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（様式５） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成２８年１月２９日 

 

独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

                                     セ ミ ナ ー 代 表 者 所 属 ・ 部 局  京都大学・大学院工学研究科  

（ふりがな）       た なか ひろあき 

職・氏 名  教授・田中 宏明   
 
 
 

1． 事 業 名 相手国名（  中国  ）とのセミナー（振興会対応機関：  ＮＳＦＣ  ） 

 

 

2． セミナー名  「水再生資源利用学」の研究教育拠点形成に関する日中合同セミナー   

 

 

3． 期   間  平成 ２７ 年 １２ 月 ５ 日 ～平成 ２７ 年 １２ 月 ７ 日（ ３ 日間） 

 

 

4． 開 催 地 

（都市名と会場名） 中国広東省深圳市 清華大学深圳研究生院 国際交流ホール                                           

 

5． 参加者数   日本側       ３３ 名（うち、滞在費等本会負担  ４  名） 
（代表者を含む） 

相手国側    ６１ 名（うち、滞在費等本会負担     名） 
 

その他の国     名 
 

参加者  計  ９４ 名 
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6．セミナー参加者 

  (1) 日本側参加者（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏    名 所属・部局・職名 

北野 正雄 

武田 信生 

藤井 滋穗 

*大下 和徹 

*伊藤 禎彦 

高岡 昌輝 

*西村 文武  

松井 大 

重光 一夫 

中田 典秀 

服部 一美 

郭 凤清 

孫 暁霞 

岩城 拓 

矢尾 眞 

張 亮 

江口 正司 

岸野 宏 

三島浩二 

方 利 

河野 慎一  

八十島 誠 

林 野 

韩 家骏 

毕 光明 

堀田 真克 

田尾 博明 

鳥村 正基 

尾形 敦 

島 隆之  

王 正明 

京都大学副学長・理事 

京都大学名誉教授 

京都大学大学院地球環境学堂長・教授 

京都大学大学院地球環境学堂・准教授 

京都大学大学院工学研究科・教授 

京都大学大学院地球環境学堂・教授 

京都大学大学院工学研究科・准教授 

京都大学大学院工学研究科・大学院修士課程学生 

京都大学大学院工学研究科・管理課課長補佐 

京都大学大学院工学研究科・助教 

京都大学大学院工学研究科・研究協力推進員 

京都大学大学院工学研究科・日中センター博士研究員 

京都大学大学院工学研究科・日中センター秘書 

日本科学技術振興機構（JST）北京事務所副所長 

前澤工業株式会社、顧問 

前澤工業株式会社 課長 

太陽築炉工業 社長 

株式会社クボタ 部長 

水 ing株式会社 部長 

水 ing上海株式会社 研究員 

島津企業管理(中国)株式会社 部長  

島津テクノリサーチ 部長 

日立造船株式会社 部長 

日立造船株式会社 課長 

日立造船株式会社 係長 

ビーエルテック（株）部長 

産業技術総合研究所・四国センター長 

産業技術総合研究所・環境管理研究部門・総括研究員 

産業技術総合研究所・環境管理研究部門・グループ長 

産業技術総合研究所・環境管理研究部門・研究員 

産業技術総合研究所・環境管理研究部門・研究員 
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稻垣 知大 産業技術総合研究所・環境管理研究部門・研究員 
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  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名  清華大学研究生院・副院長・教授 胡洪营 (HU Hongying)                              

 

(3) 相手国参加者（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏   名 所属・職名 

康飞宇（KANG Feiyu） 

夏广志 (XIA Guangzhi) 

李晓岩（LI Xiaoyan） 

管运涛 (GUAN Yuntao) 

张锡辉 (ZHANG Xihui) 

李欢   (LI Huan) 

吴光学 (WU Guangxue) 

李炳   (LI Bing) 

陶益   (TAO Yi) 

吴乾元 (WU Qianyuan) 

文湘华 Xianghua WEN 

王慧 Hui WANG 

王偉  (WANG Wei) 

朱小山 (ZHU Xiaoshan) 

黄勃铭 (HUANG Boming) 

王一翔 (WANG Yixiang)

周艳艳 (ZHOU Yanyan) 

段亮 (DUAN Liang) 

刘宇辉 (LIU Yuhui) 

蒋敏敏 (JIANG Minmin) 

王松林 (WANG Songlin) 

应光国(YING Guangguo) 

刘超翔(LIU Chaoxiang) 

