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アジア研究教育拠点事業 
平成２１年度 実施計画書 

 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関： 京都大学エネルギー理工学研究所 
韓 国 側 拠 点 機 関： ソウル国立大学 
中 国 側 拠 点 機 関： 清華大学 

 
２．研究交流課題名 

（和文）：  先進エネルギー科学                         
                   （交流分野：  エネルギー学     ）  
（英文）：  Advanced Energy Science                      
                   （交流分野：  Energy Science     ）  
 研究交流課題に係るホームページ：http://a-core.iae.kyoto-u.ac.jp                     
 
３．採用年度 
 平成 ２０年度（  ２ 年度目） 
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：京都大学エネルギー理工学研究所 
 実施組織代表者 （所属部局・職・氏名）：エネルギー理工学研究所・所長・尾形幸生 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：エネルギー理工学研究所・教授・小西哲之 
 協力機関：京都大学、北海道大学、東北大学、大阪大学、東京大学、九州大学、名古屋

大学、日本原子力研究開発機構、大阪府立大学、高エネルギー加速器研究機

構、産業技術総合研究所、高輝度光科学研究センター、総合研究大学院大学、

早稲田大学、理化学研究所 
 事務組織：京都大学宇治地区事務部研究協力課 
 
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：大韓民国 
拠点機関：（英文）Seoul National University 

      （和文）ソウル国立大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：原子工学科・教授・Joo Han-Gyu 
  （Department of Nuclear Engineering・Professor・ Joo Han-Gyu） 
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 協力機関：（英・和文） 
・Pu-kyong National University・釜慶国立大学校 
・Dong Eui University・東義大学校 
・National Fusion Research Center・国立核融合研究センター 
・Korea Advanced Institute of Science and Technology・韓国科学技術院 
・Korea Atomic Energy Research Institute・韓国原子力研究所 
・Kyung Hee University・慶熙大学校 
・Pohang University of Science and Technology・浦項工科大学校 
・DanKook University・檀国大学校 
・Cheju National University・済州国立大学校 
・Hanyang University・漢陽大学校 
・Pohang University・浦項大学校 
・Kangwon National University・江原国立大学校 
・Pohang Accelerator Laboratory・浦項加速器研究所 
 経費負担区分：パターン２（但し、受入国内での用務地内移動費及び諸雑費については  
 派遣国の負担） 
 
（２）国（地域）名：中華人民共和国 
拠点機関：（英文）Tsinghua University 

      （和文）清華大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：エネルギー物理学・教授・Wang Kan 
  （Engineering Physics・professor・Wang Kan） 
 協力機関：（英・和文） 
・Chinese Academy of Science・中国科学院 

・China Institute of Atomic Energy・中国原子能科学研究院 

・University of Science and Technology Beijing, School of Material Science and 
Engineering・北京科学技術大学材料科学与工程学院 

・Northwestern Polytechnical University・西北工業大学 
・University of Science and Technology of China, National Synchrotron Radiation 

laboratory・中国科学技術大学、中国科大国家同步輻射実験室 
・Shanghai Institute of Applied Physics・中国科学院上海応用物理研究所 
 経費負担区分：パターン２（但し、受入国内での用務地内移動費及び諸雑費については  
 派遣国の負担） 
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５．全期間を通じた研究交流目標 
日本、韓国、中国に共通であり、かつ世界的な問題である人類の持続的発展に向けて、

