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(様式４) 

１． 基本データ  

【事業名称】 

事業名（和文は４０字以内。） 

（和文）健康植物科学コンソーシアムによる若手研究者育成プログラム 

 

（英文）Program for training young scientists through “Plant Science for Health” consortium 

 

 

【申請大学】 

大学名（和文） 千葉大学                             

 

      (英文) Chiba University 

 

 

大学長氏名       齋藤 康 

 

 

 

【申請専攻等】（申請大学内の研究科、附置研、研究センター、国際交流担当課等） 

大 学 名（和文） 千葉大学 

 

 

  

（英文） Chiba University 

 

 

  

専攻等名（和文） 園芸学研究科環境園芸学専攻 

 

 

 

(英文) Graduate School of Horticulture 

 

 

 

【申請大学内のその他の専攻等】（該当がある場合のみ記述してください。専攻等が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文） 薬学研究院 

環境健康フィールド科学センター 

 

 

(英文) Graduate School of Pharmaceutical Sciences 

Center for Environment, Health, and Field Sciences 

 

 

【申請大学以外の協力機関】（該当がある場合のみ記述してください。機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文）  

 

 

  

(英文)  

 

 

 

機関名 （和文）                            

 

 

（英文） 
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【海外パートナー機関】(機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文） 理学部・薬学部・大学院 

建築学院 

都市・建築学部 

農業生命科学部 

浙江清華長三角研究院 

農学部 

  

(英文) Faculty of Science, Faculty of Pharmacy and Faculty of Graduate Studies 

School of Architecture 

College of Architecture and Urban Planning 

College of Agriculture and Life Sciences 

Yangtze Delta Region Institute of Tsinghua University 

Faculty of Agriculture 

 

 

機関名 （和文） マヒドン大学                           

清華大学 

ワシントン大学 

アリゾナ大学 

清華大学 

ボゴール農科大学 

 

（英文） 

Mahidol University 

Tsinghua University 

University of Washington 

The University of Arizona 

Tsinghua University 

Bogor Agricultural University 
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２．事業実施期間を通じた事業の目標と、そのうちの平成２１年度の事業目標達成状況 

 

 

「健康植物科学」は、現代社会が持つ様々な問題点について、「植物」が果たしうる役割を

明確化し、これらの利活用方法を開発拡大することにより解決し、「人」が健康で健全な生活

を維持できる「持続可能な生活空間」を構築しようとする新領域の研究分野である。本計画は、

「健康植物科学」の共同学位システムを中心とした、国際連携研究者育成プログラムの確立と

カリキュラムの開発を実現するために、「心身の健康維持」に関する複層的コンソーシアムを

形成する。コンソーシアム内の協定機関に博士前後期学生を派遣し、それぞれの教育研究機関

が持つ、「身体の健康維持」あるいは「精神の健康維持」に関わる研究分野の共同研究を主体

的に推進することで、若手研究者を育成し、相互交流を推進する。 

 

具体的な研究課題としては、健康を維持できる機能性植物の食資源としての利用・育成技術、

安定した供給のための繁殖技術、生活環境内の植物の環境改善効果の検証、緑地空間・癒し空

間の創造、などが挙げられる。植物資源は、地域により構成や特性、その利用方法が大きく異

なる。それぞれのテーマに基づく研究を展開する博士課程学生が、日本・中国・東南アジアと

いうアジアの中でも自然環境の異なる地域において、研究展開や利用実態を体験することで、

植物資源に対する見方が大きく広がると同時に、変動する地球環境条件下で、人の「心身の健

康」を維持するために植物資源をどのように利用していけば良いか、という明確な研究視点を

持つことができるようになる。また本事業は、米国の協定機関と連携して大学院生を派遣し、

相互研究交流を行うことで、研究手法のみならず文化・生活習慣に関して、欧米の視点からも

アジアを見ることのできる多様な判断力を身につけ、国際的に活躍できる若手研究者を育成す

ることを目標としている。 

 

