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アジア研究教育拠点事業 
平成２４年度 実施報告書 

 

 

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．採用期間 

平成２０年 ４月 １日～平成２５年 ３月３１日 

（  ５ 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）：（英文） 

Department of Nuclear Engineering・Professor・JOO Han-Gyu 

協力機関：（英・和文） 
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・Pukyong National University ・釜慶国立大学校 

・Dong-Eui University ・東義大学校 

・National Fusion Research Institute ・国立核融合研究所 

・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 

 

（２）国名：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）：（英文） 

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 

 

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
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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．平成２４年度研究交流目標 

平成２４年度も引き続き日中韓の短期交流を中心に着実に実施するが、加えて、本事業

の長期的な目標についても、最終年度として取りまとめと将来に向けた体制構築を目標と

する。具体的には、研究協力体制としては、三国間の研究組織、大学間、学会間の交流を、

本事業を契機により定期的なものとして確立する。特に学術的には、それぞれの研究分野

において、研究協力や人員交流の常設化を図る。若手育成については、本事業では短期間

の交換に重点を置いているが、これによって摘出した有効なテーマや人員派遣について、

他の事業等を利用した長期的な派遣に結びつけることをはかる。 

具体的なテーマとしては、先進原子力・核融合の分野では、核計算や原子炉物理、核融

合ブランケット、プラズマ対向機器などの分野が新たな研究分野として、中韓での盛り上

がりを反映して本事業でも活発な活動が計画されている。材料では、先進複合材料、鉄鋼

系材料について、電子顕微鏡やナノ材料のテーマを重点化する。バイオエネルギーでは、

バイオマス化合物の変換のための構造化学が焦点となっており、特にＮＭＲが新たな共通

分野であり、短期滞在による共同研究やワークショップなどを行う。高品位エネルギーは、

電子線加速、自由電子レーザーを重点的に絞って実施する。昨年度、中韓からの来日に困

難が生じた事態に対して、今年度はセミナーをわが国の東北地方で企画し、若手研究者・

学生の企画運営による研究集会やサマースクールなどを計画、実施する。 

 

７．平成２４年度研究交流成果 

（交流を通じての相手国からの貢献及び相手国への貢献を含めてください。） 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

R-1) 先進原子力、核融合については、韓国、中国の方が今や我が国よりも進んだ、活

発な動きを見せている。韓国では世界で唯一の核融合エネルギー法に則った国家戦略と

して原型炉開発計画が今年度着手された。一方中国は小型核融合エネルギー試験炉

CFETRの設計研究が開始された。これらの研究活動は、国家機関が主に実施しているITER

に比べると、両国において研究体制が手薄なことから、若手人材の育成と並行して実施
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されていて大学の役割が大きく、わが国教育機関との協力に意欲を持っている。したが

