
様式８ 

拠点大学交流事業 
平成２２年度 実施報告書 

 
 
１．拠点機関 

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

 
２．交流分野・研究テーマ 

（和文）： 都市環境：都市環境の管理と制御          
（英文）： Urban Environmental Engineering         
   交流課題に係るホームページ：http://interex.t.kyoto-u.ac.jp/jspsmoeweb/ja/   
 
３．開始年度 

  平成１３年度（１０年度目） 
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
     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、埼玉大学、東京大学、東京農工大学、豊

橋技術科学大学、大阪大学、岡山大学、鳥取大学、広島大学、山

口大学、愛媛大学、九州大学、滋賀県立大学、大阪市立大学、名

城大学、龍谷大学、摂南大学、福岡大学、神戸大学、早稲田大学、

大分大学、福井大学、日本大学、琉球大学、高知大学、名古屋大

学、立命館大学、東海学園大学、高知工業高等専門学校、北見工

業大学、大阪工業大学 
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事務組織：  

                  工学研究科国際交流委員会 
                    当事業の各専攻等への通知、連絡・報告機関 
                  連絡協議会（年１回） 
                    協力大学、協力研究者及び学内協力教員 
京都大学総長－工学研究科長     コーディネーター      プログラムリーダー 
       （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） 清華大学  
  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, Beihang University 

          （和文）北京大学、南開大学、大連理工大学、同済大学、上海交通大

学、昆明理工大学、山東大学、北京工業大学、四川大学、北

京航空航天大学 
 
 
５．全期間を通じた研究交流目標 
人間が生活する場として、より便利で快適な都市を求める時代が、環境の時代とも呼ば

れるようになっている。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。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、自然との共存・共生を目指す資源循環型社会の構築を目的とす

る。本事業では以下の 4 課題について研究交流並びに共同研究を実施していく。 

 

 第１課題：都市水環境制御・管理に関する研究 
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 第２課題：大気汚染制御・管理に関する研究 

 第３課題：廃棄物制御管理と資源化に関する研究 

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

 

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

る。第２は石炭や石油のような化石エネルギー源として消費する現代社会で発生している

大気汚染問題の象徴である酸性雨問題に対し、その制御・管理に関して研究する。第３は

大量消費社会の進展で、今にもごみに埋もれそうな大都会の廃棄物問題をいかに制御し、

管理し、いかに資源化するかを研究する。第４は資源の大量消費体制を支えた物資輸送体

系、人・情報を移送する都市システムを省資源・省エネルギー下で行う立場から、ライフ

ラインを中心とした都市基幹施設（インフラストラクチャー）の構造、管理・制御を検討

する。 

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

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

国全体の方向付けを要する事項まで発現してきた。その経緯に省み、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。 

 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、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ろう。少なくとも、今日までの消費体系は、個人的な快

楽性追求の上に成り立っており、社会全体としての健全な発展を議論する際には何がしか

の行動規制を必要とする場面も出てくる事は否めない。これらの点を含め、多くの国で利

用可能な機能性と快適性とを十分満足する社会環境作りの指針作成を目指すものである。 

 
 
６．平成２２年度研究交流目標 

2008 年に開催された北京オリンピックや、本年（2010 年）5 月の上海万博開催を控えた

経済発展著しい中国では、環境汚染の拡大に対処する環境の制御・管理技術開発の必要性

が、この事業の開始当時（2001 年）に比してさらに強くなっている。すなわち、2006 年 3
月には第 11 次 5 カ年計画が全国人民代表大会で採択され、経済発展と環境保護の両立、持

続可能な社会への転換が従来以上に重視され、国際的にも中国の環境問題が大きく注目さ

れるようになった。このような中国の現状を意識して進めてきた本事業の最終年度に当た

る本年度の交流は、これまで本事業が進めてきた水環境、大気汚染、固形廃棄物および都

市基盤施設の 4 課題それぞれの制御・管理に関する研究について、コーディネーター会議

（2 回）およびセミナー（第 18 回）の開催によりさらに効率的かつ効果的に事業を展開す

ると同時に、2008 年度から課題ごとに準備を進めてきた成果本を完成させ出版に漕ぎ着け
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ることが最大の目標である。本成果本は本事業の集大成となるものであり、これまでに得

た成果を中心として大学院学生・事業担当者の参考書となりうる内容である。また、課題

ごとの４冊からなり、それぞれ、先ず本年度内に日本語版を出版することが目標であり、

次いで近い将来に翻訳英語版を出版する計画を建てている。 
人材育成については、遠隔講義（ハイブリッド型ｅラーニング）を継続するとともに、

引き続いて COE「アジア・メガシティ人間安全保障工学拠点」および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」の両プロジ

ェクト、CREST プロジェクトによる若手研究者育成を図る。さらに、日中双方の若手研究

者や博士課程学生を相互に派遣し、ディスカッションや共同研究を推進させるとともに、

本年開催の第 18 回セミナーに日中双方の大学院学生を含む若手研究者を参加させ、それぞ

れの研究成果を発表・意見交換する場を与え、その討議を通じて研鑽させる。これらに加

えて、前述の成果本を完成し若手研究者に研究指針を提供する。 
 
 
７．平成２２年度研究交流成果 
７－１ 研究協力体制の構築状況 

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

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

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

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

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

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

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

を行っている。今年度は平成２２年６月４日に開催し、３７名の参加を得た。 

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

の代表者を中心とした運営形態が取られている。特にグループリーダーは中国側の 10 校の

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

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

る。 

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

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

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

事務職員などが相互の国を訪問し、打合せ・討議を行っている。本年度第 1 回目の会議は 6
月 23 日に北京市・清華大学において開催され、第 2 回の会議は 1 月 14 日に京都大学桂キ

