
拠点大学交流事業 
平成１９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 Source 

 & 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 
   平成１０年度（１０年目） 
 
 
４．交流実施期間（業務委託期間） 
  平成 １９年４月１８日 ～ 平成 ２０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：尾形幸生（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） 
 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 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、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)、 

国立核融合研究所(NFRI) 
 
 
 
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： 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
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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、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。 
 
 
 
７．平成１９年度の研究交流実績の概要 
７－１ 共同研究 

 タスク１の中では、ビームやプラズマなどの物理的なエネルギー分野において共同研究を

実施した。共同研究「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」のまとめ

と今後の協力関係について議論を行った。主に、中赤外―遠赤外自由電子レーザーの開発と

利用に関する研究ならびに、コヒーレント光発生と利用に関して議論を行った。プラズマ中

の原子分子素過程をキーワードとする広範囲の研究に関して活動を行った。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データの収集評価について日韓関係研究者

が一堂に集まり両国の各分野でのデータ収集、データベース化の現状と問題点を検討した。

また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・電流駆

動（ECH・ECCD）システムの開発を共同で実施した。 

 タスク２は材料分野での共同研究を展開した。超伝導材料の研究では、高温超電導コイル

のクエンチ監視システムに関して、一昨年より継続している検討を進展させた。原子力材料

については、プラントでの高経年化事象として応力腐食割れと流動加速腐食をとりあげ、そ

れらに関するメカニズム研究を推進した。参加機関がこれまでに蓄積してきた知見を応用し、

劣化機構に基づいた予測法の基礎データ獲得のための実験法を提案した。また、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った。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った。 
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 バイオエネルギーのタスク３においては、本プロジェクト当初に立てた目的達成のために、

特に酵母による五炭糖（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の開発

研究を、日韓共同で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遂行した。

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

を遂行した。 

 タスク４である先進原子力研究においては、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、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。JMTR

照射材の照射後実験を日本国内の照射後実験施設（東北大学大洗センター）で実施した。

HANARO 照射材および JMTR 照射材における照射影響評価結果の比較により、HANARO 照射にお

ける推定照射温度については、JMTR において温度計測キャプセルを用いて実測した場合に比

べ、顕著な差は認められなかった。照射温度は照射影響評価において重要な照射条件である

ことから、今後、HANARO を共同研究等で利用する際の貴重な情報が得られた。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。また、京都大学臨界

集合体実験装置（KUCA）で中性子束分布および中性子スペクトル測定に用いる検出器の開発

および応用に関する検討が行われた。核融合エネルギーシステムにおいても共同研究を進め

た。 

 

７－２ セミナー 

 今年度のセミナーは、10 年間の協力関係をまとめ、今後を展望する内容が中心である。タ

スク 1 では、「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セミナー」

をＳＮＵで開催し、日韓両国から合計 9研究機関、19 名の参加を得て、10 年に渡る拠点校プ

ログラムにより、両国での FEL や THz 光研究の進展が加速された事が確認された。韓国国立

核融合研究所においては「プラズマ中の基礎課程とその応用」が開催され、また核融合理工

学分野としては国際熱核融合実験炉(ITER)計画の動向も考え、韓国の KSTAR トカマクの建設

の進行に合わせ、プラズマ物理と工学の観点からの課題を重点的に議論した。両国間の理解・

信頼関係の確立等、様々な成果が上がった事が指摘され、本プログラムの有用性が確認され

た。今後の共同研究の展開や研究交流に関する討議を行った結果、本プログラムで築き上げ

られた 2 国間交流を基に、さらに研究交流の対象を広げ、当該研究領域の発展を進めていく

事を確認した。 

 タスク２の材料では京大ならびに昌原国立大学（韓国）において、超電導応用に関するセ

ミナー、韓国ソウル国立大学において「エネルギー材料に関わる日韓合同セミナー」北海道

大学において「材料評価のための電子顕微鏡の進歩」、京大において「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」を開催した。先進エネルギーシステムの

