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                                      【公表】 

事業名 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 

申請大学 

大学名・申請専攻等名 
千葉大学大学院園芸学研究科環境園芸学専攻 

主担当教員 

所属・職・氏名 
大学院園芸学研究科・教授・木庭卓人 

  

１．事業の実施状況 

（１）申請時に提出した事業の目的及び将来構想の概要 

 「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「こころの健

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。 

 国際連携体制としては、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「こころの健康維持」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。 

コンソーシアムにおい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。 

 

・上述の目的に対する達成状況とその理由 

   

□目標を上回る成果を得た 

□十分に達成された 

   ☑概ね達成された 

□ある程度達成された 

□ほとんど達成されなかった 

【理由】 

 健康植物科学に関わり、テーマ 1 では、マヒドン大学・BIOTEC、アリゾナ大学農業生命科学部との

継続的な交流が出来、連携が深まったが、マヒドン大学へのダブルディグリープログラムでの派遣に

結びつけることが出来なかったことが今後の課題として残る。この分野での派遣は共同研究を伴うも

のになるので、今後は国際共同研究の拡大を目指す必要がある。 

 テーマ 2では、清華大学建築学院とのダブルディグリープログラムが双方向で実施出来ていること、

多くの共同教育プログラム、ワークショップの実施に繋げることが出来、連携関係が強まったこと、

この分野での先進研究が実施されているヨーロッパ各国の協定校との連携が深まったこと、パートナ

ー機関からの学生を招聘した国際ワークショップを平成 25 年から開始できたこと、などから当初目的

の大部分は達成できたと考えられる。また、共同研究の拡大とそれに伴う学生交流の促進、共同教育

プログラムの開設のための基盤構築は出来たと評価できる。 
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（２）若手研究者養成のための組織的な取組状況 

 

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

備状況 

 

 千葉大学では、文部科学省、経済産業省、JSPS、JST 等が支援を行う数多くのプロジェクトを全学

的取組みとして推進している。平成 20 年度には「優れた若手研究型教員の人材育成システム」として

本学独自のテニュアトラック（TT）制を導入し、その後「若手研究者の自立的研究環境整備促進（科

学技術振興調整費）」「テニュアトラック普及・定着事業（科学技術人材育成費補助金）」等の支援を受

けながら、制度を発展させてきた。この他、本学の教育・研究の国際展開を推進する組織である国際

展開企画室が主体となり、学内予算において若手教職員・研究者が計画する海外での研究活動のため

の海外渡航に対し渡航費の全部又は一部を助成するプログラムを展開するなど、若手研究者の国際交

流活動の萌芽的取組みの推進を図っている。 

 海外協定機関に派遣される教員には国際企画課が、大学院生には国際教育センターが、それぞれ事

前に協定機関、派遣国についてのガイダンスを実施する体制を取っている。併せて、本学は海外拠点

整備を年次計画で進めており、これまで独立オフィスである北京オフィス（中国）のほか、マヒドン

大学（タイ）、インドネシア大学、セイナヨキ応用科学大学（フィンランド）、浙江大学、上海交通大

学（中国）、ウォータールー大学（カナダ）に、相手大学との教育プログラムの実施拠点、研究者のマ

ッチング拠点として、相互設置オフィスを設置している。また、平成 23 年には千葉大学・上海交通大

学国際共同研究センターを千葉大学と上海交通大学両キャンパスに設置した。これらの拠点により、

それぞれの国・地域に派遣された教員・学生の支援体制の整備を図って来た。 

研究科では ITP 委員会を国際教育プログラム小委員会内に位置付け、担当教職員を配置して、パー

トナー機関との連絡調整、派遣若手研究者の募集・選考、受け入れ教員とのマッチング、派遣前教育、

派遣手続き、派遣中の支援、帰国後の報告書作成、合同報告会の実施、に対応している。 

 研修参加後には、指導教員と連携して派遣者に対し学会報告の機会を積極的に紹介し、適当な学会

発表があれば面談において登録を行っている。その後は、具体的な報告・発表機会を目指して海外の

研究者との連携を継続しつつ研修内容をさらに発展・充実させていくよう派遣者に指導している。ま

た面談では、より長期の留学につなげるモチベーションの向上や適切な留学先の相談なども積極的に

行うようにしている。 

 

②海外パートナー機関との連携状況（海外パートナー機関との間で形成したネットワークの活用状

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

 

植物健康科学の分野では、当初のマヒドン大学理学部、清華大学建築学院に加えて、ボゴール農科

大学との間で共同学位の仕組みを構築できた。これらの機関からは、継続的にほぼ毎年 1 名の大学院

生の受入れを行ってきている。それ以外のパートナー機関との間においても、共同学位や連携教育、

共同研究の計画が進んでいる。 

ITP での共同企画は、千葉大学とパートナー機関の大学院生や若手研究者が研究成果の紹介や、施

設見学を行うことで、若手研究者のネットワークの醸成に大きく貢献している。特に、環境造園に関

わる取り組みでは、都市域の緑地に関する共同制作・ワークショップの共同企画を積極的に展開し、

各種のコンペに参加している。パートナー機関の若手研究者を招聘して千葉大学で都市緑化に関わる

ワークショップを毎年開催し、パートナー機関の拡大、ネットワークの強化に伴って毎年規模を拡大

してきた。 

また、毎年、この分野に関連する国際シンポジウムを千葉大学で開催し、海外パートナー機関に加

えて関連協定機関から研究者を招聘し、お互いの研究紹介と併せて、教育研究環境や支援体制の紹介

を実施している。22 年度には、ソウル国立大学において、看護学研究科も参加して環境健康分野での

国際シンポジウムが開催された。 

若手研究者の受け入れは、アジアパートナー機関を中心として、1 年間までの受入れを継続的に実

施しており、ネットワークの重層化が実現してきている段階である。また、他の国際交流プログラム

や取り組みと連携させていくことで、ITP の成果をより効果的に活かすことが可能となっている。 
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（３）本事業による取り組み成果の国内外に対する情報発信の状況 

 

千葉大学では ITP の HP を設けて、情報発信を行っている。また、海外協定機関訪問時や来訪時の大

学紹介などで、本事業の取り組み成果を紹介してきた。海外パートナー機関に訪問した際には、大学

本部関係者に若手研究者派遣の取り組みを紹介し、派遣中の若手研究者の活動に対して、全面的な協

力をお願いする様にしている。 

特に、清華大学との共同の取り組みでは、千葉大学、清華大学に加えて、北京林業大学の学生がチ

ームを作り、都市緑化、都市計画に関わるコンペへの参加を継続的に行っており、成果の情報発信が

積極的に行われている。また、双方向でのダブルディグリープログラムの取組を継続している。 

一方で、平成 25 年度からは、清華大学、ソウル国立大学、ワシントン大学、ドレスデン応用科学大

学、スウェーデン農業大学等のパートナー機関から学生を招聘して、夏期に都市緑化に関わるワーク

ショップを実施し、混成チームでの企画提案を行って、学内外の関係者を招いての成果発表会、報告

書の作成を行っている。 

また、平成 21 年度から毎年、パートナー機関に加えてアジアを中心とした他の協定機関の教員や大

学院生を招聘した国際集会を開催しており、広義の健康植物科学に関わる領域での共同研究、共同教

育の開始に向けた宣伝広報を進めている。 

派遣された若手研究者の帰国報告会は、パートナー機関と交流を行っている研究室、パートナー機

関から来日中の留学生、関係する教職員のほか、パートナー機関への派遣に関心のある学部生を含む

多くの在学生も対象として実施しており、将来の派遣を目指す学生にとっては本事業に関する具体的

な情報を得るとともに、将来の参加のために今から必要な準備について理解するための重要な場とな

っている。 

研究業績も取組開始当初は学会発表や論文としてまとめることが、難しかったが徐々に成果が出始

めるようになり、ITP での継続的な取り組みの成果が出てきていると考えられる。 

海外協定機関訪問時の紹介や広報の結果、パートナー機関として受け入れに協力を約束され、新た

なパートナー機関に、ヨーロッパ 3大学、韓国・ソウル国立大学が加わった。 
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２．今後の展望 
・これまでの実施状況を踏まえて、事業実施期間終了後の展望について記入して下さい。（自己資金、若しくは他の競争的資金等

による同様の事業の継続状況等） 

 

