
 

拠点大学交流事業 

平成１９年度 実施計画書 

 

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 Source 

 & 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（１０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 ： 香山 晃（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／生存基盤科学研究ユニット、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研究協力課 
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相手国側実施組織 
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) 
サブコーディネーター：（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,  
 Pukyong National University, 
 Korea Advanced Institute of Science and Technology,  
 Korea Atomic Energy Research Institute,  
 Korea Basic Science Institute 
 National Fusion Research Center 

 （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、釜慶国立大学、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)、 

国立核融合研究センター(NFRC) 
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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： 21 世紀においては、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・実用化が、科学技術の更なる発展、炭酸ガス放出の削減には不可欠である。本タ

スクでは、基盤エネルギーシステム構築を目的とした社会的受容性の高い新しいエネルギ

ー源の開発と発展を主要目標とする。具体的には，高エネルギーかつ高輝度な電子ビーム

の発生・自由電子レーザーの発生と利用研究，原子物理学的アプローチによる原子分子過

程の実験・理論による研究とデータベース化，プラズマ物理・核融合工学の研究の分野に

おいて研究者交流と共同研究を実施する。 
タスク２： 本タスクでは、先ず、日韓両国におけるエネルギー材料研究の現状と将来計

画について認識、理解し、次に、両国に共通の課題を抽出した後、その課題解決に向けた

共同研究を実施し、両国間に当該研究分野における密接な協力体制基盤を形成する事を目

標とする。具体的には、東アジアにおける原子力エネルギーの高効率安全利用のための材

料研究やナノスケールでの材料組織評価および性能発現のメカニズムの探索研究において、

日韓両国が互いの施設や装置機器を利用することで、効率的かつ効果的な研究を実施する

ため、大学院生や若手研究者を相互に派遣し、派遣交流と共同研究を実施する。 
タスク３： 化石燃料の枯渇ならびに地球温暖化に関する炭酸ガス濃度上昇問題の解決策

として、本プロジェクトでは、高効率の生化学的物質変換法を利用することを課題として

位置づけ、環境にも優しいクリーンなエネルギー生産システムを構築することを目的とす

る。この課題に関して、日韓の研究者が鋭意努力して共同研究を行うことによって、新し

い方法の開発を行うこととしたが、研究の推移の中で、酵母による木質バイオマスのエタ

ノール化に関して新しい方法を発見したので、共同研究の後半はこの課題に特化してこの

実用化に関する共同研究を遂行することとした。 
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、
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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 

タスク１： 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を目指し、各

サブタスクにおいて、これまでの共同研究を発展的に継続した。 
サブタスク 1-1： 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進めるた

めに高輝度電子ビーム、（遠）赤外自由電子レーザー、THz 放射、超短パルス電子ビーム、
SASE FELの発生と利用に関して共同研究を行い、京都大学においては赤外自由電子レー
ザー装置の完成を見た。 
サブタスク 1-2： 将来のエネルギー需要の高いアジアにおける核融合研究、高密度プラ

ズマ物理・実験室宇宙物理といった基礎科学の新分野・半導体プロセスプラズマなどの基

礎である原子分子衝突素過程という研究課題は、広範囲な原子分子種・エネルギー領域を

対象とする。隣国同士の日本・韓国の交流を進め、各分野での人と情報交換をしながら、

長期的な協力関係を築くための基礎が固められた。若い世代の研究者の参加が促進された。 
サブタスク 1-3： 平成 14年から 16年までの 3ヵ年実施されたサブタスク「核融合およ

びプラズマ科学」において、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。これまでの共同研究で得られた成果を基に、本共同研究は「プラズマ科学・工学」

(Plasma Science and Technology)に焦点をおいて共同研究を進めた。 
タスク２： 従来の研究成果を見直し、完成度の向上のため、サブタスクごとにセミナー