ための材料研究に必要なナノキャラクタリゼーション、基盤研究における試験法の共通化や、

計測法の標準化、データのクオリティ評価、長期信頼性確保に不可欠な共通的学術基盤の構

築、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、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の工学および材料システム、などこれら

のセミナーのトピックスは多岐にわたるとともに、世界レベルでもトップクラスにあり、こ

の 10 年間の本拠点大学交流において、材料が特に中心的に活動を展開し、かつ大きく発展を

遂げてきたことがわかる。 

 タスク３のバイオ分野は、京都で「クリーンエネルギー生産システムに関する開発研究」

を開催した。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、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、今後の展開の可能性を検討した。 
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 タスク４は、タスク２と合同で韓国ソウル国立大学において原子力材料に関するセミナ

ー・講義を開催し、特に若手研究者への知見の伝承、最新で基礎的な内容の講義を行い、日

韓両国の次世代を担う研究者の養成に努めることにより、積極的な参加を促し、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事を目的とした。特に、若手研究者

および学生に対しては、今後の両国の協力体制を強化することに貢献すると期待される。 

 また、本年度が本事業最終年度に当たることから、「日韓エネルギー科学・技術セミナー」

と題し、本事業 10 年間のまとめのセミナーを開催した。日韓双方の代表者、タスクリーダー、

サブタスクリーダーをはじめとし、CUP 外経費の参加者を含め 50 名以上が参加した。在韓日

本大使館およびＫＯＳＥＦの出席、ＪＳＰＳからのメッセージも得て、本拠点交流の意義を

確認し、今後の拠点としての確立を展望した。 

 

７－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 H20.3.13-14、韓国ソウル国立大学において 第 11 回運営委員会を開催した。本年度の研

究交流をまとめると同時に、これからの継続的発展について討議した。本事業の 10 年間の業

績は、今後の日韓のみならずアジアのエネルギー科学･技術に大きく貢献するであろうことが、

日韓双方の参加者によって確認された。 

 
 以上のように、本年度もほぼ予定された共同研究、セミナーは高い実施率で滞りなく実施

され、特に 10 年間のまとめと、今後の計画の検討を中心に成果があった。特筆すべき点とし

て、どの分野でも若手の育成や教育への貢献が重視される方向にあることがあげられる。 
 
 
８．平成１９年度の研究交流の成果 
 

８－１ 研究協力体制の構築状況 

タスク１：高輝度電子ビームと高輝度放射の発生と利用に関し、X 線領域では兵庫県立大、

理研、JASRI、立命館大と浦項工科大学との間で、中－遠赤外領域では京都大学、大阪大学

と KAERI、ソウル国立大学との間で、THz放射では大阪府立大、東北大学、JAEAとKAERI、
浦項工科大学との間で研究協力体制が構築され、新しい研究成果に関する情報交換を日常的

に行っている。また、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・ECCD システムを討議する体制も構築した。タスク２：

国家プロジェクト（超電導磁気エネルギー貯蔵、超電導ケーブル他）を中心とする研究開発

テーマに関して、協力体制が構築された。超電導材料の特に機械特性について、連携の可能

性を見た。また、10 年間の事業の後半 5 年間は、年 1 回程度のセミナーもしくはチュートリ

アルを日韓交互に開催した。これにより、研究者や学生の交流は 10 年前、5 年前に比して、

飛躍的に促進された。日韓のサブタスクリーダーの日常的な交流を基盤に研究協力体制が確

立され、試験法の共通化やアジアの若手原子力人材の育成に向けての協力体制も構築された。

日韓の多くの大学及び研究所が参加し、サブタスク 2-5 では特に、韓国・東義大学を中心と

し、韓国原子力研究所(KAERI)、国立核融合研究所(NFRI)などの韓国での核融合炉研究の中

核となる研究機関が情熱的に参加、共同研究を進めた。また、韓国側の大学・研究所との科

学交流協定も結ばれ、熟練研究者だけではなく、若い研究者・学生の交流も円滑に行われる

体制が構築された。タスク３：本プロジェクトに関連した研究の協力体制を整えたが、特に
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酵母による五炭糖（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の開発研究

