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アジア研究教育拠点事業 
平成２０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．採用年度 

  平成２０年度（１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（地域）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（地域）名：大韓民国 

拠点機関：（英文）Seoul National University 

      （和文）ソウル国立大学 
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 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：原子工学・教授・Joo Han-Gyu 

  （Department of Nuclear Engineering・Professor・Joo Han-Gyu） 

 協力機関：（英・和文） 

・Pu-kyong 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１ 

 

（２）国（地域）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）：エネルギー物理学・教授・Wang Kan 

  （Department of 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１ 
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５．アジア研究教育拠点事業としての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、

エネルギー変換、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。 

 

 

６．平成２０年度研究交流目標 

平成２０年度は活動を開始する初年度にあたるので、実施体制の構築に努める。 

本交流活動は、これまで 10年にわたり確立に努め、大きな成果を上げた日韓二国間の協

力により形成された、日韓間の先進エネルギー研究の人的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う一方、最近同分野への期待と成長の著しい中国に対しては

このネットワークを拡大して研究交流の組織化を図る。 

 

 

７．平成２０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下さい。） 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

実施体制の構築のための会合を各研究分野について企画実施した。本事業参加者による

日中、日韓間の人的ネットワークを利用し、この 2 方向の 2 国間協力を 3 国の枠組みに拡

大して研究交流の組織化を図った。また、運営委員会およびセミナーにおいて、これらの

交流体制について全体としての統合と調整を行った。 

ワークショップ等の会合を通じて、日中韓３国で今後の交流の軸となる、相互施設利用、

人的交流、共同作業による共同研究で成果の見込める活動の分野、課題を摘出し、それぞ

れのキーパーソン、参加メンバーと組織を決定した。この結果、当初 3 テーマ分野で構成

した課題を来年度からは先進原子力システム、核融合プラズマ科学、バイオエネルギー、

先進エネルギー材料、高品位エネルギー応用の 5 テーマに編成して実施する体制とした。

すでに材料や先進原子力関連の分野では共同計画が開始されつつあるなど、短期間で効率
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的に組織化が行え、当初計画した今年度の目標は、短い実施期間にもかかわらず、効率的

