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アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成２１年度 実施報告書 

 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関： 国立大学法人 東京農工大学 
（ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ）拠点機関： ボゴール農科大学 
（ タイ ）拠点機関： ナレスアン大学 
（ベトナム）拠点機関： カントー大学 

 
２．研究交流課題名 

（和文）：  地域エネルギー自給率向上のためのグリーンバイオマス研究基盤の形成          

                   （交流分野： 環境農学          ）  
（英文）：  Research Infrastructure of Green Biomass Application for Self-sustaining Local Energy         

         （交流分野：International Environmental and Agricultural Science）  
 研究交流課題に係るホームページ：http://www.tuat.ac.jp/~abiomass/index.html                       
 
 
３．開始年度 

平成 ２１年度（  １年目） 
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：国立大学法人 東京農工大学 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：本部・学長・小畑 秀文 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：大学院共生科学技術研究院・教授・平澤 正 
 協力機関： 
 事務組織：国際事業推進チーム 
 
相手国側実施組織（拠点機関名・協力機関名は、和英併記願います。） 
（１）国（地域）名：インドネシア 
拠点機関：（英文）Bogor Agricultural University 

      （和文）ボゴール農科大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Center for Research on Engineering 

Application in Tropical Agriculture(CREATA)・Director,Professor・Mandang Tineke 
 協力機関：（英文） 
      （和文） 
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（２）国（地域）名：タイ 
拠点機関：（英文）Naresuan University 

      （和文）ナレスアン大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）School of Renewable Energy 

Technology・Director, Associate Professor・Racwichian Wattanapong 
 協力機関：（英文） 
      （和文） 
 
（３）国（地域）名：ベトナム 

拠点機関：（英文）Cantho University 
      （和文）カントー大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Vice Rector・Le quang Tri 
 協力機関：（英文） 
      （和文） 
 
５．全期間を通じた研究交流目標 

本事業では、日本およびアジア諸地域で実現可能な「バイオマスによる環境共生型エネ

ルギー地域自給システム」のプロトタイプを構築するため、アジアに固有な生物資源、気

候風土、農業生産方式、農村社会システムを活かすグリーンバイオマスとバイオエネルギ

ーの研究を継続して展開するための研究拠点を形成していくことを目標とする。 

 

具体的には、 

１） アジア諸国の重要な産業である農林業を基軸とした持続的で高度なグリーンバイ

オマス生産技術 

２） 生産されたバイオマスの液体燃料や電気・熱エネルギーへの高効率変換技術 

３） 自然（気象、土壌、植生、地形など）、産業、経済・社会的条件など地域立地に即

したグリーンバイオマス生産・利用システム 

に関する研究活動を参加機関と共同で推進する。 

 

この研究交流を通して、アジア地域に適合するバイオマスエネルギー生産・利用システ

ムの汎用モデルを構築することを共通目標として、日本とアジア諸国が継続的かつ緊密に

交流、連携できる学術的な研究基盤を築く。 

人材育成については、博士課程在学者も含めた若手研究者の交流を進めて、日本および

アジア諸地域の特性とバイオマス利用のあり方を相互に理解し、長期的な視点から研究拠

点形成に資する人材の養成に努める。 
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具体的には、 

１） 日本側の博士課程在学生を含めた若手研究者を共同研究およびセミナーに積極的

に参画させる。 

２） 相手国の博士課程学生を含めた若手研究者を少なくとも各国（拠点機関）１名を

招聘する。 

 

