
拠点大学交流事業 
平成１９年度 実施報告書 

 
 
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                          

 
 交流分野・研究テーマに係るホームページ：http://interex.kogaku.kyoto-u.ac.jp/jspsmoeweb/ja/                
 
 
３．開始 
   平成１３年度（７年目） 
 
 
４．交流実施期間（業務委託期間） 
  平成 １９年 ４月１９日 ～ 平成 ２０年 ３月 ３１日 
 
 
５．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 
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     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 
                                 （薛自求講師） 
                  事務部長   学術協力課長    国際協力掛 
                         経理事務ｾﾝﾀｰ長   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 
     協力大学：（英文） 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 

          （和文） 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 
 
 
６．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 
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 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。 
 
７．平成１９年度の研究交流実績の概要 
７－１ 共同研究 

 今年度の研究課題は昨年度と同じく以下の４課題において共同研究を実施した。 
 （１）都市水環境制御・管理に関する研究 
 （２）大気汚染制御・管理に関する研究 
 （３）廃棄物制御管理と資源化に関する研究 
 （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 

本年度の共同研究は、昨年度から継続し、それぞれのグループを中心に共同研究が実施

されている。各研究グループにおいて、実地調査を含む研究が進行中であり、本事業によ

る共同研究を足がかりに発足した具体的な研究プロジェクトも両国のメンバーによって進

行中である。さらに充実したプロジェクトを新たに立ち上げるため、本事業での研究者交
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流やセミナーにおいて、共同研究の推進および企画の提案が行われている。 
 

共同研究：（派遣） 18 人 / 118 人日、  （受入）40 人 / 299 人日 
 
７－２ セミナー 

 平成 19 年度は本事業通算、第 13 回目、第 14 回目となる 2 回のセミナーを開催した。 
 （1）大気汚染および固形廃棄物問題に関するセミナー 
 （2）水環境制御および都市インフラストラクチャーに関するセミナー 

前者は、大気汚染制御技術と固形廃棄物汚染に関するテーマを対象としたもので、9 月 3
日～4 日の 2 日間にわたり中国・清華大学において開催された。第 14 回目のセミナーは、

水処理技術と都市計画に関するテーマを扱い、9 月 7 日～8 日の 2 日間、京都大学、桂キャ

ンパスにおいて開催された。第 13 回、第 14 回それぞれのセミナーの参加者は 34 名、66
名であり、また、それぞれ 45 件、34 件の発表が行われた。 
第 13 回、第 14 回のそれぞれのセミナーは異なる 2 つの研究グループの合同セミナーと

して開催され、多グループ間での研究者同士の相互の意見交換を行うことができ、境界領

域分野である都市環境問題について今後の有機的な研究協力体制を構築することができた。 
 

セミナー：（派遣） 13 人 / 68 人日、  （受入）14 人 / 109 人日 
 
７－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 本事業の実施状況・問題点・事業計画について確認し、具体的な外部研究資金獲得に関

する計画・戦略を図るため、両国の代表者、コーディネーター、プログラムリーダー、関

連事務職員などが相互の国を訪問し、打合せ・討議を行っている。平成 19 年度は 2回のコ

ーディネーター会議を開催した。第 1回は 8月 3日に北京市・清華大学において開催され、

第 2回の会議は 2月 12 日に京都大学桂キャンパスで開催された。本事業による成果を発信

するため、４グループは各分野における書籍を発刊する準備を進行している。書籍の構成

や今後の発行スケジュールについての調整等、具体的な進行についても、会議において協

議が行われ、今年度はそれぞれの書籍のコンテンツについて総意を得ることができた。 

 このような書籍も含め、本事業を通じた都市環境問題に関する知見および科学的知識と

いった成果を公表し、日中における共通の情報基盤を確立することが必要である。今年度

は研究者の相互交流および情報交換を円滑に進めるため、本事業に参加している研究者の

許諾のもと、各々の研究者の連絡先・研究分野・主要論文等の情報をまとめた研究者リス

トのデータ CD の作成を開始した。このリストは次年度開始時に両国の関係者に配布される

予定である。 

 

 研究者交流：（派遣） 3 人 / 11 人日、  （受入）5 人 / 22 人日 
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８．平成１９年度の研究交流の成果 
（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ください。） 