について、日韓共同で分子生物学的ならびにタンパク質工学的知識と技術を結集して協力し

て効率的に研究する体制を整えた。タスク４：日韓両国で開催した会合においては、其々の

国の研究機関（KAERI、JAEA）等の研究者も参加したことにより、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。先進材料の中性子照射特性の研究においては、日韓の材料照射炉

（JMTR,HANARO）の照射特性の評価を進め、今後の相互利用のための協力体制が確立さ

れた。液体金属核融合ブランケットやトリチウム関連技術に関する共同研究を通じて、京都

大学とソウル大学の重金属ループに関する共同研究体制を確立するとともに、NFRI・KAERI
との ITER テストブランケットモジュールについて共同で検討する機会を作ることができた。

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放射線計測技術の

高度化に関する研究協力や、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た。 
 

８－２ 学術面の成果 

タスク１：京都大学エネルギー理工学研究所では赤外自由電子レーザーの増幅の確認、大阪

大学産業科学研究所では遠赤外自由電子レーザーの発振という成果を得た。一方、THz 放射

源に関しては、装置設計の面で東北大学や浦項工科大学が、大阪府立大ならびに韓国原子力

研究所、Kangwon 国立研究所においては、利用を含めた発生研究が進められ、主にイメージ

ングや THz 帯での分光等が進められた。また高輝度電子ビーム生成に不可欠なビームダイナ

ミクス研究も、京都大学化学研究所や兵庫県立大学、浦項工科大学などで進められた。原子

分子素過程の共同研究による成果は、様々な国際会議において成果が発表され，共著学術論

文として学術雑誌にまとめられた。また、原子分子素過程断面積等のデータは、インターネ

ットで公開している。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。タスク

２：韓国電気研究所が開発し、国際記録を達成した磁気エネルギー貯蔵用高温超電導コイル

システムに関して、その製作技術及び最適設計する際に考慮すべき学術的側面について理解

を深めることができた。相互交流の結果として、特に韓国における材料系の電子顕微鏡学の

飛躍的な向上が認められた。原子炉材料の劣化研究の分野においては、原子分子論的なアプ

ローチから連続体力学的アプローチさらには状態監視技術開発までの広範囲な領域について

学術的な成果が得られ、それぞれの国において同分野の指導的役割を担うようになった。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においては、先進 SiC/SiC 複合材料のプロセス高度化と供

に、工業化・実用化に向けた活発な研究により、先進核融合炉ブランケットの使用環境での

耐熱性・高温強度・化学安定性などのデータベースが確立された。タスク３：論文リストに

示したように、日韓双方で共同事業に関する学術論文 57 編余を報告した。中でも、本事業最

大の成果である酵母による五炭糖（キシロースおよびアラビノース）の高効率エタノール化

技術の開発に関する論文は多くの注目を集めている。タスク４：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。また、放射線計測技術の高度化においては、従来法についての検
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討や光ファイバーなどの新たな検出器を用いることによって、さらに高精度でかつ簡便な方

