
若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム（ＩＴＰ） 

平成 21 年度中間評価資料（進捗状況報告書） 

        1             （平成２１年度中間評価） 
この様式は、独立行政法人日本学術振興会において定められたものです。様式の改変はできません。 

                                      【公表】 

事業名 
食料危機に備え資源保全をＥＵに学びアジアに活かす国際農業戦略の実践的トレ

ーニング 

申請大学 

大学名・申請専攻等名 
神戸大学・大学院農学研究科 

主担当教員 

所属・職・氏名 
神戸大学大学院農学研究科・教授・豊田淨彦 

 

１．事業の実施状況 

（１）申請時に提出した事業の目的及び将来構想の概要を記入してください。 

 

世界的な食料危機の回避には食料の安定生産に必要な動植物・環境資源を保全し、国際的な食料の

安全保障や BSE・GMO を含む安全性問題等に対する解決能力を備えた人材の育成と、国際的な連携基盤

の構築が急務である。その達成には、単一分野からのアプローチによる問題解決は困難であり、①食

料、②環境、③健康生命の３分野すべてのスペシャリストが複合的に連携することが必要である。こ

のため、本事業では、①食料、②環境、③健康生命の３分野を対象に、これらの分野すべての最先端

研究を担うとともに、歴史的にアジアをよく知り、かつ制度的地域統合を実現した EU において国際農

業戦略と国際連携の学術情報や手法を学び、更に、アジアにおける農業研究教育で問題解決を実践す

るトレーニングを通じて、食料危機の回避に貢献できる国際的視野に富む有能な研究者を養成するこ

とを目的とする。 

 「神戸大学国際戦略構想(平成 17 年 12 月策定)」における４つの強化目標のうち、「神戸大学が有す

る優れた研究分野の国際的強化」及び「国際的人材の育成と国際標準化した教育体制の整備」を掲げ

ている。本事業の研究分野は、本学自然科学系先端融合研究環が推進する「21 重点研究チーム」に５

チームが選ばれており、本学が国際戦略構想に沿って、特に国際的強化を望む分野である。 

本事業の「EU に学びアジアに活かす」トレーニングを実践することにより、食料危機の回避に貢献

でき、また、国際的にも活躍できる若手研究者（特に博士課程後期課程学生からポスドク・助教）を

段階的に養成し、更に、将来において、優秀な研究者を積極的に教員として採用、昇任させることに

より、組織として将来の食料危機の問題に取り組む体制を構築することを目指している。 

 また、九州大学との連携は、「国際農学教育共同プラットフォームの構築」に発展させ、海外学術協

定校も含めることによって、食料危機回避に向けた国際連携構築へと発展させたいと考えている。 

 

（２）事業の達成度合について当てはまるものを選択し、その理由を記入してください。 

  

 （１）の目的に対する、５年分の内２ヵ年分の計画については、 

□目標を上回る成果を得た 

■十分に達成された 

   □概ね達成された 

□ある程度達成された 

□ほとんど達成されなかった 

【理由】 

• 申請時に計画した海外パートナー機関との ITP 学術交流協定を予定どおり締結すると共に、見

直し、追加されたパートナー機関についてもほぼ締結を果たし、申請時の計画を上回る事業の

実施環境が整備されている。 

• 平成 20-21 年度に予定通りの人数の若手研究者を派遣し、計画通りのトレーニングプログラム

を実施することができた。 

• 神戸大学・九州大学ともに選考委員会・評価委員会を組織し、派遣研究者もホームページ上の

ブログを通じてトレーニング成果を報告するとともに、口頭による報告会も実施した。 
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（３）若手研究者養成のための組織的な枠組み作りが確立し、実施機関全体として事業実施・支援体

制が整備されているか、また、海外パートナー機関と継続的な連携がとられているか。 

 

①若手研究者養成のための組織的な枠組み作り、及び実施機関全体としての事業実施・支援体制の整

備について 

神戸大学においては、派遣研究者の選考のために、ITP 担当教員及び専攻長(講座長)の 12 名からな

る選考委員会を組織し、平成 21 年度より選考を行った。また、選考委員会内規及び選考基準を整備し、

研究科組織として円滑な運営が行われている。 

さらに、ITP 担当教員全員による評価委員会を組織するとともに、同委員会内規を定めた。同委員

会では、プログラム進行中の派遣研究者に対して、派遣の目標が達成されるように派遣計画への助言

及び派遣の成果の評価を行っている。更に、派遣成果が研究科全体の共通の資産となるよう、派遣研

究者の成果をホームページ上のブログで公開すると同時に、派遣成果報告会への参加を研究科内に広

く呼びかけ、30 名以上の参加者を得て派遣成果報告会(21 年 7 月)を開催した。 

 九州大学においても、同様な支援体制を築き、派遣研究者の選考及び成果の評価を行っている。 

 円滑な派遣実施のために、派遣研究者すべてが神戸大学に集まり、「ITP 派遣研究員証」の交付、ノ

ート PC 等の貸与、派遣時の保険や携帯電話等に関する情報伝達、ブログ講習会等を通じて支援を 

を行った(平成 20 年 9 月)。 

 実施機関全体の事業実施・支援体制については、国際部において海外パートナー機関との協定締結

に係る事項等で支援している。 

 

②海外パートナー機関との連携について（海外パートナー機関との間で形成したネットワークが活用

できているか、共同企画や海外パートナー機関からの受入等、双方向の交流についても言及して下さ

い。） 

本事業及び「質の高い大学教育推進プログラム」、「大学教育の国際化加速プログラム」の活動を通

じて、平成 17 年度の大学教育の国際化推進プログラムにおいて形成された海外パートナー機関との連

携を発展させた。また、日本学術振興会平成 21年度「若手研究者交流支援事業－東アジア首脳会議参

加国からの若手研究者招へい－」にも応募した。 

 
【パートナー機関への派遣実績】 

平成 19 年度 

ITP 学術交流協定の締結と事業内容の協議のために、ホーヘンハイム大学、ソフィア大学、トラキア大学、ルセ大学、

ハノイ農業大学（HUA）、ノンラム大学（NLU）、フィリピン大学ロスバニョス校(UPLB)及び中国農業大学をそれぞれ

訪問した。派遣者氏名等の詳細は、後述の「海外パートナー機関への派遣項目」を参照。中国農業大学では、第１

回日中科学フォーラム及びアカデミアサミットに参加した。ハノイ農業大学での「熱帯農学海外演習」による交流 

(教員 2名、事務職員 1名、学生 38 名) を実施した。 

参考http://www.ans.kobe-u.ac.jp/international/ 

 