地球環境問題とエネルギーの安定的供給の課題に応える先進エネルギー科学の協調的研究

交流基盤を３国間に形成する。具体的には、先進的原子力エネルギー、バイオエネルギー、

プラズマ・核融合、量子放射エネルギー応用、エネルギー材料などの環境調和型エネルギ

ーの科学と基盤技術について、参加国の施設間の共同利用、共同研究、情報交換、人的交

換によって、効率的な研究の推進、東アジア地域の特徴に適した未来型エネルギー技術体

系の構想、そのための共通学術基盤の確立をめざす。先進的原子力や核融合、循環型社会

を目指したバイオエネルギー、先進エネルギー材料など、日中韓３国に共通の課題であり、

かつそれぞれが独自に世界的に高度な技術を開発している課題について、効果的に協力を

推進する体制を構築する。日中韓三国間でネットワークを利用した緊密で効果的な共同研

究の推進を行い、高度技術による環境調和型エネルギーシステムという新しい概念での研

究展開を図る。５年間でアジア地域を中心とし、世界をリードしうる先進エネルギー科学

の学術コミュニティの形成を目指す。全期間を通じては、単に交流を実施するのみならず、

それによって構築された協力体制を利用し、国際協力により他の資金による研究も含めた

具体的な研究を効果的に促進し、かつその成果を本交流を利用してセミナーや国際会議、

出版物として国際的に発信することも重要な目標である。この結果としての研究成果の質

的量的増加、若手研究者や学生などの人材育成効果も期待される。 
 
６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
 2008 年度の研究交流活動は、主として協力の実施体制の構築に目標があり、そのための

会合を企画実施した。本事業参加者による日中、日韓間の人的ネットワークを利用し、こ

の 2 方向の 2 国間協力を 3 国の枠組みに拡大して研究交流の組織化を図った。 
ワークショップ等の会合を通じて、日中韓３国で今後の交流の軸となる、相互施設利用、

人的交流、共同作業による共同研究で成果の見込める活動の分野、課題を摘出し、それぞ

れのキーパーソン、参加メンバーと組織を決定した。この結果、当初 3 テーマ分野で構成

した課題を来年度からは先進原子力システム、核融合プラズマ科学、バイオエネルギー、

先進エネルギー材料、高品位エネルギー応用の 5 テーマに編成して実施する体制とした。

すでに材料や先進原子力関連の分野では共同計画が開始されつつあるなど、短期間で効率

的に組織化が行え、当初計画した今年度の目標は、短い実施期間にもかかわらず、効率的

に達成されたといえる。 
 
７．平成２１年度研究交流目標 
 21 年度は、それぞれの分野で組織された体制の整備拡充に努めるとともに、具体的な交

流、協力活動が本格化する。本事業の枠組みを生かして既存の複数 2 国間協力の基盤を拡

大する形で 3 国の協力プラットフォームとして、本交流計画を軸にした共同研究体制の構
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築につとめる。研究協力に関しては、今年度からは、整理した 5 テーマ：先進原子力シス

