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アジア研究教育拠点事業 
平成２３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．開始年度 

平成２０年度（ ４ 年目） 

 

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 

コーディネーター（所属部局・職・氏名）： 

      （英文）Department of Nuclear Engineering・Professor・ Joo Han-Gyu 
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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 Center・国立核融合研究センター 

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２ 

 

（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）： 

     （英文）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 

Southwestern Institute of Physics・中国西南物理研究所 

 経費負担区分：パターン２ 

 

 

５．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、
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プラズマ・核融合、量子放射エネルギー応用、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。全期間を通じては、単に交流を実施するのみならず、

それによって構築された協力体制を利用し、国際協力により他の資金による研究も含めた

具体的な研究を効果的に促進し、かつその成果を、本交流を利用してセミナーや国際会議、

出版物として国際的に発信することも重要な目標である。この結果としての研究成果の質

的量的増加、若手研究者や学生などの人材育成効果も期待される。 

 

 

６．平成２３年度研究交流目標 

23年度は、22年度にそれぞれの分野で摘出された共通トピックに基づいて、具体的な交

流、協力活動を実施する。特に、水素製造利用技術、炉物理、先進複合材料、鉄鋼系材料

について、短期滞在による共同研究やワークショップなどを複数結合して集中的な会合を

計画した。これには日中韓の水素製造や貯蔵技術の研究者などの新たなメンバーと研究組

織が参加してソウルでサマースクールとして実施する予定であり、来日に困難が生じてい

る事態に対する効率的な執行により、新たな研究協力体制の構築が期待される。またエネ

ルギーシステム評価についても、横断的に関心が高まっており、これらのスコープも活動

に組み込み、新たな参加グループ・組織が予定されている。両国からの訪日に関しては、

人材育成に重心を移し、３～４週間単位と、少し長い日本への滞在を中心とする。一方、

円高と、震災および原子力事故の影響から中韓両国から訪日数の増加が期待できない状況

なので、多数の研究者の意見交換を含む研究集会、国際会議サテライトなどの企画は、国

外実施を重点化する。また、若手研究者・学生の企画運営による研究集会やサマースクー

ルなどを計画、実施する。中国、韓国でわが国のアジアンコア事業に相当する事業が存在

していないため、両国では他事業でのマッチングファンドを得ている。研究協力体制、学

術的な内容については当初計画と変わりはないものの、この構造により両国では本事業の

成果をそれぞれ固有のプログラムにおいても説明する必要があることに配慮している。ま

た一方他事業の資金を投入し、合同でより拡大した会合を行うなど、本事業による交流を

さらに有効にするよう計画する。具体的には前記サマースクールは、韓国側の水素プログ

ラム、エネルギーシステム評価はＢＫ２１事業との合同開催である。 
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７．平成２３年度研究交流成果 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