って、本事業の枠組みを利用して、中韓の若手、学生とわが国の間で核融合原型炉分野

で研究協力体制の構築の可能性があり、本事業はその嚆矢となるものと期待される。中

韓はまた高温ガス炉や高速炉にも意欲を示しているが、わが国には対応する活動が極め

て少なく、この分野の協力は成立に困難がある。 

R-2) アジアでは超電導トカマクの運転・建設が順調に進んでおり、KSTAR（韓国）、EAST（中

国）が現在運転中であり、JT-60SA（日本）が建設を始めたところである。今年度は、西南

物理研究所（中国・成都）、大連工科大学（中国・大連）、浙江大学（中国・杭州）、ソウル

国立大学（韓国・ソウル）、KAIST(韓国・デジョン)、ポハン工科大学（韓国・ポハン）と

の研究交流を主として行い、核融合炉心プラズマ物理、特に、昨年度に引き続きゾーナル

流と閉じ込めとの関連に焦点を置いた乱流・揺動に関する実験・理論シミュレーション共

同研究を継続するとともに、ECHプラズマ生成物理解析、ECHを用いた予備電離に関する共

同研究を推進した。 

R-3) バイオエネルギー研究について、これまでにソウル大学及び武漢大学（中国）のグル

ープと核酸化学を基盤とした、また、東国大学研究グループ（韓国）とはタンパク質工学

を基盤とした協力体制を構築した。今年度は、光州科学技術院（韓国）とペプチド化学、

タンパク質工学、バイオマスを基盤としたバイオエネルギー研究協力体制を確立した。 

R-4) 韓国側のタスクリーダーのソウル国立大の Park教授と中国側のタスクリーダーの北

京科技大の Wan教授との共同研究を展開することが出来た。特に低放射化材料の照射化効

果と水素吸蔵材料の分野を重点とした研究会に参加できたことは大きな成果である。 

R-5) 従来の研究協力体制から、中国側では上海応用物理学研究所（SINAP）との交流が活

発化した。これは、平成22年度にSINAPが主催してアジアンコアの研究会を開いた事から、

SINAP側でも本拠点活動についての評価が高まったからに他ならない。更に本年度において

は、京都大学が主催する国際会議も開催され、研究者交流の一層の加速が行われた。 

 

７－２ 学術面の成果 

R-1) 核融合工学は、韓国のITER/TBMへの参加も一つの契機となり、本事業では学術的に活

発な展開を見せている。核設計・炉物理と、トリチウム、R-4とも関係する材料関連で、順

調な学術面の成果が上がっている。また、原型炉およびITERに関連してダイバータについ

ても学術面の成果が出始めた。わが国の原子力事故の影響で安全工学も話題になっている

が、中国韓国とはあまり共有できる学術基盤がなく、情報交換程度で推移した。しかし、

関心は高まっており今後の展開の可能性がある。 

R-2) HL-2Aトカマクのある西南物理研究所（中国・成都）、大連工科大学との研究交流を行

い、核融合炉心プラズマ物理、特に、乱流・揺動に関する実験・理論シミュレーションに

関する研究交流を進め、異常輸送に関する理解が進んだ。これに関連して博士課程学生の

教育を日中韓共同で進めている。また、前川孝教授、田中仁准教授、打田正樹助教、羽田

和慶博士課程2年（京都大学エネルギー科学研究科）、長崎百伸教授（京都大学エネルギー

理工学研究所）、韓国NFRIの超電導トカマクKSTARにおける実験において、ECHを用いたソレ
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ノイドコイルを用いないプラズマスタートアップを提案、10kAのプラズマ電流の立ち上げ

に成功した。また、ヘリカル系における斜め入射第2高調波ECHによるプラズマ生成の実験

解析が進展し、共著論文を出版した。 

R-3) 光州科学技術院（Gwangju Institute of Science and Technology、 GIST）構造生物

学分野のProf. Jae Il Kimのグループと、バイオエネルギー研究におけるペプチド化学、

タンパク質工学、核酸化学、バイオマス工学、NMR分光法の重要性と、これらを活用するた

めの研究戦略について議論するとともに、ペプチド、タンパク質、核酸、バイオマスのNMR

による構造・機能解析の最新手法について情報交換を行った。 

R-4) 中国と日本の共同研究の成果に基づく論文が公刊された。核融合炉材料の研究のみな

らず水素系材料の領域にも交流と共同研究の幅が広がったのは意義が大きい。 

R-5) ワークショップ等での活発な議論を通して、特にX線自由電子レーザーや超伝導加速

器・シンクロトロン放射光源、THz光源等の先端光源開発や、電子線、THz光、X線の応用や

レーザー加速に関する研究について、日中韓の各々の研究開発状況の相互理解と情報交換

が深まり、一部では本格的な共同研究のフェーズに移行した。 

 