ャンパスＢクラスタで開催され、事業の方向付けを行っている。これらの定例的な会議に

加え、臨時の討議も行っている。今年度は 10 月のセミナー時に北京で日本側と中国側のコ

ーディネーターが面会し、事業推進指針についての会談を行った。このような臨時会議は
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問題意識の共有化がはかられると同時に、事業戦略の修正や新たな競争的資金の獲得に寄

与している。 

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

業を行った。書籍の内容や今後の発行スケジュールについての調整等、具体的な進行につ

いても、これらの会議において協議が行われた。それぞれの書籍のタイトルと著者および

具体的内容が確定し、決められたスケジュールに合わせて執筆作業を行い、原稿は出そろ

い、成果本を作製中である。このような書籍の発行も含め、本事業を通じた都市環境問題

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

立するためには両国間の強固な研究協力体制が必須であり、このため平成 20 年度には研究

者プロファイルＣＤが作成されているが、本事業の実施によりこのための研究者間のネッ

トワークがより強固に構築、拡充された。 

 

 

７－２ 学術面の成果 

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

たな研究が遂行され、成果を上げている。具体的には豊橋科学技術大学・北田敏廣教授、

清華大学・郝吉明教授らによる科学研究費基盤研究 B「アジアのメガシティにおける大気汚

染暴露地図の将来予測と健康リスク評価に関する研究（H17～H19）」、岡山大学・藤原健史

教授は、清華大学・王偉教授らと協力して科学研究費基盤研究 B「東アジア圏の経済発展に

伴う廃棄物発生量の予測と適正な資源化処理・処分技術の選択（H17～H20）」、京都大学・

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

国国家科学基金委員会の戦略的国際科学技術協力推進事業「水の反復利用によるリスク低

減のためのモニタリング評価と対策技術に関する研究（H18～H21）」が行われ、終了して

いる。これらの研究プロジェクトにより、大気汚染予知技術の開発とその対策の提案、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及び生物試験や

化学分析によるモニタリングに基づいた相対的リスク評価の手法が提示された。また日中

両国の研究者の学術的成果の交流に大きく貢献している。具体的には、日本の高度分析技

術の中国側への技術移転、淀川水系や深圳周辺水域などでの汚染実態の把握、両国下水処

理場での挙動、モニタリング手法の提示などの成果を挙げている。本年度も引き続き情報

交換等共同研究を展開している。この他に北京、名古屋等の大気汚染シミュレーションモ

デルの作成と制御法の呈示を行っている。また、温暖化効果ガス排出抑制スキームの提示

なども行っている。 
第 18 回目のセミナーは、平成 22 年 10 月 21 日～22 日の 2 日間、清華大学にて開催され

た。本セミナーでは水環境、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

究課題すべての研究グループから代表者が参加し、また、博士後期課程の学生等の若手研

究者も参加し、共同研究の成果や、両国の最新の学術的成果の発表が行われ、研究交流が

促進された。また、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が行われた。 



 6

これらの交流の成果もふまえて、京都大学では平成 20 年秋より文科省の GCOE プログ

ラム「アジア・メガシティにおける人間安全保障工学教育研究国際拠点形成」が開始され、

本事業を通じた研究ネットワークのもとに清華大学深圳研究生院に拠点を形成して、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、研究・教育の成果をあげてい

る。さらに JST の戦略的環境リーダー育成プログラム「環境管理における人材開発国際拠

点形成」も平成 19 年秋より開始され清華大学深圳研究生院に拠点を置き、国際教育を推進

し、大きな教育成果をあげている。そして、JST での 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」も平成 21 年秋より開始され、清華大

学との共同研究のもとに深圳市での浄水技術の開始等の学術的成果もあげている。 
中国・深圳市の京都大学・清華大学共同環境技術教育研究センターは、GCOE や JST プ

ログラムの拠点として、また JST の CREST プロジェクトでも中国での水処理技術開発研

究で大きく貢献している。同センターに京都大学教員 2 名を常駐させており、設立以来５

年を経過して、ますます充実した研究活動を遂行している。同センター設立５周年に際し

て行ったセミナーの様子と、マラヤ大学との遠隔講義を含めた現在のセンターの活動につ

いては、平成 22 年 12 月 9 日の水道産業新聞２面に掲載された。 
 
 
７－３ 若手研究者養成 

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、黄蔚欣は平成 19 年 10 月に京都大学で学位取得後、清華大学に就職してい

る。また、孫軼斐は平成 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。洪鋒は平成 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。朱芬芬およ

