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拠点大学交流事業 
平成１８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 
大韓民国側拠点機関： ソウル国立大学 

 
２．交流分野・研究テーマ 
（和文）：エネルギー理工学・高品位先進エネルギーの開発と応用 
（英文）：Energy Science and Engineering・R&D of Highly-Qualified Energy Sources & 

their Applications to Advanced Energy System 
   交流課題に係るホームページ：http://cup.iae.kyoto-u.ac.jp/  
 
３．開始年度 
   平成 10年度（  9年度目） 
 
４．実施組織 
日本側実施組織 
拠 点 大 学 ： 京都大学エネルギー理工学研究所 
実 施 組 織 代 表 者 ： 吉川 潔（京都大学エネルギー理工学研究所・所長） 
コーディネーター ： 小西哲之（京都大学エネルギー理工学研究所・教授） 
サブコーディネーター ： 木村晃彦（京都大学エネルギー理工学研究所・教授） 
協 力 大 学 ： 京都大学･大学院工学研究科／大学院エネルギー科学研究科／

国際融合創造センター、北海道大学、東北大学、東京大学、名

古屋大学、大阪大学、京都工芸繊維大学、九州大学､核融合科

学研究所 
   
事 務 組 織 ： 京都大学宇治地区事務部 

     国際交流掛 
事務部 ―― 研究協力課 ―＜      ＞― CUP事務局 
      補助金掛  

 
相手国側実施組織（拠点大学名・協力大学名は、和英併記願います。） 

拠 点 大 学：（英文）Seoul National University 
  （和文）ソウル国立大学 

実施組織代表者：（英文）Chang Hyo Kim(Seoul National University/Professor)
コーディネータ：（英文）Il Soon Hwang(Seoul National University/Professor) 
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サブコーディネータ：（英文）Kwang Seon Shin(Seoul National University/Professor)
協 力 大 学：（英文）Dong Eui University, Dong Eui Institute of Technology,

Pohang University of Science and Technology, Busan
National University, Yonsei University, Korea
Advanced Institute of Science and Technology, Korea
Atomic Energy Research Institute, Korea Basic Science
Institute 

 （和文）東義大学、東義工科大学、浦項工科大学、釜山国立大学、

延世大学、韓国科学技術院(KAIST)、韓国原子力研究所
(KAERI)、韓国基礎科学研究所(KBSI) 
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５．拠点大学交流としての全期間を通じた研究交流目標 
現在、地球上でもっともエネルギーの伸び率の高いアジアにあって、ともにエネルギー

多消費型の産業構造でありながら、化石燃料資源に恵まれないという共通点を持つ日韓両

国が協力し合い、人と情報を交換しながら、中長期的視野からアジアと世界のエネルギー

問題を考え、解決に向けての有効な指針を示す事を目的として本研究交流は行われている。  

 本交流計画では先進的なエネルギー理工学に関する幅広いスペクトルでの情報交換及び

討論を行い、両拠点大学を核とする具体的な研究協力を進めている。現在までに、共通の

トピックとして、高品位エネルギー源の開発と先進エネルギーシステムヘの応用、核分裂・

核融合エネルギーの発生と利用、先進エネルギー材料の基盤および開発研究、バイオエン

ジニアリングシステムの構築、水素や燃料、電池などの先進的なエネルギー媒体、エネル

ギー変換技術などの、環境適合型の先進的エネルギーシステムに関する研究テーマを中心

として、情報および人的な交流から共同研究へと交流が進展してきた。 

本交流計画では大きく以下の 4つのタスクにおいて研究協力を進めている。 

タスク 1：量子放射光やプラズマ源といった高品位エネルギー源の先進化。サブタスク

1-1 では、「相対論的電子ビームの高輝度化とその高度応用」の共同研究を開始して，高エ

ネルギーかつ高輝度な電子ビームの発生と利用の研究を行った。現在は THz 放射，準単色

X線，X線自由電子レーザーの発生と利用研究を進めている。サブタスク 1-2 では、「プラ

ズマにおける原子分子素過程とそのデータベース」として原子物理学的アプローチによる

原子分子過程の実験・理論による研究と、プラズマ分光計測や X 線レーザーなどの実験・

理論による研究を共同で推進し、データベース化を進めており、特にプラズマ中での原子

分子過程、X線レーザーなどの物理現象に関する研究、高密度プラズマでの輻射過程の解明

を目標としている。サブタスク 1-3 は、「核融合およびプラズマ科学」としてプラズマ物

理の基礎、トカマクプラズマ物理、核融合工学の協力を目標としている。 

 タスク２： 日韓両国における先進原子力材料とそれに関連する分野の研究の動向を調査

し、両国に共通する研究課題を抽出することにより、お互いの連携協力体制を構築し、両

国間に跨る研究活動を通じて先進原子力材料に関わる協力を以下の分野で行っている。(1)