平成 20 年度  

外部評価委員長を依頼したソウル国立大学 Yong-Hwan Lee 教授を主担当教員が訪問し、評価委員長の役割と ITP 事

業の概要を説明、事業内容の協議のために中国農業大学を訪問し、担当者と面談した。フィリピン大学ロスバニオ

ス校 UPLB での「アジア農業環境海外演習」による交流(学生 18 名、教員 3名)を実施した。 

参考http://www.ans.kobe-u.ac.jp/international/ 

日本・ブルガリア友好 50 周年記念「食料危機に備える日本・ブルガリア戦略的資源保全利用ジョイントセミナー(ソ

フィア)へ参加した 

 

【パートナー機関からの受入実績】 

平成 19 年度 

ブルガリア共和国トラキア大学アタナソヴァ准教授、ルセ大学ドラガノヴァ助教 (平成 21 年 2月)、中国農業大学 

李里特 教授(平成 21 年 2月)を招へいし、共同研究と交流を実施した。 

 

平成 20 年度 

ブルガリア共和国トラキア大学ストヤンチェフ助教を招へい、交流した。中国農業大学韓教授を招へいし、「アジア

農業戦略入門」(平成 21 年 2 月 18 日～28 日)を開講、実施した。戦略国際連携教育事業国際シンポジウムAISAに、

ハノイ農業大学（HUA）4 名・ノンラム大学（NLU）2 名・中国農業大学 3 名・UPLB2 名・ソウル国立大学 1 名・九州

大学 4名を招へいした(平成 21 年 3月 16-17 日）参考http://www.ans.kobe-u.ac.jp/international/ 

※上記の派遣・招へいは本事業以外の経常経費等によるものを含む。 

http://www.ans.kobe-u.ac.jp/international/
http://www.ans.kobe-u.ac.jp/international/
http://www.ans.kobe-u.ac.jp/international/
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（４）本事業の取り組み成果の国内外への積極的な情報発信に取り組んでいるか。 

 

本事業実施組織としての活動状況を農学研究科ホームページ上で報告している。また、英語版ホー

ムページを整備している。ホームページ上には、プログラムの概要、概要図、教員紹介、取組実績、

募集要項、提携機関紹介、資料ダウンロードと、多くの情報を集積し、公開することにより、情報発

信に努めている。 

  参考：http://www.ans.kobe-u.ac.jp/itp/ 

 

同時に、派遣研究者ごとの活動報告を「若手研究者海外報告ブログ」として公表している。 

参考：http://itpkobe.exblog.jp/ 
 

ITP 事業に関する日本語と英語のパンフレットを作成し、国内外集会において配布し、宣伝するこ

とにより、本事業の活動実績について積極的な情報発信を行っている（参考資料参照）。 

さらに、神戸大学として、国内外への本 ITP 事業の広報を国際連携担当理事（中村千春前農学研究

科長）に依頼し、努めている。 

 

 

http://www.ans.kobe-u.ac.jp/itp/
http://itpkobe.exblog.jp/
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２．若手研究者の養成 

（１）海外パートナー機関への派遣者数及び派遣期間について記入して下さい。 
 ・海外パートナー機関との共同企画参加のみの派遣を除く。 

  ・さらに派遣者がいる場合は欄を追加して下さい。 

 

①平成 19 年度 

 派遣先機関 派遣期間（_日間） 派遣者職名等 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

②平成 20 年度 

 派遣先機関 派遣期間（_日間） 派遣者職名等 

1 ハノイ農業大学 8.3～8.5(3 日間) 九大・助教 

2 ホーヘンハイム大学ﾁｪﾝﾏｲｵﾌｨｽ 8.6～8.9(4 日間)   同上 

3 ホーヘンハイム大学 9.8～11.13(67 日間) 

11.27～1.8(43 日間) 

1.27～2.14(19 日間) 

 

  同上 

4 中国農業大学 10.3～10.9(7 日間) 神大・助教 

5 アグロバイオ研究所 10.21～11.15(26 日間)  同上 

6 ルセ大学 11.16～11.29(14 日間)  同上 

7 トラキア大学 11.30～12.20(21 日間)  同上 

8 アグロバイオ研究所 12.21～1.15(26 日間)  同上 

9 中国農業大学 10.3～10.9(7 日間) 神大・ポスドク 

10 トラキア大学 12.5～3.31(117 日間)  同上 

11 中国農業大学 10.3～10.9(7 日間) 神大・院生 

12 アグロバイオ研究所 10.21～11.15(26 日間)  同上 

13 ルセ大学 11.16～1.15(61 日間)  同上 

14 ハノイ農業大学 11.21～11.28( 8日間 ) 神大・助教 

15 ホーヘンハイム大学 2.15～3.31(45 日間)  同上 

16 ホーヘンハイム大学 4.1～5.31(61 日間)  同上 

17    

18    

19    

20    
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（２）派遣若手研究者の募集・選考方法について記入して下さい。 

 

①選考結果 

     派遣者数  応募者数 

平成 19 年

度 
－ ／ － 

平成 20 年

度 
５ ／ ５ 

平成 21 年

度 
４ ／ ４ 

 

②募集・選考方法 

 

【平成 20 年度】 

【神戸大学】 

事業開始間もないこともあり時間的な制約から、公募制は採用せず推薦方式とした。推薦は、ITP

担当教員が行った。なお、選考については、派遣計画及び準備状況等に関する提出書類をもとに、

ITP 担当教員会議(推薦者を除く)で審議を行い、派遣研究者候補として推薦のあった研究者を承認

した。その結果、助教 2名、ポスドク 1名、博士課程後期課程学生 1名の派遣研究者を決定した。

 

【九州大学】 

事業開始間もないこともあり時間的な制約から、推薦方式とした。方法・手順については神戸大

学と同様。その結果、助教 1名の派遣研究者を決定した。 

 

