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拠点大学交流事業 
平成１８年度 実施報告書 

 
 
１．拠点機関 
日 本 側 拠 点 大 学： 京都大学エネルギー理工学研究所 

韓 国 側 拠 点 大 学： 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  
 
 交流分野・研究テーマに係るホームページ：http://cup.iae.kyoto-u.ac.jp/  
 
 
３．開始年度 
    1998 年度（平成 10 年度） 

 
 
４．交流実施期間（業務委託期間） 
  平成 １８年 ４月 １日 ～ 平成 １９年 ３月 ３１日 
 
 
５．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） 
     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 

様式７ 
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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) 
 コーディネーター：（英文）Il Soon Hwang(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) 

 
 
６．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
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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

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。 
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７．平成１８年度の研究交流実績の概要 

７－１ 共同研究 

サブタスク 1-1では、引続き，各々のサブグループ（（遠）赤外自由電子レーザー，高輝度
電子ビーム，THz放射，超短パルス電子ビーム，SASE FELの発生）において共同研究を行

った。研究の進展に応じて多少の修正を行った。サブタスク 1-2 では、日本から 4 名が忠
南大学・KAERI・漢陽大学・POSTECHへの派遣が実施された。韓国からの７名を京大・
核融合研・上智大・兵庫大・名古屋大・他での受入が実施された。サブタスク 1-3では、高
性能定常のトカマクプラズマや国際熱核融合炉（ITER）の燃焼プラズマにおいて問題とな
る閉じ込め・輸送および電磁流体力学（MHD）過程を高精度で再現するシミュレーション
モデルおよび理論モデルの検討、高電圧パルス工学、電子サイクロトロン共鳴加熱（ECH）
システムを共同で実施した。サブタスク 2-1においては、ソウル国立大学、延世大学、韓国
産業技術大学、韓国電気研究所（KERI）にて、超電導応用に関する意見交換と共同研究を
実施した。サブタスク 2-2では、平成 18年 7月 13-16日に韓国側メンバーを招き、運転・
保全技術に関するワークショップを開催し、原子力プラント「ふげん」を見学した。また、

12月 7-10日に KAISTを訪問しワークショップに参加し、KEPRI、KAERIを見学した。
サブタスク 2-3では平成 18年 8月に釜山の東義大学を訪問し共同研究の調査をした。エネ
ルギー材料分野の発展に効果があった。平成 19 年 3 月に浦項の POSTEC、大田の KBSI
を訪問し共同研究の調査を実施した。ナノ解析分野での最近の状況を把握するのに効果が

あった。また、東義大学を訪問し共同研究の打ち合わせを行った。研究受入は、筑波の物

質材料研究機構に 2 件、東北大に 2 件を行った。サブタスク 2-4 において、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が望ま

れている。しかし、実験等においては割れ進展速度の大きなばらつきが認められており、

その解決を目指し劣化メカニズム研究の推進により高精度の割れ評価法の提案を目指した。

サブタスク 2-5において、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る。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った。サブタスク 3-1
では、組み換え酵母による木質バイオマスのエタノール変換に関する研究を中心に共同 
研究を遂行した。訪日・訪韓時には日本側の組み換え酵母作出の結果を、日本側で作出し

た酵母を用いた韓国側の発酵の結果を討論し、ミニシンポで関連した研究の結果を発表し

検討した。サブタスク 4-1は、将来的な先進原子力システムに関する情報を共有するため、
平成 18 年 11 月に韓国（慶州）、平成 19 年 3 月に日本（仙台）で開催した会合に相互に参

加して、日韓両国における研究の進捗状況を確認し、技術的な情報を交換した。サブタス

ク 4-2では、日韓両国が所有する研究用原子炉（HANARO：韓国、JMTR：日本）を用い
て実施してきた次世代原子力システム用先進鉄鋼材料の照射下挙動研究成果をまとめる目

的で、当該研究セミナーを開催し、照射影響評価から見た材料開発指針をまとめた。サブ

タスク 4-3においては、韓国側ではソウル国立大学の BiPb自然循環ループ Helios、日本側
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では京大に強制循環 LiPbループがあり、相互に人員を交換して運転に参加し、互いのルー
プの技術的特長、運転ノウハウを実際に実験に参加することで情報を得るとともに、LiPb
と BiPbの類似性と相違、自然循環と強制冷却の相違などについて意見交換を行った。サブ
タスク 4-4では、加速器駆動未臨界炉心や軽水炉などにおける未臨界度測定手法の高度化を
検討した。計算機シミュレーションによる解析手法に加えて京都大学臨界実験装置を用い