７－３ 若手研究者育成 

R-1) 今年度も韓国ソウル大、檀国大、釜慶大、東義大、中国北京科技大、清華大と学生及

び若手研究者を中心とするセミナーを実施した。相互に研究成果を報告し、議論すること

で効果的に若手研究者の育成に資するとともに、他事業によるより長期の派遣や留学、交

換の機会が検討され、中国から本テーマに関連する留学生が来日した。 

R-2) 博士後期課程 1 年の羽田和慶君が韓国 NFRI の超電導トカマク KSTAR におけるプラズ

マ生成に関する共同実験に参加した。また、同君は韓国・釜山にて開催されたプラズマ加

熱・電流駆動の物理・工学に関する日韓ワークショップにも出席し、超電導トカマクにお

ける ECH を用いた予備電離に関する数値シミュレーション結果に関する発表を行った。ま

た、中国の博士課程学生の日本訪問等を通して、プラズマ乱流・輸送に関する理論シミュ

レーション研究に関する研究者養成を推進した。また、韓国・ソウル国立大学の学生 4 名

が 2 月に京都大学エネルギー理工学研究所を訪問し、 DuET, MUSTER, Inertial 

Electrostatic Confinement 装置の見学を行った。また、京都大学エネルギー科学研究科を

訪問し、球状トーラス装置 LATEの見学を行い、知見を深めている。 

R-3) 光州科学技術院に若手教員、博士課程学生、修士課程学生（博士後期課程進学予定）

を派遣し、バイオエネルギー研究におけるペプチド化学、タンパク質工学、核酸化学、バ

イオマス工学、NMR分光法を共通テーマとするセミナーを開催し、活発な議論、意見を交わ

すことにより、双方の若手教員、博士課程（前期・後期）学生間の交流を図った。 

R-4) 青森県三沢市で開催されたアジアンコアセミナーには材料関係のセッションを設け、

A4 分野では、教員・院生で日本から約 15名、中国から 7名、韓国から 3名が参加した。大

学をまたがり、それぞれの分野で若手交流が行われ、その教育効果は大であった。また、

その後、中国から日本への留学希望者の増加にも表れている。 

R-5) 平成 25 年 3 月に韓国太田市で開催した研究会や同年同月の中国安徽省合肥への訪問
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では、日本から博士学生 1名がそれぞれ参加し、研究発表並びに研究交流を行った。また、

平成 25 年 1 月には中国から博士学生が 1 名、1 か月に渡り大阪大学産業科学研究所に滞在

し、超高速電子顕微鏡に関する実験を行った。更に平成 25年 3月に韓国から博士学生 1名、

修士学生 1 名が京都大学と産業技術総合研究所を訪問し、研究発表並びに研究交流を行っ

た。 

 

７－４ その他（社会貢献や独自の目的等） 

R-1) 東日本震災によって発生したわが国の原発事故への関心は中国、韓国でも引き続き高

いが、エネルギー政策はわが国と大きく異なる。中韓では原子力の安全性についての見な

おしが行われたが、原子力政策そのものの停滞や修正はあまり見られない。原子力の安全

性についての社会的な分析や説明にわが国の事例は積極的に使われているといえる、その

点について、若手研究者、学生にとっても国際的な情報交換は考察の良い機会となり、社

会貢献や教育上の効果も期待される。また、中韓両国とは昨年度は政治的に困難な状況も

あったが、交流はあまり影響を受けずに続いており、国家間相互理解の点でも貢献がある

と考えられる。 

R-2) 中国・韓国の若手研究者・学生との交流を通して中国・韓国の文化に直接触れさせる

ことにより、共通する点及び相違点についての理解度を深めた。 

R-3) 光州は、韓国国内における科学技術教育の中心地であるのみならず、アジアの科学技

術産業の発展に大きな貢献をして来た。また、地域資源を生かした自主的なエネルギー計

画を遂行している地域でもある。光州科学技術院の研究グループと密接な交流関係を築く

ことにより、ペプチド及び核酸化学、タンパク質工学、バイオマスを基盤としたバイオエ

ネルギー研究のパイプラインを築くことを目的とした。 

R-4) 従来の核融合炉材料の共同研究に加えて、水素系材料の交流が開始できたのは広範な

交流という意味で大きな貢献である。福島原発事故についても身近な問題として研究者間、

院生間で励ましも含めて種々のやり取りがあり、交流が盛んになった一つの表れである。 

R-5) 本年度は京都大学が主催して自由電子レーザー国際会議が奈良県にて開催された。本

会議は京都大学教育研究振興財団等の援助により、世界中から約 300 名の参加者を得た。

参加者には、中韓からの本事業参画者が多数含まれており、活発な情報交換等が行われた。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

R-1) 本事業が終了し、新たな交流の枠組みを構築することが喫緊の課題となっている。人

的ネットワークや相互交流の枠組みはある程度常設化に成功したが、資金的な基盤は脆弱

な面があり、参加大学や研究機関により状況がかなりことなる。中国、韓国における豊富

な若手人材と相対的な指導者、教材、教育機会の不足は日本と逆の状況であり、日本は教

育機会の支援とともに若手人材の受け入れの必要性は慢性化している。中国韓国の方が資

金的にも強力であり、逆にわが国からの若手研究者の異動も散見される。次の段階の協力

を早急に構築する必要性が指摘される。 

R-2) 中国西南物理研究所では新しいトカマクの予算が承認され、建設が開始されている。
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韓国の KSTAR トカマクは実験が本格化し、今後さらに、プラズマ実験に参画してゆくこと