これまでの交流実績と支援体制の整備状況から、千葉大学園芸学研究科が中心となり、薬学

研究院、環境健康フィールド科学センターと連携して、２つのテーマに対して海外交流機関と

のコンソーシアムを形成する。具体的には、テーマ１「身体の健康維持」では、タイ・マヒド

ン大学理学部（細胞工学・薬用植物学・熱帯植物学）、中国・清華大学浙江清華長三角研究院

（環境調節・薬用植物学）、米国・アリゾナ大学（施設栽培・環境調節）との、テーマ２「精

神の健康維持」では、中国・清華大学建築学院（環境造園・都市計画関連）、インドネシア・

ボゴール農科大学（環境造園学、熱帯植物資源学）、米国・ワシントン大学（都市計画学）と

のコンソーシアムをそれぞれ形成する。それぞれのコンソーシアムの海外拠点機関は、千葉大

学園芸学研究科と共同学位システムを開始するマヒドン大学理学部、清華大学建築学院とし、

共同学位システムの連携機関として清華大学浙江清華長三角研究院及びボゴール農科大学を

位置づける。これにより、日本-中国-東南アジアという、アジアの中の温帯から熱帯までの気

候帯での、健康植物科学に関わる研究視点と哲学を身に付けた若手研究者ネットワークの構築

が可能となる。植物資源に関しては、近年、遺伝資源保護の点から、アジア域内でも国際共同

研究が難しくなってきているが、今後、この分野における共同研究の推進は人にも地球環境に

も重要度が高まってくると予想されるため、この様なネットワークの重要性はますます高ま

る。若手研究者の視野を広げ、ネットワークを拡大させると同時に、将来的な共同教育、資格

確立の基盤として、米国のアリゾナ大学、ワシントン大学を協力機関として位置づけ、若手研

究者を短期派遣して、共同セミナー実施、短期実習・演習への参加を行う。 

 

これらの機関とこの様なコンソーシアムを形成して、若手研究者育成を共同して行うことに

より、千葉大学が目指す「持続可能な人類の生活を実現する環境調和型社会の創造」の基盤と

なる、広義の「健康植物科学」の国際教育・研究の推進を図ることが可能となる。21 年度はこ

れらの活動のスタートと位置付け、主に派遣及び受入体制の整備を行うことを目標とした。 
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平成２１年度の事業目標達成状況 

１.共同学位プログラムに関する派遣(マヒドン大学、清華大学) 

２.将来的な共同教育プログラムの基盤づくりのための派遣(アリゾナ大学、ワシントン大

学) 

３.共同企画の実施(ボゴール農科大学、清華大学、マヒドン大学) 

 

上記の活動により若手研究者の海外派遣の選考、事前教育、長期派遣における支援体制の問

題点や派遣手続きのマニュアル化が学内において整備され、来年度以降の派遣体制の土台がで

きあがった。また海外パートナー機関との共同企画を行ったことで相互の相違点・類似点の確

認ができ、これにより今後の共同教育を進める上での検討課題が明らかとなった。 
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３．平成２１年度 年度事業実施概要 

21 年度は、本取り組みの開始年度であるため、5年間の全体計画の設定に伴う、派遣先機関

との連絡調整、学生への派遣前教育を含めた派遣システムの構築、1 回目の試行的派遣を実施

した。また、5年間の前半にあたる 21 年度と 22 年度は、本事業終了後の展開を視野に入れた、

取り組みの拡大、見直しを行う期間と位置付け、検討を開始した。 

 

年度内派遣の全体計画の設定は、７月を目途に概要を決定する予定であったが、長期試行的

派遣以外の共同企画の概要決定が 11 月にずれこんだ。 

 

長期派遣の学生の選抜と派遣前教育は、4 月に行ったガイダンス、説明会で学生に本取り組

みと参加条件（履修が必要な科目、先方での研究環境など）を周知し、希望者を募った。また、

実施委員会において英語能力と面接審査での選抜を行った。 

5 月中にアリゾナ大学、ワシントン大学への派遣候補者を選定し、派遣先機関での受け入れ

体制の調整に入った。同時に、派遣されることが決定した学生は、事前準備として国際化対応

科目の受講、自習を義務づけた。 

 

