
 

拠点大学交流事業  

平成１９年度 実施計画書 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 大 学： 京都大学 
中 国 側 拠 点 大 学： 清華大学 

 
２．交流分野・研究テーマ 
（和文）： 都市環境・都市環境の管理と制御               
（英文）： Urban Environmental Engineering         
   交流課題に係るホームページ：http://interex.kogaku.kyoto-u.ac.jp/jspsmoeweb/ja/                    
 
３．開始年度 
  平成１３年度（７年度目） 
 
４．実施組織 
日本側実施組織 
     拠点大学： 京都大学 
  実施組織代表者： 京都大学大学院・工学研究科長・西本清一 
 コーディネーター： 京都大学大学院工学研究科・教授・津野 洋 
     協力大学： 北海道大学、東北大学、埼玉大学、東京大学、東京農工大学、豊橋技術

科学大学、大阪大学、岡山大学、鳥取大学、広島大学、山口大学、愛媛

大学、九州大学、滋賀県立大学、大阪市立大学、名城大学、龍谷大学、

摂南大学、福岡大学、神戸大学、早稲田大学、大分大学、福井大学、日

本大学、琉球大学、高知大学、名古屋大学、立命館大学、東海学園大学、

高知工業高等専門学校、北見工業大学、大阪工業大学 
     事務組織：   

                  工学研究科国際交流委員会 
                    当事業の各専攻等への通知、連絡・報告機関 
                  連絡協議会（年１回） 
                    協力大学、協力研究者及び学内協力教員 
京都大学総長－工学研究科長     コーディネーター      プログラムリーダー 
      （西本清一教授）    （津野 洋教授）       （津守不二夫講師） 
                                サブプログラムリーダー 
                                 （ 未定） 
                  事務部長   学術協力課長    国際協力掛 
                         経理課長      経理掛・契約掛 

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） Tsinghua University 
          （和文） 清华大学 
  実施組織代表者：（英文） 該当なし 
 コーディネーター：（英文） Tsinghua University・Professor・Jiming HAO 
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   協力大学：（英・和文）  Beijing University, Nankai University, Dalian University of 
Technology, Tongji University, Shanghai Jiao Tong University, 
Kunming University of Science and Technology, Shandong 
University , Beijing University Of Technology, Sichuan 
University 
北京大学、南开大学、大连理工大学、同济大学、上海交通大学、

昆明理工大学、山东大学、北京工业大学、四川大学 
 
５．拠点大学交流としての全期間を通じた研究交流目標 
 人が生活する場として、より快適で豊な都市を求める時代が、環境の時代という名でそこまで

きている。便利で効率的な物質文明社会の中で、生活と生産の場近くで副次的に発生した公害問

題、環境破壊を早急に解決し、安全で安定した生活を確保する事が求められている。本事業は、

単に公害問題を解決するだけでなく、人の行動規範として省資源・省エネルギーの立場がより強

く意識され、自然との共生を図りうる資源循環型社会の構築を目的とする。本事業では以下の 4

課題について研究交流並びに共同研究を実施していく。 

 

 第１課題：都市水環境制御・管理に関する研究 

 第２課題：大気汚染制御・管理に関する研究 

 第３課題：廃棄物制御管理と資源化に関する研究 

 第４課題：都市基盤施設(インフラストラクチャー)の管理・制御に関する研究 

 