に達成されたといえる。この結果として、韓国、中国両国からの貢献によりわが国のエネ

ルギー科学分野の研究の進展がより効率的に行われる見通しが得られるとともに、韓国、

中国についてはより進歩した成果を導入して当該分野の急速な進歩が期待できる。 

以下、各技術分野について述べる。 

先進原子力分野は、日中韓 3 国においていずれも研究ポテンシャルが高く、また拠点大

学がそれぞれの国内において中核的な役割を果たしているため、具体的な協力体制の構築

は順調である。ただその中でもそれぞれの国において重点分野は原子力政策の差を反映し

て相違があるため、特に共通の課題として液体金属と高温核熱、ブランケットを中心とす

る核融合炉工学が課題として摘出された。プラズマ・核融合研究も活発な分野であり、そ

れぞれに特徴あるプラズマ装置があることから、コアプラズマ物理、核融合プラズマの理

論・シミュレーション、加熱・電流駆動、計測、ダイバータ・壁相互作用に焦点をおい

て、独立のタスクとして進めることとした。中国の拠点機関及び協力機関における中国

側の研究・教育体制を理解し、協力体制の構築に重点を置いた。また、加速器電子ビー

ム分野も当初このカテゴリーで考えていたが、今年度、釜慶国立大学(釜山)が主催し、

東義大学(釜山)が共催で開催した「先進科学のための量子放射線源」日韓セミナーが 200

名の参加者を集め、また日本側でも幅広い交流基盤があることが判明したため、これも

「高品位エネルギー」という独立の分野として以後扱う体制を構築する。 

核融合エネルギー工学の研究課題においては、長崎百伸（京都大学）、李継全（京

都大学）、王正汹（京都大学）が 3 月 2日に中国・西南物理研究所（Southwestern Institute 

of Physics）、長崎百伸（京都大学）、李継全（京都大学）が逝江大学（Zhejiang University）

を訪問し、今後の Asian CORE programの意義と目的、交流の進め方について議論を行

った。両大学ともに本交流の意義と目的に深い理解と協力を示したことから協力研究者

としての参加が強く期待される。 

バイオエネルギーではタスクテーマについて韓国側、中国側と討議し、「Research and 

Development for bioenergy production systems」（バイオエネルギー生産システムの開発研究）

というテーマに決定した。韓国側とは、以前の 10年にわたる「日韓大学拠点大学交流」に

おける研究協力体制を基本的には踏襲し、適切なメンバーを新たに追加することとなった。

中国側とは、すでに日本の研究者とバイオエネルギーに関して共同研究を進めているグル

ープがあることから、その共同研究を発展させていくと共に、あらたな研究協力体制を構

築していくこととなった。 

材料分野は、特に日韓の協力体制は十分確立されており、今年度は中国側の組み入れに

注力した。中国側の研究組織は想像以上に整備されており、特にわが国との交流には関心

が高く、国内の多くの地域からの参加を得て多数の提案が得られた。分野としては従来の

共同研究とは少し異なり、電子顕微鏡の利用に焦点をあて、特に材料照射と照射後試験に

ついて、具体的な協力体制が確立されており、以後活発な展開が期待される。 
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７－２ 学術面の成果 

 先進原子力分野については、液体金属、特に重金属についての技術が開発されており情

報交換と今後の施設の相互利用の準備が進められるとともに、核融合炉ブランケットにつ

いても共通課題が見出された。またニュートロニクス計算についてもそれぞれに特徴ある

コードがあり、ベンチマークなど今後の具体的活動が計画された。 

プラズマについては日本のヘリオトロン J、中国側の HL-2Aトカマク実験の成果を交

換した。両装置では電子密度分布計測のために AM 反射計システムを用いており、変調

手法、アンテナホーン構造、真空シール方法に関する議論を行った。理論では京都大学・

西南物理研究所・逝江大学のそれぞれでプラズマ乱流の理論について検討した。HL-2A

トカマクでは、通常のGAM周波数よりも高い新しい揺動スペクトルが観測されており、

京都大学で開発されたジャイロ流体シミュレーションから求められた微視的乱流の非

線形モード結合から励起される quasi-mode であると考えられている。HL-2A トカマク

で観測されている非局所輸送、輸送障壁形成といった実験結果と関連した理論・シミュ

レーションの展開についても議論した。 

バイオ分野では韓国側、中国側、日本側のそれぞれで共通した課題としてバイオ燃料（バ

イオエタノール、バイオ水素、バイオディーゼルなど）の研究を進めており、その高効率

生産に関しては、それぞれが特徴のある取り組みを行っており、共同研究テーマを立ち上

げることとした。 

材料分野では、照射影響の研究について広範な関心の一致があり、照射サンプルについ

ての電子顕微鏡観察で共同研究が計画された。異なる研究領域（原子力工学、材料科学、

計算科学など）の連携が必要なことが指摘され、各領域の発展の程度はそれぞれ違うこと

から、この対応が当面の課題であると認識が一致した。 

 加速器については、電子ビームの生成と、それを用いた光源利用、特に自由電子レーザ

ー発信とテラヘルツ帯電磁波の発生と利用などが共通のトピックとして今後の共同研究の

テーマとして摘出された。各種の量子放射線の先進エネルギーへの応用は幅広い可能性を

持ち、バイオエネルギーや機能材料の改質など多くの課題が検討されている。 

 

７－３ 若手研究者養成 

 先進原子力分野では日韓の若手研究者、学生による自主的な研究集会が組織され、活発

な活動が展開された。双方の研究スタイルの違いや、発表や議論の機会を通じて貴重な教

育上の経験と刺激が得られた。また、相互の留学機会の検討がこれを機に始まっている。

中国からも、短期、長期の若手研究者、学生の交換の提案が行われた。プラズマ・核融合

分野は特に長期的な戦略が求められており、本プログラムを通して、助教、ポスドク研究

者、博士課程学生等の若手研究者を派遣し、共同研究を進めることを了解した。本分野は

若手研究者・学生に国際共同研究への参加機会が多く、若手の興味を刺激し、大きな効果

を与えたものと思われる。バイオエネルギー分野、加速器分野でも博士研究者から修士 1

年生まで、様々な階層の若手研究者が韓国に派遣され、交流により相互の理解を深めた。
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材料分野では、大学院学生の集会への参加は多数であり中国人若手研究者の日本への留学、

