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評価資料の要約 
 

 中国においては近年の経済発展はめざましく、特に都市部を中心として、環境問題が顕在化しよう

としている。質の高い生活を享受するためには、豊かな物質文明社会の中で、生活や生産活動に起因

する公害問題、環境破壊を早急に解決し、安全で安心できる生活環境の確保が強く求められている。

一方、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。これら現状や経緯に省み、本事業は、これまでに集積された知識

と技術を活用しつつ、省資源・省エネルギーのアイディアの下、先進国と発展途上国である日本と中

国が環境管理に関して協調して、持続可能で成長可能な社会の形成を実現できる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。 

  本事業では、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、自然との共存・共生を目指す資源循環型社会の構築を目的とし、以下の 4 課

題について各々グループを作り、研究交流ならびに共同研究を実施した。 

 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：廃棄物の制御・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 

 各グループ内においては緊密な共同作業・共同研究やグループ・セミナーを行うとともに、グルー

プ間では包括セミナーやグループリーダー会議を行うことによって、個別分野における先端性を保持

しつつ、かつそれらを持続可能で成長可能な社会実現からみた使命・役割の喚起に努力した。さらに、

グループを横断した諸課題や、事業運営に係る基本問題に関しては、日中両国のコーディネーター、

プログラムリーダーおよびグループリーダーらが年２回の頻度で会合を持ち事業全体の運営管理を

行った。また、日中両国においては、各参加大学の代表研究者を拠点大学に集めての連絡協議会を開

催し、円滑で効果的な事業の推進を図った。 

  本事業に参加した大学は、日本側は京都大学を中心に３３大学、中国側は清華大学を中心に１１大

学であり、参加研究者は日本側１５４名、中国側２０４名に及んでいる（いずれも平成２２年度実績）。

交流人員数は、日本からの派遣２８８人／１５００人日、中国からの受け入れ４４３人／３５５７人

日であり、４のグループが開催したグループ・セミナーは１１回、全グループ参加の包括セミナーを

７回、さらにコーディネーター会議を２０回にわたり行っている。これらを通じて、日中の参加大学

の研究者間のネットワークが形成され、参加研究者の研究分野や業績を含めた研究者プロフィールを

CD の形でまとめ、研究者間で共有している。 

 これらの結果、本事業活動が契機なって公表された論文は８６０編、日本側拠点校である京都大学

で受け入れた中国人留学生は２６人に及び、関連研究資金として１１件が獲得された。また、清華大

学・京都大学間において大学院正規授業として遠隔同時授業を開始するとともに、博士コースの共同

講義コースの開催、清華大学の大学院生の京都大学での２週間の分析実習等の学生交流、清華大学深

圳キャンパス内に京都大学教員２名が常駐する京都大学―清華大学環境技術共同研究・教育センター

の開設など、本事業は日中間の学術交流に大きく貢献した。 

 特に発展途上国で生じている、近年の深刻な都市環境問題を背景とし、持続可能な経済の発展と都

市環境の保全を可能とする持続的発展社会の構築が課題となっている。中国をはじめとして多くの発

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、効率よく安全で安心な社

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る基礎と、また社会全体

としての健全な発展を議論する際には必要となる何がしかの行動規制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の基礎とが、本事業により確立されたとい

ってよい。 
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Summary of References 
 

In recent years, China has experienced tremendous economic growth, while facing serious 

environmental problems, especially in urban areas. In order to enjoy a high quality of life, it is 

necessary to solve these environmental problems happened under materials and cultures and to 

establish a safe, comfortable urban environment. By contrast, Japan has had negative 

experiences ensuing from problems that resulted from industrial development and urbanization. 

Now, these environmental problems have become global issues. Our experience with the growth 

of human activities shows that environmental problems have spread from a local scale, to a 

national scale, to a global scale. Based on these experiences, in this program, researchers in both 

Japan, a developed country, and China, a developing country, cooperatively studied ways to 

establish an environmentally comfortable city, in which sustainable development will continue, 

while saving energy and resources. 

 

In this program, in order to address both environmental problems and to establish a recycling 

society in which people become aware of saving energy and resources, each group conducted 

cooperative research on the following four issues: 

1) Water Resources and Consumption, and Water Pollution Control; 

2) Air Pollution Control and Innovation of Prevention Technology; 

3) Management of Solid Wastes and Establishment of Recycle System; and 

4) Development of Comprehensive Management and Design Manuals on Urban 

Infrastructure. 

 

The researchers in each group worked in close cooperation with each other and held group 

seminars. In addition, there were comprehensive seminars that included all groups; there were 

also group leader meetings. The purpose of these initiatives was to evoke a sense of the group’s 

mission and role from the perspective of establishing a sustainable development society while 

maintaining the cutting-edge achievements of the individual fields involved. The coordinators, 

program leaders, and group leaders from Japan and China also met twice a year to discuss basic 

issues related to the project operation and to issues that cut across all groups, and to manage the 

overall program. In each Japan and China, meetings with representative researchers in the 

universities involved were also held to promote the program. 

 

The project involved 33 universities in Japan, including Kyoto University as the core university, 

and 11 universities in China, including Tsinghua University as the core university, in addition to 

154 Japanese researchers and 204 Chinese researchers (in the 2010 fiscal year). Moreover, 288 

Japanese researchers visited China and 443 Chinese researchers visited Japan. In all, 11 group 

seminars were held by the four groups, and seven comprehensive seminars that included all of 

the groups were held. In addition, 20 coordinator meetings were held. These activities established 

a strong network in environmental engineering among researchers in Japan and China. A 

compact disk of the researchers’ profiles, including their research fields and scientific 

achievements, was made and distributed. 

 

As a result of the momentum created by these activities, 860 papers were published and 26 

foreign students from China were accepted at Kyoto University for the program in Japan. Related 

research funding was obtained for 11 projects. In addition, regular remote simultaneous graduate 

school classes were started between Tsinghua and Kyoto Universities.An internship for doctoral 

students exchanged between Japan and China and a 2-week analysis course for Chinese graduate 

students at Kyoto University were also started. The Kyoto University and Tsinghua University 

Research and Education Center for Environmental Engineering was established at the Shenzhen 

Campus of Tsinghua University in 2005, where resident faculty members from Kyoto University 

operate cooperatively. In these ways, the program made a major contribution to academic 

interchange between Japan and China. 

 

In the light of the serious problems we see with urban environments, especially in developing 
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countries, it is necessary to establish a society that enables both sustainable development of the 

economy and preservation of the environment. As a result of this project, basic concepts have 

been proposed to enable developing countries, especially China, to construct a safe social 

infrastructure without the problems that Japan has experienced, and to set out guidelines that 

may enable many countries to construct a comfortable social environment based on a number of 

restrictions that are indispensable for healthy social development. 



 5 

１．事業の目標 
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、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。尐なくとも、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。 

 本事業における共同研究は、4 のグループに分かれて実施している。それぞれのグループの研究は

密接に関連しており、定期的に開催されるグループリーダー会議、毎年 2 度開催されるコーディネー

ター会議、マレーシアとの拠点大学交流事業「環境科学」の参加者と本事業参加者が一同に会して毎

年開催される連絡協議会、およびセミナー、シンポジウム、ワークショップなどにおいて情報交換や

成果の相互評価を行いつつ研究を進める。各研究グループの目標を以下に示す。 

 

（１）都市水環境制御・管理に関する研究［グループ１］ 

  都市内に快適な水環境を保全・復活し、創造するために、また水資源を確保するために、水質状況

を把握し評価するとともに、水質汚濁に関わる技術的対策を、有機性汚濁、重金属汚染、富栄養化防

止対策などを主要テーマとして取り上げる。また、ライフラインとして建設された従来型の上水道シ

ステムおよび下水道システムのあり方を、安全性確保と資源・エネルギー循環の理念を取り入れて検

討するとともに、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

における快適な水環境の創造のための指針作成を目指す。提案された指針は中国のみならずアジア各

国で利用可能なものとなることが期待される。 

 具体的なおもな共同プロジェクトは以下のようなものである。 

①下水処理と再利用 

②産業排水処理 

③飲料水の安全性 

④水資源管理 

⑤モニタリングとリスクアセスメント 
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⑥環境水の水質制御 

 

（２）大気汚染制御･管理に関する研究［グループ２］ 

中国では、急速な経済成長に伴って、石油・石炭などの化石燃料が大量に消費され、それに起因す

る大気汚染の影響が深刻となっている。都市大気汚染を引き起こす主要な発生源には、工場、焼却炉、

暖房や自動車などがあり、排出される大気汚染物質には、微小粒子状物質、SOx、NOx 炭化水素類な

どが挙げられ、二次的に生成する光化学オキシダントの問題も深刻となっている。また、燃料に起因

する重金属による大気汚染も重大な問題を引き起こすことが懸念されている。 

近年では、中国国内の都市大気汚染に留まらず、SOx、NOx が原因となる酸性雤や光化学オキシダ

ントなどの東アジア諸国への越境汚染も問題となるなど、地球規模での課題の側面も現れている。 

本グループの研究課題では、中国の巨大都市圏および地方主要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。 

提案された指針は中国のみならずアジア各国で利用可能なものとなることが期待される。 

 

（３）廃棄物制御管理と資源化に関する研究［グループ３］ 

本研究の目的は、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如何に

制御し、管理し、如何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、最も資源浪費の尐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、LCA 手法を通して再検討する。 

 

（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［グループ４］ 

 省資源・省エネルギーのアイデアの下、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。提案された指針

は中国のみならずアジア各国で利用可能なものとなることが期待される。 
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２．事業の実施状況 
 

２－１．事業の全体的な体制 
日本側の実施組織代表者は京都大学大学院工学研究科長が務めることになっており、１０年間の事

業期間中に５名が歴任した（辻 文三、荒木 光彦、西本 清一、大嶌 幸一郎、小森 悟）。本事

業の実質的なとりまとめを行うコーディネーターは３人が歴任し、宗宮 功 教授が平成１３年度、

武田 信生 教授が平成１４年度から平成１８年度、津野 洋 教授が平成１９年度から平成２２年

度まで務めた。コーディネーターの実務の補佐には、工学研究科の留学生担当講師２名がそれぞれプ

ログラムリーダー、サブプログラムリーダーとしてその任に当たった（菅 誠治、岸本 直之、岩井 

裕、永禮 英明、田中 和人、津守 不二夫、薛 自求、山本 修、井上 耕治、冨士田 誠之）。

交流に伴う経理処理や雑務を含めた事務処理には、工学研究科事務部の職員がサポートを行った。 

中国側のコーディネーターは平成１３年度から一貫して清華大学環境科学与工程系の教授であり、

中国科学院院士である HAO Jiming 教授がその任についており、同教授秘書の GAO Yuhua 氏がその

サポートにあたった。 

最終年度の実施体制を下記に示す。 

 

日本側実施組織（平成２２年度） 

     拠点大学： 京都大学 

  実施組織代表者： 大学院工学研究科・研究科長・小森悟 

 コーディネーター： 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、埻玉大学、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 

      （小森 悟 教授）    （津野 洋教授）     （井上 耕治 講師） 

                                サブプログラムリーダー 

                         （冨士田 誠之 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。） 

  （１）国（地域）名： 中華人民共和国 

     拠点大学：（英文） Tsinghua University  

          （和文） 清华大学  

  実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：（英文） 該当無し  

 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, 
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Beihang 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、北京航空航天大学 

 

本事業における研究交流が促進され、円滑に行われるように、拠点大学の代表者、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、グループリーダー、担当職員が互いに参加する

コーディネーター会議を毎年度 2 回（6~7 月に北京、1 月に京都）開催している。この会議では、事

業全体の実施体制、運営、管理に関する方針について議論し、成果発表のスケジュール等を策定した。 

また、年度当初には連絡協議会を開催し、協力大学や国内の協力研究者、学内の協力教員が一堂に

会して前年度の報告と当該年度の予定を共有し、今後の方針等を話し合う機会を設けた。 

 

 

２－２．共同研究の体制 
本事業では、以下の４つの研究テーマをとりあげ、各分野について日中両国研究者からなるグルー

プを構成した。グループ内では緊密な研究協力と数度のグループ・セミナーを実施し、個別研究テー

マについて着実に研究成果を上げてきている。各グループにおける研究体制は以下の通りである。 

 

（１）都市水環境制御・管理に関する研究［グループ１］ 

代表 

日本側  津野洋（平成 13～22 年度）・京都大学大学院工学研究科・教授 

中国側  QIAN Yi（平成 13～15 年度）・清華大学環境科学与工程系・教授  

 HUANG Xia（平成 16〜22 年度）・清華大学環境科学与工程系・教授 

参加者 （最終年度） 

日本側  47 名 

中国側  70 名 

 

（２）大気汚染制御･管理に関する研究［グループ２］ 

代表 

日本側  北田敏廣（平成 13～22 年度）・豊橋技術科学大学・教授 

中国側  HAO Jiming（平成 13～22 年度）・清華大学環境科学与工程系・教授 

参加者（最終年度） 

日本側  23 名 

中国側  50 名 

 

（３）廃棄物制御管理と資源化に関する研究［グループ３］ 

代表 

日本側  武田信生（平成 13～22 年度）・立命館大学エコテクノロジー研究センター・客員教

授（京都大学大学院工学研究科・名誉教授） 

中国側  WANG Wei（平成 13～22 年度）・清華大学環境科学及び工程系・教授 

 

参加者（最終年度） 

日本側   27 名 

中国側   45 名 

 

（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［グループ４］ 

代表 

日本側  北村隆一（平成 13 年度）・京都大学大学院工学研究科・教授 

 宗本順三（平成 14～20 年度）・京都大学大学院工学研究科・教授 

 小林潔司（平成 21～22 年度）・京都大学大学院工学研究科・教授 

中国側  HE Kebin（平成 13～22 年度）・清華大学環境科学与工程系・教授 

 

参加者（最終年度） 
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日本側  52 名 

中国側  41 名 

 

 本事業における共同研究枠の交流状況については、下表にまとめた。１０年間の事業では共同研究

による交流のうち、派遣が１２２人／７２６人日、招聘が３４１人／２９２６人日に上った。 

 

表．共同研究枠での交流実績 

 

年度 
派遣 受入 

人／人日 人／人日 

平成１３年度 ６ ／  ３８ ３０ ／  ３５５ 

平成１４年度 １４ ／  ８７ ３３ ／  ３６７ 

平成１５年度 １４ ／  ５７ ３７ ／  ４０４ 

平成１６年度 １３ ／  ７７ ２０ ／  ２２６ 

平成１７年度 １４ ／  ６６ ３７ ／  ３４８ 

平成１８年度 ２５ ／ １８８ ２５ ／  １９３ 

平成１９年度 １８ ／ １１８ ４０ ／  ２９９ 

平成２０年度 ５ ／  ３０ ２８ ／  ２３４ 

平成２１年度 １０ ／  ５６ ５５ ／  ２７７ 

平成２２年度 ３ ／   ９ ３６ ／  ２２３ 

合計 １２２ ／ ７２６ ３４１ ／ ２９２６ 
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２－３．セミナーの実施状況 
 本事業が主催し、各グループにより開催されたセミナーの実施状況を以下に示した。セミナーの詳

細と成果については３－３に記述した。 

 

（１）都市水環境制御・管理に関する研究［グループ１］ １２件 

１．セミナー名：第１回都市環境に関する日中合同会議 

日時：平成 13 年 11 月 6 日〜11 月 7 日 

場所：中国 北京 清華大学  

参加者数〈人/人日〉：24/67 

目的： このセミナーは京都大学と清華大学を拠点校とする都市環境工学学術交流事業の一環と

して実施するものであり、本事業最初のセミナーとなる。本セミナーにおいては日中両国

における環境問題の相違、中国の環境問題の現状認識を深め、今後の学術交流において重

点的に研究すべき課題を明らかにすることを目的としている。 

 

２．セミナー名：第２回都市環境に関する日中合同会議 

日時：平成 14 年 1 月 15 日～1 月 16 日 

場所：日本 京都 京都大学 

参加者数〈人/人日〉：62/124 

目的： このセミナーは京都大学と清華大学を拠点校とする都市環境工学学術交流事業の一環と

して実施するものであり、本事業の第２回目のセミナーとなる。本セミナーにおいては第

１回に引き続き、日中両国における環境問題および環境問題関連分野の研究の進展状況に

関して現状認識を深め、今後の学術交流における研究目標を具体的に設定することを目的

としている。 

 

３．セミナー名：第３回 JSPS-MOE「都市環境」拠点大学交流セミナー 

日時：平成 14 年 7 月 22 日～7 月 23 日 

場所：中国 大連 大連理工大学 

参加者数〈人/人日〉：48/130 

目的：  このセミナーは京都大学と清華大学を拠点校とする都市環境工学学術交流事業の一環

として実施するものであり、本事業の第３回目のセミナーとなる。本セミナーにおいては

「水資源と都市環境管理」をテーマとし、共同研究グループ１「都市水環境制御・管理に

関する研究」と共同研究グループ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」の２つの研究グループが協働し、都市環境に関する諸問題について水

処理技術や都市計画など技術的対応に焦点を当て、意見交換を行うことを目的としている。 

 

４．セミナー名：第６回 JSPS-MOE「都市環境」拠点大学交流セミナー 

日時：平成 15 年 12 月 2 日～12 月 3 日 

場所：日本 松山 愛媛大学 

参加者数〈人/人日〉：42/105 

目的： 本セミナーにおいては「水資源と都市環境管理」をテーマに水を中心とした都市環境に

関する諸問題について水処理技術や都市計画などの技術的対応に焦点を当て、意見交換を

行う。 

 本セミナーは研究グループ 1「都市水環境制御・管理に関する研究」と研究グループ 4

「都市基盤施設の管理・制御に関する研究」の合同セミナーであり、両研究グループそれ

ぞれの立場から都市環境問題に対する意見を交わし、異なるグループの研究者間の協力関

係を構築することを目的としている。 

 

５．セミナー名：第８回 JSPS-MOE「都市環境」拠点大学交流セミナー 

日時：平成 16 年 10 月 18 日～10 月 19 日 

場所：中国 上海 上海交通大学 

参加者数〈人/人日〉：59/142 

目的： 本セミナーにおいては「水環境と都市基盤」をテーマに、水処理技術や都市計画などに
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焦点を当て、意見交換を行う。水環境管理、都市環境管理という異なる立場から都市環境

問題に対する意見を交わし、異なるグループの研究者間の協力関係を構築すること、両国

における環境および環境技術の現状に関する情報を共有することを目的としている。 

 

６．セミナー名：第１回 JSPS-MOE「都市環境」拠点大学交流包括セミナー 

日時：平成 16 年 10 月 15 日 

場所：中国 北京 集賢山庄 

参加者数〈人/人日〉：20/37 

目的： このセミナーは京都大学と清華大学を拠点校とする都市環境工学学術交流事業の一環と

して実施するもので、過去の成果を整理するとともに、現在の問題点および将来の計画に

ついて討議ある。 

 

７．セミナー名：第９・１０回都市環境に関する日中合同会議 

日時：平成 17 年 10 月 20 日～10 月 21 日 

場所：中国 昆明 昆明理工大学 

参加者数〈人/人日〉：92/284 

目的：  本セミナーにおいては水環境、大気汚染、廃棄物、都市基盤をテーマに意見交換を行

う。異なる立場から都市環境問題に対する意見を交わし、異なるグループの研究者間の協

力関係を構築すること、両国における環境および環境技術の現状に関する情報を共有する

ことを目的とし開催した。また、本セミナーでは「環境教育セッション」を設け、日中両

国における大学における環境教育について議論を行った。具体的には、両国の代表数校に

おける大学での環境に関するカリキュラム、現状、課題等を発表し合い、環境教育のあり

方について議論を行った。 

 

８．セミナー名：第１２回 JSPS 拠点大学交流事業「都市環境」に関する日中合同会議 

日時：平成 18 年 10 月 3 日～10 月 4 日 

場所：日本 京都 京都大学 

参加者数〈人/人日〉：74/234 

目的： 本セミナーにおいては水処理技術、大気汚染制御技術および都市計画に焦点を当て、意

見交換を行う。異なる立場から都市環境問題に対する意見を交わし、異なるグループの研

究者間の協力関係を構築すること、両国における環境および環境技術の現状に関する情報

を共有することを目的として開催した。 

 また、本セミナーでは「環境教育セッション」を設け、日中両国における大学における

環境教育について議論を行う。具体的には、両国の代表数校における大学での環境に関す

るカリキュラム、現状、課題等を発表し合い、環境教育のあり方について議論を行った。 

 

９．セミナー名：第１３回 JSPS 拠点大学交流事業「都市環境」に関する日中合同会議 

日時：平成 19 年 9 月 7 日～9 月 8 日 

場所：日本 京都 京都大学 

参加者数〈人/人日〉：66/213 

目的：  本セミナーにおいては、水処理技術および都市計画に焦点を当て、意見交換を行う。

異なる立場から都市環境問題に対する意見を交わし、異なるグループの研究者間の協力関

係を構築すること、両国における環境および環境技術の現状に関する情報を共有すること

を目的としている。 

 

１０．セミナー名：第１６回 JSPS 拠点大学交流事業「都市環境」に関する日中合同会議 

日時：平成 20 年 10 月 23 日～10 月 24 日 

場所：中国 西安 西安建築科技大学 

参加者数〈人/人日〉：44/148 

目的： 本セミナーにおいては「都市水環境制御・管理」及び「都市基盤施設の管理・制御」に

焦点を当て、日中間の研究者同士が異なる立場から都市環境問題について意見交換し、研

究者間の協力関係を構築すること、両国における環境および環境技術の現状に関する情報
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を共有することを目的としている。 

 

１１．セミナー名：第１７回日本学術振興会拠点大学交流事業「都市環境」に関する日中合同会議 

日時：平成 21 年 10 月 26 日～10 月 27 日 

場所：日本 京都 京都大学 

参加者数〈人/人日〉：72/179 

目的： 本セミナーにおいては水環境、大気汚染、廃棄物処理および都市基盤施設に関する４つ

の研究課題を横断する包括的な研究交流を行う。すべての研究グループから代表者が参加

し、本事業の包括的な方針や最終成果の集大成に向けた議論を行う。 

 

１２．セミナー名：第１８回日本学術振興会拠点大学交流事業「都市環境」に関する日中合同会議 

日時：平成 22 年 10 月 21 日～10 月 22 日 

場所：中国 北京 清華大学 

参加者数〈人/人日〉：56/178 

目的： 本セミナーにおいては、日中両国の大都市における水環境や大気汚染の制御管理、廃棄

物の再資源化および都市基盤施設の制御管理などの４つの研究課題を横断する包括的な

研究交流を行う。このため、すべての研究グループから代表者が参加し、両国の研究者が

異なる立場から現在の大都市の環境問題の現状や環境技術開発の課題に関する最新の情

報を共有し、本事業の包括的な方針を議論することを目的としている。 

 特に、本年度は本事業の最終年度となることから、本事業の集大成となるテキスト出版

を計画している。この目標に向けた執筆作業は昨年度から引き続いて行っているので、本

セミナーにおいては包括的な研究交流に加えて、テキストの内容の評価・検討を含む最終

成果の集大成に向けた討議を行う。 

 

（２）大気汚染制御･管理に関する研究［グループ２］ １３件 

１．セミナー名：第１回都市環境に関する日中合同会議 

日時：平成 13 年 11 月 6 日〜11 月 7 日 

場所：中国 北京 清華大学  

参加者数〈人/人日〉：24/67 

目的： このセミナーは京都大学と清華大学を拠点校とする都市環境工学学術交流事業の一環と

して実施するものであり、本事業最初のセミナーとなる。本セミナーにおいては日中両国

における環境問題の相違、中国の環境問題の現状認識を深め、今後の学術交流において重

点的に研究すべき課題を明らかにすることを目的としている。 

 
２．セミナー名：第２回都市環境に関する日中合同会議 

日時：平成 14 年 1 月 15 日～1 月 16 日 

場所：日本 京都 京都大学 

参加者数〈人/人日〉：62/124 

目的：  このセミナーは京都大学と清華大学を拠点校とする都市環境工学学術交流事業の一環

として実施するものであり、本事業の第２回目のセミナーとなる。本セミナーにおいては

第１回に引き続き、日中両国における環境問題および環境問題関連分野の研究の進展状況

に関して現状認識を深め、今後の学術交流における研究目標を具体的に設定することを目

的としている。 

 

３．セミナー名：第４回 JSPS-MOE「都市環境」拠点大学交流セミナー 

日時：平成 14 年 10 月 2 日～10 月 3 日 

場所：日本 岡山 岡山大学 

参加者数〈人/人日〉：56/112 

目的：  このセミナーは京都大学と清華大学を拠点校とする「都市環境」学術交流事業の一環

として実施するものであり、本事業の第４回目のセミナーとなる。本セミナーにおいては

「廃棄物管理と大気汚染制御」をテーマとし、共同研究グループ２「大気汚染制御・管理

に関する研究」と共同研究グループ３「廃棄物制御管理と資源化に関する研究」の２つの
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研究グループが協働し、都市環境に関する諸問題について廃棄物処理・資源か技術や大気

汚染制御技術など技術的対応に焦点を当て、意見交換を行うことを目的としている。 

 

４．セミナー名：第５回 JSPS-MOE「都市環境」拠点大学交流セミナー 

日時：平成 15 年 10 月 30 日～10 月 31 日 

場所：中国 上海 同済大学 

参加者数〈人/人日〉：50/127 

目的： 本セミナーにおいては「大気汚染と廃棄物管理」をテーマに大気を中心とした都市環境

に関する諸問題について廃棄物処理・再資源化技術や大気汚染制御技術などの技術的対応

に焦点を当て、意見交換を行う。 

 本セミナーは研究グループ 2「大気汚染制御・管理に関する研究」と研究グループ 3「廃

棄物制御管理と資源化に関する研究」の合同セミナーであり、両研究グループそれぞれの

立場から都市環境問題に対する意見を交わし、異なるグループの研究者間の協力関係を構

築することを目的としている。 

 

５．セミナー名：第７回 JSPS-MOE「都市環境」拠点大学交流セミナー 

日時：平成 16 年 7 月 26 日～7 月 27 日 

場所：日本 那覇 自治会館 

参加者数〈人/人日〉：31/211 

目的： 本セミナーにおいては「大気汚染と廃棄物管理」をテーマに、大気汚染制御技術や廃棄

物処理・再資源化技術に焦点を当て、意見交換を行う。大気汚染、廃棄物管理という異な

る立場から都市環境問題に対する意見を交わし、異なるグループの研究者間の協力関係を

構築すること、両国における環境および環境技術の現状に関する情報を共有することを目

的としている。 

 

６．セミナー名：第１回 JSPS-MOE「都市環境」拠点大学交流包括セミナー 

日時：平成 16 年 10 月 15 日 

場所：中国 北京 集賢山庄 

参加者数〈人/人日〉：20/37 

目的： このセミナーは京都大学と清華大学を拠点校とする都市環境工学学術交流事業の一環と

して実施するもので、過去の成果を整理するとともに、現在の問題点および将来の計画に

ついて討議ある。 

 