刘琳 (LIU Lin）  

范洪勇（FAN  Hongyong） 

游骐羽 （YOU Qiyu）  

王硕（WANG  Shuo） 

刘天石（LIU Tianshi） 

李峰民 (LI Fengming) 

清華大学深圳研究生院  院長 

清華大学深圳研究生院  副院長 

清華大学深圳研究生院  教授 

清華大学深圳研究生院  教授 

清華大学深圳研究生院  教授 

清華大学深圳研究生院  准教授 

清華大学深圳研究生院  准教授 

清華大学深圳研究生院  准教授 

清華大学深圳研究生院  講師 

清華大学深圳研究生院  講師 

清華大学環境研究生院  教授 

清華大学環境研究生院  教授 

清華大学環境研究生院  教授 

清華大学深圳研究生院・教員  

清華大学深圳研究生院・教員 

清華大学深圳研究生院・教員 

清華大学深圳研究生院・教員 

中国环境科学研究院・研究員  

桂林理工大学・教員 

桂林理工大学・教員 

华中科技大学・教員 

中国科学院广州地球化学研究所・研究員 

中国科学院城市环境研究所・研究員 

中国科学院城市环境研究所・研究員 

中国科学院城市环境研究所・研究員 

中国科学院城市环境研究所・研究員 

中国科学院城市环境研究所・研究員 

江南大学・教員 

暨南大学・教員 
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王乾 （WANG Qian） 

佀青青 （SI Qingqing） 

张明月(ZHANG Mingyue) 

薛亮（XUE  Liang） 

牛昭（NIU  Zhao） 

程玲（CHENG Ling） 

张 光 明 (ZHANG 

 Guangming) 

张维昊(ZHANG Weihao) 

柴同杰（CHAI Tongjie） 

马瑞华（MA Ruihua） 

覃俊杰（QIN  Junjie） 

李弘（LI Hong） 

李颖芬（LI Yingfen） 

程冰冰(CHENG Bingbing）  

张美玲(ZHANG Meiling) 

刘广立(LIU Guangli) 

刘利新 Lixin LIU 

黄煌 Huang HUANG 

王超 Chao WANG 

曹玉梅 Yumei CAO 

孙大博 Dabo SUN 

范琳琳 Linlin FAN 

张芸芸 Yunyun ZHANG 

曾涛涛 Taotao ZENG 

吴蔓莉 Manli WU 

胡宝兰 Baolan HU 

刘有胜 Yousheng LIU 

牛志远 Zhiyuan NIU 

许楠 Nan XU 

梁成 Cheng LIANG 

万亮 Liang WAN 

郎贵林 Guilin LANG 

中国海洋大学・教員 

中国海洋大学・教員 

中国海洋大学・教員 

中国海洋大学・教員 

北京大学深圳研究生院/西北政法大学・教員 

北京大学深圳研究生院・教員 

中国人民大学・教員 

 

武汉大学资源与环境学院・教員 

山东农业大学・教員 

山东农业大学・教員 

深圳市谱元基因研究院/深圳谱元科技有限公司・職員 

华南农业大学・教員 

华南农业大学・教員 

华南农业大学・教員 

华南农业大学・教員 

中山大学・教員 

中山大学・教員 

中山大学・教員 

香港高等科技教育学院・教員 

宇星科技发展（深圳）有限公司・職員 

宇星科技发展（深圳）有限公司・職員 

宇星科技发展（深圳）有限公司・職員 

宇星科技发展（深圳）有限公司・職員 

南华大学・教員 

西安建筑科技大学・教員 

浙江大学・教員 

中科院广州地化所・研究員 

北京大学・教員 

北京大学深圳研究生院・教員 

中科院水务所・職員 

武汉大学・教員 

宇池检测・職員 

 

(4) 日本または相手国以外の国の参加者 
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氏   名 所属・職名（国名） 

なし  

 



                       