 23年度の交流は、それぞれの分野で摘出された共通トピックに基づいて、相手側マッチ

ングファンドの事業との協力も加えて、具体的な交流、協力活動を通じて体制を構築する

とともに、22年度末の東日本大震災の影響の回復と、中韓両国からの訪日の減少分を国外

実施に変更するなどで、協力体制の構築をはかった。 

R-1) 本テーマは、韓国ではSNUのCARFREを軸として、さらに檀国大、NFRIとの協力体制を

整え、中国では北京科技大、合肥ASIPPが加わって協力体制を構築している。中国、韓国と

もに、先進原子力と核融合は共通の基盤で国家的な政策のバックアップにより増強を図っ

ており、若手の活動も活発である。 

R-2) アジアでは超電導トカマクの運転・建設が順調に進んでおり、KSTAR（韓国）、EAST（中

国）が現在運転中であり、JT-60SA（日本）が建設を始めたところである。今年度は、HL-2A

トカマクのある西南物理研究所（中国・成都）、大連工科大学（中国・大連）、浙江大学（中

国・杭州）、ソウル国立大学（韓国・ソウル）、ポハン工科大学（韓国・ポハン）との研究

交流を主として行い、核融合炉心プラズマ物理、特に、昨年度に引き続きゾーナル流と閉

じ込めとの関連に焦点を置いた乱流・揺動に関する実験・理論シミュレーション共同研究

を継続するとともに、NBIシステム開発、ECHプラズマ生成物理解析に関する共同研究を推

進した。 

R-3) 昨年度までのソウル大学グループに加え、武漢大学研究グループ（中国）とは核酸化

学を基盤としたバイオエネルギー研究について、また、東国大学研究グループ（韓国）と

は、タンパク質工学を基盤としたバイオエネルギー研究協力体制を確立した。 

R-4) 韓国側のタスクリーダーが交代し、水素関係材料を専門とするSNUのPark教授となっ

た。これにより水素エネルギー材料のように新しい方面も含んだ展開をすることができた。

特に水素系材料を重点とした研究会を開催できたのは大きな成果である。中国側は核融合

材料に興味があり、この関係を充実した。 

R-5) 従来の研究協力体制から、中国側では上海応用物理学研究所（SINAP）との交流が活

発化した。これは、平成22年度にSINAPが主催してアジアンコアの研究会を開いた事から、

SINAP側でも本拠点活動についての評価が高まったからに他ならない。更に本年度において

は、SINAPが主催する国際会議も開催され、研究者交流の一層の加速が行われた。 

 

７－２ 学術面の成果 

R-1) 核融合ブランケットについては、中国韓国ともに固体ブランケットがITER/TBM活動に

関連して活発になっており、特に数値解析で大きな進展がある。対する日本は高温材料、

水素挙動、トリチウム工学の実績があり、相補的に設計、評価技術で効果的に成果が上が

っている。また高温ガス炉、熱交換、核融合炉ダイバータなどのエネルギー変換分野、エ

ネルギー利用システムについて研究が活発化しており、成果が出始めている。 

R-2) HL-2Aトカマクのある西南物理研究所（中国・成都）、大連工科大学との研究交流を行

い、核融合炉心プラズマ物理、特に、乱流・揺動に関する実験・理論シミュレーションに



 5 

関する研究交流を進め、異常輸送に関する理解が進んだ。これに関連して博士課程学生の

教育を日中共同で進めている。また、新古典ティアリングモード安定化やECHプラズマに関

する共同研究が進んだ。ヘリカル系における斜め入射第２高調波ECHによるプラズマ生成の

実験解析が進展し、現在、共著論文を執筆中である。 

R-3) 武漢大学研究グループ（College of Chemistry and Molecular Science, Prof. Xiang 

Zhou）と、核酸化学がバイオエネルギー研究に果たす役割について議論するとともに、武

漢大学でのバイオエネルギー研究の萌芽を促進した。東国大学研究グループとはタンパク

質ナノ構造体を作成する研究に関して議論した。蛋白質のNMR解析に関する検討会議に日韓

のメンバーが出席し、タンパク質工学・構造科学のバイオエネルギーにおける重要性を議

論した。 

R-4) 中国と日本の共同研究の成果に基づく論文が公刊された。核融合炉材料の研究のみな

らず水素系材料の領域にも交流と共同研究の幅が広がったのは意義が大きい。 

R-5) ワークショップ等での活発な議論を通して、特にX線自由電子レーザーや超伝導加速

器・シンクロトロン放射光源、THz光源等の先端光源開発、電子線、THz光、X線の応用やレ

ーザープラズマ加速に関する研究について、日中韓の各々の研究開発状況の相互理解が深

まり、一部では本格的な共同研究のフェーズに移行した。 

 