６．平成２１年度研究交流目標 

当初の予定に掲げた次の４研究分野 ①太陽エネルギー固定技術開発研究、②養分ゼロ

エミッション循環システム研究、③地域分散配置型バイオマスエネルギー変換・利用装置

の開発研究、④エネルギー自給地域システム研究、ごとに共同研究を立ち上げて研究を進

めるとともに、共同研究先でワークショップを開催して、バイオマス生産とバイオマスエ

ネルギー利用に関する情報を相互に交換する。平成 21 年 11 月に開催する日本でのセミナ

ーは、国内外の研究者による講演と共同研究の成果発表で構成し、共同研究の中間的な取

り纏めの場として活用する。 

上記の研究成果として、①食料と競合しない生物資源開発の評価方法の基準作成、②水

稲栽培に利用可能なバイオ肥料微生物の情報収集、③各国あるいは各地域で期待されるバ

イオマスおよび適合する変換技術の整理、④アジア型バイオマス生産・利用の地域システ

ムの設計上必要な基礎情報の収集が達成される。 
人材育成については、研究の中核を担う人材の他に大学院学生を含めた若手研究者を共

同研究およびセミナーに参加させ、日本および相手国の研究の現状を把握するとともに、

人的な交流を図る。人的な交流は、共同研究では 47 名の参加者、セミナーでは 26 名の参

加者を予定している。国別では日本 18 名、インドネシア 8 名、タイ 9 名、ベトナム 12 名

の参加者を予定している。 
拠点構築に関しては、バイオマス生産と利用に関する関係国の状況理解と先端的な情報

の共有を通じて、研究基盤の形成を図る。また、本学以外にバイオマスの先端的な研究機

関やバイオマスタウン等を訪問し、現場の研究者等との交流を進めることで、技術者・研

究者ネットワークの構築を図る。 
 
７．平成２１年度研究交流成果 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

研究協力体制の構築においては、１年次における計画目標は概ね達成された。相手国と

の研究基盤および国内外の技術者・研究者ネットワークの形成が実現できたからである。

バイオマス生産と利用に関する関係国の状況理解と先端的な情報の円滑な共有を可能とす

る多国間研究協力体制が構築された。 

研究基盤の形成に関しては、日本側実施組織である東京農工大学と相手国実施組織（海

外拠点機関）であるインドネシア・ボゴール農科大学、タイ・ナレスアン大学、ベトナム・
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カントー大学の間において、満足すべき研究協力体制を構築できた。海外拠点機関で中核

的役割を担っているのはボゴール農科大学・熱帯農業工学研究センター（CRETA）所長

Dr. Tineke、ナレスアン大学・大学院・再生可能エネルギー・センター（SERT）副局長

Dr. Maneechot、カントー大学・農業遺伝・育種学科 Dr. Thanh である。３者とも東京農

工大学で学位を取得したバイオマス資源・変換分野の研究者であり、本事業の研究交流に

も当初から積極的に参画した。自国内研究者間の研究交流の調整も行ない、研究体制の構

築に尽力した。 
相手国との協力体制は、基本的にＥメールやスカイプによるネットワークであるが、11

月に東京農工大学で開催された JSPS AAセミナーの参加を機に海外拠点機関から中心的研

究者が一堂に会して、相互に意見交換し研究協力の強化を図った。相手国３カ国間の協力

体制の基礎も形成され、多国間研究交流ネットワークが確立された。 

相手国における研究交流でも、Dr. Tineke、Dr. Maneechot、Dr. Thanh を含む日本への

招へい研究者が、日本側研究者との研究交流、たとえば、現地視察、意見交換等の活動の

準備・調整を積極的に行なった。また、彼らの調整により、相手国大学当局関係者と面談

し、本事業への支援・協力の了承を得た。 

また、海外研究者が来日した際に、岩手県葛巻町を現地視察し、現場の行政・技術者等

との交流を進め、地域・技術者ネットワークを拡大することができた。同様なことが海外

相手国においてもあてはまる。現地のバイオマス利活用施設を視察し、関係者とのネット

ワークを広げた。今後２ヵ年のさらなる共同研究の基盤が形成されたといえる。 

 

７－２ 学術面の成果 

１年次おける計画目標は概ね達成できた。①食料と競合しない生物資源開発の中で、特

に高バイオマス・イネ品種、淡水魚類やココナツのバイオマス資源に着目して、潜在的利

用の評価基準を作成し暫定的な評価を行なった。②水稲栽培に利用可能なバイオ肥料微生

物の情報収集については、微生物の性質評価と微生物接種のイネへの生育効果に関する情

報蓄積が進んだ。③各国あるいは各地域で期待されるバイオマスおよび適合する変換技術

の整理については、インドネシアでの土地利用分類別の有望バイオマス資源の整理を行な

った。④アジア型バイオマス生産・利用の地域システムの設計上必要な基礎情報の収集に

おいては、タイを対象にして、バイオマス利活用に関する情報・データを収集するととも

に、日本のバイオマスタウンの資料・情報を収集・整理した。 
11 月 27 日に東京農工大で開催されたセミナーでは、以上の成果に基づく中間的な研究報

告がなされた。そして、このセミナー報告を基にした論文集（平成 22 年 5 月自費出版予定、

既に ISBN 取得）が発刊される予定である。セミナーの報告論文のテーマは、①メコンデ

ルタのバイオマス資源の生産・利用の評価、②温帯・熱帯アジアの稲作栽培に注目した持

続的農業のためのバイオ肥料の役割、③インドネシアにおけるバイオマス変換技術の適合

可能性、④タイにおけるコミュニティ・ベースのバイオマス利活用の現状である。以上に

加えて、セミナー討論者らが執筆した、⑤タイにおける米籾殻を原料にした発電による温
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室ガス排出量緩和、⑥豚糞尿を利用した小規模発電、⑦LPG とバイオマスの発熱利用の経