テム、核融合プラズマ科学、バイオエネルギー、先進エネルギー材料、高品位エネルギー

応用、について、交流を推進するとともにそれぞれの分野で成果の見込める具体的な共同

研究作業を開始し、ワークショップなどの交流活動を実施する。また人材育成を目的とし

た若手研究者・学生の企画運営による研究集会やセミナーなどを計画、実施する。 
 
８．平成２１年度研究交流計画概要 
８－１ 共同研究 

 前述のように、５テーマの協力分野を編成したので、これらについてワークショップや

相互訪問を実施し、3 国共通の関心対象についての分担や相補的研究体制を念頭においた情

報交換を実施し、効果の見込めるテーマを選定して共同研究などの活動を開始する。具体

的に計画されているワークショップは以下のものである。 
先進原子力分野では、液体金属、炉物理解析等に関するセミナーを中国で、また核融合

炉ブランケットに関する会合をわが国で実施する計画である。これらはそれぞれ、3カ国の

興味と研究レベルが一致し、また相互に異なる方法論や得意分野、あるいは実験装置設備

などを有しており、交流が相補的に有効に作用することが期待できる。これらの会合では、

研究会に若手研究者や学生を含めたり、あるいはショートコースや学生主体の発表会など

を併設したりして教育活動を行う予定である。3 国で今年度すでに企画されている核融合工

学や先進材料の国際会議などの機会を利用してサテライト会合、あるいは連続した行事と

して実施することで、学会との協同効果も狙う。 
プラズマ核融合科学の分野では、理論・シミュレーションではプラズマ閉じ込めや乱流

理論について、突っ込んだ人員交流が企画されている。また、わが国には中国、韓国にな

いヘリオトロン装置が、一方中国、韓国にはわが国にない超伝導トカマク装置があり、プ

ラズマ閉じ込めについては世界的に高いレベルでの相補的関係が成立できるので、相互に

装置利用と情報交換を行う。一方、マイクロ波加熱やプラズマ計測などの工学や技術は装

置形式によらず共通であり、これらについては相互に技術交換を予定している。 
バイオエネルギー分野は、廃棄物系バイオマスを原料にした生物化学的方法によるバイ

オ燃料製造を 3 カ国の共通の課題として摘出し、バイオエタノール、バイオディーゼル、

バイオ水素の製造プロセスに関するワークショップを計画している。 

先進エネルギー材料については、照射効果のシミュレーション、実用材料システム、

セラミックス材料の 3 つの重点項目として日中韓のそれぞれの主要サイトを相互訪問

し、研究協力を実施するとともに、デジョン（大田）とチェンド（成都）でワークショ

ップを開催する。 

高品位エネルギー分野では、電子線加速とその応用をもとに、大型放射光（SPring-8･

PLS･SSRF）・自由電子レーザー（THz･IR･X-ray）・極短パルス電子ビームについて各国に特

徴ある施設が存在するため、各サイトの最先端かつ特色のある研究施設および研究集会へ
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相互に研究者・学生を派遣し、共同研究、教育を行う。 

 
 
８－２ セミナー 

先進原子力分野、核融合ブランケット、液体金属、材料分野についてのセミナーをわが

国で実施する計画で、平成 22 年 2 月に北海道大学での開催に向けて準備を進める。タスク

分野としては先進原子力が中心となって企画するが、横断的にプラズマ核融合、材料分

野の研究者も参加できるように配慮する。 
相互に研究成果を持ち寄って発表するだけでなく、相互の研究基盤の利用による共同研

究案の企画検討や、若手研究者、学生の研究集会も同時に実施することを検討している。

現在のところ、ワークショップにも学生や若手研究者の参加を計画しているため、セミナ

ーと大きな質的な差が見られていない。協力が進むにつれて、より多くの学生や若手研究

者を集めた企画を考え、差別化を図る予定である。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 第２回運営委員会を開催する。運営委員会は、毎年１回、本協力にかかるシステム構築

のための情報交換や、実施報告で摘出された問題の解決、実施計画に関する交流実数の調

整などを日中韓のプログラム・コーディネーターと研究代表者が一同に集結し開催される

ものである。本年度は平成 22 年 2 月に、中華人民共和国、大韓民国よりそれぞれ研究代表

者を招き、京都大学で開催する予定である。運営委員会会議においては 21 年度の交流実施

報告および活動状況を評価検討し、活発な分野について、より緊密な実施体制や交流計画

を 22 年度に向けて計画するとともに、21 年度の交流実施報告で摘出された問題点や研究テ

ーマの整理、22 年度交流実施計画に関する交流実数の調整、予算交流計画の策定、および

他事業との調整などを行う。 
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９．平成２１年度研究交流計画総人数・人日数 
９－１ 相手国との交流計画 

（単位：人／人日）  

    派遣先 

派遣元 
日本 韓国 中国 合計 

日本 
 

 
27/113 31/139 58/252 

韓国 35/143  (26/118) 
35/143 

(26/118) 

中国 34/138 (21/88)  
34/138 

(21/88) 

合計 69/281 
27/113 

(21/88) 

31/139 

(26/118) 

127/533 

(47/206) 

 

 

９－２ 国内での交流計画 

6／24  <人／人日>    
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１０．平成２１年度研究交流計画状況 
１０－１ 共同研究 

 

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 24 年度 

研究課題名 
（和文）先進原子力システム 
（英文）Advanced Nuclear System 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）小西哲之・京都大学エネルギー理工学研究所・教授 
（英文）Satoshi Konishi, Inst. of Advanced Energy, Kyoto Univ., 

Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Han-Gyu Joo, Dept. of Nuclear Engineering, Seoul National Univ., ・
Professor 
Kan Wang, Dept. of Engineering Physics, Tsinghua Univ., Professor 

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

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 韓国 中国 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 
（人／人日）  5/21 8/40 13/61 

韓国 
（人／人日） 5/23  (5/20) 

5/23 

(5/20) 

中国 
（人／人日） 6/24 (5/20)  

6/24 

(5/20) 