本事業の開始当初は対象を「健康植物科学」として非常に広い分野を想定していたが、これまでの

実績や、学内外、社会の変化に対応させて、「都市域において安全安心な生活空間を植物の能力を活用

して創生する」という分野に特化していくことを計画している。この分野には、都市の緑化、薬用植

物の評価と大量増殖、植物工場による安全な野菜栽培、快適な空間の創造と評価法の確立などが含ま

れ、これまでに千葉大学において、多くの研究成果が出されてきたものであり、パートナー機関との

連携も行われてきたものであることから、将来的なネットワークの拡大・充実に ITP の成果がより目

に見える形で活かされると考えている。 

今後、特化しようとしている分野の中で、これまでの派遣・受け入れのバランスでは、人の健康に

貢献する分野である、薬用植物に関連するものが少なかったことや、植物工場に関わるものが無かっ

たことから、事業後半ではこの分野での取り組みを強化した。受け入れに関しては、22 年度中に園芸

学研究科及び環境健康フィールド科学センターに整備された、植物工場に関わる施設群を活用して、

研究インターンシップ、高度職業人育成プログラムと連動させ、薬用植物の大量増殖、都市内で展開

できる植物工場の提案、植物セラピーなどの教育研究を、海外パートナー機関との間で推進し、今後

も継続する予定である。また、学内ではこれまでの薬学研究院に加えて看護学研究科や工学研究科と

も連携して、事業展開を行う計画になっている。 

都市緑化の分野では、派遣・受け入れともに、アジア・欧米との取り組みが順調に進んでいるが、

欧米からの受入れが少なかったことから、24 年度より国際研究集会やワークショップなどで、積極的

に欧米の若手研究者を招聘した。今後は、パートナー機関からの招聘若手研究者も含めたネットワー

クの構築を進める予定である。 

23 年度までの実績では、学内での成果報告会以外で、目に見える研究成果の公表が少ないことから、

派遣前教育で、千葉大学及びパートナー機関での指導教員との打ち合わせを密接に行い、派遣中に実

施する研究については、学会発表を行うなど、帰国後の成果発表を義務付ける様に指導し、24 年度以

降、徐々にその成果が見られるようになってきている。 

また、分野間の交流が少ないことから、異分野の連携や交流を図る必要があると考えている。「植物

工場」や「快適性の評価」などをキーワードとする共同企画や研究は、両分野に関わる若手研究者が

参加できる内容を企画することが可能となる。25 年度には、この内容での共同企画を千葉大学におい

て実施して、異なった専門分野の若手研究者が交流できる環境を提供することで、研究ネットワーク

の拡大を図った。今後もこの様な共同企画や国際集会を継続的に実施し、ネットワークの継続拡大を

目指す。 

 事業実施機関終了後には、若手研究者の派遣や招聘は、学内外の派遣資金を確保し、共同学位シス

テムや単位互換システムを活用して、継続的な実施を予定している。また、企業との共同研究やイン

ターンシップとの連携を図っていくことで、派遣・招聘や共同企画に関わる資金確保を行う計画を立

てている。また、学内及び海外パートナー機関（清華大学建築学院、マヒドン大学）において、現在

整備中の TV会議システムを活用して、研究者同士が情報交換や共同セミナーを実施したり、遠隔講義

を行ったりする計画である。 
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資料１．若手研究者の養成 

（１）海外パートナー機関への派遣者数及び派遣期間 
 ・海外パートナー機関との共同企画参加のみの派遣を除きます。 

  ・さらに派遣者がいる場合は欄を追加して下さい。 

 

①第 1年度（平成２１年度） 

 派遣先機関 派遣期間（_日間） 派遣者職名等 

1 マヒドン大学薬学部 
平成 21 年 7 月 31 日～平成 21

年 10 月 3日（65 日間） 

医学薬学府・修士課程１

年 

2 アリゾナ大学農業生命科学部 
平成 21 年 8 月 17 日～平成 21

年 10 月 19 日（64日間） 

園芸学研究科・博士前期

課程１年 

3 ワシントン大学都市建築学部 
平成 21 年 9 月 22 日～平成 21

年 12 月 14 日（84日間） 

園芸学研究科・博士前期

課程１年 

4 マヒドン大学理学部 
平成 21 年 10 月 1 日～平成 22

年 1月 5日（97 日間） 

園芸学研究科・博士後期

課程１年 

5 清華大学建築学院 
平成 22 年 2月 1日～平成 22 年

3月 31 日（59 日間） 

園芸学研究科・博士後期

課程２年 

6 清華大学建築学院 
平成 22 年 2 月 26 日～平成 22

年 3月 31 日（34 日間） 

園芸学研究科・博士前期

課程１年 

 計６名   

 

②第 2年度（平成２２年度） 

 派遣先機関 派遣期間（_日間） 派遣者職名等 

1 清華大学建築学院 
平成22年 4月 1日～平成4月 2

日（2日間） 

園芸学研究科・博士後期

課程３年 

2 清華大学建築学院 
平成 22年 4月 1日～平成 23年

2月 19 日（325 日間） 

園芸学研究科・博士前期

課程１年 

3 ボゴール農科大学農学部 
平成 22 年 9 月 21 日～平成 23

年 11 月 23 日（64日間） 

園芸学研究科・博士前期

課程１年 

4 ボゴール農科大学農学部 
平成 22 年 9 月 23 日～平成 23

年 11 月 30 日（69日間） 

園芸学研究科・博士前期

課程１年 

5 清華大学建築学院 
平成 22 年 10 月 19 日～平成 23

年 1月 19 日（93 日間） 

園芸学研究科・博士前期

課程１年 

6 ワシントン大学建築都市計画学部 
平成 22 年 10 月 1 日～平成 22

年 12 月 3日（64 日間） 

園芸学研究科・博士前期

課程１年 

7 
ベルン応用科学大学建築・木材・建設

学部 
平成 22 年 8 月 22 日～平成 23

年 2月 1日（164 日間） 

園芸学研究科・博士前期

課程１年 

8 清華大学建築学院 
平成 23 年 2 月 19 日～平成 23

年 3月 31 日（41 日間） 

園芸学研究科・博士前期

課程１年 

9 清華大学建築学院 
平成 23 年 3 月 11 日～平成 23

年 3月 31 日（21 日間） 

園芸学研究科・博士前期

課程１年 

 計９名（前年度継続２名）   
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③第 3年度（平成２３年度） 

 派遣先機関 派遣期間（_日間） 派遣者職名等 

1 清華大学建築学院 

平成 23年 4月 1日～平成 24年

2月 18 日（292 日間） 

（平成 23 年 4 月 3 日～平成 23

年 4 月 9 日，平成 23 年 5 月 2

日～平成 23年 5月 26 日一時帰

国） 

園芸学研究科・博士前期

課程 2年 

2 清華大学建築学院 
平成 23年 4月 1日～平成 23年

7月 31 日（122 日間） 

園芸学研究科・博士前期

課程 2年 

3 ワシントン大学建築都市計画学部 
平成 23 年 9 月 27 日～平成 23

年 11 月 30 日（65日間） 

園芸学研究科・博士後期

課程 1年 

4 ワシントン大学建築都市計画学部 
平成 23 年 10 月 1 日～平成 23

年 12 月 6日（67 日間） 

園芸学研究科・博士前期

課程 1年 

5 ワシントン大学環境学部 
平成 23 年 11 月 10 日～平成 24

年 1月 15 日（67 日間） 

園芸学研究科・博士前期

課程 2年 

6 アリゾナ大学農業生命科学部 
平成 23 年 9 月 16 日～平成 23

年 11 月 22 日（68日間） 

園芸学研究科・博士後期

課程 1年 

7 アリゾナ大学薬学部 
平成 23 年 10 月 1 日～平成 23

年 12 月 8日（69 日間） 

医学薬学府・修士課程 1

年 

8 ベルン応用科学大学建築・木材・建設

学部 
平成 23 年 9 月 21 日～平成 23

年 11 月 22 日（63日間） 

園芸学研究科・博士前期

課程 2年 

9 マヒドン大学理学部 
平成 24 年 1 月 13 日～平成 24

年 3月 18 日（66 日間） 

園芸学研究科・博士研究

員 

10 BIOTEC 
平成 24年 2月 1日～平成 24年

3月 31 日（60 日間） 

園芸学研究科・博士後期

課程 2年 

11 ボゴール農科大学農学部 
平成 24 年 2 月 29 日～平成 24

年 3月 31 日（32 日間） 

園芸学研究科・助教 

12 アリゾナ大学農業生命科学部 
平成 23 年 9 月 16 日～平成 23

年 11 月 22 日（68日間） 

園芸学研究科・博士前期

課程 1年 

13 清華大学建築学院 
平成 24 年 3 月 12 日～平成 24

年 3月 31 日（20 日間） 

園芸学研究科・博士前期

課程 2年 

 計１３名（前年度継続２名）   

 

