
7 国際活動

7-1 海外出張・研修

天国高白

中国 1999.9
日中拠点大学方式による学術交流(学術振興会)

伊藤太一

ケニア 1999.8 
ケニアの国立公園調査(科研費)

伊藤太一

韓国 1999.9
IUCN東アジア保護地域会議発表および座長(科研費)

佐久間泰一

タイ王国 1999.7
メクロン}11流域の持続的管理に関する調査研究(私費)

佐久間泰一

タイ王国 1999.10
メクロン}11流域の持続的管理に関するワークショップ参加、現地調査(天禄基金)

佐藤政良

ミャンマ 1999.7
農民の水管理参加に関する調査(研修)

佐藤政良

スペイン，コートジボワール 1999.9
ICID会議シシポジウム発表，港滋管理に関する現地調査(研修)

佐藤政良

タイ王国 1999.10 
メクロン川流域の持続的管理に関するワークショップ参加、現地調査(天禄基金)

佐藤政良

タイ王国 2000.2-3 
濯概管理に関する技術指導(JICA短期専門家)

佐藤政良

ミャンマ-2000.3 
水管理に関する技術指導(JICA短期専門家)

氷銀揚四郎

メキシコ 1999.5
第5田メキシコ地域学会全国大会

氷鐙揚四郎

韓国 1999.7

第16回環太平洋地域学会機構大会(科研費)

氷鈍揚四郎

アイルランド 1999.8
第39回ヨーロッパ地域学会機構大会(科研費)
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氷鎧揚四郎

カナダ 1999.11

第46回国際地域学会北米大会(科研費〉

氷銘揚四郎

南アフリカ 2000.1

国際地域学会薦アフリカシンポジウム(日本大学総長指定プロジェクト)

異板秀二

タイ国 1999.10

タイ国メクロン}l'流域の持続的管理に関する調査(天禄学術研究基金)

員板秀二

ニュージーランド 1999.12
環太平洋地域の土砂輸送に関する比較研究(私費)

安部征雄

オーストラリア 1999.7.12-7.24 

乾燥地植林による炭素固定システムの構築に関する現地調査

安部征雄

中国 1999.9.12-9.30 
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に関する現地調査および、

セミナー開催

安部征雄

ネパール1999.11.16-11.26
ネパールにおける太陽エネルギー利用と植生悪化の防止・回復に係わる研究推進

安部征雄

オーストラリア 2000.3.4-3.18 

生物的炭酸ガス国定に関する現地調査および次年度研究打ち合わせ

小池正之

タイ国 1999.7
コントラクタ農業に係る現地調査(私費)

小池正之

ドイツ 1999.9
第13回国際地盤車両系学会国際会議における研究発表(私費)

小池正之

タイ国 1999.10
メクロンJII流域の持続的管理に関する調査研究(筑波大学天禄学術研究基金)

小池正之

フィリピン 2000.3
論博研究者に対する現地研究指導(日本学術振興会)

瀧)11呉弘

タイ 1999.7 

タイにおけるコントラクターの調査，海外研修，私費
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瀧)11具弘

ドイツ 1999.9 
第13自国際車両地盤系学会会議出席・発表，出張，科学研究費

瀧)11呉弘

タイ 1999.10 
国際ワークショップ参加・発表および誘査，海外研修，私費

安田硲

オーストラリア 1999.7 
乾燥地植林のための生態土壌調査

安田裕

オーストラリア 1999.11 
乾燥地植林のための生態土壌調査

安田裕

スウェーデン 2000.2 
滞留を考慮した不飽和浸透層内の汚染物質の移動に関する基礎的研究

安田裕

スウェーデン 1999.8 
乾燥地における土壌中の水分溶質の移動に係る共同研究(研修)

木村俊範

ケニヤ、インド 1999.7 
食品産業での環境対策調査(奨学寄附金)

木村俊範

フィリピン 1999.8 
JETROグリーンエイドプラン派遣(日本貿易振興会)

木村俊範

フィリピン 1999.12 
JETROグリーンヱイドフラン派遣(日本貿易振興会)

木村俊範

インド 2000.2 ~ 2000.3 
学術振興会論博指導(学術振興会)

佐竹隆顕

中国 1999.9 
平成11年度目中拠点大学交流プロジェクト国際セミナーに出席

富田文一郎

台湾 1999.5 
人工林の有効利用に関する国際会議に出席、講演(委任経理金)

富田文~郎

イタリア、スロベニア 1999.9 
天然系接着剤と農産廃棄物利用に関する技術調査と研究交流(委任経理金)

富田文一郎

中華人民共和国 1999.12 
木材利用に関する調査と研究交流、講演(委任経理金)
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富田文一郎

中華人民共和国 2000.3 

早生樹材の有効利用に慢する国際研究集会に出席、講演(委任経理金〉

7-2 留学生・招蒋研究員等

農学研究科農林工学専攻

安洪杢韓国

D5 
中小河川における河畔植生の自然度及び立地活性度分析に関する研究

天田高白

アモド・サガル・ダカール ネパール

D5 

A Study on Landslide Hazard Mapping釘 ldEstimation of Sediment Yield in the Kulekhani 
Watershed， Nepal with the Application of GIS and Remote Sensing 
天国高白