済性比較、⑧日本のバイオマスタウンの現状と類型化などに関する論文が掲載される予定

である。セミナー報告者および他の研究者の論文は、これまで各自が取り組んできた研究

を基礎に、本事業の共同研究を通じて、新たに執筆されたものであり、これらは本事業の

学術面の成果である。 
 
７－３ 若手研究者養成 

国内での若手研究者養成に関しては、セミナーおよびその前後の研究交流に本学大学院生

10 数名が出席し、海外研究者との研究交流を通じて、日本およびアジア諸地域の特性とバ

イオマス利用あり方に関する理解を深めることができた。さらに、セミナー後、相手国拠

点機関の研究者とバイオマス研究に関する情報交換をＥメールで行なう大学院生もおり、

セミナーはバイオマス資源ならびにエネルギーに興味を持つ本学の大学院生の研究発展の

１つの契機になった。また特筆すべきは、タイ・ナレスアン大学博士課程にて再生可能エ

ネルギー・技術専攻の大学院生が自費でセミナーに出席したことである。セミナー参加お

よびその前後の研究交流は自身の研究において非常に有意義であったとの感想であった。 
 相手国での若手研究者養成に関しては、タイのナレスアン大学の社会人大学院（バンコク・

サテライトキャンパス）では講義科目 Energy 52 においてメコンデルタのバイオマス利活

用の実態に関する招待講義、ボゴール農科大学・大学院ではインドネシアにおけるバイオ

肥料の有効利用に関するワークショップが日本側研究者によって行なわれた。また、ベト

ナムではココナツの組織培養とイネの遺伝資源マーカー選抜、インドネシアでは窒素の養

分動態解析に関する技術指導が若手研究者を対象に行なわれた。以上の活動を通じて、相

手国機関の大学院生・若手研究者との交流を深めることができた。  

 

７－４ 社会貢献 

社会貢献については、１年次ということもあり限定的であった。国内外のバイオマスの

先端的な研究機関やバイオマスタウン等を訪問し、現場の研究者等との交流を進め、技術

者・研究者ネットワークの構築を図るに止まった。技術者・研究者ネットワークについて

は、岩手県葛巻町との連携が国際交流という形で進められた。森林廃棄物の木質ペレット

化や家畜排泄物のガス化の視察現場ではエネルギー・環境・経済的側面において積極的な

意見交換が行なわれた。環境・農学的視点からみて有益な議論であった。葛巻町は今後バ

イオマス関連で取り組んでいく課題の１つに国際交流の促進があり、この点において、本

研究交流事業による招へい研究者一行と本学の 3 名の研究者の視察訪問は、同町関係者の

海外でのバイオマス利用状況の理解に寄与し、同時に葛巻町の国際交流促進の一助になっ

たと思われる。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

本事業は、アジア諸地域で実現可能な「バイオマスによる環境共生型エネルギー地域自



 6

給システム」のプロトタイプを構築するための研究拠点を形成していくという大きな目標

の下、遺伝子レベルを対象にした自然科学分野から地域レベルを対象にした社会科学分野

まで多分野にわたる研究課題を含んでいる。このため、ややもすれば研究方向が分散して

しまうという性格を有している。この対策として、次年度以降、各研究の進捗状況を定期

的に確認する。さらに、研究の分散化／発散化を防ぐため、次年度以降のセミナーにおい

てテーマをある程度絞り込むことを考えている。 

本事業には多国間・多分野の研究者が参画していることもあり、研究者間の調整には多

大な時間を要する。このため、派遣計画の実行等において遅延を招いてしまった。この点

を考慮し、次年度においては、セミナーを含めた共同研究の実施計画を余裕をもって早め

に作成し、着実に計画を実行するよう心がけたい。 
 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２１年度論文総数     ２本 

   うち、相手国参加研究者との共著   ０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   ０本 

（※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入して下さい。） 

 
上に記載の本数ならびに別紙「論文リスト」は、既に学術雑誌等に掲載された論文のみで

ある。しかし、先に述べたとおり、11 月に開催したセミナーの報告論文を中心とした論文

集を発刊する予定である。 

 