７－３ 若手研究者養成 

R-1) 韓国ソウル大、檀国大、釜慶大、東義大、中国北京科技大、清華大島と学生及び若手

研究者を中心とする研究交流を行った。相互に研究成果を報告し、議論することで効果的

に若手研究者の育成に資するとともに、他事業によるより長期の派遣や留学、交換の機会

や課題が摘出された。 

R-2) 韓国・ポハン工科大学の学生4名が京都大学エネルギー理工学研究所を訪問し、プラ

ズマ加熱・電流駆動の物理・工学に関する日韓ワークショップに出席・発表するとともに、

ヘリオトロンJ装置における加熱・電流駆動システム及び実験結果に関する議論を行った。

また、核融合科学研究所を訪問し、電子サイクロトロン加熱・電流駆動システムの見学を

行い、知見を深めている。福井大学の特定助教である池田亮介氏がAPFAに参加し、新しい

加熱手法である電子-版スタイン波を用いたオーバーデンスプラズマに関する打合せを行

い、今後の研究に向けた指針を得ている。また、中国の博士課程学生の日本訪問等を通し

て、プラズマ乱流・輸送に関する理論シミュレーション研究に関する研究者養成を推進し

た。 

R-3) 東国大学に若手教員・博士課程学生・修士課程学生（博士後期課程進学予定）を派遣

し、セミナーを開催する事により双方の若手教員、博士課程（前期・後期）学生間の交流

を図った。 

R-4) ソウル大と北京科技大で開催された水素関係と材料関係の研究会には、日本からは教

員の他に約30名の大学院生が参加した。大学をまたがり、それぞれの分野で若手交流が行

われ、その教育効果は大であった。また、その後、中国から日本への留学希望者の増加に

も表れている。 
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R-5) 平成24年2月に韓国太田市で開催した研究会では、日本から修士学生を含む10名の若

手研究者が参加し、研究発表並びに研究交流を行った。また、この会合において、日中韓

の幹事間で議論した結果、次年度の日本での研究会では、若手の研究発表を中心にする事

が提案され、承認された。 

 

７－４ 社会貢献 

R-1) 東日本震災に続くわが国の原発事故への関心は中国、韓国でも高く、相互に情報交換

することで社会的にも有意義な知見が得られている。中韓では原子力政策への影響はあま

り見られないが、社会的な理解や説明、また安全管理やリスクマネジメントについて共通

の課題として、興味深い貢献と考えられる。わが国としても、原子力に対する社会の理解

について、これらの国の対応は参考になる。 

R-2) できるだけ若手研究者を長期間で参加させる努力を行い、中国・韓国の若手研究者・

学生との交流を通して中国・韓国の文化に直接触れさせることにより、共通する点及び相

違点についての理解度を深めた。 

R-3) 武漢大学（中国）、東国大学（韓国）の研究グループと密接な交流関係を築くことに

より、アジアにおけるタンパク質工学を基盤としたバイオエネルギー研究を発展させた。 

R-4) 従来の核融合炉材料の共同研究に加えて、水素系材料の交流が開始できたのは広範な

交流という意味で大きな貢献であろう。福島原発事故についても日中、日韓の研究者間、

院生間で励ましも含めて種々のやり取りがあったようで、交流が盛んになった一つの表れ

である。 

R-5) 本年度は昨年度末の東日本大震災の影響から、R-5の活動においても、放射線量の測

定や、除染技術等の研究についても、話題にのぼった。さらに幾つかの研究グループでは、

実際の除染活動に参画して、活動を行っており、情報交換等が、本事業活動においても行

われた。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

 東日本震災の影響は、ほぼ克服され、事業全体としては５年間の活動を総括し、次の段

階への展開を図ること、成果を定着することが課題である。 

R-1) この先進原子力分野は、中国、韓国における豊富な若手人材とそれに対する指導力に

ついての日本の支援、一方日本に対しては若手人材の供給という構図に加え、政策的研究

活動的には中韓が活発であるという状況は変わっていない。今後に向けて、同種事業の維

持拡大が求められているが、先方に関連事業が増大しており、対応の検討が必要である。 

R-2) 中国西南物理研究所では新しいトカマクの予算が承認され、数年後に建設が開始され

る。韓国のKSTARトカマク実験は本格化し、今後、プラズマ実験に参画してゆくことが予想

される。そのため、共同研究がより重要性を増すことが予想され、本事業は重要な役割を

果たすことになる。実験に関連して実質的な共同研究を進めるために1ヶ月以上の長期滞在

によるデータ取得と綿密な解析が最適であるが、困難な場合は問題解決の手法としてTV会

議システムを用いた遠隔実験参加も考慮してゆく。 
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R-3) 現在の研究交流を共同研究へと発展させ、共著論文発表などの実績を積むことをめざ