７．セミナー名：第９・１０回都市環境に関する日中合同会議 

日時：平成 17 年 10 月 20 日～10 月 21 日 

場所：中国 昆明 昆明理工大学 

参加者数〈人/人日〉：92/284 

目的：  本セミナーにおいては水環境、大気汚染、廃棄物、都市基盤をテーマに意見交換を行

う。異なる立場から都市環境問題に対する意見を交わし、異なるグループの研究者間の協

力関係を構築すること、両国における環境および環境技術の現状に関する情報を共有する

ことを目的とし開催した。また、本セミナーでは「環境教育セッション」を設け、日中両

国における大学における環境教育について議論を行った。具体的には、両国の代表数校に

おける大学での環境に関するカリキュラム、現状、課題等を発表し合い、環境教育のあり

方について議論を行った。 

 

８．セミナー名：第１１回 JSPS 拠点大学交流事業「都市環境」に関する日中合同会議 

日時：平成 18 年 9 月 26 日～9 月 29 日 

場所：日本 京都 京都大学 

参加者数〈人/人日〉：16/86 

目的： 本セミナーは同期間中に京都大学にて開催された第 4 回燃焼・焼却・熱分解と排出制御

に関する国際会議（4th i-CIPEC）の 1 セッションとして開催された。本プログラムのグ

ループ 3、グループ 2 及びマレーシアとの JSPS-VCC プログラムのグループ 6（廃棄物焼
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却）のメンバーで関心のある研究者からの発表と討論参加を積極的にすすめることを目的

に実施した。 

 

９．セミナー名：第１２回 JSPS 拠点大学交流事業「都市環境」に関する日中合同会議 

日時：平成 18 年 10 月 3 日～10 月 4 日 

場所：日本 京都 京都大学 

参加者数〈人/人日〉：74/234 

目的： 本セミナーにおいては水処理技術、大気汚染制御技術および都市計画に焦点を当て、意

見交換を行う。異なる立場から都市環境問題に対する意見を交わし、異なるグループの研

究者間の協力関係を構築すること、両国における環境および環境技術の現状に関する情報

を共有することを目的として開催した。 

 また、本セミナーでは「環境教育セッション」を設け、日中両国における大学における

環境教育について議論を行う。具体的には、両国の代表数校における大学での環境に関す

るカリキュラム、現状、課題等を発表し合い、環境教育のあり方について議論を行った。 

 

１０．セミナー名：第１４回 JSPS 拠点大学交流事業「都市環境」に関する日中合同会議 

日時：平成 19 年 9 月 3 日～9 月 4 日 

場所：中国 北京 清華大学 

参加者数〈人/人日〉：34/110 

目的： 本セミナーにおいては、大気汚染および固形廃棄物による汚染とその制御技術に焦点を

当て、意見交換を行う。異なる立場から都市環境問題に対する意見を交わし、異なるグル

ープの研究者間の協力関係を構築すること、両国における環境および環境技術の現状に関

する情報を共有することを目的としている。 

 

１１．セミナー名：第１５回 JSPS 拠点大学交流事業「都市環境」に関する日中合同会議 

日時：平成 20 年 9 月 2 日～9 月 3 日 

場所：日本 豊橋 豊橋技術科学大学 

参加者数〈人/人日〉：34/190 

目的： 本セミナーにおいては大気汚染および固形廃棄物による汚染とその制御技術に焦点を当

て、意見交換を行う。異なる立場から都市環境問題に対する意見を交わし、異なるグルー

プの研究者間の協力関係を構築すること、両国における環境および環境技術の現状に関す

る情報を共有することを目的としている。 

 

１２．セミナー名：第１７回日本学術振興会拠点大学交流事業「都市環境」に関する日中合同会議 

日時：平成 21 年 10 月 26 日～10 月 27 日 

場所：日本 京都 京都大学 

参加者数〈人/人日〉：72/179 

目的： 本セミナーにおいては水環境、大気汚染、廃棄物処理および都市基盤施設に関する４つ

の研究課題を横断する包括的な研究交流を行う。すべての研究グループから代表者が参加

し、本事業の包括的な方針や最終成果の集大成に向けた議論を行う。 

 

１３．セミナー名：第１８回日本学術振興会拠点大学交流事業「都市環境」に関する日中合同会議 

日時：平成 22 年 10 月 21 日～10 月 22 日 

場所：中国 北京 清華大学 

参加者数〈人/人日〉：56/178 

目的： 本セミナーにおいては、日中両国の大都市における水環境や大気汚染の制御管理、廃棄

物の再資源化および都市基盤施設の制御管理などの４つの研究課題を横断する包括的な

研究交流を行う。このため、すべての研究グループから代表者が参加し、両国の研究者が

異なる立場から現在の大都市の環境問題の現状や環境技術開発の課題に関する最新の情

報を共有し、本事業の包括的な方針を議論することを目的としている。 

 特に、本年度は本事業の最終年度となることから、本事業の集大成となるテキスト出版

を計画している。この目標に向けた執筆作業は昨年度から引き続いて行っているので、本
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セミナーにおいては包括的な研究交流に加えて、テキストの内容の評価・検討を含む最終

成果の集大成に向けた討議を行う。 

 
（３）廃棄物制御管理と資源化に関する研究［グループ３］ １３件 

１．セミナー名：第１回都市環境に関する日中合同会議 

日時：平成 13 年 11 月 6 日〜11 月 7 日 

場所：中国 北京 清華大学  

参加者数〈人/人日〉：24/67 

目的： このセミナーは京都大学と清華大学を拠点校とする都市環境工学学術交流事業の一環と

して実施するものであり、本事業最初のセミナーとなる。本セミナーにおいては日中両国

における環境問題の相違、中国の環境問題の現状認識を深め、今後の学術交流において重

点的に研究すべき課題を明らかにすることを目的としている。 

 
２．セミナー名：第２回都市環境に関する日中合同会議 

日時：平成 14 年 1 月 15 日～1 月 16 日 

場所：日本 京都 京都大学 

参加者数〈人/人日〉：62/124 

目的：  このセミナーは京都大学と清華大学を拠点校とする都市環境工学学術交流事業の一環

として実施するものであり、本事業の第２回目のセミナーとなる。本セミナーにおいては

第１回に引き続き、日中両国における環境問題および環境問題関連分野の研究の進展状況

に関して現状認識を深め、今後の学術交流における研究目標を具体的に設定することを目

的としている。 

 

３．セミナー名：第４回 JSPS-MOE「都市環境」拠点大学交流セミナー 

日時：平成 14 年 10 月 2 日～10 月 3 日 

場所：日本 岡山 岡山大学 

参加者数〈人/人日〉：56/112 

目的：  このセミナーは京都大学と清華大学を拠点校とする「都市環境」学術交流事業の一環

として実施するものであり、本事業の第４回目のセミナーとなる。本セミナーにおいては

「廃棄物管理と大気汚染制御」をテーマとし、共同研究グループ２「大気汚染制御・管理

に関する研究」と共同研究グループ３「廃棄物制御管理と資源化に関する研究」の２つの

研究グループが協働し、都市環境に関する諸問題について廃棄物処理・資源か技術や大気

汚染制御技術など技術的対応に焦点を当て、意見交換を行うことを目的としている。 

 

４．セミナー名：第５回 JSPS-MOE「都市環境」拠点大学交流セミナー 

日時：平成 15 年 10 月 30 日～10 月 31 日 

場所：中国 上海 同済大学 

参加者数〈人/人日〉：50/127 

目的： 本セミナーにおいては「大気汚染と廃棄物管理」をテーマに大気を中心とした都市環境

に関する諸問題について廃棄物処理・再資源化技術や大気汚染制御技術などの技術的対応

に焦点を当て、意見交換を行う。 

 本セミナーは研究グループ 2「大気汚染制御・管理に関する研究」と研究グループ 3「廃

棄物制御管理と資源化に関する研究」の合同セミナーであり、両研究グループそれぞれの

立場から都市環境問題に対する意見を交わし、異なるグループの研究者間の協力関係を構

築することを目的としている。 

  

５．セミナー名：第７回 JSPS-MOE「都市環境」拠点大学交流セミナー 

日時：平成 16 年 7 月 26 日～7 月 27 日 

場所：日本 那覇 自治会館 

参加者数〈人/人日〉：31/211 

目的： 本セミナーにおいては「大気汚染と廃棄物管理」をテーマに、大気汚染制御技術や廃棄

物処理・再資源化技術に焦点を当て、意見交換を行う。大気汚染、廃棄物管理という異な
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る立場から都市環境問題に対する意見を交わし、異なるグループの研究者間の協力関係を

構築すること、両国における環境および環境技術の現状に関する情報を共有することを目

的としている。 

 

６．セミナー名：第１回 JSPS-MOE「都市環境」拠点大学交流包括セミナー 

日時：平成 16 年 10 月 15 日 

場所：中国 北京 集賢山庄 

参加者数〈人/人日〉：20/37 

目的： このセミナーは京都大学と清華大学を拠点校とする都市環境工学学術交流事業の一環と

して実施するもので、過去の成果を整理するとともに、現在の問題点および将来の計画に

ついて討議ある。 

 

７．セミナー名：第９・１０回都市環境に関する日中合同会議 

日時：平成 17 年 10 月 20 日～10 月 21 日 

場所：中国 昆明 昆明理工大学 

参加者数〈人/人日〉：92/284 

目的：  本セミナーにおいては水環境、大気汚染、廃棄物、都市基盤をテーマに意見交換を行

う。異なる立場から都市環境問題に対する意見を交わし、異なるグループの研究者間の協

力関係を構築すること、両国における環境および環境技術の現状に関する情報を共有する

ことを目的とし開催した。また、本セミナーでは「環境教育セッション」を設け、日中両

国における大学における環境教育について議論を行った。具体的には、両国の代表数校に

おける大学での環境に関するカリキュラム、現状、課題等を発表し合い、環境教育のあり

方について議論を行った。 

 

８．セミナー名：第１１回 JSPS 拠点大学交流事業「都市環境」に関する日中合同会議 

日時：平成 18 年 9 月 26 日～9 月 29 日 

場所：日本 京都 京都大学 

参加者数〈人/人日〉：16/86 

目的： 本セミナーは同期間中に京都大学にて開催された第 4 回燃焼・焼却・熱分解と排出制御

に関する国際会議（4th i-CIPEC）の 1 セッションとして開催された。本プログラムのグ

ループ 3、グループ 2 及びマレーシアとの JSPS-VCC プログラムのグループ 6（廃棄物焼

却）のメンバーで関心のある研究者からの発表と討論参加を積極的にすすめることを目的

に実施した。 

 

９．セミナー名：第１２回 JSPS 拠点大学交流事業「都市環境」に関する日中合同会議 

日時：平成 18 年 10 月 3 日～10 月 4 日 

場所：日本 京都 京都大学 

参加者数〈人/人日〉：74/234 

目的： 本セミナーにおいては水処理技術、大気汚染制御技術および都市計画に焦点を当て、意

見交換を行う。異なる立場から都市環境問題に対する意見を交わし、異なるグループの研

究者間の協力関係を構築すること、両国における環境および環境技術の現状に関する情報

を共有することを目的として開催した。 

 また、本セミナーでは「環境教育セッション」を設け、日中両国における大学における

環境教育について議論を行う。具体的には、両国の代表数校における大学での環境に関す

るカリキュラム、現状、課題等を発表し合い、環境教育のあり方について議論を行った。 

 

１０．セミナー名：第１４回 JSPS 拠点大学交流事業「都市環境」に関する日中合同会議 

日時：平成 19 年 9 月 3 日～9 月 4 日 

場所：中国 北京 清華大学 

参加者数〈人/人日〉：34/110 

目的： 本セミナーにおいては、大気汚染および固形廃棄物による汚染とその制御技術に焦点を

当て、意見交換を行う。異なる立場から都市環境問題に対する意見を交わし、異なるグル
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ープの研究者間の協力関係を構築すること、両国における環境および環境技術の現状に関

する情報を共有することを目的としている。 

 

１１．セミナー名：第１５回 JSPS 拠点大学交流事業「都市環境」に関する日中合同会議 

日時：平成 20 年 9 月 2 日～9 月 3 日 

場所：日本 豊橋 豊橋技術科学大学 

参加者数〈人/人日〉：34/190 

目的： 本セミナーにおいては大気汚染および固形廃棄物による汚染とその制御技術に焦点を当

て、意見交換を行う。異なる立場から都市環境問題に対する意見を交わし、異なるグルー

プの研究者間の協力関係を構築すること、両国における環境および環境技術の現状に関す

る情報を共有することを目的としている。 

 

１２．セミナー名：第１７回日本学術振興会拠点大学交流事業「都市環境」に関する日中合同会議 

日時：平成 21 年 10 月 26 日～10 月 27 日 

場所：日本 京都 京都大学 

参加者数〈人/人日〉：72/179 

目的： 本セミナーにおいては水環境、大気汚染、廃棄物処理および都市基盤施設に関する４つ

の研究課題を横断する包括的な研究交流を行う。すべての研究グループから代表者が参加

し、本事業の包括的な方針や最終成果の集大成に向けた議論を行う。 

 

１３．セミナー名：第１８回日本学術振興会拠点大学交流事業「都市環境」に関する日中合同会議 

日時：平成 22 年 10 月 21 日～10 月 22 日 

場所：中国 北京 清華大学 

参加者数〈人/人日〉：56/178 

目的：  本セミナーにおいては、日中両国の大都市における水環境や大気汚染の制御管理、廃

棄物の再資源化および都市基盤施設の制御管理などの４つの研究課題を横断する包括的

な研究交流を行う。このため、すべての研究グループから代表者が参加し、両国の研究者

が異なる立場から現在の大都市の環境問題の現状や環境技術開発の課題に関する最新の

情報を共有し、本事業の包括的な方針を議論することを目的としている。 

 特に、本年度は本事業の最終年度となることから、本事業の集大成となるテキスト出版

を計画している。この目標に向けた執筆作業は昨年度から引き続いて行っているので、本

セミナーにおいては包括的な研究交流に加えて、テキストの内容の評価・検討を含む最終

成果の集大成に向けた討議を行う。 

 
（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［グループ４］ １２件 

１．セミナー名：第１回都市環境に関する日中合同会議 

日時：平成 13 年 11 月 6 日〜11 月 7 日 

場所：中国 北京 清華大学  

参加者数〈人/人日〉：24/67 

目的： このセミナーは京都大学と清華大学を拠点校とする都市環境工学学術交流事業の一環と

して実施するものであり、本事業最初のセミナーとなる。本セミナーにおいては日中両国

における環境問題の相違、中国の環境問題の現状認識を深め、今後の学術交流において重

点的に研究すべき課題を明らかにすることを目的としている。 

 

２．セミナー名：第２回都市環境に関する日中合同会議 

日時：平成 14 年 1 月 15 日～1 月 16 日 

場所：日本 京都 京都大学 

参加者数〈人/人日〉：62/124 

目的：  このセミナーは京都大学と清華大学を拠点校とする都市環境工学学術交流事業の一環

として実施するものであり、本事業の第２回目のセミナーとなる。本セミナーにおいては

第１回に引き続き、日中両国における環境問題および環境問題関連分野の研究の進展状況

に関して現状認識を深め、今後の学術交流における研究目標を具体的に設定することを目



 18 

的としている。 

 

３．セミナー名：第３回 JSPS-MOE「都市環境」拠点大学交流セミナー 

日時：平成 14 年 7 月 22 日～7 月 23 日 

場所：中国 大連 大連理工大学 

参加者数〈人/人日〉：48/130 

目的：  このセミナーは京都大学と清華大学を拠点校とする都市環境工学学術交流事業の一環

として実施するものであり、本事業の第３回目のセミナーとなる。本セミナーにおいては

「水資源と都市環境管理」をテーマとし、共同研究グループ１「都市水環境制御・管理に

関する研究」と共同研究グループ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」の２つの研究グループが協働し、都市環境に関する諸問題について水

処理技術や都市計画など技術的対応に焦点を当て、意見交換を行うことを目的としている。 

 

４．セミナー名：第６回 JSPS-MOE「都市環境」拠点大学交流セミナー 

日時：平成 15 年 12 月 2 日～12 月 3 日 

場所：日本 松山 愛媛大学 

参加者数〈人/人日〉：42/105 

目的： 本セミナーにおいては「水資源と都市環境管理」をテーマに水を中心とした都市環境に

関する諸問題について水処理技術や都市計画などの技術的対応に焦点を当て、意見交換を

行う。 

 本セミナーは研究グループ 1「都市水環境制御・管理に関する研究」と研究グループ 4

「都市基盤施設の管理・制御に関する研究」の合同セミナーであり、両研究グループそれ

ぞれの立場から都市環境問題に対する意見を交わし、異なるグループの研究者間の協力関

係を構築することを目的としている。 

 

５．セミナー名：第８回 JSPS-MOE「都市環境」拠点大学交流セミナー 

日時：平成 16 年 10 月 18 日～10 月 19 日 

場所：中国 上海 上海交通大学 

参加者数〈人/人日〉：59/142 

目的： 本セミナーにおいては「水環境と都市基盤」をテーマに、水処理技術や都市計画などに

焦点を当て、意見交換を行う。水環境管理、都市環境管理という異なる立場から都市環境

問題に対する意見を交わし、異なるグループの研究者間の協力関係を構築すること、両国

における環境および環境技術の現状に関する情報を共有することを目的としている。 

 

６．セミナー名：第１回 JSPS-MOE「都市環境」拠点大学交流包括セミナー 

日時：平成 16 年 10 月 15 日 

場所：中国 北京 集賢山庄 

参加者数〈人/人日〉：20/37 

目的：  このセミナーは京都大学と清華大学を拠点校とする都市環境工学学術交流事業の一環

として実施するもので、過去の成果を整理するとともに、現在の問題点および将来の計画

について討議する。 

 

７．セミナー名：第９・１０回都市環境に関する日中合同会議 

日時：平成 17 年 10 月 20 日～10 月 21 日 

場所：中国 昆明 昆明理工大学 

参加者数〈人/人日〉：92/284 

目的：  本セミナーにおいては水環境、大気汚染、廃棄物、都市基盤をテーマに意見交換を行

う。異なる立場から都市環境問題に対する意見を交わし、異なるグループの研究者間の協

力関係を構築すること、両国における環境および環境技術の現状に関する情報を共有する

ことを目的とし開催した。また、本セミナーでは「環境教育セッション」を設け、日中両

国における大学における環境教育について議論を行った。具体的には、両国の代表数校に

おける大学での環境に関するカリキュラム、現状、課題等を発表し合い、環境教育のあり
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方について議論を行った。 

 

８．セミナー名：第１２回 JSPS 拠点大学交流事業「都市環境」に関する日中合同会議 

日時：平成 18 年 10 月 3 日～10 月 4 日 

場所：日本 京都 京都大学 

参加者数〈人/人日〉：74/234 

目的： 本セミナーにおいては水処理技術、大気汚染制御技術および都市計画に焦点を当て、意

見交換を行う。異なる立場から都市環境問題に対する意見を交わし、異なるグループの研

究者間の協力関係を構築すること、両国における環境および環境技術の現状に関する情報

を共有することを目的として開催した。 

 また、本セミナーでは「環境教育セッション」を設け、日中両国における大学における

環境教育について議論を行う。具体的には、両国の代表数校における大学での環境に関す

るカリキュラム、現状、課題等を発表し合い、環境教育のあり方について議論を行った。 

 

９．セミナー名：第１３回 JSPS 拠点大学交流事業「都市環境」に関する日中合同会議 

日時：平成 19 年 9 月 7 日～9 月 8 日 

場所：日本 京都 京都大学 

参加者数〈人/人日〉：66/213 

目的：  本セミナーにおいては、水処理技術および都市計画に焦点を当て、意見交換を行う。

異なる立場から都市環境問題に対する意見を交わし、異なるグループの研究者間の協力関

係を構築すること、両国における環境および環境技術の現状に関する情報を共有すること

を目的としている。 

 

１０．セミナー名：第１６回 JSPS 拠点大学交流事業「都市環境」に関する日中合同会議 

日時：平成 20 年 10 月 23 日～10 月 24 日 

場所：中国 西安 西安建築科技大学 

参加者数〈人/人日〉：44/148 

目的： 本セミナーにおいては「都市水環境制御・管理」及び「都市基盤施設の管理・制御」に

焦点を当て、日中間の研究者同士が異なる立場から都市環境問題について意見交換し、研

究者間の協力関係を構築すること、両国における環境および環境技術の現状に関する情報

を共有することを目的としている。 

 

１１．セミナー名：第１７回日本学術振興会拠点大学交流事業「都市環境」に関する日中合同会議 

日時：平成 21 年 10 月 26 日～10 月 27 日 

場所：日本 京都 京都大学 

参加者数〈人/人日〉：72/179 

目的： 本セミナーにおいては水環境、大気汚染、廃棄物処理および都市基盤施設に関する４つ

の研究課題を横断する包括的な研究交流を行う。すべての研究グループから代表者が参加

し、本事業の包括的な方針や最終成果の集大成に向けた議論を行う。 

 

１２．セミナー名：第１８回日本学術振興会拠点大学交流事業「都市環境」に関する日中合同会議 

日時：平成 22 年 10 月 21 日～10 月 22 日 

場所：中国 北京 清華大学 

参加者数〈人/人日〉：56/178 

目的： 本セミナーにおいては、日中両国の大都市における水環境や大気汚染の制御管理、廃棄

物の再資源化および都市基盤施設の制御管理などの４つの研究課題を横断する包括的な

研究交流を行う。このため、すべての研究グループから代表者が参加し、両国の研究者が

異なる立場から現在の大都市の環境問題の現状や環境技術開発の課題に関する最新の情

報を共有し、本事業の包括的な方針を議論することを目的としている。 

 特に、本年度は本事業の最終年度となることから、本事業の集大成となるテキスト出版

を計画している。この目標に向けた執筆作業は昨年度から引き続いて行っているので、本

セミナーにおいては包括的な研究交流に加えて、テキストの内容の評価・検討を含む最終



 20 

成果の集大成に向けた討議を行う。 

 

上記のセミナーのうち、以下に示すものは全グループが一堂に会する包括セミナーとして開催され

た。 

 
１．セミナー名：第１回都市環境に関する日中合同会議 

日時：平成 13 年 11 月 6 日〜11 月 7 日 

場所：中国 北京 清華大学  

参加者数〈人/人日〉：24/67 

 
２．セミナー名：第２回都市環境に関する日中合同会議 

日時：平成 14 年 1 月 15 日～1 月 16 日 

場所：日本 京都 京都大学 

参加者数〈人/人日〉：62/124 

 

３．セミナー名：第１回 JSPS-MOE「都市環境」拠点大学交流包括セミナー 

日時：平成 16 年 10 月 15 日 

場所：中国 昆明 昆明理工大学 

参加者数〈人/人日〉：20/37 

 

４．セミナー名：第９・１０回都市環境に関する日中合同会議 

日時：平成 17 年 10 月 20 日～10 月 21 日 

場所：中国 昆明 昆明理工大学 

参加者数〈人/人日〉：92/284 

 

５．セミナー名：第１２回 JSPS 拠点大学交流事業「都市環境」に関する日中合同会議 

日時：平成 18 年 10 月 3 日～10 月 4 日 

場所：日本 京都 京都大学 

参加者数〈人/人日〉：74/234 

 

６．セミナー名：第１７回日本学術振興会拠点大学交流事業「都市環境」に関する日中合同会議 

日時：平成 21 年 10 月 26 日～10 月 27 日 

場所：日本 京都 京都大学 

参加者数〈人/人日〉：72/179 

 

７．セミナー名：第１８回日本学術振興会拠点大学交流事業「都市環境」に関する日中合同会議 

日時：平成 22 年 10 月 21 日～10 月 22 日 

場所：中国 北京 清華大学 

参加者数〈人/人日〉：56/178 

 

 また、本事業主催ではないが、小規模集会（共同研究メンバーを中心として独自に開催されたもの）

を以下に列挙した。 

 

１．課題：膜分離技術に関するセミナー 

日時：平成 14 年 10 月 4 日 

場所：京都、京都大学 

 

２．課題：大都市圏廃棄物処理と環境保護シンポジウム 

日時：平成 15 年 9 月 23、24 日 

場所：中国、北京市 

 

３．課題：Sino-Japan Workshop on Environmental Technology 
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日時：平成 16 年 10 月 23、24 日 

場所：中国、上海市 

 

４．課題：日中共同教育・研究の進展に関するシンポジウム 

日時：平成 17 年 10 月 12 日 

場所：中国、清華大学（深圳研究生院） 

 

５．題目：日中環境触媒セミナー 

日時：平成 18 年 2 月 

場所：京都大学 

 

６．題目：第 4 回燃焼・焼却・熱分解と排出制御に関する国際会議（4th i-CIPEC）  

日時：平成 18 年 9 月 26 日～29 日 

場所：日本、京都大学  

 

７．課題：計測セミナー 

日時：平成 18 年 10 月 20 日 

場所：中国、清華大学（深圳研究生院） 

 

８．課題：水の再利用に伴うリスク低減のためのモニタリング、評価および処理 

日時：平成 19 年 3 月 2 日 

場所：中国、清華大学 

 

９．課題：日中環境技術交流セミナー 

日時：平成 19 年 10 月 30 日 

場所：中国、清華大学（深圳研究生院） 

 

10．課題：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 

日時：平成 19 年 12 月 5 日 

場所：京都、京都大学 

 

11．課題：京都大学-清華大学環境技術共同研究・教育活動の展開に関するセミナー 

日時：平成 20 年 9 月 22 日 

場所：京都、京都大学 

 

12．課題：日本近海における海洋環境保全ー陸域対策のための研究パートナーシップ 

日時：平成 21 年 1 月 27 日 

場所：京都、京都大学 

 

13．課題：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 

日時：平成 21 年 1 月１３日 

場所：京都、京都大学 

 

14．課題：水の再利用に伴うリスク低減のためのモニタリング、評価および処理 

日時：平成 21 年 3 月 7 日 

場所：中国、清華大学 

 

16．課題：中国北京市の下水汚泥管理について 

日時：平成 21 年 10 月 2 日 

場所：日本、京都大学 

 

15．題目：「日中都市環境の現状と将来：JSPS-MOE 拠点大学学術交流」（大気環境学会特別集会） 
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  日時：平成 21 年 9 月 18 日 

  場所：慶應義塾大学日吉キャンパス 

 

17．課題：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 

日時：平成 21 年 10 月 28 日 

場所：京都、京都大学 

 

18．課題：京都大学-清華大学環境技術共同研究・教育活動の展開に関するセミナー 

日時：平成 21 年 12 月 2 日 

場所：中国、清華大学（深圳研究生院） 

 