 第１は恒常的な水資源不足にさらされている大都市の水環境制御管理に関する研究である。第

２は石炭ならびに石油をエネルギー源として消費する社会で発生している大気汚染問題の象徴で

ある酸性雨問題に対し、その制御・管理に関して研究する。第３は大量消費社会の進展で、今に

もごみに埋もれそうな大都会の廃棄物問題をいかに制御し、管理し、いかに資源化するかを研究

する。第４は資源の大量消費体制を支えた物資輸送体系、人・情報を移送する都市システムを省

資源・省エネルギーの立場から、ライフラインを中心とした都市基幹施設（インフラストラクチ

ャー）の構造、管理・制御を検討する。 

 わが国では、産業公害から、都市公害、さらに地球環境問題へと、人の生活・活動の影響が段

階的に顕在化する場が広がった経験から、一地域の活動だけで解決できる事象から、国全体の方

向付けを要する事項まで発現してきた経緯に省み、そこに集積された知識と技術を活用しつつ、

先進国と発展途上国とが環境管理に関して協調して、省資源・省エネルギーのアイディアの下、

持続可能で成長可能な社会の形成を格段と容易にかつ一足飛びに環境の時代の都市形成を遂行で

きる方途を探るものである。 

 この研究の展開により、多くの発展途上国が、わが国が環境管理で辿ってきた紆余曲折した回

り道をせずに、一足飛びにより効率的で安全な社会基盤整備を進めるきっかけと方途を理解でき

る手順を示すことが可能となろう。少なくとも、今日までの消費体系は、個人的な快楽性追求の

上に成り立っており、社会全体としての健全な発展を議論する際には何がしかの行動規制を必要

とする場面も出てくる事は否めない。これらの点を含め、多くの国で利用可能な機能性と快適性

とを十分満足する社会環境作りの指針作成を目指すものである。 
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６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
 平成 18年度までの 6年間に述べ 490人／2,701人日（派遣 204人／746人日、受入 286人／
1,955人日）の交流を実施した。 
（セミナーの開催） 
 本事業では毎年 2回（中国で 1回、日本で 1回）セミナーを開催することを原則としており、
各グループの研究者は 2年に 1度は相手国で開催されるセミナーに参加する機会を得ることにな
る。セミナーでは両国の研究者から平均 30件程度の研究発表があり、参加者は 50名内外である。
これまでに開催したセミナーの概要を下表に示す。延べ 548人（中国側 263名、日本側 285名）
が参加し、357件（中国側 203.5件、日本側 153.5件）の発表がなされた。 
 当初は相手国研究者の研究分野や関心事を知ることに重点が置かれていたが、現在では、共同

研究テーマに昇華していくことが重要であると認識されており、活発な意見交換がなされるよう

になってきた。各セミナーにおいては発表論文を集めた講演集（proceedings）を作成している。
また、講演集は京都大学、協力大学の図書館にて閲覧可能な状態とし、情報を広く公開している。 

表 これまでに開催したセミナーの概要 

回 年月 開催地（ホスト校） 対象研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ
発表件数 
（中国/日本） 

参加者 
（中国/日本）

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9･10*2 

11 

12 

2001.11.06-07 

2002.01.15-16 

2002.07.23-24 

2002.10.02-03 

2003.10.30-31 

2003.12.02-03 

2004.07.26-27 

2004.10.18-19 

2005.10.20-21 

2006.09.26-29 

2006.10.03-04 

中国・清華大学 

京都大学 

中国・大連理工大学 

岡山大学 

中国・同済大学 

愛媛大学 

琉球大学 

中国・上海交通大学 

中国・昆明理工大学 

京都大学 

京都大学 

1, 2, 3, 4 

1, 2, 3, 4 

1, 4 

2, 3 

2, 3 

1, 4 

2, 3 

1, 4 

1, 2, 3, 4 

3 

1, 2, 4 

4.5／4.5*1 

17／13 

14／9 

11／13 

11／17 

16／14 

15／14 

23／15 

59／27 

9／3*3 

24／24 

15／9 

25／35 

29／19 

17／39 

26／24 

14／27 

16／15 

36／22 

57／35 

7／5 

21／55 

*1：１件は中国／日本の共同での発表。 

*2：第 9回と第 10回は当初別のセミナーとして企画されたが、後に合同で開催されることとなった。 

*3：JSPS-VCC-MOEセッションのみでの件数。 
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図 セミナーの風景（2006年 10月、京都大学にて） 

 

（学術交流協定の締結、若手研究者の養成） 
 日中両国の複数の部局間において学術交流協定が締結され、交流強化が図られている。大学全

学レベルでは、京都大学と清華大学は本事業開始前の 1998 年に学術交流協定を締結している。
また、豊橋技術大学も清華大学と学術交流協定（1996～）を、同済大学とも学術交流協定（1985
～）を締結している。事業開始後には部局間レベルにおいて京都大学工学研究科他が大連理工大