合計 
（人／人日） 11/47 

5/21 

(5/20) 

8/40 

(5/20) 

24/108 

(10/40) 

② 国内での交流     0 人／  0 人日 

２１年度の研究

交流活動計画及

び期待される成

果 

具体的な共同研究テーマとして、3 国共通に活発な研究が行われている

液体金属、ニュートロニクスと炉物理を摘出し、また核融合炉ブランケ

ット工学を含めて先進原子力システムとして活動を編成した。今年度

は、中国成都および京都で若手や学生の参加を含めてワークショップ

と、日本における学生・若手研究者を中心とする「学校」（セミナー）

を計画している。この分野ではそれぞれの国が特色ある研究を展開して

いるので、成果を相互に利用することで効果的な研究教育体制を構築す

ることが期待される。 

日本      側参加者数  

44 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

大韓民国    側参加者数 

23 名 （１３－２ 韓国側参加者リストを参照） 

中華人民共和国 側参加者数 

26 名 （１３－３ 中国側参加者リストを参照） 
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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 24 年度 

研究課題名 
（和文）核融合プラズマ科学 
（英文）Plasma & Fusion Science 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）長崎百伸・エネルギー理工学研究所・教授 
（英文）Kazunobu Nagasaki・Institute of Advanced Energy・Professor

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

W. Choe, KAIST, Professor 
Y. Pu, Z. Gao, Tsinghua Univ., Professor  

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

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 韓国 中国 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 
（人／人日）  5/20 9/39 14/59 

韓国 
（人／人日） 5/20  (8/40) 

5/20 

(8/40) 

中国 
（人／人日） 5/20 (5/20)  

5/20 

(5/20) 

合計 
（人／人日） 10/40 

5/20 

(5/20) 

9/39 

(8/40) 

24/99 

(13/60) 

② 国内での交流     0 人／  0 人日 
２１年度の研究

交流活動計画及

び期待される成

果 

核融合炉心プラズマ物理、理論・シミュレーション、加熱電流駆動、

プラズマ計測・診断、プラズマ壁相互作用、およびプラズマ応用の分

野において、日中韓にある特徴ある中、大型装置の相互利用や研究会、

相互訪問と情報交換を実施する。若手研究者の相互派遣や育成体制を

検討する。21 年度は、特に各国の装置・設備の特徴や研究体制、進捗

状況を分析し、具体的なテーマおよび使用装置を相互に提案し、上記

の各分野における核融合プラズマの挙動理解、性能向上に向けた研究

成果の期待できる共同研究を開始する。 

 

日本      側参加者数  

76 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

大韓民国    側参加者数 

17 名 （１３－２ 韓国側参加者リストを参照） 

中華人民共和国 側参加者数 

23 名 （１３－３ 中国側参加者リストを参照） 
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整理番号 R-3 研究開始年度 平成 20 年度 研究終了年度 平成 24 年度 

研究課題名 
（和文）バイオエネルギー 
（英文）Bio- Energy 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）小瀧 努・京都大学エネルギー理工学研究所・准教授 
（英文）Tsutomu Kodaki・Kyoto Univ., Inst. of Advanced Energy・

Associate Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Tai Hyun Park、Seoul National University、Professor 

Xin-Hui Xing, Dept. of Chemical Engineering, Tsinghua University, Professor 

Ge-Hua Wang, Inst. of Nuclear & New Energy Technology, Tsinghua 

University, Professor 

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

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 韓国 中国 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 
（人／人日）  5/20 5/20 10/40 

韓国 
（人／人日） 5/20  (5/20) 

5/20 

(5/20) 

中国 
（人／人日） 5/20 (5/20)  

5/20 

(5/20) 

合計 
（人／人日） 10/40 

5/20 

(5/20) 

5/20 

(5/20) 

20/80 

(10/40) 

② 国内での交流     0 人／  0 人日 

２１年度の研究

交流活動計画及

び期待される成

果 

バイオエネルギーは多くの研究分野を含み、遺伝子工学や化学工学ま

で多岐にわたるが、特にバイオ燃料として、バイオエタノール、バイオ

ディーゼル、バイオ水素の製造プロセスやその基礎化学が重点課題とし

て摘出された。相互訪問、ワークショップを計画している。それぞれの

国で異なる廃棄物系原料を対象として研究が展開されており、相補的な

研究体制の構築と情報交換が期待される。 

 