原子力発電プラントの長寿命化に伴う材料課題と安全制御システム課題の抽出、(2)次世代

原子炉システムの実現のための技術革命に関する研究、(3)核融合炉材料の開発研究、(4)

エネルギー貯蔵関連材料の研究。具体的な方法としては、(a)相互の研究者派遣による両国

の当該研究分野研究の現状と将来計画を調査する。(b)両国の原子炉材料の特性・性能を比

較する。(c)両国の材料試験炉（JMTR：日本、HANARO：韓国）を相互に利用して、材料照

射実験を行う。(d)両国の大学院博士後期課程学生を相互に派遣し、当該研究活動を実施す

る。以上を行い、日韓両国における大学院学生を含む当該研究者の相互連携協力研究活動

を展開することにより、当該研究分野の東アジアにおける国際協力体制を整備し、次期計

画となる日中韓 3 カ国による連携協力のスタート基盤を形成し、将来の東アジアにおける

原子力エネルギーの高効率安全利用に貢献することを目標としている。 

タスク３：「クリーンエネルギー生産のための新バイオシステムの構築」を目標とし、「ク
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リーンエネルギー生産システムに関する開発研究（CR-3-1）」及び「エネルギー利用に伴う

大気環境影響（PE-3-1 及び CR-3-2）」をおこなってきた。CR-3-1 においては、エネルギー

循環型環境の構築を目指し、環境中に存在する炭素源をエネルギー物質化し、これを循環

するシステムを構築することを目標にし、生化学、分子生物学、細胞生化学、生物物理学、

生物有機化学の専門家でコンパクトな共同研究体制を作り、密度の高い合目性の高い研究

体制構築を目指した。最終的には、酒酵母 Saccharomyces cerevisiaeを用いたバイオマス－エ

タノール変換法完成のために、他の種のペントース資化酵素遺伝子形質転換法を確立し、

生成する酵素構造・活性の改良・強化を行う。 

タスク４：先進核エネルギーを用いたエネルギーシステムの早期実現を目的とし、先進

燃料サイクル、革新的原子力技術開発と材料・工学実証、水素製造および先進エネルギー

変換・貯蔵に関する研究、先進的原子炉概念の４つのサブタスクに分けて日韓共同研究を

行なっている。本交流事業は先進エネルギーに関する両国の緊密な協力を元に研究人材、

施設を効率的に活用するものであり、今後日韓両国の研究協力基盤の確立及び若手研究者

の育成も重要な目的である。 

 

６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 

当初は上記目標に対して、「高品位エネルギー源の開発と先進エネルギーシステムへの応

用」、「先進エネルギーシステム材料」および「クリーンエネルギー生産システムに関する

開発研究」の３タスクを設定し、現在さらに４番目のタスク「次世代原子力エネルギーシ

ステムの開発研究」を含めて研究を進めている。 

個々の共同研究の形態をみると、「エネルギー理工学」研究の多様性を反映しながら、

加速器／原子力関係では既設の施設の相互利用、あるいはバイオ工学関連の多様な形態

となっている。限られた予算の中で、両国の共通した研究テーマの探索のための会合と、

既存の設備を利用した共同研究を重点的に推進している。本拠点事業に関連した研究発表

は、平成 1７年度までの８年間で、原著論文およそ 640 件、国内発表・国際会議発表は 1000

件を超える。平成 15 年 7 月には、ソウル国立大学で「中間評価シンポジウム」を開催し、

５年間の成果のまとめを行うと共に、後半５年間の基本方針についても討議を行った。 

 ８年目に当たる平成 1７年度には、14 の共同研究課題のもとに、日本側 366 名、韓国

側 323 名の研究者の参加を得ており、参加者数は発足当初（日本側 114 名、韓国側 104

名）の３倍に達している。年間を通じての交流数は，222 人／938 人日であった。また、

「革新的原子力システム・核融合炉システムと先進材料に関する合同セミナー」が韓国

釜山市で 8月 1日から 3日に、6つのサブタスクが共同し、「日韓エネルギー研究交流」

を副題としてかかげ、日本原子力学会・韓国原子力学会の関連部会との共催により，開

催された。本合同セミナーは，分野間での理解を進める合同セッションと，各分野別の

現状の発表と，今後の交流・共同研究について討議を行う個別セッションから構成され

た。また，本拠点交流事業による参加者に，拠点事業経費負担のない参加者や現場サポ

ートを含めると 200 名を越す大規模なセミナーとなり、核燃料・原子力材料・核融合炉
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工学研究の先端を相互に紹介し、今後の交流の基盤形成に貢献した。 