び権大維はそれぞれ京都大学で学位取得後、後述の GCOE や CREST プロジェクトで特定

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おり、朱芬芬は平成 22 年 10 月に

中国人民大学の准教授に就任している。また、日中双方の若手研究者や博士課程学生を相

手国へ派遣し、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。その他、

京都大学-清華大学学生による深圳市の環境関連施設見学会を下坪埋め立て処分場・浜河下

水処理場・市内河川で行ったほか、京都大学-清華大学学生による現在の研究に関するシン

ポジウムの開催や、清華大学大学院学生を対象に京都大学において 2 週間の高度分析研修



 7

など、中国および京都大学の学生の育成に大きく貢献している。 

また、京都大学大学院工学研究科に所属する博士後期課程学生が中国の現場で約 6 カ月

間研究に従事し、海外インターンシップとして単位が認定されている。 

この他、これまでに引き続いて平成 22 年度も本拠点事業に関わる多くの教員・研究者が

相手国訪問時に講師として講義を提供した。また、京都大学工学研究科が別途の交流事業

を行っていた拠点校：マラヤ大学を含めて、京都大学・清華大学・マラヤ大学の３大学間

でインターネットによる地球・環境科学に関する国際同時講義（ハイブリッド型ｅラーニ

ング）を継続実施している。この講義は京都大学では平成 18 年度から正規の科目（新環境

工学Ⅰおよび新環境工学Ⅱ）として開設、清華大学では平成 22 年度より正式科目になり、

都市環境に関する優れた講義が本事業の両拠点大学において共有されることになった。清

華大学では北京のみではなく深圳研究生院にも拡充した。加えて、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も進めら

れており、今年度は延３週間に及ぶ合宿形式の相互研修を行い、成果を上げている。 

 以上の交流の他、本事業に基づく中国の大学との共同研究教育の活動が評価され、前述

のように、平成 20 年から 5 年間にわたるグローバル COE「アジア・メガシティ人間安全

保障工学拠点」および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」の両プロジェクトが進められ、今まで以上に若手の研究教

育プログラムが進められている。両プロジェクトともに深圳研究生院に拠点を構えており、

前者では現地共同調査・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。さらに CREST プロジェクトが平成

21 年より認められ若手の研究者も巻き込んだ中国での共同研究が展開されている。 

これらの事業では、上述の通り本事業に参加していた京都大学の権大維が博士研究員へ

就任(清華大学深圳研究生院駐在)するなど、本事業と密接な関わりを有している。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

学生であった高興保が京都大学 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管運涛が清華大学深圳研究生院教授となっている。

現在、高興保の後任としては清華大学(香港科技大学)から王超が京都大学 EML 特定助教と

して就任している。 

 本年度も王超京都大学 EML 特定助教によるナノ粒子に関する最新の研究動向に関する

セミナーやアジア・メガシティ深圳市における人間安全保障工学の展開に関するシンポジ

ウムなどが清華大学深せん研究生院にて開催されるなど、活発な研究活動は着実に成果を

上げている。以上のような活動を通じて両国若手研究者の育成を行っている。 

 

 

７－４ 社会貢献 

水環境、大気汚染、廃棄物処理および都市基盤施設に焦点を当てた本事業の社会に及ぼ

す影響や、還元できる主な成果の概要を今後の進展による期待を含めて以下に示す。 
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• 近年の急速な産業発展と都市化により様々な問題を抱える中国において、日本が過去

に蓄積した社会基盤整備技術を共有することは非常に効果的である。 

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

ルが必要であり、本事業の研究成果が持続可能な社会の発展に寄与することが期待でき

る。 

• 環境条件や社会的条件が異なる中国と我国での共同研究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。 

• 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確立することがで

きる。 

• 合理的で効率のよい日本の建築計画技術や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。 

• 環境調査の結果、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、これらに対応する地域に応

じた微粒子汚染対策を提供することができる。 

• 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が可能になる。 

• 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。 

• 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た。 

• こうした長年の交流と活動実績が実を結び、平成 22 年 11 月 27 日には京都大学と清

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た。 

 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

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

し、これまで中国では地域の特性に根ざした設計指針が十分に確立されておらず、中国で

固有の都市環境の問題を解決しているとは言い難い状況である。また、中国の膨大な人口

と近年の目覚しい産業・経済の発展に伴って今後広大な地域が都市化されると予想される

ため、本事業の水環境、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
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題についても中国の特殊な事情を考慮したさらなる検討が必要となってくると予想される。

上記の状況を考慮した本事業の継続的な発展形態として、次期事業の計画立案は重要な課

題であり、共同研究を進めつつ、次期事業の提案・応募をしていく。また、本事業の成果

発表、すなわち“共同執筆の書籍”の出版費用についても予算獲得をめざし、積極的に活

動を行っていく。 
 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２２年度論文総数 １１３ 本 

   うち、相手国参加研究者との共著 ７ 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 ６６ 本 

（※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入して下さい。） 

 
 
８．平成２２年度研究交流実績概要 
 ８－１ 共同研究 

今年度の研究課題は昨年度と同じく以下の４課題において共同研究を実施した。 
 （１）都市水環境制御・管理に関する研究 
 （２）大気汚染制御・管理に関する研究 
 （３）廃棄物制御管理と資源化に関する研究 
 （４）都市基盤施設(インフラストラクチャー)の管理・制御に関する研究 
本年度の共同研究は、昨年度から継続し、それぞれのグループを中心に共同研究が実施さ

れている。各研究グループにおいて、実地調査を含む研究が進行されるとともに、本事業

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

て進行中である。 
 

 