Adahi Botou (コートジボワール)

D4  

農業用水管理と水収支に関する研究

佐藤政良

任永懐(中国)

D2 

中国の用水管理システムに関する研究

佐藤政良

窪益斌(中国)

Dl 
節水潅減法の潟発に関する研究

安部征雄

劉玉龍(中国)

研究生

中国における土地・水資源

安部征雄

Mimin Muhaemin (インドネシア)

D5 

アルミニウム製トラクタフレームの強度特性と実用可能性

小池正之

Prathuang U saborisut (タイ)

D5 

中空円筒試料土に対する繰返しねじり載荷が動的締留め特性に及ぼす影響

小池正之

Lilik Sutiarso (インドネシア)

D4 

自律走行車両のための作業機軌跡制御法

小池正之・瀧川呉弘
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A:rjh紅 nWeerachai (タイ)

D4 
電気トラクタのけん引性能向上に穏する研究

小池正之

J unyusen Payungsal王(タイ)

研究生

自律走行車両の制御に関する研究

小池正之・瀧JlI呉弘

Eulito U. Bautista (フィリピン)

日本学術振興会論博事業研究者

1999.5"-' 1999. 7 

小池正之

オジジョ， N.O. (ケニヤ)

D5 
豆類の貯蔵に伴う品質変化の追跡

木村俊範

董鉄有(中国)

D4 

穀類のマイクロ波乾燥の研究

木村俊範

イスラム， R. (バングラデシュ)

D3 
米のパーボイリング加工法の改善に関する研究

木村俊範

ロイポリトシュ(バングラデシュ)

D1 

米のパーボイリイングの省エネ化に関する研究

木村俊範

程永強(中国)

D1 

中国における豆腐製造の改良

木村俊範

Addo Ahmad Abdul-Ghaffari (ガーナ)

D3 

神経由路網情報処理を援用した青果実の追熟プロセスの制御に関する研究

佐竹隆顕

バイオシステム研究科

Ch釘 19Shengwei (中国)
M2 

画像情報による干しブドウの等級選別に関する基礎的研究

佐竹隆顕
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環境科学研究科

劉波中国

M2 

北京市における水問題の社会工学的研究

天国高白

段濡中国

Ml 
黄河流域の治水に関する研究

天田高白

全字鐘(韓国)

研究生

国立公園の施設地区に関する研究

伊藤太一

朴範鎮(韓国)

特別研究生

山岳レクリエーションにおける負荷

伊藤太一

関建輝(中国)

M2 

中国におけるエネルギー問題を通した大気汚染の管理

氷鈍揚四郎

Islam MD Fakrul (バングラデ、ィシュ)

M2 

Socio-Envirorunental Problems訂 ldWater Resource Management in the Teesta River Basin， 

Bangladesh 
氷鐙揚四郎

李斌(中国)

Ml 
中国における最適交通投資計画の評価及び環境影響分析

氷鐙揚四郎

曹喜亮(中国)

Ml 

環日本海海洋汚染の共同管理政策

氷鐙揚四郎

Akmam Wardatul(バングラディシュ)

研究生

テシタ川流域についての研究

氷鈍揚四郎

Rimah Melhem (シリア)

研究生

Improve the envirorunental status of Barada Basinrelated to Water Pollution 
氷鐙揚四郎
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生物資源学類短期留学

Chua Vincent deGuzrnan (フィリピン)

特別聴講学生(平和中島財団)

電気耕うん機のユニバーサル・デザイン

1999.9"'"'2000.8 

小池正之

Charoons泣¥:Somphong (タイ)
特別聴講学生(日本国際教育財団)

農耕土壌の動的締留め特性

1999.9"-'2000.8 

小池正之

劉雲関(中華人民共和国)

湖南省農業科学院水稲研究所高IJ研究員

2000.1 "-'2000.3 

多田敦

7-3 T AS AEその他

瀧)11 具弘

平成11年度のTASAEキーパーソンとして進行調整の役目を果たした。

長谷川英夫

AC室員として1999年度「農業教育に関する国際セミナーJTASAEの実施と運営に当たった。

余田章

TASAE実行委員として1998TAS AEの実施と運営に当たった。
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7-4 海外での講演

伊藤太-

Environmental Awareness among Ecotourists who Participated in Sea-kayak Tours at 
lriomoteτlle 3rd Conference on Protected Areas of East Asia 
Seoul， Republic of Korea， Sep. 1999 

木村俊範

Basic of Activated Sludge Process. Green Aid Plan Seminar on Waste Water Treatment for 
Food and Distillery Industries， 

JETRO-BOI， Cebu & Manila， Phi1ippines， 1999.12. 

富田文一郎

Trends of Research and Utilization of Domestic Wood in Japan， Intemational Conference on 
Effective Utilization of Plantation Timbers 'Timber紅 1dWood Composite for the Next 
Century"， The Forest Product Association of R.O.C.， 

Cin-tou， Taiw訂 1，1999 

富田文一郎

日本の木材産業と木材接着剤の現状

南京 中華人民共和国 1999.12 

主主益民 富田文一郎

Wood species effects on properties of wood-cement composites，日中国際研究集会ーポプラ等

早生樹の資源造成と加工・利用

南京 中華人民共和国 2000.3
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