８－１ 研究協力体制の構築状況 

 本事業は拠点大学である京都大学および清華大学を中心とし、日本側の協力校 32 校、中

国側の協力校 9校が中心となり遂行されている。日本側実施組織としては京都大学(大学院

工学研究科)の工学研究科長を代表者とし、その下にコーディネーター・プログラムリーダ

ー・サブプログラムリーダーを配置し、これを中心として各研究課題の代表者（グループ

リーダー）および参加研究者の協力を得て本事業を運営している。コーディネーターを中

心としたこれらのメンバーは、適宜連絡を取り事業の運営に関する情報交換を行い、協力

大学とは連絡協議会を年 1 回開催し、各年度の実績や計画に関する事業内容について討議

を行っている。 

 中国側の組織としては、清華大学を拠点大学とし、コーディネーターおよび各研究課題

の代表者を中心とした運営形態が取られている。特にグループリーダーは中国側の 9 校の

協力大学と密に連絡を取り合い、本事業の中国側の基盤を形成しており、中国各地域にお

ける都市環境の実地調査等の際、日本との共同研究を円滑に進めるための基礎となってい

る。例えば本年度は清華大学、北京大学、同済大学、昆明理工大学等に日本から研究者を

派遣し、中国側と共同でサンプル採取や技術交流を行い、共同研究が進められている。 

 これら日本・中国の両国の運営組織は、本事業の実施状況・問題点・事業計画について

確認し具体的な外部研究資金獲得に関する計画・戦略を図るため、年に 2 回の定期的な戦

略的会議を開催している。両国の代表者、コーディネーター、プログラムリーダー、関連

事務職員などが相互の国を訪問し、打合せ・討議を行う。本年度第 1 回目の会議は 8 月 3

日に北京市・清華大学において開催され、第 2回の会議は 2月 12 日に京都大学桂キャンパ

スで開催され、事業の方向付けを行っている。これらの定例的な会議に加え、臨時の討議

も行っている。今年度は 6 月に中国側コーディネーターを含めた 3 名が来日し、日本側の

新旧コーディネーターとの事業推進指針についての会談を行った。1月には京都大学より研

究者を派遣し、清華大学に於いて国際協力教育と研究の推進方策について討議を行い、方

向付けを確認した。このような臨時会議は共催したセミナー時にも随時開催されており、

事業戦略の修正や新たな共同研究の立ち上げ、競争的資金の獲得に寄与している。 

また、本事業による成果を発信するため、4グループは各分野における書籍を発刊する準

備を進行している。書籍の構成や今後の発行スケジュールについての調整等、具体的な進

行についても、これらの会議において協議が行われ、今年度はそれぞれの書籍のコンテン

ツについて総意を得ることができた。このような書籍の発行も含め、本事業を通じた都市

環境問題に関する知見および科学的知識といった成果を公表し、日中における共通の情報

基盤を確立するためには両国間の強固な研究協力体制が必須である。現在、研究協力体制

は上記の通り既に確立していると言えるが、研究者の相互交流および情報交換をさらに円
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滑に行い効率的な交流を可能とするため、本事業に参加している研究者の許諾のもと、各々

の研究者の連絡先・研究分野・主要論文等の情報をまとめた研究者リストのデータベース

の作成を開始した。このリストは次年度開始時に両国の関係者に公開・配布される予定で

あり、今後の事業の遂行に役立てたい。 

 

 

８－２ 学術面の成果 

 これまでの事業の推進により、日本・中国双方においての研究協力体制が確立され、新

たな研究プロジェクトの企画が立ち上がり成果を上げつつある。具体的には京都大学・津

野洋教授、清華大学・黄霞教授、清華大学・张锡辉教授らによる科学技術振興機構と中国

国家科学基金委員会の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（H18～H21）」による共同研究が遂行

中であり、他に、豊橋科学技術大学・北田敏廣教授、清華大学・郝吉明教授らによる科学

研究費基盤研究 B「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（H17～H19）」が遂行中である。岡山大学・藤原健史教授は、清華大学・

王偉教授らと協力して科学研究費基盤研究 B「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」平成 17 年度よりを進行中である。 
 これらの共同研究の成果は、学術論文に加えて本事業により開催されるセミナーにおい

ても発表され、日中両国の研究者の学術的成果の交流に大きく貢献している。平成 19 年度

は以下に示すように、本事業通算、第 13 回目、第 14 回目となる 2 回のセミナーを開催し

た。 
 （1）大気汚染および固形廃棄物問題に関するセミナー 
 （2）水環境制御および都市インフラストラクチャーに関するセミナー 

前者は、大気汚染制御技術と固形廃棄物汚染に関するテーマを対象としたもので、9 月 3
日～4 日の 2 日間にわたり中国・清華大学において開催された。第 14 回目のセミナーは、

