
関西・中京圏等の研究者の皆様へ

公益財団法人

若狭湾エネルギー研究センター

平成２８年度 共同研究公募のご案内

募集期間 平成２８年４月８日（金）～５月２３日（月）

研究経費（募集件数）

産学連携研究：５００万円以内（２件程度）

基礎研究 ：２００万円以内（４件程度）
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福井県は、原子力発電所の集積を活かして、原子力を中心としたエネ
ルギーの総合的な研究開発拠点とするため「エネルギー研究開発拠点化
計画」を推進しています。

この拠点化計画の中で、「研究開発機能の強化」の一環として、（公
財）若狭湾エネルギー研究センター（以下、エネ研）では、エネ研の研
究の高度化・発展につながる関西・中京圏等の大学・研究機関との共同
研究を推進しています。

特に平成２８年度は、レーザー研究開発の強化、加速器による研究分
野として、生物、医療分野の研究に重点的に取組むこととしております。

共同研究の概要
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平成２８年度は、平成２７年度と同様、

・事業化／実用化を目指す企業を研究体制に加えた「産学連携研究」

・エネ研の研究者と共同で研究開発することの優位性を有する「基礎研究」

の２種類の研究提案を募集します。



公募概要（１）産学連携研究①

1)研究体制、提案者

・共同研究機関は、「関西・中京圏等の大学・研究機関」、「エネ研」及び「事業化／実
用化を目指す企業（以下、事業化／実用化企業）」の３者とします。

・研究協力機関として、別の「大学・研究機関」や「企業」の参加を認めます。

・提案者は、「関西・中京圏等の大学・研究機関」（以下、提案機関）の研究者とします。
（企業からの提案は不可とします。）
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公募概要（１）産学連携研究②
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2)研究分野等の条件

・エネ研が進めている研究分野に関連した（※）テーマを選ぶことを条件とします。

※「関連した」とは、エネ研が進めている研究分野と合致していることを言います。

・エネ研に設置している科学機器や加速器を利用出来ますが、必ずしも条件とはしません。

3)募集する提案の内容

・事業化／実用化を目指す企業を研究体制に加えた提案を募集します。

・応募書類には事業化／実用化に至る構想を明記するとともに、提案機関の産学官連携
コーディネータ等と、事業化／実用化企業の研究者の構想に対する見解を記載していただ
きます。

研究分野 【一部抜粋】

１．エネルギー・環境分野

ア レーザー技術を応用した除染技術、切断技術の開発
イ 廃炉段階で役立つ情報の収集・整理・分析と技術の開発
ウ 放射線計測技術の開発
エ 未利用エネルギーの利用技術開発
オ 生物作用を利用した環境浄化・修復技術の開発



公募概要（２）基礎研究①

1)研究体制、提案者

・共同研究機関は、「関西・中京圏等の大学・研究機関」及び「エネ研」の２者としま
す。

・研究協力機関として、別の「大学・研究機関」の参加を認めます。（企業の参加は認
めません。）

・提案者は「関西・中京圏等の大学・研究機関」（以下、提案機関）の研究者とします。
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公募概要（２）基礎研究②
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3)募集する提案の内容

・エネ研の研究者と共同で研究開発することの優位性（※）を有する提案を募集します。

※「新たな切り口で研究開発に取り組める」「お互いに補完し合いながら研究開発が行え
る」「エネ研の研究者を含めた新たな研究ネットワークの構築につながる」など

・企業、業界団体、病院等の明確な研究開発ニーズがある提案を募集します。

・応募書類には、研究開発ニーズを明記するとともに、提案機関の産学官連携コーディ
ネータ等の、開発ニーズに対する見解を記載していただきます。

2)研究分野等の条件

・エネ研が進めている研究分野に関連した（※）テーマを選ぶことを条件とします。

※「関連した」とは、エネ研が進めている研究分野と合致していることを言います。
（前述の「公募概要（１）産学連携研究②を参照してください。）

・エネ研に設置している科学機器や加速器を利用出来ますが、必ずしも条件とはしません。



公募概要（３）エネ研の研究員の紹介等
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・共同研究者間で、研究内容を十分に調整した上で提案してください。

・エネ研の研究員と面識がない場合には、計画書を提出される前に、提案内容（概要）
等、下記の情報を所属する大学・研究機関の産学官連携組織等を通じてご連絡ください。
提案内容に応じて最適と考えられるエネ研の研究員を紹介します。

① 研究責任者（提案者）の所属・職・氏名
② 提案件名
③ 産学連携研究、基礎研究の区分
④ 産学連携研究の場合など、３者以上の研究体制を考えている場合には、それぞれの