共同研究の希望が多く、申し入れられている。若手の中核になりそうな研究者の多くは米

国での教育を受けており、今後の協力はスムーズと考えられる。 

 

７－４ 社会貢献 

 先進原子力、核融合分野はすでにＧＥＮ－ＩＶやＩＴＥＲなど国際協力の枠組みの中で

日中韓のそれぞれの参加があり、本協力はその枠組みの中でのそれぞれの国の計画の遂行

において困難な部分を補完する効果があると考えられる。一方、互いの意思疎通を進める

上では異なる価値観や国情の違いが支障となる場合があり、共通の物理・工学テーマを通

じて交流を進め、それぞれの文化の理解は重要である。 

 加速器分野では、電子ビーム応用において産業界の参加を得て交流を実施しており、技

術の社会還元として効果があったものと考える。 

バイオマスの利用では、地球温暖化および化石燃料枯渇を踏まえて、今後ますますバイ

社会的に重要になっていくということを、韓国側、中国側、日本側のそれぞれの研究者と

もに認識していることを確認しあい、本プロジェクトに基づく共同研究の発展により、地

球規模での環境・エネルギー問題の解決に貢献していく方針を共有した。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

今後の研究の展開では、具体的な共同研究の実施に移行する計画である。学術的共同研

究を進め実効的な成果を上げるため、特に実験に関連した共同研究を進める上では、実験

データの正確な理解と詳細な解析が得られるようにするために、できる限り長期滞在する

ことが肝要である。共同研究を有効に進めるためのグループでの体制構築が必要となると

考えられる。大学院生などの若手を相互に交流させるための費用の確保が大きな課題であ

り、本協力事業を基盤において、積極的な外部資金への応募が望まれる。また、日中韓の

若手研究者・学生の交流をさらに進め、共同研究を通した学術成果を得るため、幾つかの

トピックスに焦点を絞ったワークショップ・セミナーの開催を行いたい。 

このほか、バイオエネルギー分野は、分散型小型エネルギー源を生活に密着した資源リ

サイクル技術と組み合わせることを特徴にしており、個々の研究者の独自の取り組みによ

ってもある程度の成果をあげることが出来る。今後は、本プロジェクトによる共同研究体

制を拡充することにより、個々の研究ではなしえない成果をあげるように努力する必要が

ある。 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

平成２０年度論文総数 ０ 本 

うち、相手国参加研究者との共著  ０ 本 

うち、本事業が JSPSの出資による事が明記されているもの ０ 本 
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８．平成２０年度研究交流実績概要 