 このように本事業はまとめの時期に入りつつあり，セミナーも積極的に開催され，

交流形態も多様化してきたといえる。これまでの交流により目標は質量ともに順調に達

成されており、さらに拠点交流事業終盤の 2年間については、将来にわたる共同研究の基

礎を築くために新たな分野に関する研究者交流を進めると共に、共同研究については、交

流の成果を更にあげられるよう、方向性を精査し、計画の見直しを進めている。また、第

三国を含む共同研究も検討されている。 

それぞれのタスクの研究交流活動による目標達成状況は以下の通りである。 

タスク 1：平成 10 年度に「相対論的電子ビームの高輝度化とその高度応用」「プラズマに

おける原子分子素過程とそのデータベース」の共同研究を開始し，平成 12 年度には「核融

合およびプラズマ科学」をサブグループ 1 から独立させる形で開始した。サブグループ１

は平成 15 年度に「相対論的電子ビームによる高輝度放射の発生と先進的利用」を開始し、

（遠）赤外自由電子レーザー，高輝度シンクロトロン放射，コヒーレント放射，ミリ波放

射の発生と利用であったが，平成 16 年度から新たに THz 放射，準単色 X 線，X 線自由電子

レーザーの発生と利用の研究もサブグループに加えて，共同研究を進めている。サブグル

ープ２は平成 14年度から共同研究「高密度プラズマでの輻射過程」の共同研究を開始した。

原子分子衝突過程，プラズマ偏向分光，非線形光学と X線とイオンの相互作用，X線レーザ

ーと関連する原子素過程，磁場閉じ込めプラズマ分光等の研究を進めて，多数の成果をあ

げると共に，サテライト線データベースを作成して公開してきた。サブグループ 3は平成 1

７年度に新たに共同研究「プラズマ科学・工学」を立ち上げて，プラズマ物理の基礎から、

核融合プラズマ物理、核融合工学、装置技術、加熱装置、計測装置、超強度レーザーとプ

ラズマの相互作用，静電核融合，球形トカマク，プラズマ加工等のサブグループを形成し

て共同研究を進めている。研究者交流，共同研究を通じて，多くの成果があがっており，

平成 19 年度の終了をにらんで，各サブグループのまとめに入ろうとしている。 

 タスク 2：相互の研究者派遣により、両国の当該研究分野における現状と将来計画が明ら

かになった。エネルギー政策の基本として原子力を利用する姿勢は我が国とほぼ同一の考

え方に基づくものであり、原子力材料および原子力安全システムに関わる研究として日韓

両国に共通する課題があることを認識できた。韓国における次世代原子力システムおよび

核融合炉材料の研究は当初日本ほど活発ではなかったが、本事業の展開により、当該研究

分野に携わる研究者の数が急速に増大しつつある。特に日韓両国が保有する原子炉を用い

て原子力材料の照射影響評価実験を実施する事ができたことの意義は大きい。照射準備か

ら照射後試験計画にいたる一連の業務の進め方が明らかになった。特に、日本における照

射後試験はそのほとんどが終了し、学術論文として発表済みである。照射後試験は、韓国

内の大学院生が我が国の放射線管理施設を利用して実施したものであり、その実験成果に

より、韓国内にて少なくとも 2名が学位を授与されている。韓国の HANAROを用いた照射

も行われ、材料の照射後試験の実施を待って当初の計画は 9割以上実施されている。 

タスク３：生物科学の多岐にわたる分野の専門家が参加したため、双方の専門分野と研
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究環境の理解に時間を割き、相互理解を深めた上で、環境中に多量に存在する炭素源を生