所属・職・氏名
⑤ 提案内容（概要）
⑥ エネ研の関連研究分野
⑦ エネ研、エネ研以外の装置利用の有無
⑧ エネ研の共同研究員に期待する役割

・エネ研の研究員が既に類似の研究に着手している等、内容によっては提案を受けられ
ない場合もあります。

※エネ研のホームページ（ http://www.werc.or.jp/research/kenkyuin/ ）で、エネ研
の研究員を紹介しています。



公募概要（４）共通①

1)応募資格

国・公・私立大学および国・公立
研究所等の研究機関の研究者、また
はこれと同等以上の研究能力がある
とエネ研の理事長が認めた者

2)公募対象機関

・関西・中京圏等の大学・研究機関

・エネ研と同様の研究を実施しているとエネ
研の理事長が認めた機関については、この限
りではありません。
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3)研究期間

・共同研究契約締結日～平成２９年２月２８日（火）までとします。

・同一テーマでの研究計画期間は最長３年まで認めます。但し、複数年の研究について
は、単年度ごとの実績をもとに、毎年、審査を行います。（初年度において、複数年の
研究が審査で採択されても、複数年の研究が担保されたものではありません。）

4)研究経費

「旅費」「賃金」「設備費」「消耗品費」「原材料費」「外注費」「印刷製本費」「設
備利用料」「図書資料費」「管理費」「共同研究費」を予算の範囲内で支給します。な
お、大学や企業等の職員の人件費は対象外とします。



公募概要（４）共通②

5)会計責任者／契約担当者の選任、研究経費の支給／確定

・研究機関毎に、会計責任者、契約担当者を選任していただきます。

・提案機関の会計責任者は、エネ研を除く研究機関の経理処理のとりまとめを担当し
ていただきます。

・研究経費については、エネ研を除く研究機関の研究経費を、研究契約締結後に提案
機関にまとめて支給します。

・研究終了後、平成２９年３月１４日（火）までに、研究成果報告書と合わせて、エ
ネ研を除く共同研究機関（提案機関以外の企業や研究協力機関をものを含む）で発生
した研究経費に係る「実績報告書」を、提案機関からまとめて提出していただきます。

「実績報告書」には、「研究経費内訳表」と「費目ごとに見積書・納品書・請求書・
支出決定決議書類のコピーを整理したもの」を添付していただきます。その後、エネ
研で検査を行い、研究経費を確定します。

・なお、これらの書類が提出されない場合、または研究経費が契約額より下回る場合、
提案機関からまとめて返金していただきます。
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公募概要（４）共通③

6)選考 ＜平成２８年６月下旬＞

・共同研究の採否は、エネ研の審査委員会での審査を経て、エネ研の理事長が決定します。

・審査委員会では、研究内容の説明（プレゼンテーション、質疑含め計12分程度）を行って
いただきます。

（なお、応募件数が多い場合は、審査委員会の前に書類審査を実施する場合があります。）

7)採択通知＜平成２８年７月下旬＞

・採否は、計画書を提出した産学官連携組織等に通知します。



公募概要（４）共通④
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提案機関

企業

エネ研

エネ研を除く
研究経費
①②③④

大学・研究機関

企業

共同研究機関 研究協力機関

研究経費
支給フロー例

（産学連携研究）

研究経費③ （共同研究費）

研究経費②
（共同研究費）

研究経費①

研究経費④ （共同研究費）

企業

エネ研

実績報告書
①②③④

大学・研究機関

企業

共同研究機関 研究協力機関

実績報告書
提出例

（産学連携研究）

実績報告書③

実績報告書②

実績報告書①

実績報告書④

提案機関



＜参考①＞平成27年度共同研究実績
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 産学連携研究

件 名
[提] 提案機関 [実] 実用化／事業化企業
[協］研究協力機関 [共] 共同研究機関

1
イオンビーム励起反応場を利用した鉄ロジウム合金の磁気改質
技術開発と各種デバイス創製への応用

[提] 大阪府立大学
[実] 住重試験検査(株)
[協］(国研)日本原子力研究開発機構
[共] (公財)若狭湾エネルギー研究センター

2
新材料を用いた超小型レーザビーム走査ミラーの作製とそれを
用いた眼鏡型ディスプレイの実現

[提] 福井大学
[実] ｹｲ･ｴｽ･ﾃｨ･ﾜｰﾙﾄﾞ(株)
[協] (株)ﾒﾑｽ･ｺｱ, (株)ｼｬﾙﾏﾝ,小松電子(株)
[共] (公財)若狭湾エネルギー研究センター

