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拠点大学交流事業 
平成１８年度 実施報告書 

 
 
１．拠点機関 
日 本 側 拠 点 大 学： 筑波大学 

（ 中 国 側 ） 拠 点 大 学： 北京大学 

 
２．交流分野・研究テーマ 
（和文）：バイオシステム学 

地域資源の利･活用による持続的発展のためのバイオシステムの確立と評価 
（英文）：Biosystem Studies 

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

 
 交流分野・研究テーマに係るホームページ：http://www.bsys.tsukuba.ac.jp/~core-univ/                 
 
 
３．開始年度 
   １９９７年度（平成９年度） 
 
 
４．交流実施期間（業務委託期間） 
  平成 １８年 ４月 １日 ～ 平成 １９年 ３月 ３１日 
 
 
５．実施組織 
日本側実施組織 
     拠点大学：筑波大学 
  実施組織代表者：井上 勲（生命環境科学研究科長） 
 コーディネーター：山口 智治 生命環境科学研究科 教授 
     協力大学：東北大学、岩手大学、弘前大学、茨城大学、千葉大学、日本大学、 

新潟大学、神戸大学、島根大学 
     事務組織：生命環境科学等支援室 
 
 

様式７ 
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相手国側実施組織（拠点大学名・協力大学名は、和英併記願います。） 
     拠点大学：（英文）Peking University 
          （和文）北京大学 
  実施組織代表者：（英文）Xiaoyan Tang, College of Environmental Sciences, Professor 
 コーディネーター：（英文）Xiaoyan Tang 
     協力大学：（英文）Tsinghua University, China Agricultural University, Nankai 

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

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

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

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

学術研究を中国を対象に実施する。 
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７．平成１８年度の研究交流実績の概要 
７－１ 共同研究 

第 1分野 
1)「農業機械システム」研究においては、西北農林科技大学研究者と傾斜地におけるトラ
クタの枕地旋回、傾斜地におけるトラクタの追従走行、トラクタの振動問題、キウイフル

ーツの画像処理認識について意見交換した。地域農家(乾県)におけるマルチ栽培を中心と
した農業実態および農業機械利用状況の共同調査を行った。 
2)「省エネルギー・装置化生産施設」研究においては、夏季のパプリカ栽培大型パッドア
ンドファン冷房温室において熱環境計測の現地実験を行い解析した。吉林市および瀋陽市

において省エネルギー型日光温室の熱環境計測実験を実施し解析した。また、温室内最適

灌水制御システムの開発を進め、灌水制御法の違いによる収穫時品質等級の差異について

検討した。畜舎における脱臭に関する研究を実施した。中国東北地方における農業機械化

に関する総合評価、中国の農産物加工企業の現況及び発展方向について考察し、生物機能

を模式化した農業機械設計に関する研究を行った。 
3)「農産物・食品の加工・貯蔵・流通」研究においては、食肉生産・流通に関して中国の
協力大学、東北大学、生産施設現場を訪問調査し、今後の食肉品質の非破壊品質評価法

測定法の確立と普及に際して日中間の食肉に関する生産面・消費嗜好面での相違を考慮

した指標を組み立てる必要性を見出した。大豆加工食品の製造における品質評価法研究

で、中国農業大学と食品品質測定法の高度化、応用の拡大、品質指標として採用する場

合の問題について検討を行った。農産物流通過程の損失低減研究では、果菜卸売市場の

春季流通実態、大都市スーパーマーケット・小売店における販売状況について現地調査

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

西北農林科技大学とともに実施し、また、試作米麺の品質と各種成分や加工条件等につ

いて研究を進めた。 
4)「未利用資源の利活用システム」の研究においては、生分解性プラスチックフィルムを
用いて青果物をMA包装し、これと PEフィルム利用との微生物学的・品質的比較検討を

行ない、生分解性プラスチックフィルムを用いた青果物流通について考察した。畜産廃棄

物等の未利用資源について、その再資源化システムである RDFS ドライメタン発酵装置

において下水汚泥脱水ケーキを対象とする実験を行い、また本システムの現状分析と

今後の課題整理を行った。 
第 2分野 

1)水環境修復技術を乾燥地域に広げ、新疆自治区環境保護科学研究院（ウルムチ）におい
て今後の乾燥地域における水資源保護及び再利用に関する研究及び技術開発の検討を行