８．平成２１年度研究交流実績概要 

８－１ 共同研究 

当初の研究交流計画に則って、以下の中核となる研究４分野で４課題を取り上げ、共同

研究を進めた。 

① メコンデルタにおけるバイオマス生産評価と利用（R-1） 

本学とカントー大学との２機関において共同研究を実施した。これまでの遺伝資源

探索評価に関する研究実績に基づき、グリーンバイオマス素材、ポテンシャルを評

価することを目標とした。高バイオマス・イネ品種の機能解析と品種育成に関する

研究が中心であった。また、メコンデルタにある潜在的バイオマス資源として、コ

コナツと淡水魚資源（ナマズ等）にも注目し、その利活用状況と経済性に関する暫

定的評価を行なった。さらに、ベトナムにおけるココナツや淡水魚資源の利用につ

いて、生産や企業化を見据えた技術研究や実用化の可能性を検討した。 

② 温帯・熱帯アジアにおけるバイオ肥料を利用した持続的な水稲栽培法の研究（R-2） 

ボゴール農科大学との２機関で共同研究を実施した。水稲に施用可能なバイオ肥料

微生物を一部収集し、その性質検討を開始した。また両国における、バイオ肥料の
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利活用の状況を整理した。特に、日本においては、高バイオマス・高炭水化物蓄積

型イネ品種であるリーフスターの栽培における循環型養分の効率的利用を目指し、

化学肥料の利用低減が可能といわれている微生物接種がイネの生育に与える効果を

解析した。 
③ バイオマスエネルギー変換技術の地域適合性（R-3） 

タイおよびインドネシアとの共同研究を実施した。普及が期待されているバイオマ

スエネルギー変換技術が原料としてのバイオマスの供給可能量、エネルギー効率、

コスト、環境影響性の観点から、地域への適合可能性と適応可能となる地域条件な

どについて調査研究を行なった。以上の観点から、インドネシアでは土地利用分類

別にバイオマス利活用において有望なバイオマス資源の暫定的な分析・整理を行な

った。タイにおいては農村での小規模バイオマス利活用に主に着目し、特に炭につ

いて、前述の４観点からの検討を試みた。 

④アジアにおける地域バイオマス利活用の現状と課題－東南アジアと日本との比較研

究調査－（R-4） 

本年度はベトナムとタイを中心に共同研究を行った。東南アジアの地域レベルで実

施されているバイオマスエネルギー生産・利用の現状を把握し、今後の発展に向け

た社会的課題を検討した。具体的には、タイを対象にして、バイオマス利活用に関

する情報・データを収集し、両国の研究者と意見交換を行った。加えて、日本で展

開されているバイオマスタウンの資料・情報を収集・整理し、バイオマス利活用の

現状とその方向性に関して東南アジアと日本の類似点および相違点の特定化／類

型化を試みた。
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８－２ セミナー 

11 月 27 日に東京農工大学で「地域エネルギー自給率向上のためのグリーンバイオマス研

究基盤の形成」において、「地域エネルギー自給率向上のためのグリーンバイオマス：アジ

アにおけるバイオ燃料供給の地域社会システムの構築に向けて」のセミナーを実施した。

このセミナーは、ベトナム、インドネシア、タイならびに日本の研究者が取り組んでいる

バイオマス生産とバイオマスエネルギー利用に関する共同研究の中間成果を報告すること

を主な目的とするものであった。 

セミナー出席総数は 42 名であった。そのうち本学の参加研究者は 9名、海外からの参加

研究者はインドネシア、タイ、ベトナムから各々2 名、4 名、2 名の計 8 名であった。本研

究交流事業の参加者以外の出席者は 25 名であった。うち 1名は、タイ・ナレスアン大学博

士課程院生である。 

セミナーでは、本学で取り組まれているバイオマス生産・利活用の研究概要、メコンデ

ルタのバイオマス資源の生産と利用の評価、温帯・熱帯アジアの稲作栽培に注目した持続

的農業のためのバイオ肥料の役割、インドネシアにおけるバイオマス変換技術の適合可能

性、タイにおけるコミュニティ・ベースのバイオマス利活用の現状が報告された。 

東南アジア３カ国においてバイオマス利活用の研究を精力的に行っている研究者が集ま

った本セミナーの開催は最新情報の交換を可能にした。東南アジアと日本における地域レ

ベルでのバイオマス利活用現状の理解を深め、それを踏まえアジア諸国における今後の発

展方向に関する議論を通じて、バイオマス生産と利用に関する先端的な情報共有と今後の

研究交流のあり方と共同研究の方向性を定位することができた。 

またセミナーには本学大学院生 10 数名が出席し、海外研究者との研究交流を通じて日本

およびアジア諸地域の特性とバイオマス利用あり方に関する理解を深めることができ、人

材育成に寄与した。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

セミナー開催に先がけ、11 月 25・26 日にバイオマスタウンである岩手県葛巻町を訪問・

視察し，日本の現場の実務担当者・技術者との交流を行った。
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９．平成２１年度研究交流実績総人数・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>