やシンポジウムを開催した。また、学生や若手研究者のための実験手法の解説講義なども

実施した。日韓両国におけるエネルギー材料研究の現状と将来計画の概要を理解すること

ができ、次のステップに向けた活動へと展開している。 
サブタスク 2-1： 日韓双方の超電導大型機器の開発現状およびその周辺技術について議

論し、問題点を共有することができた。また、超電導材料の機械特性や超電導コイルのク

エンチ監視法などについて、共同研究を開始することができた。さらには、高温超電導送

電ケーブル開発および高温超電導磁気エネルギー貯蔵装置開発に関して、共同研究の可能

性を見出すことができた。 
サブタスク 2-2： 平成 18 年度は、当初の計画通り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最新の研究状況を見学するため、敦賀のふげん発

電所、大田市の韓国原子力研究所、韓国電力公社を訪問するとともに、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した。 
サブタスク 2-3： 先進エネルギーシステム材料研究への電子顕微鏡の応用のタスクでは、

個別の研究者交流のほかに、年に一度は合同セミナーか日韓の大学院生を対象としたチュ

ートリアルを実施してきた。16年度の成果は Korean Society of Electron Microscopy, vol. 
60, special issue 1, 2006（韓国電子顕微鏡学会出版)として出版されており、18年度の成果
はMaterials Transaction (日本金属学会出版)の特集号としてこの 10月に出版予定である。 
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サブタスク 2-4： 高経年化プラント事象のうち、応力腐食割れ、流動加速腐食について
のメカニズム研究を推進し、実験室データを拡充とこれまでの実機経験事象の抽出を実施

し、割れについては酸化劣化が本質であるとの共通認識が得られた。今後の課題として、

適切な加速試験法の確立とそれを担保する先進モニタリング法の開発があげられる。 
サブタスク 2-5： 核融合炉用材料の開発は日韓両国の共通の重要課題であり、構造材料

として開発が進められている SiC/SiC 複合材料及び低放射化鉄鋼材料の研究開発に重点を
置いた研究協力を行った。実用環境下での寿命評価に関するデータベース整備を行うとと

もに、韓国でセミナーを開催し研究成果の取りまとめ及び最終年度に向けた課題の抽出を

行った。 
タスク３： サブタスク 3-1 平成 11−12年は、日韓共同研究で環境中に多量に存在する物
質を物質変換する生物学的システムの探索を行い、13−15 年は、第１期の結果を基礎に生
物学的システムの応用の可能性を詳細に検討した。これらの共同研究の結果、平成 16年度
頃、全く研究成果のない、酵母による木質バイオマスのエタノール化に関して共同研究に

よる成果が見え始め、現在では遺伝子組み換え酵母を用いるシステムを開発してこの目的

を達成しつつある。 
タスク 4： 先進原子力・核融合工学を取り扱うタスク 4では日韓双方におけるこの研究分
野での活動の活性化と幅広い日韓協力活動の進展を受けて着実に当初の目標を上回る活動

と成果が得られている。また、研究面以外にも、学生交流、特に韓国の学生の日本の大学

への受け入れに関しては着実に質・数ともに向上傾向が認められていることも特筆される。

成果の公表も共著論文や会議録の出版などを通して行われており、日韓夏の学校の開催で

の教科書の出版も大きな成果といえる。 
サブタスク 4-1： 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、毎年２回

程度開催した会合に相互に参加して、日韓両国における先進燃料サイクルに関する研究の

進捗状況を確認し、技術的な情報を交換した。また、特に平成 16年度には韓国の大学院生
を受け入れて研究交流を行った。 
サブタスク 4-2： 先進原子力発電プラントに不可欠な革新的原子力材料の開発のため、

日韓両国が所有する研究炉を用いて、材料照射研究を実施した。特に、JMTR 照射材の照
射後試験においては韓国の大学院生が長期派遣による共同研究を実施した。一方、

HANARO照射材に関しては、日本への試料輸送を含めて、照射後試験の準備が整っている。 
サブタスク 4-3： 液体金属核融合ブランケットとトリチウム関連技術についての交流を

計画し、その目標はきわめて満足に達成された。韓国側では液体リチウム、日本側ではリ

チウム鉛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ソウル国立大学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： 目標としている研究交流活動は概ね達成されていると考えられる。特

に、京都大学を中心に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にして進められている液体金属冷却高速炉 PEACER プロジェクトと
の研究協力関係が大きく進展していると考えられる。 
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７．平成１９年度の研究交流目標 