19．課題：国際協力教育と研究の推進方策について 

日時：平成 22 年 10 月 23 日 

場所：中国、清華大学 

 

20．課題：アジア・メガシティの人間安全保障工学に関するシンポジウム 

日時：平成 22 年 11 月 28 日 

場所：中国、清華大学（深圳研究生院） 

 

 

２－４．研究者交流など、その他の交流の状況 
 本事業における共同研究枠・セミナー枠によらない研究者交流などその他の交流状況については、

下表にまとめた。１０年間の事業では研究者交流のうち、派遣が４７人／１７７人日、招聘が３４人

／１４７人日、国内が３３人／４３人日に上った。 

本事業において研究者交流などの共同研究・セミナー枠によらない交流は、主に両国のコーディネ

ーターやその他の担当者同士が交流状況の現状と計画を話し合うコーディネーター会議をはじめと

する事業計画の打ち合わせのために支出された。なお、日本側事務職員の派遣にかかる旅費は平成１

８年度以降、本事業経費ではなく事務部の経費より支出し、コーディネーター会議に参加した。 

 

 

表．研究者交流枠での交流実績 

 

年度 
派遣 受入 国内 

人／人日 人／人日 人／人日 

平成１３年度 ３ ／  １５ １  ／  １３  

平成１４年度 ４ ／  ２５ ３  ／  ３１  

平成１５年度 ３ ／  １１ ３  ／  １２  

平成１６年度 ６ ／  ２５ ６  ／  ３４  

平成１７年度 ３ ／  １５ ４  ／  ３２  

平成１８年度 ２ ／   ４ ２  ／  １６ ５ ／  ８ 

平成１９年度 ３ ／  １１ ５  ／  ２２ ７ ／ １０ 

平成２０年度 ６ ／  １６ ２  ／  １３ ６ ／  ８ 

平成２１年度 ６ ／  １８ １  ／   ３ ６ ／  ８ 

平成２２年度 ８ ／  ２７ １  ／   ４ １５ ／ ２１ 

合計 ４４ ／ １６７ ２８ ／ １８０ ３９ ／ ５５ 

 

 

２－５．事業に対する相手国拠点大学、対応機関との協力の状況 
 本事業の相手国拠点大学である清華大学とは、大学間学術／学生交流協定を締結しているが、その

交流を実質化、具体化させた 10 年間の交流であった。 

 特に本事業の場合、先述の GAO Yuhua 秘書が中国全土からの書類をとりまとめており、清華大学
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をはじめとする北京の大学の他、昆明や上海といった他の地方の大学に所属する教員の来日日程の調

整やビザ手続きを行った。急ぎの時は日本側事務職員と中国側教員が直接やりとりするように取りは

からうなど、本事業の円滑な実施のため、臨機応変な対応を行った。 

 特筆すべき事項として、３－１に詳述するとおり、本事業の交流で培われた友好関係を端緒として

清華大学深圳キャンパスに京都大学―清華大学環境技術共同研究・教育センターが平成 17 年 10 月に

開設された。また、平成 20 年度には日中の本事業に関わる研究者の経歴や業績を入れた CD-ROM を

作成し、関係機関に配布した。これにより、日中両国にどのような研究者がいるかを把握することが

でき、情報共有に有益なものとなり、円滑な交流が促進された。 
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３．事業を通じての成果 
 

３－１．交流による学術的な影響 
本事業を通じて、日中両国の参加研究者がお互いの国の大学を訪問し、講演、特別講義、研究打ち

合わせ、共同研究、セミナー等を行い、強固な研究者ネットワークを構築している。これを基に、グ

ループ全体を通じてなされている具体的事項の主なものは以下のとおりである。 

 

○研究者プロフィール集の作成と配布 

 参加研究者の研究領域や研究業績等を盛り込んだ研究者プロフィール集を作成し CD で配布した。

これにより本事業での交流がさらに効率的に円滑に進めるられ、また今後の交流に大きく貢献し、両

国の学術的な発展に大きく寄与し、また今後も寄与するものと期待される。 

 

○博士コース学生の共同講義コースの設立 

 我が国の京都大学・東京大学・東北大学と中国の清華大学・同済大学等の環境関連専攻が企画し、

毎年夏に 3 週間程度の持ち回りで実行し、修了証明書を授与している。これにより、両国の若手研究

者の育成と将来の共同研究の展開に貢献し、両国の学術的な発展に大きく寄与するものと期待される。 

 

○京都大学―清華大学環境技術共同研究・教育センターの設立（2005 年 10 月） 

 清華大学の深圳キャンパスに設立し、京都大学の兹任教授と常駐教員２名（准教授・助教）が、清

華大学の教員と共同して教育・研究にあたっている。京都大学および清華大学の学生がセンターで論

文の研究を展開している。これにより、日中の学術交流・発展に大きく寄与するとともに、ここを拠

点として本事業で得られた成果の中国での実現に大きく寄与するものと期待される。実際、2010 年

には深圳市環境科学研究院との連携について調印を行っており、また深圳市の環境に関する研究も展

開している。 

 

○e-learning 

 文部省の現代 GP の資金を得て確立し、現在は、京都大学および清華大学の正規授業として「新環

境工学Ⅰ」および「新環境工学Ⅱ」を、インターネットとコンピュータ画像によるハイブリッド同時

講義システムにより実行している。これにより、日中の若手研究者の育成と将来の共同研究の展開に

貢献し、両国の学術的な発展に大きく寄与するものと期待される。 

 

○学科間交流 

 京都大学都市環境工学専攻と清華大学環境科学与工程系の全教官による共同の教育・研究体制をよ

り強固に実施すべく申し合わせがなされ、今後も続けての共同教育・研究の実施の枠組みが確立され

ている。これにより本事業での交流がさらに効率的に円滑に進められ、また今後の交流に大きく貢献

し、両国の学術的な発展に大きく寄与し、また今後も寄与するものと期待される。 

 

○清華大学環境科学与工程系の国際外部評価 

 世界の環境工学関連の著名な研究者による、2010 年に実施された国際外部評価委員（米国６名、

ヨーロッパ３名、アジア１名）にアジア代表委員として津野洋（本プロジェクト・コーディネータ）

が参加し、評価作業と報告書・提言書作成に貢献した。 

 

○分析研修 

  本事業を通じて、高度分析については中国のレベルを日本のレベルに合わせる必要が生じ、清華大

学の大学院学生を中心として招聘外国人学者等として京都大学に招き３回にわたり各々２週間の分

析実習を開催した。これにより、中国での内分泌撹乱化学物質、難分解有機汚染物質、医薬品等、消

每副生成物に関するデータ集積や研究が飛躍的に進展している。また両国間の比較も可能となり、学

術的な発展に大きく貢献している。 

 

○成果本の執筆 

 本事業のまとめとして、本事業を通じて得られた成果を、大学院学生の参考書として、また環境関
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連の実務者（都市政策担当者）の参考や指針として役立つように、成果本４冊（各グループ１冊）の

内容と目次を決定し執筆を行った。この冊子は、日中をはじめとして、世界中の先進国および発展途

上国の学術の発展に大きく寄与するものと期待される。 

 

○GCOE プログラム・EML プログラムの開始 

 以上の成果が認められて 2008 年より、文部科学省の GCOE プログラム「アジア・メガシティの人

間安全保障工学拠点」と科学技術振興調整費の「環境マネジメント人材育成国際拠点」(EML プログ

ラム)が活動し始めており、中国の上記「京都大学―清華大学環境技術共同研究・教育センター」が主

拠点として、また他の大学も拠点としている。前者のプログラムでは現地共同調査・実験、公開シン

ポ、研究発表論文執筆等を行い、後者のプログラムでは環境分野のリーダーとなる若手への国際教育

を推進している。これらは両国の若手研究者の育成と将来の共同研究の展開に貢献し、両国の学術的

な発展に大きく寄与するものと期待される。また、本事業での成果に基づく中国での環境課題の解決

の実装が進められるものと期待される。 

 

 そして以下には、本事業における各グループの研究交流がもたらした学術的な影響を示す。 

 

（１）都市水環境制御・管理に関する研究［グループ１］ 

 本研究グループは、都市内に快適な水環境を保全・復活・創造し、また水資源を確保し有効利用す

るために、水を循環利用する都市内水総合管理のあり方を、安全性確保と資源・エネルギー循環の理

念を取り入れて検討し、指針を提示することを目指した。そのために、水質状況を把握し評価すると

ともに、水質汚濁に関わる技術的対策を主要テーマとして取り上げ研究展開を行った。計画で上げた

各共同研究項目ごとの成果は以下のとおりである。 

 

①水処理と再利用 

 都市内の水域の水質保全においては下水道の役割は大きい。また都市での安定した水資源としての

役割も期待される。中国においては人口当たりの降雤量は世界平均の 1/4 以下であり、とくに北部に

おいては渇水問題は緊急の課題である。日本においても人口当たりの降雤量は世界平均の 1/3 程度で

あり、渇水問題に悩んでいる地域も尐なくない。この問題は温暖化による気象変動により、より深刻

となっている。このため、下水の再利用水は都市にある安定した水資源としての期待が高まっている。

さらに、水環境の保全や水資源として重要である湖沼やダムの富栄養化防止の観点から高度処理も重

要となっている。 

 本事業では、省エネルギーで効率的な高度処理技術の開発を目指し、前凝集沈殿と生物膜濾過反応

器の開発を行い、従来技術の滞留時間の 1/3 以下の滞留時間で有機物のみでなく窒素および燐を従来

技術以上に除去しうる技術開発を行った。これは我が国のみでなく中国でも注目され、実装への検討

もなされている。さらに、有機物除去とともに発電が可能な微生物電池（MFC）の開発も両国で取り

組んでおり、先端レベルの発電量の達成や、また中国側グループリーダーである HUANG Xia 教授ら

は海水淡水化と組み合わせた反応器の開発を世界に先駆けて行い Environmental Science and 

Technology の最優秀論文賞を 2009 年に授与されている。 

 下水処理において種々の生物学的反応器が開発され適用されているが、その中で重要な役割も果た

す微生物の同定や安定化操作のために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も両

国で研究展開を行い、その技術や適用性についての得られた知見をまとめており、その成果は昆明で

行われた本事業の第 9・10 回セミナーでまとめて発表されている。 

 下水の再利用を考えた場合、清澄な水であるとともに衛生学的な安全性（疫学的安全性と化学物質

等による每性からの安全性）が確保されなければならない。このような観点から下水処理での仕上げ

処理としてのオゾン処理技術の確立を行った。操作因子としての初期オゾン消費量の提示、内分泌撹

乱化学物質の分解特性の把握、オゾン処理副生成物の制御法の確立、促進酸化法の処理特性把握と操

作因子の提示、オゾンの溶解と自己分解のモデル化などの成果を上げており、日本側グループリーダ

ーである津野洋教授らは実用的な自己分解のモデル化に関する論文で 2009 年に Ozone: Science and 

Engineering で最優秀論文賞を授与されている。 

 下水の再利用を目指す技術として膜処理技術が注目されている。本事業では生物学的処理法の最終

沈殿池の代わりに膜分離技術を適用するメンブレンバイオリアクターの開発を日中で行い、その技術

開発、操作因子の提示、膜ファウリング機構の解明と効果的洗浄技術の開発などを行った。この成果
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により日中研究者のアドバイス等を基に、現在は実規模で、日中で数例採用されているようになって

いる。また、平成 14 年 10 月の交流では、京都大学で民間企業の方々も含めて「膜分離技術」に焦点

を当てたミニセミナーが開催された。 

 下水道は、見方を変えれば分散資源が収集されている施設でもある。その一つがカーボンニュート

ラルの有機資源である。本事業では、下水処理場で発生する汚泥を効率良く発酵させてメタンガスを

得る技術開発を行った。55℃の高温発酵、80℃での超高温発酵との組み合わせ、さらには亜臨界処理

との組み合わせ技術の開発を行い、高負荷運転、高メタン転換率などを可能とした。また、枯渇資源

である燐も多く流入しており、その量は日本では輸入燐鉱石の約 50％にも上る。本事業では、生物学

的栄養塩除去法・燐結晶化法・オゾンによる余剰汚泥可溶化を組み合わせた余剰汚泥減量化・燐回収

型高度処理法を開発した。 

 以上のような技術開発の共同研究の成果により、下水の高度処理と、水および資源の再利用ならび

にエネルギー創出の分野の学術の発展に大きく貢献している。 

 

②産業排水処理 

 産業排水処理においては種々の処理法が廃水種に応じて提案されている。本事業では、有機物を高

濃度で含む廃水について、汚泥発生量が尐ない、必要エネルギーが尐ない、エネルギー源としてのメ

タンが得られるなどの利点を有する嫌気性反応器について共同研究を展開し、安定して処理しうる新

たな改良型 UASB 法や活性炭流動床法などの開発を行った。分子生物学的手法を用いての、関与微

生物の解析も行い、微生物学的知見も新たに提示した。 

 また、染色廃水や難分解性物質の分解への白色腐朽菌の適用について、研究を展開し、分解の可能

性と分解特性について明らかにした。技術開発につなげれば、革新的な技術として学術の進展への貢

献が期待される。 

 

③飲料水の安全性 

 飲料水の生成過程において、最終仕上げとして疫学的安全性の確保から、日本においても中国にお

いても塩素消每が行われる。しかしながら、原水が汚濁されている場合は、有機塩素化合物などの副

生成物が生成され、発癌性を有するものも知られている。本事業では、この試験や評価に使われる方

法を体系化するとともに新たな評価法も提示し、適切な塩素消每法を提示するとともに、オゾンとの

組み合わせなどによる副生成物制御法も提示した。日本の原水と異なる特性の原水での研究は新たな

知見を多く得ることができ、この分野での学術の向上に貢献できた。 

 

④水資源管理 

 我が国および中国の水資源の状況に関する資料をお互いに集め、比較考察を行うことにより両国の、

特に都市部の直面する水資源管理上の問題点を明らかにするとともに管理上の方策を提示した。その

結果、両国における健全な水循環の確保と下水の、意図的あるいは非意図的にかかわらず再利用の重

要性が明らかとなった。そして、環境インパクトの提言を考慮し、安全性、確実性、持続性などを考

慮すべき考え方として提示し、そのための要素システムと最適水システムについて提示を行い、両国

でのこの分野の研究の展開に大きく貢献した。また、都市での持続発展が可能なシステムをめざして、

都市での資源・エネルギー・水資源等の循環を促進する都市基盤の環境システム技術の開発を行い、

提示を行い、最新の知見を共有した。 

 

⑤モニタリングとリスクアセスメント 

 本事業の研究交流が基礎となり、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

（平成１８～２１年）」を京都大学津野洋教授と清華大学 HUANG Xia 教授とを代表者として推進す

ることとなり大きな成果を得ることができ、2010 年には報告書を提示し、モニタリング手法とリス

クアセスメント手法の指針を提示している。この事業では、内分泌撹乱化学物質、医薬品等、難分解

性微量有機物質、消每副生成物等を対象とし、それらの化学分析やバイオアッセイ等の分析法、生物

濃縮特性と指標生物でのモニタリング手法、それらの除去技術、およびリスク評価法を、琵琶湖・淀

川水系と関連下水処理場や瀬戸内海、中国深圳近隣水域（珠江流域など）と北京市下水処理場での実

測データを踏まえて提示している。 
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⑥環境水の水質制御 

 本事業では水資源上重要である湖沼を対象に、その水質保全・改善技術の開発研究を行った。汚染

湖沼の深層水の溶存酸素枯渇問題を解決するために、高濃度酸素水を微細気泡として深層水に送入す

る技術開発を行い、広い範囲に効果のあることを実証した。また、深圳のライチ湖の水質浄化にオゾ

ンを用いる技術の水質浄化の効果判定を日中で共同して行い学術的知見を提示した。そして水生生物

を用いた水質浄化研究も展開した。湖沼の水質管理では、流域からの汚染物質の流出解析とその制御

も極めて重要である。その評価を GIS を用いて行う技術開発を行い、適用性や汚染物質の検出法につ

いて集中して体系的に検討を行い、有用性を明らかとしている。 

 

  以上の成果をまとめて成果本（大学院参考書、都市政策担当者の参考書の性格）について目次、内

容を確定し、原稿の執筆を行った。 

 さらに、これらの成果を基に都市での水循環を基調とした新しい利水・循環システムを構築すべく

システム開発プロジェクトを企画し、科学技術振興機構の CREST プロジェクトで２グループ「21

世紀型都市水循環系の構築のための水再生技術の開発と評価（平成 21-26 年度、代表：田中宏明）」

および「都市地下水帯水層を利用した高度リスク管理型水再利用システムの構築（平成 22-27 年度、

代表：伊藤禎彦）」が採択され、現在進行中である。実際に中国の現地での実証プログラムも組み込

まれ展開中であり、学術成果も上げつつある。 

 

（２）大気汚染制御･管理に関する研究［グループ２］ 

 本研究は、中国の巨大都市圏および地方主要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を作成することが目的である。中国の大学や研究

機関との交流を通じて共同研究を実施することは、現地の実情に即した大気汚染制御・管理に関する

研究を進める上で、非常に有用なものであった。本研究では１）都市大気汚染および越境大気汚染の

数値シミュレーション、２）汚染制御のための浄化技術の開発、３）低炭素社会シナリオ構築と温室

効果ガス排出削減、の大きく３つのサブ研究テーマを設定して共同研究を実施し、下述の成果を得た。 

 都市大気汚染および越境大気汚染の数値シミュレーションに関しては、平成14年に北田教授、植田

教授、松岡教授が、清華大学、北京大学、同済大学等を訪問し、大気汚染物質や温室効果ガスの排出

構造および北京、上海地域を対象とした大気環境制御について情報交換を行った。平成15年には、 

上海の同済大学で第５回セミナーを開催し、中国の大気汚染制御に関する研究発表と討議を行うとと

もに、西安の中国科学院地球環境研究所を訪問し、都市大気に重要な影響を及ぼす黄砂に関する情報

収集を行った。平成16年１月には松岡教授、藤原助教授が清華大学HAO教授の研究室を訪問し、汚

染物質の排出量の将来予測に関する共同研究を行った。さらに、平成16年１月から２月にかけて中国

からグループリーダーのHAO教授らが来日し、都市環境関係の日本側施設を訪問、情報収集を行った。

平成16年11月には、北田教授、松岡教授が清華大学、昆明理工大学を訪問し、「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」というテーマで共同研究を行

った。平成17年１月には、北田教授と植田教授が清華大学を訪問し、清華大学構内および北京市郊外

の蜜雲のエアロゾル観測点を視察、環境エアロゾル濃度に関する討論、共同研究を行った。平成18年

3月には、北田教授、倉田助手が、清華大学および昆明理工大学を訪問し、大気汚染の健康リスク評

価等の研究の打ち合わせおよび討議を行った。また、平成17年より北田教授および清華大学HAO教

授らとの間で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」を実施した。平成19年1月には清華大学からHAO教授、MA助教授らが

豊橋を訪問し、日本側での名古屋におけるSPM濃度と死亡率の関係に関する研究について討論を行っ

た。平成19年1月には、北田教授、倉田助手が清華大学を尋ね北京オリンピック時の大気汚染制御効

果に関する清華大学側の研究について討論を行った。さらに、その後昆明理工大学を訪問し、昆明市

の“大気環境容量と総量規制”に関する共同研究立ち上げを検討した。平成19年8月には植田客員教

授が、清華大学HAO教授を訪問し、北京の大気環境について討論を行った。平成20年1月には、北田

教授、東海林助教は、昆明理工大学NING Ping教授研究室を訪問し、昆明市の大気環境容量推定に関

する共同研究に関する打ち合わせを行った。同時に昆明理工大学環境科学工程学院の教職員・研究者

を対象に、“雲南省昆明市の局地風特性について：メソスケール気象モデルによる数値シミュレーシ

ョン（和訳）”というタイトルで講演をおこなった。また、昆明市および周辺の大気汚染測定局の現
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地視察を行った。これら一連の共同研究および討論を通して、日中それぞれの機関で実施した都市大

気汚染、越境大気汚染に関する研究に必要なデータや知見を交換することができ、学術的な発展に大

きく寄与できたものと考える。 

  汚染制御のための浄化技術の開発に関しては、平成18年2月に、昆明理工大学・NING Ping教授ら

9名が京都大学を訪問し、三浦教授ら触媒工学を専門とする研究者らと”日中環境触媒セミナー”を

開催し、双方の研究内容を紹介し意見を交換した。さらに、豊田市にあるJESCOのPCBの無害化・

資源回収プラントおよび㈱トヨタの環境センターを訪れ日本の当該技術の現状について視察を行っ

た。平成21年１月に、清華大学のHAO教授が福岡大学を訪問し、大都市からの排出源制御に関する

技術開発・導入について共同研究を行った。例えば、煙道ガスからのSO2の除去回収技術、日本で主

として行っている高活性炭素繊維を用いた沿道設置のフェンスによるエネルギーフリーの環境浄化

装置の都市空間への設置について検討を行った。これら一連の共同研究および討論を通して、中国側

研究者は日本の先端的な技術を学ぶことができ、また日本側研究者は中国の汚染制御の現場でのニー

ズや導入可能性について知ることができ、学術的な発展に大きく寄与できたものと考える。 

 低炭素社会シナリオに関する研究については、藤原助教授、河瀬助手が平成18年3月に清華大学を

訪問し、廃棄物処分場からの温室効果ガス排出に関する共同研究を行った。平成20年9月のセミナー

では、松岡教授、河瀬助教より、日中大都市の発展段階、技術開発・導入のシナリオに基づく将来排

出量の推計方法や日本側の低炭素社会に向けてのシナリオに関する研究発表があり、中国側の現状と

比べた検討を行った。平成23年1月には、北京大学 CHEN Zhongming教授、LU Sihua准教授、HU 

Min教授が京都大学を訪問し、低炭素社会構築について共同研究を行った。事業期間の１０年間の特

に後半において、低炭素社会の実現に向けた学術的な関心が中国の研究者の中でも急速に高まってき

たことから、日本側研究者の持つ低炭素社会化の様々な将来推計手法やシナリオ構築手法についての

情報交換、共同研究が進み、これらは両国の低炭素社会シナリオに関する研究の推進に大いに貢献し

た。 

また、これらの各サブグループの研究交流のまとめとして、出版物“北東アジアのメガシティにお

ける大気環境制御”（大学院参考書、都市政策担当者の参考書の性格）の執筆を行い、本研究課題の

成果の両国の研究者や社会への還元を行った。 

 

 

（３）廃棄物制御管理と資源化に関する研究［グループ３］ 

エネルギー制約、コスト制約が強く働く中国の環境技術に触れることによって、それらの制約を強

く意識した研究を志向するようになり、日本での技術開発においても消費エネルギー量や処理費用な

ど、経済性に関する評価を加えるようになった。 

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HE Pinjing教授らのグループは上海市のごみ焼却

場で発生する焼却飛灰中のダイオキシン分析を実施した。中国において初めて、ごみ焼却場から発生

するダイオキシンによる汚染の現状が把握され、中国政府（建設部）からも注目され、次の査読付論

文として発表された。 

ZHANG Hua, HE Pin-jing, LI Guo-jian, TAKEDA Nobuo (2004) Dioxins Measurement of 

Municipal Solid Waste Incineration Ash. Journal of Tongji University (Natural Science), 32(12), 

1655-1659. 