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 

<人／人日>

タイ 

<人／人日>

ベトナム 

<人／人日> 

合計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画 
 

3/12 3/12 
2/8 

（5/31） 

8/32

（5/31） 

実績 
4/18 1/5 

（1/5） 

2/8 

（1/6） 

7/31 

（2/11） 

インド 

ネシア 

<人／人日> 

実施計画 3/12    3/12 

実績 
1/6 

(1/1) 

  1/6 

(1/1) 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 3/12    3/12 

実績 4/24   4/24 

ベトナム 

<人／人日> 

実施計画 
2/8 

（3/15）

   2/8 

（3/15） 

実績 2/10   2/10 

合計 

<人／人日> 

実施計画 8/32 

（3/15）

3/12 3/12 2/8 

（5/31） 

16/64 

（8/46） 

実績 
7/40 

(1/1) 

4/18 1/5 

(1/5) 

2/8 

（1/6） 

14/71 

(3/12) 

 

※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。） 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

   12／32  （人／人日） 0／0  （人／人日） 

 

※ 国内での研究交流は、当初の実施計画では主に国内拠点機関（東京農工大学）以外に所属し

ている本事業の協力研究者 2 名（R-1、R-2 各 1 名）との共同研究交流（国内出張）を予定して

いたが、日程調整の問題で取りやめた。協力研究者との研究交流はＥメール・電話および学会等

の機会を利用して行なった。 
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１０．平成２１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 21 年度 研究終了年度 平成 23 年度 
研究課題名 （和文）メコンデルタにおけるバイオマス生産評価と利用 

（英文）Evaluation of biomass production and the utilization in 
Mekong delta 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）平田豊・東京農工大学・教授 
（ 英 文 ） Hirata Yutaka ・ Tokyo University of Agriculture and 
Technology・Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Le quang Tri・Deprtment of Biotehnology and Applied Biology・Vice 
Rector , Dean (Associate Professor) 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相

手国予算による）

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 ベトナム  計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 実施計画  2/8（3/21）  2/8（3/21）

実績 2/8（1/6）  2/8（1/6）

ベ ト

ナム 

実施計画 2/8（1/5）   2/8（1/5）

実績 2/10  2/10 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 2/8（1/5） 2/8（3/21）  4/16（4/26）

実績 2/10 2/8（1/6）  4/18（1/6）

② 国内での交流      0/0 人／人日 

２１年度の研究

交流活動及び成

果 

 

（活動）これまでの遺伝資源探索評価に関する研究実績に基づき、グリ

ーンバイオマス素材、ポテンシャルを評価することを目標とした。当初、

作物栽培技術開発、倒伏抵抗性の高い高バイオマス・高炭水化物蓄積型

イネ品種の機能解析と品種育成、遺伝資源マーカー選抜などの研究着手

を計画したが、今年度は高バイオマス・イネ品種の機能解析と品種育成

に関する研究が中心であった。また、メコンデルタにある潜在的バイオ

マス資源として、ココナツと淡水魚資源（ナマズ類）にも注目し、その

利活用状況と経済性に関する暫定的評価を行なった。さらに、ベトナム

におけるココナツや淡水魚資源の利用について、生産や企業化を見据え

た技術研究や実用化の可能性を検討した。 

（成果）高バイオマス・イネ品種とココナツと淡水魚資源を主に対象に

して、食料と競合しない資源開発の暫定的評価を行い、今後の開発研究
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の実施と現実への適用に向けての基盤を形成できた。ココナツや淡水魚

資源のバイオディーゼル化の実用化に向けた評価体制を確立した。 

日本側参加者数  

10 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（ インドネシア   ）国(地域)側参加者数 

0 名 （１３－２（インドネシア）国側参加研究者リストを参照）

（ タイ   ）国(地域)側参加者数 

0 名 （１３－２（ タイ ）国側参加研究者リストを参照） 

（ ベトナム  ）国(地域)側参加者数 

8 名 （１３－３（ ベトナム ）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 21 年度 研究終了年度 平成 23 年度 
研究課題名 （和文）温帯・熱帯アジアにおけるバイオ肥料を利用した持続的な水稲

栽培法の研究 
（英文）Study on Sustainable Rice cultivation using bio-fertilizer in 

Temperate and Tropical Asia 
日本側代表者 
氏名・所属・職 

（和文）横山 正・東京農工大学・准教授 
（英文）Tadashi Yokoyama・Tokyo University of Agriculture and 
Technology・Associate Professor 