5 月から 9月の間のメール等での打ち合わせに基づき、担当教職員を各協定機関に派遣して、

取り組みに基づく学生派遣に関する申し合わせを行った。21 年度は覚書を交わすまでに至らな

かったので、22 年度にはワシントン大学、アリゾナ大学との覚書を交わす様に交渉を行ってい

る。 

 

共同学位プログラムでの派遣に関しては、マヒドン大学理学部へのプログラムに参加希望

（長期派遣）の学生が、今年度はいなかったため、試行と位置付けて共同研究に関わる課題で

の研究に参加する大学院生を 4ヶ月間派遣する方向で調整をすすめた。共同研究の実施、セミ

ナー等への参加、支援体制の確認などが出来て、有意義な派遣であったが、派遣学生が 3カ月

目に病気となってしまい、帰国せざるを得なくなってしまったことが残念であった。しかしな

がら、病気になった場合の対応の確認ができたことは、今後有意義であると思われる。 

清華大学建築学院との共同学位プログラムは、中国の授業期間の関係で、派遣開始が年度末

の 2 月となった。来年度の 2 月までの 12 か月の派遣であり、清華大学建築学院の修士課程の

学生として入学が許可され、ダブルディグリーの対象学生として、現在研究に取り組んでいる。

また、ボゴール農科大学との博士前期課程のダブルディグリープログラム構築のための共同

セミナーを３月に開催し担当教職員･大学院生の短期派遣を行った。カリキュラムや単位制度

の相違点、類似点に関する理解を深めることができ、ダブルディグリー制度での共同教育に関

する土台の構築ができた。 

これらの 3機関とは、共同学位プログラムの詳細の相談と、今後の対応に関する打ち合わせ

のための会議を、共同企画実施と併せて行った。そのために外部資金と併せて、マヒドン大学

には 4名の教員を、清華大学には 5名の教員を、ボゴール農科大学には６名の教職員を派遣し

た。 

 

将来的な共同教育プログラムの基盤づくりのための派遣と位置付けている、アリゾナ大学と

ワシントン大学への 65 日の派遣は、8月～10 月の間に実施した。これらの 2機関への派遣は、

博士前後期課程の学生が海外の研究機関において研究インターンシップを実施する「インター

ンシップ」科目での派遣と考えており、それぞれの機関において事前に相談した課題に基づい

て研究を展開した。研究の研鑽だけでなく、コミュニケーション能力の強化を図る目的で、そ

れぞれの大学で実施されている語学研修プログラムにも併せて参加した。相手機関の若手研究

者との継続的な共同研究に繋げることがこれからの課題と思われた。これら２機関には、それ

ぞれ１名の学生を派遣した。 
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４．平成２１年度の具体的成果 

４－１．若手研究者育成に対する組織的取り組み状況 

 ITP 委員会を全学的組織の国際展開企画室主導のもと、園芸学研究科、薬学研究院、環境健

康フィールド科学センターからの教員で構成して立上げた。今年度の派遣に関しては、2 カ月

～3 カ月の派遣として、薬学研究院からマヒドン大学に 2 名を、園芸学研究科からアリゾナ大

学、ワシントン大学、清華大学建築学院、マヒドン大学にそれぞれ 1 名を、1 年間の長期派遣

として園芸学研究科から清華大学建築学院に 1名を実施することで了解した。 

それぞれの研究科において、ITP 対応委員会を設置し、派遣希望学生へのガイダンス、募集、

選考、派遣前教育を行った。ガイダンス、募集は環境園芸学エキスパートプログラム室と連携

し、事前教育、派遣中の報告体制なども含めて検討し実施した。 

共同企画の計画は、園芸学研究科では国際交流委員会、学務委員会と ITP 委員会が連携して

企画し、それぞれの責任者が事前調整を進めると同時に、派遣手続き、派遣前ガイダンスなど

は、研究科の国際交流担当事務と ITP 委員会が連携して実施した。 

今年度の共同企画については、報告会を 22 年度前半に実施する予定である。 

 

