，韓国の調査船を積極的に利用し，海洋調査

を不定期的に行う。 
③ 若手研究者育成プログラム：年に１回，中国（韓国）で出張講義を

し，若手研究者シンポジウムを開催することに合意した。 
出来れば，プログラム終了以降も継続出来るよう，今後も検討を続け

ることで合意した。 
セミナーの運営組

織 
委員長：早川和一（日本側コーディネーター） 
委 員：Shi, Guang-Yu（中国側コーディネーター），Kim, In-Chul（韓国

側コーディネーター），岩坂泰信，鈴木克徳，川西琢也，鳥羽

陽 

幹 事：唐 寧，洪 天祥 
開 催 経

費 分 担

内 容 と

金額 

日本側 内容              金額 
旅費           144,080 円 
バス借上          52,120 円 

相手国(地域) 内容              金額 
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１０－２ セミナー 

―実施したセミナーごとに作成してください。－ 
整理番号 S－２ 
セミナー名 （和文）環境科学の最先端 

（英文）JSPS the Frontier of Environmental Science 

開催時期 平成 20 年 10 月 8 日 ～ 平成 20 年 10 月 9 日（ 2 日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）中国 北京市 中国科学院大気物理研究所 

（英文） Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of 

Sciences, China 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）早川和一・金沢大学医薬保健研究域・教授 

（英文）Kazuichi Hayakawa ・Institute of Medical,Pharmaceutical and 

Health Science・Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

Shi, Guang-Yu・Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of 

Sciences・Professor 

参加 

者数 

② アジア・アフリカ学術基盤形成事業の経費を受けて参加した人数・人

日数（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 
計 

日本側参加者    4 / 13 （ / ）人/人日 4/13 

（ / ）

 人/人日

(   ）国(地域)側参加者         /     （ / ）人/人日 

(   ）国(地域)側参加者         /     （ / ）人/人日 

②本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者              人 

48 人

( 中国 ）国(地域)側参加者            48 人 

(   ）国(地域)側参加者              人 

①と②の合計人数        52 人 

セミナー開催の目

的 
中国側の拠点機関及び協力機関に所属する若手研究者及び金沢大学

の海外分室を拠点として募集した有能な短期留学生候補者に，日本側

の研究成果や最先端の研究技術を紹介するとともに，短期留学候補者

の面接試験を行うことを目的とする。 
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セミナーの成果  本セミナーの開催により，以下の成果が得られた。 
① 本セミナーを通じて，多くの若手研究者が環境科学に対する理解

を深めた。 
② 金沢大学の海外分室を拠点として募集した有能な短期留学生候補

者に面接試験を行い，招聘メンバー及び招聘期間が決定された。 
③ 現地視察することにより，北京市政府が行われている環境保全対

策の結果を実感できた。 
④ 中国側のコーディネーターと協議し，今後の共同研究の詳細とス

ケジュールが決まった。 
 

セミナーの運営組

織 
委員長：Shi, Guang-Yu（中国側コーディネーター） 
委 員：早川和一（日本側コーディネーター），Lin, Jin-Ming， 

Zhou, Zhi-Jun，Guo, Xin-Biao，Sun, Gui-Fan 
幹 事：Hu, Min，Guo, Xin-Biao 

開 催 経

費 分 担

内 容 と

金額 

日本側 内容              金額 
旅費           742,635 円 

相手国(地域) 内容              金額 
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１０－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

① 相手国との交流                 （単位：人／人日） 

派遣先 

派遣元 
日本 ロシア  計 

日本 
実施計画  2/8  2/8 

実績 2/6  2/6 

  

中国 

実施計画 2/20   2/20 

実績 2/20  2/20 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 2/20 2/8  4/28 

実績 2/20 2/6  4/26 

② 国内での交流     １／３  人／人日 
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１１．平成２０年度経費使用総額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 

国内旅費 ９８４，５１５  

外国旅費 １，８１５，６８０  

謝金 ５３，２００  

備品・消耗品購入費 ２，００１，０４１  

その他経費 ５２，１２０  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

９３，４４４  

計 ５，０００，０００  

委託手数料 ３００，０００  

合  計 ５，３００，０００  

 
 
１２．四半期毎の経費使用額及び交流実績 

 

 経費使用額（円） 交流人数（人／人日） 

第１四半期 ０ １／６ 

第２四半期 ５２，１２０  

第３四半期 １９７，２８０ ８／３２ 

第４四半期 ４，７５０，６００ ６／３９ 

計 ５，０００，０００ １５／７７ 

 
 
 
 
 
 
 