８－２ セミナー 

平成 22 年度は本事業通算第 18 回目となる、全グループが一堂に会する包括セミナーを

開催した。 
本セミナーは、水処理技術、大気汚染制御技術、固形廃棄物汚染及び都市基盤施設とい

った広範な分野にわたるテーマを扱い、10 月 21 日～22 日の 2 日間、清華大学において開

催された。セミナーの参加者は 91 名であり、また、それぞれ 66 件の発表が行われた。 
今回は 4 つの研究グループの合同セミナーとして開催されたため、グループ間での研究

者同士の相互の意見交換を行うことができ、境界領域分野である都市環境問題について今

後の有機的な研究協力体制を構築することができた。 
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セミナー：（派遣）24 人 / 93 人日 
 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

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

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

ブプログラムリーダー、関連事務職員などが相互の国を訪問し、打合せ・討議を行ってい

る。平成 22 年度は 2 回のコーディネーター会議を開催した。第 1 回は 6 月 23 日に北京市・

清華大学において開催され、第 2 回の会議は 1 月 14 日に京都大学桂キャンパスで開催され

た。 

これらの定例的な会議に加え、臨時の討議も行っている。今年度は 10 月のセミナー時に

清華大学において国際協力教育と研究の推進方策について討議を行い、方向付けを確認し

た。このような臨時会議は共催したセミナー時にも随時開催されており、事業戦略の修正

や新たな共同研究の立ち上げ、競争的資金の獲得に寄与している。 

本事業では集大成となる成果本を、４グループそれぞれの分野から発刊する方針が確認

されている。上述した今年度のそれぞれの会議では、各分野の書籍のコンテンツとその執

筆担当者の最終的な確認、及び最終原稿の提出締め切りなど、出版に関する様々な点を中

心議題として調整が行われた。 

 

研究者交流：（派遣） 8 人 / 27 人日、  （受入）1 人 / 4 人日 
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９．平成２２年度研究交流実績人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

 

          派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

中国 

<人／人日> 
合計 

日本 

<人／人日> 

実施計画  40/202 40/202 
実績 35/129 35/129 

中国 

<人／人日> 

実施計画 22/176  22/176 
実績 37/227 37/227 

合計 

<人／人日> 

実施計画 22/176 40/202 62/378 
実績 37/227 35/129 72/356 

 

※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。） 

※日本側予算によらない交流についても、カッコ書きで記入してください。（合計欄は（ ）

をのぞいた人・日数としてください。） 

 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

１８／３６  <人／人日> １５／２１ <人／人日> 
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１０．平成２２年度研究交流実績状況 
１０－１ 共同研究 

―研究課題ごとに作成してください。― 

整理番号 R－1 研究開始年度 平成 13 年度 研究終了年度 平成 22 年度 

研究課題名 （和文）都市水環境制御・管理に関する研究 

（英文）Control of Water Resources and Consumption, and Water 
Pollution 

日本側代表者 

氏名・所属・

職 

（和文）津野 洋・京都大学大学院工学研究科・教授 

（英文）Hiroshi TSUNO・Graduate School of Engineering, Kyoto 
University・Professor 

相手国側代表

者 

氏名・所属・

職 

黄 霞・清華大学環境科学工程系・教授 

Xia HUANG・Institute of Environmental Science and Engineering, 
Tsinghua University・Professor 

交流人数 

（※日本側予算

によらない交流

についても、カ

ッコ書きで記入

のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 中国  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画  3/21  3/21 
実績 3/9  3/9 

中国 

<人／人日> 

実施計画 5/40   5/40 
実績 9/59  9/59 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 5/40 3/21  8/61 
実績 9/59 3/9  12/68 

② 国内での交流   ０／０ 人／人日 

２２年度の研

究交流活動 

 最終年度にあたり、研究交流の総括とまとめを行うべく、以下の通り交

流活動を実施した。 
１．本事業の資金 

１）津野洋（6 月 22～25 日）：清華大学；コーディネータ会議、成果本の

内容打ち合わせ、水域での難分解性有機汚濁物による水質汚染ならびに効

率的汚水処理技術に関する研究 

２）津野洋（6 月 22～25 日）：清華大学；セミナー参加、成果本の内容打

ち合わせ、効率的汚水処理技術に関する研究 
３）Zhang Ying（1 月 17～23 日）：横浜国立大学、国立環境研究所；水処

理技術に関する研究 
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４）Zhou Qi、Dianhai Yang（1 月 17～22 日）：北海道大学、東北大学；