ない、今後の技術協力・共同国際研究プロジェクトの申請について協議した。沙漠地域

水源であるオアシスの環境および地下灌漑システムの現状を調査考察し、効率的水利用

及び汚水の灌漑用水利用の可能性を探った。 
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2)筑波大学、復旦大学等と共同プロジェクトを実施し、上海市にある国内空港の排水処理
技術として物理化学的処理と土壌トレンチ法を組み合わせたシステムを設置し、処理状

況を調査した。有機物、窒素、リンなどの除去に極めて効果的な成果が出された。 
3)今後の生態工学的水環境修復技術の発展を目指し、雲南省昆明市環境保護科学研究所に
おいて富栄養化した滇池の水資源改善の研究手法及び技術開発について検討会を実施し、

また昆明市にある国家重点プロジェクト 863 滇池水環境修復実験研究センターで北京大
学と今後の実験研究センターの共同利用など、連携事業の仕組みについて検討した。 

第 3分野 
1)「土壌環境と生態系調査」に関して、西北農林科技大学において、「生物生産環境の評
価と改善」テーマでの共同セミナーを実施した。同大学水利・建築工程学院、乾区農業

水土工程教育部の実験施設を見学し、さらに渭水流域（西安市近郊）の農業水利施設・

流域周辺を現地調査し、動植物を含む生態系の実状把握を行った。 
2)「水資源調査」に関して、水環境調査を上海の蘇州河開発エリアで行った。南京河海大
学において、島根大学、西北農林科技大学、中国農業大学、復旦大学の農業水利工学関係

者らと「乾燥地での生物生産環境の改善」について意見交換を行った。また、吉林大学と

長白山麓地域での高付加価値農産物の生産活動や水利環境の整備状況を調査した。 
3)「乾燥地土壌調査」に関して、弘前大学と西北農林科技大学は西安市藍田県において風
成土の標準断面の調査を実施し試料採取した。これにより、農地造成において風成土が

下層土となった場合の排水性に関与する間隙特性をＸ装置撮影影像で明らかにした。 

4)「大気・土壌環境調査」に関して、共同研究のまとめ、中国巨大都市の周辺域での土壌
生態系、特に重金属濃度とメタン・二酸化炭素フラックスなどの既存研究のレヴューを

行った。北京大学研究者と、東京都環境科学研究所ならびに足尾銅山を見学し、大気環

境研究の重要性とモニタリング手法確立の重要性について議論を深めた。 
７－２ セミナー 

10 年間の共同研究の総括および今後の研究展望をまとめるために、新潟市においてセミ
ナーを開催した。セミナーにおいては、1)食料生産・流通に関わる技術開発の経過と問題点
および展望、2)中国及び日本の水環境汚染・修復に関し新しい生態工学を基調とした水質浄
化技術システムの技術開発経過と将来展望、3)生物生産環境、とくに乾燥地における土壌、
水文、水質、有用・未利用資源の現況に適した持続的生物生産環境の評価と将来展望、に

ついての発表と討議を行った。昨年に引き続きベトナム国研究者 2 名を招聘し、持続的食
料生産と環境保全に関する発表と議論への参加を含め、研究成果の技術移転の方向性を併

せて探った。 
７－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 なし 
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８．平成１８年度の研究交流の成果 
（交流を通じての相手国からの貢献及び相手国への貢献を含めて下さい。） 