【平成 21 年度】 

【神戸大学】 

選考委員会を組織し、委員会内規を整備した上で選考を行った。 

・ 選考に先立ち、ポスターやチラシによる事業内容の詳細な周知と募集案内を研究科内で行った。

・ 募集要項を作成し、募集案内と同時に配布した。応募に際しては、願書、研究計画、研究実績(教

員、ポスドク)或いは学業成績(学生)及び海外パートナー機関との連絡ほか準備状況に関する書

類の提出を求めた。 

・ 提出書類及び面接により、選考委員会で派遣研究者の選考を行った。 

・ 選考に際しては、別に定めた選考基準の配点に従い、学業成績(学生)、英語能力、研究計画等

の妥当性について採点し、面接による人物評価と併せ、総合評価を行った。 

・ 選考委員会に学生の指導教員等の関係者がいる場合は、選考委員から除外した。 

 

その結果、第一次募集で、大学院博士課程前期課程学生 1 名の審査を、また、第二次募集では、大

学院博士課程後期課程学生 1名の審査をそれぞれ行い、派遣研究者候補と決定した。 

残る 1 名(助教、ポスドク)については、上記の第一次及び第二次募集において応募者が得られなか

ったため、推薦受付を行い、候補者を募集中であるが、候補者確保の見通しは得られている。 

 

【九州大学】 

同様の公募を行ったが、応募者が得られなかったため、推薦方式による募集に切り換えた。 

選考委員会の選考を経て、博士課程前期課程の学生 1名を派遣研究者候補と決定した。 
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（３）海外パートナー機関との連携促進状況、及び派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚

に資する具体的な活動内容（単位取得、外国語による学術論文作成、口頭研究発表、実験、インター

ンシップ等）とその効果について記入して下さい。（派遣された若手研究者へのアンケート集計結果

などがあれば、その抜粋を資料として添付して下さい。） 
 ・海外パートナー機関の数がさらにある場合は、欄を追加して下さい。 

 

平成 20 年度末時点の海外パートナー機関について記入してください。 

① 機関名（国名）：ハノイ農業大学（ベトナム） 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

【神戸大学】 

学部授業科目の「熱帯農学海外演習」をハノイ農業大学において実施の際に、将来の派遣研究者

候補として、履修学生に対して指導・教授の便宜を得た。九州大学と共同で日本学術振興会 二国

間交流事業共同研究・セミナー（2 月締切分）に応募する予定である。 

【九州大学】 

日本学術振興会 アジア・アフリカ学術基盤形成事業「ハイブリッドイネと農業生態系の科学」等を

中心とし、農学における分野横断的な研究交流を実施してきた。その際、現地調査や実験、国際セミ

ナー等を通して、若手研究者（教員、研究員、院生）の積極的な参加を促し、人的交流の活性化に努

めた。 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

【神戸大学】 

ハノイ農業大学周辺の農業現場（盆栽、野菜、果樹、お茶、酪農）を見学し、その実情を理解した。

また、ベトナム農業を行う単位であるコミューンの長にインタビューを行った結果、ハノイ周辺の農

業は、農薬や化学肥料を大量に使用する集約農業であるとわかり、持続的な農業をハノイ周辺で行

うには、土壌の肥沃度の理解や有機肥料の使用が必要であることが明らかになった。 

【九州大学】 

上記プロジェクトにおいて開催した国際セミナー「Hybrid Rice & Transformation of Farming 

Systems」において、若手研究者主体の研究プロジェクトである九州大学 P&P「熱帯複合農業地域に

おける水媒型環境負荷メカニズムの解明」の特別セッション「Hybrid Rice in the Integrated Farming 

System」を開き、若手研究者に口頭発表の場を提供した。同セッションでは、助教 5 名から研究報告

がなされ、今後の研究交流を視野に入れた活発な議論が行われた。 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    ２人、延べ派遣日数：   １１日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：    ３人、延べ派遣日数：    ６日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ派遣人数：     人、延べ派遣日数：     日）  

② 機関名（国名）：ホーヘンハイム大学チェンマイオフィス（ベトナム） 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

【九州大学】 

平成２０年度大学教育の国際化加速プログラム（国際共同・連携支援）（総合戦略型）の「アジア農

学教育の国際プラットフォーム形成（IPAAE）」により、日・独・タイの６大学（九州大、神戸大、東京農

工大、チェンマイ大、カセサート大、ホーヘンハイム大）が連携し、国際農業開発教育の拠点づくりを

目指した取り組みを実施している。本事業を通じて、海外の大学との教育研究が一層活性化し、国

際ネットワークが強化され、国際競争力が向上することが期待される。 

 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

【九州大学】 

IPAAE では、既にチェンマイ大学にリエゾンオフィスを設置しており、IPAAE 参加大学の教員や学

生であれば、いつでも利用可能な状況にある。なお、同オフィスには、インターネットに加えてビデオ

会議システムが設置してあり、いつでも遠隔会議が実施できる環境が整備されている。 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    １人、延べ派遣日数：    ４日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：     人、延べ派遣日数：     日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ派遣人数：     人、延べ派遣日数：     日）  
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③ 機関名（国名）：機関名（国名）：ホーヘンハイム大学（ドイツ） 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

【神戸大学】 

現在当該大学で進行中のプロジェクト（～2011）“Structure and Functions of Agricultural 

Landscapes under Global Climate Change  — Processes and Projections on a Regional Scale —” の

サブプロジェクト“Application of Mid-Infrared Spectroscopy for parameterisation of soil carbon 

turnover models on a regional scale”に国外協力研究者として参加予定である。 

【九州大学】 

平成２０年度大学教育の国際化加速プログラム（国際共同・連携支援）（総合戦略型）の「アジア農

学教育の国際プラットフォーム形成（IPAAE）」により、日・独・タイの６大学（九州大、神戸大、東京農

工大、チェンマイ大、カセサート大、ホーヘンハイム大）が連携し、国際農業開発教育の拠点づくりを

目指した取り組みを実施している。本事業を通じて、海外の大学との教育研究が一層活性化し、国

際ネットワークが強化され、国際競争力が向上することが期待される。 

 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

【神戸大学】 

当該研究者は派遣先機関で現在行っているプロジェクト研究である“Application of Mid-Infrared 

Spectroscopy for parameterisation of soil carbon turnover models on a regional scale”に参加し、試