本事業での目的の一つである、共同教育体制の推進に関連しては、博士後期課程のマヒドン

大学理学部、前期課程の清華大学建築学院に加えて、前期課程でのボゴール農科大学との協議

を積極的にすすめ、ダブルディグリーの覚書を締結した。共同教育の重要性に関しての相互理

解の推進に、本事業の共同企画が大きな役割を果たした。22 年度以降、本事業に関連したボゴ

ール農科大学への DD 対象学生の派遣も検討している。 

４－２．海外パートナー機関との協力体制構築状況 

マヒドン大学と千葉大学は、相互看板交換方式でのオフィス開設を 2010 年 3 月に行った。

また、ITP 事業への積極的なサポートについて、学長、学部長レベルで合意しており、組織的

な対応の体制が整ったと言える。 

 

清華大学建築学院との間では、2009 年 10 月にダブルディグリー制度での学生受け入れが始

まり、2010 年 2 月には千葉大学の学生派遣が始まった。これに伴い、カリキュラム、受講科目、

単位互換など、細かい学務事項の調整が行われている。また、留学までの流れや対応部署の確

認、生活も含めた支援体制について、双方で整備が進められている。 

 

ボゴール農科大学と千葉大学は、ダブルディグリーの開始に先立ち、大学間交流協定を締結

した。この協定のもとで、農学部と園芸学研究科の間で、博士前期課程でのダブルディグリー

の覚書を締結した。当初は、ランドスケープに特化した取組みとすることで、他大学との差別

化を行う。 

 

ワシントン大学、アリゾナ大学とは、短期派遣の交流実施対象機関になっているが、ワシン

トン大学の卒業生が研究科に在籍している事、千葉大学の卒業生がアリゾナ大学の教授になっ

ていることから、より組織的な体制整備を進めていく予定である。 
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４－３．学術面の成果及び成果の発表状況 

  今年度は取組みの初年度ということもあり、共同研究の成果の発表にはまだ至っていな

い。今後、成果発表が予定されているものとして、以下の３課題が挙げられる。 

 

１）ウラルカンゾウ Glycyrrhiza uralensis における組織培養による植物体再生系と

Agrobacterium による遺伝子導入系の確立 

マヒドン大学に 3か月派遣された、會田氏が取り組んでいた研究で、マヒドン大学との共同

研究である。形質転換カルスの作成までは成功しており、不定芽分化条件の検討を行っている

段階で、病気のため帰国することになってしまった。今後、本研究課題の継続が決まれば、こ

の内容での発表を行う予定である。 

 

２）日本造園学会主催「日中韓合同コンペティション」への応募 

2010 年度に行われる上記のコンペティションに、千葉大学・清華大学の合同チーム 2チーム

が参加する予定である。応募する計画・作品の制作は、ITP 事業で実施した共同演習からスタ

ートした。北京への派遣期間で、チーム作り、テーマの決定、応募までの日程調整などを行い、

現在、計画・作品の共同制作が継続されている。 

 

３）Study on Wu da lian chi Region Landscape planning 

清華大学建築学院に 2月より 1年間の派遣中である、東氏が上記課題で調査研究を実施して

おり、これまでの 2 カ月の研究で、中間発表を行っている。この研究内容を 22 年度中に学会

等で発表予定である。 

４－４．今後の課題・問題点 

  

今年度の派遣募集への応募状況から、以下のことが分かった。 

①清華大学とのダブルディグリーには少数ながら、高い研究能力をもった派遣希望者が継続

的に期待できる。問題としては、派遣直後のサポート体制であるが、千葉大学に受け入れてい

るダブルディグリー参加学生が清華大学に戻りチューターとして活動する、千葉大学からの長

期派遣学生が次の派遣学生に事前ガイダンスを実施する、ことなどで、前半からの積極的な研

究活動が可能となるなど、一層の改善が図られると思われる。 

②マヒドン大学への派遣は、先方の受け入れ体制が万全であるにも関わらず、長期の派遣希

望者が集まりにくいため、まずは共同企画の実施や短期の派遣希望者を募ることで、来年度以

降後の長期派遣の足がかりとなるようにしていきたい。 

③アリゾナ大学、ワシントン大学への派遣希望者は多いが、英語能力は先方が要求するレベ

ルに達しているものが少なく、派遣期間中に研究と語学能力のアップを並行して行う必要があ

る。このため、アリゾナ大学とは研究インターンシップの受入れと語学研修について、体制整

備を併せて検討している。 

 