８－１ 研究協力体制の構築状況 

第１期初期の人物交流から、共同研究に主目的を置くことで第２期および第３期の計

画を進めてきた。共同研究に関係する予算獲得も両国で積極的に行われた。中国側拠点

校の北京大学は、中国科学技術部より「国家十五重大科技専項プログラム」において平

成 20 年 4 月までの研究期間で 4,950 万円の研究費を獲得し、主に水源地水質改善に関

わる研究を推進している。同時に各分野において具体的共同研究が推進された。学術刊

行物の共同編集成果として、Biosystem Studies (ISSN1344-7432)を年 2 号発刊し、平

成 18 年度において第 9 巻(通巻 18 号)に達した。平成 18 年度、セミナーにおいて、日

中双方の食料生産及び環境保全に関する技術の特徴、制度設計の考え方、留学生を含む

若手研究者養成などについて活発な議論の展開と 10 年間に渡る共同研究成果の総括が
行われた。 
８－２ 学術面の成果 

第 1分野 
1) 農業機械システム（岩手大学、西北農林科技大学、中国農業大学） 
農用トラクタ・作業機系の自律走行に関する共同セミナーを通じて意見交換し、また

トラクタ振動問題、キウイフルーツの画像処理認識について共同研究の方向を協議した。

連結車両型移動ロボットの後退制御について農業機械学会誌に、傾斜地でのトラクタの

追従走行について 3rd IFAC International Workshopに発表した。また、中国関中平野に
おける農業機械化の現状について新潟市での拠点大学セミナーで発表し、Biosystem 
Studiesに投稿した。 
2) 省エネルギー・装置化生産施設システム 

①生産施設におけるパッドアンドファン冷房システム（筑波大学、中国農業大学） 

パッドアンドファン冷房システム運用について、夏季２ヶ月間、パプリカ栽培大型冷房

温室において熱環境計測実験と解析を行った。とくにパッドアンドファン温室における室

内昇温問題について分析し、学会誌に投稿し受理された。 
②省エネルギー型日光温室の熱環境形成機構（筑波大学、中国農業大学、吉林大学他） 
中国吉林市および瀋陽市における省エネルギー型日光温室の環境計測実験を実施し、そ

の結果を解析した。成果の一部は筑波大学修士論文として報告された。 
③温室内最適灌水制御システム（新潟大学、中国農業大学） 
温室内最適灌水制御システムの開発を進め、灌水制御法の違いによる収穫時品質等級

の差異について検討した結果を 2007年欧州農業情報国際集会に発表することとした。 
④畜産施設の生産環境（日本大学、筑波大学、中国農業大学） 
畜舎における脱臭に関する研究を実施し、未利用の炭化物による脱臭効果について実験

研究を行い、その成果を農村生活学会に発表した。 
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⑤中国東北部の持続的食料生産（筑波大学、吉林大学） 
中国東北地方における農業機械化の総合評価を行い、中国の農産物加工企業の現況及び

発展方向、さらに生物機能を模式化した農業機械設計に関する研究を展開した。 
3) 農産物・食品の加工・貯蔵・流通システム 
①農産物・食品の加工・貯蔵・流通プロセス（神戸大学、中国農業大学） 
a) 食肉品質の非破壊品質評価法に関する研究：電気的測定手法による品質評価法の食品
安全性への活用を試み、電気インピーダンス・トモグラフィ法による食肉加工品内異物

検出に適した条件を明らかにし、成果を農業環境工学関連学会合同大会で報告した。 
b) 大豆加工食品の製造における品質評価法に関する研究：中国農業大学との共同研究で、
大豆油脂の品質評価法としてα-トコフェロールや構成脂肪酸の不飽和度を指標とし、そ
れらが電気化学的手法や誘電的手法により簡便測定できることを明らかにした。食用油脂