験地の決定、実験手法の選択、試験地のセッティング、土壌の分析に関わった。その結果、当該国

における食糧危機に関する環境問題を理解し、そのために必要な研究手法を学ぶことが出来、今後

のアジアトレーニングに生かすことが出来ると考えられる。また、英語で行われた授業”Practical 

cource of plant nutrition”に参加し、当該大学の授業の難易度や、大学院生たちの授業態度を知り、

日本での大学院教育との違いを実感することが出来た。 

【九州大学】 

IPAAE を既にチェンマイ大学にリエゾンオフィスを設置しており、IPAAE 参加大学の教員や学生で

あれば、いつでも利用可能な状況にある。なお、同オフィスには、インターネットに加えてビデオ会議

システムが設置してあり、いつでも遠隔会議が実施できる環境が整備されている。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    ２人、延べ派遣日数：  １７４日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：    ４人、延べ派遣日数：   ２０日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ派遣人数：     人、延べ派遣日数：     日）  

④ 機関名（国名）：中国農業大学（中国） 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

食品・栄養工程学院の李 里特教授(平成 20 年 2 月、神戸大学協定大学教員交流支援プログ

ラムによる)、同学院 韓教授(平成 21 年 2 月、神戸大学農学部による)を招聘し、派遣内容に

ついて協議した。派遣時には、研究室の貸与と研究機器利用の便宜ほか、研究実施のための全般

的な人的支援と試料や器具の経費支援を得た。 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

【神戸大学】 

アジア事前調査の際には、当該大学の複数の研究室を訪問し、インタビューによって中国の国際

農業戦略上の問題点に関する情報収集を行った。その結果、社会的・産業的問題を解決するため

のモニタリング技術が中国では重要であることを認識した。また、伝統的産業や地域性の高い産業

といった(腐乳、漢方薬など)民族産業に貢献し、国の発展にも貢献するプロジェクトの立案が期待さ

れていることも分かった。さらに、国際的企業が積極的に大学へ投資し、産学連携が強固に推進さ

れていることを実感した。また、アジアトレーニングの際には、The 1st International Workshop on 

Nondestructive Quality and Safety Evaluation of Agricultural and Livestock Products に参加すると

共に、複数の研究室と協力し、共同実験を行った。これらのアジア事前調査活動は、日本語および

英語で行われ、海外の研究者らと議論することにより、若手研究者の国際的視野の拡大や国際的

感覚の向上に大きく寄与した。 
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若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    ３人、延べ派遣日数：   ２１日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：     人、延べ派遣日数：     日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ派遣人数：    ２人、延べ派遣日数：   ２５日）  

⑤ 機関名（国名）：アグロバイオ研究所（ブルガリア） 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

  派遣時には、研究室の貸与と研究機器利用の便宜ほか、研究実施のための全般的な人的支援

と試料や器具の経費支援を得ている。 

 

 

 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

【神戸大学】 

乾燥・吸水過程における復活植物体内の水構造変化のモニタリング、アブラナのカドミウム吸収・

蓄積モニタリングなど、近赤外分光法を用いた非破壊計測技術の開発を行った。これらの成果は、

派遣先パートナー機関や関連の機関とのジョイントセミナーにおいて、英語でプレゼンテーションされ

た。これにより、若手研究者らは海外の研究室で現地の研究者と協力して研究を遂行する経験を積

み、国際共同研究における研究能力を向上させると共に、国際的なプレゼンテーション能力を向上さ

せた。 

 

 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    ３人、延べ派遣日数：   ７８日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：    ４人、延べ派遣日数：    ４日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ派遣人数：     人、延べ派遣日数：     日）  

⑥ 機関名（国名）：ルセ大学（ブルガリア） 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

  派遣時には、研究室の貸与と研究機器利用の便宜ほか、研究実施のための全般的な人的支援

と試料や器具の経費支援を得ている。 

 日本・ブルガリアジョイントセミナー派遣プロジェクトにより、ITP 担当教員を派遣し、当該大学とのジ

ョイントセミナー開催の打合せ(平成 21 年 10 月)を予定している。 

 

 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

【神戸大学】 

当該大学にて実施されている EU が先進する Lifelong Learning Program (旧ソクラテス・プログラム)

について、その運営体制や運営状況を調査した。また、単位互換制度の重要な役割を担う European 

Credit Transfer System (ECTS)について、開発の歴史的な経緯と運用状況を調査した。これにより、

EU の国際的な教育研究連携に関する情報や手法を学んだ。 

また、現在ルセ大学 Department of Automation が獲得している「救助ロボットのセンサー制御」と

いうプロジェクトの報告会に参加した。さらに、ニューラルネットワークとその Matlab コードの測定デー

タへの適用についての指導を受けた。また、派遣先パートナー機関の研究室におけるセミナーにて、

本事業で行った実験の成果を発表した。これらは全て英語で実施されたため、若手研究者らの英語

によるコミュニケーション能力の向上にも大きく寄与するとともに、国際共同研究における研究指導

能力向上、及び国際研究チームリーダー能力の研鑽に極めて効果的であった。 

 

 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    ２人、延べ派遣日数：   ７５日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：    ４人、延べ派遣日数：   １２日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ派遣人数：     人、延べ派遣日数：     日）  
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⑦ 機関名（国名）：トラキア大学（ブルガリア） 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

  派遣時には、研究室の貸与と研究機器利用の便宜ほか、研究実施のための全般的な人的支援

と試料や器具の経費支援を得ている。 

 

 

 

 

 

 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

【神戸大学】 

学生への実習、E-learning及びWeb上での試験などの取り組みについて、インタビューによる現地

の教育状況に関する情報収集を行った。これにより、問題解決型の研究としての近赤外分光法の応

用研究の重要性、並びに実践的なトレーニングを重視するアナログ的教育とフレキシブルな学習環

境を提供する IT 利用によるデジタル的教育の両立の重要性について学習した。 

また、近赤外分光法を用いた食品中の危害微生物検出技術の開発を行い、この成果は、派遣先

パートナー機関とのジョイントセミナーにおいて、英語にて発表された。これにより、若手研究者らは

国際共同研究における研究指導能力を向上させた。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    ２人、延べ派遣日数：  １３８日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：    ４人、延べ派遣日数：    ８日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ派遣人数：     人、延べ派遣日数：     日）  

⑧ 機関名（国名）：ソフィア大学  

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

  派遣時には、研究室の貸与と研究機器利用の便宜ほか、研究実施のための全般的な人的支援

と試料や器具の経費支援を得ている。 

 

 

 

 

 

 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

【神戸大学】 

  未派遣であるが、ブルガリアの他のパートナー機関とともにジョイントセミナーを実施し、研究交流

を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：     人、延べ派遣日数：     日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：    ４人、延べ派遣日数：    ４日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ派遣人数：     人、延べ派遣日数：     日）  
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⑨ 機関名（国名）：フィリピン大学ロスバニョス校（フィリピン） 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

