
JST 日本・アジア青少年交流事業(さくらサイエンスプログラム)の開催 
－プログラム・テーマ：有機性資源のエネルギー化及び肥料化－ 

水利工学研究領域 水域環境ユニット長 山岡 賢 
地域資源工学領域 地域エネルギーユニット上級研究員 中村真人 

１．さくらサイエンスプログラムとは 
JST 日本・アジア青少年交流事業(さくらサイエンスプログラム)は、アジアを中心とする

地域から優秀な青少年を日本に短期に招へいし科学技術の分野で交流することで日本とア
ジアの国・地域との友好関係の強化と、日本の教育研究機関のグローバル化の促進等を目的
に科学技術振興機構(JST)が実施している事業です 1)。同事業には、科学技術分野における
歴代の日本人ノーベル賞受賞者や産学官の有識者の方々が応援者として名を連ねられてい
ます。 

1) https://ssp.jst.go.jp/policy/index.html

２．開催の端緒 
農村工学研究部門において、平成 31年 3月 3 日から 8日に中国農業大学(北京及び煙台)

から 11 名を受け入れて、「有機性資源のエネルギー化及び肥料化」をテーマに研修会を開
催しました。 
開催のきっかけは、昨年 10 月に茨城県つくば市で開催された第 17 回世界湖沼会議(いば

らき霞ヶ浦 2018)への参加を中国農業大学の DONG教授に案内した際、同教授から「さく
らサイエンスプログラムを実施してくれないか、それで学生たちを湖沼会議に連れて行け
る」ということでした。 

DONG 教授は、平成 23 年に筑波大学滞在の際に農村工学研究所(当時)のホームページ
でバイオマス関係の研究成果を見て、柚山義人資源循環担当上席研究員(当時)にメールで連
絡し、単身訪ねて来られました。その後、平成 23 年 9 月にアメリカ、オランダ、ドイツ、
イタリア、スェーデンなどの欧米のメタン発酵の研究者を集めたクローズド形式のワーク
ショップを中国農業大学で DONG 教授が主催した際に招待を受けました。
さくらサイエンスプログラムは準備の関係上、世界湖沼会議と合わせた開催は困難で、今

回の実施時期としました。 

３．中国農業大学 
中国農業大学は、JST 中国総合研究・さくらサイエンスセンター(CRCC)による 2)と、1995 

年に「北京農業大学」と「北京農業工程大学」が合併して現在の「中国農業大学」となり、
農学、生命科学及び農業工学、資源環境科学、情報計算機科学、農業オートメーション科学
などを専門に扱う研究型総合大学とされています。1984 年に全国重点建設大学 10 校のう
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ちの 1 校にも選出されているハイレベル大学とされています。 
2)https://spc.jst.go.jp/education/university/univ_013.html 

「農業工学」及び「資源環境科学」が主要テーマの中に掲げられている点は、親しみを感
じます。また、今回のプログラムのテーマの「有機性資源のエネルギー化及び肥料化」は、
DONG教授がさくらサイエンスプログラム開催の打診と合わせて、「例」として提案したも
のでしたが、このテーマはまさに著者らの研究の実績及び今後の方向に合致するものでし
た。 

 
３．実施内容 
１)参加者 
 中国農業大学からの参加者は、引率のDONG 教授の他３名の若手教員、６名の大学院生
及び１名の学部生の計 11 名でした。さくらサイエンスプログラムの参加者は、引率者を除
き 40 歳以下で初来日であることが条件です。 
２)活動内容 
 ３月３日来日、４日から農村工学研究部門での活動として、農村工学研究部門長表敬、同
部門の概要紹介、研究施設の見学後、プログラムのテーマに関する活動をしました。 

DONG教授は、以前中国農業大学の国際連携センターの副センター長を勤められていた
ことがあり国際連携に熱心であり、今後の連携協力の発展に向けては、日本側から一方的な
情報提供だけでなく、中国側参加者各自にプレゼンテーションをしてもらうことにしまし
た。特に、参加者に若手教員もいることから、 DONG教授と彼が選抜してくれた３名の講
演を、農研機構内外に向けたワークショップとして開催しました。 
一方、受け入れ側機関としてのプログラムのテーマに関する講義や実習ですが、現在、農

村工学研究部門で当該分野の研究者は著者ら２名しかいなかったために、同じ農研機構の
中央農業研究センターの松崎守夫輪作体系グループ長、食品研究部門の徳安 健生物資源
変換ユニット長及び畜産研究部門の和木美代子水環境ユニット上級研究員に講義を依頼し
ました。このことは、バイオマス関係の多岐にわたる技術をそれぞれの分野の専門家から講
義いただくことになり、本プログラムの内容を充実したものにできました。まさに農研機構
の総合力の賜物と言えます。 
６日仙台に移動し、７日メタン発酵の分野で著名な東北大学大学院工学研究科の李玉友