物学的方法によってエネルギー物質化してこれを循環するシステムを構築することを目標

にして日韓共同研究を行ってきた。最終的には、組換え酒酵母を用いたバイオマスからの

新規高効率エタノール変換法確立に双方の英知を終結した。本研究では特に５炭糖の利用

に着目した。酒酵母は５炭糖資化酵素系を持っていないので、他生物の酵素遺伝子を用い

て酒酵母に形質転換する方法をとった。特にタンパク質工学法を駆使して補酵素特異性を

人為的に変化し、さらには構造安定性を獲得する等、全く新規のシステムの開発に成功し、

国際的に評価の高い学術雑誌に発表し、特許取得を行った。現在、日韓共同でこのシステ

ムを用いた実用化研究を行っている。CR-3-2 では、黄砂等を含む東アジア圏特有の大気エ

アロゾルの気候影響に関する日韓両国間での共同研究体制構築を目指したが、平成１５年

度には完成したと認識し、本プロジェクトを終了した。 

タスク４：H17 年度にもそれぞれのサブタスクにおける活発な研究交流が行なわれた。日

本原子力学会・韓国原子力学会が 8月 1日～3日までの日程で韓国の釜山東義大学で夏の学

校を共催しており、百人を超える多くの両国の若手研究者に参加し、活発な研究議論とと

もに緊密な交流が行われ若手の交流にも大きく貢献した。本タスクからも積極的に参加し

活発な研究成果の発表及び研究情報交換などの交流が行われた。ほかにも様々な共同実験、

研究議論が日韓両国で活発に行なわれた。特に CR-4-1 では先進燃料サイクルに関する双方

の最新研究成果が議論されており、多大な研究成果をあげた。CR-4-2 では材料照射実験デ

ータに基づき、次世代炉システムにおける材料要件を満たす構造材料開発指針とその開発

に不可欠な日韓両国の原子炉照射技術に関する検討が行われ、両国の研究資源を効率的に

活用する為の基盤が構築された。CR-4-3 では ITER/TBMのためのデュアル冷却 LiPb/SiCブ

ランケットモジュール概念に集中し研究協力が行なわれ、先進ブラケットモジュールの開

発及び実用化のための知見を得た。CR-4-4 では核変換処理を含む、より安全で経済性に優

れた炉型を中心とする先進的原子炉概念に関する共同研究が行なわれた。これらの活動に

より、先進的原子炉概念に関する共同研究が進展し、京都大学を中心として進められてい

る加速器駆動未臨界炉 ADSR プロジェクト及びソウル国立大学を中心として進められてい

る液体金属冷却高速炉 PEACERプロジェクトの推進にも大きく貢献している。 

 

７．平成１８年度の研究交流目標 

タスク 1：最終年度である次年度に備えて，各サブグループの活動のまとめに重点を置く。

サブグループ 1においてはサブタスクとしてのまとめのセミナーを平成 19 年度に計画して

おり，そのための準備を予定している。本研究により，量子放射光のような高輝度放射の

生成と高品位化が可能になり，プラズマや材料の物性精密診断，医療，生医学，光反応，

新素材・触媒，同位体分離，（遠）赤外分光などの社会的要請が大きい分野における新産業

につながる新しい分野開拓に大きな貢献が期待される。サブグループ２においては、平成

18 年度は，これまでの活動の中で成果が順調に得られたものと応用が期待できるもの，特

に、原子・分子と電子の相互作用、X線レーザー、分子の発光・吸収過程、原子過程のプラ
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ズマ遮蔽効果と非熱過程効果、プラズマ分光診断、原子分子データベースに関して共同研

究を行う。サブグループ３においては、共同研究テーマとして、1)コアプラズマ物理、2)