相手国側代表者 
氏名・所属・職 

Dr. Iswandi Anas 
Faculty of Agriculture・Bogor Agricultural University (IPB)・Professor

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相

手国予算による）

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 

インド 

ネシア 
 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 実施計画  2/8  2/8 

実績 2/10  2/10 

イ ン

ド ネ

シア 

実施計画 2/8   2/8 

実績 （1/1）  （1/1） 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 2/8 2/8  4/16 

実績 （1/1） 2/10  2/10（1/1）

② 国内での交流     0/0  人／人日 

２１年度の研究

交流活動及び成

果 

 

（活動）グリーンバイオマスの生産には肥料の投入が必要だが、化学肥

料を多量に投入したら、カーボンニュートラルにはならない点を念頭に

おき、温帯と熱帯の水稲栽培を対象にして化学肥料投入を減らし生産量

を維持する栽培法をバイオ肥料を用いて検討した。温帯と熱帯の水稲栽

培において、化学肥料投入を減らし生産量を維持する栽培法の確立に向

けて、バイオ肥料を用いて検討した。温帯、熱帯、各地域の対象国とし

て各々日本、インドネシアを選定し、バイオ肥料の利活用の現況を調査・

整理した。その上で、両国の水稲に施用可能なバイオ肥料微生物を収集

し、それらの性質検討に着手した。特に、日本においては、高バイオマ

ス・イネ品種であるリーフスターの栽培における循環型養分の効率的利

用を目指し、化学肥料の利用低減の可能性を有する Azospirillum 型バイ
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オ肥料の利用がイネの生育に与える効果を解析した。 
（成果）インドネシアと日本で、水稲栽培に利用可能なバイオ肥料微生

物を一部収集した。また、両国で実施されている圃場レベルでの実験結

果と農家レベルでの利用状況に関する情報を収集・整理した。日本にお

いて Azospirillum 接種効果に関する圃場実験を行い、子実量において微

生物接種区と無接種区の間に有意な差がないという結果を得た。 
日本側参加者数  

3 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（ インドネシア   ）国(地域)側参加者数 

2 名 （１３－２（インドネシア）国側参加研究者リストを参照）

（ タイ   ）国(地域)側参加者数 

0 名 （１３－２（ タイ ）国側参加研究者リストを参照） 

（ ベトナム  ）国(地域)側参加者数 

0 名 （１３－３（ ベトナム ）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 21 年度 研究終了年度 平成 23 年度 
研究課題名 （和文）バイオマスエネルギー変換技術の地域適合性 

（英文）Local adaptability of biomass energy conversion technology 
日本側代表者 
氏名・所属・職 

（和文）東城清秀・東京農工大学・准教授 
（英文）Seishu Tojo・Tokyo University of Agriculture and Technology・
Associate Professor 

相手国側代表者 
氏名・所属・職 

インドネシア：Tineke Mandang 
Bogor Agricultural Universty・Center for Research on Engineering 
Application in Tropical Agriculture(CREATA)・Director（Professor）
タイ：Pisit Maneechot・Naresuan University, School for Renewable 
Energy Technology・Deputy director（Lecturer） 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相

手国予算による）

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 

インド 

ネシア 
タイ 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 実施計画  1/4 1/4 2/8 

実績 2/8  2/8 

イ ン

ド ネ

シア 

実施計画 1/4   1/4 

実績 
1/6  1/6 

タイ 
実施計画 1/4   1/4 

実績 2/12  2/12 

合計 
実施計画 2/8 1/4 1/4 4/16 

実績 3/18 2/8  5/26 

② 国内での交流      0/0  人／人日 

２１年度の研究

交流活動及び成

果 

 

（活動）地域におけるバイオマス原料の供給可能量、エネルギー効率、

コスト、環境影響性などについて、文献と聞き取りによる調査研究を行

った。以上の観点から、インドネシアを対象に林地、農地、畑地、プラ

ンテーション、アグロフォレストリーという土地利用分類別に、バイオ

マス利活用において有望なバイオマス資源の暫定的な分析・整理を行な

った。タイにおいては農村での小規模バイオマス利活用に主に着目した。

特に、炭についてエネルギー効率、コスト、環境影響性の側面から検討

した。 
（成果）日本、インドネシア、タイで期待される今後のエネルギー変換

技術を含めたバイオマス利用についての研究基盤情報の集積が進展し
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た。具体的には、バイオマス原料の供給可能量、エネルギー効率、コス