④第 4年度（平成２４年度） 

 派遣先機関 派遣期間（_日間） 派遣者職名等 

1 清華大学建築学院 
平成 24年 4月 1日～平成 24年

9月 30 日（183 日間） 

園芸学研究科・博士前期

課程 2年 

2 BIOTEC 
平成 24年 4月 1日～平成 24年

4月 5日（5日間） 

園芸学研究科・博士後期

課程 3年 

3 ボゴール農科大学農学部 
平成 24年 4月 1日～平成 24年

4月 28 日（28 日間） 

園芸学研究科・助教 

4 ソウル国立大学環境学研究科 
平成 24 年 10 月 16 日～平成 24

年 12 月 14 日（60日間） 

園芸学研究科・博士前期

課程 2年 

5 ワシントン大学建築都市計画学部 
平成 25 年 3 月 20 日～平成 25

年 3月 31 日（12 日間） 

園芸学研究科・博士前期

課程 1年 

6 ワシントン大学環境学部 
平成 24 年 10 月 13 日～平成 24

年 12 月 16 日（65日間） 

園芸学研究科・博士前期

課程 1年 

7 ワシントン大学環境学部 
平成 24 年 12 月 3 日～平成 25

年 2月 7日（67 日間） 

園芸学研究科・博士前期

課程 1年 

8 アリゾナ大学農業生命科学部 
平成 24 年 9 月 28 日～平成 24

年 12 月 7日（71 日間） 

園芸学研究科・博士前期

課程 1年 

9 ボゴール農科大学農学部 
平成 25 年 3 月 28 日～平成 25

年 3月 31 日（4日間） 

園芸学研究科・博士前期

課程 1年 

10 ベルン応用科学大学建築・木材・建設

学部 
平成 24 年 9 月 25 日～平成 24

年 11 月 30 日（67日間） 

園芸学研究科・博士前期

課程 1年 

11 マヒドン大学理学部 
平成 24年 9月 4日～平成 24年

11 月 8日（66 日間） 

園芸学研究科・博士前期

課程 1年 

12 ソウル国立大学環境学研究科 
平成 24 年 12 月 2 日～平成 25

年 2月 7日（68 日間） 

環境健康フィールド科学

センター・助教 

13 ボゴール農科大学 
平成 24 年 10 月 3 日～平成 24

年 12 月 2日（61 日間） 

園芸学研究科・博士前期

課程 1年 

14 スウェーデン農業大学環境計画・園

芸・農業科学部 
平成 24 年 11 月 15 日～平成 25

年 1月 22 日（69 日間） 

園芸学研究科・博士前期

課程 1年 

15 スウェーデン農業大学環境計画・園

芸・農業科学部 
平成 25 年 3月 31日（1日間）

園芸学研究科・博士前期

課程 1年 

 計１５名（前年度継続３名）   
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⑤第 5年度（平成２５年度） 

 派遣先機関 派遣期間（_日間） 派遣者職名等 

1 スウェーデン農業大学景観計画・園

芸・農業科学部 
平成 25年 4月 1日～平成 25年

6月 7日（68 日間） 

園芸学研究科・博士前期

課程２年 

2 ボゴール農科大学農学部 平成 25年 4月 1日～平成 25年

5月 27 日（57 日間） 

園芸学研究科・博士後期

課程１年 

3 ワシントン大学建築都市計画学部 
平成 25年 4月 1日～平成 25年

5月 22 日（52 日間） 

園芸学研究科・博士前期

課程２年 

4 清華大学建築学院 
平成 25 年 10 月 18 日～平成 26

年 1月 28 日（103 日間） 

園芸学研究科・博士後期

課程１年 

5 ソウル国立大学環境学研究科 
平成 25 年 9 月 14 日～平成 25

年 11 月 12 日（60日間） 

園芸学研究科・博士後期

課程１年 
6 ボゴール農科大学農学部 

平成 25年 9月 5日～平成 25年

11 月 4日（61 日間） 

園芸学研究科・博士後期

課程１年 
7 ワシントン大学環境学部 

平成 25 年 11 月 16 日～平成 26

年 1月 21 日（67 日間） 

園芸学研究科・博士前期

課程１年 

8 ワシントン大学建築都市計画学部 
平成 26 年 1 月 15 日～平成 26

年 3月 21 日（66 日間） 

園芸学研究科・博士前期

課程１年 

9 ワシントン大学建築都市計画学部 
平成 26 年 1 月 15 日～平成 26

年 3月 21 日（66 日間） 

園芸学研究科・博士前期

課程１年 

10 アリゾナ大学薬学部 
平成 25年 9月 2日～平成 25年

11 月 7日（67 日間） 

医学薬学府・修士課程 1

年 

11 アリゾナ大学薬学部 
平成 25 年 10 月 28 日～平成 26

年 1月 7日（72 日間） 

医学薬学府・博士課程３

年 

12 ドレスデン応用科学大学農業/景観マ

ネジメント学部 
平成 25年 9月 4日～平成 26年

3月 1日（179 日間） 

園芸学研究科・博士前期

課程 2年 

13 ボゴール農科大学農学部 
平成 25 年 12 月 7 日～平成 26

年 3月 16 日（100 日間） 

園芸学研究科・博士後期

課程 1年 

14 国際稲研究所 
平成 25 年 9 月 18 日～平成 25

年 11 月 21 日（65日間） 

園芸学研究科・博士前期

課程 2年 

15 国際稲研究所 
平成 25年 9月 9日～平成 25年

11 月 12 日（65 日間） 

園芸学研究科・博士前期

課程 2年 

16 スウェーデン農業大学景観計画・園

芸・農業科学部 
平成 25 年 12 月 9 日～平成 26

年 2月 16 日（70 日間） 

園芸学研究科・博士前期

課程 1年 

17 スウェーデン農業大学景観計画・園

芸・農業科学部 
平成 26 年 1 月 18 日～平成 26

年 3月 26 日（68 日間） 

園芸学研究科・博士前期

課程 1年 

 計１７名（前年度継続３名）   
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（２）派遣若手研究者の選考状況 

 

①選考結果 

  派遣者数 応募者数 

第 1 年度（平成 21 年度） ６ ／ １１ 

第 2 年度（平成 22 年度） ９ ／ ２５ 

第 3 年度（平成 23 年度） １３ ／ １７ 

第 4 年度（平成 24 年度） １５ ／ ２１ 

第 5 年度（平成 25 年度） １７ ／ ２６ 

 

②募集・選考方法 

各研究科において学務委員会の下にパートナー大学との窓口教員を中心とした ITP 委員会を設置

し、派遣希望学生の公募、ガイダンス、選考を実施した。 

 学生の募集は、ポスターの掲示、研究室へのリーフレット配布、教員に指導学生への広報を依頼す

ることなどにより実施した。派遣希望者への募集ガイダンスでは、プログラムの目的、各パートナー

校における派遣後の研究領域、必要な語学力、支援の内容などにつき説明を行った。5 月に研究科学

生を対象としたガイダンスを実施するほか、学部 4 年生も対象にした派遣前年度ガイダンスを 1 月に

実施し、学生が長期的なキャリアプランにもとづき自らの研究課題と派遣先を決定できるよう配慮し

ている。 

 応募にあたって学生は、現在の大学院における研究課題と概要、派遣後の研究機関における研究計

画、およびプログラムに参加する意義を記載した申請書を作成し、英語能力の証明書（TOEIC など）

を添付したうえで、指導教員からの推薦所見を付して研究科長あてに提出。この申請書により ITP 委

員会が、第一次選考を行う。 

 第一次選考合格者は、パートナー大学との窓口教員の指導のもと、先方大学の受入れ担当教員との

あいだで派遣中の研究内容や英語面接を含めたマッチングを行い、先方の受入れ了承を得たのちに再

度委員会に諮られ最終合格が決定される。 

 博士前期課程学生の派遣希望先として、ワシントン大学、アリゾナ大学など米国大学への派遣を望

む学生が多い一方で、アジア圏の大学については、特に博士前期課程では応募者が集まりにくい傾向

が見られた。他方、アジア圏の大学への派遣は、共同研究を推進する研究室から比較的研究経験の長

く目的意識の高い博士後期課程や助教レベルの研究者が派遣を希望する傾向が高いことから、これら

の大学に関しては共同研究を推進する研究室を中心とした交流に今後も力を入れていく予定である。

 なお、派遣されることが決定した学生全員に、事前準備として国際化対応科目（English 

Presentation）の受講、自習を義務づけた。 
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（３）海外パートナー機関との連携状況、及び海外パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資す

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

プ等）とその効果（派遣された若手研究者へのアンケート集計結果などがあれば、その抜粋を資料と

して添付して下さい。） 
 ・海外パートナー機関の数がさらにある場合は、欄を追加して下さい。 

 

① 機関名（国名）：マヒドン大学（タイ） 

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

支援状況についても言及して下さい。） 

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 月に行ってお

り、若手研究者の相互交流の基盤が整った。 

 マヒドン大学理学部との間では、21 年度に博士後期学生を１名、23 年度に博士研究員 1 名、24 年

度に博士前期課程学生 1 名を派遣するとともに、ダブルディグリー学生を 3 名受入れ、「バイオテクノ

ロジーを利用した薬用植物の品種改良」に関する共同研究を実施した。 また 21 年および 22 年に当

研究科が主催した国際シンポジウムにマヒドン大学の研究者２名が参加しパネル討論を行った。 

 マヒドン大学薬学部とは修士学生１名を派遣し、製剤工学分野における共同研究を実施し、千葉大

学修了生が講師として採用され、今後の共同研究の拡大が期待される。 

 

○パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 21 年の理学部への派遣では「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」に関する研究を行い、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、病気のため帰国した。 

 薬学部への派遣では、医薬品の溶解性や安定性を改善するために、マヒドン大学の当分野の専

門家である教授から指導を受け、各種個体複合体の調製を行った。その成果は日本薬学会におい

て発表されたほか、その後の研究成果を含め論文に取り纏めた。 

 24 年度の派遣では熱帯地方に生息し抗癌性などの作用が期待されているハーブである

Andrographis paniculata の培養に関する研究を実施し、その成果をもとに修士論文に取りまとめた。

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    4 人、延べ派遣日数：   294 日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：    5 人、延べ派遣日数：    20 日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：    7 人、延べ受入日数：   1417 日）  

② 機関名（国名）：ボゴール農科大学（インドネシア） 

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

支援状況についても言及して下さい。） 

ボゴール農科大学には、博士前期後期学生および助教を派遣するとともに、ボゴール農科大学から

環境造園領域でダブルディグリー学生、研究者を例年受け入れているほか、研究科主催のシンポジ

ウムにおける講演・パネル討論を行った。 

 

○パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

22 年度に派遣された博士前期課程の学生は、植物資源の宝庫であり多様な鳥類の生息するボゴ

ール植物園において鳥類の分布と植生の関係性等についての調査を実施。鳥類の個体数の減少と

緑地の構成との関係性を明らかにし、保全すべき緑地環境を提案するための調査を実施し、その成

果をもとに修士論文研究をまとめるなど着実な成果をあげた。また、25 年度に派遣された博士後期

学生は、インドネシアのジャカルタ市における都市住民の身近な自然体験の変化や、インドネシアに

おける歴史的価値の高いオープンスペース"Alun Alun"における利用に関する研究を行うなど、日本

と異なる自然・文化的環境をもつインドネシアにおいて異なる視点から都市緑化の問題にアプローチ

する貴重な機会となっている。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    9 人、延べ派遣日数：   476 日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：    6 人、延べ派遣日数：    26 日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：    6 人、延べ受入日数：   1095 日）  
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③ 機関名（国名）：清華大学建築学院（中国） 

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

援状況についても言及して下さい。） 

清華大学建築学院との間では、2009 年 10 月に共同学位プログラムが開始され、ダブルディグ

リー制度での学生受け入れが始まった。千葉大学の学生派遣は 2010 年 2 月から開始した。 

これまで博士前期課程学生を合計２名をダブルディグリーにより派遣し、先方からも同様に博士前

期学生を計 4 名受け入れている。 

 共同事業では、両大学学生の合同チーム(2 チーム)が日本造園学会の主催する国際デザインコンペ

に参加し、佳作を受賞した。 

 

○パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 建築学院で行われているデザインスタジオ（設計演習）は非常に高度かつ実践的であり、学生の設

計技術の向上に大きく役立っている。清華大学に博士前期ダブルディグリーとして派遣された学生は、

上海国際貿易センター周辺における日本庭園の風格をもつ緑地空間の計画とその活用について研究

を行った。現在は千葉大学の博士後期課程に進学し、清華大学と密接な連携を保ちながら研究を継

続している。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    12 人、延べ派遣日数：    1295 日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：    2 人、延べ派遣日数：    10 日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：    12 人、延べ受入日数：    1799 日）  

④ 機関名（国名）：ワシントン大学（米国） 

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

援状況についても言及して下さい。） 

ワシントン大学環境学部との間では学生の派遣を通じて指導教員同士の交流も深まり、22 年 9 月に

は派遣学生を受入れた Karn Eｗing 教授が園芸学研究科を来訪し、再生生態学に関する講演を行っ

た。また、23 年 3 月にはワシントン大学において共同研究体制構築のための交流会を実施するなど、

共同研究を視野に入れた環境が整いつつある。 

 建築都市計画学部との間では木下勇教授と派遣学生の先方受入れ窓口である Jeffrey Hou 教授と

の間で活発な共同研究が実施されているほか、Hou 教授は園芸学研究科の客員教員として発令され

ており、来日時には国際ランドスケープ学に関する特別講義を行った。 

 

○パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

21 年度派遣の博士前期学生はワシントン大学において再生事業実施地の土壌の発達について研

究を行った。また 22 年度派遣の学生は堆肥施用による硝酸の吸収効果についての研究を実施し、研

究成果を修士論文にとりまとめている。両名ともに、ワシントン大学の再生生態ネットワーク総合演習

に参加し、ワシントン大学の学生とともに共同事業を実施した。 

23 年度からは毎年 2～3 名ずつワシントン大学に 2～３か月若手研究者を派遣しており、25 年度に

は集合住宅の再生を目的とした総合的な景観計画、屋上・壁面緑化の政策・制度研究等の分野で調

査研究を実施し、日本と異なる都市環境のもとでの数々の事例に触れ大きな刺激を得た。 

  

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    12 人、延べ派遣日数：     742 日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：    3 人、延べ派遣日数：    18 日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：    2 人、延べ受入日数：     14 日）  

⑤ 機関名（国名）：アリゾナ大学（米国） 

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

援状況についても言及して下さい。） 

アリゾナ大学農業生命科学には 21 年度に博士前期学生 1 名を、23 年度 2 名の学生を派遣した。農

業生命科学では、千葉大学園芸学研究科出身の教員である久保田教授を中心として、若手研究者の

受け入れ体制、研究交流体制が整いつつある。22 年度には、研究科主催の国際シンポジウムおいて

久保田教授とパネル討論を行ったほか、招聘教員による特別講義を実施した。また、２５年度には小

型植物工場を設置して、今後の継続的な学生交流の基盤を整備した。 
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 機関名（国名）：ソウル国立大学環境学研究科（韓国） 

アリゾナ大学薬学部、がんセンターとの間では、生命科学をつかさどる基礎研究を中心とする研究

室の大学院生交流を深める目的でセミナーが実施されるなど、研究交流の基盤が確立された。 

○パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

研究室での受け入れと平行して千葉大学からのITPでの派遣学生を対象とした専門英語講座をアリ

ゾナ大学内に設け、派遣学生の英語力の不足を補うシステムを導入した。薬学部では共同研究を開

始し、その一環で大学院生を派遣し原著論文として取りまとめた。25 年度からは共同研究の成果を学

術雑誌、学会報告の形で公表している。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    7 人、延べ派遣日数：    479 日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：    5 人、延べ派遣日数：    60 日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：    2 人、延べ受入日数：    44 日）  

⑥ 機関名（国名）：ベルン応用科学大学 

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

援状況についても言及して下さい。） 

ベルン応用科学大学・建築・設計・木材料学学部は高度職業人養成を行っている機関であり、本学

の木下勇教授が都市緑化計画等で、共同研究を実施してきた。緑を生かした都市計画などに関しての

実践的な教育研究には定評があり、世界中からの留学生を受け入れている。ベルン応用科学大学か

らは大学院生が千葉大学で開催される都市緑化に係るサマーワークショップに毎年参加しているほ

か、Hans Binder 教授が数回に渡り来訪しており、ITP での派遣学生に対しては、宿舎、授業や演習の

参加に対して、充実した支援体制を取ってもらっている。 

 

○パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

22 年度に派遣された間氏は、欧州における持続可能な都市再開発の優良事例であるスイスのヴィ

ンタートゥールとチューリッヒで現地調査を実施したほか、世界各地からの学生が参加する設計演習に

参加し、設計の対象地域住民に対しても発表を行いアイデアを提供するなど、専門性と国際感覚を鍛

える貴重な経験をしたといえる。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    3 人、延べ派遣日数：    294 日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：    0 人、延べ派遣日数：     0 日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：    1 人、延べ受入日数：    15 日）  

⑦ 機関名（国名）：タイ科学技術振興機構・生物工学研究所（タイ） 

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

援状況についても言及して下さい。） 

BIOTEC とは園芸学研究科との部局間協定が締結されており、これまでも大学院生の研究インター

ンシップを実施してきた。派遣前に派遣についての覚書を交わし、宿舎、滞在中の保険については

BIOTEC が負担して貰っている。滞在中は、2 名のメンターがつき、実施する研究に関わる経費はすべ

て BIOTEC のプロジェクト経費でカバーされるなど、充実した研究支援体制を取ってもらっている。 

 

○パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 22 年度には 23 年度の大学院生派遣の事前準備として、マヒドン大学と連携して、若手研究者の研究

交流セミナーを実施した。薬用植物、健康植物科学に関わる分野での発表を双方で実施し、意見交換

等を行った。23 年度後期からは大学院生 1 名が 2 か月の渡航、共同研究を実施したが、バンコク周辺

の洪水被害の影響で当初計画から研究実施内容の変更を行って実施された。栽培、分析試験を実施

すると同時に、BIOTEC での研究員のセミナーに参加して意見交換を行うなど、充実した経験を行う事

ができた。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    2 人、延べ派遣日数：     65 日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：    0 人、延べ派遣日数：     0 日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：    10 人、延べ受入日数：    50 日）  
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⑧ ○パートナー機関との連携状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経費的

支援状況についても言及して下さい。） 

 

 ソウル国立大学とは大学間協定が締結されており、園芸学研究科の特任講師が准教授として異動

したことから、支援体制が一段と整備された。宿舎確保や現地での研究実施について、十分な支援

体制を取ってもらっている。日本で行う、清華大学、ヨーロッパパートナー機関を含む共同ワークショ

ップにもソウル国立大学の大学院生が毎年参加している。ITP の共同企画をきっかけとしたソウル国

立大学環境大学院との共同研究が活発化しており、今後さらに拡大する見込みである。 

 

○パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 都市緑化に関わる共同ワークショップ、共同研究が継続的に行われると同時に、共同教育の取組

が拡大している。24 年度から毎年 1 名ずつ若手研究者を派遣しており、環境造園分野ではソウル国

立大学との共同による日韓の緑地環境イメージに関する比較研究につながった。この研究成果は

25 年度の学会で発表した。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    3 人、延べ派遣日数：     188 日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：    0 人、延べ派遣日数：     0 日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：    0 人、延べ受入日数：     0 日）  