８－１ 共同研究 

磁場閉じ込め核融合プラズマにおいての共同研究では、マルチスケール揺動物理の理解

を実験、理論、シミュレーションの重要な課題と認識して進めた。HL-2A に導入された揺

動計測システムで、非局所輸送、輸送障壁形成、quasi-modeと関連した新しい揺動スペク

トルの観測等、幾つかの興味深い現象が観測された。２次長波長揺動をジャイロ流体シミ

ュレーションの結果、quasi-modeはマルチスケール３波非線形結合によるものであり、揺

動の飽和レベルの制限に重要な役割を果たしていることを明らかにした。 

スラブ形状の抵抗性 MHD モデルにおいてダブルティアリングモードの非線形時間発展

によって発生するシアーフローについて理論的に調べ、有理面における結合リコネクショ

ン過程によってフロー層が磁気島領域に形成されることが明らかとなった。また、大きな

スケールの渦がイオン温度勾配不安定性に与える影響について、2次元静電モデルを用いて

調べ、渦の流れがイオン温度勾配モードを安定化することを明らかにした。 

 先進原子力では、核融合ブランケットにおいてＬｉＰｂ，金属冷却高速炉および加速器

駆動炉ではＢｉＬｂを使用し、また高速中性子を扱うため、液体重金属技術およびニュー

トロニクス解析が共通の課題として摘出され、相互に材料共存性試験におけるラウンドロ

ビン試験やベンチマーク計算が今後の共同研究課題として検討が開始された。 

バイオエネルギーでは韓国側、中国側と討議し、「Research and Development for bioenergy 

production systems」（バイオエネルギー生産システムの開発研究）というテーマで共同研究

体制を構築していくことに決定した。韓国側とは、以前の 10年にわたる「日韓大学拠点大

学交流」における研究協力体制を基本的には踏襲し、さらに発展させていくこととした。

中国側とは、すでに日本の研究者とバイオエネルギーに関して共同研究を進めているグル

ープがあることから、その共同研究を発展させていくと共に、あらたな研究協力体制を構

築していくこととなった。韓国側、中国側、日本側のそれぞれより、現在行っているバイ

オエネルギー関連の研究内容を確認しあい、とくに、バイオ燃料（バイオエタノール、バ

イオ水素、バイオディーゼルなど）の高効率生産に関しては、それぞれが特徴のある取り

組みを行っており、共同研究を効率よく行うことにより、さらにそれらの研究が発展する

可能性のあることをお互いに確認した。また、日本側よりソウル国立大学を訪問し、韓国

側からも若手研究者が数名参加し、お互いの研究の相違点を確認しあい、今後の研究に役

立つ情報を得ることが出来た。今後の研究協力体制のあり方について討論した。 

 

 材料分野では、特に材料照射シミュレーション研究について共通の課題があり、中国で

は同様の研究グループがたち上がりつつあり、非常にタイムリーであった。日本側を含む

参加者に中国の研究原子炉が公開されたが、これは中国側にとってはじめての企画だった

と思われ今後の共同研究のひとつの中核となると思われる。 
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８－２ セミナー 

 平成 21年 3月 11日から 14日に渡り、アジア研究教育拠点事業 第１回 運営委員会「東

アジア地域のエネルギー科学」と題して、中華人民共和国・北京・清華大学において行わ

れた。本セミナーは、日中韓の先進エネルギー科学に関する交流を今後 5年間行うに際し、

全体の協力スコープ・研究テーマの選定、担当者や体制の決定と実施計画の策定を行った

ものである。これまでの日韓協力における共同研究成果と研究タスクの成果発表を行うと

ともに、中国における研究状況、研究施設に関する情報提供を受け、3国間で特に成果の見

込まれる分野を選定して来年度以降の協力内容、特に興味あるトピックについて検討を行

った。想定した分野において摘出された研究テーマは次の５つであった。①先進的原子力

エネルギー、特に高温熱の発生と変換、②プラズマ・核融合物理の理論と工学、③廃棄物

からエタノール等の燃料物質を生成するバイオエネルギー、④高性能鉄鋼材料とセラミッ

クなどの先進エネルギー材料、⑤電子加速器とそれを利用した高機能光発振にかかる高品

位エネルギー。これらはいずれも、3カ国共通に関心があり、世界的に見ても高度で特徴の

ある研究が展開されていて設備や研究者が比較的充実しており、相互に交流することによ

る高いレベルの成果と人材育成体制の構築が期待できるテーマである。今回のセミナーで

は、研究の現状、成果、問題点を交換し、協力体制の検討を行ってネットワーク形成につ

とめた結果、各国の研究グループの協力によるタスク内容の議論が進み、来年度の交流計

画、特に若手研究者や学生を含む研究集会などの概要が合意された。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

平成 21 年 3 月 11 日から中華人民共和国・北京・清華大学において行われた、アジア研

究教育拠点事業第１回運営委員会「東アジア地域のエネルギー科学」に研究者交流より 2

名を派遣した。本アジアンコア事業の運営、他国におけるマッチングファンド申請の状況

について特徴的な状況が明らかになり、相互に状況を理解して運営体制を検討した結果、

今後はタスク分野ごとに異なる資金状況への対応を行うこととなった。また、経費負担区

分をパターン１からパターン２に変更することで合意した。 
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９．平成２０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 