タスク 1： 本年度は本事業の最終年度にあたるため、各サブタスクとも総括セミナーを実

施し、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に関する共同研究成

果の纏めと、今後の展開について議論を深める。従来からの共同研究については、成果の

取り纏めを念頭に必要に応じて行う。 
サブタスク 1-1： 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に関してこ

れまで取り組んできた共同研究の取り纏めを行い、成果の社会還元を図るとともに、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今後の研究協力体制の検討を行

う。 
サブタスク 1-2： 平成 10 年度に開始された「プラズマ中の原子分子過程」を「高密度

プラズマでの輻射過程(H13-17)」「プラズマ中の基礎過程とその応用(H18-)」と引継ぎ、平
成 19年度は研究交流 10年目の節目とし交流活動の取りまとめを行う。 
サブタスク 1-3： 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。 
タスク２： 本拠点事業をまとめるにあたり、最終成果の報告のためのセミナーを実施す

る。タスクの成果をまとめるため、サブタスク間の交流セミナーを８月下旬にソウルにお

いて実施する。また、若手研究者や学生のための原子力材料講義を実施し、日韓両国の次

世代を担う研究者の養成に貢献し、次のステップへの展開を図る。 
サブタスク 2-1： 超電導大型機器開発に関して確立された具体的交流を深化させるとと

もに、新しい共同研究の芽を具現化する。また、上記活動によって日韓双方における超電

導機器の効率的開発を促進するとともに、新しい研究のフェーズを構築する。さらに、こ

れまでの交流を総括し、さらなる具体的交流の必要性を明らかにする。 
サブタスク 2-2： 今年度は、これまでの研究交流での活動を纏めるために、福井県敦賀

市で 7月に開催される国際会議 ISSNPで CUP特別セッションを組織して発表することで
本タスクグループの成果を紹介するとともに、11 月に韓国でワークショップを開催して今
後の共同研究の展開について検討する。 
サブタスク 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

進するために後述のセミナーと 6 回の研究者交流を計画する。特にセミナーは 9 年間の交
流の成果を纏める事を主眼とし、平行して開催されるサマースクールへの寄与も考慮する。

同様に研究者交流は上記セミナー等の打ち合わせと、将来の共同研究へ向けた内容とした

い。 
サブタスク 2-4： 本年度は最終年度であることから、纏めのセミナーを日韓で行う為、

共同研究としてはデータの交流を主たるものとし、共同研究における研究者の物理的な交

流を行う予定はないが、これまでの交流の成果を踏まえ、応力腐食割れならびに流動加速

腐食について高精度な実験室データ取得のための方法論を検討する。応力腐食割れき裂進

展速度に及ぼす影響因子の定量評価のための加速試験法を提案する。流動加速腐食挙動の
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定量評価のため、複数の環境条件に対し、おのおのに最適な計測手法の開発を推進する。 
サブタスク 2-5： 核融合炉材料として開発が進められている SiC/SiC複合材料及び低放

射化鉄鋼材料に関して、実用環境下での寿命評価を中心としたデータベースを充実させる

とともに、これまでに行われてきた材料開発及び材料特性の評価結果をまとめ、韓国で開

催するセミナーにおいて、最終的な取り纏めを行う。 
タスク３： サブタスク 3-1 「酵母利用による木質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完成したい。特に、これまでにエタノール化の成功例のないキ

シロースおよびアラビノースをエタノールに高効率で変換する酵母の作出に関する共同研

究を遂行する。このために、韓国側の訪韓をセミナーとして位置づけ、本課題の進捗状況

報告と議論、さらには日韓双方の持つ生化学に関する知識交換を行い、生物学的エネルギ

ー生産の更なる発展を目指す。 
タスク４： 纏めの年として、各サブタスクでは以下のような目標で活動が予定されてい

る。 
1: 先進核燃料サイクル開発：核燃料プロセッシングに重点を置いた活動の集約。 
2: 先進原子力材料・工学実証：これまでの照射研究の成果のまとめと今後の方針の提示。 
3: 先進エネルギー変換：3つの主要なエネルギー変換概念に関する研究の集約。 
4: 先進炉概念検討：日・韓・アジアでの多様な会議を通し、成果を集約する。 