水素およびメタンを得るための嫌気性処理に関する研究 

５）Xianghua Wen、Jiane Zuo、Guang Li、Xiang Liu（1 月 17～22 日）：

北海道大学、国立環境研究所；効率的下水処理技術の開発研究 

６）Xie Quan（1 月 17～22 日）：京都大学、横浜国立大学、国立環境研究

所；水処理技術に関する研究 

７）Xia Huang（1 月 13～22 日）：京都大学（コーディネーター会議、成

果本の内容打ち合わせ）、北海道大学、国立環境研究所；効率的下水処理技

術の開発研究 
 

２．本事業以外の資金 

・派遣（研究打ち合わせ、情報交換、共同研究、講演等） 

１）津野洋（5 月 25～30 日）：清華大学；教育・研究内容の情報交換等、

成果本の内容打ち合わせ 

２）津野洋、田中宏明、藤井滋穂、伊藤禎彦、米田稔、清水芳久、高岡昌

輝、倉田学児、八十島誠、高興保（10 月 22 日）：清華大学；環境系日中共

同研究戦略ワークショップ 

３）田中周平（10 月 24～30 日）：大連理工大学；有機フッ素化合物類の効

率的処理に関する共同研究・情報交換等 

４）宗宮功、荒木光彦、武田信生、大西有三、椹木哲夫、津野洋、田中宏

明、松岡譲、藤井滋穂、米田稔、清水芳久、伊藤禎彦、高岡昌輝、乾徹、

平山修久、八十島誠、水野忠雄、原田英典、高興保（11 月 27 日）：清華大

学（深せんキャンパス）；京都大学-清華大学環境技術共同研究・教育セン

ター設立 5 周年記念式典 

５）宗宮功、津野洋、松岡譲、田中宏明、藤井滋穂、清水芳久、米田稔、

伊藤禎彦、木村亮、宇都宮智昭、高岡昌輝、乾徹、平山修久、八十島誠、

張浩、原田英典、高興保（11 月 28 日）：清華大学（深せんキャンパス）；

アジアメガシティー“深圳市”における人間安全保障工学の展開に関する

シンポジウム 

６）津野洋（11 月 2 日）；清華大学（深せんキャンパス）、広州下水処理場；

効率的下水処理技術に関する研究 

７）田中宏明（1 月 9 日）：深圳市水務集団；研究内容の情報交換等 

８）田中宏明、田中周平、原田英典（3 月 10 日）：清華大学（深せんキャ

ンパス）、深圳市内下水処理場・埋め立て処分場；現地視察 

 

・招聘（研究打ち合わせ、情報交換、共同研究、講演等） 

１）Xihui Zhang（7 月 30～31 日）：京都大学；京都大学衛生工学研究会
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での中国南部都市における水環境の現状に関する講演 

２）Xia Huang、Xianghua Wen（８月２日～９日）：京都大学、大阪市浄

水場、東京都浄水場国土交通省河川管理所など；効率的水管理に関するセ

ミナー、現地視察・調査 

３）Hongyin Hu（3 月 15 日）：京都大学；CREST ワークショップ 

研究交流活動

成果 

 研究交流のまとめとして、出版物“都市水環境の制御と管理”（大学院参

考書、都市政策担当者の参考書の性格）の執筆を行った。研究交流につい

ては、以下のようなことを行った。 

(1)リスク低減のためのモニタリング：我が国および中国の水域および下水

処理場での実情調査とこれを踏まえたモニタリング・管理システム技術の

提示を行い、両国でのモニタリング技術の向上に貢献し、データの質的・

量的向上が図られた。 

(2)都市での持続発展が可能なシステム技術の開発：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、最新の知見を共有するとともに、さらなる共同研究の発

展に向けた計画を取りまとめた。 

(3)環境インパクトの低減を考慮した最適水システムの検討：安全性、確実

性、持続性などを考慮にすべき考え方として提示し、そのための要素シス

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。 

日本側参加者数  

４７ 名 （１３－１日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

７０ 名 （１３－２中国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R－2 研究開始年度 平成 13 年度 研究終了年度 平成 22 年度 

研究課題名 （和文）大気汚染制御･管理に関する研究 

（英文）Air Pollution Control and Innovation of Prevention Technology
日本側代表者 

氏名・所属・

職 

（和文）北田敏廣・豊橋技術科学大学工学部・教授 

（ 英 文 ） Toshihiro KITADA ・ Faculty of Engineering, Toyohashi 
University of Technology・Professor 

相手国側代表

者 

氏名・所属・

職 

郝 吉明・清華大学環境科学工程系・教授 

Jiming HAO・Institute of Environmental Science and Engineering, 
Tsinghua University・Professor 

交流人数 

（※日本側予算

によらない交流

についても、カ

ッコ書きで記入

のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 中国  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画  3/21  3/21 
実績 0/0  0/0 

中国 

<人／人日> 

実施計画 5/40   5/40 
実績 14/86  14/86 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 5/40 3/21  8/61 
実績 14/86 0/0  14/86 

② 国内での交流   ０／０ 人／人日 

２２年度の研

究交流活動 

事業の最終年度にあたり、研究交流の総括として，以下の通り，交流活動

を実施した。 

1) 第 18 回のセミナーを，10 月 21 日・22 日に清華大学において実施して，

日本側より６名の研究者が参加し，都市大気汚染について活発な討論を行

った。 

2) 1 月 9 日から 1 月 12 日に清華大学 Hao Jiming 教授，Wang Shuxiao
准教授が京都大学を訪問し，共同研究を行うと共に，成果を取りまとめた

教科書の執筆について打合せを行った。 

3) 1 月 10 日から 16 日に，清華大学 Ma Yongliang 准教授，Wang Yuxuan
准教授，Ye Wu 准教授が京都大学を訪問し，教科書執筆について討論を行

った。また，トヨタ自動車，豊橋技術科学大学を訪問して共同研究を行っ

た。 

4) 1月 17日から 23日まで大連理工大学のLi Jie教授が京都大学を訪問し，

共同研究を行った。また横浜国立大学へ藤江幸一教授を訪問し，共同研究
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を行った。 