教授に研究室の研究成果や実験状況をご紹介していただくとともに、同教授がメタン発酵
及び生成されたバイオガスによる発電の研究をされている仙塩浄化センターを見学しまし
た。仙塩浄化センターでは、鹿野信宏所長(宮城県下水道公社)と覃宇 JSPS外国人特別研究
員(東北大学)に案内いただきました。 
３)運営 
 今回、運営にあたり JST 予算による補助者(TA)への賃金等の支出が認められため、中国
人留学生(院生)２名に協力をいただきました。 
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農村工学研究部門では、現在他の中国人の研修生等はおらず、近隣の大学で中国人留学生
を探しました。一人は、DONG教授を通じて知人の筑波大学環境学分野の教授の研究室の
留学生を紹介いただきました。もう一人は、農業工学分野の交流で東京大学水利工学研究室
の留学生を紹介いただきました。彼らには、研修生のつくば市滞在中の生活面でのサポート
をお願いすると共に、農村工学部門における活動を研修生と同様に体験していただきまし
た。 
 
４．グローバル化の「３本の矢」 
 近年、日本社会でグローバル化が叫ばれて久しく、国立研究機関は独立法人化によって交
付金研究費の使い道の自由度が増して、国際学会への参加や海外出張が容易となり、研究及
び研究者の国際化は、農村工学部門においても進行してきたと思います。 
 JST が本プログラムの目的の 1 つに日本の教育研究機関のグローバル化が挙げています
が、当初「いまさら」と感じました。 
中国農業大学は事務担当者が、プログラムの申請書作成から参加者のビザ申請書類の準

備、プログラムの詳細準備に到る約 10 ヶ月間、ほぼ毎日英語のメールで、先方の要望を伝
えてきたり、こちらからの問合せに大学内部の調整し回答してきたりしまた。その間、
DONG教授は事務処理にかかわることはありませんでした。さらに極めつけは、DONG教
授が来日前にパキスタンを訪問していて、その際にインドとパキスタンの紛争が勃発し、パ
キスタンのすべての空港が閉鎖され、DONG 教授の来日が危ぶまれました。その第 1 報か
ら善後策も大学の事務担当が窓口となり対応を協議しました。結果、当初予定の 10 数時間
遅れで到着して、DONG 教授はすべてのさくらプランのスケジュールに参加できました。
DONG教授は、成田空港まで 2 日日間になんとサウジアラビアを経由するなど 4 つ路線を
乗り継ぎ到着しました。地球を数日間に地球を半周する勢いで活躍する研究者とそれを支
える組織、JST が目的とする「教育研究機関のグローバル化」を、中国農業大学から学ぶこ
ととなりました。 
中国農業大学の中国語ホームページを Google 翻訳すると「オランダ・ワーゲニンゲン大

学、アメリカ・コーネル大学、カリフォルニア大学デイビスキャンパスなどの農業分野で国
際的に一流機関との協力の強化に焦点を当てている」とありました。 
研究、研究者及び組織の「３本の矢」が一体としたグローバル化が国際社会で活動してい

くには必要不可欠と感じました。 
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(参考 1) オープンワークショップの講演テーマ(講演者) 
(1) Introduction of CAU and desire of China-Japan cooperation (DONG Renjie 教授) 
(2) The Design of Remote Monitoring System of Anaerobic Fermentation Tank Based on 

LabVIEW and PLC (XU Yan (Master student, Vehicle Engineering)) 
(3) Investigating the potential of synthesizing humic-like acid an 
d recovering nutrients from corn stover pretreatment liquor (WANG Xiqing (PhD student, 

Agricultural Engineering) 
(4) Determination of trace amount of chromium in water samples using online flow injection 

spectrophotometry (GAO Haodong (Lecturer, PhD in Leather Chemistry and 
Engineering) 

(5) Agricultural Digestible Organic Waste Treatment and Recycling in China (DONG Renjie 
教授) 

 

(参考 2) 農研機構の講義，講師等 
(講義) 
1.Can the digestate of methane fermentation be available as nitrogen fertilizer? 

          中央農業研究センター   松崎守夫グループ長 
2. Bioprocess development for fuel ethanol production from herbaceous biomass 

食品研究部門       徳安 健ユニット長 
3. Livestock waste treatment in Japan 

畜産研究部門       和木美代子上級研究員 
4. Utilization of digestate from methane fermentation as a fertilizer 
          農村工学研究部門     中村真人上級研究員 
5.Small research: Simple Gas Volume Measurement 
          農村工学研究部門     山岡 賢ユニット長 
(農村工学研究部門の紹介) 
6.概要説明     農村工学研究部門     小倉 力交流チーム員 
 
7.津波模型実験施設 農村工学研究部門     桐 博英沿岸域水理ユニット長 
 
(見学) 
8. 食と農の科学館の展示説明 
          農研機構本部広報部    塚本 愛  
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(写真) 

 

 

写真-2 津波模型実験施設の見学 

写真-3 オープンワークショップで講
演する Gao Haodonga 中国農業大学講
師 

写真-4 農研機構 食と農の科学館の見学 
（古い農機具の展示を前に） 

写真-5 李玉友東北大学教授による研
究内容の講義 

写真-6 仙塩浄化センターの消化ガス発
電施設の見学 

写真-1 土居農村工学研究部門長を 
表敬した DONE 教授（左側） 
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