す。それにより、日・韓・中の若手研究者間の密接な連携体制が構築できる。 

R-4) 次年度も交流は順調に推移すると思われる。ただ、R-4の範疇では、日中、日韓での

交流は活発化されているが、本事業では直接の支援が行えない韓中の交流は相対的に少な

い。この最大の理由は中国側が招聘のためのビザが必要なためである。このA-coreのよう

な多年度にわたる交流を契機に、出入国についての手続きが簡略化されることが望まれる。 

R-5) 韓国では、World Class Instituteがカウンターパートナーの韓国原子力研究所の研

究グループに発足し、比較的研究交流も行い易くなっているものの、中国側では渡航費用

を始め、確固たる活動資金源が確保できておらず、本事業活動への参加は容易ではない。 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２３年度論文総数   ６ 本 

 相手国参加研究者との共著 ２ 本 

  （※ 「本事業名が明記されているもの」を計上・記入してください。） 

  （※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入してください。） 
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８．平成２３年度研究交流実績概要 

 ※「１０．平成２３年度研究交流実績状況」の概要について記載してください。 

８－１ 共同研究 

R-1) 中国・北京科技大・清華大との交流で、先進原子力、核融合エネルギー変換、ニュー

トロニクスに加えて高熱流束機器の情報交換を行い、炉設計について比較検討を行った。

また韓国ソウル大、檀国大とは水素透過、エネルギー利用、ダイバータについて共同研究

と情報交換を実施した。 

R-2) 西南物理研究所、大連工科大学、浙江大学（中国）、及び、ソウル国立大学、ポハン

工科大学（韓国）の研究者・学生との研究交流を行い、核融合炉心プラズマ物理、特にゾ

ーナル流と閉じ込めとの関連に焦点を置いた乱流・揺動に関する実験・理論シミュレーシ

ョン、中性粒子ビーム入射加熱システムの開発、電子サイクロトロン加熱・電流駆動シス

テム技術開発とヘリオトロンJにおける第2高調波X-mode電子サイクロトロン波によるプラ

ズマ生成解析、及び、高速カメラを用いたプラズマ揺動計測に関する共同研究を推進した。 

R-3) 東国大学研究グループ（韓国）とは、タンパク質工学を基盤としたバイオエネルギー

研究協力体制を確立した。本年度の協議により、京都大学森井グループと東国大学Kwonグ

ループで、平成24年度からインテインを用いた融合タンパク質合成に関する共同研究を開

始する。 

R-4) 日本教員が北京科技大で溶接法の共同研究の可能性を検討した。中国教員が北海道大

学の電子線照射実験を行った。ソウル国立大大学院生が来日し、計算シミュレーションの

討論を行った。また、ソウル国立大へ教員と院生が来訪し共同研究を検討した。いずれも

その成果は平成24年度に発表されると期待される。 

R-5) 本年度の交流事業では、高品位エネルギー源の高度化と応用に関して日中韓でのワー

クショップ等の研究発表を中心に、中国の上海応用物理学研究所、韓国原子力研究所との

研究交流を行った。具体的には、韓国原子力研究所において平成24年2月23,24日、第3回の

高品位エネルギー源の高度化と応用に関する日中韓ワークショップを行うとともに、平成

23年8月21から26日、上海にてFEL国際シンポジウムを開催した。共同研究の内容として、

高輝度電子加速器の高精度電子ビーム位置モニタの開発、テーブルトップ型THz FEL装置の

設計研究、FELアンジュレータに関する議論を深めた。 

 

８－２ セミナー 

 １月16～17日に中国の北京科学技術大学において日本・中国・韓国のセミナーをＲ－１，

Ｒ－２，Ｒ－４合同で実施した。3か国からの講師、学生、若手研究者により、先進原子力・

核融合プラズマと工学、エネルギー変換、関連する材料工学について活発な討議を行った。

２３件の講義とともに、学生・若手研究者はショートプレゼンテーションとポスター発表

の両方を行った。複数のタスク間で相互に情報交換を行い、互いの長所を知り、相補的に

知識を交換することで、研究教育促進に有効な機会となった。また、本事業の先進技術の

他分野への応用、原子力やエネルギー政策の相違についても情報と意見を交換することで、

それぞれの社会的な発信にも有益な知見が得られた。特に、エネルギーに関連した安全管
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理やリスクマネジメントについては、国情の違いや、共通的な方法論について理解の進展