5) １月 27 日から 31 日に北京大学 Chen Zhongming 教授，Sihua Lu 准

教授，Min Hu 教授が京都大学を訪問し，都市大気汚染および低炭素社会

構築について共同研究を行った。 

6) 3 月 5 日から 3 月 7 日まで清華大学 Hao Jiming 教授が京都大学を訪問

し共同研究を行った。3 月 7 日から 9 日は愛媛大学において田辺信介教授

と共同研究を行った。 

7) 3 月 9 日から 15 日に昆明理工大学の NING Ping 教授，XiaoLong Tang
教授，Wang Xueqian 准教授が北海道大学および京都大学を訪問して，共

同研究を行った。 

研究交流活動

成果 

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）の執筆を行っ

た。研究交流については，（１）北京、名古屋等の日中のメガシティにおけ

る大気環境制御、（２）今後の大都市の排出源制御や環境濃度低減の技術面

での共同調査研究の２つのテーマを中心に実施し，日中の研究者の最新の

研究の知見を共有すると共に，さらなる共同研究の発展に向けた具体的な

計画を取りまとめた。 

日本側参加者数  

２２ 名 （１３－１日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

４９ 名 （１３－２中国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R－3 研究開始年度 平成 13 年度 研究終了年度 平成 22 年度 

研究課題名 （和文）廃棄物制御管理と資源化に関する研究 

（英文）Management of Solid Wastes and Establishment of Recycle 
System 

日本側代表者 

氏名・所属・

職 

（和文）武田信生・立命館大学総合理工学研究機構 エコ・テクノロジー

研究センター・センター長 

（ 英 文 ） Nobuo TAKEDA ・ Center for Eco-Technology, Research 
Organization of Science and Engineering, Ritsumeikan University・
Director 

相手国側代表

者 

氏名・所属・

職 

王 偉・清華大学環境科学工程系・教授 

Wei WANG・ Institute of Environmental Science and Engineering, 
Tsinghua University・Professor 

交流人数 

（※日本側予算

によらない交流

についても、カ

ッコ書きで記入

のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 中国  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画  3/21  3/21 
実績 0/0  0/0 

中国 

<人／人日> 

実施計画 5/40   5/40 
実績 7/42  7/42 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 5/40 3/21  8/61 
実績 7/42 0/0  7/42 

② 国内での交流   ０／０ 人／人日 

２２年度の研

究交流活動 

廃棄物焼却残渣の安定化・利用およびバイオマス廃棄物（都市ごみ厨芥、

下水汚泥）の有効利用、埋立処分場における物質の挙動に関する研究につ

いて、交流を進め共同研究を推進するため、下記の活動を行った。 

１）立命館大学・武田信生教授、京都大学・高岡昌輝准教授は平成 22 年 6

月に清華大学を訪問、また、清華大学 Wang Wei 教授、JIN Yiying 准教授は

平成 23年 1月に京都大学を訪問し、コーディネータミーティングを行った。

その際、本の作成に関する調整を行い、今後の研究交流状況について相談

した。京都大学・高岡昌輝准教授、大下和徹助教、朱芬芬 GCOE 特別研究

員（10 月より中国人民大学准教授）、周頴君博士学生、李心怡修士学生、

李艶林修士学生、孫秀翠修士学生、岩本敬弘修士学生が別経費にて北京の



 18

Wang Wei 教授の研究チームを訪れ、実質的な共同研究および研究交流を深

めている。Wang Wei 教授らは、福岡大学を訪れ、埋立処分に関する研究交

流を行った。 

３）北京航空航天大学・孫軼斐准教授は平成 23 年 2 月 13-20 日まで、来日

し、廃棄物管理に関する情報収集および共同プロジェクトの提案のため、

京都大学、大阪工業大学を訪れた。京都大学においては、バイオマス廃棄

物のエネルギー転換に関する研究提案についてディスカッションを行っ

た。 

４）同済大学・He Pinjing 教授、Zhang Hua 准教授は平成 23 年 1 月 4-7 日

まで来日し、京都大学、岐阜大学、岐阜市下水処理場を訪問した。京都大

学においては、今後の学生交流、研究交流に関してディスカッションを行

った。 

５）南開大学・TANG Jingchun 准教授は、平成 22 年 11 月 8-14 日まで来日

し、名古屋大学、京都大学、神戸大学、北九州市立大学を訪れ、廃棄物管

理、生物利用修復、環境管理などに関する情報収集を行った。 

 

研究交流活動

成果 

１）日本および中国の研究者により「solid waste management」に関する

テキストが最終的に完成した。 

２）平成 22 年 9 月まで G-COE 研究員であった朱芬芬博士が、10 月より中

国人民大学准教授に着任した。 

３）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。 

４）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。 

５）平成 22 年度後期に京都大学・清華大学・マラヤ大学が合同で開講した

3 大学間遠隔講義「新環境工学特論 II」において、清華大学から Tang Ling

先生が、中国の廃棄物問題・動向に関する講義を提供し、京都大学からは

高岡昌輝准教授が、日本における廃棄物問題および地球温暖化と廃棄物焼

却の関係についての講義を提供し、受講学生による質疑も含めて交流が行

われた。 

６）同済大学・He Pinjing 教授は、上海近郊都市への技術導入のため岐阜

市において下水汚泥焼却灰からのリンの回収プラントを見学し、NHK クロ

ーズアップ現代の取材を受けた。2 月 8 日の NHK クローズアップ現代「中

国 水ビジネスを狙え～50 兆円市場争奪戦～」で放映された。 

７）京都大学・高岡昌輝准教授ら が平成 22 年 5 月「塩素の X 線吸収端近
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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」論文賞受賞論文を獲得した。