ト、環境影響性等という観点から、インドネシアを対象に土地利用分類

別に、バイオマス利活用において高い潜在力を有するバイオマス資源の

暫定的な整理を完了した。タイ農村部での炭の生産・利用形態に関する

情報が収集された。エネルギー効率やコスト面などから、他エネルギー

源と比較すると、農村部では炭は有望なエネルギー源であるという暫定

的な結果が得られた。 

日本側参加者数  

4 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（ インドネシア   ）国(地域)側参加者数 

6 名 （１３－２（インドネシア）国側参加研究者リストを参照）

（ タイ   ）国(地域)側参加者数 

7 名 （１３－２（ タイ ）国側参加研究者リストを参照） 

（ ベトナム  ）国(地域)側参加者数 

0 名 （１３－３（ ベトナム ）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 21 年度 研究終了年度 平成 23 年度 
研究課題名 （和文）アジアにおける地域バイオマス利活用の現状と課題 

－東南アジアと日本との比較研究調査－ 
（英文）Present Situations and Challenges of Region-based Biomass 

Utilization in Asia – Comparative Analysis of Southeast Asia 
and Japan– 

日本側代表者 
氏名・所属・職 

（和文）千年篤・東京農工大学・准教授 
（英文） Atsushi Chitose・Tokyo University of Agriculture and 
Technology・Associate Professor 

相手国側代表者 
氏名・所属・職 

ベトナム：Vo Cong Thanh・Cantho University・Senior lecturer  
タイ：Pisit Maneechot・Naresuan University, School for Renewable 
Energy Technology・Duptuy director（Lecturer） 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相

手国予算による）

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  タイ  計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 実施計画  2/8  2/8 

実績 1/5（1/5）  1/5（1/5）

タイ 実施計画 2/8   2/8 

実績 2/12  2/12 

 
実施計画     

実績    

合計 
実施計画 2/8 2/8  4/16 

実績 2/12 1/5（1/5）  3/17（1/5）

② 国内での交流     0/0  人／人日 

２１年度の研究

交流活動及び成

果 

 

（活動）日本、ベトナム、タイにおける地域バイオマス利活用システム

の現況を把握し、その上で今後の発展に向けての社会的課題を検討した。

日本においてはバイオマスタウンを対象にして、現地調査ならびにイン

ターネットや文献から入手した関連情報を基に、その共通点と相違点を

抽出した。また、タイ、ベトナムにおける地域レベルでのバイオマス利

活用状況の特徴の整理した。以上の整理をもとに、バイオマス利活用に

関する日本と熱帯アジア両国との共通点を検討した。 

（成果）アジア型バイオマス生産・利用の地域システムの設計をする際

に不可欠となる基盤情報の集積が進展した。人口分布の稠密性、小規模

複合経営が主流である農業生産構造や道路等インフラ整備状況から判

断すると、タイやベトナムでは、日本と同様、バイオマスの利活用は地
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域内循環を基礎に行うのが適切であるという知見が得られた。モノカル

チャー的な資源作物に依存したバイオマス燃料の利活用は一部の地域

を除いては現実的ではないとの暫定的分析結果を得た。 

 

日本側参加者数  

4 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（ インドネシア   ）国(地域)側参加者数 

0 名 （１３－２（インドネシア）国側参加研究者リストを参照）

（ タイ   ）国(地域)側参加者数 

5 名 （１３－２（ タイ ）国側参加研究者リストを参照） 

（ ベトナム  ）国(地域)側参加者数 

6 名 （１３－３（ ベトナム ）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）日本学術振興会アジア・アフリカ学術基盤形成事業「地域

エネルギー自給率向上のためのグリーンバイオマス研究：アジアに

おけるバイオ燃料供給の地域社会システムの構築に向けて」 
（英文）Japan Society for the Promotion of Science, AA Science 
Platform Program, “Research Infrastructure of Green Biomass 
Application for Self-Sustaining Local Energy—Toward 
Construction of Regional Social System for Supply of Bio-Energy 
in Asia—“ 

開催時期 平成２１年 １１月 ２７日～平成２１年 １１月２７日（１日間）

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本、府中、東京農工大学 
（英文）Japan, Fuchu, Tokyo Unvirsity of Agriculture and 
Technology 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）平澤 正・東京農工大学大学院共生科学技術研究院・教授

（英文）Tadashi Hirasawa・Tokyo Unvirsity of Agriculture and 
Technology・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) 

 

 
 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（  日本   ） 

日本 
<人/人日> 

A. 
B. 
C. 9/9

インドネシア 
<人/人日> 

A. 