がみられた。このような分野の議論が活発となっていることは、本事業のセミナーの意義

を示すものであり、最終年度の総まとめとして、わが国での開催が次に期待されることと

なった。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 （特になし） 
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９．平成２３年度研究交流実績人数・人日数 

９－１ 相手国との交流実績 

 

          派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

韓国 

<人／人日> 

中国 

<人／人日> 
合計 

日本 

<人／人日> 

実施計画 
 

30/121 38/164 68/285 

実績 67/249 34/157 101/406 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 17/148 

 

 17/148 

実績 5/35 (6/24) 
5/35 

(6/24) 

中国 

<人／人日> 

実施計画 18/144  
 

18/144 

実績 9/69  9/69 

合計 

<人／人日> 

実施計画 35/292 30/121 38/164 103/577 

実績 14/104 67/249 
34/157 

(6/24) 

115/510 

(6/24) 

 

※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 

  ７／１８ <人／人日> ４／１１（４／９）<人／人日> 
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１０．平成２３年度研究交流実績状況 

１０－１ 共同研究 

―研究課題ごとに作成してください。― 

整理番号 R－１ 研究開始年度 平成21年度 研究終了年度 平成24年度 

研究課題名 （和文）先進原子力システム 

（英文）Advanced Nuclear System 

日本側代表者 

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 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Han-Gyu Joo, Dept. of Nuclear Engineering, Seoul National Univ., 

Professor 

Kan Wang, Dept. of Engineering Physics, Tsinghua Univ., Professor 

交流人数 

（※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 

<人／人日> 

実施計画 
 

5/21 3/15 8/36 

実績 18/68 0/0 18/68 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 5/36 
 

 5/36 

実績 0/0  0/0 

中国 

<人／人日> 

実施計画 5/37  
 

5/37 

実績 5/15  5/15 

合計 

<人／人日> 

実施計画 10/73 5/21 3/15 18/109 

実績 5/15 18/68 0/0 23/83 

② 国内での交流     0 人／0 人日 

２３年度の研究

交流活動 

共通テーマとして、ニュートロニクス、水素、高温ガス炉、エネルギー変

換、核融合工学について活動を実施し、わが国から釜山、ソウル、北京で

交流を行うとともに、わが国で会合を実施した。熱交換、高熱流束機器工

学が新たに韓国、中国で動きが出ている。 

研究交流活動成

果 

韓国、中国の先進原子力開発は活発であり、中性子工学は核融合、核分裂

両分野にまたがって展開している。わが国が優位にあるトリチウム・水素

関連工学との間で有効な協力が行われている。エネルギーシステムに共通

の展開がある。 

日本側参加者数 

６９ 名 （１４－１日本側参加研究者リストを参照） 

韓国側参加者数 

４０ 名 （１４－２韓国側参加研究者リストを参照） 

中国側参加者数 

３３ 名 （１４－３中国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R－２ 研究開始年度 平成21年度 研究終了年度 平成24年度 

研究課題名 （和文）核融合プラズマ科学 

（英文）Plasma & Fusion Science 

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 Su Na, Seoul National Univ., Professor 

Y. Pu, Z. Gao, Tsinghua Univ., Professor 

交流人数 

（※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 

<人／人日> 

実施計画 
 

3/12 4/20 7/32 

実績 0/0 3/29 3/29 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 3/28 
 

(3/12) 3/28(3/12) 

実績 4/22 (0/0) 4/22(0/0) 

中国 

<人／人日> 

実施計画 3/38 (3/12) 
 

3/38(3/12) 

実績 3/45 (0/0) 3/45(0/0) 

合計 

<人／人日> 

実施計画 6/66 3/12(3/12) 4/20(3/12) 13/98(6/24) 

実績 7/67 0/0(0/0) 3/29(0/0) 10/96(0/0) 