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。

 

日本側参加者数  

２２ 名 （１３－１日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

４５ 名 （１３－２中国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R－4 研究開始年度 平成 13 年度 研究終了年度 平成 22 年度 

研究課題名 （和文）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 

（英文）Development of Comprehensive Management and Design 
Manuals on Urban Infrastructure 

日本側代表者 

氏名・所属・

職 

（和文）小林潔司・京都大学大学院経営管理研究部・教授 

（英文）Kiyoshi KOBAYASHI・Graduate School of Management, Kyoto 
University・ Professor 

相手国側代表

者 

氏名・所属・

職 

贺 克斌・清華大学環境科学工程系・教授 

Kebin HE ・ Institute of Environmental Science and Engineering, 
Tsinghua University・Professor 

交流人数 

（※日本側予算

によらない交流

についても、カ

ッコ書きで記入

のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 中国  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画  3/21  3/21 
実績 0/0  0/0 

中国 

<人／人日> 

実施計画 5/40   5/40 
実績 6/36  6/36 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 5/40 3/21  8/61 
実績 6/36 0/0  6/36 

② 国内での交流   ０／０ 人／人日 

２２年度の研

究交流活動 

本年度はこれまで 10 年間にわたって実施した議論の結果に基づき、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とりまとめた。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地域空間の創造の方法に関する提言をとりまとめ

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。すでに全

ての原稿は出そろっており、平成 23 年度内の出版を目指して、現在 proof 
reading やフォーマットの調整を行っている。 
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研究交流活動

成果 

これまでの 10 年間にわたる議論や検討に基づき、 

 日中両国に共通する持続的発展をめざした都市地域マネジメントの

方法論を構築する 

 アジアのメガシティにおいて発生する諸問題の整理と土地利用やそ

れらに対する処方箋を提案する 

 低炭素社会の実現へ向けた日中両国における政策論体系を構築する

といった目的を達成するための十分な研究成果が蓄積されており、研究交

流成果に基づく書籍原稿が出そろっている。同書籍は京都大学出版会より

平成 23 年度内に出版予定である。 

研究交流については、（１）社会経済活動や人間行動の理論分析、（２）自

然災害リスクの分析を踏まえた都市・地域の整備論の２つのテーマを中心

に実施し、最新の研究の知見を共有すると共に、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の提言に向けた具体的な計画を取りまと

めた。 

日本側参加者数  

５２ 名 （１３－１日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

４１ 名 （１３－２中国側参加研究者リストを参照） 
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１０－２ セミナー 

―実施したセミナーごとに作成してください。－ 
整理番号 S－1 
セミナー名 （和文）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 
（英文）The 18th Seminar of JSPS-MOE Core University 
Program on Urban Environment 

開催時期 平成２２年１０月２１日 ～ 平成２２年１０月２２日（２日間）

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）中国、北京、清華大学 
（英文）China, Beijing, Tsinghua University 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）津野 洋・京都大学大学院工学研究科・教授 
（英文）Hiroshi Tsuno・Graduate School of Engineering, Kyoto 
University・Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

Jiming HAO ・ Department of Environmental Science and 
Engineering Tsinghua University・Professor 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（ 中国 ） 

 
日本 

<人／人日> 

A. 24/93 
B. 0/0 
C. 7/35 

 
中国 

<人／人日> 

A. 0/0 
B. 0/0 
C. 25/50 

 
合計 

<人／人日> 

A. 24/93 
B. 0/0 
C. 32/85 

 
A.セミナー経費から負担 
B.共同研究・研究者交流から負担 
C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない

でください。） 
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セミナー開催の目的 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。 
セミナーの成果  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。 
セミナーの運営組織 清華大学：Jiming HAO、Wei WANG、Xia Huang 

京都大学：津野 洋 
 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容              金額 
旅費              4,258,045 円 

中国側 内容              金額 
旅費              1,300,000 円 
会場費             200,000 円 
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１０－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

① 相手国との交流                  

派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

中国 

<人／人日> 

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  6/30 6/30 
実績 8/27 8/27 

中国 

<人／人日> 

実施計画 2/16  2/16 
実績 1/4 1/4 

合計 

<人／人日> 

実施計画 2/16 6/30 8/46 
実績 1/4 8/27 9/31 

②  国内での交流   １５／２１ 人／人日 

 

 

