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総合的評価  

 

評 価 

Ａ 想定以上の成果をあげており、当初の目標は達成された。 

Ｂ 想定どおりの成果をあげており、当初の目標は達成された。 

Ｃ ある程度成果があがり、当初の目標も達成された。 

Ｄ 成果が十分にあるとは言えず、当初の目標はほとんど達成されなかった。 

コメント 

 

中国はこの事業が開始された頃を前後して目を見張るような経済発展を成し遂げた

結果、先進国の仲間入りを果たし、科学技術の分野でも大きな役割を担いつつある。し

かし、事業開始当時は、核融合分野における研究水準や研究力をもった人材の厚みには

不均衡があったことは否めない。このような背景のもとで開始された本事業は時宜を得

た企画であり、ITER（国際熱核融合実験炉）における燃焼実験を目指す研究と並行して

実施されるべき核融合研究（基礎プラズマ研究、炉工学研究、レーザー等他の方式の検

討及びプラズマ基礎等）として重要な位置づけとなっている。 

 

開始当初における相互理解に始まり、相補性ある協力関係を広げるための課題設定、

共同研究の実施、成果の出力と、関係者が傾注したこの 10 年間の努力は高く評価でき

る。広い分野を対象とするため、研究テーマを 3 つのカテゴリー（炉心特性、炉工学基

礎、理論シミュレーション）に分け、さらにこれらの間を「コーディネーターズミーテ

ィング」において調整する体制で適切に進められた。この 3 カテゴリーに関する学術的

な側面では当初想定した成果を得たと言えるだろう。本事業を通して得られた具体的な

研究業績は、添付された発表論文リストの数に表れている。また、セミナーの内容から、

単なる情報交換に留まらず、研究遂行のための議論や将来の共同研究の相談が行なわれ

ていることは評価できる。当該研究分野は、全体的に日本の方が進んでいることから一

方向的となることが懸念されたが、日本側からの貢献だけでなく、超音速分子ビーム入

射方式の有効性の実証、レーザー加速に関するシミュレーションにおけるエネルギー分

布の単色化の提案、基礎過程の共同実験等、中国側の成果が日本側へのフィードバック

や改善に反映できたことは本事業で達成された重要な成果のひとつであろう。また、本

交流事業の大目標が中華人民共和国における当該分野の発展への協力ということであ

れば、恐らく大成功であったと言える。特に、工学的な内容が重視されてとりあげられ

た点から、彼の国にもたらされた知見は、本事業がなかった場合に比較して、格段の量

と質に及んだと想像される。 

 

わが国にとっては、核融合が数十年の長期にわたる研究開発である点から、優秀な人

材の育成が不可欠であるという点で、大きな意味のあるプロジェクトであったと考えら

れる。研究者の交流とネットワーク形成の点でも具体的な進展があった。特に、本事業

における最も重要な成果として、若手研究者の育成が挙げられる。交流のおよそ 40％が

40 歳以下の若手研究者であったこと、大学院生も積極的に参加したこと、博士号学位取

得を果たした中国人学生が 30 名以上いること、及び中国から 16 名を総合研究大学院大

学の院生として受け入れたことは、今後の当該研究分野の活性化と国際協力関係の構築

という点で高く評価できる。 



 

予期せぬ波及効果という点では、この段階ではまだ明確な成果はなかったのだろう

か。産業界への波及効果をさらに追求してほしい。  

  

核融合はエネルギー問題に対する究極的な解答であるという視点では、その取り組み

に学術を超えた国家的な戦略性が求められる。本事業への参加機関を見ると、日本側が

個人的な活動を本分とする大学ほぼ一色に近い体制であるのに比べて、中国側では組織

的な対応が可能な研究所の参加が多い点は今後検討すべきかもしれない。 

なお、まず韓国を含めた三国間交流に発展させ、アジア諸国全体として ITER 計画に

関与するようリードしていくことは、日本に与えられた使命であろう。 

 