⑨ 機関名（国名）：ドレスデン応用科学大学（ドイツ） 

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

支援状況についても言及して下さい。） 

2008年に部局間交流協定を結び研究交流を行ってきており25年度からパートナー機関と位

置付けた。近年、園芸学研究科の国際ワークショップに同大学から来日し参加する学生が増え、

一方で健康増進効果をもたらすための都市緑化をテーマとして同大学に留学を希望する園芸

学研究科の学生も増加しており、双方での派遣・受け入れ体制の整備がはかられている。 

 

○パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 派遣人数は少なかったが、1 セメスターの派遣で授業や研究等で知識を身につけると同時に、コン

ペや学外研修等で同じランドスケープを学ぶ大学院生とのネットワークを作ることが出来た。派遣学

生は博士前期課程の学生であり、現地での研究内容を修士論文に反映させると同時に、将来の研

究連携を計画しており、派遣の効果は大きかったと言える。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    1 人、延べ派遣日数：    179 日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：    1 人、延べ派遣日数：    10 日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：    0 人、延べ受入日数：     0 日）  

⑩ 機関名（国名）：国際稲研究所（フィリピン） 

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

支援状況についても言及して下さい。） 

 IRRI とは園芸学研究科との部局間協定が締結されており、これまでも大学院生の研究インターン

シップを実施してきた。派遣前に派遣についての覚書を交わし、宿舎、滞在中の保険についての便

宜を図ってもらっている。滞在中は、１名のメンターがつき、実施する研究に関わる経費はすべて

IRRI のプロジェクト経費でカバーされるなど、充実した研究支援体制を取ってもらっている。 

 

○パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 研究圃場でのプロジェクトや農村調査等に参加し、セミナー等にも参加することで、各国のイネ研

究者とのネットワークを作ることが出来た。2 名とも博士前期課程の学生であり、1 名は研究内容を修

士論文として取りまとめ、もう 1 名は博士後期課程に進学して、連携した研究を計画するなど、派遣

の効果は大きかったと言える。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    2 人、延べ派遣日数：    130 日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：    0 人、延べ派遣日数：     0 日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：    0 人、延べ受入日数：     0 日）  
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⑪ 機関名（国名）：スウェーデン農業大学（スウェーデン） 

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

支援状況についても言及して下さい。） 

 22 年度から教員の派遣・招聘を開始して、平成 23 年度に部局間交流協定を締結した。派遣学生

の宿舎手配、研究指導等について協力いただいている。また、毎年、受入れ希望の学生がおり、こ

ちらでも受入れ期間中の生活・学習の支援を行っている。 

○パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 一部の学生は Landscape in Transition というコースに参加して、スウェーデンをはじめとする、欧州

の気候変動における影響、対応策、国際協力について学ぶと同時に、近隣都市において、都市景観

及び街路景観についての調査に参加した。また、一部の学生はパートナー機関の教員や学生の協

力を得て現地調査を実施した。欧州と日本を比較する視点を持つことが出来た、視野を広げることが

出来た、など、今後の調査研究のために必要な能力を身につけることができ、派遣の効果は大きか

ったと言える。 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    5 人、延べ派遣日数：    276 日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：    2 人、延べ派遣日数：    18 日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：    0 人、延べ受入日数：     0 日）  
 

○海外パートナー機関の見直し状況（申請当初より海外パートナー機関の見直しが行われた場合はその理

由を記入して下さい。見直しを行っていない場合は、「該当なし」と記載して下さい。） 

 

健康植物科学の中で、薬用植物・機能性植物の大量増殖や成分に関わる分野では、タイ・マヒドン

大学との研究交流を通じて、同じバンコクの協定機関でありマヒドン大学の大学院生の研究指導を担

当しているタイ科学技術振興機構・生物工学研究所（BIOTEC）とも連携することで、より幅広い薬用

植物に関連した研究の取り組みが可能になること、22 年度に 3機関で実施した共同研究セミナーが好

評であったこと、BIOTEC の研究設備・学生受け入れ・支援体制が整備されていることなどから、パー

トナー機関に加えることになった。また、研究活動で国際的に主導的役割を果たすのみならず、若手

研究者の研究教育活動で重要な役割を果たしてきている国際稲研究所（IRRI）とは、部局間協定を締

結してこれまでに学生派遣や共同研究などを実施してきた。IRRI では近年、身体の健康と生活環境保

全を目指した品種開発、栽培技術開発等の分野の研究に力を入れており、さらに世界から若手の研究

員が集まって活発な研究交流が行われているため、若手研究者の派遣により IRRI を通じた国際的研究

ネットワークの拡大というメリットも期待できる。IRRI が充実した研究環境を保持していること，若

手研究者から IRRI への派遣希望が寄せられ、IRRI からも共同研究プロジェクト参加者として受入れ

たいとの要望があることなどから、25 年度より海外パートナー機関に追加した。 

健康植物科学の中で、都市緑化、環境造園に関わる分野では、先進的な研究がおこなわれているヨ

ーロッパとの連携を模索して、これまでに共同研究の実績があり、緑を生かした都市計画で実践的な

プログラムを実施しているベルン応用科学大学と協定を結び、22 年度前半に教員が長期滞在して、学

院生の派遣を開始できる状況や支援体制が整ったことが確認できたことから、パートナー機関に加え

ることになった。また、スウェーデン農業大学は植物を活かした子供にやさしい街づくりでの教育研

究を重点的に行っている機関であり、これまでも園芸学研究科とは研究交流が進められてきている。

平成 23 年度中に部局間交流協定を結んで、これまでの研究交流・共同教育を更に発展させる合意が得

られ、若手研究者，受け入れ体制の整備がはかられたこと、共同研究に従事している大学院生がいる

事などから、23 年度からパートナー機関として位置付けた。 

 更にランドスケープにおける計画分野の研究がさかんであるドイツとの連携を強めるために、近年

「庭園芸術とランドスケープ研究センター」が設立され、今後は造園・ランドスケープ分野のヨーロ

ッパにおける関連情報の中心または学術研究センターとなることが期待されているライプニッツ・ハ

ノーバー大学建築およびランドスケープ学部と 2012 年 10 月に部局間協定を結び、学生受入れ体制が

整備されたことから、25 年度よりパートナー機関として位置付けた。 

健康植物科学全体での交流をヨーロッパ地域に拡大する目的で、2008 年に部局間交流協定を結び研

究交流を行ってきたドレスデン応用科学大学をパートナー機関として 25 年度からパートナー機関と

位置付けた。近年、園芸学研究科の国際ワークショップに同大学から来日し参加する学生が増え、一

方で健康増進効果をもたらすための都市緑化をテーマとして同大学に留学を希望する園芸学研究科の

学生も増加しており、同大学の若手研究者，受け入れ体制の整備がはかられたこと、共同研究に従事
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している大学院生がいる事などからパートナー機関として位置付けた方が、今後の共同研究や共同教

育の推進にとって望ましいと考えた。 
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資料２．共同企画の実施状況 

 

① 共同企画名 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 

開催場所 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ・ﾎﾞｺﾞｰﾙ市 開催期間 H22.3.1～22.3.6 

海外パート

ナー機関 
ボゴール農科大学農学部 

内容（若手

研究者の発

表等につい

て） 

千葉大学、IPB の教員による研究教育活動の報告会、施設園芸分野、環境造園分野

のセッションに分かれての研究・作成紹介、千葉大学、IPB の大学院生チームによ

る共同制作、フィールド調査を実施した。 

全体の研究教育活動の報告会では、それぞれの大学院教育の特徴と、ダブルディグ

リー制度共同教育を進めていく上での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、検討課題が明らかになった。 施設園芸分野では共同でフィー

ルド調査を行うことでインドネシアにおける施設園芸の問題点把握と、解決法の提

案を行った。環境造園分野では共同デザインワークショップ、現地調査を実施した。

② 共同企画名 共同教育を見据えた学生による研究発表会 

開催場所 タイ・バンコク市 開催期間 H22.3.9～22.3.10 

海外パート

ナー機関 
マヒドン大学理学部 

内容（若手

研究者の発

表等につい

て） 

 マヒドン大学理学部と千葉大学園芸学研究科の発表会 

 ・千葉大学教員 2名による最先端バイオテクノロジーの研究発表 

 ・双方の大学院生（計 13 名）による研究発表 

 ・マヒドン大大学院生の案内による現地の大規模マーケットの視察 

・マヒドン大学薬学部と千葉大学薬学研究院の発表会 

 ・双方の教員・大学院生（計 14 名）による研究発表 

③ 共同企画名 千葉大学園芸学部・清華大学建築学院 教員・学生による研究交流会 

開催場所 中国・北京市 開催期間 H22.3.25～22.3.27 

海外パート

ナー機関 
清華大学建築学院 

内容（若手

研究者の発

表等につい

て） 

・千葉大学、清華大学の研究者による講演会 

・千葉大学、清華大学の大学院生による研究・作成紹介 

・千葉大学、清華大学の大学院生チームによるコンペ参加の打ち合わせ 

  

千葉大学、清華大学の大学院生チーム 2チームが日本造園学会主催の「日中韓コン

ペティション」に参加するため、チーム編成、それぞれの役割分担、帰国後の共同

制作の手法や日程調整の打合せを実施した。共同企画がその場限りではなく、継続

的な研究交流に発展させることが出来たことは、両大学の交流が多角的に拡大でき

る基盤作りとしての大きな役割を果たせたと言える。 

④ 共同企画名 基礎研究および臨床現場におけるアリゾナ大学・千葉大学大学院生共同企画 

開催場所 米国・ツーソン市 開催期間 H23.3.13～23.3.20 

海外パート

ナー機関 
アリゾナ大学薬学部 

内容（若手

研究者の発

表等につい

て） 

【概要】 

米国アリゾナ大学において、薬学部や癌センターなど生命科学をつかさどる基礎

研究を中心とする研究室の大学院生と千葉大学大学院薬学研究院の大学院生が学

術面、学生生活面での交流を深める目的で共同企画を実施した。 

・アリゾナ大学と千葉大学の大学院生による研究成果発表セミナーの開催 

・臨床現場であるアリゾナ大学病院見学 

・アリゾナ大学若手研究者によるレクチャー 

  

薬学部教授 Dr. John W. Regan とその大学院生、およびアリゾナ大学癌センター教

授 Dr. Eugene W. Gerner とその大学院生と共に、パワーポイントなどを使用した

セミナーを行い、それぞれの研究テーマについて発表し、その後のディスカッショ

ンを通して、それぞれの研究方法や考え方に対して理解を深めた。また実際の医療
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現場における薬学部学生および卒業生の活動について、臨床薬剤師教授である Dr. 