加熱・電流駆動システム、3)計測システム、4）慣性静電閉じ込め、5）超強度レーザーと

プラズマの相互作用、等を設定し、プラズマ及び核融合に関する日本と韓国のこれまでの

研究成果を整理し、今後の展望を行う。 

タスク 2：平成 18 年度は本事業の最終年度の前年度にあたることから、最終年度に向け

て残された実施計画の遂行とこれまでの研究成果をまとめるためのセミナーを開催する。 

 ５つのサブタスクごとに残された課題の遂行に努め、セミナーや研究会の開催により、

成果をまとめ、次期計画に向けた研究課題、体制、実施方法、研究の規模について検討す

る。 

タスク 3：平成 18 年度は、平成 17 年度に日韓共同で実用化を目指した研究目標として設

定した「酒酵母利用によるバイオマスのエタノール化システムの構築」に関する共同研究

をさらに強化し、研究を発展したい。特に、双方の英知を集約し、５炭糖を資源化するこ

との出来ない酒酵母がキシロースやアラビノース等を高効率でエタノール化することがで

きるように、分子生物学的ならびにタンパク質工学的知識と技術を駆使して改良する。こ

の中で日本側は主に基礎研究を、韓国側は醗酵系などの実用化段階を担当するので、共同

研究の進展を加速するために、相互訪問によって実験現場での討論を多くしたい。本年度

は特に、キシロース系については実用化に近づき、アラビノース系に関しては基礎研究を

発展させる予定である。また、イソメラーゼ等の酵素系遺伝子についても検討し、より強

力なバイオマス－エタノール変換系構築へ向かって前進したいと考える。 

 タスク 4：CR-4-1 では５年間にわたる両国間での研究協力に関する基本的な目標、重点

的な研究テーマを達成するため、両国で開催する会合に相互に参加して、それぞれの研究

の進捗状況を確認、技術的な情報を共有し、双方の研究の進捗状況を確認するとともに、

技術的な情報を共有し、先進燃料サイクルに関する研究を効率良く推進することができる。

CR-4-2 では日韓両国の研究炉を用いて行った材料照射実験データに基づき、次世代炉シス

テムにおける材料要件を満たす構造材料開発指針とその開発に不可欠な日韓両国の原子炉

照射技術に関する検討を引き続き行う。CR-4-3 では先進的核エネルギー変換については、

液体金属核融合ブランケットとトリチウム関連技術を中心とした情報交換と共同研究を行

う。CR-4-4 では加速器駆動未臨界炉及び核変換処理用原子炉を含む先進的原子炉概念全般

とする共同研究を行なう。 

 以上の活動を通じて、本拠点交流計画は、その全体を取りまとめる段階に入り、さらに

次段階への展開を探る活動に移行する。具体的には、情報交流、人的交流による個別の共

同研究チャンネルの形成段階を終了し、今後の展開の見込まれる分野について、テーマを

絞ってより具体的な共同研究活動へと移行する。また、第３国、特に中国への協力の展開

の可能性を検討し、これらの共同研究活動に含めて拠点交流の実施をはかる。これら全体

を通じて、東アジア地域における先進エネルギー理工学研究のネットワーク構築をはかり、

今後の同地域を核とした持続可能な発展のための総合的な知的基盤の形成を目指す。 
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８．平成１８年度の交流事業の概要 
 
８－１ 共同研究 

1-1 エネルギー源の社会的受容性を高める新しい高品位エネルギー源の実現は，21 世紀
において極めて重要であり，先端科学技術を発展させるツールとしての役割も大きく，そ

の早期実現が強く望まれている。本研究は，平成 9年度～平成 14年度に行われた「相対論
的電子ビームの高輝度化とその高度応用」の成果を受けて平成 15年度に開始したものであ
り，自由電子レーザーを中心に量子放射光の高性能化実現のため，日韓両国の研究者，並

びに研究装置により，その特性解析と改良等の基礎研究を理論・実験両面から行う。最終

年度である次年度に備えて，各サブグループ①(遠)赤外自由電子レーザー，②高輝度シンク
ロトロン放射，③コヒーレント放射，④ミリ波放射の発生と利用，⑤THz放射，⑥準単色 X
線，⑦X線自由電子レーザーの発生と利用，の活動のまとめに重点を置く。本研究により，
量子放射光のような高輝度放射の生成と高品位化が可能になり，医療をはじめとする社会

的要請が大きい分野における新産業につながる新しい分野開拓に大きな貢献が期待される。 
1-2 プラズマ中の基礎過程とその様々な分野への応用をめざした共同研究を行う。プラズ

マにおける輻射過程や衝突過程などの基礎過程はプラズマ中の現象の理解と診断を行うう

えで重要である。特に、原子・分子と電子の相互作用、X線レーザー、分子の発光・吸収過

程、原子過程のプラズマ遮蔽効果と非熱過程効果、プラズマ分光診断、原子分子データベ

ースに関して研究を行う。 

1-3 プラズマ・核融合研究分野では、サブタスク CR-1-3「核融合およびプラズマ科学」
において平成 14 年から 16 年までの 3 ヵ年で、プラズマ物理の基礎から、トカマクプラズ
マ物理、核融合工学、装置技術、加熱装置、計測装置までを含む幅広いテーマで交流を進

めて成果をあげてきた。本共同研究は、新たに「プラズマ科学・工学」(Plasma Science and 
Technology)を計画し、これまでの共同研究で得られた成果を基に、プラズマ・核融合理工
学分野において、京都大学を中心とする日本の研究者と韓国の研究者の共同研究を組織し、