- 7 - 

7．セミナー概要（セミナーの目的・実施状況・成果等を簡潔に記載してください。） 

2015年 12月 5日中国、深圳市にある清華大学深圳研究生院で「京都大学-清華大学環境技術共同研究・教

育センター（CRECET）」(以下、センター)の設立 10 周年記念シンポジウムを開催した。このシンポジウムで

はセンターの 10 年間の成果を振り返り、「水再生資源利用学」の研究教育拠点としての将来への発展を展望

することを目的としたものである。 

京都大学から北野正雄理事・副学長、武田信生名誉教授、藤井滋穗地球環境学堂長、センター協議会矢尾

眞幹事長が、また清華大学深圳研究生院からは、康飞宇院長、夏广志副院長、センター中国側主任/清華大学

研究生院胡洪営副院長が、京大-清華大の協力の歴史を顧み、１０周年に祝辞を述べた。 

次いで、藤井滋穗教授と广志副院長は京都大学地球環境学堂と清華大学深圳研究生院での大学国際協力の

状況を報告し、センターの将来の研究教育の合同化について提言した。また、センター日本側主任の田中宏

明教授は、センターの 10 年間の発展の歴史を顧み、「水再生資源利用学」分野の今後の協力強化の重要性を

強調した。またセンター中国側副主任の管運涛教授は、センターが 2016 年に移転する研究棟の新築の状況を

紹介した。さらにセンター張锡辉前中国側副主任は、環境技術交流セッションの司会を行い、センター協議

会の日本企業が持つ「水再生資源利用学」分野の先端技術研究について口頭発表とポスター発表を行ない、

活発な質疑応答が繰り広げられた。最後に２０１５年に中国でのインターシップに参加した京都大学学生と

日本でのインターンシップに参加した清華大学学生も中国、日本での研修内容、印象に残った体験などにつ

いて報告した。 

  翌 12月 6 日には「都市域の汚水資源の再利用に関する日中シンポジウム」とを清華大学深圳研究生院で

開催した。本シンポジウムは、中国側からは康飞宇院長、張永涛中国国家自然科学基金委員会国際協力所長

が、日本側から北野理事・副学長、産業技術総合研究所田尾博明四国センター長が挨拶を行った。 

続くシンポジウムでは、日本側は、京都大学から５名、産総研から４名、また中国側からは清華大学、中

国科学院の広州地球化学研究所や都市環境研究所から４名の研究者が、最新の研究発表を行い、日中協力し

て汚水にかかわる資源の再利用についての理論と技術を今後とも共同して研究することで合意しました。な

お、午後からは並行して中国側研究者が中心となる「第５回環境先端技術と応用に関するシンポジウム」も

開催され、午前中のセッションはそのシンポジウムとの合同開催であった。 

口頭発表セッション I では、管運涛教授，清华大学深圳研究生院が司会を行い、清華大学深圳研究生院                 

李晓岩 教授が、「Fe-enhanced primary sedimentation and side-stream sludge acidogenesis for efficient 

nutrient removal and resource recovery in municipal wastewater treatment」を、京都大学 藤井滋穗 教

授が、「Resources recycle practice at a rural village in Hanoi, Vietnam- Historical change of human 

and livestock manure use to agriculture.」を基調講演した。 

口頭発表セッションⅡは、田中宏明教授，京都大学が司会を行い、産総研 鳥村正基 研究員が、「Strategy 

and activities of AIST water project」を、清華大学 文湘华 教授が「Microbial community in wastewater 

treatment processes」を講演した。また口頭発表セッションⅢは、王慧教授，清华大学が司会を行い、京都

大学 田中宏明 教授が「Are the waters currently improved in quality really swimmable?」、中国科学
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院広州地球化学研究所 应光国 研究員が「Removal of antibiotics and antibiotic resistance genes in 

domestic wastewater by constructed wetland」を、産総研 島隆之 研究員が「Optical disc-based sensor 

for microorganism detection in water」を京都大学 高岡昌輝 教授が「Current Trend of Waste to Energy 

in Japan 」を、中国科学院都市環境研究所 刘超翔 研究員が「Poultry wastewater treatment by 

eco-resource recycling process and its risk control」を講演した。口頭発表セッションⅣは、尾形敦研

究员，日本産総研が司会を行い、産総研 王正明 研究員が「Nanomaterials aiming at high-efficient and 

selective removal of organic micropollutant」を京都大学 伊藤禎彦 教授が「Indirect Potable Reuse 

System using Soil Aquifer Treatment and Advanced Risk Management」を、清華大学深圳研究生院  

吴乾元 博士が、「Micropollutants and toxicity changes during reclaimed water advanced oxidation 

process」を、京都大学 西村文武 准教授が「Nitrogen removal and nitrous oxide emission characteristics 

by anaerobic ammonium oxidation (anammox) process」を、産総研  稻垣知大 研究員が「Three-dimensional 

architecture and bacterial community structure of membrane-occluding biofilm」を講演した。閉会挨

拶を清華大学 胡洪营教授、京都大学 田中宏明教授、日本産総研尾形敦研究員が行った。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




