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3.6 国内外との交流 
 
(1)海外出張・研修 
 
自然環境分野 
 神近牧男 
オマーン国（2004年７月 23日～2004年 7月 29日） 
「オマーン国全国道路網開発調査に係る業務のため」 

国際協力機構経費 
中華人民共和国（2004年 8月 4日～2004年 8月 13日） 
「拠点大学交流事業に係る研究打合せ，現地調査のため」 

日本学術振興会経費 
中華人民共和国（2005年 1月 25日～2005年 1月 29日） 
「黄河流域の気候生産力指標に関する資料収集のため」 

科学研究費基盤研究(B)(2) 
 
木村玲二 
中華人民共和国 (2004年 5月 31日～2004年 6月 9日) 

   「拠点大学方式による観測，調査のため」 
日本学術振興会経費 

中華人民共和国 (2004年 8月 4日～2004年 8月 13日) 
   「拠点大学方式による観測，調査のため」 

日本学術振興会経費 
 
 
水資源分野 
  安田 裕 

中華人民共和国(2004年 5月 31日～2004年 6月 9日) 
  「緑化と環境保全のあり方に関する総合的研究」 
    21世紀 COEプログラムによる事業推進費 
中華人民共和国(2004年 8月 4日～2004年 8月 13日) 
  「緑化と環境保全のあり方に関する総合的研究」 
    21世紀 COEプログラムによる事業推進費 
中華人民共和国(2004年 11月 10日～2004年 11月 17日) 
  「緑化と環境保全のあり方に関する総合的研究」 
    21世紀 COEプログラムによる事業推進費 
中華人民共和国(2005年 3月 11日～2005年 3月 21日) 
  「緑化と環境保全のあり方に関する総合的研究」 
    21世紀 COEプログラムによる事業推進費 
スウェーデン王国(2004年 6月 23日～7月 18日) 
「乾燥地土壌中の溶質移動に関する研究」 
     私費研修 
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生理生態分野 
稲永 忍 

シリア (2004年4月17日～2004年4月26日) 
「砂漠化対処に関する資料収集およびICARDA Board Meetingに出席するため」 

ICARDA負担 

中華人民共和国 (2004年8月8日～2004年8月21日) 
「拠点大学交流事業に係る研究打合せ、現地調査および現地視察のため 」 

拠点大学交流経費 

シリア(2004年10月8日～2004年10月15日) 
「21世紀COEプログラム「乾燥地科学プログラム」研究打合せ」 

21世紀COEプログラムによる事業推進費 

アラブ首長国連邦（2004年11月24日～2004年11月27日） 
「人・自然・地球共生プロジェクトに関する研究のため」 

産学連携経費 

中華人民共和国(2005年2月2日～2005年2月6日) 
「拠点大学交流事業に係る研究打合せのため」 

拠点大学交流経費 

 

安 萍 

中華人民共和国 (2004年8月8日～2004年8月21日) 
「拠点大学交流事業に係る研究打合せ、現地調査および現地視察のため 」 

拠点大学交流経費 

シリア(2004年10月8日～2004年10月23日) 
「21世紀COEプログラム「乾燥地科学プログラム」研究打合せ」 

21世紀COEプログラムによる事業推進費 

イギリス（2004年10月24日～2004年10月29日) 
 「21世紀COEプログラム「乾燥地科学プログラム」研究打合せ」 

21世紀COEプログラムによる事業推進費 

中華人民共和国 (2004年12月17日～2004年12月30日) 
「拠点大学交流事業に係る研究打合せ、現地調査および現地視察のため 」 

拠点大学交流経費 

中華人民共和国 (2004年3月12日～2004年3月17日) 
「拠点大学交流事業に係る研究打合せ、現地調査および現地視察のため 」 

拠点大学交流経費 

 
植物生産分野 
 濱村邦夫 
中華人民共和国 (2004年 6月 1日～2004年 6月 15日) 

   「拠点大学方式による学術交流のため」 
日本学術振興会経費 

  中華人民共和国（2004年 9月 28日～2004年 10月 12日） 
   「拠点大学方式による学術交流のため」 

日本学術振興会経費 
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緑化草地分野 
玉井重信 
中華人民共和国 (2004年 8月 13日～2004年 8月 21日) 
 「塩生植物の耐塩機構と地下水位に関する研究」 
    科学研究費基盤研究（Ｃ）（２） 
トルコ共和国 (2004年 9月 13日～2004年 10月 1日) 
「乾燥地域の農業生産に与える気候変動の影響」 