（単位：人／人日） 

          派遣先 

派遣元 
日本 大韓民国 

中華人民

共和国 
合計 

日本 
実施計画  42/153 27/135 69/288 

実績 45/170 21/85 66/255 

大韓民国 
実施計画 (25/80)  (14/66) （39/146） 

実績 (25/80) (14/66) (39/146) 

中華人民 

共和国 

実施計画 (15/60) (6/26)  (21/86) 

実績 (15/60) (6/26) (21/86) 

合計 

実施計画 0 / 0 

(40/140) 

42/153 

(6/26) 

27/135 

(14/66) 

69/288 

(60/232) 

実績 0 / 0 

(40/140) 

45/170 

(6/26) 

21/85 

(14/66) 

66/255 

(60/232) 

 

※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・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 

  0／0 （人／人日） 5／14 （人／人日） 
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１０．平成２０年度研究交流実績状況 

 

１０－１ 共同研究 

 

整理番号 R-1 研究開始年

度 

平成 20年度 研究終了年度 平成 24年度 

研究課題名 （和文）核融合エネルギー工学 

（英文）Fusion Energy Technology 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）長崎百伸・エネルギー理工学研究所・教授 

（英文）Kazunobu Nagasaki・Institute of Advanced Energy・Professor 

相手国側代表

者 

氏名・所属・職 

Yong Seok Hwang・Seoul National University・Dept. of Nuclear 

Engineering・Professor 

GAO, Zhe・Tsinghua University ・Dept. of Engineering Physics・

Associate Professor 

交流人数 

（※日本側予算

によらない交流

（相手国予算に

よる）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 韓国 中国 計 

（人／人

日） 
（人／人日） （人／人日） （人／人日） 

日本 

実 施 計

画 

 21/84 5/25 26/109 

実績 16/75 3/19 19/94 

韓国 

実 施 計

画 

 (10/30)   (4/20)  (14/50) 

実績 0/0 

(10/30) 

0/0 

(4/20) 

0/0 

(14/50) 

中国 

実 施 計

画 

 (5/20)  (2/10)   (7/30) 

実績 0/0 

(5/20) 

0/0 

(2/10) 

0/0 

(7/30) 

合計 

実 施 計

画 

0/0 

(15/50) 

21/84 

(2/10) 

5/25 

(4/20) 

26/109 

(21/80) 

実績 0/0 

(15/50) 

16/75 

(2/10) 

3/19 

(4/20) 

19/94 

(21/80) 

② 国内での交流   3/12 人／人日 
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２０年度の研

究交流活動及

び成果 

 

核融合エネルギー工学の課題は、日中韓で共通の興味があり、特徴的な研

究が進んでいる、核融合プラズマ研究および液体金属ブランケットなどの

先進路工学研究について共同研究を実施した。今年度は、学術会合への参

加、ワークショップの開催、それぞれの国の大型装置や高度な研究設備の

相互訪問を通じて、今後の具体的な交流の計画を策定するとともに、若手

研究者の育成体制についても検討した。それぞれの国がエネルギー戦略に

基づいて特徴的な技術の開発を進めており、大型施設などでの相補的な技

術交流、若手人材の交換による育成が期待できることが特徴であり、若手

育成のためのイベントを検討した。 

日本      側参加者数  

４０ 名 （１４－１ 日本側参加者リストを参照） 

大韓民国    側参加者数 

１３ 名 （１４－２ 韓国側参加者リストを参照） 

中華人民共和国 側参加者数 

６ 名 （１４－３ 中国側参加者リストを参照） 
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整理番号 R-2 研究開始年度 平成 20年度 研究終了年度 平成 24年度 

研究課題名 （和文）先進原子力エネルギー 

（英文）Advanced Energy Technology 

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 University・

Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Hasuck Kim・Seoul National University ・Dept. of Material 

Science・Professor 

ZHANG Zhengjun・Tsinghua University ・Dept. of Material Science 

and Engineering・Professor 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相手

国予算による）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 韓国 中国 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日） 

日本 
実施計画  15/45 4/20 19/65 

実績 22/74 11/43 33/117 

韓国 

実施計画 0/0 

(10/30) 