た実験による解析も検討した。 

７－２ セミナー 

セミナー2-1（日本）では超電導磁気エネルギー貯蔵装置と超電導送電ケーブルを対象とし、
その開発の現状を議論した。また、上記応用に関連した材料開発、特性評価技術（臨界電

流、交流損失、機械特性）に関して講演ならびに意見交換を行った。セミナー2-1（韓国）
では、韓国の超電導送電ケーブルの開発現状、中部大学における直流送電ケーブルの開発

現状と関連技術についてのセミナーを行った。また、日本の金属系超電導ケーブルの開発

の歴史についても講演し、同技術を現在のケーブル開発に際して参考にすべきであること

が紹介された。セミナー2-3（日本）は、東北大学(仙台、11 月)で、先進エネルギーシステ
ム材料のナノ構造シンポジウム：次世代エネルギー材料に関するシンポジウムを開催した。

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った。セミナー2-4（日本）は、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行った。セミナー2-5（韓国）の先進
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，2月，韓
国の釜山において，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に関し

て議論した。セミナー4-１（日本）は、日韓両国における先進的原子力システムに関する研
究開発の進捗状況として、溶融塩や液体金属を用いる電解精製技術および高温化学プロセ

スに関する研究開発の状況とともに、原子力政策や放射性廃棄物の処理処分に関する政策

の動向について情報交換を行った。セミナー4-2（日本）は、先進原子炉システム用の革新
的な原子力材料の開発研究の一環として実施した材料照射影響評価のための照射実験の成

果を纏めるため、これまでの研究成果を検討した。また、本事業の最終的な纏めに向けた

活動の詳細を検討した。セミナー4-3（韓国）は、1 月 1-2 日、韓国慶州において、先進エ
ネルギー変換技術、特に核融合炉ブランケットに関連したエネルギー変換、材料、液体金

属ならびにトリチウムプロセス工学、安全技術についての情報交換を行う形で実施した。 

７－３ 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 

 2 月 22 日から 23 日、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た。

運営委員会会議においては 2006 年度交流実績報告および 2007 年度交流実施計画の報告、

2007 年度交流実施計画に関する方針や、交流実数の調整などが討議された。また、2007 年

度が最終年度に当ることから成果の取りまとめの方針を検討すると共に、中国より研究者

を 1名招き、今後の 3国間交流の可能性について討議された。 
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８．平成１８年度の研究交流の成果 