学（2003～）、上海交通大学（2003～）と、山口大学工学部が上海交通大学環境科学与工程学院
と（2004～）、豊橋技術科学大学エコロジー工学系が昆明理工大学環境科学工程学院（2004～）
と各々学術交流協定を締結した。 
 平成 18年度までに中国から 18名の留学生を京都大学、福岡大学、山口大学で受け入れた。ま
た、日中双方の学生を相手国へ数日～数ヶ月の間派遣し、共同研究を実施した。この他、教員が

相手国を訪問した際には学生を対象に講義を開催しており、これらの活動を通じ両国若手研究者

の育成を行っている。 

（学術的な成果） 
□課題番号 R-1（グループ 1）「都市水環境制御・管理に関する研究」 
 山口大学工学部・今井剛助教授、上海交通大学環境科学与工程学院・張振家教授らは水の液膜

を利用した新規酸素溶解技術を共同開発し、液膜式気体溶解法による高効率曝気システムとして

日本では既に特許を出願し、中国でも出願予定である。 
 平成 17年 1月、京都大学・経済学研究科他と国際協力銀行から「中国環境円借款貢献度評価に
係る調査」を受託し、中国国内で実施された環境円借款事業が、中国の環境保全と関連施策の策

定にどの程度の貢献をなしたのかを評価した。評価は京都大学と清華大学が共同して実施した。 
 平成 18年 12月には科学技術振興調整費戦略的国際科学技術協力推進事業「水の反復利用によ
るリスク低減のためのモニタリング評価と対策技術に関する研究」を獲得するに至り、清華大学・

黄霞教授（北京）、张锡辉教授（深圳）らと京都大学･津野洋教授らの間で都市における水再利用

に起因するリスクに関する共同研究をスタートさせた。  
□課題番号 R-2（グループ 2）「大気汚染制御・管理に関する研究」 
 日中のメガシティの大気環境には、その抱える問題に背景の違いがあるものもあれば、発展段

階の差があったとしても共通の問題もある。北京等の都市では黄砂という巨大な SPM（浮遊粒子
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状物質）排出源の影響下にあり、これに人為源が加わる。一方、人為源については、自動車の影

響が日中ともに顕著である。 
 日本の大都市では、単体規制の強化とともに、地下鉄・鉄道等への分散も図られている。本交

流により、このような日中間のメガシティ大気環境の現状が明らかになり、平成 17年度から科学
研究費の補助を得て、アジアのメガシティにおける大気汚染暴露地図の将来予測と健康リスク評

価に関する研究を立ち上げた。 
 また、同じ平成 17年度より「東アジア圏の経済発展に伴う廃棄物発生量の予測と適正な資源化
処理・処分技術の選択」と題し、科学研究費補助金の助成を得て研究を実施している。本研究で

は清華大学・王偉教授が研究協力者として参加している。 
□課題番号 R-3（グループ 3）「廃棄物制御管理と資源化に関する研究」 
 ダイオキシンの分析には高度な分析機器と分析技術および有害物質であるため安全管理を徹底

した施設が必要となる。従来、中国ではダイオキシンの分析法が確立されておらず、また技術的・

資金的にも困難であった。本事業での日本人研究者（京都大学・武田信生教授）との交流を通じ、

日本のダイオキシン分析法が紹介され、中国・同済大学の何品晶教授らのグループは上海市のゴ

ミ焼却場で発生する焼却飛灰中のダイオキシン分析を実施し、中国において初めてゴミ焼却場か

ら発生するダイオキシンによる汚染の現状が把握された。さらに深圳市のごみ埋立地より発生す

るガスより発電を行うため、その発生ガス組成の現地調査等、共同調査を展開している。 
京都大学・武田信生教授、清華大学・王偉教授、同済大学・何品晶教授らが中心となり「日中

英 廃棄物用語事典」を取りまとめ、㈱オーム社より発刊された。 
福岡大学・松藤康司教授らの研究グループは清華大学－福岡市－福岡大学の間で中国における

廃棄物処分技術（準好気性埋立技術）の導入と廃棄物最終処分場の改善に関する技術協力協定を

締結し廃棄物処分に関する技術移転を進めている。この協力協定に基づき清華大学が雲南省の蒙

自県埋立地を設計し、現在建設が進められている。平成 18年 10月には協定の延長を行った。 
□課題番号 R-4（グループ 4）「都市基盤施設（ｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬｰ）の管理・制御に関する研究」 
 共同研究の展開ならびに「都市水環境制御・管理に関する研究」グループとのセミナー共同開