プラズマ物理の基礎から、核融合プラズマ物理、核融合工学、装置技術、加熱装置、計測

装置、超強度レーザーとプラズマの相互作用等を含む幅広いテーマで共同研究を行うこと

を目的とする。韓国のプラズマ・核融合研究の進展、日本の大学における新しい研究テー

マの発掘、共同研究による物理と工学分野の先端的な成果を求めてゆく。共同研究テーマ

として、1)コアプラズマ物理、2)加熱・電流駆動システム、3)計測システム、4）慣性静電
閉じ込め、5）超強度レーザーとプラズマの相互作用、等を設定し、プラズマ及び核融合に
関する日本と韓国のこれまでの研究成果を整理し、今後の展望を行う。 
2-1 大型応用機器開発のための超電導材料開発・特性評価に関して、既に立ち上がってい

る日韓共同研究の推進援助を行う。また、これまでの相互訪問で共同研究体制が確立され

つつあるテーマについても、より具体的な実施体制が確立されるように支援する。さらに

は、これまで相互訪問していない研究者についても積極的に派遣、招聘し、新たな共同研

究・協力研究の育成に努める。韓国、日本の両国でセミナーを開催する予定である。 

2-2 平成 18年度は、日韓両国において原子力プラントの運転・保守・解体等の先端技術
に関する現地見学会を開催するとともに、運転・保守関連技術に関するワークショップを

両国の研究者の参加で開催する。まず、2006年 7月 13-16日に韓国側メンバーを招き、福
井県敦賀市にある原子力プラント「ふげん」を訪問し原子炉解体技術に関する技術開発を

紹介する。また、京都において運転・保全技術の関するワークショップを開催する。一方、
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2006年 11月 1４日にかけて、日本側メンバーが韓国を訪問し、大田市にある韓国原子力研
究所および韓国電力中央研究所の先端保全技術を見学する。また、同時に韓国において同

関連技術のワークショップを開催する。これらの現地技術見学会およびワークショップに

より、それぞれの今後の研究展開を日韓の共同研究へと発展させるディスカッションの場

とする。 
2-3 電子顕微鏡によるエネルギー材料の微細構造についての共同研究を促進する為に以

下の 1回のセミナーと 6回の研究者交流を計画する。①2006 年 11 月、仙台市、東北大、に

おいて、先進エネルギーシステム材料のナノ構造シンポジウムを次世代エネルギー材料に

関するシンポジウムとして開催する。日韓相互の研究の進展と共同研究の可能性を検討す

る。②5月、光州市、KAISTにおいて、韓国顕微鏡学会に参加し材料研究の現状を調査する。
③8月、ソウル市、SNUにおいて日本側が SNUを訪問し共同研究の打合せをし、エネルギ
ー材料分野を発展させる。④2 月、大田市、KBSI において、日本側が KBSI を訪問し共同
研究に関する調査をし、ナノ解析の共同研究を促進させる。⑤9月、札幌市、北大で行われ

る、国際顕微鏡学会に参加し、共同研究の検討をする。⑥10 月、福岡市、九大において、

九州大学と分析超高圧電顕に関する共同研究を行い、ナノ解析の新方法について検討する。

⑦12 月、名古屋市、名大に於いて、名古屋大学と Csコレクターに関する共同研究を行う。 
2-4 これまでの交流の成果を踏まえ、環境誘起劣化事象のプロアクティブマネージメント

のために下記の具体的研究課題について共同研究を進める。①高温水環境下における応力

加速酸化挙動の解明と動的環境下における酸化皮膜特性の評価。高温水環境下における応

力加速酸化現象や静的並びに動的負荷環境下における酸化特性および酸化物生成を新たに

開発された in-situ ラマン分光法等により詳細に評価し、合わせて試験後の皮膜の元素分析
を通して応力腐食割れ亀裂の発生並びに進展の観点から皮膜の役割を解明する。その結果