これらと並行して、学生交流、日韓夏の学校の開催等、教育面での成果の集約も行う。 
サブタスク 4-1： 前年度までに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）等の研究者も積極的に参加したので、これにより、両国における関連
研究全般の進捗状況を確認することができ、先進燃料サイクルに関する研究を効率良く推

進することが可能となった。本年度も会合を開催して成果を取りまとめる。 
サブタスク 4-2： 日韓両国の研究炉を用いて実施した原子炉照射実験結果をまとめるた

めの最終セミナーおよび原子炉材料講義を開催する。あわせて、韓国の原子炉で照射した

試験片に対して照射後試験を実施し、本サブタスクにおいて計画した照射後実験を完了す

るとともに、次のステップに向けた研究展開について検討する。 
サブタスク 4-3： 最終年度として、これまでの同タスクにおける様々な活動成果を纏め

るとともに次年度以降の計画を立案するのが大きな目標である。両国液体金属ブランケッ

ト研究は相互に設計概念、研究開発の実施場所が固まり、本交流によって確立された相互

協力体制で今後は様々な共同研究が計画される。トリチウム技術についても協力体制を整

える。 
サブタスク 4-4： 目標としている研究交流活動は概ね達成されていると考えられる。特

に、京都大学を中心に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にして進められている液体金属冷却高速炉 PEACER プロジェクトと
の研究協力関係が大きく進展していると考えられる。 



 

 8 

８．平成１９年度の研究交流の概要 

８－１ 共同研究 

タスク１: 本年度は本事業の最終年度にあたるため、各サブタスクとも従来からの共同研
究については、成果の取り纏めを念頭に必要に応じて行う。 
サブタスク 1-1： 「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」に関す

る研究成果の取り纏めを行う。 
サブタスク 1-2： 韓国から研究者が来日しての共同研究の受け入れを予定している。具

体的には、分子と電子の相互作用とプラズマ応用、超短 X 線パルスの測定のための物理過
程の研究、分子内の電子によるＸ発光・吸収過程のシミュレーション、及びスペクトル線

計測と応用技術のための新しい方法論の研究等の分野での交流を予定している。 
サブタスク 1-3： 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取りまとめる。 
タスク２： 最終年度は、これまでの研究成果を見直し、共同研究の成果のまとめを行う。

また、得られた成果に基づき、次期計画への展開を図る。 
サブタスク 2-1： 以下の２点に絞って交流を実施する。まず、既に開始されている共同

研究（超電導材料の機械特性の機構解明、超電導コイルのクエンチ監視システムの開発）

について、実験など、具体的テーマを持った交流を実施する。また、平成 19年度に実現し
つつある共同研究（超電導送電ケーブルおよびその関連技術、高温超電導磁気エネルギー

貯蔵システム）についても、具体的研究テーマを絞って交流を実施する。 
サブタスク 2-2： 日本および韓国で原子力発電保全技術関連のオーガナイズドセッショ

ンとワークショップを企画開催することにより、運転・保全技術の高度基盤化への本タス

クグループの基礎研究の成果を紹介し、両国産業界技術者との効果的な情報交流を行う。

さらに、韓国で開催するワークショップでは、今後の研究展開を国際的な共同研究の場に

拡大するためのディスカッションを行う。 
サブタスク 2-3：  韓国顕微鏡学会例会（5 月）に参加し材料研究の討論を行うととも

に、8 月のシンポジウムの打ち合わせを行う。また，北大（照射損傷のその場観察）、東北
大（ホログラフィーの応用）、NIMS（無収差顕微鏡）、阪大（高エネルギー欠陥）、九大（ト
モグラフィー）において，共同研究を実施する。 
サブタスク 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、本サブタスクで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。平成 19年度は最終年度であり、寿命評価を中心とし
たデータベースの充実を行うとともに、これまでの研究成果の取りまとめを行う。 

 



 

 9

タスク３： サブタスク 3-1 当初に立てた目的達成のために、日韓共同で酵母による５炭
糖（キシロースおよびアラビノース）の高効率エタノール化技術を、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開発する。この中で日本側は主に酵母の遺伝子

