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拠点大学交流事業 
平成１８年度 実施計画書 

 
１．拠点機関 
日 本 側 拠 点 大 学： 筑波大学 
（ 中 国 側 ） 拠 点 大 学： 北京大学 

２．交流分野・研究テーマ 
（和文）： バイオシステム学  

： 地域資源の利・活用による持続的発展のためのバイオシステムの確立と評価  
   交流課題に係るホームページ：http://www.bsys.tsukuba.ac.jp/~core-univ/            
（英文）： Biosystem studies  

： Establishment and Evaluation of biosystem with regional resource utilization 
/ application for sustainable development                                  

 
３．開始年度 
   平成 9 年度（ 10 年度目） 
 
４．実施組織 
日本側実施組織 
     拠点大学：筑波大学 
  実施組織代表者：井上 勲（生命環境科学研究科長） 
 コーディネーター：山口 智治 生命環境科学研究科 教授 
     協力大学：東北大学、岩手大学、弘前大学、茨城大学、千葉大学、日本大学、

新潟大学、神戸大学、島根大学 
     事務組織：生命環境科学等支援室 
 
相手国側実施組織（拠点大学名・協力大学名は、和英併記願います。） 
     拠点大学：（英文）Peking University 
          （和文）北京大学 
  実施組織代表者：（英文）Xiaoyan Tang, College of Environmental Sciences, Professor 
コーディネーター：（英文）Xiaoyan Tang 
     協力大学：（英文）Tsinghua University, China Agricultural University, Nankai 

University, Nanjing University, Ocean University of China, 
Fudan University, Northwest A & F University, Jilin 
University, Shanghai Jiao Tong University 

         （和文）清華大学、中国農業大学、南開大学、南京大学、中国海洋大学、

復旦大学、西北農林科技大学、吉林大学、上海交通大学 
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５．拠点大学交流としての全期間を通じた研究交流目標 
持続的発展と環境保全的調和の観点で人類生存に不可欠な食料生産システムの秩序ある

構築のために、バイオテクノロジーを中心とする先端技術と地域に実在する技術との融合、

学術研究を中国を対象に実施する。 
 
 
６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
第 1分野 

1) 農業機械システム（鳥巣諒（岩手大）他、郭康権（西北農林科技大学）他） 
農用車両の自律走行および果実の品質計測・評価方法に関する研究に関する学術セミ

ナーを通じて最近の研究情報、共同研究などについて意見交換をし、トラクタの自律走

行、トラクタ・トレーラ系の後退制御に関して学会での口頭発表および論文発表を行っ

た。また、これまで訪問した中国の大学における研究動向について農業機械学会東北支

部にて口頭発表を行い支部報に発表した。 
2) 省エネルギー・装置化生産施設システム 

①生物生産施設のパッドアンドファン冷房システム（山口智治（筑波大）他） 

パッドアンドファン冷房システム運用についての現地温室実験および CFDシミュ
レーションを行い、施設設計資料として取りまとめた。北京市郊外においてパッドア

ンドファン冷房システムも持つ大型鶏舎における環境計測実験と解析を行ない、その

結果を学会報告した。中国の大型温室における冷房システムの応用事例、および温室

内気動・温度分布に関する CFD解析について学会誌に論文を発表した。 
②省エネルギー型日光温室の熱環境形成機構（山口智治（筑波大）他） 
北京、瀋陽市、長春市郊外にある日光温室における熱環境計測実験を実施しデータ

解析を行うと共に、熱環境予測モデルの開発してその検証を行った。また、吉林市郊

外において冬季無加温の農家日光温室と、瀋陽農業大学の新設された双子型日光温室

における熱環境計測実験を開始し、現在まで継続している。 
③温室内最適灌水制御システム（中野和弘（新潟大）他、陳青雲（中国農大）他） 
温室内最適灌水制御システムの開発を進め、灌水制御法の違いによる収穫時品質等