が予想される。これまで、日中韓共同実験において本事業は重要な役割を果たしており、

今後、どのように共同研究を継続してゆくか検討している。 

R-3) 現在の共通キーワードであるペプチド化学、タンパク質工学、核酸化学、バイオマス

工学、NMR分光法に関して研究協力体制をより実質的な共同研究へと発展させることにより

バイオエネルギー研究を促進させる。そして、共著論文発表などの実績を築き上げること

を目指す。それにより、これまで培ってきた日・韓・中の若手研究者間の密接な連携体制

を活かすことができる。 

R-4) 最終年度ということで、A4 分野でもまとめに努力した。交流、共同研究の実績は十分

ある一方で、その後につながらなかったのはまことに残念である。R4の範疇では、日中、

日韓での交流は活発化されているが、中国からの入国に招聘状とビザが必要な点は迅速な

交流を妨げている。この A-coreのように多年度にわたり交流が続く場合は、せめてタスク

リーダーぐらいは数次ビザが取得できてもしかるべきである。 

R-5) 韓国では、平成 23 年からカウンターパートナーの韓国原子力研究所の研究グループ

に World Class Institute が発足し、比較的研究交流が行い易くなっているものの、中国

側では渡航費用を始め、確固たる活動資金源が確保できておらず、本事業活動への参加は

容易ではない。また、当タスクはそれぞれの参画機関が独自の大型装置を擁した特徴的な

研究を進めており、共同での論文執筆は、長期滞在を計画的に取り入れて進める事が望ま

れる。 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２４年度論文総数    2 本 

 相手国参加研究者との共著  2 本 

  （※ 「本事業名が明記されているもの」を計上・記入してください。）   

  （※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入してください。） 
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８．平成２４年度研究交流実績状況 

８－１ 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 

（英文）Han-Gyu Joo, Dept. of Nuclear Engineering, Seoul National 

Univ., Professor 

Kan Wang, Dept. of Engineering Physics, Tsinghua Univ., 

Professor 

交流人数 

（※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 

<人／人日> 

韓国 

<人／人日> 

中国 

<人／人日> 

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画 
 

5/15 5/15 10/30 

実績 10/33 2/14 12/47 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 6/35 
 

 6/35 

実績 0/0  0/0 

中国 

<人／人日> 

実施計画 7/40  
 

7/40 

実績 3/9  3/9 

合計 

<人／人日> 

実施計画 13/75 5/15 5/15 23/105 

実績 3/9 10/33 2/14 15/56 

② 国内での交流    12/48 人／人日 

日本側参加者数  

   71 名 （１３－１ 日本側参加研究者リストを参照） 

（ 韓国 ）側参加者数 

   40 名 （１３－２ 相手国（韓国）側参加研究者リストを参照） 

（ 中国 ）側参加者数 

   40 名 （１３－３ 相手国（中国）側参加研究者リストを参照） 
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２４年度の研究

交流活動 

共通的なテーマとして、中国・韓国で活発な原子炉物理、中性子工学は

両国において核融合研究でのニーズが高まっているところから、核融合

ニュートロニクスについて交流を実施した。また、エネルギー利用技術

として、水素製造や高温ガス炉技術、熱交換、核融合ダイバータ工学に

ついて、わが国から釜山、ソウルに派遣交流を行った。夏の学校として

セミナーをわが国で実施した。 

２４年度の研究

交流活動から得

られた成果 

中国、韓国ともに核融合原型炉設計活動が開始され、その分野での交流

が新たな成果と言える。中国では小型動力炉を近未来に建設する動きが

あり、わが国の持つ小型炉設計、ブランケット、トリチウム、材料など

の技術と、その研究教育手法が着目されている。韓国でも原型炉設計開

発活動が開始され、その中心が大学にあることから、交流が活発化して

いる。 
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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・京都大学エネルギー理工学研究所・教授 