  派遣時には、研究室の貸与と研究機器利用の便宜ほか、研究実施のための全般的な人的支援

と試料や器具の経費支援を得ている。 

 本 ITP 事業と連携する形で、大学教育の国際化プログラム（戦略国際連携支援）において、アジア

農業環境海外演習として教職員 3 名、学生 15 名を派遣するとともに、平成 21 年度から日本学術振

興会外国人特別研究員として、副学部長教員（Christian  Cumagun博士）を神戸大学大学院農学研

究科に受け入れている。日本学術振興会平成 21年度「若手研究者交流支援事業－東アジア首脳

会議参加国からの若手研究者招へい－」や来年度の日本学術振興会「組織的な若手研究者等海

外派遣プログラム」でも連携促進を図る方針である。 

 

 

 

 

 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 

 未派遣 

 

 

 

 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：     人、延べ派遣日数：     日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：    ３人、延べ派遣日数：    ９日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ派遣人数：     人、延べ派遣日数：     日）  

⑩ 機関名（国名）：ノンラム大学（ベトナム） 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

派遣時には、研究室の貸与と研究機器利用の便宜ほか、研究実施のための全般的な人的支援と

試料や器具の経費支援を得ている。 

 平成 21 年度に熱帯農学海外演習として教職員 3 名を含む学生を派遣する予定であったが、参加

学生数が少なかったため、来年度に延期した。日本学術振興会平成 21 年度「若手研究者交流支援

事業－東アジア首脳会議参加国からの若手研究者招へい－」や来年度の日本学術振興会「組織

的な若手研究者等海外派遣プログラム」でも連携促進を図る方針である。 

 

 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 

  未派遣 

 

 

 

 

 

 

 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：      人、延べ派遣日数：       日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：    ３人、延べ派遣日数：    ６日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ派遣人数：     人、延べ派遣日数：     日）  
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⑪ 機関名（国名）：ベトナム農学アカデミー（ベトナム） 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

派遣時には、研究室の貸与と研究機器利用の便宜ほか、研究実施のための全般的な人的支援と

試料や器具の経費支援を得ている。  

平成 21 年 9 月に中村千春国際連携担当理事が VAAS を訪問し、連携促進を協議する予定であ

り、日本学術振興会平成 21 年度「若手研究者交流支援事業－東アジア首脳会議参加国からの若

手研究者招へい－」や来年度の日本学術振興会「組織的な若手研究者等海外派遣プログラム」

でも連携促進を図る方針である。 

 

 

 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 

未派遣   

 

 

 

 

 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：     人、延べ派遣日数：     日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：     人、延べ派遣日数：     日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ派遣人数：     人、延べ派遣日数：     日）  
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○ 申請当初より海外パートナー機関の見直しが行われた場合はその理由を記入してください。 

 

本事業では、アジアの事前調査・トレーニングとヨーロッパのトレーニングを交互に実施する枠組

みとなっているが、①食料、②環境、③健康生命の３分野すべてにおいて、アジア、ヨーロッパでの

パートナー機関を当初より整備することは容易でなかった。特に、先端的研究を含む場合、狭い専門

性の範囲での派遣先の確保は容易でない。また、申請当初は、派遣研究員の主体を博士課程後期課程

学生と考えていたが、３年間の在学期間に６－７ヶ月のブランクをあけることを好まない指導教員や

学生が多く、候補者が少ないため、改善を望む声が多かった。 

以上より、学生の研究委託できる EU及びアジアの海外パートナー機関をできるだけ増加させ、研究

分野もできるだけ多様になるように改善した。 

具体的には、農業工学関連やバイオマス関連分野に対応可能なルセ大学、ベトナムにおける農学の

中核的研究機関であるベトナム科学アカデミー、中国における農学の中核的研究機関である中国農業

大学を平成 20 年度に追加し、ITP 学術交流協定を締結した。更に、畜産科学分野の対応機関として、

チェコ科学アカデミー、オランダにおける農学研究の中核機関であり、環境・食品分野の研究も秀で

ているワーゲニンゲン大学、タイの代表的な農学研究機関であるカセサート大学、チェンマイ大学の

追加を 21 年度に計画した。ワーゲニンゲン大学以外については、ITP 学術交流協定を締結する交渉が

進んでおり、ほぼ締結の見通しが得られている。ワーゲニンゲン大学については、同大学関係者との

交渉の結果、過去の学生留学実績に基づく協定締結が条件として重視されることから、年度内の締結

は困難とし、対応を検討中である。 
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３．共同企画の実施状況 

共同企画の実施状況について記入して下さい。 

 

① 共同企画名 JSPS International Seminar 2008: "Hybrid Rice & Transformation of Farming 

Systems" 