級の差異について検討し、成果を論文発表した。また、中国気象局烏魯木斉(ウルムチ)
砂漠気象研究所と節制潅漑制御システムの開発に関する共同研究の協定を締結し、そ

の内容は機関誌「中国気象報」に掲載された。 
④畜産施設の生産環境（川西啓文（日本大）他、馬承偉（中国農大）他） 
中国の主要養豚・酪農・養鶏地域における豚・牛・鶏からの熱発生データの計算解

析を行った。また、畜産施設における脱臭に関する研究に着手し、とくに未利用の炭

化物による脱臭の効果についての研究を行った。 
⑤中国東北部の持続的食料生産（山口智治（筑波大）他、于海業（吉林大）他） 
中国東北地方の食料・生産基盤資源に関する分析を行い、成果を論文として発表し
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た。また、生物機能を模式化した農業機械設計に関する研究成果を Biosystem Studies
に論文として報告した。 

3) 農産物・食品の加工・貯蔵・流通システム 
①農産物・食品の加工・貯蔵・流通プロセス（豊田淨彦（神戸大）他） 
中国国内における加工・流通の現状分析を行い、安全性を含む食品の品質を考慮し

た品質評価法の確立、具体的には、品質規格の整備を前提に、生鮮野菜の流通におけ

る予測微生物学的温湿度履歴の解析、食品製造における微生物汚染の検出とその防止

方法に関する研究、砂糖製造過程における脱色および精製法の開発、食肉品質の非破

壊品質評価法に関する研究を実施し、それぞれ学会報告を行った。 
②農産物の加工・流通研究（佐竹隆顕（筑波大）他） 
中国西北地域の特産物である干し葡萄の非破壊選別に関する一連の研究を実施し、

国内メーカーとともに画像処理選別装置に試作開発を行い、成果を論文発表した。ま

た中国の伝統食品の米麺に注目し、その製造プロセスおよび素材に関する調査研究、

素材の化学成分の分析を進め、同時に、国産の短粒型米・長粒型米を原料として米麺

を試作するとともに、その品質と各種成分、加工条件等に関する研究を進めた。他方、

果物や野菜の卸売り市場の冬季流通実態や大都市のスーパーマーケット・小売店にお

ける冬季販売状況について現地調査を行った。 
4) 未利用資源の利活用システム 
①農業・水産施設における物質循環的利活用（小出章二（岩手大）他） 

一般に煮汁は、タウリンをはじめアミノ酸リッチであり栄養性が高い一方、海水由

来の塩分濃度が極めて高く、微生物管理にも注意を要する。平成１７年度は、ホタテ

煮汁からの脱塩、更に煮汁のアミノ酸残存に効果的な処理を、イオン交換膜電気透析

法により測定・評価した。結果として、低塩分、アミノ酸リッチなホタテエキスを創

出し、旨味試験の結果も良好であった。 

②有機・食料資源の安全性確保と有効利用に関する研究（北村豊（筑波大）・蒋偉忠・

董仁傑（中国農業大学）） 
両国共同研究者が畜産廃棄物等の未利用資源の利活用システムである RDFS ドラ

イメタン発酵装置に関する学術論文を発表した。また杭州市内の食品加工場、HACCP
認証のビール工場およびその UASB廃水処理施設の視察を行い、中国における食品の
品質や安全性の確立あるいは高濃度排水処理による環境保全に関する技術開発に関

する情報が収集できた。 

第 2分野  
1. 中国及び日本の水環境汚染・修復に係わる実態調査、データ、文献収集を行ない、問

題点を整理し、各領域の役割分担によって解析に基づく実施計画と研究の方向性を提示し

た。 

2. 中国と日本側で設定した第二分野の研究計画に沿ってほぼ目標を達成できた。 

3. 得られた知見と評価の成果から生態工学的適正技術を打ち出し、研究成果を論文・報
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告書等にまとめ中国政府や公団への提案を行なうと共に実用レベルにまで展開した。 