（英文）Kazunobu Nagasaki, Inst. of Advanced Energy, Kyoto Univ., 

Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

（英文）Yong Su Na, Seoul National Univ., Professor 

Y. Pu, Z. Gao, Tsinghua Univ., Professor 

交流人数 

（※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 

<人／人日> 

韓国 

<人／人日> 

中国 

<人／人日> 

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画 
 

5/20 5/20 10/40 

実績 1/5 2/10 3/15 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 3/42 
 

 3/42 

実績 0/0  0/0 

中国 

<人／人日> 

実施計画 3/42  
 

3/42 

実績 0/0  0/0 

合計 

<人／人日> 

実施計画 6/84 5/20 5/20 16/124 

実績 0/0 1/5 2/10 3/15 

② 国内での交流     1/4 人／人日 

日本側参加者数  

   91 名 （１３－１ 日本側参加研究者リストを参照） 

（ 韓国 ）側参加者数 

   39 名 （１３－２ 相手国（韓国）側参加研究者リストを参照） 

（ 中国 ）側参加者数 

   30 名 （１３－３ 相手国（中国）側参加研究者リストを参照） 
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２４年度の研究

交流活動 

西南物理研究所、大連工科大学、浙江大学（中国）、及び、ソウル国立

大学、KAIST、ポハン工科大学（韓国）の研究者・学生との研究交流を

行い、核融合炉心プラズマ物理、特にゾーナル流と閉じ込めとの関連に

焦点を置いた乱流・揺動に関する実験・理論シミュレーション、電子サ

イクロトロン加熱・電流駆動システム技術開発とヘリオトロン Jにおけ

る第 2 高調波 X-mode 電子サイクロトロン波によるプラズマ生成解析に

関する共同研究を推進した。また、博士後期課程 1年の羽田和慶君が韓

国 NFRI の超電導トカマク KSTAR におけるプラズマ生成に関する共同実

験に参加した。また、同君は韓国・釜山にて開催されたプラズマ加熱・

電流駆動の物理・工学に関する日韓ワークショップにも出席し、超電導

トカマクにおける ECHを用いた予備電離に関する数値シミュレーション

結果に関する発表を行った。 

 

２４年度の研究

交流活動から得

られた成果 

京都大学エネルギー理工学研究所は、韓国科学技術院（KAIST） 核融合

プラズマ輸送研究センター長の Wonho Choe 教授と中心としたグループ

と 1996 年の Core University Program の開始直後から、定期的に交流

を行ってきている。こうした交流を基に、平成 24 年 10 月に Choe セン

ター長が来日の折、特にプラズマ物理・核融合科学の分野に特化した研

究交流協定の締結について議論、平成 25年 1月 22日・23日には今後の

共同研究を議論することを目的として、”Korea-Japan Workshop on 

Tomography and Reconstruction in Fusion Plasmas”を京都大学宇治

キャンパス・おうばくプラザにて開催し、トカマク・ヘリカルシステム

における SX, VUVの再構築・イメージングについて議論した。こうした

共同研究を基盤に、平成 25 年 1 月に両部局は部局間学術交流協定を締

結した。また、京都大学エネルギー科学研究科博士課程 3年の李炫庸君

が KAIST の Wonho Choe 教授グループのポスドクとして着任することが

決定し、平成 25年 4月より 3 年間研究を行う予定である。 
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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）森井 孝・京都大学エネルギー理工学研究所・教授 

（英文）Takashi Morii, Inst. of Advanced Energy, Kyoto Univ., 

Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

（英文）Tai Hyun Park, Seoul National Univ., 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 

<人／人日> 

韓国 

<人／人日> 

中国 

<人／人日> 

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画 
 

3/12 5/20 8/32 

実績 7/21 0/0 7/21 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 5/20 
 

 5/20 

実績 0/0  0/0 

中国 

<人／人日> 

実施計画 5/20  
 

5/20 

実績 0/0  0/0 

合計 

<人／人日> 

実施計画 10/40 3/12 5/20 18/72 

実績 0/0 7/21 0/0 7/21 

② 国内での交流     0/0 人／人日 

日本側参加者数  

   29 名 （１３－１ 日本側参加研究者リストを参照） 

（ 韓国 ）側参加者数 

   15 名 （１３－２ 相手国（韓国）側参加研究者リストを参照） 

（ 中国 ）側参加者数 

   25 名 （１３－３ 相手国（中国）側参加研究者リストを参照） 
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２４年度の研究