水処理技術と都市計画に関するテーマを扱い、9 月 7 日～8 日の 2 日間、京都大学、桂キャ

ンパスにおいて開催された。セミナーでは共同研究の成果の発表や、両国の最新の学術的

成果の発表および交流が促進された。研究プロジェクトの立案・共同申請に向けた活動に

ついても、このようなセミナーの場は利用されており、共同研究、新規プロジェクトとい

ったあらゆる交流の場を利用している。 

 こうした取り組みの結果、以下に挙げる学術面における成果を得られている。 

• 両国の研究者による共同研究が促進され、成果としての共著論文も毎年出版

されている。 

• 科学技術振興機構と中国国家科学基金委員会の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（H18～H21）」といった、本事業による共同研究からのプロジェクトが
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着実に進行している。 

• 本事業主催の 2 回のセミナーを通じて日中両国の都市環境の現状の確認や最

新の学術的成果の発表および交流が促進された。 

• 中国・深圳市の京大－清華環境技術共同研究・教育センターにおいて、科学

技術振興機構と中国国家科学基金委員会との国際共同研究を京都大学と清華大

学とで推進しており、国際シンポジウム、共同調査等を行っている。さらにオゾ

ン処理等の水処理の共同研究も積極的に展開あるいは展開の準備を進めている。 

• 中国の大気汚染物質排出量推定に関する研究を行い、その分布図を作成した。 

• 中国および日本の大都市の微粒子汚染に対する人為および自然の排出源の寄

与を見積もる研究を行い、2001 年 3 月期の土壌粒子、硫酸塩、硝酸塩、ブラッ

クカーボン、有機炭素粒子等について組成の特徴を明らかにした。 

• 日本の大都市（名古屋）について大気汚染（特に微粒子）の健康影響に関す

る統計解析を行い、死亡率に与える影響に関して研究を行うとともに、中国の大

都市との比較を準備している。 

• 雲南省昆明市は標高1900ｍの盆地に位置する人口370万人の大都市であるが、

バイオマス燃焼等の影響もあり乾季に高濃度の微粒子汚染に苦しんでいる。この

昆明の大気環境容量推定の共同研究の推進を準備している。 

• 水景施設の評価に関する研究が実施され、合肥市の住宅団地における水景施

設の評価や、京市集合住宅の居住者に対しての対話型内装デザイン手法の評価実

験が本事業の出資のもと行われた。 

• 日本における大都市都心部のマンシション供給による都市のコンパクト化と

環境負荷の削減効果、土地利用の複合化に与える影響、高齢者を対象として郊外

造成団地の防犯安全環境などに関して研究を行った。建設工事において多くの無

駄と公害を出している住宅の家装工事について、対話型内装デザイン手法を開発

し、その評価実験を北京市集合住宅の居住者に対して本事業の出資のもと行われ

た。 

• 日本における大都市都心部のマンシション供給による都市のコンパクト化と

環境負荷の削減効果、土地利用の複合化に与える影響を京都対象にして行った。

さらに京阪神を対象にして都心居住者と郊外居住者の生活圏域の調査を行って

都市のコンパクト化における生活圏域のあり方の研究を行った。 

• 高齢者を対象として郊外造成団地の防犯安全環境などに関して研究を行った。 

• 滋賀県長浜市において GPS を用いて小学生の行動の放課後の行動調査を行い、

子供の移動手段や利用施設、行動圏域を得た。この技術は、本事業の出資のもと

行われた中国での GPS を用いた水辺の行動調査に用いられた。 
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８－３ 若手研究者養成 

 平成 19 年度までに中国から 23 名の留学生を京都大学、福岡大学、山口大学で受け入れ

た。これらの学生の中には既に課程を修了し、間接的に中国側のレベルアップに寄与して

いる者もある（例えば、黄蔚欣は平成 19 年 10 月に京都大学で学位取得後、清華大学に就

職している）。また、日中双方の若手研究者や博士課程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。例としては、博士課程学生の李早は平成 19 年 11 月 26 日より