4. 日本の伝統技術と先端技術を融和した新しい生態工学を基調とした水質浄化技術シス

テムを、中国の雲南省や上海に導入しつつあり、解析・評価法を含め、学術の面とくに実  

用化技術での高い評価を受け、雲南省の実験サイトにおいて複数の実用施設が建設された。

これらをもとに論文として発表している。維持コストが低く、省エネルギー技術の重視な

どの面においても、中国の第 15 年経済計画の循環社会形成や再生資源利用システムの導入

に、拍車をかけ、拠点大学交流で生まれた水質浄化技術の確立が、一層の貢献を期待でき

るものと考えられる。河北省秦皇島市の洋口湖へ流入するデンプン加工廃水の総量規制を

実施するシステムの検討を行なった。 

第 3分野 
生物生産環境、とくに乾燥地における土壌、水文、水質、有用・未利用生物資源の現況

を把握し、これに適した持続的生物生産環境を検討ならびに大気環境の影響評価と改善の

ため、以下の各項目の共同研究を実施し成果を得た。 
1) 乾燥地帯の土壌（黄土：レス）の間隙構造の測定に基づく、土壌の物理性を把握した。
とくに、採取土壌の水分特性曲線〔水分ポテンシャル～水分量〕を室内実験にて計測する

ことにより、畑地かんがい用水量の計画に必要な基本データを採土深ごとに策定した。  
2) 未利用有機資源としての樹皮（バーク）による土質改善（保水性向上）や、有用無機資
源としてのゼオライトを利用した流域の水質改善（塩害軽減効果）の具体的な事例につい

て情報交換を行った。 
3) 様々な水分・塩分ストレス条件における耐塩性植物の生育応答試験に向けて、中国側研
究者の意見を参考にしながら、試験地、試験作物、試験条件、計測項目の策定を行った。 
4) 中国の乾燥地における農業生産力をより定量的に把握するため、地理情報システム
（GIS）に基づき人工衛星画像情報からの推定を行った。対象流域としては平成 16年度と
同様に、甘粛省武威市周辺の石羊(Shiyang)河とし、現地を踏査し、地形・水文・気象・農
業生産情報との照合を行った。これに基づき流域の水需給バランスを推定するとともに、

乾燥地に適した持続的農業生産システムの検討を進めた。 
5)共同研究のまとめとして、北京・上海・武漢の各都市周辺のフィールドでの土壌・植生調
査と持ち帰った土壌試料およびチャンバー内の採取空気試料について、それぞれ、重金属

濃度分析・土メタンおよび二酸化炭素濃度測定を行い、各調査地点の大気汚染の要因を考

慮しながら、植生の特性と共に、得られたデータを解析した。そして、その結果を平成 17
年 6 月に上海で開催された交流セミナーで発表し、セミナー後、発表内容を Biosystem 
Studiesに投稿した。筑波大学、北京大学および復旦大学の研究者の間で、中国巨大都市の
周辺域での土壌生態系、特に重金属濃度とメタン・二酸化炭素フラックスに関する意見交

換を行った。 
 
 
 



5 

７．平成１８年度の研究交流目標 
第 1分野  

1) 中国における農業機械化における問題点の明示，農業機械の性能改良，農地環境保全，
農作業効率化を追求する。 

2) 日光温室、大型冷房温室、大型畜舎等における省エネルギー環境制御・運営方式の確
立に関するデータ集積を行い、また温室における節水灌漑制御システムの中国への技

術移転を図る。 
3) 農産物・食品の高度化したポストハーベストテクノロジーの中国への定着化，非破壊
品質評価技術の展開、流通過程における損耗防止策の確立を図る。 

4) 未利用資源の有効利用策の提言を行う。 
  
第 2分野 

1)  生態工学的浄化法を導入した循環型浄化システム設置の普及展開について、最終年度
に向けて研究成果を纏める。 
（筑波大学、北京大学、茨城大学 他） 

2)  中国汚濁湖沼負荷削減対策について最終年度に向けて研究成果を纏める。 
例）秦皇島市洋口湖富栄養化対策事業（現：JST） 
（筑波大学、北京大学 他） 

3) 中国地三角型地域循環社会構築のための拠点形成事業プログラムについて、１０月を
めどに交流案を作成する 
（筑波大学 他） 

 
第 3分野  

1) 生物生産環境、とくに乾燥地における土壌、水文、水質、有用・未利用生物資源の現
況に適した持続的生物生産環境を検討ならびに大気環境の影響評価と改善について

共同研究を進める。 
2) 従来の研究・交流成果を取りまとめる。 
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８．平成１８年度の交流事業の概要 
８－１ 共同研究 