福岡大学・松藤康司教授らの研究グループが中心となり、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（2003～2006）した（平成 15 年度自治体国際協力事業「中華人民共和国廃棄物埋め立て（福

岡方式）技術移転事業」）。その後、この技術協力に関連し、清華大学の教員、学生の短期間の受入、

日本人研究者の派遣が行われている。また、本技術協定のもと、雲南省にある最終処分場に日本の技

術が導入され、松藤教授らは現地において技術指導も行っている。さらに、清華大学 WANG Wei 教授

は、平成 23 年 4 月 1 日より福岡大学の客員教授を務めることとなった。 

同済大学LI Gunming教授は東北大学（榎本教授、金助教授）を訪問し、水熱反応を利用した有機

性固形廃棄物の処理技術に関し共同研究を実施した。本共同研究は同年11月より上海市科学技術委員

会科研計画－国際合作"Conversion of organic wastes to useful materials by hydrothermal 
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treatment"として研究助成を得るに至り、今後の成果が期待されている。 

京都大学の松本忠生助手と大下和徹助手が京都大学―清華大学環境技術共同研究・教育センターを

訪問し、共同プロジェクトである埋立地からの LFG(landfill gas)サンプリング調査並びに分析・研究

を行った。第 5 回アジア太平洋埋立国際会議にて発表され、次の査読付論文として掲載されている。 

Takuwa Y., Matsumoto T., Oshita K., Takaoka M.,Morisawa S., Takeda N.: Characterization of 

Trace Constituents in Landfill Gas and a Comparison of Sites in Asia, Journal of Material Cycles 

and Waste Management,  Vol.11, pp.305-311(2009) 

京都大学・武田信生教授、清華大学・WANG Wei 教授、同済大学・HE Pinjing 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。 

京都大学・高岡昌輝教授ら が平成 22 年 5 月「塩素の X 線吸収端近傍構造を用いるダイオキシン類

生成時における炭素の塩素化機構」という題目で、日本分析化学会 2009 年度「分析化学」論文賞を

受賞した。これに関する研究発表は過去の JSPS-MOE のセミナーにて行われている。 

  

 

（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［グループ４］ 

本グループの研究課題は、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検討

するものであり、具体的には以下のような成果が現れた。 

まず、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。この技術を用いて、中国での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、調査を行った。その結果、中国の住宅団地の外部空間では、

水景施設が多く導入されており、こうした水景施設は、本来の生活の豊かさを具現するというよりも、

不動産売買の手段として商業的に用いられているのが実情であることが分かった。居住者が居住空間

に対する要望に相応しい団地を造るために、合肥市の住宅団地における水景施設の評価と人間行動の

研究を行った。居住者が居住環境に対する要望に相応しい団地を作るために、合肥市の住宅団地にお

ける水景施設の評価と人間行動の研究を行った。合肥工業大学のLI Zao副教授がこれらの研究をまと

めて学位論文とし、京都大学から博士の学位を授与された。同様に、西遞村中心地区における空間・

社会の観光地化による変容に関する研究を指導し、合肥工業大学のSU Jihui教授の京都大学での博士

の学位取得を支援した。 

また、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を対象にして行った。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の研究も行った。そして建

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、北京市集合住宅の居住者に対して、対話型内装デザイン手法の評価実験を行った。デザイン

専門家でない中国の居住者が自ら住宅内装のデザインを行う場合、グループで開発したコンピュータ

ーグラフィック(CG)を用いた対話型進化計算のプログラムが効率的な設計に有効であることを確か

めた。日本の都市計画と建築環境計画の研究成果と経験から、合理的で効率のよい日本の建築計画技

術、知識技術や設計方法などの知見を中国に紹介し、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、持続的な発展を指導する

指針を確立することができる。また、それらの適用実験を通して人材育成をも図ることにより、建築

工事や設計の合理化によって環境改善に貢献することができる。 

 次に、持続的発展が可能となるような都市の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した。さらに、両国の研究リーダーによりこれまでの研

究蓄積の再整理を行い、複合的社会基盤施設の計画と豊かな空間の創造の方法に関する提言をとりま

とめた。 

以上より、日中両国の大都市を対象に、都市のコンパクト化と環境負荷の削減効果、都市利用の複

合化について調査し、メガシティにおける社会基盤施設の整備と生活圏のあり方について提言した。

具体的には、社会経済活動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としてとりまとめた。その成果をToward 

Sustainable Urban Infrastructure in East Asiaと題した書籍としてとりまとめた。既にすべての原

稿は出そろっており出版を目指して現在編集中である。 
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３－２．共同研究を通じての研究業績・研究者としての発展 
 

（１）研究業績 

 10 年間にわたる本事業において発表された論文は多数にのぼり、そのうち本事業のセミナー等によ

り、情報が共有された論文の総数は 860 編に及んでいる。各グループの研究業績を以下に示す。 

 

①都市水環境制御・管理に関する研究［グループ１］ 

 本研究グループでは、都市内に快適な水辺環境を保全・復活・創造し、また水資源を確保し有効利

用するために、下水処理と再利用、産業排水処理、飲料水の安全性、水資源管理、モニタリングとリ

スクアセスメント、および環境水の水質制御について共同研究を展開した。その成果としては以下の

ようなことがあげられる。 

 効率的で省エネルギーで適用しやすい高度水処理技術として前凝集沈殿と生物膜濾過反応器の開

発を行った。また微生物電池（MFC）については先端レベルの発電量の反応器の開発や、海水淡水化

と組み合わせた反応器の開発を世界に先駆けて行った。後者の業績により HUANG Xia 教授らは

Environmental Science and Technology の最優秀論文賞を 2009 年に授与されている。また、生物学

的反応器の中で重要な役割も果たす微生物の同定や安定化操作のために分子生物学的手法の技術や

適用性についての体系化を本事業の第 9・10 回セミナーで行っている。下水の再利用の仕上げ処理と

してのオゾン処理技術においての効果的な利用法の開発で高い評価を得る成果を上げており、津野洋

教授らは実用的な自己分解のモデル化に関する論文で 2009 年に Ozone: Science and Engineering で

最優秀論文賞を授与されている。メンブレンバイオリアクターの開発でも世界トップレベルの業績を

上げており、その成果は 2009 年に北京で開催された IWA の専門家会議でも高い評価を受けた。汚泥

からのエネルギーや燐資源を効率よく回収しうる技術開発での大きな成果を上げている。この成果に

対して津野教授は日本水学会から学会賞を受賞している。 

 有機物を高濃度で含む産業廃水法として、新たな改良型 UASB 法や活性炭流動床法などの開発を

行った。また、難分解性物質の分解への白色腐朽菌の適用性を明らかにし、革新的な技術として学術

の進展への貢献が期待される。 

 塩素消每副生成物の評価法とその対策技術を開発している。水資源管理については、環境インパク

トの提言を考慮した、最適水システムという新規な概念を提示している。 

 微量汚染物質のモニタリングとリスク評価でも大きな成果を上げ、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（平成１８～２１年）」に採択され先駆的な成果を上げている。ま

た、汚染湖沼の浄化技術についても研究成果を上げている。 

 以上の成果は、国際雑誌でレベルの高い Environmental Science and Technology、Water 

Research、Water Science and Tecnology、Ozone:Science ＆ Engineering 等に多数掲載されている。

また、以上の成果をまとめて成果本の原稿執筆を行っており、出版後には大きな評価を受けると期待

される。さらに、これらの成果を基に企画した「21 世紀型都市水循環系の構築のための水再生技術の

開発と評価（平成 21-26 年度、代表：田中宏明）」および「都市地下水帯水層を利用した高度リスク

管理型水再利用システムの構築（平成 22-27 年度、代表：伊藤禎彦）」が科学技術振興機構の CREST

プロジェクトに採択され、現在進行中である。 

 

②大気汚染制御･管理に関する研究［グループ２］ 

本研究グループでは、１）都市大気汚染および越境大気汚染の数値シミュレーション、２）汚染制

御のための浄化技術の開発、３）低炭素社会シナリオの三つのサブ研究テーマを中心に共同研究を実

施し、計７１名以上の研究者が参加し、１３回の研究セミナーを開催、１６８編の学術論文を発表し

た。 

都市大気汚染および越境大気汚染の数値シミュレーションに関しては、オリンピックを控えた北京

市の大気汚染に関する研究、中国の都市大気汚染に関する数値シミュレーション、東アジア地域の大

気汚染物質の排出量推計や越境輸送に関する研究論文などを発表した。 

  汚染制御のための浄化技術の開発に関しては、石炭の燃焼に伴って発生する汚染物質の発生抑制お

よび除去技術に関する研究や、道路沿道での高活性炭素繊維による窒素酸化物の除去技術に関する研

究論文などを発表した。 
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 低炭素社会シナリオに関しては、日中両国での部門別の二酸化炭素排出量の推計や低炭素社会化に

よる将来の排出量削減の可能性、施策導入のロードマップの作成に関する研究論文などを発表した。 

 共同研究の実施やセミナーの開催を通して、日中の大気汚染制御・管理に関する知見を共有できた

ことは、研究者としての発展にも大きく貢献している。 

 

③廃棄物制御管理と資源化に関する研究［グループ３］ 

本研究グループでは、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て、様々な共同研究を実施した。  

福岡大学・松藤康司教授らの研究グループは、準好気性埋立技術と廃棄物最終処分場の改善に関す

る研究を清華大学の研究グループと実施し、技術協力を通じて実際の処分場への適用研究へと発展し

ている。このような交流関係から、清華大学の HAO Jiming 教授および WANG Chengwen 教授は平

成 20 年 4 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日までの間、福岡大学環境保全センターの客員教授を、清華

大学 WANG Wei 教授は、平成 23 年 4 月 1 日より福岡大学の客員教授を務めることとなり、日中両

国の交流は様々な形で深まっている。 

立命館大学・武田信生客員教授、京都大学・高岡昌輝教授らのグループは、都市ごみ焼却から排出

されるダイオキシン類等の有機汚染物質に関する問題、下水汚泥などの有機性廃棄物の有効利用研究、

埋め立て処分場における微量成分調査などの研究について、同済大学 HE Pinjing 教授や清華大学

WANG Wei 教授などと共同研究を進め、様々な成果を生み出している。たとえば、孫軼斐は、博士

研究であった鉄・活性炭系触媒にて PCBs を分解する研究について平成 19 年 6 月に中国留日同学会

が主催した第 11 回在日中国人留学成果報告会にて発表し、京都市長賞が授与されている。彼女は平

成 18 年 9 月に京都大学で学位取得後、大阪工業大学の研究員を経て、平成 21 年 4 月より北京航空航

天大学の准教授に就任している。 

また、京都大学・藤森崇博士課程学生 は「ダイオキシン類生成時における飛灰中金属の相互作用」

という題目で、第 2 回 SPring-8 萌芽的研究アワード優秀賞を獲得した。これに関する研究発表は過

去の JSPS-MOE のセミナーにて行われている。その後、国立環境研究所の研究員となり、平成 22 年 5

月には京都大学・高岡昌輝准教授らと「塩素の X 線吸収端近傍構造を用いるダイオキシン類生成時に

おける炭素の塩素化機構」という題目で、日本分析化学会 2009 年度「分析化学」論文賞を受賞した。

これに関する研究発表も JSPS-MOE のセミナーにて行われている。 

また、焼却飛灰の無害化に関する研究も行われ、博士課程学生であった HUANG Ying は、焼却飛

灰から PCBs、ダイオキシン類などをカラム浮選技術により除去する研究を行い、その成果は

Environmental Science & Technology 誌に掲載されている。彼女は、平成 15 年 4 月に京都大学で学

位取得し、その後国立環境研究所および産業総合技術研究所の研究員を経て、平成 19 年 10 月より東

南大学の准教授に就任した。 

都市ごみ焼却灰、飛灰のセメント原料化有効利用に関する研究では、博士課程学生であった ZHU 

Fenfen が中心となって行い、平成 20 年 9 月に京都大学で博士号を取得した。平成 20 年 10 月から

グローバル COE「アジア・メガシティの人間安全保障工学」の研究員として採用された。研究員期

間中、北京排水集団と下水汚泥のセメント原料化についての共同研究を立ち上げ、微量成分の化学

形態に関する分析や北京市での下水汚泥のマネジメントに関する研究を行った。その後、平成 22 年

10 月より、中国人民大学の准教授に就任している。 

以上の研究成果は、JSPS-MOE セミナーに発表されるだけでなく、Environmental Science & 

Technology, Journal of Hazardous Material, Waste Management などに多数掲載されている。また、

3 人の中国人留学生が日本において博士課程を修得した後、本国で准教授となって、研究者として発

展していることは特筆すべきことである。 

 

④都市基盤施設の管理・制御に関する研究（グループ４） 

 省資源・省エネルギーのアイディアの下、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する共同研究を実施した。 

 GPS を用いた人間行動と住宅水景環境との関連の解析法を開発し、居住者の住環境に対する要望に

ふさわしい団地を作る指針を提示した。この成果は合肥工業大学の LI Zao 副教授の京都大学の博士

学位論文となった。また空間・社会の観光地化の変容に関する研究についても共同研究がなされ、そ
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の成果は、合肥工業大学の SU Jihui 教授の京都大学の博士学位論文となった。そして、都市のコン

パクト化に関する生活圏域のあり方の研究や対話型内装デザイン手法の開発とそれによる評価実験

を行い、中国の地域に適した住宅地の合理的な計画法を提示している。複合的社会基盤施設の計画と

豊かな地域空間の創造法に関する提言も取りまとめている。 

小林潔司教授は、都市や地域の社会基盤市設群を最適にマネジメントする方策を提案した研究業績

により、平成２２年度 土木学会研究業績賞を受賞している。また、松島格也准教授は、交通市場構

造に着目してインフラストラクチャの役割をハード面、ソフト面の両方から分析した研究実績により、

平成２１年度 応用地域学会坂下賞を受賞している。 

 

（２）研究者としての発展等 

10 年間に渡る本事業において、本共同研究を通じた研究業績によって多数の研究者が昇任を果たし、

また、日本に留学した多数の中国人学生が日本の大学において博士の学位を取得するに至っている。 

平成 22 年度までに中国から 28 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、中国側のレベルアップに寄与している者もある。例えば、HUANG 

Weixin 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。HUANG Ying は、平

成 15 年 4 月に京都大学で学位取得後、国立環境研究所および産業総合技術研究所の研究員を経て、

平成 19 年 10 月より東南大学の准教授に就任した。SUN Yifei は平成 18 年 9 月に京都大学で学位取

得後、大阪工業大学の研究員を経て、平成 21 年 4 月より北京航空航天大学の准教授に就任した。

HONG Feng は平成 16 年 3 月に京都大学で学位取得後、日本企業を経て平成 22 年 3 月東南大学講

師に就任している。ZHU Fenfen は京都大学で学位取得後 GCOE の特定研究員を経て中国人民大学

の准教授に就任している。TANG Peng 助教（京都大学）は、この交流事業における研究成果により、

中国東南大学で准教授として着任した。QUAN Dawei および WANG Feng はそれぞれ京都大学で学

位取得後、後述の CREST プロジェクトや GCOE で特定研究員として日中共同研究で中国での課題

に取り組んでいる。YU Hui および ZHANG Heqing は京都大学で学位取得後に、それぞれ中国国立

環境研究所および中国科学技術庁の研究所に研究者として奉職した。 

本事業からこれらの事業を通じて中国の大学の教員になるケースも多い。例としては清華大学の学

生であった GAO Xingbao が京都大学 EML 特定助教への就任した後、清華大学へ就職したほか、特

定准教授として深圳に滞在していた GUAN Yuntao が清華大学深圳研究生院教授となっている。現在、

GAO Xingbao の後任としては清華大学から香港科技大学を経て WANG Chao が京都大学 EML 特定

助教として就任している。合肥工業大学のSU Jihui教授は本事業における共同研究のテーマにより、

京都大学博士（工学）の学位を授与された。また、京都大学特任研究員であった SHI Lei 氏は、交流

事業における研究活動、セミナーでの発表の後、大連理工大学に准教授として着任した。 

日本側参加研究者も、本事業の業績により、博士学生から大学教員になった者や准教授・教授に昇

任した者も多く、例えば、本事業のプログラムリーダーであった岸本直之や永禮英明は京都大学講師

から現在はそれぞれ龍谷大学教授、および岡山大学准教授に、西村文武は愛媛大学講師から京都大学

准教授に、藤井滋穂および伊藤禎彦は京都大学助教授から同教授に、貫上佳則は大阪市立大学助教授

から同教授に、岡部聡は北海道大学助教授から同教授に、越後信哉は京都大学助手から同准教授に、

藤原拓は高知大学助手から同教授に、西嶋渉は広島大学助教授から同教授に、高岡昌輝は京都大学助

手から同教授に、藤原健史は京都大学助教授から岡山大学教授に、また水野忠雄、河瀬玲奈および赤

尾聡史は京都大学博士後期課程学生からそれぞれ京都大学助教、京都大学助教および鳥取大学助教に

昇任あるいは採用されており、我が国の学術の発展にも大きく貢献している。 
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３－３．セミナーの成果 
 各グループが開催したセミナーの詳細と成果は以下のとおりである。 

 

（１）都市水環境制御・管理に関する研究［グループ１］ １２件 

１．セミナー名：第１回都市環境に関する日中合同会議 

日時：平成 13 年 11 月 6 日〜11 月 7 日 

場所：中国 北京 清華大学  

参加者数〈人/人日〉：24/67 

成果：1) 都市水環境問題、大気汚染問題、廃棄物管理、都市基盤施設の管理のそれぞれの分野

において日本および中国における研究の方向性や主要な研究課題について8名の研究者よ

り報告があり、両国の都市環境問題の現状および研究の進展状況を総括することができた。 

2)両国の都市環境問題の現状認識に基づき、４つの研究グループごとに共同研究の実現可

能性について個別協議を行い、共同研究を進めていく上で重点的に取り組むべき研究課題

の抽出を行った。 

3)セミナー最終日にグループごとの個別協議の結果を報告し、各グループの情報の共有を

図るとともに、清華大学の研究施設の視察を行った。 

 

 本セミナーはワークショップとしての位置づけで尐人数のグループに分けて共同研究

実施のための具体的な協議を行った点に大きな特徴があり、その結果、単なる研究報告で

はなく、両国の研究者の相互理解を深め、情報交換を行う絶好の機会となり、今後の共同

研究推進に向けて大変実りの大きい会議であった。また、中国側も拠点大学はもちろんの

こと、各協力大学からも１名以上の参加があり、本プロジェクトに対する中国側の熱意を

強く感じた。 

 

２．セミナー名：第２回都市環境に関する日中合同会議 

日時：平成 14 年 1 月 15 日～1 月 16 日 

場所：日本 京都 京都大学 

参加者数〈人/人日〉：62/124 

成果： 1) 都市水環境問題、大気汚染問題、廃棄物管理、都市基盤施設の管理のそれぞれの分野

における最新の研究状況を 30 件の学術講演を行うことで確認するとともに、研究内容に

対する熱心な討論を行った。 

 

2)セミナー期間中に研究グループごとの個別協議を行い、第１回セミナー時に設定した重

点研究課題の具体化について討議を進めた。 

 

3)セミナー参加者を拠点大学及び協力大学に限定することなく、広くセミナー聴講者を募

ったため、マレーシアおよびシンガポールの研究者は地方公共団体関係者、本拠点大学交

流事業に参加していない大学の研究者など幅広い研究者が一堂に集い、活発な意見交換を

行った。これにより本拠点大学交流事業に対する認知度が高められた。実際、本セミナー

に参加した大学間傾斜から、平成 14 年度の本拠点大学交流事業に協力大学として参加し

たい旨の打診もあり、成果の大きいセミナーであった。 

 

３．セミナー名：第３回 JSPS-MOE「都市環境」拠点大学交流セミナー 

日時：平成 14 年 7 月 22 日～7 月 23 日 

場所：中国 大連 大連理工大学 

参加者数〈人/人日〉：48/130 

成果： 本セミナーは２つの研究グループの合同セミナーであり、立場の異なる研究者が一堂に

会し、意見の交換を行い、以下のような成果が得られた。 

 

1) 都市水環境問題、都市基盤施設管理に関する最新の研究状況を 28 件の学術講演を行う

ことで確認するとともに、研究内容に対する熱心な討論を行った。 

 



 34 

2)セミナー期間中に大連理工大学の関連する研究施設を訪問し、拠点大学交流事業のメン

バー以外の研究者を含め、研究に関する熱心な討論を行った。 

 

本セミナーにおいては２つの研究グループ間の連携を図ることができたのは当然のこ

とであるが、それに加えて大連理工大学の化学工学や機械工学などの異分野の研究者との

実質的な協議・情報交換が実現でき、境界領域である都市環境問題に取り組んでいくうえ

での協力体制の構築に寄与するところが大きかった。また、大連理工大学副学長 Prof. 

Dongming GUO から、大連理工大学として本事業へ積極的に寄与していくという強い姿

勢が表明され、今後の共同研究実施に対する熱意を感じさせるものであった。 

 

４．セミナー名：第６回 JSPS-MOE「都市環境」拠点大学交流セミナー 

日時：平成 15 年 12 月 2 日～12 月 3 日 

場所：日本 松山 愛媛大学 

参加者数〈人/人日〉：42/105 

成果： 本セミナーは 2 つの研究グループの合同セミナーであり、立場の異なる研究者が一堂に

会し、意見の交換を行うことで以下のような成果が得られた。 

 1)  異なる研究グループに属する研究者間の交流促進  

 2)  日中両国の都市環境問題に関する研究の進展状況の把握 

 また、セミナー終了後、広島大学、滋賀県立大学において研究交流を実施し、その他に

も広島市の共同住宅、下水処理場、ゴミ焼却場、ならびに大阪市の洪水防止施設を訪問し、

日本における都市環境問題の実際を見学した。 

 

５．セミナー名：第８回 JSPS-MOE「都市環境」拠点大学交流セミナー 

日時：平成 16 年 10 月 18 日～10 月 19 日 

場所：中国 上海 上海交通大学 

参加者数〈人/人日〉：59/142 

成果： 本セミナーでは以下のような成果が得られた。 

 1)  異なる研究グループに属する研究者間の交流促進  

 2)  日中両国の都市環境問題に関する研究の進展状況の把握 

 

６．セミナー名：第１回 JSPS-MOE「都市環境」拠点大学交流包括セミナー 

日時：平成 16 年 10 月 15 日 

場所：中国 北京 集賢山庄 

参加者数〈人/人日〉：20/37 

成果： 各研究テーマ（グループ）より過去の活動状況・成果ならびに将来の計画について報告

を受けた。その後、全体の活動として現状の問題点および将来の方向性について議論を行

った。 

 この中で、今後はより一層共同研究を活発化させること、研究だけではなく教育の分野

においても両国研究者の協力が必要であり、本事業の中でも教育を重要なテーマとして位

置づけていくことなどが確認された。 

 

７．セミナー名：第９・１０回都市環境に関する日中合同会議 

日時：平成 17 年 10 月 20 日～10 月 21 日 

場所：中国 昆明 昆明理工大学 

参加者数〈人/人日〉：92/284 

成果： 日本側 32 編、中国側 61 編、合計 93 編の発表が行われ、活発な討議が行われた。各グ

ループのセッションでは特定のテーマにおいて集中的に議論する時間を設け、通常の発表

よりも深い議論を行うことができた。各セッションで設定したテーマは次の通りである。 

Group 1: “Analysis of Microbial Community Structure by Molecular Microbiological 

Methods”, Group 2: “Health risk assessment of air pollution and evaluation of its 

abatement measure in mega cities”, Group 3: “Fly Ash from Incineration/Melting 

Process of Solid Wastes”, Group 4: “Urbanization and Environmental Management” 
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 また、同セミナーでは全グループが参加する教育セッションを設け、清華大学および京

都大学双方から学部レベルでの教育方針、カリキュラム等が紹介された。清華大学では都

市環境関連施設の設計演習に多くの時間を費やすなど、両大学の特色が比較でき有益なも

のであった。 

 本セミナーを通じ、日中両国の都市環境問題に関する教育および研究の進展状況が把握

され、研究者間の交流促進が行われた。 

 昆明市滇池保護局による滇池の状況報告を受け、セミナー終了後には滇池およびその流

入河川における水質浄化施設を見学し、環境汚染の現状と保全施策の実際を視察した。 

 

８．セミナー名：第１２回 JSPS 拠点大学交流事業「都市環境」に関する日中合同会議 

日時：平成 18 年 10 月 3 日～10 月 4 日 

場所：日本 京都 京都大学 

参加者数〈人/人日〉：74/234 

成果： 日中両国から合計 75 名が集い、51 件の発表を行った。発表件数の内訳はグループ１（水

処理・水環境）が 13 件、グループ２（大気汚染制御）が 20 件、グループ４（都市計画・

ｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬｰ）が 14 件であった。これら研究グループでの発表では、専門家により詳細で

熱心な議論が行われ、予定していた時間を超過する場面もあった。 

 中国では環境科学あるいは環境工学を有する大学が急増している一方、教育の質が問題

となっている。日中両国において課題と経験を共有することで、中国国内における環境教

育システム改善のための方策を見いだすことを目的とし、昨年度よりに環境教育セッショ

ンを設けている。今回のセミナーでは、清華大学・胡洪营教授および豊橋技術科学大学・

北田敏廣教授から中国および両大学における環境科学・工学に関する大学教育の現状と課

題について報告がなされた。 

 この他に、グループ１は京都府乙訓浄水場を見学し、日本における水処理の現状を視察

した。また、中国からの参加者は京都大学・桂キャンパス内の環境関連研究室を訪問し、

実験施設や研究環境を視察した。 

 本セミナーを通じ、両国の環境問題およびそれを取り巻く社会の現状をより具体的に理

解することができた。 

 

９．セミナー名：第１３回 JSPS 拠点大学交流事業「都市環境」に関する日中合同会議 

日時：平成 19 年 9 月 7 日～9 月 8 日 

場所：日本 京都 京都大学 

参加者数〈人/人日〉：66/213 

成果： 都市環境問題、特に水処理および都市計画に関する問題を取り扱うセミナーを開催する

ことにより、日中両国における研究の進捗状況を把握・共有することができた。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、水環境および都市計画に関

する研究者が相互に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。 

 セミナーにおいては両国研究者の発表のみならず、今後プロジェクトの成果として予定

されている書籍（研究者・大学院学生のリファレンスおよび教育に利用できるもの）の刊

行準備としてのグループ間ディスカッションも行うことができた。 

 

１０．セミナー名：第１６回 JSPS 拠点大学交流事業「都市環境」に関する日中合同会議 

日時：平成 20 年 10 月 23 日～10 月 24 日 

場所：中国 西安 西安建築科技大学 

参加者数〈人/人日〉：44/148 

成果： 本事業は、物質文明社会における公害問題の解決のみならず人の行動規範として省資

源・省エネルギーを強く意識した、自然との共生を目指す資源循環型社会の構築を目的と

している。今回のセミナーでは「都市水環境制御・管理」及び「都市基盤施設の管理・制

御」の 2 つのテーマの下、活発な議論が行われた。 

 茨城県霞ヶ浦の汚染浄化対策が、中国で深刻な問題となっている水源地の汚染対策に大

いに役立つことが指摘された。このような大規模の水源地汚染の浄化には、多大な労力と
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資金がかかることに、日中双方の研究者の認識が一致した。また、都市化が急速に進んで

いる中国では、その地域に適した形の住宅地の合理的な計画法が必要であり、日本の都市

計画と建築環境計画の研究成果と経験が中国の環境共生住宅の空間計画技術の確立に役

立つことも明らかになった。 

 今回のセミナーには京大の大嶌幸一郎工学研究科長も参加し、セミナー開催に尽力いた

だいた西安建築科技大学の副学長である王暁昌教授、中国側拠点である清華大学の黄霞教

授らと今後の学術的な交流を続けていく意思を確認した。西安市は京都市との姉妹都市で

もあり西安市の市政委員会張理副主任よりご挨拶をいただいた。 

 今後も工学研究科では、このような国際交流事業を通じ、多くの学術成果を挙げていく

とともに、途上国等の環境問題解決という観点から、国際社会への貢献を進めていく予定

である。 

 

１１．セミナー名：第１７回日本学術振興会拠点大学交流事業「都市環境」に関する日中合同会議 

日時：平成 21 年 10 月 26 日～10 月 27 日 

場所：日本 京都 京都大学 

参加者数〈人/人日〉：72/179 

成果： 本セミナーは日中両国の研究者を含む 4 つの研究グループが参加する包括セミナーとし

て開催されたものであり、都市環境問題に取り組む研究者間の交流が促進され、日中間な

らびに異なるグループ間の研究協力体制を構築することができた。また、大都市の環境問

題の解決策を見出すための情報共有が促進され、グループ間の有機的な研究協力体制を構

築することができた。さらに、地域の地理、気候および文化の差異に基づいて異なる日中

両国の都市環境問題に関する研究の進展状況を把握することができた。 

 これらに加え、次年度にプログラムの最終成果としてそれぞれのグループから発刊を予

定している書籍（研究者・大学院学生の教育に利用できるもの）について、具体的な章割

とその分担者ならびに初稿の提出期限について参加者全員で確認することができた。 

 

１２．セミナー名：第１８回日本学術振興会拠点大学交流事業「都市環境」に関する日中合同会議 

日時：平成 22 年 10 月 21 日～10 月 22 日 

場所：中国 北京 清華大学 

参加者数〈人/人日〉：56/178 

成果： 本セミナーは日中両国の研究者を含む 4 つの研究グループが参加する包括セミナーとし

て開催された。都市環境問題に取り組む研究者間の交流が促進され、日中間ならびに異な

るグループ間の研究協力体制を構築することができた。また、大都市の環境問題の解決策

を見出すための情報共有が促進され、グループ間の有機的な研究協力体制を構築すること

ができた。特に今回は日本各地からのみならず、中国国内各地の研究者も参加し、今後に

向けた協力関係を幅広く構築することができた。 

 さらに、地域の地理、気候および文化の差異に基づいて異なる日中両国の都市環境問題

に関する研究の進展状況を把握することができた。これらに加え、本事業の最終成果とし

てそれぞれのグループから発刊を予定している書籍（研究者・大学院学生の教育に利用で

きるもの）について、分担者及び書籍の具体的な中身の確認を参加者全員で行い、それぞ

れのグループの進捗状況や方向性について情報共有をすることができた。 

 