この分野での国際協力活動を支える法制度等について反省として述べられているが、

欧米の柔軟さが如何にして実現しているのかを学び、取り入れることが重要である。こ

れを怠ると、研究をリードし、主導権を持って最終的な成果に到達しようとする場合の

足かせになるだろう。今後、中国へ機器を持ち込んで行う実験の重要性が増すと予想さ

れることからも、状況を改善したい。 

 

さらに、大震災を経験した現状を踏まえると、安全性に関する情報の開示についてこ

れまでと比較にならない積極性が強く求められる。この面での情報発信については、ま

ずは本事業の研究内容から得られる範囲で、できる限りの努力を行い、次のフェーズへ

と繋いで行くことが必要である。 

 

  最後に、発表論文数について、P.3 の「評価の要約」では約 800 編としており、P.5

の英文では約 900 編となっているが、約 900 編が正しいのではないか。この数字は評価

指標として大切であるので、修正を勧める。 

 



１．事業の目標 

 

観 点 

10 年間の交流を通じて達成すると定めた目標について、学術的価値、社会的価値、具

体性、実現可能性等の観点から適切な目標であったか 

評 価 

□ 想定以上に適切な目標であった。  

■ 概ね適切な目標であった。 

□ ある程度適切な目標であった。 

□ 適切な目標であったとは言えない。 

コメント 

 

全地球レベルでの環境保全を図りつつ永続性あるエネルギーを安定して供給するこ

とは、人類全体の恒久的な発展に不可欠である。核融合は将来を担うエネルギー源の有

力候補の一つとして、先進国を中心に長年の研究開発がなされてきたが、未だ実現に至

っていない。このため、国際的な協力の下、人材育成も含めた長期的な視点での研究開

発が不可欠となっている。また、ITER は 4 極（日米欧露）が中心となるものの、エネル

ギー問題が世界共通であることから、アジア、特に東アジア地域でも核融合研究を日本

がリードする立場にあり、その意味でも本事業の位置づけは大きい。中国は経済のみな

らず科学技術の分野でも大いに発展が期待されており、核融合の基礎研究を事業の中心

に据えたことは適切な判断であった。 

ただし、交流実績と相手国の設備状況から中国との二国間交流とされたが、韓国を含

めた三国間に発展させる余地を残した計画とすべきではなかっただろうか。 

 

世界的には ITER における燃焼実験を目指す研究と並行して、将来の核融合発電炉の

小型安定化、レーザー等他の方式の検討及びプラズマ基礎（シミュレーション、原子分

子データ等）に関する研究が不可欠である。こうした観点から、研究テーマとして核融

合研究のコアとなる課題を取り上げ、①炉心プラズマ性能の改善、②核融合炉工学の基

礎研究、③核融合プラズマの理論と計算機シミュレーションの 3 つのカテゴリーに分け

て進める計画は適切であった。課題設定のバランスや、中国側は評価できないが、日本

側研究者は適切に配置されていることからも、研究成果の関連学術の発展に寄与する効

果は期待できる計画となっていた。 

 中国との二国間交流の枞組みで言えば、両国とも当該分野の主だった大学・研究機関

が協力しており、また、日本では総合研究大学院大学による大学院生を通した各大学と

の連携もあるため、非常に強い協力基盤の下での組織構成であったと言える。 

 

核融合研究のみならず研究を通じた日中相互理解、学生も含めた人材育成の視点から

も日中双方における社会への貢献は期待できるものであった。 

 一方、社会的価値の評価の一つは、産業界との相互作用を通じて生まれると思われる

が、報告書からはそれがあまり窺えない。ベンチャーの育成などはなかったのか。また、

恐らく、中国の各機関で行われた共同測定等がそれに相当するのであろうが、”通常の

事業ではなく本交流事業だから生まれた学術的成果”という立場で整理すると、なおよ

かったと思われる。日本原子力研究機構を中心に行われている超伝導トカマク開発との

関係も、できるだけ明確な棲み分けが欲しい。炉工学はまさに核融合炉の実現性を扱う



分野である点から、安全性に関する明快な報告も欲しかった。 

 