総合地球環境研究所経費 
    ブラジル (2005年 2月 23日～2005年 3月 23日) 
   「半乾燥地の生態系及び造林方法に関する研究」 

 
山中典和 
中華人民共和国 (2004年 4月 19日～2004年 4月 28日) 
「拠点大学方式学術交流事業にかかる現地調査打合せおよび試験地調査」 

学術振興会経費 
中華人民共和国 (2004年 7月 23日～2004年 8月 9日) 
「拠点大学方式学術交流事業にかかる現地調査打合せおよび試験地調査」 

学術振興会経費 
中華人民共和国 (2004年 10月 1日～2004年 10月 21日) 
「拠点大学方式学術交流事業にかかる現地調査打合せおよび試験地調査」 

学術振興会経費 
中華人民共和国 (2005年 3月 11日～2005年 3月 21日) 
「拠点大学方式学術交流事業にかかる現地調査打合せおよび試験地調査」 

学術振興会経費 
 

土地保全分野 
山本太平 
  オーストラリア(2004年 11月 7日～13日) 
「人工ゼオライトによる小麦畑の劣化土壌の改良に関する調査研究」 

産学連携研究経費 
 

井上光弘 
中華人民共和国 (2004年 9月 14日～2004年 9月 22日) 
「中国内陸部の砂漠化防止及び開発利用に関する研究のため」 

       日本学術振興会経費 
  アメリカ合衆国 (2004年 10月 31日～11月 6日) 
   米国土壌科学学会研究発表 
   「水分・塩分動態解析に関与する物性値の推定に関する研究」  
      日本学術振興会科学研究費補助金 

中華人民共和国 (2005年 3月 7日～2005年 3月 14日) 
「中国内陸部の砂漠化防止及び開発利用に関する研究のため」 

       日本学術振興会経費 
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(2)海外からの研究者・受託研修員・研究生の受入 
 
1) 研究者 
 
水資源分野 
王 康（2003年10月2日～2005年9月30日） 中華人民共和国（武漢大学） 
 「土壌の水文特性のスケール依存性に関する研究」 

国費奨学金 

 
生理生態分野 
チメン・ユヌス (2003年12月27日～2004年5月28日) 中華人民共和国 
「シバの耐寒性と耐乾性に関する生理学的研究」 

公益信託 五峯ライフサイエンス国際基金経費 

 
植物生産分野 
王 勇 (2004年1月5日～2005年1月5日) 中華人民共和国 
 「高度複合物質を用いた多機能吸水性樹脂の利用」 

中国政府経費 

王 龍昌（2004年5月21日～2005年1月20日）中華人民共和国 
 「乾燥地の作物体系におけるアルファルファの役割」 

五峯国際ライフサイエンス財団経費 

馮 長紅（2004年7月1日～2004年9月30日）中華人民共和国 
 「吸水性樹脂を用いた樹木苗の活着向上」 

中国政府経費 

 
緑化草地分野 
張 金香 (2004年8月20日～2005年2月20日) 中華人民共和国 
水分及び養分動態と樹木の成長に関する研究 

中国河北省政府経費 

 
2) 受託研究員 
 
生理生態分野 
松井猛彦 (2002年 10月 1日～) 三菱重工(株) 
「オアシス生態系の管理 」 

三菱重工(株)負担 
 
緑化草地分野 
 Abdou Diatta (2004 年 7 月 20 日－7月 22 日) セネガル 
 「半乾燥地植林」 

 国際協力事業団経費 
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 Dame Kane (2004 年 7 月 20 日－7月 22 日) セネガル 
 「半乾燥地植林」 

 国際協力事業団経費 

  Ricardo Jorge Duarte Galvao (2004 年 10 月 17 日～2004 年 11 月 21 日)ブラジル 

  「乾燥地緑化技術」 

   国際協力事業団経費 

Aldo Medeiros Junior (2004 年 10 月 17 日～2004 年 11 月 21 日)ブラジル 

  「乾燥地緑化技術」 

   国際協力事業団経費 

Geraldo Magela Cabral de Sousa (2004 年 10 月 17 日～2004 年 11 月 21 日)ブラジル 

  「乾燥地緑化技術」 

   国際協力事業団経費 

 Mouhamadou Mbengue (2004 年 11 月 9 日－11 月 11 日) セネガル 

 「半乾燥地植林」 

 国際協力事業団経費 

 Daouda Dieme (2004 年 11 月 9 日－11 月 11 日) セネガル 
 「半乾燥地植林」 

 国際協力事業団経費 

 
3) 研究生 
 
生理生態分野 
殷 俐娜（2004年 10月 5日～2005年 3月 31日）中華人民共和国 

 
緑化草地分野 
今田 省吾（2004年 4月 1日～2005年 3月 31日） 

 
土地保全分野 
小岩崎 真 (2004年 4月～2005年 3月) 

 
 
 
 
 
 
 