交流活動 

2013年 2月 4日～6日の期間にわたって光州科学技術院（韓国・光州）

を訪問し、バイオエネルギー研究に関する共通キーワードとして、核酸

化学、ペプチド化学、タンパク質工学、バイオマス工学、NMR 分光法に

関するセミナーを開催した。双方の若手教員、博士課程（前期・後期）

学生間で活発な議論、意見を交わすことにより、研究交流を深めること

が出来た。 

 

２４年度の研究

交流活動から得

られた成果 

光州科学技術院を訪問し、核酸化学、ペプチド化学、タンパク質工学、

バイオマス、NMR を活用したバイオエネルギー研究に関する研究発表会

を開催し、具体的な問題について議論した。その結果、ペプチド、DNA

折紙、RNA 四重鎖、ペプチド、バイオマスに関して、最適な調製方法の

確立及び分子間相互作用の解析手法に関する有用な情報を共有するこ

とができ、現在、実際の研究において実施しているところである。 
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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 Univ.,  

Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

（英文）Chong-Rae Park, Seoul National Univ., Professor 

Farong Wan, U. of Science and Technology Beijing, Professor 

交流人数 

（※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 

<人／人日> 

韓国 

<人／人日> 

中国 

<人／人日> 

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画 
 

12/48 8/52 20/100 

実績 21/45 2/10 23/55 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 6/36 
 

(4/18) 6/36(4/18) 

実績 1/4 (0/0) 1/4(0/0) 

中国 

<人／人日> 

実施計画 5/40 (4/18) 
 

5/40(4/18) 

実績 2/14 (0/0) 2/14(0/0) 

合計 

<人／人日> 

実施計画 11/76 12/48(4/18) 8/52(4/18) 31/176(8/36) 

実績 3/18 21/45(0/0) 2/10(0/0) 26/73(0/0) 

② 国内での交流     8/36 人／人日 

日本側参加者数  

   121 名 （１３－１ 日本側参加研究者リストを参照） 

（ 韓国 ）側参加者数 

   22  名 （１３－２ 相手国（韓国）側参加研究者リストを参照） 

（ 中国 ）側参加者数 

   53 名 （１３－３ 相手国（中国）側参加研究者リストを参照） 
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２４年度の研究

交流活動 

7/4-７にわたり、北海道大学の教職員と大学院生、計 9 名が、ポーハン

工科大学 Postecのナノマテリアルセンターと大型加速器、韓国基礎科

学研究所 KBSIの超高圧電子顕微鏡施設、韓国核融合研究所 NFRIのトカ

マク核融合実験装置を訪問し、学生を含んだ研究発表を行うとともに施

設の見学を行った。 

8/19-22に青森県三沢市でアジアンコアセミナーを開催し、材料関係の

セッションを設け、教員・院生で日本から約 15名、中国から 7名、韓

国から 3名が参加した。大学をまたがり、それぞれの分野で若手交流が

行われた。 

9/6-15に中国成都において、第 11回中日エネルギー国際シンポジウム

（ICJ-11）が開催され、日本からは A4で約 5名が参加し、活発な討論

が行われた。 

11/19-21には札幌にて電子顕微鏡による照射研究を主体としたシンポ

ジウムが開催され、韓国側から 3名の参加者があった。 

 

２４年度の研究

交流活動から得

られた成果 

24 年度の 4 回の交流の機会を通して、以下のような成果があった。 

１）日中間の教職員の相互訪問が促進された。また、研究設備を共同利

用が進められた。特に、中国研究者の日本国内の照射設備の利用が進ん

だ。 

２）日中韓の大学院生の交流が促進された結果、大学院生が別途予算な

がら各研究室に短期滞在して 1-2か月のインターンシップを行うことが

実現した。日本→中国：3名、日本→韓国：2名、中国→日本：3名、韓

国→日本：1名、韓国=中国：不明。これは A-coreが多方面交流のきっ

かけを作ったものである。 

３）国外主要雑誌に共同研究の成果が出版された。ただ、A-coreの成果

と明示し忘れたのは残念である。これは研究費そのものを支援するプロ

グラムではないため、つい見落としてしまうのだが、交流の始まりは

A-core によるものである。 
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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・京都大学エネルギー理工学研究所・教授 