 0/0 

(3/15) 

0 / 0 

(13/45) 

実績 0/0 

(10/30) 

0/0 

(3/15) 

0 / 0 

(13/45) 

中国 

実施計画 0/0 

(5/20) 

0/0 

(2/10) 

 0 / 0 

(7/30) 

実績 0/0 

(5/20) 

0/0 

(2/10) 

0 / 0 

(7/30) 

合計 

実施計画 0/0 

(15/50) 

15/45 

(2/10) 

4/20 

(3/15) 

19/65 

(20/75) 

実績 0/0 

(15/50) 

22/74 

(2/10) 

11/43 

(3/15) 

33/117 

(20/75) 

② 国内での交流   0/0 人／人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

 

先進原子力エネルギー科学の基盤となる、材料工学、ナノテクノロジー、

レーザー・加速器工学の課題が重要である。それぞれの国に広範な研究

教育基盤が存在していることが理解できた。異なる研究領域（原子力工

学、材料科学、計算科学など）の連携が必要なことを実感できた。各領

域の発展の程度はそれぞれ違うことが判明した。また、我々の、中国に

おける SiCと低放射化鋼についての関係所への訪問は双方にとって大変

に有意義であった。H20 年度は、今後の交流計画を検討できたのが最大

の成果である。 
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日本      側参加者数  

７９ 名 （１４－１ 日本側参加者リストを参照） 

大韓民国    側参加者数 

２７ 名 （１４－２ 韓国側参加者リストを参照） 

中華人民共和国 側参加者数 

１３ 名 （１４－３ 中国側参加者リストを参照） 
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整理番号 R-3 研究開始年度 平成 20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・エネルギー理工学研究所・教授 

（英文）Takashi Morii・Institute of Advanced Energy・Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Tai Hyun Park・Seoul National University・Professor 

WANG Gehua・Inst. of Nuclear and New Energy Technology, 

Management Science and Engineering, Tsinghua University・

Professor 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相手

国予算による）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 韓国 中国 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日） 

日本 
実施計画  6/24 1/5 7/29 

実績 7/21 0/0 7/21 

韓国 
実施計画 (5/20)  (2/6) (7/26) 

実績 (5/20) (2/6) (7/26) 

中国 
実施計画 (5/20) (2/6)  (7/26) 

実績 (5/20) (2/6) (7/26) 

合計 

実施計画 0/0 

(10/40) 

6/24 

(2/6) 

1/5 

(2/6) 

7/29 

(14/52) 

実績 0/0 

(10/40) 

7/21 

(2/6) 

0/0 

(2/6) 

7/21 

(14/52) 

② 国内での交流   0/0 人／人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

バイオエネルギー分野は、分散型小型エネルギー源を生活に密着した資

源リサイクル技術と組み合わせることを特徴にしており、日中韓で異な

る廃棄物系を対象にして特徴的な研究が進んでいる、特に日本の持つ遺

伝子工学、韓国の化学的手法、中国のフィールド研究は相補的関係を持

つため有効な協力成果が期待される。今年度は、一同に会して討論する

ことにより、お互いのバイオエネルギー関連研究の内容の現状を確認し

あい、その結果、今後の共同研究体制の枠組みを構築することが出来た。 

日本      側参加者数  

１２ 名 （１４－１ 日本側参加者リストを参照） 

大韓民国    側参加者数 

６ 名 （１４－２ 韓国側参加者リストを参照） 

中華人民共和国 側参加者数 
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３ 名 （１４－３ 中国側参加者リストを参照） 
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１０－２ セミナー 

 

整理番号 S-1 

セミナー名 

(和文）アジア研究教育拠点事業 第１回 運営委員会「東アジア

地域のエネルギー科学」 

(英文)JSPS Asian CORE Program the first Steering Committee 

Meeting “Advanced Energy Science in Eastern Asia.” 