開催場所 九州大学 開催期間 平成 20 年 11 月 22 日～24 日 

海外パートナ

ー機関 
ハノイ農業大学、ホーヘンハイム大学チェンマイオフィス 

内容（若手研

究者による発

表 等 に つ い

て） 

同セミナーには、国内外の若手研究者が研究報告を行った。また、若手研究者

主体の研究プロジェクトである九州大学 P&P「熱帯複合農業地域における水媒型

環境負荷メカニズムの解明」の特別セッション「Hybrid Rice in the Integrated 

Farming System」を開き、若手教員に口頭発表の場を提供した。同セッションでは、

助教5名から研究報告がなされ、今後の研究交流を視野に入れた活発な議論が行

われた。 

同セミナーの詳細については、下記の URL を参照されたい。 

http://www.agr.kyushu-u.ac.jp/tropic/Asia-Africa/seminar_e_2008.html 

② 共同企画名 神戸大学・アグロバイオ研究所・ソフィア大学生物学部ジョイントセミナー 

開催場所 ソフィア大学 開催期間 平成 21 年 1月 12 日 

海外パートナ

ー機関 
アグロバイオ研究所、ソフィア大学 

内容（若手研

究者の発表等

について） 

ITP 事業の EU トレーニングにおいて行った研究の成果を発表した。黒木は、

復活植物内の水の運動性の変化を近赤外分光法を用いて非破壊的にモニタリ

ングできることを明らかにした。また、森田は、アブラナに重金属であるカド

ミウムが経時的に吸収・蓄積されることを近赤外分光法を用いて観察できるこ

とを示した。セミナーには、アグロバイオ研究所の研究者ら、ソフィア大学生

物学部の教員・学生らと共に、トラキア大学、ルセ大学、国立獣医学研究所の

研究者ら、50 名近くが参加した。 

③ 共同企画名 神戸大学・トラキア大学ジョイントセミナー 

開催場所 トラキア大学 開催期間 平成 21 年 3月 26 日 

海外パートナ

ー機関 
トラキア大学 

内容（若手研

究者の発表等

について） 

ITP 事業の EU トレーニングにおいて行った研究の成果を発表した。山東は、

ソーセージとチーズの表面、及びスキムミルク中に混在する Escherichia 

coli、Staphylococcus aureus 及び Listeria monocytogenes を近赤外分光法

を用いて非破壊的に検出できる可能性を示した。また、トラキア大学准教授ア

タナソヴァ氏は、近赤外分光法の概要、及び 2009 年から開始されるブルガリ

ア国内プロジェクト(農産食品の品質及び安全性評価のための知的技術開発)

の概要説明を行った。セミナーには、トラキア大学農学部、獣医学部の教員ら

20 人近くが参加した。 

④ 共同企画名 神戸大学・ルセ大学ジョイントセミナー 

開催場所 ルセ大学 開催期間 平成 21 年 1月 8 日 

海外パートナ

ー機関 
ルセ大学 

内容（若手研

究者の発表等

について） 

森田が、ITP 事業の EU トレーニングで行った研究の成果として、アブラナ

の重金属吸収モニタリングについて発表した。また、日本での研究成果の紹介

として、乳房組織の近赤外スペクトルを取得・解析することにより、乳牛の乳

房炎を非破壊的に診断できることを示した。セミナーには、当該海外パートナ

ー機関の研究室メンバーの他、他研究室の教員・学生ら 20 名程度が参加した。
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４．学術面の成果及び成果の発表状況 

派遣若手研究者による研究成果発表について記入して下さい。 

 
①学術雑誌等（紀要・論文集等も含む）に発表した論文又は著書 

・査読がある場合、印刷済及び採録決定済のものに限って記載すること。査読中・投稿中のものは除く。 

・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。 

1 

著者名 
Fukuda、 S.、 Trinh Quang Huy、 Do Nguyen Hai、 Pham Van Cuong、 Araki、 T.、 Matsumoto、 M.、 Ho Thi Lam 

Tra、 Mori、 Y.、 Shimasaki、 Y.、 Ha Viet Cuong and Kurosawa、 K 

題 名 
A preliminary model for estimating daily solar radiation in Gia 

Lam district、 Hanoi、 Vietnam 
掲載誌名 

Bulletin of the Institute of 

Tropical Agriculture、 

Kyushu University 

発行所 

Institute of Tropical 

Agriculture、 Kyushu 

University 

巻号 31 頁 51～60 発行年 2008 年 査読 有 

2 

著者名 
Fukuda、 S.、 Manythong Chanhsom、 Schuler、 U.、 Elstner、 P.、 Miyazawa、 Y.、 Spreer、 W.、 Latmany 

Phonesavanh、 Thongphanh Daovorn、 Shinkai、 S.、 Shimizu、 K.、 Neef、 A. 

題 名 
Physical environment and farming system in Pha Oudom district、 

Bokeo province in northern Lao PDR-a preliminary survey report-
掲載誌名 

Bulletin of the Institute of 

Tropical Agriculture、 

Kyushu University 

発行所 

Institute of Tropical 

Agriculture、 Kyushu 

University 

巻号 31 頁 39～49 発行年 2008 年 査読 有 

3 

著者名 Fukuda、 S. 

題 名 
Consideration of fuzziness: is it necessary in modelling fish 

habitat preference of Japanese medaka (Oryzias latipes)? 
掲載誌名 Ecological Modelling 

発行所 Elsevier 巻号 
印刷

中 
頁 ～ 発行年 2009 年 査読 有 

4 

著者名 Fukuda、 S. 

題 名 
A Preliminary Analysis for Improving Model Structure of Fuzzy 

Habitat Preference Model for Japanese Medaka (Oryzias latipes)
掲載誌名 

Proceedings of 

IFSA/EUSFLAT2009 

発行所 
International Fuzzy 

System Association 
巻号  頁 1258～1263 発行年 年 査読 有 

5 

著者名 Fukuda、 S. 

題 名 

Uncertainty analysis on fuzzy neural network model for 

evaluating fish habitat preference of Japanese medaka (Oryzias 
latipes) in agricultural canals in Japan 

掲載誌名 

Proceedings of the 7th 

International Symposium on 

Ecohydraulics 

発行所  巻号  頁 
Paper ID: 

conf187a145
発行年 2009 年 査読 有 

6 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無

7 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無

8 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無

9 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無

10 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無
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②国際会議における発表 
・発表者名（参加研究者を含む全員の氏名を、論文等と同一の順番で記載すること）、題名、発表した学会名、開催場所、発表時

期を記載すること。共同発表者がいる場合は、全ての発表者名を記載し、主たる発表者に○印を付すこと。 

・口頭・ポスターの別、発表者決定のための審査の有無を区分して記載すること 

・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。 

1 

発表者名 ○Araki、 T.、 Pham Van Cuong、 Mai The Tuan、 Tang Thi Hanh、 Fukuda、 S. 

題 名 
Effect of Low Input of Chemical Fertilizer on Growth and Grain Yield 

in F1 Hybrid and Inbred Rice (Oryza Sativa L.) 
口頭 審査 無 

学会名 
JSPS International Seminar 2008: "Hybrid 

Rice & Transformation of Farming Systems"
場所 福岡県福岡市 2008 年 11 月 

2 

発表者名 
○Matsumoto、 M.、 Ha Viet Cuong、 Trinh Quang Huy、 Pham Van Cuong、 Ho Thi Lam Tra、 Shimasaki、 

Y.、 Araki、 T.、 Mori、 Y.、 Do Nguyen Hai、 Vu Van Liet、 Fukuda、 S. 