（英文）Hideaki Ohgaki, Inst. of Advanced Energy, Kyoto Univ., 

Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

（英文）Byung Cheol Lee, Korea Atomic Energy Research Institute, 

Professor 

Chuanxiang Tang, Dept. of Engineering Physics, Tsinghua 

Univ., Professor 

交流人数 

（※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 

<人／人日> 

韓国 

<人／人日> 

中国 

<人／人日> 

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画 
 

3/9 3/9 6/18 

実績 10/26 1/4 11/30 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 3/6 
 

2/4 5/10 

実績 4/10 0/0 4/10 

中国 

<人／人日> 

実施計画 3/6 2/4 
 

5/10 

実績 1/30 0/0 1/30 

合計 

<人／人日> 

実施計画 6/12 5/13 5/13 16/38 

実績 5/40 10/26 1/4 16/70 

② 国内での交流     0/0 人／人日 

日本側参加者数  

   53 名 （１３－１ 日本側参加研究者リストを参照） 

（ 韓国 ）側参加者数 

   30 名 （１３－２ 相手国（韓国）側参加研究者リストを参照） 

（ 中国 ）側参加者数 

   21 名 （１３－３ 相手国（中国）側参加研究者リストを参照） 
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２４年度の研究

交流活動 

本年度の交流事業では、高品位エネルギー源の高度化と応用に関して日

中韓でのワークショップ等の研究発表を中心に、中国の上海応用物理学

研究所、韓国原子力研究所との研究交流を行った。具体的には、韓国原

子力研究所において平成 25 年 3 月 8 日、第 4 回の高品位エネルギー源

の高度化と応用に関する日韓ワークショップを行った。ワークショップ

では日本側から 8 件、韓国側より 5 件、計 13 件の講演が行われ、電子

加速器、自由電子レーザー、レーザプラズマ加速を含む先端加速器とそ

の応用技術に関して幅広い議論がなされた。日韓両国での高品位エネル

ギー源開発の現状と課題について相互理解が深まった。 

更に、平成 25 年 3 月 25 日から 28 日まで、日本側から 2 名の研究者が

中華人民共和国安徽省合肥にある中国科学技術大学附属国立放射光研

究所を訪問し、施設見学と学術交流講演会を開催した。講演会では、自

由電子レーザー研究等に関する互いの理解を増した。 

 

２４年度の研究

交流活動から得

られた成果 

今年度の交流事業により、中国側では新たに中国科学技術大学附属国立

放射光研究所が本事業に参画する体制が確立された。一方韓国とは従来

の協力関係を、更に深化させることが出来た。また、本プログラム終了

後の活動方針についても、本プログラムの特徴を生かし、若手研究者・

学生を交流主体として進めていくことを、日中韓にて議論の結果確認し

ている。 
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８－２ 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研究教育拠点事業「核融合プラズマ

及び炉工学に関するセミナー」 

（英文）JSPS Asian CORE Program “Seminar on Fusion plasma and 

Fusion Reactor Technology“ 

開催期間 平成２４年 ８月１９日 ～ 平成２４年 ８月２２日（４日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）日本、青森県三沢市、星野リゾート 青森屋 

（英文）Japan, Aomori, Misawa, hoshinoresort AOMORIYA 

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 
(※日本以外で開催の場合) 

（英文） 

 

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. 6/22 

B. 20/84 

C. 15/60 

韓国 

<人／人日> 

A. 11/44 

B. 0/0 

C. 7/28 

中国 

<人／人日> 

A. 9/45 

B. 0/0 

C. 0/0 

合計 

<人／人日> 

A. 26/111 

B. 20/84 

C. 22/88 

 

A.セミナー経費から旅費を負担 

B.共同研究・研究者交流から旅費を負担 

C.本事業経費から旅費を負担しない（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。） 
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セミナー開催の目的 先進原子力分野、プラズマ核融合、核融合工学、先進材料及びエネ

ルギー全般についての、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。また、学生及び若手研究者同士の企画する研究発表会に