組み換え研究を行い、韓国側は、エンジニアリング研究を遂行する。本年度は特にアラビ

ノースに関する研究を進展させる予定である。 
タスク４： 先進核燃料サイクルの開発に関しては乾式燃料処理に関する総合的な評価や

将来へ向けた技術開発を推進する。先進原子力システムを目指した材料・炉工学の総合評

価はこれまでの照射研究の成果のとりまとめを軸として行い、データベースの構築を進め

る。先進エネルギー変換においては液体金属システムでの超高温エネルギー変換システム

の検討や水素エネルギー・核エネルギーのための工学基礎としてトリチウム工学を推進す

る。先進炉概念の設計活動としては京大・原子炉実験所やソウル国立大学での設計活動な

どを通して、未臨界計測や実験炉での研究開発の成果を反映させる。 
サブタスク 4-1： 本年度は、前年度までの成果を踏まえて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（目標）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、技術的な情報を整理・共

有する。また、これらの結果を踏まえて、日韓両国における先進燃料サイクルの研究開発

状況に関する報告書を取りまとめる。 
サブタスク 4-2： 当初の計画に従い、HANARO照射材の照射後実験を完遂する。その

ため、一部韓国内にて照射後実験が適当ではない照射材については日本に輸送し、日本国

内の施設において照射後実験を実施する。照射後実験の実施のため、韓国内の若手研究者

が１ヶ月間日本に滞在し、照射後実験を行う。また、日本側からも参加し、共同実験を実

施する。 
サブタスク 4-3： 共同研究としては、京大リチウム鉛を中心とした液体金属施設とソウ

ル国立大学の鉛ビスマス施設との相互交流を進め、運転技術、液体金属の純度品質管理技

術を交換する。一方、ブランケット設計、技術についての韓国核融合研究センターと国内

各ブランケット研究グループ、特に液体リチウム技術およびブランケット設計の協力を実

施する。またトリチウム取り扱い、特に貯蔵技術としてのジルコニウムコバルト金属間化

合物についても人員、技術情報の交流を進める。 
サブタスク 4-4： 京都大学臨界実験装置を用いた実験による炉物理教育の充実を目指し、

京都大学およびソウル国立大学の双方の協力によるソウル国立大学学部学生を対象にした

実験教育プログラムを開始する。一方、昨年度まで行われてきた加速器駆動未臨界炉 ADSR
プロジェクトと液体金属冷却高速炉 PEACER プロジェクトに関する研究協力関係を引き
続き維持および発展させていく。 
 
８－２ セミナー 

本年度は本事業の最終年度にあたるため、共同研究の成果の纏めと今後の展開について
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議論を深めるためにセミナーを積極的に実施する。各サブタスクリーダーを集めた総括セ

ミナーを 8 月末に開催し、各タスクのセミナーに関しても可能な範囲でこの総括セミナー
の前後での開催を計画する。 

「日韓エネルギー科学・技術セミナー」 (総括セミナー、韓国、ソウル国立大学) 

10 年間の研究者交流・共同研究における成果と課題を総括的に議論し、到達点を共有す
ると共に、今後の交流活動について討論する。 
「原子力材料サマースクール」 （韓国、ソウル国立大学） 

サブタスク2-4と4-2の合同で原子力材料に関するセミナー・講義をソウルにて開催する。
本セミナー・講義では、若手研究者に本事業で得られた成果を示し、得られた成果に基づ

き、新しい知見を伝承するとともに、次世代を中心とする新展開への足がかりとなる研究

課題を提案する。 
「先進エネルギーシステム材料のナノ構造シンポジウム」 （韓国、ソウル国立大学） 

8月末に開催される合同セミナーの一環としてサブタスク 2-3のセミナーを開催する。こ
れにより 9 年間の交流の成果をまとめ、将来の共同研究の方向を議論する。また、平行し

て開催されるサマースクールにも講師を派遣し、教科書の作成にも寄与する。 
「核融合ブランケットの材料システムと炉工学技術に関する日韓セミナー」  

（韓国、ソウル国立大学） 

SiC/SiC複合材料や低放射化鉄鋼材料の研究開発に関して、これまでの研究成果を取り纏
めるとともに、核融合ブランケットシステムに関して、その工学および材料システムの最