催によって、急速な都市化と都市環境制御や都市基盤施設管理に関する個々の問題点を共有した。

これまでの交流を通じ、本研究グループで主に扱うテーマを次のように設定した：1) 都市基盤施
設とその管理、2) 住環境とその評価、3) 大気汚染とその制御（グループ 2 と連携）、4) 持続可
能な都市内での水供給と管理 （グループ 1と連携）、5) クリーンなエネルギーの供給と都市の持
続可能な発展のためのエネルギー生産、6) 都市化の管理、7) エコシティー実現のための都市計
画、8) 建築技術 
 今後は中国と日本の都市、例えば北京－東京、上海－大阪、西安－京都などを取り上げ、具体

的に比較検討を行い、都市基盤施設が抱える問題点を明らかにし、その改善策について検討を行

う。 

（その他の成果） 
(1) マレーシア・マラヤ大学－清華大学－京都大学間での同時講義開設 
 京都大学工学研究科は本交流事業の他にマレーシアとの交流事業も担当している（拠点校：マ

ラヤ大学）。この 2つの事業に関与する 3つの拠点大学、マラヤ大学、清華大学、京都大学の間で、
地球・環境科学に関する同時講義を開設する計画を進めている。本事業は文部科学省の現代的教
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育ニーズ取組支援プログラム（2004～2006 年度）として推進したものである。テーマは地球・
環境科学に関するものとし、京都大学で蓄積された基盤的研究実績とマラヤ大学及び清華大学が

持つ現地に則した研究成果を補完的に統合することにより、(1)本取組期間中に、学術・応用両面
において極めてレベルの高い講義内容を構築すること、(2)さらにその講義をネットワーク事情が
悪い地域に対しても有効に機能する新しい遠隔教育実施手段（ハイブリッド型 e ラーニング）を
使って正規授業として開講し、本学学生にアジア地域の学生と同時進行的に講義を受講させ、国

際感覚豊かで実践的英語能力を持つ卒業生を輩出すること、(3)またアジア地域の大学院レベル教
育に日本が主導的立場で大きく貢献することを目的としている。 
 平成 18年度での現代的教育ニーズ取組支援プログラム終了後も、同時講義は継続実施していく
ことが取り決められている。 
(2) 京大-清華環境技術共同研究・教育センターの開設 
 平成 17年 10月、中国・深圳市にある清華大学深圳研究生院内に、京大－清華環境技術共同研
究・教育センターを開設した。環境技術の普及や一層の技術開発を促進するためには、人材の育

成やオンサイトの研究開発を発展させる拠点が必要である。本講座では、京都大学と清華大学が

研究・教育・実務を共同で実施し、学術交流・環境技術普及・新技術開発・人材育成を発展させ

る拠点となることが期待されている。 
課題番号 R-3の武田信生教授らのグループでは、平成 18年 10月および平成 19年 3月に学部

学生 1名を含む研究者延べ 7名を派遣し、センターと共同で深圳市内の廃棄物処分場から発生す
るガス成分の分析を実施した。課題番号 R-1の津野洋教授らのグループでは学部学生 1名をセン
ターに派遣し、深圳市の水を用いた水処理実験を 2 ヶ月に渡り実施した。平成 19 年 2 月には清
華大学の学生 8名（2名は北京校、6名は深圳研究生院から）および深圳市水質センターの職員 2
名を京都大学へ招聘し、環境ホルモンおよび残留性有機汚染物質（POPs）の分析に関する共同研
究を実施した。 

 
 

７．平成１９年度の研究交流目標 
 ここ数年、中国は著しい経済発展は遂げており、中国国内における環境汚染・環境保護の動向

および技術に関してもこの事業が開始された 2001年から大きく変化している。2006年 3月には
第 11次 5カ年計画が全国人民代表大会で採択され、環境保護が従来以上に重視されることとなっ
た。平成 19年度には、このような中国国内の状況変化を認識し本プログラムにおけるそれぞれの
課題に対しさらに深く掘り下げた取り組みを行うとともに、効率的かつ効果的に事業を実施する。