13 日間、中国に滞在し「GPS を用いた住宅団地における人間の水辺歩行行動と場所との関

係」について、調査を行っている。さらに、京都大学・田中周平助教は平成 19 年 12 月 2

日より 5 日間、昆明理工科大学において、湖沼や河川等から採水等現地調査を共同で行い、

共同研究が進行している。このような研究交流は日中双方の若手研究者の質の向上に直接

つながっている。 

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。このような講義としては座学のみならず実

習形式の講義も開いている。例えば東北大学・木下助教は平成 20 年 2 月 24 日より 5日間、

同济大学を訪問した際、ポスドク研究員および大学院生を対象に、オートクレーブや

GC-MS 装置の取り扱いの基礎知識の習得について実習講義を行った。このような講義は若

手研究者の技術指導として価値の高いものと考えられる。 
 

 他に若手研究者の育成に関し、本事業より派生した成果として以下の二点を挙げる 

• 京都大学工学研究科は本交流事業のほかにマレーシアとの交流事業（拠点校：マラヤ

大学）を担当しているが、2つの事業に関与する 3つの拠点大学、京都大学・清華大学・

マラヤ大学で地球・環境科学に関する同時講義を開設する計画を推進した（これは文部

科学省の現代的教育ニーズ取組支援プログラム（平成 16～18 年度）によるものである）。

平成 18 年度にプログラムが終了した後も、新しい遠隔教育実施手段（ハイブリッド型

ｅラーニング）を使った同時講義は継続実施されており、京都大学では平成 18 年度か

ら正規の科目（新環境工学Ⅰおよび新環境工学Ⅱ）として開設している。清華大学にお

いても正規科目化をめざして調整中であり、都市環境に関する優れた講義が本事業の両

拠点大学において共有されている。 

• 本事業に関連して派生した中国・深圳市の京大－清華環境技術共同研究・教育センタ

ーにおいて、平成 19 年には 3 ヶ月にわたり京都大学の学生を派遣し、深圳市地域の環

境水中の POPs 調査を行っている。平成 19 年 7 月には清華大学の学生 6 名を京都大学

に招聘し、環境水中の残留性医薬品の分析等の共同研究を展開しており、本事業におけ

る若手研究者の育成にも大きく貢献している。 
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８－４ 社会貢献 

本事業が社会に及ぼす影響や、還元できる主な成果の概要を今後の、進展による期待を

含めて以下に示す。 

• 近年の急速な都市化により様々な問題を抱える中国において、日本が過去に蓄積した

社会基盤整備技術を共有することは非常に効果的である。 

• 世界一の人口を有する中国における都市問題を取り扱うことは学術的にも高いレベ

ルが必要とされ、価値のある研究成果が期待される。 

• 日本の都市計画と建築環境計画の研究成果と経験から、中国の地域に適した形の住宅

地の合理的な計画法が構築され、さらに確実かつ実行可能な集合居住による中国型の環

境共生住宅の空間計画技術を確立できれば、中国の都市の持続的な発展に指導的な意義

を持つことができる。 

• 合理的で効率のよい日本の建築計画技術、知識技術を用いた設計方法などを中国に紹

介し、それらの適用実験を行いながら、人材育成を図ってゆくことにより、無駄の多い

建築工事や設計を減らして環境改善に貢献することが出来る。 

• 中国各都市の微粒子汚染には、燃料燃焼に伴う人為汚染のほかに、北部および西部が

土壌粒子の影響を強く受けること、南部の山間部の都市が季節によりバイオマス火災・

燃焼の影響を受けることなどが分かり、地域に応じた環境制御の必要性を指摘できる。 

• 将来排出量に関するシナリオとそれに基づく将来の大気汚染予測から未来の環境汚

染回避方策への提言が可能になる。 

 

 

８－５ 今後の課題・問題点 

 中国では経済の発展とともに、都市環境や居住環境に対する意識が高まっている。しか

し、これまで中国では先進国の技術を模倣的に導入するに留まり、中国で固有の都市環境

の問題を解決しているとは言えない現状である。また、膨大な人口と広大な都市地域が今

後中国で都市化されるにあたって、本事業の 4 つの課題についても中国の特殊な事情を考

慮したさらなる検討が必要となってくるであろう。 
また、本事業の運営としての課題・問題点も存在する。本拠点大学交流事業は、両国間

の交流および共同研究のための旅費に大きな支出を配分することが規定されており、実際

に新たなプロジェクトを企画し、実施していくためには、他に研究資金を獲得する必要が

ある。共同研究を進めつつ、外部資金獲得に向けたプロジェクトの提案・応募の促進が重

要である。また、当プログラムの成果として進めている“共同執筆の書籍”についても、

実際の出版の段になった場合上記と同じ予算の問題が絡んでくるため、資金の調達を検討

する必要がある。 
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８－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成１９年度論文総数  １９７ 本 

   うち、相手国参加研究者との共著 １３ 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 ８８ 本 

（※ 論文リストを別に添付してください） 
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９．平成１９年度における総交流人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

（単位：人／人日） 

    派遣先 

派遣元 

日本 
（JSPS）

中国 
（MOE）

   合計 

日本 
（JSPS） 

実施計画 
 

26/158    26/158 

実績 27/156    27/156 

中国 
(MOE) 

実施計画 32/256     32/256 

実績 45/321    45/321 

 実施計画       

実績      

 実施計画       

実績      

 実施計画       

実績      

合計 実施計画 32/256 26/158    58/414 

実績 45/321 27/156    72/477 

 

※ 派遣先・派遣元ともに、対応機関がある場合は「国名（機関名）」で記入し、第三国の

場合は「国名」を記載してください。 

※ 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 

 １５／３３（人／人日）  １５／２６（人／人日） 

 
 