８－１ 研究協力体制の構築状況 

サブタスク 1-1 は、平成 15 年度に開始した。平成 14～15 年度にサブグループを形成して，

各々において研究交流を行っている。本年度は，赤外 FEL，THz 放射，高輝度電子ビーム，

超短パルス電子ビーム，SASE-FEL に重点を置いた。次年度に，サブグループの成果を取り

まとめて，高輝度放射としての位置付けと，将来展望を探索する予定である。サブタスク

1-2 においては，これまでの研究交流により緊密に連携され共同研究・協力体制が整い共著

論文が多く生み出された。韓国側の原子分子データベース構築の若手研究者らとの交流に

より日本の原子分子衝突断面積データベースとの協力関係をより緊密に行った。来年度は

最終年度のまとめのためセミナーを韓国側で行うことを合意し，日本・韓国・中国の 3 カ

国での協力体制を構築の準備とする。サブタスク 1-3 では、トカマクの閉じ込め性能を左

右する閉じ込め輸送モデルやセパラトリックス構造や様々な散逸効果を含む周辺プラズマ

の運動論的シミュレーションモデル、高電圧パルスプラズマ工学、また、ECH システムを討

議する体制を構築した。サブタスク 2-1 においては、超電導磁気エネルギー貯蔵システム、

超電導送電ケーブル、および超電導材料の機械特性に関して、共同研究・連携研究の可能

性を見出した。また、高温超電導コイルのクエンチ監視システムの研究に関して共同研究

を実施することができた。サブタスク 2-2 では、日韓拠点大学の参加者による研究協力体

制を確認するとともに、JAEA(ふげん発電所)、KAERI、KEPRI を訪問し、訪問先の研究者ら

と交流し、主に運転時のヒューマンファクタと非破壊検査技術について今後の研究協力の

可能性を探った。サブタスク 2-3 においては、CUP の枠組の中で順調な運営がされた。共同

研究の組み合わせはほぼ完成し（SNU-東北大、KBSI-北大、SNU-九大など）新たな組み合わ

せも開拓しつつある（POSTEC-北大、SNU-NIMS）。サブタスク 2-4 では、ソウル大学の Hwang

教授を中心に、韓国科学技術院の Kim 教授のグループ、韓国電力中央研究所グループなど

同国の原子力材料分野をリードする研究者、日本側は、東北大庄子教授、京大木村教授を

始めとした環境助長割れ、照射損傷、非破壊検査のエキスパートが両国間で緊密に協力す

る運営組織が作られた。サブタスク 2-5 では、平成 18 年度の研究交流は核融合炉用材料の

研究開発を先導している日韓両国の大学や研究所が大勢参加した。日本側では京都（京都

大学）、北海道（北海道大学）で共同研究が実施され、韓国側ではプサン（東義大学）、ソ

ウル（ソウル大学）、大田（ＮＦＲＣ、ＫＡＥＲＩ）で共同研究を行った。本研究活動によ

り、両国の研究情報交換、研究設備利用だけではなく、今後の研究協力の維持・発展に欠

かせない研究者間でのより緊密な関係も構築できた。サブタスク 3-1 においては、昨年度

構築した木質バイオマスの五炭糖のエタノール化プロジェクトを日韓共同研究として順調

に遂行し、特にキシロースに関しては組み替え酵母によるエタノール化に成功した。ミニ

シンポジウムを開催し、お互いの関連する研究内容に関して紹介し研鑽した。サブタスク

4-1 が日韓両国で開催した会合には、それぞれの国の研究機関（KAERI、JAEA）等の研究

者も参加し、両国における関連研究全般の進捗状況を確認した。結果として、先進燃料サ
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イクルに関する研究を効率良く推進することが可能となった。サブタスク 4-2 は照射後実