本交流事業で築いた協力関係をもとに実際に研究費を獲得する事例が増え、実質的な研究活動が

進展しつつある。また、京都大学－清華環境技術共同研究・教育センターでの活動も軌道に乗り、

今後よりいっそうの成果が大いに期待されるところであるが、今後もさらに多くの共同研究を実

施すべく事業を展開していく。 
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８．平成１９年度の研究交流の概要 
８－１ 共同研究 
相手国である中国は急速な経済発展のまっただ中にある。持続的な発展のためには経済発展と

環境保護の両立が不可欠であることを、我々日本人は実際に体験し、そこから数多くのことを学

び、またそれに対処する技術を開発してきた。この経験を中国の研究者と共有することで、中国

が格段と容易に、かつ一足飛びに環境の時代に突入し、持続可能で成長可能な社会を形成できる

ようになるための一助になると考えている。 
 平成 17 年 10 月に中国・深圳市にある清華大学深圳研究生院内に京大－清華環境技術共同研
究・教育センターが開設され、京都大学と清華大学が研究・教育・実務を共同で実施している。

平成 19年度以降はこの共同研究・教育センターを本交流活動の活動拠点の一つとして位置づけ、
中国側研究者と従来以上に親密な連携をとりながら着実な研究活動を実施していく。 
 
（共同研究の体制） 
 本事業内では下表に示す 4つの領域で共同研究グループを組織し、各グループでは両国各 1名
の教授がグループリーダーを務めている。研究テーマは水や大気のように扱うものによって分け

ているが、実際の都市環境問題においては、これらが密接に関連している場合がある。例えば、

廃水処理の過程で発生する余剰汚泥の処理・処分は廃棄物問題として扱われる。また、廃棄物埋

立処分場から発生するメタンガスは地球温暖化を促進させる。 
 このように、実際には研究テーマをまたぐ問題が存在することから、セミナーは複数のグルー

プが共同で開催し他の研究グループの発表を聞く機会を設け、共同研究においては他のグループ

に所属する研究者を訪問し小規模なセミナーやディスカッションを行うなどして、研究者の交流

はグループ内に限定せず、広く交流できるよう努めている。 
 全グループを通じ、毎年 10 名程度が各々数日間程度日本から中国へ派遣され、また、30 名程
度が各々10日間程度中国から来日して研究活動を行っている。これらの交流の中では小規模セミ
ナーを開催したり、研究者同士の討論を行ったりするほか、互いの国の環境条件や技術開発や普

及のレベルを理解できるように都市施設や企業などの訪問も積極的に進めている。また、他の資

金を得ての本事業の目的達成に合致する具体的共同研究も展開している。 
 
表 研究グループ 
ｸﾞﾙｰ

ﾌﾟ 
研究テーマ グループリーダー 研究者数

(中国側/日本側)

G-1 都市水環境制御・管理に関す

る研究 

黄 霞・清華大学教授 (Prof. Xia HUANG) 

津野 洋・京都大学教授 
63／40 

G-2 大気汚染制御・管理に関する

研究 

郝 吉明・清華大学教授 (Prof. Jiming HAO) 

北田敏廣・豊橋技科大教授 
43／24 

G-3 廃棄物制御管理と資源化に関

する研究 

王 偉・清華大学教授 (Prof. Wei WANG) 

武田信生・京都大学教授 
42／27 

G-4 都市基盤施設（ｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬｰ）

の管理・制御に関する研究 

贺 克斌・清華大学教授 (Prof. Kebin HE) 

宗本順三・京都大学教授 
37／41 

 
(1) グループ 1（G-1）「都市水環境制御・管理に関する研究」 
 恒常的な水資源不足にさらされている大都市の水環境制御管理に関する研究を行う。都市内に
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快適な水辺環境（表流水、地下水を含む）を復活し、創造するために、水資源の実態と今後の需

要対策を検討するとともに、水質汚濁に関わる技術的対策を、有機性汚濁、重金属汚染、富栄養

化1 防止対策などを主要テーマとして取上げる。また、ライフラインとして建設された従来型の
上水道システム並びに下水道システムのあり方をゼロディスチャージの概念を取り入れ、水を循