２．事業の実施状況 

 

観 点 

事業の全体的な体制、共同研究の体制、セミナーの実施状況、研究者交流及びその他

の交流の状況、事業に対する相手国拠点大学・対応機関との協力の状況等が、適切に実

施されたか 

評 価 

□ 想定以上に効果的に実施された。  

■ 概ね効果的に実施された。  

□ ある程度効果的に実施された。  

□ 効果的に実施されたとは言えない。 

コメント 

 

本拠点事業は、装置開発等の大型予算支援ではなく、日中双方の研究者交流や軽微な

装置輸送による共同実験に軸足を置いているため、研究手法には自ずと制限が掛かる。

日中双方に拠点を設け、それぞれから枝葉を延ばしてネットワークを構成しているが、

必ずしも網羅的ではなく、このネットに関与しなかった研究機関への救済措置はどのよ

うに図った、あるいは今後同様な事業を実施する際にはどのようにするのか関心を寄せ

ながら報告書を拝読した。 

 

申請段階で設定された 3 つのカテゴリー（メインテーマ）をさらに 4～10 のサブテー

マに分類し、各々日中のカウンターパートを決めて並行して進めるという組織体制であ

った。こうした大組織となった場合に往々にして問題となるグループ間調整を、「コー

ディネーターズミーティング」において毎年度行なうことで解決している。このミーテ

ィングでの審議内容は報告書には添付されていないものの、各サブテーマがほぼ順調に

進められたという結果から、十分に機能したことが窺われる。また、P.13 に示された共

同研究（派遣）に示された各研究班の実施状況から見ると、開始年度早々に活動を停止

した課題が散見され、他分野に亘る研究交流におけるステアリングの困難さを示してい

るが、課題設定の見直しを行ったことは効果的であった。共同研究において派遣 481 名、

受入 511 名と、年平均約 100 名が交流したことになり、これに、数字には表れない大学

院生の参加を加えると、極めて活発に実施されたと言える。研究者の交流、若手研究者

の育成等は、よく努力しており、本事業に対する相手国拠点大学・対応機関との協力の

下で適切に実施されていた。 

 

セミナーは、各年度、0、1、1、1、1、0、1、3、1、7 件開催された。内容的には、取

り掛かり易い、或いはまとめ易い基礎分野が前半に、大型実験装置によるデータとその

評価等が後半に集まっていることは理解できる。また、一部を除き、10 名程度の研究者

が相手国開催のセミナーに参加している。 

 

一方、上述のような、情報が行き渡りにくい、つまり各研究班の代表者が知り得なか

った研究機関、大学へのネットワーク拡大は、日中双方で開催されるセミナーや学会に

おける成果報告等が有効に思えるが、最終年度を除き、セミナーの開催は各年平均 1 回

程度に留まっており、全体に低調であった。特に、理論・シミュレーション分野ではこ

の傾向が強く、10 年間で 2 回、しかも、慣性核融合分野に限定されているのは大きな疑



問が残る。理論・シミュレーション研究は、どちらかというと単独で実施する「静かな」

研究であることがその理由であろうと想像するが、リーダーの指導性に起因するのか、

それとも別に理由があったのだろうか。 

 

なお、本事業のような大きな経費支出を伴う長期的な研究開発では、波及効果も非常

に期待され、重要である。基礎的な研究が中心とはいえ、これに備えた体制はとられて

いるのかについては判断ができなかった。 

 



３．事業を通じての成果 

 