の誘電測定に関する研究成果を IFAC2007国際シンポジウム(2006.9)に報告した。 
 ②農産物流通過程の損失低減と新規食材としての米麺の開発 

（筑波大学、西北農林科技大学） 
食肉の生産・流通過程における肉質評価指標の検討を統計的手法により行うとともに、

近赤外分光法による迅速・高精度な肉質評価技術の確立研究を行い、農業施設学会誌に投

稿した。果菜卸売市場の春季流通実態、大都市スーパーマーケット・小売店における販売

状況について調査を行い、中国では農産物のポストハーベスト技術が今後の課題と考察さ

れた。中国伝統食品の米麺に注目し、製造プロセスと素材に関する調査研究を行い、現地

入手の米粉およびつなぎ用トウモロコシデンプン中のアミロース成分の分析を進め、同時

に、短粒型米、長粒型米を原料とした米麺を試作し、その品質と各種成分、加工条件等と

の関係を明らかにし、学会発表した。 
4) 未利用資源の利活用システム 
①生分解性プラスチックフィルムが青果物流通時の品質・生菌数に与える影響 

 （岩手大学、中国農業大学） 

青果物選果場で、生分解性プラスチックフィルムを用いて青果物をMA包装し、これと

PE フィルム利用との微生物学的・品質的比較検討を行い、生分解性プラスチックフィル

ムを用いた青果物流通について考察した。 

 ②有機・食料資源の安全性確保と有効利用に関する研究（筑波大学、中国農業大学） 
有機資源を有効活用する再資源化システムとして、三相式の回転ドラム型発酵システ

ムを構築し、下水汚泥脱水ケーキのドライメタン発酵実験を行い、高効率かつ長期的安

定運転にはアンモニア制御が不可欠であることを示した。貯蔵穀物の環境条件がアフラ

トキシン生成穀物カビの増殖・毒素生成に与える影響を検討し、増殖特性とカビ毒の生

成特性について明らかにした。 
第 2分野 

1）日中拠点大学交流事業を契機として北京大学と共に共同研究を行った中国地質大学と
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筑波大学は国際交流協定を締結し、水質改善に関する共同研究プロジェクト・相互学術

交流の一環として学生の交流や研究交流の具体的な指針について具体化した。この間、

受け入れ学生の博士論文を完成させ水処理技術の成果に関し国際誌に数報掲載した。 
2）乾燥地域新疆自治区から日本側筑波大学に対し研究・技術協力の要請があり、共同で
国際研究プロジェクトの申請案を提出することとした。また、ゴビ砂漠およびタクラマ

カン砂漠の水源として貴重なオアシスの環境および地下灌漑システムの現状を現地調

査・考察し、さらにカシガル市では生物資源生産のための効率的な水利用及び汚水の灌

漑用水利用の可能性を探り、その結果、地縁技術と日本の先端技術の適正融合の構築を

はかり、地域環境改善に対する学術的情報提供の準備を整えた。 
3）今後の日中共同プロジェクト発展推進のため筑波大学と復旦大学との共同プロジェク
トを実施し、上海市にある国内空港の排水処理技術として物理化学的処理と土壌トレン

チ法を組み合わせたシステムを設置し、処理状況を調査した。有機物、窒素、リンなど

の除去に極めて効果的な結果が出ており、成果を論文として国際誌に掲載した。 
4）日中間の水環境修復技術の発展を踏まえ、雲南省昆明市環境保護科学研究所において
富栄養化した滇池の水資源改善の研究手法及び技術開発について検討会を実施し、さら

に昆明市にある国家重点プロジェクト 863 滇池水環境修復実験研究センターで北京大学
と今後の日中拠点大学交流事業の発展的な仕組みとして具体的に連携実施することとし

た。 
第 3分野 

とくに乾燥地における土壌、水文、水質、有用・未利用生物資源の現況を把握し、持

続的生物生産環境を検討し、また大気環境の影響評価と改善研究を行った。 
1)西北農林科技大学において、「生物生産環境の評価と改善」テーマでの共同セミナーを
実施した。バイオマス資源生産の現状とその持続可能性を日本とインドネシアの事例に沿

って紹介し、これらの中国への適用可能性について意見交換した。また、日本における水

田環境の生態系とのかかわりを、溜め池水収支の計測結果、農地基盤整備事業の影響評価

の２事例に沿って紹介し、これらの事例が中国で起こり得るかについて意見交換した。 
2)高付加価値産品としての朝鮮人参の科学的栽培と水管理について吉林大学研究者と共
同調査した結果を Biosystem Studiesに投稿した。 
3)日本における大気環境計測ならびに大気環境保全政策の実際を知るため、東京都環境科
学研究所を中国側研究者と訪問し、東京で行われている大気汚染防止策や大気環境モニタ

リング装置を見学し、担当研究者と中国での大気環境保全対策・政策の違い、今後の課題

などについて意見交換を行った。また、日本の大気汚染公害の象徴である足尾銅山におい

て大気汚染対策ならびに植生回復事業の実際を見学調査した。 
８－３ 若手研究者養成 

1)拠点大学特別枠による文部科学省国費奨学金留学生として中国側から我が国大学院博士
課程へ進学した研究留学生は 18 人に達し、順調に学位取得し、また現在も研究遂行中であ
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る。博士号を取得し帰国した 9名中の５名が副教授、3名が講師として各大学に就任し教育