開催時期 平成 21年 3月 11日 ～ 平成 21年 3月 14日（4日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）中華人民共和国・北京・清華大学 

（英文）Peoples Republic of China, Beijing, Tsinghua 

University 

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) 

Wang Kan・Tsinghua University ・Department of Engineering 

Physics・Professor 

参加者数 

① アジア研究教育拠点事業の経費を受けて参加した人数・人日数 

（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 
計 

日本側参加者    7 / 23 （ 2 / 7 ）人/人日 7/23 

（2/7） 

人/人日 

大韓民国   側参加者       0 / 0   （0/0）人/人日 

中華人民共和国側参加者       0 / 0   （0/0）人/人日 

②本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者       1  人 

21人 大韓民国   側参加者   6  人 

中華人民共和国側参加者       14  人 

①と②の合計人数 28 人 
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セミナー開催の目的 これまでの日韓の共同研究成果と研究タスクの紹介を行うととも

に、中国側参加者の確認、中国における研究状況、研究施設に関

する調査を行う。（3/11-12）  

引き続き、運営委員会を開催し、次年度以降の研究タスク・交流

計画を確認する。（3/12-13） 

セミナーの成果 想定した分野において摘出された研究テーマは、具体的に、先進

的原子力エネルギー、特に高温熱の発生と変換、プラズマ・核融

合物理の理論と工学、廃棄物からエタノール等の燃料物質を生成

するバイオエネルギー、高性能鉄鋼材料とセラミックなどの先進

エネルギー材料、電子加速器とそれを利用した高機能光発振にか

かる高品位エネルギー、の５つである。これらはいずれも、3 カ

国共通に関心があり、世界的に見ても高度で特徴のある研究が展

開されていて設備や研究者が比較的充実しており、相互に交流す

ることによる高いレベルの成果と人材育成体制の構築が期待でき

るテーマである。今回のセミナーでは、研究の現状、成果、問題

点を交換し、協力体制の検討を行ってネットワーク形成につとめ

た結果、各国の研究グループの協力によるタスク内容の議論が進

み、来年度の交流計画、特に若手研究者や学生を含む研究集会な

どの概要が合意された。また、本アジアンコア事業の運営、他国

におけるマッチングファンド申請の状況について特徴的な状況が

明らかになり、相互に状況を理解して運営体制を検討した結果、

今後はタスク分野ごとに異なる資金状況への対応を行うこととな

った。 

セミナーの運営組織 

日中韓の各コーディネーターおよび代表的な研究分野のコンタ

クトパーソンにより運営母体を組織した。 
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開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 派遣旅費・雑費      金額    856,525円 

 

相手国(地域) 

（大韓民国） 

内容 派遣旅費・雑費      金額    380,000円 

 

相手国(地域) 

（中華人民 

共和国） 

内容 会場費・懇親会・その他  金額    200,000円 
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１０－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

① 相手国との交流                 （単位：人／人日） 

派遣先 

派遣元 
日本 大韓民国 

中華人民

共和国 
計 

日本 
実施計画  0/0 5/25 5/25 

実績 0/0 2/7 2/7 

大韓民国 
実施計画 (0/0)  (0/0) 0/0 

実績 (0/0) (0/0) 0/0 

中華人民 

共和国 

実施計画 (0/0) (0/0)  0/0 

実績 (0/0) (0/0) 0/0 

合計 
実施計画 0/0 0/0 5/25 5/25 

実績 0/0 0/0 2/7 2/7 

② 国内での交流       2 / 2  人／人日 
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１１．平成２０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 261,080  

外国旅費 9,139,390  

謝金 36,000  

備品・消耗品購入費 865,636  

その他経費 66,885  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

 431,009  

計 10,800,000  

委託手数料 1,080,000  

合  計 11,880,000  

 

 

１２．四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 0 0 / 0 

第２四半期 0 0 / 0 

第３四半期 0 0 / 0 

第４四半期 10,800,000 66 / 255 

計 10,800,000 66 / 255 
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１３．平成２０年度相手国マッチングファンド使用額 

 

相手国（地域）名 大韓民国 中華人民共和国  

平成２０年度使用額 

（単位：円相当） 

5,900,000 

円相当 

4,450,000 

円相当 

 

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を、   

  日本円に換算して記入してください。 

 

 