 基礎研究

件 名
[提] 提案機関 [実] 実用化／事業化企業
[共] 共同研究機関

1 高分解能TOF-ERDA測定システムの開発
[提] 京都府立大学
[共] (公財)若狭湾エネルギー研究センター

2
イオンビーム照射による山田錦のテーラーメード育種ライブラ
リの開発と福井県に適した「新山田錦」の育成

[提] 福井県立大学
[共] (公財)若狭湾エネルギー研究センター

3 低酸素環境下のがん細胞に対する陽子線治療メカニズムの解明
[提] 福井大学
[共] (公財)若狭湾エネルギー研究センター

4 冬虫夏草変異株を用いた新規抗腫瘍物質の生産
[提] 福井大学
[共] (公財)若狭湾エネルギー研究センター

5
陽子線がん治療における低線量被ばくした正常組織での組織幹
細胞動態の解明

[提] 福井大学
[共] (公財)若狭湾エネルギー研究センター
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ＴＥＭ（透過型電子顕微鏡）

機種：JOEL JEM-3000F
分解能：0.17nm
加速電圧：300keV
・STEM/TEM
・EDS

【主な研究実績】
◆シリサイド半導体の界面構造評価
◆炉材料の照射損傷評価
◆ナノ結晶微細構造評価

＜参考②＞主な科学機器の紹介
詳細はエネ研HP参照：http://www.werc.or.jp/outline/shisetsu/gaiyo/kikiitiran.html

マイクロ波イオン源イオン注入装置
（２００keV）

ビーム種：Ｈ＋、Ｈｅ＋ 、Ｃ＋

Ｏ＋ 、Ｎ＋ 、Ａｒ＋

【主な研究実績】
◆高温・高ドーズイオン注入
◆半導体基板開発
◆金属材料表面処理

各種科学機器（約５０種類の科学機器を保有）
多目的表面改質装置 ＮＭＲ ＳＩＭＳ 大型太陽炉

（フーリエ変換核磁気共鳴装置） （二次イオン質量分析装置）

材料表面に微粒子を付加し、 ＪＮＭ-ＥＣＰ６００ ＩＭＳ-６Ｆ 集光により２ ５００℃
新機能材料創成ができる装置 以上の超高温を作り出す

１０ｋＷ級大型太陽炉
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タンデム加速器（Ｈ、Ｈｅ、Ｃ）
ｐ：１０ＭｅＶ

【主な研究実績】
◆イオンビームを用いた分析（ＰＩＸＥ、ＲＢＳ、ＥＲＤＡ等）
・文化財の非破壊分析
・金属中の水素、炭素分析

◆イオン注入実験

＜参考③＞加速器の紹介
詳細はエネ研HP参照：http://www.werc.or.jp/outline/shisetsu/kasokuki/

照射室１ 照射室２

最大５００万ボルトという高
電圧により、最高で光の速度
の約１４％、およそ秒速４万
ｋｍまで加速されます。
これは１秒間に地球を１周す
る速度です。

シンクロトロン加速器（Ｈ、Ｈｅ、Ｃ）
ｐ：２００ＭｅＶ

【主な研究実績】
◆がん治療装置高度化試験 ◆植物の品種改良
◆半導体等照射損傷実験 ◆宇宙開発機器照射実験
◆原子炉材料照射損傷実験

照射室３ 照射室４

陽子を最高で２００ＭｅＶ、
光の速度の約６０％、およそ
秒速１８万ｋｍまで加速され
ます。
これは１秒間に地球を４周す
る速度です。
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＜参考④＞若狭湾エネルギー研究センターの研究分野
詳細はエネ研HP（中期事業計画）参照：http://www.werc.or.jp/outline//joho/pdf/H27tyuki.pdf

１．エネルギー・環境分野

ア.レーザー技術を応用した除染技術、切断技術の開発

イ.廃炉段階で役立つ情報の収集･整理･分析と技術の開発

ウ.放射線計測技術の開発

エ.未利用エネルギーの利用技術開発

オ.生物作用を利用した環境浄化・修復技術の開発

２．医療分野

ア.粒子線がん治療高度化のための生物応答解明研究

イ.粒子線照射技術の高度化研究

３．農業・生物分野

ア.植物・菌類のイオンビーム育種研究

イ.植物工場関連技術開発

４．多様な分野の活動を支える技術開発

ア.加速器技術の開発･高度化

イ.加速器利用分析技術の開発･高度化

ウ.放射線場で利用される機器･材料の評価技術開発

エ.材料技術の開発



お問い合わせ先・共同研究計画書提出先

（公財）若狭湾エネルギー研究センター
企画支援広報部 共同研究事務局（坪倉）宛

〒914-0192 福井県敦賀市長谷64号52番地1
【TEL】 0770-24-7273
【HP】 http://www.werc.or.jp
【E-mail】kikakushien@werc.or.jp
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・公募要領詳細はHP※でご確認頂けます。

計画書様式もHP ※よりダウンロード頂けます。

・所属する大学・研究機関の産学官連携組織を
通じて、電子データで計画書をご提出下さい。

※http://www.werc.or.jp/support/kyoken_jigyo/index.html