題 名 

Population Structure of Rice Sheath Blight Pathogen、 Rhizoctonia 
solani AG1-IA by Rep-PCR and ITS Sequence in Red River Delta、 

Vietnam 

口頭 審査 無 

学会名 
JSPS International Seminar 2008: "Hybrid 

Rice & Transformation of Farming Systems"
場所 福岡県福岡市 2008 年 11 月 

3 

発表者名 

○Shimasaki、 Y.、 Trinh Quang Huy、 Do Thuy Nguyen、 Doan Thi Hoa Huyen、 Nguyen Thi Thu Ha、 Yukihira、 

M.、 Fukuda、 S.、 Mori、 Y.、 Araki、 T.、 Matsumoto、 M.、 Kang、 I. J.、 Moroishi、 J.、 Honjo、 

T.、 Kawaguchi、 S.、 Oshima、 Y. 

題 名 
Effects of Rice Cultivation on Water Quality and Diatom Species 

Composition in a Paddy Field at Hanoi University of Agriculture
口頭 審査 無 

学会名 
JSPS International Seminar 2008: "Hybrid 

Rice & Transformation of Farming Systems"
場所 福岡県福岡市 2008 年 11 月 

4 

発表者名 ○Vu Van Liet、 Nguyen Mai Thom、 Nguyen Ngoc Dung、 Vu Thi Bich Hanh、 Shinji Fukuda 

題 名 
Current Situation of Integrated Farming Systems in Red River Delta、 

Vietnam 
口頭 審査 無 

学会名 
JSPS International Seminar 2008: "Hybrid 

Rice & Transformation of Farming Systems
場所 福岡県福岡市 2008 年 11 月 

5 

発表者名 
○Fukuda、 S.、 Trinh Quang Huy、 Pham Van Cuong、 Ho Thi Lam Tra、 Shimasaki、 Y.、 Araki、 T.、 Mori、 

Y.、 Matsumoto、 M.、 Ha Viet Cuong、 Do Nguyen Hai、 Vu Van Liet 

題 名 
Numerical Modelling on Nitrogen Balance in Integrated Farming 

Systems in Red River Delta、 Vietnam—A Preliminary Model— 
口頭 審査 無 

学会名 
JSPS International Seminar 2008: "Hybrid 

Rice & Transformation of Farming Systems"
場所 福岡県福岡市 2008 年 11 月 

6 

発表者名 ○Fukuda、 S. 

題 名 

Uncertainty analysis on fuzzy neural network model for evaluating 

fish habitat preference of Japanese medaka (Oryzias latipes) in 
agricultural canals in Japan 

口頭 審査 無 

学会名 
7th International Symposium on 

Ecohydraulics 
場所 チリ国コンセプシオン 2009 年 1 月 

7 

発表者名 S. Kuroki、 D. Djilianov、 R. Santo、 H. Morita and ○R. Tsenkova 

題 名 
Spectroscopic observation for desiccation and subsequent rehydration 
processes in leaves of resurrection plant 口頭 審査 無 

学会名 
International Conference on Energy Efficiency 
and Agricultural Engineering 2009 場所 Rousse、 Bulgaria 2009 年 10 月 

8 

発表者名 ○S. Kuroki、 D. Djilianov、 R. Santo、 H. Morita and R. Tsenkova 

題 名 
Near infrared monitoring of water status in the resurrection plant Haberlea 
rhodopensis during desiccation and subsequent rehydration processes ポスター 審査 無 

学会名 
The 14th International Conference on Near 
Infrared Spectroscopy 場所 Bangkok、 Thailand 2009 年 11 月 

9 

発表者名 ○M. Miyazaki、 S. Kuroki、 K. Ikuta and R. Tsenkova 

題 名 
Diagnosis of Physiological Abnormalities using Adaptive Milk Spectral 
Model of Individual Cows ポスター 審査 無 

学会名 
The 14th International Conference on Near 
Infrared Spectroscopy 場所 Bangkok、 Thailand 2009 年 11 月 

10 

発表者名 ○K. Kinoshita、 H. Morita、 M. Miyazaki、 N. Hama、 O. Ishikawa、 H. Kusunoki、 and R. Tsenkova 

題 名 
Near-infrared spectroscopy to monitor the timing of ovulation in Giant Panda 
(Ailuropoda melanoleuca) based on urinary steroid hormones ポスター 審査 無 

学会名 
The 14th International Conference on Near 
Infrared Spectroscopy 場所 Bangkok、 Thailand 2009 年 11 月 
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５．今後の展望 

（１）当初目的を達成するための今後の事業実施計画（概要）について、これまでの実施状況を踏

まえて、改善点・改善方法について触れながら記入してください。また、事業実施期間終了後の展

望について記入して下さい。 

 

 本事業では、食料危機の回避のために、①食料、②環境、③健康生命の３分野すべてのスペシャリ

ストによる複合的な連携を必要とし、国際的視野を有する研究者を育成することを目指している。そ

のためには、派遣研究者の国際的研究のための外国語による論文作成や口頭発表、更に、国際的な研

究プロジェクトでの指導的能力といった個人の技能と資質向上を必要とするとともに、３分野に亘る

総合的な問題解決能力の向上が必須である。 

 これに対して、現在までの派遣候補者の選考により、食料経済学、土壌学、生体計測学、バイオマ

スを含む環境学、動物性食料の確保に寄与する生殖生物学の各分野の研究者を派遣し、人材育成が進

行中である。各派遣研究者の技能や資質の向上は研究成果報告会等により確認される。しかし、３分

野に亘る問題の解決能力を短期間で習得するためには、更なるプログラムの改善が必要であることが

確認された。この改善策として、アジアの農業生産にどのようにして貢献するかという総合的な課題

設定を行い、この観点からの論文作成やブログ等での公表も進めることとしたい。 

 

 申請当初は、分野毎に相当数の応募者があるものと考えていた。本事業は、通常 2年に亘る 3回の

派遣を経て、最終成果が得られるが、開始から間もなく、まだ、全部の派遣を終了した研究者はなく、

派遣のメリットが目に見える形で現れていないこともあり、大学院生をはじめ理解が十分でない点が

見られる。また、助教やポスドク、博士課程後期課程学生も従来の研究や仕事に忙しく、長期にあけ

ることを好まない教員や学生が多く、候補者が少ないのが現状であった。 

このため、応募者を増やすべく、滞在期間を短縮したり、海外パートナー機関を増やす改善を行うと

ともに、平成 21 年度からは博士課程前期課程の学生が応募できるようにも改善を行った。また、派

遣研究者成果報告会の実施や、パンフレット配布などによる部局内の広報を徹底することによって、

平成 21 年度以降は予定通りの派遣人数を確保できる見通しである。さらに、今後は、「アジア農業環

境海外演習」や「アジア農業戦略入門」の学部授業科目を活かした学部段階からの派遣候補学生の育

成により、準備期間の短縮と派遣研究への関心を高めることを試みる。 

 