第 1分野  
1) 農業機械システム       鳥栖諒（岩手大学）他、郭康権（西北農林科技大学）他 

本年度は、中国西北地域で問題となっているマルチ資材の土壌汚染実態について実地調

査を行い、農業機械的観点から解決策について検討する。また、西北地域の特産部である

キウイの収穫の機械化に向けて、画像によるキウイ果実の認識について検討する。更に、

トラクタの振動問題について日中双方で実態を検討し、農業機械的観点から改良点を見い

だす。予想される効果としては、農地の環境保全、農作業の効率化、人間工学的観点から

中国農業に寄与できるものと思われる。 
2) 省エネルギー・装置化生産施設システム 
① 生物生産施設のパッドアンドファン冷房システム 

      山口智治（筑波大学）他、李保明（中国農大）他 

 平成 17 年度に引き続き、大型鶏舎における環境制御システムの現状における問題点を摘

出し、舎内空気分布を考慮した環境制御システムの開発をめざす。また、暑熱期の北京市

郊外においてパッドアンドファン冷房システムを設置した大型鶏舎において環境計測実験

を行い、本冷房システムの有効性について解析検証を行う。また、大型冷房温室内の空気

分布に関する現地計測実験ならびにＣＦＤシミュレーションモデルの改良を行う。これら

により大型生物生産施設内の環境制御システム設計のための技術資料が得られると考える。 

② 省エネルギー日光温室の環境計測・制御システム開発 

山口智治（筑波大学）他、于海業（吉林大）他 

 前年度に引き続いて、瀋陽市に新設された双子型日光温室の熱環境に関する現場計測実

験を実施し、得られたデータの解析を行うとともに、熱環境予測のための改良数学モデル

の開発を継続しこれまでの現地実験で得られたデータに基づく検証を行う。 

③ 温室内最適灌水制御システム      中野和弘（新潟大）他、陳青雲（中国農大）他 
平成 17 年度に烏魯木斉(ウルムチ)砂漠気象研究所と節水潅漑システムの共同研究協定の

締結を行ったことを受けて、温室のみならず大規模圃場における節水制御システムの開発

を開始する。この開発に必要な研究費には外部資金の導入が必要となるので、双方の研究

実績を共有し、システムの基本設計と詳細設計の構築を図る。また平成 17 年に引き続き、
コンピュータシミュレーションによるハウス内水蒸気分布の経時変化の追跡プログラムを

開発する。さらに、ネット系メロンの出荷時の等級選別を自動的に行うシステムを構築す

る。 
④ 畜産施設の生産環境         川西啓文（日本大）他、馬承偉（中国農大）他 
 畜舎環境調節のため換気を行う際、畜舎からの屋外への臭気拡散など様々な問題が生じ

ることが懸念されるため、昨年から臭気環境の調節に関する研究を開始し未利用の炭化物

を利用した畜舎内から発生する悪臭の脱臭の効果についての測定および検討を継続し、よ

り効果のいい物、より効果が出る方法について見いだす。 
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⑤ 中国東北部の持続的食料生産基盤     山口智治他（筑波大）、于海業他（吉林大） 

中国東北部における持続的食料生産のための土地、水資源、機械・施設システムに関する

総合的評価研究、討議を行う。また、東北地方特産農産物である人参（高麗人参）の人工

栽培に関する研究に着手する。 

3) 農産物・食品の加工貯蔵流通システム 

① 農産物・食品の加工・貯蔵・流通プロセス 豊田淨彦(神戸大)、李里特(中国農大)他 
農産物・食品の品質評価及び品質向上に関する要素技術の開発を目的として、平成 17年