（２）大気汚染制御･管理に関する研究［グループ２］ １３件 

１．セミナー名：第１回都市環境に関する日中合同会議 

日時：平成 13 年 11 月 6 日〜11 月 7 日 

場所：中国 北京 清華大学  

参加者数〈人/人日〉：24/67 

成果：1) 都市水環境問題、大気汚染問題、廃棄物管理、都市基盤施設の管理のそれぞれの分野

において日本および中国における研究の方向性や主要な研究課題について8名の研究者よ

り報告があり、両国の都市環境問題の現状および研究の進展状況を総括することができた。 
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2)両国の都市環境問題の現状認識に基づき、４つの研究グループごとに共同研究の実現可

能性について個別協議を行い、共同研究を進めていく上で重点的に取り組むべき研究課題

の抽出を行った。 

3)セミナー最終日にグループごとの個別協議の結果を報告し、各グループの情報の共有を

図るとともに、清華大学の研究施設の視察を行った。 

 

 本セミナーはワークショップとしての位置づけで尐人数のグループに分けて共同研究

実施のための具体的な協議を行った点に大きな特徴があり、その結果、単なる研究報告で

はなく、両国の研究者の相互理解を深め、情報交換を行う絶好の機会となり、今後の共同

研究推進に向けて大変実りの大きい会議であった。また、中国側も拠点大学はもちろんの

こと、各協力大学からも１名以上の参加があり、本プロジェクトに対する中国側の熱意を

強く感じた。 

 
２．セミナー名：第２回都市環境に関する日中合同会議 

日時：平成 14 年 1 月 15 日～1 月 16 日 

場所：日本 京都 京都大学 

参加者数〈人/人日〉：62/124 

成果： 1) 都市水環境問題、大気汚染問題、廃棄物管理、都市基盤施設の管理のそれぞれの分野

における最新の研究状況を 30 件の学術講演を行うことで確認するとともに、研究内容に

対する熱心な討論を行った。 

 

2)セミナー期間中に研究グループごとの個別協議を行い、第１回セミナー時に設定した重

点研究課題の具体化について討議を進めた。 

 

3)セミナー参加者を拠点大学及び協力大学に限定することなく、広くセミナー聴講者を募

ったため、マレーシアおよびシンガポールの研究者は地方公共団体関係者、本拠点大学交

流事業に参加していない大学の研究者など幅広い研究者が一堂に集い、活発な意見交換を

行った。これにより本拠点大学交流事業に対する認知度が高められた。実際、本セミナー

に参加した大学間傾斜から、平成 14 年度の本拠点大学交流事業に協力大学として参加し

たい旨の打診もあり、成果の大きいセミナーであった。 

 

３．セミナー名：第４回 JSPS-MOE「都市環境」拠点大学交流セミナー 

日時：平成 14 年 10 月 2 日～10 月 3 日 

場所：日本 岡山 岡山大学 

参加者数〈人/人日〉：56/112 

成果： 本セミナーは２つの研究グループの合同セミナーであり、立場の異なる研究者が一堂に

会し、意見の交換を行い、以下のような成果が得られた。 

 

1) 大気汚染問題や廃棄物管理に関する最新の研究状況を 1 件の学術講演を行うことで確

認するとともに、研究内容に対する熱心な討論を行った。 

 

2) セミナー期間中に岡山大学資源生物科学研究所の研究施設を訪問し、研究に関する情

報交換を行った。 

 

本セミナーでは新たな試みとして、セミナーに引き続いて「福岡大学工学部土木工学科水

理衛生工学実験室」「福岡市クリーンパーク臨海」「福岡市中田処分場」「西部汚水処理場」

「北九州エコタウン」「電源開発（株）若松研究所」「福岡県保健環境研究所」を視察した。

これは、セミナーでの議論の内容に関連した実施設を訪問することにより、セミナーをよ

り効果的なものとすることを目的としたものである。今回の視察においては、特に福岡県

保健環境研究所の下原孝章研究員に特別に本セミナーでの発表を依頼し、その内容につい

て実際に福岡県保健環境研究所で説明を頂いたことで、大変分かりやすかったと参加者か

ら好意的な反応が得られた。また、他の訪問先でも参加者からの熱心な質疑があり、説明
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者が返答に窮する場面も見受けられた。質疑が活発であったため、ほとんどの訪問先で予

定訪問時間を大幅に超過するなど、現地を視察することによって理解を深め、セミナーを

より効果的にするという目的は十分に達成されたものと判断された。 

 

４．セミナー名：第５回 JSPS-MOE「都市環境」拠点大学交流セミナー 

日時：平成 15 年 10 月 30 日～10 月 31 日 

場所：中国 上海 同済大学 

参加者数〈人/人日〉：50/127 

成果： 本セミナーは 2 つの研究グループの合同セミナーであり、立場の異なる研究者が一堂に

会し、意見の交換を行うことで以下のような成果が得られた。 

 1)  異なる研究グループに属する研究者間の交流促進  

 2)  日中両国の都市環境問題に関する研究の進展状況の把握 

 本セミナー終了後、上海市にある JiangQial ゴミ焼却場、上海市環境観測センターを訪

問し、中国における廃棄物処分ならびに大気環境観測の実際を見学した。 

 

５．セミナー名：第７回 JSPS-MOE「都市環境」拠点大学交流セミナー 

日時：平成 16 年 7 月 26 日～7 月 27 日 

場所：日本 那覇 自治会館 

参加者数〈人/人日〉：31/211 

成果：  本セミナーではで以下のような成果が得られた。 

 1)  異なる研究グループに属する研究者間の交流促進  

 2)  日中両国の都市環境問題に関する研究の進展状況の把握 

 本セミナー終了後、中国側研究者は沖縄県内の環境関連施設（廃棄物分別施設、大気観

測施設、水処理施設等）を見学し、日本における廃棄物処分ならびに大気環境観測の実際

を見学した。 

 

６．セミナー名：第１回 JSPS-MOE「都市環境」拠点大学交流包括セミナー 

日時：平成 16 年 10 月 15 日 

場所：中国 北京 集賢山庄 

参加者数〈人/人日〉：20/37 

成果： 各研究テーマ（グループ）より過去の活動状況・成果ならびに将来の計画について報告

を受けた。その後、全体の活動として現状の問題点および将来の方向性について議論を行

った。 

 この中で、今後はより一層共同研究を活発化させること、研究だけではなく教育の分野

においても両国研究者の協力が必要であり、本事業の中でも教育を重要なテーマとして位

置づけていくことなどが確認された。 

 

７．セミナー名：第９・１０回都市環境に関する日中合同会議 

日時：平成 17 年 10 月 20 日～10 月 21 日 

場所：中国 昆明 昆明理工大学 

参加者数〈人/人日〉：92/284 

成果： 日本側 32 編、中国側 61 編、合計 93 編の発表が行われ、活発な討議が行われた。各グ

ループのセッションでは特定のテーマにおいて集中的に議論する時間を設け、通常の発表

よりも深い議論を行うことができた。各セッションで設定したテーマは次の通りである。 

Group 1: “Analysis of Microbial Community Structure by Molecular Microbiological 

Methods”, Group 2: “Health risk assessment of air pollution and evaluation of its 

abatement measure in mega cities”, Group 3: “Fly Ash from Incineration/Melting 

Process of Solid Wastes”, Group 4: “Urbanization and Environmental Management” 

 また、同セミナーでは全グループが参加する教育セッションを設け、清華大学および京

都大学双方から学部レベルでの教育方針、カリキュラム等が紹介された。清華大学では都

市環境関連施設の設計演習に多くの時間を費やすなど、両大学の特色が比較でき有益なも

のであった。 
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 本セミナーを通じ、日中両国の都市環境問題に関する教育および研究の進展状況が把握

され、研究者間の交流促進が行われた。 

 昆明市滇池保護局による滇池の状況報告を受け、セミナー終了後には滇池およびその流

入河川における水質浄化施設を見学し、環境汚染の現状と保全施策の実際を視察した。 

 

８．セミナー名：第１１回 JSPS 拠点大学交流事業「都市環境」に関する日中合同会議 

日時：平成 18 年 9 月 26 日～9 月 29 日 

場所：日本 京都 京都大学 

参加者数〈人/人日〉：16/86 

成果：  26 日～29 日に開催された 4th i-CIPEC を通して、JSPS-MOE プログラムと JSPS-VCC

プログラムが協力して、通常は 2 カ国でセミナーを行っているところを三カ国共同でセミ

ナーを行い、共通のトピックについて白熱した議論が交わされた。 また、JSPS セッシ

ョン以外の場としては、4th i-CIPEC 開催中に、19 カ国から合計 260 人参加の中で、様々

な意見を交わし、JSPS-MOE プログラムにも多大なる活力と影響をもたらすことが出来

た。  

 

９．セミナー名：第１２回 JSPS 拠点大学交流事業「都市環境」に関する日中合同会議 

日時：平成 18 年 10 月 3 日～10 月 4 日 

場所：日本 京都 京都大学 

参加者数〈人/人日〉：74/234 

成果： 日中両国から合計 75 名が集い、51 件の発表を行った。発表件数の内訳はグループ１（水

処理・水環境）が 13 件、グループ２（大気汚染制御）が 20 件、グループ４（都市計画・

ｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬｰ）が 14 件であった。これら研究グループでの発表では、専門家により詳細で

熱心な議論が行われ、予定していた時間を超過する場面もあった。 

 中国では環境科学あるいは環境工学を有する大学が急増している一方、教育の質が問題

となっている。日中両国において課題と経験を共有することで、中国国内における環境教

育システム改善のための方策を見いだすことを目的とし、昨年度よりに環境教育セッショ

ンを設けている。今回のセミナーでは、清華大学・胡洪营教授および豊橋技術科学大学・

北田敏廣教授から中国および両大学における環境科学・工学に関する大学教育の現状と課

題について報告がなされた。 

 この他に、グループ１は京都府乙訓浄水場を見学し、日本における水処理の現状を視察

した。また、中国からの参加者は京都大学・桂キャンパス内の環境関連研究室を訪問し、

実験施設や研究環境を視察した。 

 本セミナーを通じ、両国の環境問題およびそれを取り巻く社会の現状をより具体的に理

解することができた。 

 

１０．セミナー名：第１４回 JSPS 拠点大学交流事業「都市環境」に関する日中合同会議 

日時：平成 19 年 9 月 3 日～9 月 4 日 

場所：中国 北京 清華大学 

参加者数〈人/人日〉：34/110 

成果： 日中の研究者の発表およびディスカッションにより日中両国それぞれの研究の状況を確

認・把握することができた。大気汚染および固形廃棄物に関するセッションは並列して行

われたが、双方を行き来する研究者も多く有機的な研究協力を構築するための機会となっ

た。 

 セミナーにおいての両国からの発表のみならず、今後、プロジェクトの成果として予定

されている書籍（研究者・大学院学生のリファレンスおよび教育に利用できるもの）の刊

行準備としてのグループ間ディスカッションも行うことができた。 

 

１１．セミナー名：第１５回 JSPS 拠点大学交流事業「都市環境」に関する日中合同会議 

日時：平成 20 年 9 月 2 日～9 月 3 日 

場所：日本 豊橋 豊橋技術科学大学 

参加者数〈人/人日〉：34/190 
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成果： 日中の５０名の研究者（日本から２４名、中国から２６名）が参加し、発表およびディ

スカッションにより日中両国それぞれの研究の状況を確認・把握することができた。大気

汚染および固形廃棄物に関するセッションは並列して行われたが、双方を行き来する研究

者も多く有機的な研究協力を構築するための機会となった。 

 また、セミナーにおいての両国からの発表のみならず、今後、プログラムの成果として

予定されている書籍（研究者・大学院学生のリファレンスおよび教育に利用できるもの）

について刊行準備としてのグループ間ディスカッションも行うことができた。 

 中国各都市の微粒子汚染が燃料燃焼に伴う人為的なものが多く、北部および西部が土壌

粒子の影響を強く受けることがは明らかになった。また、南部の山間部の都市では季節に

よりバイオマス火災・燃焼の影響を受けることも分かった。セミナーでは、このような地

域特性に適した環境制御の必要性が強く指摘された。 

 また、H20 年度では清華大学の HaoJiming 教授および WangChengwen 教授が、福岡

大学環境保全センターの客員教授に就いており、日中両国の人的交流は一層盛んになって

いる。 

 会議に引き続き、セミナー参加の日中の本事業主要メンバーによる早川勝豊橋市長への

表敬訪問が行われ、本事業と今回の会議について説明を行ったほか、同市環境部職員を交

え日中両国の環境問題等について意見交換を行うことができた。 

 

１２．セミナー名：第１７回日本学術振興会拠点大学交流事業「都市環境」に関する日中合同会議 

日時：平成 21 年 10 月 26 日～10 月 27 日 

場所：日本 京都 京都大学 

参加者数〈人/人日〉：72/179 

成果：  本セミナーは日中両国の研究者を含む 4 つの研究グループが参加する包括セミナーと

して開催されたものであり、都市環境問題に取り組む研究者間の交流が促進され、日中間

ならびに異なるグループ間の研究協力体制を構築することができた。また、大都市の環境

問題の解決策を見出すための情報共有が促進され、グループ間の有機的な研究協力体制を

構築することができた。さらに、地域の地理、気候および文化の差異に基づいて異なる日

中両国の都市環境問題に関する研究の進展状況を把握することができた。 

 これらに加え、次年度にプログラムの最終成果としてそれぞれのグループから発刊を予

定している書籍（研究者・大学院学生の教育に利用できるもの）について、具体的な章割

とその分担者ならびに初稿の提出期限について参加者全員で確認することができた。 

 

１３．セミナー名：第１８回日本学術振興会拠点大学交流事業「都市環境」に関する日中合同会議 

日時：平成 22 年 10 月 21 日～10 月 22 日 

場所：中国 北京 清華大学 

参加者数〈人/人日〉：56/178 

成果： 本セミナーは日中両国の研究者を含む 4 つの研究グループが参加する包括セミナーとし

て開催された。都市環境問題に取り組む研究者間の交流が促進され、日中間ならびに異な

るグループ間の研究協力体制を構築することができた。また、大都市の環境問題の解決策

を見出すための情報共有が促進され、グループ間の有機的な研究協力体制を構築すること

ができた。特に今回は日本各地からのみならず、中国国内各地の研究者も参加し、今後に

向けた協力関係を幅広く構築することができた。 

 さらに、地域の地理、気候および文化の差異に基づいて異なる日中両国の都市環境問題

に関する研究の進展状況を把握することができた。これらに加え、本事業の最終成果とし

てそれぞれのグループから発刊を予定している書籍（研究者・大学院学生の教育に利用で

きるもの）について、分担者及び書籍の具体的な中身の確認を参加者全員で行い、それぞ

れのグループの進捗状況や方向性について情報共有をすることができた。 

 
（３）廃棄物制御管理と資源化に関する研究［グループ３］ １３件 

１．セミナー名：第１回都市環境に関する日中合同会議 

日時：平成 13 年 11 月 6 日〜11 月 7 日 

場所：中国 北京 清華大学  
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参加者数〈人/人日〉：24/67 

成果：1) 都市水環境問題、大気汚染問題、廃棄物管理、都市基盤施設の管理のそれぞれの分野

において日本および中国における研究の方向性や主要な研究課題について8名の研究者よ

り報告があり、両国の都市環境問題の現状および研究の進展状況を総括することができた。 

2)両国の都市環境問題の現状認識に基づき、４つの研究グループごとに共同研究の実現可

能性について個別協議を行い、共同研究を進めていく上で重点的に取り組むべき研究課題

の抽出を行った。 

3)セミナー最終日にグループごとの個別協議の結果を報告し、各グループの情報の共有を

図るとともに、清華大学の研究施設の視察を行った。 

 

 本セミナーはワークショップとしての位置づけで尐人数のグループに分けて共同研究

実施のための具体的な協議を行った点に大きな特徴があり、その結果、単なる研究報告で

はなく、両国の研究者の相互理解を深め、情報交換を行う絶好の機会となり、今後の共同

研究推進に向けて大変実りの大きい会議であった。また、中国側も拠点大学はもちろんの

こと、各協力大学からも１名以上の参加があり、本プロジェクトに対する中国側の熱意を

強く感じた。 

 
２．セミナー名：第２回都市環境に関する日中合同会議 

日時：平成 14 年 1 月 15 日～1 月 16 日 

場所：日本 京都 京都大学 

参加者数〈人/人日〉：62/124 

成果： 1) 都市水環境問題、大気汚染問題、廃棄物管理、都市基盤施設の管理のそれぞれの分野

における最新の研究状況を 30 件の学術講演を行うことで確認するとともに、研究内容に

対する熱心な討論を行った。 

 

2)セミナー期間中に研究グループごとの個別協議を行い、第１回セミナー時に設定した重

点研究課題の具体化について討議を進めた。 

 

3)セミナー参加者を拠点大学及び協力大学に限定することなく、広くセミナー聴講者を募

ったため、マレーシアおよびシンガポールの研究者は地方公共団体関係者、本拠点大学交

流事業に参加していない大学の研究者など幅広い研究者が一堂に集い、活発な意見交換を

行った。これにより本拠点大学交流事業に対する認知度が高められた。実際、本セミナー

に参加した大学間傾斜から、平成 14 年度の本拠点大学交流事業に協力大学として参加し

たい旨の打診もあり、成果の大きいセミナーであった。 

 

３．セミナー名：第４回 JSPS-MOE「都市環境」拠点大学交流セミナー 

日時：平成 14 年 10 月 2 日～10 月 3 日 

場所：日本 岡山 岡山大学 

参加者数〈人/人日〉：56/112 

成果：本セミナーは２つの研究グループの合同セミナーであり、立場の異なる研究者が一堂に会

し、意見の交換を行い、以下のような成果が得られた。 

 

1) 大気汚染問題や廃棄物管理に関する最新の研究状況を 1 件の学術講演を行うことで確

認するとともに、研究内容に対する熱心な討論を行った。 

 

2) セミナー期間中に岡山大学資源生物科学研究所の研究施設を訪問し、研究に関する情

報交換を行った。 

 

本セミナーでは新たな試みとして、セミナーに引き続いて「福岡大学工学部土木工学科水

理衛生工学実験室」「福岡市クリーンパーク臨海」「福岡市中田処分場」「西部汚水処理場」

「北九州エコタウン」「電源開発（株）若松研究所」「福岡県保健環境研究所」を視察した。

これは、セミナーでの議論の内容に関連した実施設を訪問することにより、セミナーをよ
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り効果的なものとすることを目的としたものである。今回の視察においては、特に福岡県

保健環境研究所の下原孝章研究員に特別に本セミナーでの発表を依頼し、その内容につい

て実際に福岡県保健環境研究所で説明を頂いたことで、大変分かりやすかったと参加者か

ら好意的な反応が得られた。また、他の訪問先でも参加者からの熱心な質疑があり、説明

者が返答に窮する場面も見受けられた。質疑が活発であったため、ほとんどの訪問先で予

定訪問時間を大幅に超過するなど、現地を視察することによって理解を深め、セミナーを

より効果的にするという目的は十分に達成されたものと判断された。 

 

４．セミナー名：第５回 JSPS-MOE「都市環境」拠点大学交流セミナー 

日時：平成 15 年 10 月 30 日～10 月 31 日 

場所：中国 上海 同済大学 

参加者数〈人/人日〉：50/127 

成果： 本セミナーは 2 つの研究グループの合同セミナーであり、立場の異なる研究者が一堂に

会し、意見の交換を行うことで以下のような成果が得られた。 

 1)  異なる研究グループに属する研究者間の交流促進  

 2)  日中両国の都市環境問題に関する研究の進展状況の把握 

 本セミナー終了後、上海市にある JiangQial ゴミ焼却場、上海市環境観測センターを訪

問し、中国における廃棄物処分ならびに大気環境観測の実際を見学した。 

 

５．セミナー名：第７回 JSPS-MOE「都市環境」拠点大学交流セミナー 

日時：平成 16 年 7 月 26 日～7 月 27 日 

場所：日本 那覇 自治会館 

参加者数〈人/人日〉：31/211 

成果： 本セミナーではで以下のような成果が得られた。 

 1)  異なる研究グループに属する研究者間の交流促進  

 2)  日中両国の都市環境問題に関する研究の進展状況の把握 

 本セミナー終了後、中国側研究者は沖縄県内の環境関連施設（廃棄物分別施設、大気観

測施設、水処理施設等）を見学し、日本における廃棄物処分ならびに大気環境観測の実際

を見学した。 

 

６．セミナー名：第１回 JSPS-MOE「都市環境」拠点大学交流包括セミナー 

日時：平成 16 年 10 月 15 日 

場所：中国 北京 集賢山庄 

参加者数〈人/人日〉：20/37 

成果： 各研究テーマ（グループ）より過去の活動状況・成果ならびに将来の計画について報告

を受けた。その後、全体の活動として現状の問題点および将来の方向性について議論を行

った。 

 この中で、今後はより一層共同研究を活発化させること、研究だけではなく教育の分野

においても両国研究者の協力が必要であり、本事業の中でも教育を重要なテーマとして位

置づけていくことなどが確認された。 

 

７．セミナー名：第９・１０回都市環境に関する日中合同会議 

日時：平成 17 年 10 月 20 日～10 月 21 日 

場所：中国 昆明 昆明理工大学 

参加者数〈人/人日〉：92/284 

成果： 日本側 32 編、中国側 61 編、合計 93 編の発表が行われ、活発な討議が行われた。各グ

ループのセッションでは特定のテーマにおいて集中的に議論する時間を設け、通常の発表

よりも深い議論を行うことができた。各セッションで設定したテーマは次の通りである。 

Group 1: “Analysis of Microbial Community Structure by Molecular Microbiological 

Methods”, Group 2: “Health risk assessment of air pollution and evaluation of its 

abatement measure in mega cities”, Group 3: “Fly Ash from Incineration/Melting 

Process of Solid Wastes”, Group 4: “Urbanization and Environmental Management” 
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 また、同セミナーでは全グループが参加する教育セッションを設け、清華大学および京

都大学双方から学部レベルでの教育方針、カリキュラム等が紹介された。清華大学では都

市環境関連施設の設計演習に多くの時間を費やすなど、両大学の特色が比較でき有益なも

のであった。 

 本セミナーを通じ、日中両国の都市環境問題に関する教育および研究の進展状況が把握

され、研究者間の交流促進が行われた。 

 昆明市滇池保護局による滇池の状況報告を受け、セミナー終了後には滇池およびその流

入河川における水質浄化施設を見学し、環境汚染の現状と保全施策の実際を視察した。 

 

８．セミナー名：第１１回 JSPS 拠点大学交流事業「都市環境」に関する日中合同会議 

日時：平成 18 年 9 月 26 日～9 月 29 日 

場所：日本 京都 京都大学 

参加者数〈人/人日〉：16/86 

成果：  26 日～29 日に開催された 4th i-CIPEC を通して、JSPS-MOE プログラムと JSPS-VCC

プログラムが協力して、通常は 2 カ国でセミナーを行っているところを三カ国共同でセミ

ナーを行い、共通のトピックについて白熱した議論が交わされた。 また、JSPS セッシ

ョン以外の場としては、4th i-CIPEC 開催中に、19 カ国から合計 260 人参加の中で、様々

な意見を交わし、JSPS-MOE プログラムにも多大なる活力と影響をもたらすことが出来

た。  

 

９．セミナー名：第１２回 JSPS 拠点大学交流事業「都市環境」に関する日中合同会議 

日時：平成 18 年 10 月 3 日～10 月 4 日 

場所：日本 京都 京都大学 

参加者数〈人/人日〉：74/234 

成果： 日中両国から合計 75 名が集い、51 件の発表を行った。発表件数の内訳はグループ１（水

処理・水環境）が 13 件、グループ２（大気汚染制御）が 20 件、グループ４（都市計画・

ｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬｰ）が 14 件であった。これら研究グループでの発表では、専門家により詳細で

熱心な議論が行われ、予定していた時間を超過する場面もあった。 

 中国では環境科学あるいは環境工学を有する大学が急増している一方、教育の質が問題

となっている。日中両国において課題と経験を共有することで、中国国内における環境教

育システム改善のための方策を見いだすことを目的とし、昨年度よりに環境教育セッショ

ンを設けている。今回のセミナーでは、清華大学・胡洪营教授および豊橋技術科学大学・

北田敏廣教授から中国および両大学における環境科学・工学に関する大学教育の現状と課

題について報告がなされた。 

 この他に、グループ１は京都府乙訓浄水場を見学し、日本における水処理の現状を視察

した。また、中国からの参加者は京都大学・桂キャンパス内の環境関連研究室を訪問し、

実験施設や研究環境を視察した。 

 本セミナーを通じ、両国の環境問題およびそれを取り巻く社会の現状をより具体的に理

解することができた。 

 

１０．セミナー名：第１４回 JSPS 拠点大学交流事業「都市環境」に関する日中合同会議 

日時：平成 19 年 9 月 3 日～9 月 4 日 

場所：中国 北京 清華大学 

参加者数〈人/人日〉：34/110 

成果： 日中の研究者の発表およびディスカッションにより日中両国それぞれの研究の状況を確

認・把握することができた。大気汚染および固形廃棄物に関するセッションは並列して行

われたが、双方を行き来する研究者も多く有機的な研究協力を構築するための機会となっ

た。 

 セミナーにおいての両国からの発表のみならず、今後、プロジェクトの成果として予定

されている書籍（研究者・大学院学生のリファレンスおよび教育に利用できるもの）の刊

行準備としてのグループ間ディスカッションも行うことができた。 
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１１．セミナー名：第１５回 JSPS 拠点大学交流事業「都市環境」に関する日中合同会議 

日時：平成 20 年 9 月 2 日～9 月 3 日 

場所：日本 豊橋 豊橋技術科学大学 

参加者数〈人/人日〉：34/190 

成果： 日中の５０名の研究者（日本から２４名、中国から２６名）が参加し、発表およびディ

スカッションにより日中両国それぞれの研究の状況を確認・把握することができた。大気

汚染および固形廃棄物に関するセッションは並列して行われたが、双方を行き来する研究

者も多く有機的な研究協力を構築するための機会となった。 

 また、セミナーにおいての両国からの発表のみならず、今後、プログラムの成果として

予定されている書籍（研究者・大学院学生のリファレンスおよび教育に利用できるもの）

について刊行準備としてのグループ間ディスカッションも行うことができた。 

 中国各都市の微粒子汚染が燃料燃焼に伴う人為的なものが多く、北部および西部が土壌

粒子の影響を強く受けることがは明らかになった。また、南部の山間部の都市では季節に

よりバイオマス火災・燃焼の影響を受けることも分かった。セミナーでは、このような地

域特性に適した環境制御の必要性が強く指摘された。 

 また、H20 年度では清華大学の HaoJiming 教授および WangChengwen 教授が、福岡

大学環境保全センターの客員教授に就いており、日中両国の人的交流は一層盛んになって

いる。 

 会議に引き続き、セミナー参加の日中の本事業主要メンバーによる早川勝豊橋市長への

表敬訪問が行われ、本事業と今回の会議について説明を行ったほか、同市環境部職員を交

え日中両国の環境問題等について意見交換を行うことができた。 

 