なお、ITP 事業が日本側からの一方的派遣事業であるため、日本学術振興会「若手研究者交流支援

事業－東アジア首脳会議参加国からの若手研究者招へい－」に応募し、双方向交流に心がけている。

また、来年度には日本学術振興会「組織的な若手研究者等海外派遣プログラム」との連携事業も検

討している。さらに、平成 22 年秋に神戸で ITP 中間成果発表のための国際シンポジウムを開催する

予定である。この際には、ソウル国立大学 Yong-Hwan Lee 教授を外部評価委員会委員長として招聘し、

事業全体や派遣研究者に対する外部評価を行う予定である。また、平成 24 年度にはハノイで ITP 最

終成果発表のための国際シンポジウムを開催する予定である。 

今後もこうした若手研究者の双方向交流（Mobility）が重要施策であると考える。神戸大学の学内

でも、本年度から若手研究者の海外派遣を学長裁量経費で実施することになっており、事業終了後も、

こうした学内外の外部資金や海外学術交流校との連携を活用して、若手研究者の双方交流を推進して

いきたいと考えている。 

さらに、事業実施期間終了時には、派遣研究者、派遣大学院生が将来大学教員として、本事業で培

われた能力を機関の特徴として定着するように努めるとともに、パートナー機関との個別分野の共同

研究プロジェクトを企画し、その中核的人材として活躍することを期待している。 



若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム（ＩＴＰ） 

平成 21 年度中間評価資料（進捗状況報告書） 

        17             （平成２１年度中間評価） 
この様式は、独立行政法人日本学術振興会において定められたものです。様式の改変はできません。 

 

（２）年度別計画について記入して下さい。（年度別の具体的な事業実施計画について記入してくださ

い。） 

 

①平成 21 年度 

（海外派遣計画） 

派遣先（機関名・部局名等）      派遣予定者の身分（人数）      派遣期間（日単位） 

中国農業大学              助教（２名）           ２８日 

中国農業大学              ポスドク（３名）         ４２日 

中国農業大学              大学院生（１名）         １０日 

ホーヘンハイム大学・農学部       助教（１名）           ６１日 

ホーヘンハイム大学・農学部       大学院生（２名）        １８２日 

ホーヘンハイム大学・農学部       ポスドク（１名）        １２１日 

ソフィア大学              大学院生（１名）         ３８日 

ハノイ農業大学             助教（１名）           １４日 

ハノイ農業大学             大学院生（１名）         １０日 

ホーヘンハイム大学チェンマイオフィス  助教（１名）            ４日 

ベトナム農学アカデミー         大学院生（１名）          ７日 

チェコ畜産研究所            大学院生（１名）        １８２日 

 

（海外パートナー機関との共同企画） 

企画名               開催時期     開催場所（国名）   参加者数（見込み）

 

 

 

（計画の目的及び概要） 

 

 

 

 

②平成 22 年度 

（海外派遣計画） 

派遣先（機関名・部局名等）      派遣予定者の身分（人数）      派遣期間（日単位） 

中国農業大学              大学院生（２名）         ３７日 

中国農業大学              ポスドク（２名）         ３７日 

ベトナム農学アカデミー         大学院生（１名）         ３０日 

ソフィア大学              助教（１名）          １５０日 

ホーヘンハイム大学・農学部       大学院生（２名）        ２１１日 

ホーヘンハイム大学・農学部       ポスドク（２名）        ２１１日 

アグロバイオ研究所           大学院生（１名）        １５０日 

ハノイ農業大学             助教（１名）            ７日 

ハノイ農業大学             大学院生（２名）         ３７日 

 

（海外パートナー機関との共同企画） 

企画名               開催時期     開催場所（国名）   参加者数（見込み）

 

国際シンポジウム          ９月      神戸大学（日本）   ５０～６０名 

 

（計画の目的及び概要） 

目的：本事業に対する外部評価委員会による中間評価 

概要：ソウル国立大学農学生命科学研究科 Yong-Hwan LEE 教授を招へいし、これまでの成果発表会を

神戸大学で行い、中間評価を受けるとともに次年度以降の改善策を検討する。 
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③平成 23 年度 

（海外派遣計画） 

派遣先（機関名・部局名等）      派遣予定者の身分（人数）      派遣期間（日単位） 

中国農業大学              大学院生（２名）         ５３日 

中国農業大学              ポスドク（２名）         ５５日 

ハノイ農業大学             助教（１名）           ２０日 

ハノイ農業大学             大学院生（１名）         １８日 

ホーヘンハイム大学・農学部       助教（１名）          １７０日 

ホーヘンハイム大学・農学部       ポスドク（１名）        １７０日 

トラキア大学・農学部          大学院生（１名）        １７０日 

ルセ大学                大学院生（１名）        １７０日 

ノンラム大学               助教（１名）           ３５日 

フィリピン大学ロスバニョス校・農学部  ポスドク（１名）         ３５日 

 

 

（海外パートナー機関との共同企画） 

企画名               開催時期     開催場所（国名）   参加者数（見込み）

 

 

 

（計画の目的及び概要） 

 

 

 

④平成 24 年度 

（海外派遣計画） 

派遣先（機関名・部局名等）      派遣予定者の身分（人数）      派遣期間（日単位） 

中国農業大学              大学院生（１名）         ３５日 

中国農業大学              ポスドク（１名）         ３５日 

ハノイ農業大学             教授（７名）           ３５日 

ハノイ農業大学             助教（５名）           ５５日 

ハノイ農業大学             職員（４名）           ２０日 

ハノイ農業大学             ポスドク（４名）         ２０日 

ハノイ農業大学             大学院生（９名）         ７５日 

 

 

 

（海外パートナー機関との共同企画） 

企画名               開催時期     開催場所（国名）   参加者数（見込み）

 

国際シンポジウム         ９月       ハノイ農業大学    ５０～６０名 

                          （ベトナム） 

 

（計画の目的及び概要） 

目的：国際連携を通じた食料危機回避のための略協議と本事業に対する外部評価委員会による最終評

価 

 

 

概要：本事業を締めくくる国際シンポジウムをハノイ農業大学（ベトナム）で開催する。 

 

 