環利用する都市内水総合管理のあり方を検討し、水資源の有効利用と都市内における快適な水辺

環境の創造のための指針作成を目指す。 
 平成 19 年度には、平成 17 年 10 月に清華大学深圳研究生院内に開設された京大－清華環境

技術共同研究・教育センターも一つの拠点として共同研究をさらに推進する。本事業では、下記

のテーマについて交流を進める。 
(1)珠江流域を対象とした POPs 汚染調査、(2)深圳市水環境改善に関する研究、(3)昆明市・滇

池の水質浄化に関する研究、(4)経済発展と汚染物質排出量との関係とその国際比較に関する研究、
(5)高濃度酸素水を用いた閉鎖性水域の浄化に関する研究、(6)水生植物を用いた水質浄化研究、(7)
環境インパクトの低減を考慮した最適水システムの検討、(8)活性汚泥法での微小動物による捕食
を活用した余剰汚泥の削減、(9)分子生物学的手法を用いた微生物動態解析に関する研究 
このうち(1)については平成 18 年度に科学技術振興調整費戦略的国際科学技術協力推進事業の

研究費を獲得しており、研究を積極的に推進する。それ以外のテーマについては共同研究体制が

整ったものから順次共同研究を開始する。 
(2) グループ 2（G-2）「大気汚染制御・管理に関する研究」  
 石炭ならびに石油をエネルギー源として消費する社会で発生している大気汚染問題に対し、そ

の制御・管理に関して研究する。都市大気汚染のうち主要なものに、工場、焼却炉、暖房や自動

車などからの排気ガスがあり、粒子状物質、SOx、 NOx あるいはオキシダントがあり、重金属
汚染がある。中でも SOx、 NOx が原因となり、東アジア各国が関連する広域的な汚染問題を提
起し、地球環境問題の一部を形成している。各都市内での交通や工場活動から発生する汚染物質

の定量把握と抑制制御を検討するとともに、国際的な広域汚染の原因と規模の同定、制御方法を

検討し、都市内における快適な大気環境の創造のための指針作成を目指す。 
 平成 19 年度は引き続きアジアのメガシティの持続可能な大気環境管理の方法論に関する共同
研究を行う。対象は北京、名古屋、昆明市等である。北京、名古屋の日中のメガシティにおける

大気汚染暴露地図の作成・将来予測と健康リスク評価に関する研究を情報交換しつつ連携研究を

進める。これまで、北京、名古屋の大気汚染物質排出源分布の調査・整備を行い、濃度分布推定

のための大気シミュレーションを実施し、北京についてはオゾン、硫酸塩等の二次生成物質に対

する大気汚染制御の効果、名古屋では SPM 濃度削減が死亡率にどう効くかという検討を行ってき

たが、これをお互いの都市に広めてゆく。また、新たに昆明市について“大気環境容量と総量規

制”に関する共同研究を開始する。都市の排出源制御や環境濃度低減のテクノロジカルな面での

共同研究についても検討してゆく。さらに、本年は、都市の大気汚染制御に関するこれまでの研

究成果をまとめ、中国側と共同で英語による研究図書の執筆を予定している。従来どおり、研究

報告と現地訪問を融合させたセミナーの実施により、大気環境汚染に関する個々の問題点の理解

を深めると共に、共同研究の実施により大気環境汚染に関する技術的諸問題解決に向け着実な進

展が期待される。むろん、若手研究者や大学院生の育成の視点も含めるべく交流を進める予定で

                                                  
1 湖沼等閉鎖水域が、長年にわたり流域から窒素化合物及び燐酸塩等の栄養塩類を供給されて、
生物生産の高い富栄養湖に移り変わっていく自然現象をいう。 
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ある。交流規模は日本から中国への渡航 4 名 28 人日、中国から日本への来日 7 名 56 人日を予定