② 国内での交流     0 人／0 人日 

２３年度の研究

交流活動 

HL-2Aトカマクのある西南物理研究所（中国・成都）、大連工科大学（中国・

大連）、浙江大学（中国・杭州）との研究交流を主として行い、核融合炉心

プラズマ物理、特に、昨年度に引き続きゾーナル流と閉じ込めとの関連に

焦点を置いた乱流・揺動に関する実験・理論シミュレーション共同研究を

継続するとともに、NBIシステム開発、ECHプラズマ生成物理解析に関する

共同研究を推進した。 

研究交流活動成

果 

核融合炉心プラズマ物理、特に、乱流・揺動に関する実験・理論シミュレ

ーションに関する研究交流を進め、異常輸送に関する理解が進んだ。これ

に関連して博士課程学生の教育を日中共同で進めている。また、新古典テ

ィアリングモード安定化やECHプラズマに関する共同研究が進んだ。ヘリカ

ル系における斜め入射第2高調波ECHによるプラズマ生成の実験解析が進展

し、現在、共著論文を執筆中である。 

日本側参加者数 

９２ 名 （１４－１日本側参加研究者リストを参照） 

韓国側参加者数 

３８ 名 （１４－２韓国側参加研究者リストを参照） 

中国側参加者数 

３０ 名 （１４－３中国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R－３ 研究開始年度 平成21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・京都大学エネルギー理工学研究所・教授 

（英文）Takashi Morii・Kyoto Univ., Inst. of Advanced Energy・Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Tai Hyun Park, Seoul National University, Professor 

Xin-Hui Xing, Dept. of Chemical Engineering, Tsinghua University, 

Professor 

Ge-Hua Wang, Inst. of Nuclear & New Energy Technology, Tsinghua 

University, Professor 

交流人数 

（※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 

<人／人日> 

実施計画 
 

3/12 4/16 7/28 

実績 4/8 2/8 6/16 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 4/32 
 

(3/12) 4/32(3/12) 

実績 0/0 (0/0) 0/0(0/0) 

中国 

<人／人日> 

実施計画 4/12 (3/12) 
 

4/12(3/12) 

実績 0/0 (0/0) 0/0(0/0) 

合計 

<人／人日> 

実施計画 8/44 3/12(3/12) 4/16(3/12) 15/72(6/24) 

実績 0/0 4/8(0/0) 2/8(0/0) 6/16(0/0) 

② 国内での交流     4 人／11人日（4人／9人日） 

２３年度の研究

交流活動 

中国（武漢）で開催されたA3RONAに参加し、核酸化学がバイオエネルギー

研究に果たす役割について議論した。また、3月に東国大学を訪問し、共同

研究打合せを行い、同じく3月には北海道大学で、バイオエネルギーに関連

した蛋白質のNMR解析に関する検討会議に日韓のメンバーが出席した。 

研究交流活動成

果 

A3RONAでは核酸化学をどのようにバイオエネルギー研究に展開するかを議

論した。また、東国大学（韓国）研究者と京都大学グループとの間でバイ

オエネルギー研究の中心となる機能性タンパク質設計について、共同研究

を開始した。 

日本側参加者数 

３３ 名 （１４－１日本側参加研究者リストを参照） 

韓国側参加者数 

１６ 名 （１４－２韓国側参加研究者リストを参照） 

中国側参加者数 

２５ 名 （１４－３中国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R－４ 研究開始年度 平成21年度 研究終了年度 平成24年度 

研究課題名 （和文）先進エネルギー材料 

（英文）Advanced Energy Materials 

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 

Chong-Rae Park, Seoul National Univ., Professor 

Farong Wan, U. of Science and Technology Beijing, Professor 

交流人数 

（※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 

<人／人日> 

実施計画 
 

10/40 5/25 15/65 

実績 35/135 3/13 38/148 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 4/32 
 

(3/12) 4/32(3/12) 

実績 1/13 (0/0) 1/13(0/0) 

中国 

<人／人日> 

実施計画 5/37 (3/12) 
 

5/37(3/12) 

実績 1/9 (0/0) 1/9(0/0) 

合計 

<人／人日> 

実施計画 9/69 10/40(3/12) 5/25(3/12) 24/134(6/24) 