Michael D. Katz による案内によりアリゾナ大学病院を視察することで理解を深め

た。 

⑤ 共同企画名 千葉大学園芸学部・清華大学建築学院 教員・学生による研究交流会 

開催場所 中国・北京市 開催期間 H23.3.16～23.3.20 

海外パート

ナー機関 
清華大学建築学院 

内容（若手

研究者の発

表等につい

て） 

・千葉大学、清華大学、北京林業大学の研究者による講演会 

・千葉大学、清華大学、北京林業大学の大学院生による研究・作成紹介 

・千葉大学、清華大学、北京林業大学の大学院生チームによるコンペ参加の打ち合

わせ 

 

21 年度まで中国側は清華大学の建築学院の若手研究者と教員の参加であった

が、今年度は清華大学との共同企画を多く実施している北京林業大学の若手研究

者、教員も参加した 3機関での共同企画を実施した。 

21 年度に引き続き、千葉大学と清華大学に、今年度は北京林業大学を加えた 3

大学の大学院生チーム 2チームが日本造園学会主催の「日中韓コンペティション」

に参加することを計画し、チーム編成、それぞれの役割分担、帰国後の共同制作の

手法や日程調整の打合せを実施した。今後の３大学の交流が多角的に拡大できる基

盤作りができた。 

⑥ 共同企画名 REN（再生生態ネットワーク）による共同研究体制構築のための交流会 

開催場所 米国・シアトル市 開催期間 H23.3.14～23.3.16 

海外パート

ナー機関 
ワシントン大学環境学部 

内容（若手

研究者の発

表等につい

て） 

・ワシントン大学若手研究者（B４,M2,D2）による CUH での研究プロジェクト紹介

・ワシントン大学における部局横断型研究の紹介と意見交換 

CUH, Professor の Dr. Kern Ewing, School of Forest Resource, Professor の

Dr. Darlene Zabowski, Dr. L.Monika Moskal によるレクチャー 

・都市域および国立公園における緑地管理・再生手法のアメリカの事例観察 

 

本事業により、世界的な再生生態学の分野の研究者と意見交換を行うことで知見を

深めるとともに、自然再生事業が行われている現場を視察することにより再生過程

における科学的または社会学的アプローチの先行事例を学ぶことができた。 

充実した実験施設や環境を理解することで、今後の若手研究者派遣期間中の研究計

画をより継続的なものにすることが可能となった。 

⑦ 共同企画名 千葉大学とマヒドン大学・BIOTEC の共同研究発表会 

開催場所 タイ・バンコク市 開催期間 H23.3.7～23.3.8 

海外パート

ナー機関 
マヒドン大学理学部，BIOTEC 

内容（若手

研究者の発

表等につい

て） 

【概要】 

今後の研究交流や若手研究者の共同研究のシーズを把握するために、1 日目に

は、マヒドン大学理学部において意見交換会と施設見学を行い、2日目にはセミナ

ーと研究発表会を実施した。 

（１）マヒドン大学理学部と千葉大学園芸学研究科・薬学研究院・環境健康フィー

ルド科学センターの意見交換会 

 ・千葉大学教員による健康植物科学に関する研究概要の紹介 

 ・マヒドン大学理学部教員による植物科学に関する研究概要及び施設の紹介 

（２）BIOTEC と千葉大学園芸学研究科・薬学研究院・環境健康フィールド科学セ

ンターの若手研究者の研究発表会 

 ・千葉大学教員による健康植物科学に関する研究概要の紹介 
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 ・双方の若手研究者（計 16名）による研究発表会 

 

千葉大学全体での健康植物科学に関わる研究内容の紹介と領域横断型の研究シー

ズの紹介を行い、共同研究をベースとした若手研究者交流の基盤形成を図ることが

できた。 

⑧ 共同企画名 清華大学と千葉大学の若手研究者による共同セミナー 

開催場所 中国・北京市 開催期間 H24.3.21～24.3.25 

海外パート

ナー機関 
清華大学建築学院 

内容（若手

研究者の発

表等につい

て） 

概要及び成果 

【概要】 

・千葉大学、清華大学、北京林業大学、北京公園管理センターの研究者による講

演会 

・千葉大学、清華大学、北京林業大学の大学院生による研究・作成紹介 

・千葉大学、清華大学、北京林業大学の大学院生チームによるコンペ参加の打ち

合わせ 

・千葉大学、清華大学、北京林業大学の研究者による講演会には、各大学の大学院

生も出席して活発な質疑応答が行われ、国を超えた多角的な内容に基づいた研究成

果の発表は、研究者のみならず大学院生にも刺激となった。 

3 大学の大学院生チーム 2 チームが日本造園学会主催の「日本造園学会学生公開

アイデアコンペ」に参加することとなり、今回の訪問でチーム編成、それぞれの

役割分担、帰国後の共同制作の手法や日程調整の打合せを実施した。 

⑨ 共同企画名 ソウル国立大学と千葉大学の若手研究者による共同セミナー 

開催場所 韓国・ソウル市 開催期間 H24.3.12～24.3.16 

海外パート

ナー機関 
ソウル国立大学環境大学院 

内容（若手

研究者の発

表等につい

て） 

ソウル国立大学にて千葉大学園芸学研究科および国立ソウル大学 環境大学院 環

境造園学科の教員・学生が、共同セミナーを開催し学術交流を深めた。また、韓国

の最新のランドスケープ計画･デザインの実例を両大学の教員・学生が合同で視察

し、意見交換を行った。 

・共同セミナーに対する韓国側の関心は非常に高く、韓国の造園専門誌による取材

も受け、韓国国内に紹介された。視察先では、公園のデザイナー、公園所長、ソウ

ル市議会の専門委員など、この分野での第一人者から直接解説を聞くことができ、

大きな刺激となった。また、韓国の他大学からも教授が視察に参加し、韓国におけ

る学術交流の輪が広がった。ソウル国立大学側の交流に寄せる期待が感じられ、両

大学間で将来的にさらに多面的な交流ネットワークが構築される可能性が高まっ

た 

⑩ 共同企画名 マヒドン大学と千葉大学の若手研究者による共同セミナー 

開催場所 タイ・バンコク市 開催期間 H24.3.14～3.17 

海外パート

ナー機関 

マヒドン大学理学部 

内容（若手

研究者の発

表等につい

て） 

マヒドン大学理学部およびマヒドン大学本部である Salaya キャンパスを訪問し、

施設見学、共同セミナーおよび交流会を実施した。 

 共同セミナーは 2日間にわたり、1日目の共同セミナーはマヒドン大学、千葉大

学、京都産業大学の 3大学が“2012 Joint Seminar (CU-KSU-MUSC) in Science and 

Technology”として合同で実施した。午前は千葉大学とマヒドン大学の研究発表に

よる”CU-MUSC: Joint Seminar in Agricultural Biotechnology”、午後は京都産

業大学とマヒドン大学の研究発表による”KSU-MUSC: Joint Seminar in Bioscience 

and Biomedical”と題し、幅広いより分野の研究者による活発な意見交換が行われ

た。千葉大学からは 23 年度 ITP 若手研究者派遣によりマヒドン大学に派遣中の博



若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム（ＩＴＰ） 

平成 26 年度事後評価資料（実施報告書） 

        18             （平成２６年度事後評価） 
この様式は、独立行政法人日本学術振興会において定められたものです。追加を認められている項目を除き、様式の改変はできません。 

士研究員も参加した。 

2 日目の共同セミナーは“2012 CU-MUSC Graduate Forum in Plant Biotechnology”