している。 

 
(3) グループ 3（G-3）「廃棄物制御管理と資源化に関する研究」 
 大量消費社会の進展で、今にもゴミに埋もれそうな大都会の廃棄物問題をいかに制御し、管理

し、いかに資源化するかを研究する。現代の生活場で、人を取り巻くあらゆる物質が廃棄物とし

て認識され、資源の再利用の立場から、最も資源浪費の少ない循環サイクルを構築する必要に迫

られている。本共同研究では資源循環利用社会を目指して環境の変貌を意識しつつ、資源循環を

利用した望ましい生活形態を保全し、管理する手段を開発することを目的とし、各種生活必需品

の製造方法、利用形態、廃棄形態のあり方を、ライフ・サイクル・アセスメント2 を通して再検
討する。 
 平成 19年度は、昨年度と同様に研究交流の際に相手国の大学で、講義を行うことやゼミに参加
することで共同研究の推進と共に若手の育成も促進させる予定である。また、平成 17年 10月に
清華大学深圳研究生院内に設置された京大―清華環境技術共同研究・教育センターをベースの一

つとして、若手研究者や博士課程学生を比較的長期にわたって派遣し、日中共同で実験や調査を

行なう。本プログラム後半に向け、Urban Environment Designに資するガイドラインとなるべ
き書籍の作成に向けた準備を行う。 
 交流規模は日本から中国への渡航 4 名 28 人日、中国から日本への来日 7 名 56 人日を予定して

いる。 
(4) グループ 4（G-4）「都市基盤施設（ｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬｰ）の管理・制御に関する研究」 
 豊かで安全な生活と生産活動の基盤を整え、都市や地域を発展させるプロジェクトを合理的に

実施するために、都市や地域の人間、自然、環境を様々なタイムスケールのもとで各種都市シス

テムとして把握し、複合的社会基盤施設の計画と豊かな地域空間の創造の方法について考究する。

社会経済現象や人間行動の理論分析、自然災害リスクの分析を踏まえた都市・地域の整備論に関

して、システム工学的な立場から総合的な研究を進めるとともに、生活の質・空間の質・環境の

質・活動の質を向上させ、持続的発展が可能となるような都市の諸機能を総合的に計画・管理・

更新する方法論を、社会的ニーズの長期的な推移を考慮しつつ検討する。 
 平成 19 年度は平成 18 年度に引き続き、両国で実施する研究テーマの具体化、今後の研究展開

する予定である。特に、現在急激に都市化が進んでいる中国の都市を事例としての西安市を選び、

これと似たような特徴をもった日本の都市京都市を選ぶ。これらの都市化の変遷を比較して、都

市域の都市化による変遷過程と都市化による都市環境変化についての研究を主体に進めていく予

定である。また、相手国の研究室や西安市の現地視察を実施し、共同研究、および調査を実施す

る。さらに、この成果を両国の学会誌などで共著論文として発表していく。 

また、「都市水環境制御・管理に関する研究」グループと共同で第 14 回セミナーを 9 月に開催

することを予定しており、水資源を含めた都市計画と基盤施設管理について、研究開発の方向性

を議論していきたい。交流規模は日本から中国への渡航 4名 28 人日、中国から日本への来日 7名

56 人日を予定している。 

 これらの共同研究の展開ならびに「都市水環境制御・管理に関する研究」グループとのセミナ

                                                  
2 その製品に関する資源の採取から製造、使用、廃棄、輸送など全ての段階を通して環境影響を
定量的、客観的に評価する手法。 
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ー共同開催によって、急速な都市化と都市環境制御や都市基盤施設管理に関する個々の問題点が

浮き彫りになると共に、その解決に向けた共同研究の着実な進展が期待できる。 

 

８－２ セミナー 
 平成 19年度は 2回のセミナーを日本にて開催する。本事業第 13回目となるセミナーは、9月
に京都大学にて、研究グループ 1と 4に所属する研究者を主な対象者として開催する。 
 第 14 回セミナーはグループ 2 と 3 を対象とし、９月に北京・清華大学で開催することを予定
している。 
 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 
 本事業では主に事業運営に関する協議のための交流を研究者交流として実施している。平成 19
年度にはコーディネーターおよびグループリーダーが参加するコーディネーター会議を 2 回開催
し、各グループの活動方針・活動計画ならびに年度内の交流実施状況を確認することとしている。

また、来年度以降の事業運営についても議論し、計画的な事業運営を行う。 
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９．平成１９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）  26／158    26／158 

中国（MOE） 32／256     32／256 

       

       

       

合計 32／256 26／158    58／414 

 

※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流する人数・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 国内での交流計画 

１５／３３（人／人日） 

 