験は両国の放射線管理区域において実施する必要があるため、平成 16 年度以来、その実施

体制作りに努力してきた。その結果、HANARO照射材に関しては、韓国内での試験片仕分

け作業および日本への試験片輸送プロセスを定めた。さらに、今後の将来における照射実

験に関する協力体制維持を確認した。サブタスク 4-3 において、韓国側では液体 Li，日本

側では LiPbによるブランケット概念がそれぞれ ITER/TBMとして研究が進み、相互の技術

交流が行われるとともに SNU と京大の実験施設の協力体制が確立した。また ITER でトリチ

ウム貯蔵を担当する韓国とその基礎技術の開発者である日本との協力も進んだ。サブタス

ク 4-4 では、京都大学原子炉実験所で計画されている加速器駆動未臨界炉などにおける未

臨界度の測定手法の研究協力や、韓国学生の KUCA での原子力教育における韓国側教員の

協力や日本側教員の実験指導の協力体制が確立されている。 

８－２ 学術面の成果 

サブタスク 1-1 に関して、京都大学においては，赤外自由電子レーザー装置が完成して，

自発放出光の発生に成功した。大阪大学においては，加速器の大改造を行い，長波長自由

電子レーザーの実験を再開した。KAERI においては，THz 自由電子レーザーの発生と利用

の研究が進み，電子線照射，レーザーコンプトン散乱の研究が開始された。サブタスク 1-2

では，プラズマ中の基礎課程とその様々な分野への応用をめざした共同研究を行った。プ

ラズマ中の現象の理解と診断を行ううえで重要な輻射過程や衝突過程などの原子・分子基

礎過程について共同研究を進めた。高密度プラズマでの原子衝突過程におけるダイナミッ

ク遮蔽効果の理論的研究を行った。サブタスク 1-3 は、トカマクの閉じ込め性能を左右す

る乱流輸送における帯状流やストリーマなどの巨視構造の果たす役割、微視的な乱流が巨

視的なMHDモードのダイナミックスに与える影響など、異なった時空間スケールの揺らぎ

間の非線形相互作用を記述する理論モデルを開拓するとともに、KSTARトカマクにおける

ECH システムの開発を行った。サブタスク 2-1 では、イットリウム系次世代線材の永久電

流モード実現に関して韓国側から新しい提案を頂いた。また、超電導送電ケーブルに適用

するためのペルチェ電流リードについて日本側から提案し、その有用性・実現可能性を議

論した。サブタスク 2-2 においては、ワークショップにより、運転における人的要因の新

しい評価法の枠組み、異常事象発生時での原因特定技術、保守の新しい情報技術の適用と

技術継承の高度化、UT/ECT 等による新しい非破壊検査技術等の分野において成果をあげた。

サブタスク 2-3 では、各訪問により個別の共同研究が進展したほかに、韓国顕微鏡学会の

学会誌に特集号としてその成果を掲載することが出来た。サブタスク 2-4 においては、韓

国側からは材質劣化評価ループの開発と評価試験、日本側からは高精度き裂進展挙動評価

と環境中材料劣化その場観察手法を中心とした課題抽出が実施され、共通して適切な加速

条件に基づく評価試験により、材料の高経年化評価が必要であることが再認識された。 

サブタスク 2-5 では、酸化物系粒子分散強化型低放射化鉄鋼材料 JLF-ODS 鋼の耐環境特性

に及ぼす微細組織の影響に関するデータベースの確立と先進 SiC/SiC 複合材料である
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NITE-SiC/SiC 複合材料の製造技術の高度化を図った。今までの共同研究成果を踏まえ、先

進 SiC/SiC 複合材料を用いた核融合炉用テストブラッケットの作製のための基盤を構築し

た。サブタスク 3-1 の本年度の大きな成果は、酵母によるキシロースのエタノール化に関

して完成度を高めたことであり、さらには今日まで全くエタノール化に関する成功例のな

いアラビノースについて新しい酵素系を発見し、生化学国際誌として最高峰の一つ J. Biol. 

Chem.誌に３つの論文が受理された。サブタスク 4-1 の先進原子力システムの実現に当たっ

ては、現行の湿式プロセスに代わる乾式プロセスの研究開発を進める必要があり、そのた

めには溶融塩や液体金属に関する基礎的な研究とともに、適切な規模の工学試験が必要で

あることを確認した。サブタスク 4-2 では、先進鉄鋼材料の照射影響を調べた結果、従来

の鉄鋼材料とは全く異なる新しい照射影響を発見した。ナノサイズの酸化物を高密度に分

散させた先進鉄鋼材料は照射による伸びの低下を示さず、優れた耐照射性能を示した。転

位論に基づき、そのメカニズムを考案し提案した。サブタスク 4-3 の先進エネルギー変換

技術という学術の観点では、高温熱媒体としての液体金属技術、そのための先進材料およ

び高温で特に問題となるトリチウム透過拡散挙動が重要なトピックとなる。この点につい

て、日韓双方から FM 鋼、SiC/SiC、などの材料、韓国側のＰｂＢｉ，Ｌｉ，および日本側

のＬｉＰｂについての学術的な情報交換で進展があった。また、エネルギー変換技術の中

心となる核融合炉ブランケットの設計活動において、日韓双方の技術的知見、評価技術が

交換され、今後はＩＴＥＲ／ＴＢＭを具体的なターゲットとして想定した工学研究に反映

される。サブタスク 4-4 の未臨界度測定手法において、高度化された方法論の適用性を検

討することによる学術的価値は極めて高いと考えられるため、従来法についての検討を行

い、さらに高精度でかつ簡便に解析することが可能な方法論を検討した。 

８－３ 若手研究者養成 

タスク１においては、派遣に関しては交流のおよそ 25％の，受け入れに関しては交流のお

よそ 50％の，ポスドク，博士課程の大学院生等の若手研究者が研究交流に参加して，共同

研究，セミナーを通じて，非常に有益な経験をした。タスク２では５つのサブタスクごと

に最終年度に向けてこれまでの研究成果をまとめる意味で、教育を兼ねたセミナーや研究

会を実施し、博士課程の学生や若手研究者による発表の機会を多く設定した。また、修士

課程の学生にも積極的な参加を呼びかけ、当該研究の将来性を説くと共に、その社会的責

任の重さなどに関する教育を行った。タスク３においては、本事業では、日本側研究員と

して、PD 渡辺誠也、D３野々川満、D1 嶋田直子の３名を参加させ、訪韓に同道させて研鑽

の機会を与えた。特に、渡辺誠也は五炭糖エタノール化に関する研究結果の報告を行った。

韓国側からは PD１名、博士課程学生２名が訪日し、京都大学で研究発表を行った。タスク

４においては、京都大学、東北大学、岩手大学等の大学で開催された WS には当該大学の

若手研究者や院生が参加し、教育的な効果が認められた。同様の効果は韓国における WS

の開催や夏の学校の開催によっても得られており、韓国からの博士課程留学生の継続した

受け入れ、中長期の韓国若手研究者の受け入れにより若手研究者養成に貢献した。 
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８－４ 社会貢献 