１２．セミナー名：第１７回日本学術振興会拠点大学交流事業「都市環境」に関する日中合同会議 

日時：平成 21 年 10 月 26 日～10 月 27 日 

場所：日本 京都 京都大学 

参加者数〈人/人日〉：72/179 

成果：  本セミナーは日中両国の研究者を含む 4 つの研究グループが参加する包括セミナーと

して開催されたものであり、都市環境問題に取り組む研究者間の交流が促進され、日中間

ならびに異なるグループ間の研究協力体制を構築することができた。また、大都市の環境

問題の解決策を見出すための情報共有が促進され、グループ間の有機的な研究協力体制を

構築することができた。さらに、地域の地理、気候および文化の差異に基づいて異なる日

中両国の都市環境問題に関する研究の進展状況を把握することができた。 

 これらに加え、次年度にプログラムの最終成果としてそれぞれのグループから発刊を予

定している書籍（研究者・大学院学生の教育に利用できるもの）について、具体的な章割

とその分担者ならびに初稿の提出期限について参加者全員で確認することができた。 

 

１３．セミナー名：第１８回日本学術振興会拠点大学交流事業「都市環境」に関する日中合同会議 

日時：平成 22 年 10 月 21 日～10 月 22 日 

場所：中国 北京 清華大学 

参加者数〈人/人日〉：56/178 

成果： 本セミナーは日中両国の研究者を含む 4 つの研究グループが参加する包括セミナーとし

て開催された。都市環境問題に取り組む研究者間の交流が促進され、日中間ならびに異な

るグループ間の研究協力体制を構築することができた。また、大都市の環境問題の解決策

を見出すための情報共有が促進され、グループ間の有機的な研究協力体制を構築すること

ができた。特に今回は日本各地からのみならず、中国国内各地の研究者も参加し、今後に

向けた協力関係を幅広く構築することができた。 

 さらに、地域の地理、気候および文化の差異に基づいて異なる日中両国の都市環境問題

に関する研究の進展状況を把握することができた。これらに加え、本事業の最終成果とし

てそれぞれのグループから発刊を予定している書籍（研究者・大学院学生の教育に利用で

きるもの）について、分担者及び書籍の具体的な中身の確認を参加者全員で行い、それぞ

れのグループの進捗状況や方向性について情報共有をすることができた。 
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（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［グループ４］ １２件 

１．セミナー名：第１回都市環境に関する日中合同会議 

日時：平成 13 年 11 月 6 日〜11 月 7 日 

場所：中国 北京 清華大学  

参加者数〈人/人日〉：24/67 

成果：1) 都市水環境問題、大気汚染問題、廃棄物管理、都市基盤施設の管理のそれぞれの分野

において日本および中国における研究の方向性や主要な研究課題について8名の研究者よ

り報告があり、両国の都市環境問題の現状および研究の進展状況を総括することができた。 

2)両国の都市環境問題の現状認識に基づき、４つの研究グループごとに共同研究の実現可

能性について個別協議を行い、共同研究を進めていく上で重点的に取り組むべき研究課題

の抽出を行った。 

3)セミナー最終日にグループごとの個別協議の結果を報告し、各グループの情報の共有を

図るとともに、清華大学の研究施設の視察を行った。 

 

 本セミナーはワークショップとしての位置づけで尐人数のグループに分けて共同研究

実施のための具体的な協議を行った点に大きな特徴があり、その結果、単なる研究報告で

はなく、両国の研究者の相互理解を深め、情報交換を行う絶好の機会となり、今後の共同

研究推進に向けて大変実りの大きい会議であった。また、中国側も拠点大学はもちろんの

こと、各協力大学からも１名以上の参加があり、本プロジェクトに対する中国側の熱意を

強く感じた。 

 
２．セミナー名：第２回都市環境に関する日中合同会議 

日時：平成 14 年 1 月 15 日～1 月 16 日 

場所：日本 京都 京都大学 

参加者数〈人/人日〉：62/124 

成果： 1) 都市水環境問題、大気汚染問題、廃棄物管理、都市基盤施設の管理のそれぞれの分野

における最新の研究状況を 30 件の学術講演を行うことで確認するとともに、研究内容に

対する熱心な討論を行った。 

 

2)セミナー期間中に研究グループごとの個別協議を行い、第１回セミナー時に設定した重

点研究課題の具体化について討議を進めた。 

 

3)セミナー参加者を拠点大学及び協力大学に限定することなく、広くセミナー聴講者を募

ったため、マレーシアおよびシンガポールの研究者は地方公共団体関係者、本拠点大学交

流事業に参加していない大学の研究者など幅広い研究者が一堂に集い、活発な意見交換を

行った。これにより本拠点大学交流事業に対する認知度が高められた。実際、本セミナー

に参加した大学間傾斜から、平成 14 年度の本拠点大学交流事業に協力大学として参加し

たい旨の打診もあり、成果の大きいセミナーであった。 

 

３．セミナー名：第３回 JSPS-MOE「都市環境」拠点大学交流セミナー 

日時：平成 14 年 7 月 22 日～7 月 23 日 

場所：中国 大連 大連理工大学 

参加者数〈人/人日〉：48/130 

成果： 本セミナーは２つの研究グループの合同セミナーであり、立場の異なる研究者が一堂に

会し、意見の交換を行い、以下のような成果が得られた。 

 

1) 都市水環境問題、都市基盤施設管理に関する最新の研究状況を 28 件の学術講演を行う

ことで確認するとともに、研究内容に対する熱心な討論を行った。 

 

2)セミナー期間中に大連理工大学の関連する研究施設を訪問し、拠点大学交流事業のメン

バー以外の研究者を含め、研究に関する熱心な討論を行った。 
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本セミナーにおいては２つの研究グループ間の連携を図ることができたのは当然のこ

とであるが、それに加えて大連理工大学の化学工学や機械工学などの異分野の研究者との

実質的な協議・情報交換が実現でき、境界領域である都市環境問題に取り組んでいくうえ

での協力体制の構築に寄与するところが大きかった。また、大連理工大学副学長 Prof. 

Dongming GUO から、大連理工大学として本事業へ積極的に寄与していくという強い姿

勢が表明され、今後の共同研究実施に対する熱意を感じさせるものであった。 

 

４．セミナー名：第６回 JSPS-MOE「都市環境」拠点大学交流セミナー 

日時：平成 15 年 12 月 2 日～12 月 3 日 

場所：日本 松山 愛媛大学 

参加者数〈人/人日〉：42/105 

成果： 本セミナーは 2 つの研究グループの合同セミナーであり、立場の異なる研究者が一堂に

会し、意見の交換を行うことで以下のような成果が得られた。 

 1)  異なる研究グループに属する研究者間の交流促進  

 2)  日中両国の都市環境問題に関する研究の進展状況の把握 

 また、セミナー終了後、広島大学、滋賀県立大学において研究交流を実施し、その他に

も広島市の共同住宅、下水処理場、ゴミ焼却場、ならびに大阪市の洪水防止施設を訪問し、

日本における都市環境問題の実際を見学した。 

 

５．セミナー名：第８回 JSPS-MOE「都市環境」拠点大学交流セミナー 

日時：平成 16 年 10 月 18 日～10 月 19 日 

場所：中国 上海 上海交通大学 

参加者数〈人/人日〉：59/142 

成果：  本セミナーでは以下のような成果が得られた。 

 1)  異なる研究グループに属する研究者間の交流促進  

 2)  日中両国の都市環境問題に関する研究の進展状況の把握 

 

６．セミナー名：第１回 JSPS-MOE「都市環境」拠点大学交流包括セミナー 

日時：平成 16 年 10 月 15 日 

場所：中国 北京 集賢山庄 

参加者数〈人/人日〉：20/37 

成果： 各研究テーマ（グループ）より過去の活動状況・成果ならびに将来の計画について報告

を受けた。その後、全体の活動として現状の問題点および将来の方向性について議論を行

った。 

 この中で、今後はより一層共同研究を活発化させること、研究だけではなく教育の分野

においても両国研究者の協力が必要であり、本事業の中でも教育を重要なテーマとして位

置づけていくことなどが確認された。 

 

７．セミナー名：第９・１０回都市環境に関する日中合同会議 

日時：平成 17 年 10 月 20 日～10 月 21 日 

場所：中国 昆明 昆明理工大学 

参加者数〈人/人日〉：92/284 

成果： 日本側 32 編、中国側 61 編、合計 93 編の発表が行われ、活発な討議が行われた。各グ

ループのセッションでは特定のテーマにおいて集中的に議論する時間を設け、通常の発表

よりも深い議論を行うことができた。各セッションで設定したテーマは次の通りである。 

Group 1: “Analysis of Microbial Community Structure by Molecular Microbiological 

Methods”, Group 2: “Health risk assessment of air pollution and evaluation of its 

abatement measure in mega cities”, Group 3: “Fly Ash from Incineration/Melting 

Process of Solid Wastes”, Group 4: “Urbanization and Environmental Management” 

 また、同セミナーでは全グループが参加する教育セッションを設け、清華大学および京

都大学双方から学部レベルでの教育方針、カリキュラム等が紹介された。清華大学では都
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市環境関連施設の設計演習に多くの時間を費やすなど、両大学の特色が比較でき有益なも

のであった。 

 本セミナーを通じ、日中両国の都市環境問題に関する教育および研究の進展状況が把握

され、研究者間の交流促進が行われた。 

 昆明市滇池保護局による滇池の状況報告を受け、セミナー終了後には滇池およびその流

入河川における水質浄化施設を見学し、環境汚染の現状と保全施策の実際を視察した。 

 

８．セミナー名：第１２回 JSPS 拠点大学交流事業「都市環境」に関する日中合同会議 

日時：平成 18 年 10 月 3 日～10 月 4 日 

場所：日本 京都 京都大学 

参加者数〈人/人日〉：74/234 

成果：  日中両国から合計 75 名が集い、51 件の発表を行った。発表件数の内訳はグループ１

（水処理・水環境）が 13 件、グループ２（大気汚染制御）が 20 件、グループ４（都市計

画・ｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬｰ）が 14 件であった。これら研究グループでの発表では、専門家により詳

細で熱心な議論が行われ、予定していた時間を超過する場面もあった。 

 中国では環境科学あるいは環境工学を有する大学が急増している一方、教育の質が問題

となっている。日中両国において課題と経験を共有することで、中国国内における環境教

育システム改善のための方策を見いだすことを目的とし、昨年度よりに環境教育セッショ

ンを設けている。今回のセミナーでは、清華大学・胡洪营教授および豊橋技術科学大学・

北田敏廣教授から中国および両大学における環境科学・工学に関する大学教育の現状と課

題について報告がなされた。 

 この他に、グループ１は京都府乙訓浄水場を見学し、日本における水処理の現状を視察

した。また、中国からの参加者は京都大学・桂キャンパス内の環境関連研究室を訪問し、

実験施設や研究環境を視察した。 

 本セミナーを通じ、両国の環境問題およびそれを取り巻く社会の現状をより具体的に理

解することができた。 

 

９．セミナー名：第１３回 JSPS 拠点大学交流事業「都市環境」に関する日中合同会議 

日時：平成 19 年 9 月 7 日～9 月 8 日 

場所：日本 京都 京都大学 

参加者数〈人/人日〉：66/213 

成果： 都市環境問題、特に水処理および都市計画に関する問題を取り扱うセミナーを開催する

ことにより、日中両国における研究の進捗状況を把握・共有することができた。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、水環境および都市計画に関

する研究者が相互に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。 

 セミナーにおいては両国研究者の発表のみならず、今後プロジェクトの成果として予定

されている書籍（研究者・大学院学生のリファレンスおよび教育に利用できるもの）の刊

行準備としてのグループ間ディスカッションも行うことができた。 

 

１０．セミナー名：第１６回 JSPS 拠点大学交流事業「都市環境」に関する日中合同会議 

日時：平成 20 年 10 月 23 日～10 月 24 日 

場所：中国 西安 西安建築科技大学 

参加者数〈人/人日〉：44/148 

成果： 本事業は、物質文明社会における公害問題の解決のみならず人の行動規範として省資

源・省エネルギーを強く意識した、自然との共生を目指す資源循環型社会の構築を目的と

している。今回のセミナーでは「都市水環境制御・管理」及び「都市基盤施設の管理・制

御」の 2 つのテーマの下、活発な議論が行われた。 

 茨城県霞ヶ浦の汚染浄化対策が、中国で深刻な問題となっている水源地の汚染対策に大

いに役立つことが指摘された。このような大規模の水源地汚染の浄化には、多大な労力と

資金がかかることに、日中双方の研究者の認識が一致した。また、都市化が急速に進んで

いる中国では、その地域に適した形の住宅地の合理的な計画法が必要であり、日本の都市
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計画と建築環境計画の研究成果と経験が中国の環境共生住宅の空間計画技術の確立に役

立つことも明らかになった。 

 今回のセミナーには京大の大嶌幸一郎工学研究科長も参加し、セミナー開催に尽力いた

だいた西安建築科技大学の副学長である王暁昌教授、中国側拠点である清華大学の黄霞教

授らと今後の学術的な交流を続けていく意思を確認した。西安市は京都市との姉妹都市で

もあり西安市の市政委員会張理副主任よりご挨拶をいただいた。 

 今後も工学研究科では、このような国際交流事業を通じ、多くの学術成果を挙げていく

とともに、途上国等の環境問題解決という観点から、国際社会への貢献を進めていく予定

である。 

 

１１．セミナー名：第１７回日本学術振興会拠点大学交流事業「都市環境」に関する日中合同会議 

日時：平成 21 年 10 月 26 日～10 月 27 日 

場所：日本 京都 京都大学 

参加者数〈人/人日〉：72/179 

成果： 本セミナーは日中両国の研究者を含む 4 つの研究グループが参加する包括セミナーとし

て開催されたものであり、都市環境問題に取り組む研究者間の交流が促進され、日中間な

らびに異なるグループ間の研究協力体制を構築することができた。また、大都市の環境問

題の解決策を見出すための情報共有が促進され、グループ間の有機的な研究協力体制を構

築することができた。さらに、地域の地理、気候および文化の差異に基づいて異なる日中

両国の都市環境問題に関する研究の進展状況を把握することができた。 

 これらに加え、次年度にプログラムの最終成果としてそれぞれのグループから発刊を予

定している書籍（研究者・大学院学生の教育に利用できるもの）について、具体的な章割

とその分担者ならびに初稿の提出期限について参加者全員で確認することができた。 

 

１２．セミナー名：第１８回日本学術振興会拠点大学交流事業「都市環境」に関する日中合同会議 

日時：平成 22 年 10 月 21 日～10 月 22 日 

場所：中国 北京 清華大学 

参加者数〈人/人日〉：56/178 

成果： 本セミナーは日中両国の研究者を含む 4 つの研究グループが参加する包括セミナーとし

て開催された。都市環境問題に取り組む研究者間の交流が促進され、日中間ならびに異な

るグループ間の研究協力体制を構築することができた。また、大都市の環境問題の解決策

を見出すための情報共有が促進され、グループ間の有機的な研究協力体制を構築すること

ができた。特に今回は日本各地からのみならず、中国国内各地の研究者も参加し、今後に

向けた協力関係を幅広く構築することができた。 

 さらに、地域の地理、気候および文化の差異に基づいて異なる日中両国の都市環境問題

に関する研究の進展状況を把握することができた。これらに加え、本事業の最終成果とし

てそれぞれのグループから発刊を予定している書籍（研究者・大学院学生の教育に利用で

きるもの）について、分担者及び書籍の具体的な中身の確認を参加者全員で行い、それぞ

れのグループの進捗状況や方向性について情報共有をすることができた。 
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３－４．若手研究者の交流に関する成果 
本拠点大学交流事業では、日本と中国の次代を担う若手研究者、技術者の人材育成を重要課題とし

て位置づけている。両国の若手研究者の招聘、派遣を進め、互いに相手国を訪問・滞在し、共同研究

において大きな成果をもたらしている。日本側からの派遣研究者は若手の助教や博士・修士課程学生

であり、中国での現地調査への参加や中国側の若手研究者との相互交流も行われている。中国側から

の招聘研究者は若手の准教授や講師、博士課程学生であり、日本でのセミナー参加や実地調査によっ

て環境技術に関する多くの知見を得ている。若手研究者育成に関してこれまでに得られている成果を

以下に示す。 

 

○日本側と中国側若手研究者の本事業での共同研究関連の論文が多数執筆、発表されている。 

○日本側研究者が中国の学生を博士課程に入れて研究指導をし、また中国の大学の博士課程学生の研

究指導をしている。 

○日本側研究者が指導する学生の研究に本事業の活動で得られた成果が含まれ、この研究論文に対し

て博士の学位が授与されている。 

○日本側研究者が指導する修士課程及び博士後期課程の学生が中国の現地において、本事業の研究に

関連する対象について調査を行い、修士論文及び博士学位論文にまとめた。 

○文部科学省が公募した平成１６年度「現代的教育ニーズ取り組み支援プログラム」に対して、京都

大学は、アジアの複数国において遠隔同時 k 峰義（E-learning）を行うプログラム「国際連携によ

る地球・環境科学教育ーアジア地域の大学との同時進行型連携講義の構築と実践ー」を構想し、本

事業によって良好な協力体制が整っている清華大学を遠隔講義実施大学の中の１つとして応募し、

この構想は眠部科学省に採択され実施されることとなった。その後このプログラムは順調に進めら

れ終了した。そしてその後も発展し両大学の正規科目「新環境工学Ⅰおよび新環境工学Ⅱ」として

現在も継続し若手研究者の育成に大きく寄与している。この教育プログラムの運営組織・インフラ

の構築は、本拠点事業で構築された協力体制や研究成果に基づいている。 

○本事業の交流による研究者ネットワークを背景に、中国側からの京都大学等の日本側大学への博士

後期課程大学院生としての留学が促進され、その中には既に博士学位を取得し中国側の大学の教員

になっているものも、「３－２共同研究を通じての研究業績・研究者としての発展」に例示されて

いるように、尐なくない。 

○本事業の共同研究の成果を基に博士学位論文を作成し、京都大学より博士号を授与されている中国

側大学教員もいる。 

○本事業での共同研究を基にした日中両国の若手研究者が中心となる研究に対しての研究費の取得

もなされている。 

○本事業の共同研究に参加していた中国側学生で、日本側研究者が主推薦人となり米国の大学院博士

後期課程に進学した者もいる。 

 

 以下に、中国および日本側の若手研究者の本事業での体験談を掲載する。 
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JSPS-MOE 事業を通じて 
 

清華大学環境科学及工程系 

講師 LIANG Peng 

 

本事業の支援の下で

2008 年 2 月から、私は

京都大学、東京大学、

九州大学及び福岡大学

を訪れ、中日両国でそ

れぞれ開催されたセミ

ナーに合計４回参加し

ました。 

私の研究分野は、廃

水処理の扱いに関する

もので、排水からのエ

ネルギーの抽出にあたって、微生物の燃料電池

を用いることに関心を持ってきました。私はセ

ミナーで自らの研究について２回発表し、他の

研究者から多くの議論と提案を受け、有益な考

えと新たな協力の機会をいただきました。また、

北海道大学の岡部教授と電極上の生物膜につい

て相談する機会を得ました。大連理工大学の

QUAN 教授もまた、カーボンナノチューブの成

長方法について、私にいくらかのためになる助

言をくださいました。日本滞在中、私は最新成

果を学ぶためにいくつかの研究機関を訪れまし

た。そこでは大嶺聖准教授のような新進気鋭の

研究者に歓迎して頂きました。彼らとの討議か

ら、私は日本の学問の世界についてと同時に、

自信の研究テーマについて多くを学びました。

これは今後の協力や交流への大きな一助となる

でしょう。 

この交流事業は私の学問的な地平を切り開く

と同時に、多くの研究者にとって、彼らのアイ

デアと研究を高めあえ、有益でした。このよう

な事業に参画出来たことを、大変光栄に思いま

す。 

 

 

JSPS-MOE 事業交流総括 
 

 昆明理工大学環境科学与工程学院 

教授  Xiaolong TANG 

 

昆明理工大学は拠点

大 学 交 流 事 業

JSPS-MOE「都市環境」

の協力大学の一つです。

本事業では分野の近い

教員が、毎年行われる

交流事業に参加してい

ます。それにより若い

教員の視野を広げ、中

日の学術交流への大きな寄与をなしています。

環境科学与工程学院の准教授として、私は２回

のセミナー(2007 年 9 月 3～4 日に清華大学にお

いて開催された第 13 回セミナー、2010 年 10 月

21～22 日に清華大学において開催された第 18

回セミナー)に参加しました。2011 年 3 月 9～16

日、本事業の支援の下、私は NING Ping 教授及

び WANG Xueqian 准教授とともに共同研究で

日本を訪れ、北海道大学と京都大学を訪問し、

以下の成果を得ました。 

・打ち合わせを通じて、日本及び中国国内での

研究のアイデア、方法、研究の優先事項、最

新の研究事情及び近い将来に重要になりそう

な課題を知った。 

・実験における日本人研究者の研究方法とアイ

デア-光触媒方法を用いた車の排気ガスにおけ

る NOX の浄化-は私の研究のよい参考となっ

た。 

・セミナーと打ち合わせを通じて、私は自分の

最新の研究を紹介し、多くの有益な助言を得

た。また私は最近の研究である熱プラズマを

用いない触媒を用いた NO の浄化について紹

介した。豊橋技術科学大学の北田敏廣教授及

び他の日本人研究者は、私の研究意欲を刺激

し、私の今後の研究への新たな地平を見せて

くれた。環境の現象を理解し、特徴づける実

用性に興味を抱いた。 

・訪問と面談は都市環境の構造や保護への理解

を深め、また私をして中国国内の都市環境の

構造パターン及び開発の傾向への再考を促し

た。 
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JSPS-MOE プログラムを通して 

得たグローバルな視野 
 

北京航空航天大学 化学与環境学院 

准教授 Yifei SUN 

 

2002 年、倉敷で開催

さ れ た 第 四 回

JSPS-MOE Core 

University Program 

on Urban 

Environment で発表し

て以来、毎年セミナー

に参加させていただき

ました。JSPS-MOE プ

ログラムが実施された

十年間は、私自身が修士課程学生―博士後期

課程学生－ポスドク－教師へと成長した時期

にあたります。 

この十年間に JSPS-MOE プログラムの支

援の下、毎年、尊敬している先生方とセミナ

ー等で深くディスカッションすることができ

ました。闊達な雰囲気のセミナーは、普通の

学会よりも緊張しませんでした。2006 年のセ

ミナーは武田信生先生が主催した i-CIPEC 国

際会議と一緒にすることになり、また環境分

野の国際的に有名な学者とも出会うことがで

き、視野をさらに広げることができました。 

 このプログラムを通じて、中国の環境分野

の先生たちに出会うことができました。私は

修士課程から京都大学に留学し、また専門も

化学工学から環境工学に変更し、母国の環境

分野ことを深く知りませんでした。この十年

間にわたって、よく交流をし、中国の環境に

関することが良くわかるようになりました。

現在、中国国内で拠点大学の先生たちとよく

学会などで会うことができ、いまだに恩恵を

受け続けています。 

 JSPS-MOEプログラムが実施された十年間、

私は京都大学と大阪工業大学で勉強および研

究をしました。その間、知識を身につけただ

けではなく、周りの先生たちから影響をうけ、

人間としても成長しました。 

日本の留学経験はかけがえのないものです。

私は非常に感謝しています。日本にいた 9 年

の間に、京都大学、大阪工業大学、日本学術

振興会、山岡育英会、JSPS-MOE プログラム

などのさまざまなご支援によって、私は環境

分野における最先端の知識を身につけること

ができました。私は永遠に深く感謝する気持

ちを持っています。これからは以前に勉強し

た知識を活用し、地球の環境保全に新たな成

果を生み出すようにがんばります。これは

JSPS-MOE プログラムをはじめ感謝すべき方

たちに唯一できる「恩返し」であります。 

最後に未曾有の天災である東日本大震災で

被災された方々に、心からお見舞いを申し上

げます。私は、いつまでも日本を応援します。 

 

 

JSPS-MOE 事業を通じて 
 

修士課程学生 XIONG Lijun 

清華大学環境科学及工程系 

 

2005 年 9 月から 9

ヶ月間にわたって、私

は福岡に住み、勉強を

していました。この間、

埋立処理方式のよう

な廃棄物処理方法の

研究に、主に焦点を当

てていました。 

私の専門が環境工

学だったために、下水処理と廃棄物処理に着目

していました。多くの処理方式がある中で、未

だに中国では埋立方式が主流となっています。

準好気性埋立構造はまたの名を福岡方式と呼ば

れ、福岡大学と福岡市によって開発されたもの

で、高い技術と低い管理コストという面で、特

に建築維持費の予算が尐ない国に好都合です。

私はこの有名な技術を直接学ぶため、福岡にや

ってきました。日本における廃棄物処理と管理

の歴史の展開について学んだトレーニングコー

スから、私は地元の埋立処理場を訪れました。

準好気性埋立構造は多くの浸出液パイプを用い、

そこから空気がポンプを使わずとも自然に廃棄

物の層に入り、処理場をより好気的にし、それ
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によってバクテリアがより素早く廃棄物を分解

することがわかりました。 

当該方式を身につけ、微生物測定の学習した

後、私は異なるタイプの埋立処理場の影響につ

いて、実験室スケールでの浸漏計を用いた実験

を始めました。幸運なことに、福岡大学がこの

種の実験にちょうどよい設備を使わせてくれま

した。浸出液の再循環を用いた埋立や、また再

循環の前に浸出液を通気させてバクテリアにと

って最適の状態を作り出すといった、埋立処理

の効果を高めるためのいくつかの革新的な意見

が出ました。 

福岡に滞在中、福岡大学大学院工学研究科資

源循環・環境工学専攻の熟練した教授陣と熱心

で才気あふれる学生たちに大変助けられました。

我々はいつも熱い議論を交わし、最後には一致

した結論に至りました。また我々はお互いから

多くを学びました。違う文化と同じ目標。我々

は埋立の研究に身を捧げ、いくつかの結果が見

られた。研究室の成果からは、再循環を用いた

準好気性がもっとも効率がよく、その後、好気

性埋立構造、再循環準好気性構造及び準好気性

構造がそれに続きました。これは我々の実際の

仕事において、有益となるでしょう。 

中国に帰国後、私は Mengzi 埋立処分場の建設

及び初期の管理と制御に関わり、そこで理論的

な結論を実際の事業へと応用しました。 
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JSPS-MOE 交流事業に関わって 
 

京都大学大学院工学研究科都市環境工学専攻 

助教 日高 平 

 