近の進展と新たな課題について検討し、これらを効率的に進める国際協力の模索を行なう。 
「先進エネルギー変換技術」セミナー （韓国、ソウル国立大学） 
サブタスク 4-3の成果を総括するセミナーの実施を計画している。液体金属、水素（トリ

チウム）技術、先進原子力エネルギー変換、水素および電気化学的エネルギー変換につい

て双方より成果を報告し、レビューして報告書をまとめる。 
「プラズマ科学・工学セミナー」 （韓国、ソウル国立大学） 
プラズマ・核融合理工学分野において、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等を

含む幅広いテーマで本共同研究を総括するセミナーを行う。 
「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」セミナー 

（韓国、ソウル国立大学） 
9月中旬に韓国において開催し、本事業において達成された高輝度電子ビームや超短パル

ス電子ビームの生成や、これを用いた（遠）赤外自由電子レーザー、THz放射、 SASE FEL
発生とその利用について議論し、今後の研究協力体制や新しい展開について討論を行う。 
「プラズマ中の基礎過程とその応用」セミナー （韓国、国立核融合研究センター） 

核融合、プラズマプロセス、環境、医療、などで必須の原子分子基礎過程とその応用に

ついて情報収集・データ評価について日韓関係研究者が一同に集まり両国の各分野での現
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状と問題点を紹介し、両国の連携を進める。今回のプログラムでは、つぎの時代を担う研

究者の養成に力点を置く。 
「超電導大型応用に関する日韓ワークショップ」 （日本、つくば国際会議場） 

「超電導磁気エネルギー貯蔵に関する日韓ワークショップ」 （韓国、韓国電気研究所） 

日本ならびに韓国において、これまでの交流の総括となるセミナーを開催し、日韓学術

交流に関する総合的な議論を行う。具体的には、日韓学術交流によって促進された超電導

大型機器応用に関して講演して頂き、その有用性を明らかにする。 
「環境誘起高経年化事象の機構解明セミナー」 （日本、東北大学） 

割れならびに減肉に対する試験法共通化、計測法標準化に加え、得られたデータの解釈

についての討論を実施する。高経年化事象は長い潜伏期間の後に顕在化する事象が多くで

あり、これら討論に基づき、高精度割れ挙動評価と進展速度予測性向上をねらう。 
「セラミックス複合材料を用いた核融合炉システムに関する日韓セミナー」(日本、京都大
学) 
セラミックス複合材料構造による磁場閉じ込めや慣性閉じ込めシステムの炉設計および、

ガス冷却や液体金属冷却などの多様な増殖ブランケットについて、その工学および材料シ

ステムの最近の進展と、新たな課題について検討し、これらを効率的に進めるために、日

韓のこれまでに得られた成果をもとに、今後の共同研究のあり方を検討する。 
「クリーンエネルギー生産システムに関する開発研究」セミナー （日本、京都大学） 
サブタスク 3-1 におけるこれまでの研究の総決算と進行中の共同研究の結果交換ならび

にそれに必要な知識の交換のために、京都でセミナーを開催する。セミナーにおいては双

方の研究者全員および班員以外の参加者が講演を行い、これに対する質疑応答を行う。 
「先進燃料サイクル」ワークショップ (日本、京都大学) 
将来的な先進的原子力システムは、日韓両国の共通の研究課題である。セミナーでは、

このような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情

報交換を行うことを目的とする。 
 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

本プログラムが始まった平成 10年度より、毎年度第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。本年度は、最終年度であることから、

上記の 8 月末に開催するまとめのセミナーにおいて、10 年間の交流の成果について報告・

討議した後、各タスクよりの報告を平成 20年 1月までにまとめ、この報告を素に、最終報

告のまとめと評価を討議する最終の運営委員会を平成 20年 2月に開催する計画である。 
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９．平成１９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）  113 / 443 113 / 443 

韓国（KOSEF） 100 / 437  100 / 437 

中国 
（日本側参加者） 

 1 / 3 1 / 3 

合計 100 / 437 114 / 446 214 / 883 

 
 
９－２ 国内での交流計画 

8 ／ 32（人／人日） 

 