を踏まえ、亀裂発生傾向を皮膜特性より推定する可能性について検討し表面健全性の視点

から応力腐食割れ感受性を再評価する。将来的には現位置におけるモニタリング手法への

展開を考える。②応力腐食割れ亀裂進展速度に及ぼす影響因子の定量評価そのデータ変動

に及ぼす効果。応力腐食割れ事象は高経年化プラントにおける損傷の最たるもので、その

進展速度の定量的評価はプラントの寿命あるいは定期検査間隔を決める最重要事項の一つ

である。これまで得られてきた応力腐食割れ進展速度には大きなデータのばらつきが認め

られており評価線図の作成においてはデータの品質評価によるスクリーニングが行われて

きているがそのデータ変動の原因については詳細な検討がなされていない。本共同研究に

おいてはその根本に迫る研究を推進し再現性の高い試験法の提案を行う。 

2-5 次世代エネルギーシステムである核融合炉の実現のための核融合炉用材料の開発

は日韓両国の共通の研究課題であり、本課題は核融合炉用構造材料として開発が進められ

ている低放射化鉄鋼材料および SiC/SiC 複合材料の研究開発に重点を置いた研究協力を行
うものである。H18 年度は最終年度であり、研究成果の取りまとめおよびすでに実用化に向
けた実用環境下での寿命評価に関するデータベースを確立することを目的とする。 

3-1 平成 17 年度に大きく進展した酵母利用によるバイオマスのエタノール化に関する共

同研究をさらに発展したい。日韓双方の協力体制をより強化し、５炭糖を資化能のない酒

酵母に Pichia stipitis 等の遺伝子を用いて形質転換し、実行力のある発酵系を完成する予定
である。共同研究の進展を加速するために、相互訪問・小セミナーを行う予定である。 

4-1 将来的な先進的原子力システムに関して、燃料サイクル技術に重点を置いた研究協力

を行うため、両国で開催する会合に相互に参加して、それぞれの研究の進捗状況を確認、
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技術的な情報を共有する。即ち、平成 18 年 11 月に韓国（慶州）において開催予定の会合

に日本から複数名の研究者を派遣して先進的な燃料サイクル概念等に関する情報交換を行

うとともに、平成 19 年 2 月に日本（仙台）において開催予定の会合に韓国から複数名の研

究者の参加を得て研究の進捗状況等に関する意見交換を行う。 

4-2 本研究課題は平成１７年度が最終年度であったが、照射実施時期が当初の計画から約

１年遅れたため、平成１８年度に延期して実施することにした。本年度は、日韓両国の研

究炉を用いて行った材料照射実験データに基づき、次世代炉システムにおける材料要件を

満たす構造材料開発指針とその開発に不可欠な日韓両国の原子炉照射技術に関する検討を

引き続き行う。特に、照射温度制御や照射量計測を行うための材料照射キャプセルの設計

及び作製上の技術課題の策定を行う。この結果に基づき、日韓両国の協力による革新的な

原子炉材料開発のための照射実験の在り方についての検討を行う。 
 韓国の研究炉（HANARO）にて照射した材料の照射後試験を実施する。HANAROはプー
ル型の原子炉であり、照射中の詳細な温度計測などに適した研究炉として注目される。サ

ーベイランス用の材料を用いた試験研究により、HANAROの温度制御照射技術のレベルを
確認する。 
 韓国原子力研究所の照射後試験を実施する。HANARO照射試料の一部について、照射後
実験を行い、現地の照射後試験の実態を調査し、材料試験の確度及び効率性に関する情報

を得る。 
4-3 １７年度の成果に基づき、先進的核エネルギー変換については、液体金属核融合ブ

ランケットとトリチウム関連技術を中心とした情報交換と共同研究を行う。液体金属につ

いては、京大と SNU の重金属ループについてより強固な共同研究体制を構築する。ITER
テストブランケットモジュールの研究課題について共同で検討し、LiPb-SiC dual coolant 
concept に関する設計概念を交換し、技術課題を共同、および分担して検討し、互いのモジ
ュール開発に利用する。する。また、水素関連技術として、液体金属熱交換、関連材料、

トリチウム分離、回収、貯蔵、などの研究を行う。 

電気化学的エネルギー変換について、電気二重層電池、リチウム電池に関しての人員交

換、共同研究を行う。 

4-4 加速器駆動未臨界炉、トリチウム燃料利用原子炉、液体金属冷却高速炉、その他の次

世代を担う先進的原子炉の設計･開発に関する炉物理、熱水力研究を中心とし、核データ、

炉材料、原子炉計測、燃料サイクル、廃棄物処理等々に跨る基盤技術の確立を目指して行

う研究、及び、先進的原子炉概念に関する研究を進める上で必要不可欠な炉物理教育を中

心とした次世代研究者の養成を目指す原子炉施設等を利用した教育に関する実践的研究を

行う。 

 