 本事業開始時は博士

後期課程の学生として、

そして修了後は助手・

助教として、セミナー

などに参加させて頂き、

中国の先生方および学

生の方々との交流を深

めることができました。

これらの交流はその場

限りではなく、例えば、日本で一緒に環境関係

の施設訪問を行った先生に中国でも日本でもな

い海外で開催された国際会議でお会いし議論を

深めたり、海外の大学を訪問した際にお会いし

た中国からの留学生のかつての指導教授が本事

業でお会いした方であったりと、本事業の枠を

越えた交流の発展につながりました。 

 具体的な研究展開として、有機性廃棄物の嫌

気性消化技術の開発に取り組んでおります。セ

ミナーでの中国の同世代の先生の、嫌気性消化

技術に関する発表を聞いて興味を持ち、その先

生が過去に発表されている論文を読みながら、

自分の論文執筆において考察したこともありま

す。日中間での有機性廃棄物の性状や処理方法

の違いを学べた点も、有意義でした。 

 以上のように、環境工学の研究を行っている

著名な先生のみならず、同世代の研究者・学生

の方々とのネットワークを築けた点は、かけが

えのない財産であり、このような機会を頂いた、

本事業関係各位にお礼申し上げます。 

 

 

 

JSPS-MOE プログラムでの 

発表を通じて 
 

豊橋技術科学大学 環境・生命工学系 

助教 東海林孝幸 (Takayuki TOKAIRIN) 

 

2002 年、大学院博士

課程に在籍していた私

は指導教官の北田敏廣

先生より JSPS-MOE 

Core University 

Program on Urban 

Environment への参加

の機会を与えていただ

きました。そこでは当

時の研究テーマであっ

た道路周りの大気拡散について発表しましたが、

それが私の初の国際会議での発表でした。この

会議への参加を通じて日中の環境研究者との交

流を持つことができ、環境問題とその解決に国

境はないとの認識を新たにしたことを思い出し

ます。また、この会議をきっかけに、中国の環

境研究者が北田先生の研究室を訪問するなどの

相互交流が生まれ、私も懇親会等でご一緒させ

ていただき交流を深めることができたのも良き

思い出となっております。その後は、2004 年、

2009 年と 2 回にわたり発表の機会をいただき、

様々なテーマで研究している研究者の発表、情

報交換を通じて有意義な時間を過ごしました。 

2008 年に中国は雲南省昆明を訪問する機会も

いただき、昆明理工大学環境科学工程の先生方

の研究室訪問や大学案内などで大変お世話にな

りました。私にとっては初の中国訪問であり、

物珍しさも手伝って写真ばかり撮っておりまし

が、訪問中、特に印象に残っているのは人の多

さと街の賑わい、そして街を走る原付バイクの

ほとんどが電動であるということでした。後者

については、経済発展とともに環境についても

中国は力を入れているのだな、という認識を強

く持ちました。JSPS-MOE を通じた、これらの

貴重な経験は今後研究を進めてゆく上で大変有

益でありましょう。このような事業に参画する

機会を与えていただいたことに心から感謝した

いと思います。 
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京都大学－清華大学環境技術 

共同研究・教育センターの開設 
 

京都大学大学院工学研究科都市環境工学専攻 

助教 水野 忠雄 

 

私は、JSPS-MOE 事

業の恩恵を最も受け、贅

沢な思いをさせていた

だいた一人ではないか

と思います。といいます

のも、この JSPS-MOE

事業の一つの果実とし

て、中国広東省深圳市に

あります清華大学深圳

研究生院内に清華大学

と京都大学の共同セン

ターとなる京都大学―

清華大学環境技術共同研究・教育センターが

2005 年 10 月に開設され、その最初のスタッフ

として深圳に 3 年半住むことになりました。こ

こでは、研究・教育はさることながら、初期に

は共同センターを立ち上げ、その後の日常の運

営・管理などなど、多岐にわたる業務に携わり

ました。様々な業務を経験させていただいたと

いうのみならず、日中間の文化、習慣、考え方

などの違いに直面し、それを乗り越えるという

ことを通じて実質的な意味でも、私自身の対処/

対応能力の向上という意味でも本当に貴重な経

験をさせていただくことができたと思っていま

す。共同センターの役割の 1 つとして当初より

日中双方の学生を中心とした若手研究者が今後

海外で活躍できるための基盤を築くこと、また

交流を通じて将来的な協力関係を築くことがあ

り、そのための企画立案や実行に携わりました。

すなわち、これらの場の提供者として関わって

きたわけですが、実はこのことを通して私自身

がその恩恵を最も享受していたのではないかと

思います。いずれにしましても、当時の私の将

来像にはなかった仕事に関わることができ、日

本にいてはできない貴重な経験をし、さらに日

本にいては会えない多くの方々と仕事をさせて

いただく機会を得たことに感謝し、これまでの

経験を糧にして今後も広い視野・視界、柔軟な

発想を持ち、新たなことに挑戦していきたいと

思っています。このような機会を得るきっかけ

を提供していただいた JSPS-MOE 事業に感謝

いたしますとともに、本共同センターの設立・

運営に尽力された清華大学・京都大学の先生・

事務職員の方々をはじめ、本活動を通じて知り

合い応援していただいた方々に心より御礼を申

し上げます。最後になりましたが、共同センタ

ーは、環境関連産業 29 社(当時)から貴重な寄附

金を得て設立・運営がなされたことを紹介し、

寄附を頂いた各社・各位にも御礼を申し上げま

す。

 

 

JSPS-MOE 拠点大学交流事業を 

通じて 
 

中国人民大學 環境学院 准教授 

朱 芬芬 

 

私は 2005 年 10 月に

京都大学工学研究科の

博士課程学生として入

学しました。津野洋先

生に指導教授になって

いただきましたが、研

究面では武田信生先生

および高岡昌輝先生に

大変お世話になりまし

た。博士課程での研究は、清華大学での修士課

程での研究とはテーマも異なりましたので、公

私ともに色々と頑張って、新しい環境と研究に

徐々に慣れました。JSPS-MOE のセミナーに初

めて参加したのは 2007 年です。博士研究の内容

について発表を行いました。JSPS-MOE のセミ

ナーは、日本および中国の優秀な研究者が集ま

って、先進の研究内容を発表しあい、活発に議

論が行われました。先生からは、セミナーでは

常に新しい内容を発表するように求められたの

で、私はそのために、一生懸命研究して良い論

文を作成するように努力しました。幸い、その

後、2010 年度の最後まで JSPS-MOE セミナー

に毎回参加して、発表することができました。

セミナーへの参加は、中国の優秀な研究者との

交流が進み、中国の環境問題を以前よりもっと

理解することができたとともに、多くの中国の

偉大な先生、研究者、実業者の方々とよいネッ

トワークをつくることができました。私は博士

課程を 3 年間で修了した後、京都大学大学院工

学研究科 GCOE「アジア・メガシティの人間安

全保障工学拠点」のポスドク研究員に着任しま

した。それから、私は GCOE プログラムと

JSPS-MOEプログラムの両方に頑張って仕事し

ました。一つの成果は、2009 年に中国北京排水

集団と都市環境工学専攻環境デザイン工学講座
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との間で、下水汚泥の有効利用の研究に関して、

2 つのプロジェクトを立ち上げるとともに、両国

の若手研究者を中心としたシンポジウムを京都

大学で開催したことです。 

バイオマス資源である下水汚泥の有効利用に

関する研究は中国だけではなくて、日本を含め

全世界で現在重要な研究であるといえます。私

は JSPS-MOE と GCOE の交流プラットフォー

ムで、この研究分野をいろいろと勉強して、自

分の博士課程での研究内容も吟味して、新しい

研究方向を見出しました。その研究の方向は中

国にとって必要性が高く、評価されたことから

2010 年 10 月に私は中国人民大學環境学院の准

教授に採用されました。准教授として着任して

から、もうすぐ 1 年になります。最初は戸惑う

ことも多く、先輩の先生方に迷惑をかけていた

かもしれませんが、最近、先輩の先生から私と

一緒に採用された先生たちが中国人民大學環境

学院のレベルを上げたという言葉をいただきま

した。尐なくとも承認されたとうれしく感じて

いますが、これからも精進して勉強せねばなら

ないと気を引き締めています。 

2005 年から JSPS－MOE プログラムに参加

して、教育、研究、交流面で多くのことを学び、

研究に対する姿勢、視野、また自身の人格など

に大変な重大な影響を受けました。心から感謝

します。これからも頑張って、様々なことを学

び、成長し、中国および日本、そして地球の環

境の未来のために尽力したいと思います。 

 

 

JSPS-MOE 拠点大学交流事業に 

参加して 
 

京都大学大学院工学研究科 

都市環境工学専攻 教授 

高岡昌輝 

 

JSPS-MOE の拠点大学交流事業が始まる前

に、清華大学との環境

とエネルギーに関す

る会議が 1999 年（京

都大学）、2000 年（清

華大学）に行われ、そ

こから私の中国側研

究者との本格的な交

流が始まった。2000

年 11 月中旪に初めて

清華大学を訪問して

ゲストハウスに宿泊したが、大変寒く、周りの

道路には自転車があふれ、交通網の整備もまだ

まだであったことをよく覚えている。その翌年

に本事業が開始された。それから 10 年が経過す

るが、この間中国は目覚ましい発展を遂げ、清

華大学の構内外には新しい建物が建設されてい

まや自転車は車にとって代わられ、清華大学近

くまで地下鉄も通っている。このようなダイナ

ミックな変化がもたらされている時期に清華大

学を中心とした中国側研究者と交流できたこと

は大きな刺激を受けることになり、視野が広が

ったのではないかと感じている。 

私自身を振り返ると当初 2001 年は助手であ

ったが、2002 年に助教授に、2011 年本事業が終

了する直前であるが本年 1 月に教授に昇進させ

ていただいた。まさに、激動の 10 年間であり、

本拠点交流事業に育てていただいたと言っても

過言ではない。現在では、多くの中国側研究者

の方と JSPS-MOE での交流で知り合えたこと

で、別の国際会議においても顔を合わすように

なり、より密に交流が深まっている。JSPS-MOE

での経験が別のところでも活かされるという良

い循環を生んでいるといえよう。 

JSPS-MOE のプログラムが行われていた 10

年の間に、当研究室では埋立処分場の調査や都

市における有機性廃棄物の co-management に

関する共同研究も始まっており、研究面での成

果も大きいが、何よりも大きな財産となったの

は、積極的に中国の留学生を受け入れて、当研

究室からは優秀な卒業生を輩出したことに尽き

ると思っている。彼女らうち 3 名は中国の大学

に准教授として戻ったことから、これからさら

に密な交流を行っていく基盤を築くことができ

たと思われる。中国はこれからさらに経済発展

することと思うが、資源は有限であり、様々な

制約に悩まされることとなろう。日本にしても

未曾有の東日本大震災に被災し、多くの問題を

抱え、それを乗り越えていかねばならない。今

後も両国は互恵関係を保ちつつ、協力していく

ことは多いと思われる。これから第二ステージ

の始まりである。より実質的な共同研究を実施

し、両国の環境問題の改善に寄与、貢献してい

くことおよびそれを志向する人材を育成するこ

とを目指す必要があるが、これには、まだまだ

精進し、勉強せねばならないことが山積してい

る。 

最後に、本事業のコーディネーターであった

宗宮功先生、武田信生先生、津野洋先生、また
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中国側の清華大学の HAO Jiming 先生、廃棄物

管理グループの中国側グループリーダーであっ

た WANG Wei 先生に大変お世話になり、ご指導

いただきました。ここに記して深く感謝いたし

ます。またプログラムリーダーの歴代の留学生

担当講師の先生方、事務職員の方々、このプロ

グラムに拘わられたすべての方々に感謝申し上

げます。 

 

 

JSPS-MOE 事業について 
 

大連理工大学建設工程学部 

准教授 SHI Lei 

 

2008 年 10 月 23 日に

私は中国の西安で開催

された第１６回 JSPS

拠点大学交流事業「都市

環境」に関する日中合同

会議に参加しました。今

思うと、この会議の参加

は私が JSPS-MOE プロ

グラムにかかわるきっ

かけでした。日本と中国

から多くの研究者が集め、異なる立場から都市

環境問題について意見交換していました。 

私の研究は都市インフラ施設整備のガバナン

ス制度設計でした。中国をはじめ、多くの発展

途上国はインフラ施設の整備に力を入れていま

す。その中、法律、制度などの不完備性に起因

して腐敗、欠陥工事など多くの問題が起こって

います。これらの問題点の発生メカニズムを明

らかにし、制度設計を通じて当事者に適当なイ

ンセンティブを与え、問題の解決を試みること

は私の研究の主な目的でした。 

私は京都大学で留学した間、工学研究科都市

社会工学専攻の諸先生のご指導のもと、先端理

論を学ぶことができ、さらに日本の進んだ制度

についても勉強することができました。日本で

もインフラ整備について融資や入札などの面で

問題が起こっています。私は特に PFI（Private 

Finance Initiative）のガバナンスに焦点を当

て、モラルハザードなど非効率性問題に着目し、

保証金や金融機関のモニタリングなどの制度の

役割について分析しました。 

このプログラムに参加することによって、私

は日本に限らず、中国の多くの先生たちに会う

ことができて、大きな刺激を受けました。また

そのお陰で、現在、私は中国の大連理工大学の

建設工程学部の准教授に勤めることができまし

た。中国に帰国後、日本で学んだことを中国で

応用し、中国のインフラ施設の整備の発展に貢

献したいと思います。特に、中国で社会問題と

もいえる腐敗問題の解決に精力を注ぐ予定です。 

JSPS－MOEプログラムに参加していなければ、

中国でポストを見つけ、大好きな研究をつづけ

られなかったのではないかと思います。これか

らもこのプログラムの目的の一つでもあるが、

日中間の都市環境、インフラ整備などの分野の

交流事業に微力を尽くしたいと思います。 
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３－５．交流を通じての相手国からの貢献 
 本事業における共同研究は、日中両国の経済状況や社会状況、また地形や自然条件等の異なった条

件下で、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を強

く意識し、より快適で安全で安定した都市を目指して資源循環型社会の構築を目的としている。この

ため、相手国からの貢献がなければ効率的に共同研究を進めることは困難であったが、中国側研究者

からの種々の面での積極的な協力が得られ十分な研究成果を上げることができた。以下にいくつかの

具体的事例を示す。 

 

○共同研究の推進、ワークショップやセミナー等 

中国側の拠点大学、各協力大学などの自発的で多大な貢献により共同研究の推進、ワークショップ

やセミナー等が実施され、人的なネットワークの拡大、知識とアイデアの共有化、合理的な共同研究

の形成がなされた。この具体的事例としては、後述の「３－８予期しなかった成果」に記されるよう

に多くの共同研究が、本事業以外の経費を得ることで実施でき成果を上げることができた。 

 

○現地調査や情報・データ・知見の収集での貢献 

 共同研究の遂行の第一歩は、本事業のテーマである都市環境の状況を知ることである。このための

現地施設の見学を多く行ったが、これが可能になったのは中国側研究者のアレンジと同行によるもの

である。たとえば、北京市、上海市、深圳市等の都市の下水処理場や廃棄物処理施設等であり、それ

を踏まえた研究の展開に大きく貢献した。 

 研究の展開においては、特に計画研究やシミュレーション研究においては、日本では入手困難なも

のも含めての情報・データ・知見の収集が不可欠である。たとえば、大気汚染関連や廃棄物事情に関

する資料やデータの提供はきわめて重要であった。例えば、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」（代表：豊橋技術科学大

学北田敏廣）では、清華大学の HAO 教授が海外協力メンバーとして参画し、データや情報の提供な

ど研究の遂行に大いに貢献があった。また国際協力銀行の「中国環境円借款貢献度評価に係る調査」

の実施は、本事業の遂行で重要であったが、これは中国側の協力（清華大学・HAO Jiming 教授、

HE Kebin 教授、MA Yongliang 助教授ら）が無ければ実現し得なかった。 

 本事業の共同研究では中国現地での調査も極めて重要であるが、これは現地調査の対象や場所の決

定、相手方の承諾や調査のアレンジ、現地への移動等での調査時の便宜等の中国側の貢献により初め

て可能になった。例えば、深圳市・下坪(Xiaping)廃棄物処分場や北京市の北神樹(Beishenshu)廃棄

物処分場において、LFG 中成分の調査および埋立地表面からのメタンフラックスの調査は、清華大学

の WANG Wei 教授のサポートによるものである。また、深圳市地域の環境水中の環境ホルモンや

POPs 調査については、ZHANG Shihui 教授の、北京市下水処理場での調査は HUANG Xia 教授の

サポートによるものである。 

 

○中国の有する高度な技術分野の共同による効果的な進展 

本事業は日中の参加研究者の知見を併せて展開することも特徴である。例えば、清華大学の

HUANG Xia 教授は膜分離生物学的処理では世界的に知られた研究者であるが、その知見と我が国の

世界トップレベルの膜技術の知見とが合わさって、本事業の膜分離生物学的処理法の開発は大きく進

展した。 

 

○都市環境の基本的枠組みの構築 

 日中の経済的条件、社会的条件、文化や生活センスに基づく共同による新たな考え方や知見の組み

入れも本事業の重要な要素である。本事業を通じて中国側の合理性の考え方には教えられることも多

かった。 

 

○研究者の現地長期派遣での便宜 

本事業では、日中双方の若手研究者や博士課程学生を相手国へ派遣し、相互ディスカッションや共

同研究を実施した。例えば、京都大学大学院生が平成 18 年度から 22 年度までに中国深圳において清

華大学と長期にわたる現地調査や現地適用技術の開発を行っている。具体的には京都大学の博士後期

課程学生、高部祐剛が深圳で二枚貝の濃縮特性を活用した水域での POPs モニタリング手法とリス
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ク初期評価に関する研究を展開、花本征也も河川流域における医薬品類の動態に関する研究を展開さ

せた。修士課程学生の西田佳記は中国南部都市の河川流域における PPCPs の実態調査を行い、鈴木

裕識は中国南部都市の河川流域における PFCs の実態調査を同地で行った。また、下坪埋め立て処分

場でのメタンガス発生量等や北京下水処理場での PPCPs や内分泌攪乱物質の長期調査が現地で行わ

れた。東河市の浄水場での浄水技術開発研究もなされている。 

 

○インターンシップ 

 京都大学の学生を中国の大学でインターンシップとして受け入れ、指導を行った。例えば京都大

学・高岡研究室周頴君博士学生を清華大学 WANG Wei 教授へ研究指導委託を行い、中国の現場での

バイオマス廃棄物のメタン発酵研究に約 6 カ月間従事させた。これにより、海外インターンシップと

しての単位が認定された。 

 

○拠点 

 2005 年 10 月に京都大学―清華大学環境技術共同研究・教育センターが清華大学の深圳キャンパス

に設立された。このセンターは、京都大学の兹任教授と常駐教員２名（准教授・助教）が、清華大学

の教員と共同して教育・研究にあたるという画期的なものである。この設立に当たっては、日中両国

の解決すべき課題も多くあったが、中国側の特段の努力と配慮により可能となった。このセンターは

その後のG-COEやEMLの主拠点として機能している。また、その他の大学やキャンパスでもG-COE

や EML の拠点として貢献してもらっている。 

 

○実験施設の提供 

現地調査においては、中国大学等の実験施設や分析器具・機器等の提供や使用が許され効率的な研

究が展開された。 

 

○客員教授、特別講演等 

中国側研究者が日本に来た際に、多くの大学で特別講演や特別授業を行い、多くの学生の教育に貢

献した。清華大学の HAO Jiming 教授および WANG Chengwen 教授は平成 20 年 4 月 1 日から平成

21 年 3 月 31 日までの間、福岡大学環境保全センターの客員教授に就いていた。 
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３－６．交流を通じての相手国への貢献 
本事業の１０年の間に数多くの研究者が交流し、ネットワークの構築、維持、拡張等が行われた。

そのネットワークを生かして、中国人留学生を受け入れた。そのうち一部の学生は学位を取得するな

ど、着実に人材育成に貢献してきた。拠点大学交流事業の日本側拠点大学には国費留学生の拠点枠が

毎年度１人割り当てられたため、受入に際しては有用に使われた。京都大学大学院工学研究科で受け

入れた中国人留学生を下表に示す。 

 

 入学年度 専攻 種別 形態 

1 平成１０年度 建築学 博士後期課程 私費 

2 平成１２年度 環境工学専攻 博士後期課程 私費 

3 平成１３年度 環境工学専攻 修士課程 私費 

4 平成１５年度 都市環境工学 博士後期課程 私費 

5 平成１５年度 都市環境工学 博士後期課程 国費 

6 平成１５年度 都市環境工学 博士後期課程 国費 

7 平成１７年度 建築学 博士後期課程 国費 

8 平成１７年度 都市環境工学 博士後期課程 国費 

9 平成１７年度 都市環境工学 博士後期課程 国費 

10 平成１７年度 都市環境工学 博士後期課程 国費 

11 平成１８年度 都市環境工学 修士課程 私費 

12 平成１８年度 都市環境工学 博士後期課程 国費 

13 平成１９年度 都市環境工学 博士後期課程 国費 

14 平成１９年度 都市環境工学 修士課程 私費 

15 平成２０年度 都市環境工学 修士課程／博士後期課程 私費 

16 平成２１年度 都市環境工学 修士課程 私費 

17 平成２１年度 都市環境工学 博士後期課程 国費 

18 平成２１年度 都市環境工学 博士後期課程 国費 

19 平成２１年度 都市環境工学 博士後期課程 国費 

20 平成２１年度 都市環境工学 博士後期課程 国費 

21 平成２１年度 都市環境工学 修士課程 私費 

22 平成２１年度 都市環境工学 修士課程 私費 

23 平成２１年度 都市環境工学 修士課程 私費 

24 平成２２年度 都市環境工学 修士課程／博士後期課程 私費 

25 平成２２年度 都市環境工学 修士課程 私費 

26 平成２２年度 都市環境工学 博士後期課程 国費 

 

 また、日本は過去に悲惨な公害を経験し、それを克服した経験を有することから、我が国の経験を

伝え、紆余曲折なく都市の環境保全を図る指針を示すことが本事業の目的である。このようなことか

ら中国側にへの貢献も多くなされた。以下にいくつかの具体的事例を示す。 

 

○共同研究の推進、ワークショップやセミナー等 

 日本側の拠点大学、各協力大学などの自発的な貢献により共同研究の推進、ワークショップやセミ

ナー等が実施され、人的なネットワークの拡大、知識とアイデアの共有化、合理的な共同研究の形成

がなされた。この具体的事例としては、後述の「３－８予期しなかった成果」に記されるように多く

の共同研究が、本事業以外の経費を得ることで実施でき成果を上げることができ、またいくつかの研

究・教育学術協定等が新たに結ばれた。 

 

○日本の有する高度な技術分野の共同による効果的な進展 

 津野教授らのグループでは、清華大学の学生や深圳市水質センターの職員を京都大学に招聘外国人

学者等として招聘し、内分泌攪乱物質、難分解性微量有機汚染物質、医薬品等、消每副生成物等に関

する２週間にわたる分析技術研修を３回（平成１９年２月、７月、平成２１年１０月）実施し、日本
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の高度分析技術の移転を図った。これにより中国でのこの分野の科学技術の発展に大きく貢献してい

る。なお、参加した深圳市水質センターの職員はそれぞれその後昇進しているが、それにはこの研修

が高く評価されたとセンター長から謝意が述べられている。また、中国側研究者の日本が有する高度

分析機器の共同利用もなされている。 

 本事業の実施やまたそれにより得られた成果の中国側への貢献もある。例えば、日本の高度の膜処

理技術と中国の膜分離生物学的処理技術が融合した技術が中国への採用に貢献し、オゾン処理技術は

水資源の逼迫している中国における下水処理水の再利用に貢献し、また、本事業で議論された湖沼環

境保全計画・技術は中国湖沼の富栄養化からの改善に大きく貢献する。さらに、リスク低減のための

モニタリング評価と対策技術は、中国における意図的および非意図的な水の再利用での安全性確保に

貢献する。 

 大気汚染分野では大気汚染の現状と原因の把握を行い、将来の大気汚染物質排出量に関するシナリ

オとそれに基づく大気汚染予測から未来の環境汚染回避方策への提言を可能とし、中国都市での大気

汚染防止に貢献している。例えば、平成 19 年 1 月には、北田教授、倉田助手が清華大学を尋ね北京

オリンピック時の大気汚染制御効果に関する清華大学側の研究について討論を行っている。中国の大

気汚染物質排出量推定と分布図の作成、北京市の大気汚染シミュレーションモデルの作成と制御法の

提示、また、温暖化効果ガス排出抑制スキームの手法の提示なども行っている。中国の大都市の微粒

子汚染に対する人為および自然の排出源の寄与をを見積もる研究を行い、地域に応じた環境制御の必

要性を指摘している。 

 廃棄物管理等の関係では、2003 年に、行政及び民間企業を対象としたシンポジウム「大都市圏意

おける固体廃棄物処理と環境保全」を北京市で開催し、中国のこの分野での施策や技術展開に大きく

貢献している。また、廃棄物焼却場や廃棄物処分場の実情調査を踏まえ、廃棄物の質・量の予知技術

の開発とその資源化や処理・処分技術の開発と提案がなされ、これらは、中国のこの分野に大きく貢

献している。例えば、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、その特性を明

らかにするとともに、発生するメタンガスの自動車燃料や発電への利用のための知見を提示した。ま

た、自治体国際協力事業「中華人民共和国廃棄物埋め立て（福岡方式）技術移転事業(2003~2006)」

が清華大学と福岡市及び福岡大学（松藤康司教授）の間で締結され、実際に日本の技術が適用された。 

 都市基盤関連では、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合

理的な住宅地の計画法を構築し、さらに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

技術を確立して、中国の都市の持続的な発展を指導する指針を示した。また、合理的で効率のよい日

本の建築技術計画、知識技術、設計方法などの知見を中国に紹介し、それらの適用実験を通じて人材

育成をも図ることにより、建築工事や設計の合理化によって環境改善に貢献することが可能とした。 

 以上のような本事業を通じての成果は、2008 年の北京オリンピックでも、例えば会場の水再利用

でのオゾン処理の適用や会場内の廃棄物資源の循環、北京市内の大気汚染防止など、尐なからず貢献

した。この概要は一部 2009 年の本事業のセミナーでも発表されている。 

 また 2010 年に開催された上海万国博覧会の開催でも貢献している。例えば、中国・同済大学は万

博開催の環境影響評価実施の中心機関として位置づけられ、上海市の資金を得て Shanghai EXPO 

Research Center を立ち上げた。本交流事業に参加している LI Guangming 教授は副所長を、XIA 

Siqing 教授は水環境保全を、HE Pinjing 教授は建設現場からの廃棄物管理を担当している。2005 年

に開催された愛知万博において、豊橋技術科学大学・北田敏廣教授が財団法人 2005 年日本国際博覧

会環境影響評価アドバイザー会議委員を務めており、当教授を通じ HE Pinjing 教授らは愛知万博の

会場および(財)2005 年日本国際博覧会協会への訪問を実現し、愛知万博における環境管理のノウハ

ウを上海万博へ活かした。また、本グループの HE Pinjing 教授は建設現場からの廃棄物管理を担当

した。平成 17 年には愛知万博の会場および(財)2005 年日本国際博覧会協会への訪問を実現し、愛知

万博における環境管理のノウハウを上海万博へ活かした。 

 