B. 1/1
C. 1/1

タイ 
＜人/人日＞ 

A. 
B. 4/4
C. 

ベトナム A. 
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<人/人日> B. 2/2
C. 

合計 
<人/人日> 

A. 0/0
B. 7/7
C. 10/10

 
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。） 
 

 

 

セミナー開催の目

的 
本セミナーの目的は、日本およびアジア諸国のバイオマスエネルギー

地域自給システムを構築するため、アジアに固有な生物資源、気候風

土、農業生産方式、農村社会システムを活かすグリーンバイオマスと

バイオエネルギーに関する共同研究の体制を討議することである。以

上の目的をより明確にするために、セミナーのテーマを「地域エネル

ギー自給率向上のためのグリーンバイオマス研究：アジアにおけるバ

イオ燃料供給の地域社会システムの構築に向けて」に設定し、論点を

明確化する。 
また、セミナー開催に先がけ、バイオマスタウン等への訪問・視察

を通して、日本の現場の研究者や実務担当者との交流を行い、日本に

おけるバイオマス利活用の現状に関する情報の共有化を図る。 
以上はアジア・アフリカ学術基盤形成事業で採択された研究交流課

題と合致している。 
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セミナーの成果 東南アジア 3 カ国においてバイオマス利活用の研究を精力的に行っ

ている研究者が集まった本セミナーの開催は、最新情報の交換を可能

にした。具体的には、東南アジアと日本における地域レベルでのバイ

オマス利活用現状の理解を深め、それを踏まえアジア諸国における今

後の発展方向に関する議論を通じて、バイオマス生産と利用に関する

先端的情報を共有化し、今後の研究交流のあり方と共同研究の方向性

を定位することができた。 
特に、東南アジア、日本両地域におけるバイオマスによる環境共生

型エネルギー地域自給システムを検討する上で重要となる点として、

以下の 3点がセミナー参加者間で暫定的ながら合意された。 

・地域社会でのバイオマス利活用は廃棄物系（畜産排泄物や食用作

物の非食用部など）や未利用系バイオマスの利用が主体となり、

食料と競合する形でのバイオマス利活用は適切ではない。 

・バイオマス利活用は地域社会の経済活性化や地域住民の生活改善

に寄与するが、それは関連産業との連携において可能になる。 

・アメリカやブラジルとは違い、当該地域ではバイオマス利活用形

態は将来的に地域自給を目標にした小規模かつ多種バイオマス原

料を用いるバイオ・リファイナリーの形態が望ましい。 

 
セミナーには大学院生 10 数名が出席し、海外研究者との研究交流を

通じてバイオマス利活用に関する理解を深めるなど、セミナーは人材

育成につながった。自費で本セミナーに参加した海外若手研究者もお

り、本プロジェクト及び JSPS の名前を広めることに寄与した。 
また、本セミナーの報告論文および他参加者の論文をまとめた論文

集（英文）を出版する計画である（平成 22 年 5 月、ISBN 取得）。 
 

セミナーの運営組

織 
東京農工大学内にセミナー実行委員会を設け、運営した。 

開 催 経

費 分 担

内 容 と

金額 

日本側 内容              金額 0 円 
セミナーは、相手国側参加者と日本側参加者の共同研究交流とと

もに行なった。したがって、セミナーへの相手国参加者（招へい

研究者）７名の外国旅費は共同研究・研究者交流の費用から支出

した。 
相手国(地域) 内容              金額 0 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>

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 

<人／人日>

タイ 

<人／人日>

ベトナム 

<人／人日> 
計 

日本 

<人／人日> 

実施計画    （2/10） （2/10） 

実績     

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 

<人／人日> 

実施計画      

実績     

タイ 

<人／人日> 

実施計画      

実績     

ベトナム 

<人／人日> 

実施計画 （2/10）    （2/10） 

実績     

合計 

<人／人日> 

実施計画 （2/10）   （2/10） （4/20） 

実績     （0/0） 

② 国内での交流       0 人／0人日 
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 １１．平成２１年度経費使用総額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 

国内旅費 1,000,360  

外国旅費 2,523,740  

謝金 60,000 翻訳 

備品・消耗品購入費 1,239,923 
実験試薬、PC カ
ートリッジ等 

その他経費 36,122 
海外渡航保険料
等 

外国旅費・謝金に係
る消費税 

127,987  

計 4,988,132  

委託手数料 500,000  

合  計 5,488,132  

 
 
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 0 0/0 

第２四半期 0 0/0 (1/6) 

第３四半期 2,186,020 9/49 (2/6) 

第４四半期 2,802,112 5/22 

計 4,988,132 14/71 (3/12) 

 