一方、共同企画事業は、双方の学生にとって国際感覚を養い、相互理解を深めると同時に、

双方の機関にとっても今後の交流継続体制の強化とネットワークの確立のために意義が大き

いことが確認できた。今後の課題としては、より効果的な共同企画を立てていくことと、学生

の参加に対するモチベーション向上が挙げられる。 
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５．若手研究者の派遣実績 

 

 

派遣先機関 

 

派遣期間 

 

派遣者所属・職名等 

マヒドン大学 

（タイ・バンコク市） 

2009/7/31 

2009/10/3 

大学大学院医学薬学府 

総合薬品科学専攻・ 

修士課程１年 

アリゾナ大学 

（米国・アリゾナ州） 

2009/8/17 

2009/10/19 

大学院園芸学研究科 

環境園芸学専攻・ 

博士前期課程１年 

ワシントン大学 

（米国・ワシントン州） 

2009/9/22 

2009/12/14 

大学院園芸学研究科 

環境園芸学専攻・ 

博士前期課程１年 

マヒドン大学 

（タイ・バンコク市） 

2009/10/1 

2010/1/5 

大学院園芸学研究科 

環境園芸学専攻・ 

博士後期課程１年 

清華大学建築学院 

（中国・北京市） 

2010/2/1 

2010/4/2 

 

大学院園芸学研究科 

環境園芸学専攻・ 

博士後期課程２年 

清華大学建築学院 

（中国・北京市） 

2010/2/26 

2011/2/25 

 

大学院園芸学研究科 

環境園芸学専攻・ 

博士前期課程１年 
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６．担当教職員の出張実績 

 

 

出張先機関 

 

出張期間 

 

出張者所属・職名等 

マヒドン大学 

（タイ・バンコク市） 

2009/9/20 

2009/9/23 
千葉大学・理事 

ボゴール農科大学農

学部（インドネシア・

ボゴール） 

2010/2/28 

2010/3/6 

千葉大学 園芸学研究科・ 

教授 

ボゴール農科大学農

学部（インドネシア・

ボゴール） 

2010/2/28 

2010/3/2 

 

千葉大学 園芸学研究科・ 

教授 

ボゴール農科大学農

学部（インドネシア・

ボゴール） 

2010/2/28 

2010/3/2 

 

千葉大学 園芸学研究科・ 

教授 

ボゴール農科大学農

学部（インドネシア・

ボゴール） 

2010/2/28 

2010/3/6 

 

千葉大学 園芸学研究科・ 

教授 

ボゴール農科大学農

学部（インドネシア・

ボゴール） 

2010/2/28 

2010/3/2 

 

千葉大学 副理事・教授 

ボゴール農科大学農

学部（インドネシア・

ボゴール） 

2010/2/28 

2010/3/2 

千葉大学  

学術国際部国際企画課・主任 

マヒドン大学 

（タイ・バンコク市） 

2010/3/7 

2010/3/10 

千葉大学 園芸学研究科・ 

教授 

マヒドン大学 

（タイ・バンコク市） 

2010/3/7 

2010/3/10 

千葉大学 園芸学研究科・ 

教授 

マヒドン大学 

（タイ・バンコク市） 

2010/3/8 

2010/3/11 

千葉大学 薬学研究院・ 

准教授 

マヒドン大学 

（タイ・バンコク市） 

2010/3/8 

2010/3/11 

千葉大学 薬学研究院・ 

准教授 

ワシントン大学環境

学部（アメリカ・シア

トル） 

2010/3/8 

2010/3/10 

千葉大学 園芸学研究科・ 

教授 

清華大学 

（中国・北京市） 

2010/3/24 

2010/3/28 

千葉大学 園芸学研究科・ 

准教授 

清華大学 

（中国・北京市） 

2010/3/24 

2010/3/28 

千葉大学 園芸学研究科・ 

教授 
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