と題し、マヒドン大学理学部および千葉大学の教員・学生が研究発表を行った。 

訪問最終日にはマヒドン大学のスタッフと合同で植物園等を視察した。 

⑪ 共同企画名 マヒドン大学と千葉大学の若手研究者による共同セミナー 

開催場所 タイ・バンコク市 開催期間 H25.3.17～25.3.25 

海外パート

ナー機関 
マヒドン大学理学部 

内容（若手

研究者の発

表等につい

て） 

マヒドン大学 Salaya キャンパスで実施されたマヒドン大学理学部の主催す

る”The Oversea Internship Course@MUSC-2013”に千葉大学園芸学研究科若手研

究者が参加して、共同セミナーおよび交流会、施設見学を実施した。 

共同セミナーは 2 日間に渡り、マヒドン大学、千葉大学に加えて、新潟大学と

合同で実施された。Agricultural Biotechnology、Bioscience and Biomedical

を中心とした幅広い分野の若手研究者による活発な質疑応答が行われた。千葉大

学園芸学研究科からは博士前期・後期課程を中心に 5 名の学生・若手研究者が研

究発表を行った。 

セミナー以外では、マヒドン大学の施設見学のほか、3大学合同で農業施設見学、

マングローブ植林活動視察、バンコク農産物市場見学などを実施した。コンソー

シアムの一環として交流を続けてきたマヒドン大学理学部との研究交流に加え、

マヒドン大学を訪問中のインドネシア、東チモールの大学との交流会も行われた。

⑫ 共同企画名 清華大学と千葉大学の若手研究者による共同セミナー 

開催場所 中国・北京市 開催期間 H25.3.20～25.3.24 

海外パート

ナー機関 
清華大学建築学院 

内容（若手

研究者の発

表等につい

て） 

【概要】 

・千葉大学、清華大学、北京林業大学の研究者による講演会 

・千葉大学、清華大学、北京林業大学の大学院生による研究・作成紹介 

・千葉大学、清華大学の大学院生チームによる共同コンペ参加の打ち合わせ 

  

中国側は清華大学の建築学院の若手研究者と教員、および清華大学との共同企

画を多く実施している北京林業大学の若手研究者、教員も参加した 3 機関での共

同企画を実施した。 

3 大学の大学院生同士で、研究紹介及び作品紹介を行った。清華大学から毎年ダ

ブルディグリー学生を受け入れ、日本人学生との交流を進めてきたことから、園

芸学研究科の大学院生にも、中国屈指の名門大学である清華大学に対する認知は

進み関心が高まっている。 

千葉大学と清華大学、２大学の大学院生チーム 2 チームが日本造園学会主催の

「日本造園学会学生公開アイデアコンペ」に参加することとなり、チーム編成、

それぞれの役割分担、帰国後の共同制作の手法や日程調整の打合せを実施した。

⑬ 共同企画名 ソウル国立大学と千葉大学の若手研究者による共同セミナー 

開催場所 韓国・ソウル市 開催期間 H25.3.24～25.3.27 

海外パート

ナー機関 
ソウル国立大学環境大学院 

内容（若手

研究者の発

表等につい

て） 

ソウル国立大学にて千葉大学園芸学研究科、兵庫大学およびソウル国立大学 環

境大学院 環境造園学科の教員・学生が、共同セミナーを開催し学術交流を深めた。

また、ソウル国立大学との間で昨年度より協議を開始したダブルディグリープロ

グラムについて、カリキュラム調整を含めた具体的協議を行った。 

共同セミナーではＩＴＰ若手研究者派遣でソウル国立大学に派遣された学生を

はじめとする千葉大学園芸学研究科学生のほか、コンソーシアム大学の一つであ

るインドネシアのボゴール農業大学から千葉大学園芸学研究科にダブルディグリ

ープログラム学生として来日中の博士前期課程学生も報告を行い活発な議論が行

われた。ソウル国立大学の教員が千葉大学においてボゴール農業大学ダブルディ

グリー学生の学位審査に外部審査員として加わることが決まるなど、千葉大学と
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ソウル国立大学の間の交流のみならず、千葉大学・ソウル国立大学・ボゴール農

業大学の 3大学の間の学生交流・研究交流ネットワークが構築されており、3大学

間でより多面的な交流が行われる可能性が広がった。 

⑭ 共同企画名 アリゾナ大学と千葉大学の若手研究者による共同セミナー 

開催場所 米国・ツーソン市 開催期間 H26.3.6～26.3.12 

海外パート

ナー機関 
アリゾナ大学農業生命科学部 

内容（若手

研究者の発

表等につい

て） 

アリゾナ大学農業生命科学部、CEAC（Controlled Environment Agriculture 

Center）に千葉大学が設置した小型半閉鎖型植物工場を利用した野菜栽培試験の

状況を視察すると同時に、ｐH、EC 調節装置の設置を行い、設備の高度化をはかっ

た。また、両校の大学院生が共同して小型半閉鎖型植物工場の活用についての意

見交換を行い、普及のための方策を検討した。また、施設園芸に関わる共同セミ

ナー、施設見学などを行い、施設園芸分野での日米の研究内容の比較や今後の研

究課題に関する意見交換を行った。人工光型植物工場分野での研究は日本がアメ

リカを先導していることもあり、丸尾教授から CEAC 側に様々な観点から研究の進

め方へのアドバイスが出された。 

この共同企画を実施したことで、今後、植物工場分野に関わる共同研究やイン

ターンシップの共同企画に発展させることが可能となった。また、北米での本研

究分野での千葉大学の拠点化を進めるキックアップになったと位置づけられる。

 

⑮ 共同企画名 清華大学と千葉大学の若手研究者による共同セミナー 

開催場所 中国・北京市 開催期間 H26.3.18～26.3.22 

海外パート

ナー機関 

清華大学建築学院 

内容（若手

研究者の発

表等につい

て） 

【概要】 

・千葉大学、清華大学、北京林業大学の研究者による講演会 

・千葉大学、清華大学、北京林業大学の大学院生による研究・作成紹介 

・千葉大学、清華大学の大学院生チームによる共同コンペ参加の打ち合わせ 

  

千葉大学、清華大学、北京林業大学の研究者による講演会には、例年と同じく、

各大学の大学院生も出席した。活発な質疑応答が行われ、国を超えた多角的な内

容に基づいた研究成果の発表が行われた。 

千葉大学と清華大学、2大学の大学院生チーム 2チームが例年通り日本造園学会

主催の「日本造園学会学生公開アイデアコンペ」に参加することとなり、チー

ム編成、それぞれの役割分担、帰国後の共同制作の手法や日程調整の打合せを

実施した。 

また26年度からの清華大学ダブルディグリー候補学生の面接の方法などについ

て清華大学建築学院院長を初め、副院長、ランドスケープ学科の先生方、国際交

流担当係と意見交換を行った。 
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⑯ 共同企画名 ソウル国立大学と千葉大学の若手研究者による共同セミナー 

開催場所 韓国・ソウル市 開催期間 H26.3.8～26.3.11 

海外パートナ

ー機関 
ソウル国立大学環境大学院 

内容（若手研

究者の発表等

について） 

ソウル国立大学との共同セミナーの一環として、韓国の農村景観に関する調査を

日韓合同で行った。ソウル側の参加者１１名と日本側６名で合同調査をした。今回

は、来訪者が評価する農村風景とその認識の仕方に着目し、韓国・ソウル近郊であ

るイチョン市の Narae2 里、Jasuk2 里の 2つの農村を訪問し、実験調査を行った。

調査の結果、690 枚の写真が得られた。この写真と空間地理情報を分析した結果、

魅力的な空間、15 種類の魅力的な農村風景の要素が得られ、同時にそれぞれの風

景要素の認識の仕方を明らかにした。現在、この結果を日本造園学会の技術報告集

に投稿中である。また、ソウル国立大学との二カ国間共同研究の推進について話し

合った。既に、JSPS の二カ国間交流事業共同研究・セミナーに申請書を提出した。

 ソウル国立大学とのダブルディグリーの相談では、大学院博士前期と博士後期の

両者について意見交換が行われ、博士後期のカリキュラムで両大学の調整をすすめ

ることとなった。博士後期のカリキュラムでは、ソウル大学側の方が園芸学研究科

より、必要とする単位数が多いことから、実際の開講時間数などで調整することが

話し合われた。また、博士号を取得するときに、ソウル国立大学では独自の英語試

験が存在することから、この点についても話し合われた。 

 今後は、さらにカリキュラムの意見交換をすすめ、来年度のダブルディグリー締

結を目指すこととなった。 

 

⑰ 共同企画名  

開催場所  開催期間  

海外パートナ

ー機関 
 

内容（若手研

究者の発表等

について） 

 

⑱ 共同企画名  

開催場所  開催期間  

海外パートナ

ー機関 
 

内容（若手研

究者の発表等

について） 

 

⑲ 共同企画名  

開催場所  開催期間  

海外パートナ

ー機関 
 

内容（若手研

究者の発表等

について） 

 

⑳ 共同企画名  

開催場所  開催期間  

海外パートナ

ー機関 

 

内容（若手研

究者の発表等

について） 
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資料３．学術面の成果及び成果の発表状況 

 
派遣若手研究者による研究成果発表 

①学術雑誌等（紀要・論文集等も含む）に発表した論文又は著書 

・査読がある場合、印刷済及び採録決定済のものに限って記載して下さい。査読中・投稿中のものは除きます。 

・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。 

・海外パートナー機関の研究者との共著論文には、文頭の番号に○印を付して下さい。 

1 

著者名 Ruofei GAO, Xin GENG and Junhua ZHANG:, china:.P.. 