実績 2/22 35/135(0/0) 3/13(0/0) 40/170(0/0) 

② 国内での交流     0 人／0 人日 

２３年度の研究

交流活動 

北京科技大の学術交流会にR4分野の日本側教員2名、院生8名、中国側教員6

名、院生20名以上が出席し討論とポスター発表を行った。 

日本教員が北京科技大で溶接法の共同研究の可能性を検討した。中国教員

が北海道大学の電子線照射実験を行った。 

ソウル国立大で水素関係の研究会を開催した。日中韓から50名を超える参

加があった。ソウル国立大大学院生が来日し、計算シミュレーションの討

論を行った。また、ソウル国立大へ教員と院生が来訪し共同研究を検討し

た。 

研究交流活動成

果 

ソウル大と北京科技大で開催された水素関係と材料関係の研究会には、日

本からは教員の他に約30名の大学院生が参加した。大学をまたがり、それ

ぞれの分野で若手交流が行われ、その教育効果は大であった。また、その

後、中国から日本への留学希望者の増加にも表れている。 

日本側参加者数 

１１４ 名 （１４－１日本側参加研究者リストを参照） 

韓国側参加者数 

２０ 名 （１４－２韓国側参加研究者リストを参照） 

中国側参加者数 

５１ 名 （１４－３中国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R－５ 研究開始年度 平成21年度 研究終了年度 平成24年度 

研究課題名 （和文）高品位エネルギー応用 

（英文）Application of High Quality Energy 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）大垣英明・エネルギー理工学研究所・教授 

（英文）Hideaki Ohgaki・Institute of Advanced Energy・Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Byung Cheol Lee, Korea Atomic Energy Institute, Professor 

Chuanxiang Tang, Dept. of Engineering Physics, Tsinghua Univ., 

Professor 

交流人数 

（※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 

<人／人日> 

実施計画 
 

5/20 5/20 10/40 

実績 10/38 2/14 12/52 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 1/20 
 

(2/10) 1/20(2/10) 

実績 0/0 (0/0) 0/0(0/0) 

中国 

<人／人日> 

実施計画 1/20 (2/10) 
 

1/20(2/10) 

実績 0/0 (0/0) 0/0(0/0) 

合計 

<人／人日> 

実施計画 2/40 5/20(2/10) 5/20(2/10) 12/80(4/20) 

実績 0/0 10/38(0/0) 2/14(0/0) 12/52(0/0) 

② 国内での交流     0 人／0 人日 

２３年度の研究

交流活動 

本年度の交流事業では、高品位エネルギー源の高度化と応用に関して日中

韓でのワークショップ等の研究発表を中心に、中国の上海応用物理学研究

所の研究グループや韓国原子力研究所との研究交流を行った。具体的には、

韓国原子力研究所において平成24年2月23,24日、第3回の高品位エネルギー

源の高度化と応用に関する日中韓ワークショップを行った。また、平成23

年8月21から26日、上海にてFEL国際シンポジウムを開催した。実際の共同

研究では韓国原子力研究所との間で、高輝度電子加速器の高精度電子ビー

ム位置モニタの開発を行うとともに、中国科学技術大学との間でテーブル

トップ型THz FEL装置の設計研究を行った。更に中国上海応用物理学研究所

との間では、FELアンジュレータに関する議論を深めた。 

研究交流活動成

果 

ワークショップ等での活発な議論を通して、特にX線自由電子レーザーや超

伝導加速器・シンクロトロン放射光源、THz光源等の先端光源開発、電子線、

THz光、X線の応用やレーザープラズマ加速に関する研究について、日中韓

の各々の研究開発状況の相互理解が深まると共に、同一分野の研究者同士

の親睦が一層深まり、一部では本格的な共同研究のフェーズに移行した。 

日本側参加者数 

５５ 名 （１４－１日本側参加研究者リストを参照） 

韓国側参加者数 

２８ 名 （１４－２韓国側参加研究者リストを参照） 

中国側参加者数 

１９ 名 （１４－３中国側参加研究者リストを参照） 
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１０－２ セミナー 