所属・職名 

派遣者名 

派遣・受入先

（国・都市・機関）
派遣時期 用務・目的等 

立命館大学エコ・テ

クノロジー研究セ

ンター・センター

長・武田信生 

日本・京都・

京都大学 

平成 22 年 6 月 4 日～

平成 22 年 6 月 4 日 

JSPS-MOE 連絡協議会参

加のため 

岡山大学・准教授・

永禮英明 

日本・京都・

京都大学 

平成 22 年 6 月 4 日～

平成 22 年 6 月 4 日 

JSPS-MOE 連絡協議会参

加のため 

東京農工大学・教

授・細見正明 

日本・京都・

京都大学 

平成 22 年 6 月 4 日～

平成 22 年 6 月 5 日 

JSPS-MOE 連絡協議会参

加のため 

岡山大学・教授・藤

原健史 

日本・京都・

京都大学 

平成 22 年 6 月 4 日～

平成 22 年 6 月 4 日 

JSPS-MOE 連絡協議会参

加のため 

岡山理科大学・教

授・宗本順三 

日本・京都・

京都大学 

平成 22 年 6 月 4 日～

平成 22 年 6 月 4 日 

JSPS-MOE 連絡協議会参

加のため 

琉球大学・教授・堤

純一郎 

日本・京都・

京都大学 

平成 22 年 6 月 4 日～

平成 22 年 6 月 4 日 

JSPS-MOE 連絡協議会参

加のため 

滋賀県立大学・教

授・國松孝男 

日本・京都・

京都大学 

平成 22 年 6 月 4 日～

平成 22 年 6 月 4 日 

JSPS-MOE 連絡協議会参

加のため 

名城大学・准教授・

大影佳史 

日本・京都・

京都大学 

平成 22 年 6 月 4 日～

平成 22 年 6 月 4 日 

JSPS-MOE 連絡協議会参

加のため 

京都大学・名誉教

授・宗宮 功 

日本・京都・

京都大学 

平成 22 年 6 月 4 日～

平成 22 年 6 月 4 日 

JSPS-MOE 連絡協議会参

加のため 
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摂南大学・教授・海

老瀬潜一 

日本・京都・

京都大学 

平成 22 年 6 月 4 日～

平成 22 年 6 月 4 日 

JSPS-MOE 連絡協議会参

加のため 

香 川 高 等 専 門 学

校・校長・嘉門雅史

日本・京都・

京都大学 

平成 22 年 6 月 4 日～

平成 22 年 6 月 5 日 

JSPS-MOE 連絡協議会参

加のため 

福岡大学・准教授・

田中綾子 

日本・京都・

京都大学 

平成 22 年 6 月 4 日～

平成 22 年 6 月 5 日 

JSPS-MOE 連絡協議会参

加のため 

京都大学・教授・津

野洋 

中国・北京・

清華大学 

平成 22 年 6 月 22 日～

平成 22 年 6 月 25 日 

JSPS-MOE コーディネー

ター会議参加のため 

京都大学・教授・田

中宏明 

中国・北京・

清華大学 

平成 22 年 6 月 22 日～

平成 22 年 6 月 24 日 

JSPS-MOE コーディネー

ター会議参加のため 

豊 橋 技 術 科 学 大

学・教授・北田敏廣

中国・北京・

清華大学 

平成 22 年 6 月 22 日～

平成 22 年 6 月 24 日 

JSPS-MOE コーディネー

ター会議参加のため 

立命館大学エコ・テ

クノロジー研究セ

ンター・センター

長・武田信生 

中国・北京・

清華大学 

平成 22 年 6 月 22 日～

平成 22 年 6 月 25 日 

JSPS-MOE コーディネー

ター会議参加のため 

京都大学・准教授・

松島格也 

中国・北京・

清華大学 

平成 22 年 6 月 22 日～

平成 22 年 6 月 24 日 

JSPS-MOE コーディネー

ター会議参加のため 

京都大学・准教授・

高岡正輝 

中国・北京・

清華大学 

平成 22 年 6 月 22 日～

平成 22 年 6 月 24 日 

JSPS-MOE コーディネー

ター会議参加のため 

京都大学・講師・井

上耕治 

中国・北京・

清華大学 

平成 22 年 6 月 22 日～

平成 22 年 6 月 25 日 

JSPS-MOE コーディネー

ター会議参加のため 

京都大学・講師・冨

士田誠之 

中国・北京・

清華大学 

平成 22 年 6 月 22 日～

平成 22 年 6 月 24 日 

JSPS-MOE コーディネー

ター会議参加のため 

清華大学・職員・

GAO Yuhua 

日本・京都・

京都大学 

平成 23 年 1 月 13 日～

平成 23 年 1 月 16 日 

JSPS-MOE コーディネー

ター会議参加のため 

立命館大学エコ・テ

クノロジー研究セ

ンター・センター

長・武田信生 

日本・京都・

京都大学 

平成 23 年 1 月 13 日～

平成 23 年 1 月 14 日 

JSPS-MOE コーディネー

ター会議参加のため 

豊 橋 技 術 科 学 大

学・教授・北田敏廣

日本・京都・

京都大学 

平成 23 年 1 月 13 日～

平成 23 年 1 月 14 日 

JSPS-MOE コーディネー

ター会議参加のため 

京都大学・講師・冨

士田誠之 

日本・京都・

京都大学 
平成 23 年 1 月 19 日～

平成 23 年 1 月 20 日 

来日中の中国側研究者と

今後の研究打ち合わせを

行うため 
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１１．平成２２年度経費使用総額 

 経費内訳 金額（円） 備考 

研究交流経費 
国内旅費 4,919,975  

外国旅費 5,481,670  

謝金 0  

備品・消耗品購入費 266,335  

その他経費 3,274,034  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

277,986  

計 14,220,000  

委託手数料 1,422,000  

合  計 15,642,000  

 
１２．四半期毎の経費使用額及び交流実績 

 経費使用額（円） 交流人数<人／人日> 

第１四半期 1,675,354 ２１／４５ 

第２四半期 143,100 ２／８ 

第３四半期 6,630,555 ２９／１２０ 

第４四半期 5,770,991 ３５／２０４ 

計 14,220,000 ８７／３７７ 

 
 