題 名 

A study on the Spatial Composition of Pavilions and landform-water in 

the Changde Summer Resort 

中国・承徳避暑山荘における亭と地形・水の空間構成に関する研究 

掲載誌名 

Papers on Environmental 

Information Science,No.24 

環境情報科学論文集 

発行所 環境情報科学センター 巻号 24 頁 291-296 発行年 2010 年 査読 有 

2 

著者名 兼子まや・塚越 覚・藤瀬 茜・池上文雄 

題 名 
ロックウール耕における培養液濃度がミシマサイコ（Bupleurum falcatum 

L.）の生育，サイコサポニン濃度と無機成分濃度に及ぼす影響 
掲載誌名 植物環境工学 

発行所 日本生物環境工学会 巻号 25(2) 頁 83～89 発行年 2013 年 査読 有 

3 

著者名 F. Ikegami, Y. Wang, M. Kaneko, M. Sumino, S. Tsukagoshi 

題 名 Human health sciences-From cultivation to utilization of medicinal plants 掲載誌名
Open Journal of Preventive 

Medicine 

発行所 Scientific Research  巻号 2(2) 頁 214～224 発行年 2012 年 査読 有 

4 

著者名 Yoshida K, Fujino H, Otake S, Seira N, Regan JW, Murayama T 

題 名 

Induction of cyclooxygenase-2 expression by prostaglandin E2 stimulation 

of the prostanoid EP4 receptor via coupling to Gαi and transactivation of 

the epidermal growth factor receptor in HCA-7 human colon cancer cells

掲載誌名

European Journal of 

Pharmacology 

 

発行所 Elsevier 巻号 718 頁 408～417 発行年 2013 年 査読 有 

5 

著者名 Oyama S, Fujino H, Yamazaki R, Okura I, Regan JW, Awata A, Arai T, Murayama T  

題 名 

A novel indole compound, AWT-489, inhibits prostaglandin D2-induced 

CD55 expression by acting on DP prostanoid receptors as an antagonist 

in LS174T human colon cancer cells.  

掲載誌名 Arch Biochem Biophys 

発行所 Elsevier 巻号 541 頁 21～29 発行年 2013 年 査読 有 

6 

著者名 
Mariko Okazaki, Monrudee Kittikorn, Kotomi Ueno, Masaharu Mizutani, Nobuhiro Hirai, Satoru Kondo, Toshiyuki Ohnish, 

Yasushi Todoroki 

題 名 
Abscinazole-E2B, a practical and selective inhibitor of ABA 8′

-hydroxylase CYP707A 
掲載誌名 

Bioorganic & Medicinal 

Chemistry 

発行所 Elsevier 巻号 20(10) 頁 3162～3172 発行年 2012 年 査読 有 

7 

著者名 
Hong-Shik Nam, Jin-Hyeob Kwak, Sang-Sun Lim,Woo-Jung Choi, Sun-Il Lee, Dong-Suk Lee, Kwang-Seung Lee,Han-Yong

Kim, Sang-Mo Lee, Miwa (Matsushima) Yashima 

題 名 
Fertilizer N uptake of paddy rice in two soils with different fertility under 

experimental warming with elevated CO2 
掲載誌名  Plant and soil 

発行所 Springer 巻号 369 頁 563～575 発行年 2013 年 査読 有 

8 

著者名  Miwa ( Matsushima) Yashima, Woo-Jung Choi, Scott X. Chang  

題 名 

Canada bluejoint foliar δ15N and δ13C indicate changed soil N 

availability by litter removal and N fertilization in a 13-year-old boreal 

plantation 

掲載誌名 
Soil Science and Plant Nutrition

 

発行所 Taylor & Francis 巻号 60(2) 頁 208～2015 発行年 2014 年 査読 有 

9 

著者名  

題 名  掲載誌名  
発行所  巻号  頁  発行年  査読 有・無

10 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無

11 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無

12 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無
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②国際会議における発表 

・発表者名（参加研究者を含む全員の氏名を、論文等と同一の順番で記載）、題名、発表した学会名、開催場所、発表時期を記載して下

さい。共同発表者がいる場合は、全ての発表者名を記載し、主たる発表者に○印を付して下さい。 

・口頭・ポスターの別、発表者決定のための審査の有無を区分して記載して下さい。 

・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。 

・海外パートナー機関の研究者との共同発表には、文頭の番号に○印を付して下さい。 

1 

発表者名 小池隆太 

題 名 Sulfathiazole/oxalic acid cocrystal 結晶多形の物性及び製剤特性評価 口頭 審査 有 

学会名 日本薬学会 巻号 静岡 日本 23 年 3 月 

2 

発表者名 今泉鉄平 

題 名 Apprication of microwave heating to blanching of Chinese yam 口頭 審査 無

学会名 第 8 回 IEEE Tokyo Young Researcher Workshop 場所 東京 日本 23 年 11 月 

3 

発表者名 東 弘敦 

題 名 都市の瘡蓋 沙河におけるサステイナブルデザイン提案 口頭 審査 無

学会名 The 47th IFLA World Congress Student Charest 場所 中国 蘇州 2010 年 5 月

4 

発表者名 ○藤瀬 茜・兼子まや・下村奈緒子・塚越 覚・池上文雄 

題 名 
ミシマサイコの養液栽培技術の確立に関する研究（第 4 報）越年株の時期別養

分吸収量と吸収濃度 
口頭 審査 有

学会名 園芸学会 場所 福井 日本  ２４年 11 月

5 
発表者名 ○MIZUUCHI Yusuke, FURUYA Katsunori, SON YongHoon  

題 名 A Comparative Study on Landscape Evaluation Between Japan and Korea 口頭 審査 有

学会名 Japan Geoscience Union Meeting JpGU Meeting 場所 千葉 日本  2013 年 5 月

6 

発表者名 ○大竹翔, 藤野裕道, 吉田憲司, Regan JW, 村山俊彦 

題 名 ヒト結腸癌 HCA7 細胞における低酸素誘導因子-1α の役割の検討 口頭 審査 有

学会名 日本薬理学会 場所 福岡 日本  ２５ 年 ３月

7 

発表者名 ○藤野裕道, 吉田憲司, 大竹翔, 清良尚史, Regan JW, 村山俊彦 

題 名 
ヒト結腸癌 HCA-7 細胞において EP4 受容体は Gαi タンパク質を介して 

cyclooxygenase-2 発現を亢進する 
口頭 審査 有

学会名 日本薬学会 場所 横浜 日本 2013  年３月

8 

発表者名 ZHAO Ying  

題 名 

Research on the  Consciousness  and  Approaches  to  Collaboration  for

Architect and Landscape Architect According to Different Types of Design 

Projects and Other Aspects- Through Case Studies on European Countries 

口頭 審査 無

学会名 
Global Campus Chiba, International Symposium 

of Landscape 2013 
場所 千葉 日本  2013 年 3 月

9 

発表者名 Yui Takase 

題 名 
Potential of protected area and Ecotourism in Green Open Space of Jakarta，

1st Asia Parks Congress 
口頭 審査 有

学会名 
IUCN, the International Union for  

Conservation of Nature 
場所 仙台 日本 2013 年 11 月

10 

発表者名 ○Yui Takase，Katsunori Furuya，Akhmad Arifin Hadi，Prita Indah Pratiwi, Bambang Sulistyantara 

題 名 
Potential of Ecotourism and Environmental Education in Protected Areas of 

Indonesia 
口頭 審査 有

学会名 The First Asia Parks Congress 場所 仙台 日本 2013 年 11 月

11 

 

発表者名 小堀貴子 

題 名 インドネシアの伝統的広場“alun-alun”の変化と若者の意識について 口頭・ポスター   

学会名 造園学会 場所 東京 日本 2013 年 10 月

12 

発表者名 ○Yusuke MIZUUCHI, YongHoon Son, Katsunori FURUYA 

題 名 
A Comparative Study on Forest Image Between Japan and Korea From the 

Perspective of Natural Resources 
口頭 審査 有

学会名 The First Asia Parks Congress 場所 仙台 日本  2013 年 11 月

13 

発表者名 Yasue Nakahara  

題 名 Landscape Architecture Of Tomorrow 口頭 審査 無

学会名 
清華大学建築学院景観系10周年記念学会、明

日的風景園林学国際学術会議 
場所 北京 中国  2013 年 10 月

14 

発表者名 ○藤野裕道，大山聡美，山崎璃沙，大藏伊織，John W. Regan，阿波田篤子，荒井孝義，村山俊彦 

題 名 
新規インドール化合物 AWT-489 は DP プロスタノイド受容体にアンタゴニストとし

て作用し CD55 発現を抑制する 
口頭 審査 有

学会名 日本薬理学会 場所 仙台 日本 2014 年 3 月 

15 発表者名 ○清良尚史，藤野裕道，大竹翔，吉田憲司，John W. Regan，村山俊彦 



若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム（ＩＴＰ） 

平成 26 年度事後評価資料（実施報告書） 

        23             （平成２６年度事後評価） 
この様式は、独立行政法人日本学術振興会において定められたものです。追加を認められている項目を除き、様式の改変はできません。 

題 名 
ヒト結腸癌 HCA-7 細胞における EP4 受容体発現と hypoxia inducible factor-1

α発現との関連性の解明 
口頭 審査 有 

学会名 日本薬学会 場所 熊本 日本  2014 年 3 月 
 

 

 