度の研究課題を継続すると共に、食品の安全性をも新たに対象品質に含め、以下の研究項

目を実施する。 
a) 食肉品質の非破壊品質評価法に関する研究 
前年度に実施した日中における食肉生産・加工における品質規格の調査に基づき、食肉生

産、流通の現地調査を行う。食肉品質の客観的品質評価法の検討および客観的評価に適し

た測定指標の検討を通じて、食肉の生産、加工、流通における品質評価技術を明らかにす

る。これにより、と畜・解体以後の損失を最小限に止める生産、加工および流通システム

の構築に寄与することが期待できる。 

b) 大豆加工食品の製造における品質評価法に関する研究 
大豆加工食品として、大豆油、豆腐、発酵納豆等の製造過程における品質評価法として、

電気インピーダンスおよび誘電率測定法を検討する。 
これにより、安定した品質の製品が得られると共に、製造工程の自動化、機械化により、

高品質製品の安定した製造を可能にするための指針が得られるものと期待される。 
② 農産物流通過程の損失低減および新規食材としての米麺の開発 

佐竹隆顕（筑波大）他、郭康権（西北農林科技大）他 
平成１７年度までに実施してきた青果物の流通実態調査を引き続いて行うこととし、高

原地域における野菜や果物の生産と流通現況の調査を行い、中国の大方の地域における実

態調査の仕上げとする。また、これまでの青果物の流通実態調査結果をふまえ、流通過程

において生じる損失の低減あるいは輸出を見据えた安全安心な青果物生産の実現に向けた

研究討議を西北農林科技大学ならびに中国農業大学等で中国側のポストハーベスト分野の

研究者を交えて実施する。この討議を通じて、次期研究プロジェクトにおける具体的研究

テーマの策定を行う。また、平成１７年度に引き続いて、国産米を原料とする日本人の食

感に合った米麺の開発に向けた試作研究を行う一方、中国の伝統的な米麺の製法上の課題

や日本国内の先駆的な米麺製法の調査研究を実施し、新規食材としての米麺の開発に向け

た研究情報の蓄積を図る。 
5) 未利用資源の利活用システム 
①生分解性プラスチックフィルムが青果物流通時の品質・生菌数に与える影響 

小出章二（岩手大）他 

生分解性プラスチックフィルムは、木質ペレットと同様に基本的にカーボンニュートラ

ルの性格を持つため、その利用は石油由来のプラスチックフィルムと比べ、環境負荷軽減
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となる。生分解性プラスチックフィルムに青果物をMA包装し、これが PEフィルム等で包

装・保存した場合と比べて、微生物学的・品質的に遜色がないか、を調べる。具体的には、

一般生菌数、カビ・酵母数、重量減少率、アスコルビン酸、色、硬さ、ガス組成などを指

標として、比較･検討し、生分解性プラスチックフィルムを用いた青果物流通について考察

する。 

② 有機・食料資源の安全性確保と有効利用に関する研究    
北村豊（筑波大）、蒋偉忠・董仁傑（中国農業大学） 

 有機資源の一つと考えられる下水汚泥の脱水ケーキ処理に関して、拠点交流プロジェク

トにおいて開発に取り組んできた RDFS ドライメタン発酵システムを適用して下水汚泥脱
水ケーキのバイオガス変換を実験的に行い、有機資源のエネルギー化技術としての実用性