―実施したセミナーごとに作成してください。－ 

整理番号 S－１ 

セミナー名 （和文）日本学術振興会アジアンコアプログラム核融合プラズマ

及び炉工学に関するセミナー 

（英文）JSPS Asian CORE Program, Seminar on Fusion plasma and 

Fusion Reactor Technology 

開催時期 平成２４年 １月１６日 ～ 平成２４年 １月１７日（２日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）中華人民共和国、北京市、北京科技大学 

（英文）People’s Republic of China, Beijing, University of 

Science and Technology Beijing 

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) 

Kan Wang, Dept. of Engineering Physics, Tsinghua Univ., 

Professor 

 

参加者数 

   派遣先 

派遣元 

セミナー開催国 

（  中国  ） 

 

日本 

<人／人日> 

A. ２４／９３ 

B.  

C.  

 

韓国 

<人／人日> 

A.  

B.  

C. ６／２４ 

 

中国 

<人／人日> 

A.  

B.  

C. ２４／５４ 

 

合計 

<人／人日> 

A. ２４／９３ 

B.  

C. ３０／７８ 

 

A.セミナー経費から負担 

B.共同研究・研究者交流から負担 

C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない

でください。） 
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セミナー開催の目的 先進原子力分野、プラズマ核融合、核融合ブランケットについて

の、日中韓の最新の知見を交換するとともに若手研究者、大学院学

生に体系的にそれらの基礎的知識と研究動向を学ばせる。また、本

アジアンコアプログラム｢先進エネルギー科学｣の全体像を共同研

究タスク相互で共有すること目的とする。本セミナーは、過去の会

合で最も有効で活発なテーマであることが三者で認められ、シリー

ズ化したものである。先進原子力・核融合分野での今後の日中韓の

定期的学術会合システムの構築の原型とする。特に協力体制の構築

された炉物理ニュートロニクス、核融合ブランケット、セラミック

複合材と先進鉄鋼材料についてこれまでの成果に基づく最新の知

見を交換する。 

セミナーの成果 本事業に特徴的な、先進エネルギーシステムの学術について、日

中韓で共通の理解と研究教育基盤を共有し、今後の研究協力に向け

た計画や長期滞在の打ち合わせを含め、特に相互の若手研究者や学

生の交流ができた。さらに今回は、わが国の原子力事故に対する先

方の関心に応えるとともに、相互に原子力を取り巻く状況の違いに

ついて情報交換が行えた。 

セミナーの運営組織 現地運営組織は、韓国内の拠点機関・協力機関により組織し、プ

ログラム作成／参加者組織に関しては、各国のコーディネータ・共

同研究代表者が共同して行った。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容              金額 

   派遣旅費           ２，６５８，９００円 

韓国側 内容              金額 

   派遣旅費・雑費          ６００，０００円 

中国側 内容              金額 

   国内旅費             １００，０００円 

   訪問者宿泊費           ３００，０００円 

   その他経費            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） 

 

平成２３年度は実施しなかった。 
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１１．平成２３年度経費使用総額 

 経費内訳 金額（円） 備考 

研究交流経費 
国内旅費 ２３６，３２０  

外国旅費 １０，４８８，４５０  

謝金 ０  

備品・消耗品購入費 ２８，７７８  

その他経費 １５，０００  

外国旅費・謝金等に
係る消費税 

４３１，４５２  

計 １１，２００，０００  

委託手数料 １，１２０，０００  

合  計 １２，３２０，０００  

 

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 ３１４，４１０ 4/10 

第２四半期 ２，９７６，５３０ 36/158 

第３四半期 ９９９，４７８ 13/81 

第４四半期 ６，９０９，５８２ 66/272 

計 １１，２００，０００ 119/521 

 

１３．平成２３年度相手国マッチングファンド使用額 

相手国名 
平成２３年度使用額 

（日本円換算額） [単位：現地通貨] 

韓国 約5,240,000円相当 
[ ウォン ] 

 70,524,899 

中国 約5,150,000円相当 
[  元  ] 

 404,238 

※ 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につ

いて、現地通貨での金額、及び日本円換算額を記入してください。 