８－２ セミナー 

2-1「高温超電導材料の電力応用」及「高温超電導材料の機械的性質と電磁特性」セミナー 

熊本大学と韓国電気研究所で開催する。前者では、高温超電導磁気エネルギー貯蔵装置、

高温超電導モータ、高温超電導限流器等その周辺技術に関し、日韓両国の開発現状および

克服すべき問題点を議論する。後者では、超電導線材の機械特性ならびに電磁特性を厳密

に評価するための議論を行い、大型機器応用へ適用するための設計指針の確立および材料

開発に反映させるための意見交換を行う。（11 月、熊本大学、熊本）（11 月、KERI、韓国） 
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2-3「先進エネルギーシステム材料のナノ構造」シンポジウム 

核融合炉、軽水炉、未来材料システムを含むエネルギーシステムの構造・機能材料の進展

のため、先端顕微鏡学に関するセミナーを開催し、日韓両国の先進的構造解析分野での進

歩を促進する。博士後期課程学生も参加させ、若手の育成を図る。両方のサブタスクリー

ダー（大貫と Lee）のほか、開催地代表の進藤（東北大多元研）はシンポジウムを共催する。
相互の研究の進展と共同研究の可能性の検討に有効であると考える。（11 月、東北大、仙台） 

2-4「環境誘起高経年化事象の機構解明」セミナー 
タスク 2-4が中心になり、実行委員会を結成し、関連研究者、若手研究者、学生を交えて、
緊急の課題として再認識されている環境誘起高経年現象のメカニズム解明の最前線に関す

るセミナーを他アジアの国からの研究者を交えて日本で開催する。（10月、岩手大、岩手）） 
2-5 「核融合ブランケットの材料システムと炉工学技術」ワークショップ 
先進核燃料サイクル・核融合炉などの先進エネルギーシステムの研究開発においては，エ

ネルギー効率の改善，経済性の向上のために，高温・高負荷で使用できる材料開発が共通

課題としてあり，材料研究者との間での研究動向・将来の見通し，課題について的確な情

報を共有することは不可欠である。本ワークショップでは，システム開発の分野と材料開

発の分野との情報交換と開発課題を討議する。（10月、釜山、韓国） 
4-2 「原子力材料の健全性評価」セミナー 
本研究は、平成１８年度が最終年度になることから、セミナーを開催して日韓両国の当該

研究にかかわる相互理解と認識を深め、これまでに得られた研究成果を総括する事により、

日韓両国の研究炉を用いて行った材料照射実験データの詳細が示され、次世代炉システム

における材料要件を満たす構造材料開発指針が得られる。また、日韓両国の協力による革

新的な原子炉材料開発のための照射実験の進め方に関して議論することにより、近い将来

における日韓協力事業「原子炉有効利用による材料科学の展開」の前身基盤が構築される。 
4-3 「先進エネルギー変換技術」セミナー 

液体金属増殖による先進核融合ブランケット、高温ブランケット概念、水素同位体技術

についての情報交換を行う。特に溶融重金属の取り扱い、材料、熱伝達、トリチウム分離

回収、などの分野について現在の双方の研究を調整するとともに、今後の展開を検討する。 

 液体重金属については双方に異なる視点での実験設備があり、また ITER/TBM について
も異なる概念のブランケット研究が行われており、共通技術を交換することで効果的な研

究を進めることができる。また、特に重要な共通問題であるトリチウムについては、わが

国は主にガス状トリチウムの取り扱いについて、韓国は重水炉に関して水の形でのトリチ

ウムについて経験が深く、情報交換と共同研究により双方の研究の進展が期待される。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

5-1 運営委員会 

 本プログラムが始まった平成 10年度より、第４四半期の初旬に、ソウル国立大学におい
て日韓拠点大学交流運営委員会を開催しているが、本年は京都でも開催することが提案さ

れており、検討中である。運営委員会会議においては 2006 年度交流実施報告および 2007
年度交流実施計画が日韓双方のタスクリーダーから報告され、2006 年度交流実施報告に対
する詳細なアクション、2007年度交流実施計画に関する交流実数の調整などがされる。 
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９．平成１８年度交流人数・人日数総表 
９－１ 相手国との交流計画 

（単位：人／人日） 

    派遣先 

派遣元 
日本（JSPS） 韓国（KOSEF） 合計 

日本（JSPS）  106/415 106/415 

韓国（KOSEF） 123/523  123/523 

合計 123/523 106/415 229/938 

 

 

 

９－２ 国内での交流計画 

共同研究交流（JSPS 経費を伴う） ０／ ０（人／人日） 

セミナー（JSPS 経費を伴う） ２３／７４（人／人日） 

 
 