○現地視察や情報・データ・知見の収集での貢献           

 上下水道施設や廃棄物処理施設については、日本の進んだ技術や管理を中国研究者が理解し研究進

展に反映するために、多くの施設の現地視察を企画し、実行した。また、これらに関する情報やデー

タ等、日本の環境等や環境管理に関する情報やデータ等の収集・提供を行った。 

 

○客員教授、特別講演等 
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 日本側研究者が中国の大学訪問時には、多くの大学で特別講演や特別授業等を行い、多くの学生の

教育に貢献した。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、同済大学を訪問した際、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。また京都大学の津野洋教授は清華大学深圳研究生院の客員教授に就いている。 

 

○共同教育 

  共同教育を通じても貢献している。例えば、京都大学―清華大学環境技術共同研究・教育センター

では、京都大学の学生ばかりでなく、清華大学の大学院学生の教育や研究指導を行っている。また、

京都大学、清華大学、同済大学を含む日中韓７大学間での博士後期課程学生の連続相互研究プログラ

ムが実施され、延３週間に及ぶ合宿形式の相互研修が行われ、成果を上げている。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）を担当したが、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・マラヤ大学間で、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（新環境工学Ⅰおよび新環境工学Ⅱ）が正規授業として

実施されている。 

 

○中国環境評価 

  平成 16 年 12 月、京都大学は国際協力銀行から「中国環境円借款貢献度評価に係る調査」を受託し

平成 17 年 11 月までの間、調査を行った。この評価事業は拠点大学交流事業で築いた人的ネットワー

クをベースに受託が実現したもので、当交流事業からは京都大学・永禮英明講師、山本浩平助手、清

華大学・HAO Jiming 教授、HE Kebin 教授、MA Yongliang 助教授らが参加した。この評価事業は

中国向け環境円借款事業の妥当性と効果を把握するものであり、日本の対外援助政策、および中国の

環境保護政策に関連するものである。成果は国際協力銀行の報告書として一般に公開されているほか、

国内では新聞記事や NHK のニュースの中で報道されている。また、中国においても新華社系のホー

ムページ上にて報告書の概要が紹介された。中国・環境保護総局（SEPA、日本の環境省に相当）で

は同調査結果を踏まえ日中環境協力を一層促進する方策を検討し始めており、本評価事業は日中両国

の外交ならびに環境保護政策に対し大きな影響を及ぼしている。 

 

○外部評価 

 世界の環境工学関連の著名な研究者による、2010 年に実施された清華大学環境科学与工程系の国

際外部評価委員（米国６名、ヨーロッパ３名、アジア１名）にアジア代表委員として津野洋（本プロ

ジェクト・コーディネータ）が参加し、評価を行うとともに、今後の展開の方向を示した。これは清

華大学環境科学与工程系の今後の発展に大きく貢献すると期待される。 
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３－７．成果の社会への還元 

 本事業が課題とする自然との共生を図りうる資源循環型社会の構築のためには、先進国・発展途上

国の違い、科学技術の発展段階や自然環境、文化的背景の違いの調和を図りながら、都市環境におい

て、単に公害問題の解決を図るだけでなく、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、都市水環境・大気汚染・廃棄物の制御・管理や資源化、ならびに都市基盤施設の制御・

管理における理念の確立、技術やシステムの開発に関する永続的な調査・研究が必須であり、とりわ

け日中間での協働体制は、本事業によって確立されたと言って良い。日中両国の研究者のプロフィー

ルの CD を作製し、京都大学と清華大学間にて大学院の正規授業として遠隔同時講義を開始し、博士

共同講義コースを設立し、清華大学キャンパス内に京都大学―清華大学環境技術共同研究・教育セン

ターを設立し、京都大学・清華大学・深圳市環境科学院間の連携協定に調印するなど、本事業は日中

間の学術的・文化的交流に大きく貢献している。 

  そして、近年の急速な都市化により様々な問題を抱え、また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であり、本事業では価値のある研究成果があげ

られ、持続可能な社会の発展に寄与することが期待できる。この成果は、両国の効果的な環境保全に

役立ち、また世界の多くの国にも貢献できる。また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、都市環境分野において日中両国にとって非常に効果的であり、また重要である。 

  さらに、10 年間にわたる本事業の実施により、両国間の研究ばかりでなく大学院学生まで含めた交

流により両国間の相互理解と信頼関係が築かれたことは両国にとって社会的意義も大きいと考えら

れる。 

 

  以下、各グループが行った研究成果の社会への還元について以下に示す。 

 

（１）都市水環境制御・管理に関する研究（グループ１） 

 清華大学の学生や深圳市水質センターの職員を京都大学に招聘外国人学者等として招聘し、内分泌

攪乱化学物質、難分解微量有機汚染物質、医薬品等（PPCPs）、消每副生成物に関する分析技術研修

を実施し、日本の高度分析技術の移転を図ったが、これは日中間でのデータ比較や共同対策に大きく

貢献する。また本事業の実施やまたそれにより得られた膜分離生物学的処理法やオゾン処理法などの

先端技術は、日中両国での適用に貢献し、また我が国技術の中国への適用や展開にも貢献するものと

期待される。実際に、本事業以外のセミナーでは両国の地方自治体や民間企業が参加したセミナーを

本事業の研究者が主体となり日中両国で開催している。本事業で展開された下水汚泥の嫌気性メタン

発酵によるエネルギー回収技術は、中国における施策検討の契機となり、また我が国での理念作りに

大きく貢献している。中国の湖沼水質保全計画の策定や対策技術では、我が国の経験や技術が参考に

され、大きな成果が期待される一方で、今後の中国の経験が我が国にも活かされると期待されている。 

 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）」による共同研究

が遂行され、日本側が開発した POPs 分析や PPCPs の同時分析の技術を中国側の研究者に移転し両

国で共有化を実現させ、また淀川流域、北京市、深圳市の水域や下水処理場の比較・解析を行い、両

国の実情に応じた相対的リスク評価の方法を提示した。これは学術の発展のみでなく、我が国技術の

中国への展開にも貢献すると期待される。 

 京都大学―清華大学環境技術共同研究・教育センターでは、実際に中国の河川水や下水を使った技

術開発研究を行い、中国の水処理への貢献だけでなく中国の技術のあり方を我が国に提示し、我が国

の企業に貢献している。また、京都大学・清華大学間遠隔同時講義では「新環境工学Ⅰ」として水質

保全の基礎原理や対策技術、両国の現状等についての講義がなされ、日中両国の学生の教育に大きく

貢献している。 

 

（２）大気汚染制御・管理に関する研究（グループ２） 

 黄砂で理解されるように、我が国の大気汚染防止には中国での大気汚染防止も重要であることや、

日中両国の大気汚染防止を効果的に行うには共通する対策や技術が適用されうることから、大気汚染

制御・管理の分野では日中両国で共同することが重要である。 

 まず、都市大気汚染および越境大気汚染の数値シミュレーションに関しては、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、北部および西部の土壌粒子が強く影響すること、中国南

部の山間部の都市においては季節によりバイオマス火災・燃焼が関与することなどが判明し、これら
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の地域に応じた微粒子汚染対策のための知見を提供することができた。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。これらの

研究成果は、セミナー等を通じて本共同研究に参加する研究者だけでなく、日本および中国の関係者

にも情報提供ができ、実際の環境対策に生かされていくものと考えられる。 

汚染制御のための浄化技術の開発に関しては、石炭やバイオマスなどの燃焼時の汚染物質の排出抑

制技術や道路沿道での窒素酸化物の高活性炭素繊維による除去技術など日本の研究機関で開発され

ている様々な技術が、中国が直面する深刻な都市大気汚染を緩和するために直ちに有効であることを

認識する事ができ、セミナー等を通じて広く関係者に周知する事ができた。 

低炭素社会シナリオに関しては、将来の二酸化炭素排出量の削減のために日本および中国の将来の

排出量推計、環境税などの法的対策や削減技術の導入による削減効果を定量的に見積もることができ、

これらの成果は日本および中国の研究者と共有し、それぞれの研究者が参画する行政の委員会などを

通して、社会に成果が還元されている。 

  また、京都大学・清華大学間遠隔同時講義では「新環境工学Ⅱ」として大気汚染防止の基礎原理や

対策技術、両国の現状等についての講義がなされ、日中両国の学生の教育に大きく貢献している。こ

の遠隔講義の技術は、発展途上国でも有効に機能する遠隔地教育実践手段の開発とともに、国際感覚

豊かで実践的英語能力を持つ卒業生の輩出なども期待される。 

 

（３）廃棄物制御管理と資源化に関する研究（グループ３） 

 日中両国の試料やデータの解析ならびに現地調査等を踏まえ、日中両国を比較し、両国での廃棄物

の 質・量の予知技術の開発とその資源化処理・処分技術の開発と提案がなされた。また、2003 年に、

行政及び民間企業を対象としたシンポジウム「大都市圏における固体廃棄物処理と環境保全」を北京

市で開催し、両国間での技術交流に貢献している。 

 福岡大学・松藤教授らは廃棄物埋立処分場建設に関する技術移転を実施しており、この技術協力の

もと雲南省・蒙自県において処分場が建設されている。処分場の建設は平成 16 年より開始され、ま

もなく終了する予定である。完成後は 15 年の間に 141 万㎥の一般廃棄物を受け入れる計画となって

いる。日本の技術が中国に移転された具体的な例であり、雲南省における環境保護に直接的に大きく

貢献するものである。また。これは、廃物処理技術も含め我が国技術の中国への展開でも貢献しうる

と期待される。 

 また、京都大学武田信生教授が清華大学 WANG Wei 教授、同済大学 HE Pinjing 教授と共同で執

筆し、日中英廃棄物用語辞典を完成させ、出版に至った（㈱オーム社より H18.10 発行）。今まで、

日中、日英、中英、の用語辞典は存在したものの、それぞれの用語を一元化し、また 3 カ国の用語を

一冊にまとめることで、廃棄物分野に携わる者、学ぶ者が明確な知識を手に入れられるようになった。

今後の日中の研究活動、共同研究、学術交流において、共通の用語を使うことで更なる成果が期待さ

れる。現在一般書店で販売されており、国内･国外において廃棄物分野において広く活用されている。 

 京都大学―清華大学環境技術共同研究・教育センターでは、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、その特性を明らかにするとともに、発生するメタンガスの自動車燃料や発

電への利用の資料を提示した。この成果は日本でのデータと比較することにより特性が明らかとなり、

学術面の進展とともに、中国を含め開発途上国への我が国の高い技術の展開に大きく寄与すると期待

される。 

 京都大学・清華大学間遠隔同時講義では「新環境工学Ⅱ」として固体廃棄物物処理の基礎原理や対

策技術、両国の現状等についての講義がなされ、発展途上国でも有効に機能する遠隔地教育実践手段

の開発とともに、国際感覚豊かで実践的英語能力を持つ卒業生の輩出など日中両国の学生の教育に大

きく貢献している。 

 

（４）都市基盤施設の管理・制御に関する研究（グループ４） 

 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合理的な住宅地の計画

法を構築し、さらに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し、中国

の都市の持続的な発展を指導する指針を確立することに貢献し、また合理的で効率のよい日本の建築

計画技術、知識技術、設計方法などの知見を中国に紹介し、それらの適用実験を通して人材育成をも

図ることにより、建築工事や設計の合理化によって環境改善に貢献することができる。これらの成果
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は、省エネルギー・省資源を目指す我が国にも活かされるものと期待されるとともに、我が国技術の

中国等の発展途上国への展開にも貢献するものと期待される。 

 

 

３－８．予期しなかった成果 
 本事業の研究プロジェクトに関連して、以下に示すような研究予算を獲得した。これによって、本

事業における研究の実質的な推進および発展が可能となっている。 

 

１．文部科学省京都大学：「現代的教育ニーズ取組支援プログラム（地球・環境科学教育）」（代表者：

荒木光彦（京都大学）、コーディネーター：津野洋、期間：2004～2006） 

２．国際協力銀行「中国環境円借款貢献度評価に係る調査」京都大学・永禮英明講師、山本浩平助手、

清華大学・郝吉明教授、贺克斌教授、马永亮助教授ら（2004・12-2005・11） 

３．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」（豊橋技術科学大学）北田敏廣、倉田学児、（京都大学）松岡譲、藤原建史、

（清華大学、海外協力メンバー）Jiming HAO  (2005.4～2008.3) 

４．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」（京都大学）藤原建史、松岡譲、河瀬玲奈、（清華大学）王偉教授   (2005～2007) 

５．国土交通省建設技術研究開発補助金「高活性炭素繊維を用いた自然風区動の効率的 NOx 浄化装

置の開発」 (2005.6～2006.3) （豊橋技術科学大学）北田敏廣、下原孝章" 

６．上海市科学技術委員会科研計画－国際合作 ""Conversion of organic wastes to useful materials 

by hydrothermal treatment""（同済大学）李光明、（東北大学）榎本兵治、金放鳴他（2005.11

～） 

７．科学技術振興調整費戦略的国際科学技術協力推進事業（科学技術振興機構・中国国家科学基金委

員会）「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」（代

表者：津野洋（京都大学）・HUANG Xia（清華大学）、期間：2006.12～2009.11） 

８．文部科学省グローバル COE「アジア・メガシティ人間安全保障工学拠点」（代表者：松岡譲（京

都大学）、2008-2012） 

９．科学技術振興調整費戦略的環境リーダー育成拠点形成事業「環境マネジメント人材育成国際拠点」

（代表者：藤井滋穂（京都大学）、2008-2012） 

10．科学技術振興機構 CREST プロジェクト「21 世紀型都市水循環系の構築のための水再生技術の

開発と評価」（代表：田中宏明（京都大学）、2009-2014） 

11．科学技術振興機構 CREST プロジェクト「都市地下水帯水層を利用した高度リスク管理型水再利

用システムの構築」（代表：伊藤禎彦（京都大学）、2010-2015） 

 

 また、以下のような事柄も実施されており、本事業における研究の実質的な推進および発展がなさ

れている。 

 

１．京都大学、清華大学、同済大学を含む日中韓７大学間での博士後期課程学生の連続相互研究プロ

グラムが実施され、延３週間に及ぶ合宿形式の相互研修が行われ、成果を上げている。 

２．京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

当したが、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・マラヤ大学間で、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（新環境工学Ⅰおよび新

環境工学Ⅱ）が正規授業として実施されている。 

３．自治体国際協力事業「中華人民共和国廃棄物埋め立て（福岡方式）技術移転事業」清華大学（王

偉）と福岡市及び福岡大学（松藤康司）の間（2003~2006） 

４．京都大学工学部・工学研究科、エネルギー科学研究科、地球環境学堂と大連理工大学との学術交

流協定(2003.7~) 

５．山口大学工学部-上海交通大学環境科学与工程学院 学術交流協定（2004.2~） 

６．豊橋技術科学大学エコロジー工学系と昆明理工大学との間でのセミナー開催や学術交流協定締結

（2004～） 

７．京都大学―清華大学環境技術共同研究・教育センターが開設（清華大学深圳研究生院、2005.10） 
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８．京都大学－清華大学間での、全学レベルので学生交流協定の締結(2007.12.16) 

９．京都大学－上海交通大学との間での全学レベルので学術交流協定及び学生交流協定の締結(2008) 

10．京都大学－西安交通大学との間での全学レベルので学術交流協定及び学生交流協定の締結(2008) 

11．京都大学・高岡昌輝教授は平成 21 年度北京排水集団における汚泥の処理・処分等へのアドバイ

スおよび一部分析などに関して、北京排水集団より合計 13 万元の奨学寄附金を獲得した。

(2009.12) 

12．京都大学と清華大学深圳研究生院、深圳市環境科学研究院との間で研究教育協力パートナーシッ

プに関する覚え書きが締結（2010.11） 
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３－９．課題・反省点 

 日中両国では、社会経済的条件、発展の経緯、生活様式、地形的・自然的条件等の差異から、本グ

ループの研究で両国が協働して行い比較することは非常に有意義であり、本事業の遂行がなければ得

られない多くの成果が得られた。一方で、本事業を通じて、当初いくつかの点が問題に挙げられ、そ

の大半は克服されたが、それに至らないものもあった。 

 

①研究課題のマッチング 

 本事業の中国側参加者には、日本で博士号を取得した研究者も多く、その方々がキーパーソンとな

って進められたことから、当初から比較的円滑に遂行された。日中間の社会ルールの差異から行き違

いが生じたことは否めないが、この際も日本で博士号を取得した研究者を交えた調整や説明で問題は

解決された。このようなことから、国際間の協働においても教育の重要性が認識された。一方、具体

的研究課題の遂行では、研究課題のマッチングとその遂行において濃淡ができたことは否めない。中

国側研究者の参加者が多くなり、当初からマッチングに成功したグループは多くの成果が上げられた

が、それに至らなかったグループもある。しかしながら、それらのグループにあっても本事業でのセ

ミナーを通じた日中相互やグループ間の情報交換やディスカッション等を通じ、強固なネットワーク

の確立がなされたことから、今後も継続して共同研究が進行することと期待している。日中両国にお

いては、特に環境保全分野や環境保全技術の開発・適用においては、今後も協働して取り組むことが

必須であり、本事業で確立した研究者ネットワークは日中両国にとって大きな財産である。 

 

②研究資金 

 本事業で支給した活動費用は、交流経費がメインであり、研究本体の活動に関するものはサブの扱

いであったため、事業当初には混乱と戸惑いがあった。しかしその後、本事業内の交流をベースとし

た別途の研究資金の獲得により、こうした混乱はある程度収まったと考えられるが、国際交流のため

の旅費のみでなく、ある程度の研究費も本事業の中で予算化されていれば、よりしっかりした共同研

究体制が構築できたものと考えられる。 

また、10 年の間には日本学術振興会の独立行政法人化、拠点大学・協力大学の国立大学法人化をは

じめとして、交流当初からは考えられないような変化が起こっており、それに伴う資金使用ルールの

変更があった。そのため、その部分においては中国側に不信感を抱かし、一部摩擦が起きたのも事実

であった。 

 

③データの取り扱い 

例えば、大気汚染や廃棄物処理に関する共同研究を実施しても、当初は日本側研究機関への大気汚

染物質濃度の観測データの提供などに厳しい制約があり、十分な情報が得られない状況で共同研究を

実施せざるを得なかった。この状況は必ずしもすべて改善された訳ではないが、日本・中国それぞれ

の研究者がそれらの制約に十分認識した上で、それぞれが最適な役割を果たすことができるようにな

った。 

 

④事業と体制 

相手国参加大学のキーパーソンには日本で博士号を取得した研究者が多く、全体的に円滑に進めら

れた。しかしながら、広い中国から多くの参加者がいたことから、共同研究が緊密になりかつ先端に

なるにつれて研究者グループ間に濃淡ができたことは否めない。各研究者には大学における本務など

があることから、相手の国に長期に滞在し、共に長期の調査・実験を行ってデータを収集するという

ことが困難であった。より強い研究連携体制構築のためには、このような長期の滞在、あるいは、研

究者の交換交流のような制度があった方が良かったと考えられる。 
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３－１０．交流事業終了後の展望 
 本事業期間中から、この交流事業終了後の交流活動継続に関しいくつかの努力を行ってきた。その

幾つかを以下に列挙する。 

 

１． 京都大学と清華大学との大学間協定等：本事業の日中の拠点校である京都大学と清華大学との

間では、平成 10 年 5 月 5 日に両大学学長による学術交流協定が結ばれ、本事業での交流も勘案

された結果、平成 19 年 12 月 16 日には学生交流協定も締結されるに至った。これに基づく両大

学では活発に交流がなされており、今後も継続される。 

 また平成 22 年 10 月には、京都大学環境工学関連教授と清華大学環境科学与工程系教授が北京

で一堂に会し、情報交換を行うとともに今後の共同研究・教育を活発に行っていくことについて

確認を行っている。 

 

２． 大学間交流協定：上記の他、本事業実施中に以下の大学間交流協定が結ばれている。これに基

づき本事業終了後も実質的な交流が継続される。 

①山口大学工学部-上海交通大学環境科学与工程学院 学術交流協定（2004.2~） 

②京都大学工学部・工学研究科、エネルギー科学研究科、地球環境学堂と大連理工大学との学術交流

協定(2003.7~) 

③豊橋技術科学大学エコロジー工学系と昆明理工大学との間でのセミナー開催や学術交流協定締結

（2004～） 

④京都大学と上記清華大学との他、上海交通大学、西安交通大学それぞれの間で全学レベルの学術交

流協定及び学生交流協定が締結された。(2008～) 

 

３． 同時遠隔授業の実施：清華大学（北京キャンパス・深圳キャンパスとも）と京都大学との間で、

大学院講義「新環境工学Ⅰ、新環境工学Ⅱ」の同時遠隔授業を正規科目として実施しており、本

事業終了後も実施する。 

 

４． 京都大学―清華大学環境技術共同研究・教育センターの開設：本事業で培われた友好関係を基

礎にして、2005 年に清華大学深圳研究生院内に京都大学―清華大学環境技術共同研究・教育セ

ンターが開設された。教育・研究および交流の拠点となっているといった実務的な側面で有効に

活用されているのに加え、中国で最初に指定された経済特別区である深圳市において日本の大学

が開設した初めての研究センターであることから、その歴史的意義も大きい。今後もこのセンタ

ーを拠点とした交流を活発に継続させる。 

 

５． 研究教育パートナーシップ：2010 年 11 月に京都大学と清華大学深圳研究生院、深圳市環境科

学研究院との間で研究教育協力パートナーシップに関する覚え書きが締結されており、これに基

づき今後も深圳市での実装的交流事業は継続される。 

 

６． 博士課程学生の連続相互研究プログラム：京都大学、清華大学、同済大学を含む日中韓７大学

間での博士後期課程学生の連続相互研究プログラムが実施され、延３週間に及ぶ合宿形式の相互

研修が行われ、成果を上げており、これは今後も継続され、博士課程の教育の新しい展開が図ら

れる。 

７． 研究者プロフィール CD 等：本事業を通じて、日中の研究者ネットワークが確立され、研究者

プロフィール CD も作製・配布されていることから、今後も種々の面での交流は継続されるもの

と期待される。さらに、多くの博士過程学生を輩出し、中国の大学を含めた研究機関で活躍して

いる者も尐なくないことから今後の活発な交流も期待できる。 

 

 これらは、現時点（平成 23 年 8 月時点）にて実施中のものであり、これらに加え、各グループが

以下の準備を行っている。 

 

（１）都市水環境制御・管理に関する研究（グループ１） 

 本事業を通じ実質的研究協力チームができている。例えば、津野洋・田中宏明（京都大学）研究グ

ループと HUANG Xia 教授（清華大学）の研究グループは、環境微量汚染物質の下水処理場での挙動
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に関する研究や膜分離活性汚泥法とオゾン処理を中心とした下水の再利用に関する研究を共同で実

施しており、これらは両国にとって重要であるばかりでなく、国際的にも活動しており、この交流は

今後も継続する。今井剛教授（山口大学）研究グループと KONG Hainan 教授（上海交通大学）研

究グループとは湖沼等の水質保全技術に関する研究を共同で実施しており、これらは両国にとって重

要であり、この交流は今後も継続するものと期待される。 

 清華大学深圳研究生院に 2005 年に開設された「京都大学―清華大学環境技術共同研究・教育セン

ター」では田中宏明教授が日本側の運営主任および兹任教授を行っており、常駐の准教授および助教

は水関連を専門とする教員であり、また水関連では公共用水域中での環境微量汚染物質の挙動、上水

高度処理技術の開発、高度水質分析技術の開発等に関する研究・教育を行っており、さらに水質セン

ター等の深圳市水関連部局や深圳水務集団等とは緊密に交流しており、このセンターを通じた交流は

今後も活発に継続される。 

 そして、現在、科学技術振興機構の CREST プロジェクト「21 世紀型都市水循環系の構築のための

水再生技術の開発と評価」（代表：田中宏明（京都大学）、2009-2014）では、東江市の浄水場等で高

度浄水処理開発パイロットプラント実験等を展開している。 

  

（２）大気汚染制御・管理に関する研究（グループ２） 

本研究グループにおける成果は、すでにいくつかのプロシーディングとしてとりまとめられている

が、現在それらの成果を体系的にとりまとめた書籍を出版する予定であり、現在原稿の校正中である． 

また、低炭素社会シナリオ構築の分野では、国立環境研究所および京都大学が主催する「アジア太

平洋統合評価モデル(AIM)」のトレーニングワークショップなどに毎回、清華大学より研究者が参加

しており、継続的に共同研究が行われており、さらに大型の共同研究プロジェクト等の実施について

も検討を行っている。 

 

（３）廃棄物制御管理と資源化に関する研究（グループ３） 

日本および中国の研究者の連携による共同研究、研究者交流、さらにはセミナーを通じて、両国間

の研究者ネットワークが構築された。JST-NSFC への申請などが行われた。また、個々の研究者によ

る日中の共同研究についても具体的なファンド獲得などが計画されている。本事業を通じて育った中

国人留学生が本国で教員として最近戻っており、今後より強力に共同研究体制が組織され、実行され

ていくことを期待される。また、さらに次世代のために、これまで築いたネットワークから日本への

留学生も引き続き継続される予定であるとともに、逆に日本から研究指導委託などを利用して、中国

へ留学生を送り込み、より現場で長く研究を行うような環境も整えるようになろう。 

 また、清華大学深圳研究生院に 2005 年に開設された「京都大学―清華大学環境技術共同研究・教

育センター」では、廃棄物最終処分場での発生ガス組成の研究、廃棄物処理システム技術等に関する

研究・教育を行っており、さらに深圳市廃棄物連部局とは情報交換を行っており、このセンターを通

じた交流は今後も活発に継続される。 

 

（４）都市基盤施設の管理・制御に関する研究（グループ４） 

日本および中国の研究者の連携による共同研究、研究者交流、さらにはセミナーを通じて、両国間

の研究者ネットワークが構築された．特に低炭素都市圏政策に関する共同研究として、持続可能な交

通システムをテーマに引き続き取り組む予定である．関連して、グループ代表者の小林教授が参画し

ている全学ユニット「グリーンイノベーションマネジメントユニット」や、工学研究科「低炭素都市

圏政策ユニット」における低炭素都市の実現に向けた取組においても、本事業で構築した人的ネット

ワークを活用して積極的な情報発信を行う予定である。  
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