観 点 

 交流による学術的な影響、共同研究を通じて発表された研究業績、セミナーの成果、

若手研究者の交流に関する成果、交流を通じての相手国からの貢献、交流を通じての相

手国への貢献、成果の社会への還元、予期しなかった成果、交流事業終了後の展望等の

成果 

評 価 

□ 想定以上の成果があった。 

■ 概ね成果があった。 

□ ある程度成果があった。 

□ 成果があったとは言えない。 

コメント 

 

本事業を通して得られた具体的な研究業績は、添付された発表論文リストの数に表れ

ている。過去 10 年の事業を通じて延べ 900 編の共著論文ならびに約 350 件の会議発表

があったが、これは本事業で派遣や受け入れされた研究者延べ総数約 1000 名に対して、

平均約 1.3 編に相当するものであり、妥当な数値といえよう。また、日中それぞれの発

表件数も拮抗しており、バランスが取れていることは評価出来る。中でも、本事業にお

ける 3テーマの内 2課題に深く関与するプラズマ物理分野で世界的権威のある Physical 

Review Letters 誌に、日本側第一著者の論文が 6 編、中国側が 7 編の発表がなされてい

ることは好ましい成果である。 

ただし、業績の一部として、表彰に関する報告があってもよかった。 

 

セミナーの内容から、単なる情報交換に留まらず、研究遂行のための議論や将来の共

同研究の相談が行なわれていることは評価できる。セミナー等情報発信、研究者交流の

努力はよくなされている。 

 

 P.45 以降に示された相手国からの貢献、相手国への貢献には具体的成果と今後の課題

がよく整理され、具体的に記述されているので、本事業に対する各担当者の真摯な姿勢

が読み取れる。核融合研究は、核融合炉材料や超電導技術、各種制御装置、計測技術、

解析、電磁流体シミュレーションコード開発等、極めて先進性が高いため、核融合研究

の水準や、競争の核がこれらの高度な技術により裏打ちされている。言い換えれば、技

術的、人的に高いレベルになければ核融合研究で世界を先導するような成果は得られな

い。当該研究分野は、中国と比べると全体的に日本の方が進んでいることから、本事業

開始当初は、ある意味で一方向的となることが懸念されたが、JT60U や LHD 装置実験の

ノウハウの中国側装置（HT-7、 HL2A）への反映やシミュレーション技術の指導等、日

本側からの貢献だけでなく、超音速分子ビーム入射方式の有効性の実証、レーザー加速

に関するシミュレーションにおけるエネルギー分布の単色化の提案、基礎過程の共同実

験等、日本側へのフィードバックや改善に反映できたことは本事業で達成された重要な

成果のひとつであり、いまや、ある分野では日中は均衡状態にあるといえよう。 

 

 

 



核融合発電までの道のりはまだ遠いため、直接的な社会貢献には至らないことは仕方

ないが、その手前の段階である ITER への支援という位置づけを考えると、本事業の意

味は重要である。なお、間接的な社会への反映という点では、SiC 複合材料等各種材料

開発、レーザー技術や診断・計測技術が航空・宇宙工学等他の理工学分野や医療分野へ

応用されるであろう。 

 

予期しなかった成果として、核融合・プラズマ以外への波及効果を示してほしかった。 

3-8 で述べられている「平成 20 年度以降の中国側のトカマク施設の使用」「本交流事

業以降への交流の基礎」は、予期しなかった”成果”というよりも、相手国からの貢献

であり、交流事業終了後への展望であろう。 

 

最後に、本事業における最も重要な成果として、若手研究者の育成を挙げておきたい。

10 年間の交流のおよそ 40％が 40 歳以下の若手研究者であったこと、大学院生も積極的

に参加したこと、及び中国から 16 名を総合研究大学院大学の院生として受け入れたこ

とは、今後の当該研究分野の活性化と国際協力関係の構築という点で高く評価できる。 

 

今後、経済面も含め、技術面でも中国の支援を仰ぐ局面が生じた場合、本事業の成果

が大いに効果を発揮することだろう。このような観点から、本事業の成果を今後とも注

視したい。 

 

 