タスク１において，高輝度電子ビームと高輝度放射の研究交流の進展により，X線自由電子

レーザーの国家的プロジェクトが提案され，日本で採択された。また，両国において，長

波長側での高輝度放射の利用研究が進展している。また，ホームページでのデータベース

の公開により，研究成果が広く利用されている。さらに，国際的な ITER計画に向けた協力

が進められている。タスク２においては、エネルギー材料に関わる日韓共通課題をお互い

に確認できたこと、それに基づき、共同研究を通じて日韓技術セミナーや勉強会を開催す

ることにより、当該共同研究において不可欠な協力体制が構築された。これを基盤にした

新たな研究の展開が期待される。タスク３で行っている木質バイオマスのエタノール化は、

森林の循環を促し森林活動を賦活して炭酸ガス削減に貢献し、エタノール生産を行うこと

によって石油資源枯渇に対応する、国際社会で最も重要とされる地球環境保全とエネルギ

ー源確保の両面に大きな貢献を果たすものであり、最高レベルにある国際学術雑誌に発表

することで社会からの興味を集めた。タスク４の原子力に関する社会への説明は原子力学

会の際に共催された特別日韓シンポジウムや公開講座によって多様な形態で行われており、

社会への貢献として意義深いと考える。研究交流の成果は現状及び将来の原子力を支える

環境の構築に寄与しており、エネルギー問題解決への大きな貢献である。 

８－５ 今後の課題・問題点 

日韓拠点大学交流事業全体として以下の課題･問題点が挙げられる。 

(１) 各タスク、各サブタスクによる研究交流が行われて，成果もあがっているが，次年度

が最終年度なので，サブタスク，タスク全体の成果をまとめる必要がある。また，どのサ

ブタスクも，従来中国等他の国々との個人ベースの研究交流を活発に行っているので，今

後は制度に乗った研究交流を進める必要があろう。また，2年連続の韓国側の急な予算カッ

トは，研究遂行上大きな問題であり，両国の間で連絡を密にして，調整を行うべきである。 

(２) 日韓拠点事業として、両国が対等に成果を期待して活動する必要がある。具体的には、

日本国内には優れた装置機器が存在するが、韓国にはそれに相当する装置も無く、韓国内

での研究活動に大きな期待を持っている若手研究者は少ない。韓国だから実施できるもの

を模索し、日韓で真に対等な研究が可能な活動へと展開する必要がある。 

(３) タスク３の研究は、世界で初めて酵母によって木質バイオマスを構成する成分である

五炭糖のエタノール化という課題に日韓の協同によって成功しつつあるプロジェクトであ

り、国際的な注目を集めているが、本研究遂行および結果の実証のためには大型の装置に

よる実験が必須であるが、このための資金的援助が必須である。この点をどう解決するか

が今後の最大の課題である。 

(４) 本研究交流事業は、予算規模から許容される活動に制約があり、次の段階としてのよ

り大型の交流の実施のためには予算額の増大が必要となっている。特に、韓国側の予算削

減の大きさと、年度途中での追加処置としての予算減額はこの活動を大きく圧迫している。

予算的な余裕があれば今後は若手や学生の交流のための予算措置も必要である。 
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８－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成１８年度論文総数  ２０９本 

   うち、相手国参加研究者との共著 １５本 

   うち、本事業が JSPS の出資によることが明記されているもの  ０本 

（※ 論文リストを別に添付） 
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９．平成１８年度における総交流人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

（単位：人／人日） 

    派遣先 

派遣元 

日本 
（JSPS） 

韓国 
(KOSEF) 

 合計 

実施計画 106/415  106/415日本 
（JSPS） 実績 

 
98/392  98/392 

実施計画 123/523  123/523韓国 
(KOSEF) 実績 101/484 

 

 101/484

実施計画  0/0  0/0 中国 
（日本側参加者） 実績  1/3  1/3 

実施計画 123/523 106/415  229/938合計 

実績 101/484 99/395  200/879

 

※ 派遣先・派遣元ともに、対応機関がある場合は「国名（機関名）」で記入し、第三国の

場合は「国名」を記載してください。 

※ 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。） 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

23／74（人／人日）  16／39 （人／人日） 

 