より、発表とコミュニケーションの機会を得るとともに、本アジア

ンコアプログラム｢先進エネルギー科学｣の全体像を共同研究タス

ク相互で共有すること目的とする。 

セミナーの成果 わが国および中韓の第一線の研究者による先進原子力・核融合分野

の最先端の研究紹介、情報交換を通じて、若手研究者と学生には最

新の知見に基づく成果の理解を深めるとともに、研究を発表し、中

韓の研究者との交流の機会とすることを目的とした。核融合炉、先

進的原子炉、原子力エネルギー変換、核融合ブランケットに共通の

問題である原子炉物理、ニュートロニクス、炉工学、金属・セラミ

ックなどの先進材料科学に関して、日中韓の最新の知見を交換し、

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

を学び研究発表・交流機会を提供した。 

日本における核融合DEMO炉設計や、韓国のITER活動、中国の中性子

計算に関する研究、など、それぞれの国の先進原子力・核融合工学

研究やシミュレーション、炉材料研究に関するが報告され、最新の

知見が交換された。学生はこれらの講義を聴講するとともに口頭発

表・ポスター発表により他国研究者と意見交換する機会を得た。ま

た世界でも先端レベルの核融合・原子力研究施設を訪問し、スーパ

ーコンピュータ、加速器施設、材料試験設備を見学した。効果的に

それぞれの国の研究状況を把握するとともに、学生には貴重な経験

となった。 

セミナーの運営組織 現地運営組織は、わが国の拠点機関である京都大学の他、国内大学

が協力し、また日本原子力学会核融合工学部会、日本原子力研究開

発機構の青森ＢＡユニットが協力して組織した。プログラム作成／

参加者組織に関しては、各国のコーディネーター・共同研究代表者

が共同して行った。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 国内旅費         金額  1,886,400円 

   外国旅費             1,078,170円 

   その他                685,908円 

                合計  3,650,478円 

（韓国）側 内容 派遣旅費・雑費      金額  1,200,000円 

 

（中国）側 内容 派遣旅費・雑費      金額  1,000,000円 
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８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

平成２４年度は実施していない 

 

 

９．平成２４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> 

韓国 

<人／人日> 

中国 

<人／人日> 

合計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画 

 

32/120 30/132 62/252 

実績 49/130 7/38 56/168 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 43/239 

 

2/4 

（4/18） 

45/243 

（4/18） 

実績 
16/58 

(7/28) 

0/0 

(0/0) 

16/58 

(7/28) 

中国 

<人／人日> 

実施計画 38/223 
2/4 

（4/18） 
 

40/227 

（4/18） 

実績 15/98 
0/0 

(0/0) 

15/98 

(0/0) 

合計 

<人／人日> 

実施計画 81/462 
34/124 

（4/18） 

32/136 

（4/18） 

147/722 

（8/36） 

実績 
31/156 

(7/28) 

49/130 

(0/0) 

7/38 

(0/0) 

87/324 

(7/28) 

 

※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。） 

※日本側予算によらない交流についても、カッコ書きで記入してください。（合計欄は（ ）

をのぞいた人数・人日数としてください。） 

 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

40／140  <人／人日> 27／110  <人／人日> 
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１０．平成２４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 １，９７８，３６０  

外国旅費 ５，００６，３３５  

謝金 ０  

備品・消耗品購入費 １，５９５，４７０  

その他経費 １，１３０，６３３  

外国旅費・謝金等に
係る消費税 

１４９，２０２  

計 ９，８６０，０００  

委託手数料 ９８６，０００  

合  計 １０，８４６，０００  

 

１１．四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 ４０６，５９０ 5/33 

第２四半期 ４，４６１，０３８ 71/270 

第３四半期 ９８７，２２０ 1/4 

第４四半期 ４，００５，１５２ 37/127 

計 ９，８６０，０００ 114/434 

 

１２．平成２４年度相手国マッチングファンド使用額 

相手国名 
平成２４年度使用額 

現地通貨額[現地通貨単位] 日本円換算額 

韓国    38,400,000 [ウォン]    3,350,000 円相当 

中国      550,000 [ 元 ]    8,750,000 円相当 

※交流実施期間中に、相手国が本事業のために使用したマッチングファンドの金額につい

て、現地通貨での金額、及び日本円換算額を記入してください。 