を評価する。また、食料資源の安全性確保として、穀物カビ毒によるケミカルハザードの

制御技術の検討を行う。サイロ貯蔵環境がカビの発生熱や毒素生成といった増殖特性に与

える影響を明らかにして、マイコトキシン制御を目的としたサイロ貯蔵環境の精密管理の

ための基礎資料を得る。 
 
第 2分野 
1）富栄養化湖沼の水環境修復技術 

 中国雲南省昆明市、国立の海梗公園デンチ池周辺へ設定した生態工学的手法である土壌

トレンチ工法を主体とする循環型処理システムの効果とコスト評価を引き続き実施する。

また、中国河北省秦皇島市洋口湖を選定し、水質の浄化および修復に具体的検討を行う。

現在、一部、日本学術振興会の予算支援により澱粉廃水の有効処理法として、嫌気性発酵

エネルギー回収型処理法（メタン発酵法）と好気処理の組合せを日本側から提案し、計画

を実施している。 

2）中国の富栄養化湖のアオコ毒性のモニタリングシステム 

滇池、太湖、西湖、洋口湖の水質とアオコ毒性の関係をモニタリングし、バイオインフ

ォマティクスを導入して挙動解析により、藍藻の異常発生の特性、予測手法を構築する。 

3）海岸沿岸域・流入域における汚濁水の生態系への影響動態解析、処理削減効果及び評価 

 遺伝子工学を導入した魚介類の汚染による細胞への影響評価の手法を確立し、持続的海

洋生産性の向上と魚介類の安全性確報のための生産システムを構築する目的とする。 
 

第 3分野  
従来からの生物生産環境、とくに乾燥地における土壌、水文、水質、有用・未利用生物

資源の現況に適した持続的生物生産環境を検討ならびに大気環境の影響評価と改善につい

て以下の項目でさらに共同研究を進めるとともに、従来の研究・交流成果をまとめる。 
1) 乾燥地の畑地灌漑の基礎となる土の構造およびその物理性を解明する。特に、農地の開
発で下層（古い年代）が作土層となった場合の農地灌漑技術に及ぼす影響を土壌構造の

面から検討する。 



9 

2) 未利用有機資源としての樹皮（バーク）による土質改善（保水性向上）や、有用無機資
源としてのゼオライトを利用した流域の水質改善（塩害軽減効果）の具体的な事例につ

いて情報交換を行う。 
3) 様々な水分・塩分ストレス条件における耐塩性植物の生育応答試験に向けて、中国側研
究者の意見を参考にしながら、試験地、試験作物、試験条件、計測項目の策定を行う。 

4) 生分解性プラスチックのマルチフィルムの中国畑作への導入に関する検討を行う。 
5) 中国の乾燥地における農業生産力をより定量的に把握するため、地理情報システム
（GIS）に基づき人工衛星画像情報からの推定を行なう。 

6) 平成 13年度から平成 17度までに行われた交流実績に基づく共同研究のまとめとを行う。
中国巨大都市の周辺域での土壌生態系、特に重金属濃度とメタン・二酸化炭素フラック

スなどの既存研究のレヴューを行い、今後の本課題に関わる研究交流の指針を策定する。 
 
 
８－２ セミナー 

 

平成 18 年度は本事業の最終年度に当たる。そこで、過去 10 年間の共同研究の総括およ
び今後の研究の展望をまとめるために、新潟市においてセミナーを開催する。 
セミナーにおいては、1)食料生産・流通に関わる技術開発の経過と問題点および展望、2) 

中国及び日本の水環境汚染・修復に関し新しい生態工学を基調とした水質浄化技術システ

ムの技術開発経過と将来展望、3)生物生産環境、とくに乾燥地における土壌、水文、水質、
有用・未利用資源の現況に適した持続的生物生産環境の評価と将来展望、についての発表

と討議を行う。また、アジアで経済発展が著しく、国情も安定しているベトナム国の研究

者 2 名を招聘し、持続的食料生産と環境保全に関する講演発表と議論への参加を含め、研
究成果の技術移転の方向性を併せて探る。本セミナーの開催によって、日中の共同研究の

遂行の意義や成果について客観的に評価可能な参加者から、第 3 者としての意見、また、
当事者としての本テーマに対する考え方が明確になる。さらに日中双方の食料生産及び環

境保全に対する技術の特徴、制度設計の考え方及び社会背景の差などについて活発な議論

の展開と総括が行われるので、本拠点大学交流事業の取りまとめおよびアジア地域への研

究成果の還元・技術移転の方向性などの議論を深めることが期待できる。 

 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

 なし 
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９．平成１８年度交流人数・人日数総表 
９－１ 相手国との交流計画 

（単位：人／人日） 

    派遣先 

派遣元 

日本 

（JSPS） 

中国 

（MOE） 
   合計 

日本（JSPS）  40/355    40/355 

中国（MOE） 53/424     53/424 

ベトナム 2/12     2/12 

       

       

合計 55/436 40/355    95/791 

 

９－２ 国内での交流計画 

11／22 （人／人日） 

 