日本      側参加者数  

32 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

大韓民国    側参加者数 

10 名 （１３－２ 韓国側参加者リストを参照） 

中華人民共和国 側参加者数 

20 名 （１３－３ 中国側参加者リストを参照） 
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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 24 年度 

研究課題名 
（和文）先進エネルギー材料 
（英文）Advanced Energy Materials 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）大貫惣明・北海道大学大学院工学研究科・教授 

（英文）Somei Ohnuki・Dept. of Engineering, Hokkaido University・
Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

J. H. Kwon, Korean Atomic Energy Research Institute, Professor 
Farong Wan, U. of Science and Technology Beijing, Professor 

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

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 韓国 中国 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 
（人／人日）  8/32 3/12 11/44 

韓国 
（人／人日） 7/28  (4/18) 

7/28 

(4/18) 

中国 
（人／人日） 7/28 (4/18)  

7/28 

(4/18) 

合計 
（人／人日） 14/56 

8/32 

(4/18) 

3/12 

(4/18) 

25/100 

(8/36) 

② 国内での交流     0 人／  0 人日 

２１年度の研究

交流活動計画及

び期待される成

果 

研究交流計画 

・ 研究交流活動を a)照射効果のシミュレーション、b)実用材料シス

テム、c)セラミックス材料の 3 つの重点項目とする。 

・ 日中韓のそれぞれの主要サイトについて各個研究者が訪問し、研

究協力を実施する。必要に応じて、デジョン（大田）とチェンド

（成都）で Workshop を開催する。 

・ 2009年 9月に北海道で開催されるICFRMには関係の研究者と大学

院生が集合するので、それにあわせた打ち合わせ会（Workshop）

を開催する。 

期待される成果 

・ 現在まで各極で実施されてきたエネルギー関係材料の研究につい

て相互理解することができ、今後の共同研究必要性と具体的な組

み合わせを知ることができる。 

若手研究者や大学院生の研究の今後の進展に有効である。 
日本      側参加者数  

37 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

大韓民国    側参加者数 

21 名 （１３－２ 韓国側参加者リストを参照） 

中華人民共和国 側参加者数 

46 名 （１３－３ 中国側参加者リストを参照） 
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整理番号 R-5 研究開始年度 平成 21 年度 研究終了年度 平成 24 年度 

研究課題名 
（和文）高品位エネルギー応用 
（英文）Application of High Quality Energy  

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）大垣英明・エネルギー理工学研究所・教授 
（英文）Hideaki Ohgaki・Institute of Advanced Energy・Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Byung Cheol Lee, Korea Atomic Energy Institute, Professor 
Chuanxiang Tang, Dept. of Engineering Physics, Tsinghua Univ., 
Professor  

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

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 韓国 中国 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 
（人／人日）  4/20 6/28 10/48 

韓国 
（人／人日） 4/16  (4/20) 

4/16 

(4/20) 

中国 
（人／人日） 2/10 (2/10)  

2/10 

(2/10) 

合計 
（人／人日） 6/26 

4/20 

(2/10) 

6/28 

(4/20) 

16/74 

(6/30) 

② 国内での交流     0 人／  0 人日 
２１年度の研究

交流活動計画及

び期待される成

果 

アジア各国では大型放射光（SPring-8･PLS･SSRF）・自由電子レーザー

（THz･IR･X-ray）・極短パルス電子ビームをはじめとする、高品位エネル

ギー源の研究開発・利用研究が推進されている。当研究課題においては、

各サイトの最先端かつ特色のある研究施設および研究集会へ相互に研究

者・学生を派遣し(約５日/訪問)、高品位エネルギー源の高度化および先

進エネルギー科学への応用に関して共同研究を行う。これらの研究交流

を通じて、アジア地域における高品位エネルギー源研究基盤ネットワー

クを強化するとともに、各サイトでの研究を推進する。また、先進物質

センシング･高度材料分析等の応用研究を通じ次世代環境調和型エネル

ギー技術の構築で鍵となる共通基盤技術の向上が期待される。 

日本      側参加者数  

45 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

大韓民国    側参加者数 

26 名 （１３－２ 韓国側参加者リストを参照） 

中華人民共和国 側参加者数 

9 名 （１３－３ 中国側参加者リストを参照） 
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１０－２ セミナー 
 