研究に活躍している。国費留学生として受入れた学生の大部分がこの拠点大学交流事業で

確実に成長していることは注目すべき成果の一つと考えられる。 

2)拠点大学交流事業を契機として参加大学間での国際交流協定が多数締結されている。筑波
大学では、日本学生支援機構の奨学金を得て平成 18年度においては３名の中国側大学院生
を短期特別研究生として受入れ、研究指導を行った。神戸大学では、平成 18 年度、文部科

学省国費留学生(中国赴)、国内大学推薦国費留学生の枠において、博士後期課程学生各１

名を受け入れた。新潟大学では、協力大学の中国農業大学の若手助教授が新潟大学で２年

間の国費留学の機会を得た。これらは間接的に拠点交流実績に依るところが大きい。 

3)日本側は延べ 17名の大学院生等を、中国側は 6名の講師を相手国へ派遣し、主たる研究
者と共に共同研究に携わった。 
８－４ 社会貢献 

1)各政府の関係機関、地方政府機関などとの連携が拡大され、特定の研究テーマに関して共
同研究協定の締結が行われるなど、より一層の研究推進体制が形成された。第 1 分野研究
者の中野和弘教授（新潟大学）は、中国農業大学 陳青雲教授の仲介により、平成 18 年７
月、寧夏大学農学院と「施設栽培における灌水システム」および「ナツメの非破壊自動選

別技術開発」に関する国際共同研究協定を締結した。 
2)筑波大学、北京大学、雲南省政府、昆明市環境科学研究所とで生態工学を導入して開発し
た水質浄化技術を中国全土に普及するため、そのモデルを昆明市周辺の国立公園の廃水処

理施設および上海虹橋空港の廃水施設に導入して良好な処理成果を収め、実施設の検討に

入った。現実的な中国側の関係政府機関に水環境改善への貢献度が高いと認識され、地域

社会での普及の方向性が認められた。 

3）研究成果/実績をホームページ http://www.bsys.tsukuba.ac.jp/~core-univ/から発信した。 
８－５ 今後の課題・問題点 

10 年間の日中拠点大学交流事業プロジェクトの研究成果は、中国の農業生産現場での機
械化の問題点と発展方向、省エネルギー作物生産施設の設計指針を提示し、農産物の加工

処理・貯蔵プロセスの高度化を推進する技術展開を行い、農産廃棄物の有効利用を行う実

用化システムを構築し、さらには都市・農村部にある水源地水質改善に対してきわめて有

効な生物処理方式土壌浄化法の開発導入など多方面の実用化技術、大気環境と食料生産と

の関係などを提示し得た。しかしながら、中国と共同で実施する研究においては、持続的

食料生産とそれを取りまく環境資源の保全に関してなお多くの追求課題がまだ残されてい

る。今後、人的交流以外の現実的な技術開発、資金面のサポートが一層重要となろう。 
８－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成１８年度論文総数   49 本 

   うち、相手国参加研究者との共著  21 本 

   うち、本事業が JSPS の出資によることが明記されているもの 7 本 
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９．平成１８年度における総交流人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

（単位：人／人日） 

    派遣先 

派遣元 

日本 
（JSPS）

中国 
（MOE）

   合計 

実施計画 40/355    40/355 日本 
（JSPS） 実績 

 
42/347    42/347 

実施計画 53/424    53/424 中国 
（MOE） 実績 48/384 

 

   48/384 

実施計画 2/12    2/12 
ベトナム 

実績 2/12  

 

  2/12 

実施計画       

実績    

 

  

実施計画       
実績     

 

 

実施計画 55/436 40/355    95/791 合計 

実績 50/396 42/347    92/743 

 

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

場合は「国名」を記載してください。 

※ 各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流した人数・人日数を記載してく

ださい。（なお、記入の仕方の詳細については「記入上の注意」を参考にしてください。） 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

   11／22 （人／人日）   10／33 （人／人日） 

 