整理番号 S－1 
セミナー名 （和文）日本学術振興会アジアンコアプログラム核融合炉ブランケ

ット及び液体金属工学に関するセミナー 
（英文）JSPS Asian CORE Program, Seminar on Fusion Blanket 

& liquid metal Technology. 
開催時期 平成 22 年 2 月 11 日 ～ 平成 22 年 2 月 12 日（2 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本、札幌、北海道大学 
（英文）Japan, Sapporo, Hokkaido University 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）小西哲之・京都大学エネルギー理工学研究所・教授 
（英文）Satoshi Konishi, Inst. of Advanced Energy, Kyoto Univ., 

Professor 
相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外での開催の場合) 

 

 
参加者数 

 

 
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。） 

   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（日本） 

日本 
<人／人日> 

A. 4 / 16 
B.  
C. 47/188 

大韓民国 

<人／人日> 

A. 5 / 20 
B.  
C. 5/20 

中華人民共和国 

<人／人日> 

A. 5 / 20 
B.  
C. 32/128 

合計 
<人／人日> 

A. 14 / 56 
B.  
C. 84/336 
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セミナー開催の目的 先進的核分裂炉、核融合ブランケットに共通の問題である液体金属

技術とニュートロニクス、材料の問題に焦点を絞り、日中韓の最新

の知見を交換するとともに若手研究者、大学院学生に体系的にそれ

らの基礎的知識と研究動向を学ばせる。 
 
 

期待される成果 本事業に特徴的な、先進エネルギーシステムの学術について、日中

韓で共通の理解と研究教育基盤を共有し、今後の研究協力、特に相

互の若手研究者や学生の交流計画の策定に資する。先進原子力・核

融合分野での今後の日中韓の定期的学術会合システムの構築の原

型とする。 
 
 
 

セミナーの運営組織 本事業の拠点機関、協力機関により組織する。 
 
 
 
 
 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容 国内旅費 金額    344,000 円 

外国旅費 金額    436,400 円 

その他経費 金額    150,600 円 

合計 金額    931,000 円 

相手国(地域) 
（韓国） 

内容 派遣旅費・雑費 金額     300 千円 

 

 

相手国(地域) 
（中国） 

内容 派遣旅費・雑費 金額     450 千円 
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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 大韓民国 中国 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 
 0 / 0  0 / 0 0 / 0 

大韓民国 

<人／人日> 
4 / 16  ( 0 / 0 ) 

4 / 16 

( 0 / 0 ) 

中華人民共和国 

<人／人日> 
4 / 16 ( 0 / 0 )  

4 / 16 

(0 / 0 ) 

合計 

<人／人日> 
8 / 32 

0 / 0 

( 0 / 0 )

0 / 0 

( 0 / 0 ) 

8 / 32 

( 0 / 0 ) 

② 国内での交流     2 人／  8 人日 
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１１．平成２１年度経費使用見込み額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 470,000 国内旅費、外国旅費の合計は、

研究交流経費の５０％以上で
あること。 外国旅費 8,809,130 

謝金 0  

備品・消耗品購
入費 

479,044  

その他経費 242,280  

外国旅費・謝金
に係る消費税 

259,546  

計 10,260,000 研究交流経費配分額以内であ
ること 

委託手数料 1,026,000 
研究交流経費の１０％を上限
とし、必要な額であること。 
また、消費税額は内額とする。

合  計 11,286,000  

 

 

１２．四半期毎の経費使用見込み額及び交流計画 

 

 経費使用見込み額（円） 交流計画人数<人／人日> 

第１四半期 0 0 / 0 

第２四半期 3,850,130 62 / 263 

第３四半期 3,244,450 34 / 141 

第４四半期 3,165,420 37 / 153 

合計 10,260,000 133 / 557 

 