法について検討中である。以上のように高度化された測定技術を開発することによる学術的

価値は極めて高いと考えられる。HANARO 照射材および JMTR 照射材における照射影響評

価結果の比較により、HANARO 照射における推定照射温度については、JMTR に比べ、顕

著な差は認められなかった。今後、HANARO を共同研究等で利用する際の貴重な情報が得

られた。 
 

８－３ 若手研究者養成 

若手研究者養成は、共同研究やセミナー開催といった本事業での場はもとより、このよう

な場を通じて築かれた友人関係により、日常的なメールによる情報交換や、国際研究集会な

どでの交流が行われた。この結果、研究の推進の他、互いの言語・文化に関する知識を得る

事ができ、非常に意義深い若手養成が可能であった。日韓双方の文化の理解を深めるべく、

共同研究での大学・研究機関訪問時には博士課程学生だけでなく修士課程学生との交流も行

っている。 
8 月に韓国で 10 年間の交流を総括する合同セミナー(S-07-5-1-K, S-07-2-3-K:Joint, 

S-07-4-2-K)を開催した。このセミナーには、本交流経費での 6 名の博士課程学生を派遣する

とともに、各研究参加者の尽力により、総計では 60 名を超える学生を含む若手研究者が参加

し、50 名を超える学生がポスターセッションで研究発表を行った。これらの経験は若手研究

者とシニア研究者の間に積極的な意見交換などの交流を生んだだけでなく、今後の研究に対

する意欲をおおいに育んだと確信する。 
合同セミナー以外にも韓国で開催した 4 件の共同研究・セミナーには、延べで大学院学生

4 名、博士研究員 3 名の派遣を行い、研究発表と研鑽の機会を与えた。ソウル国立大学や太

田の韓国国立核融合研究所で開催したセミナーでは、韓国側参加者・発表者の過半数以上が

若手の研究者であり、若手研究者養成の場として非常に有効に機能した。日本で開催した 7
件のセミナー、また共同研究で開催したワークショップには、多くの日本人学生・若手研究

者の参加を得ている。これらの場では、若手の助教やポスドクに研究成果を講演させ、自分

の成果を英語で伝える機会となるとともに、大学院学生にとって英語での研究発表・討論を

聞く機会となっている。また、セミナーの開催を通して、また適宜招待した著名な研究者と

の交流を通して若手研究者のエネルギー問題を将来にわたって担う人材としての自覚が生ま

れ人材養成に多いなる効果が見られた。 
平成 19 年度には、拠点枠で 1 名、京都大学大学院エネルギー科学研究科博士課程特別

コース枠で 3 名、計 4 名の博士後期課程学生を国費留学生としてエネルギー理工学研究

所に新たに受け入れた。これにより、平成 19 年度においてエネルギー理工学研究所に在

籍する韓国人学生は、10 名、ポスドク研究員は 3 名となっており、本事業の開始から 19 年

度終了までの間に 10 人の学生が博士の学位を取得し、既に卒業した学生は日韓の関連機関に

おいて活躍している。なお、エネルギー科学研究科との調整により平成 19 年度より拠点

枠での留学生も特別コース学生としての大学院への選考入学が可能となった。 
 

８－４ 社会貢献 

タスク１：開発した小型赤外域自由電子レーザーは、エネルギー変換効率の高いエネルギー

材料開発のツールとして期待されている。安定した光の発生のためのビームダイナミクス研

究は、高輝度シンクロトロン光など光源施設を支え、様々な分野における研究成果を生み出

している。一方長波長側の THz 光は、安全・安心な社会のための技術として注目されている。
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さまざまな原子分子素過程の衝突過程の断面積や分光特性の精密で定量的な情報は、Xe, Sn
プラズマを用いた次世代リソグラフィーの XUV 光源、有害化学物質の分解等に応用が期待

されている大気圧プラズマの診断，炭素イオン（重イオン照射）によるがん治療等へ利用さ

れている。また、産業界から期待されているプロセスプラズマのシミュレーションモデルの

開発の協力研究を行った。タスク２：超電導技術は、電気の安定供給に欠かせない課題を解

決しようとしているものであり、次世代の電気技術として期待されている。エネルギー材料

に関する交流事業は、アジアの若手原子力人材にまで枠を広げた活動に発展し、人材育成の

観点から大きな社会貢献を行ってきている。さらに、これらの成果は、高性能かつ安全な先

進エネルギーシステムの開発へと応用されるものであり、低環境負荷型社会の成立に貢献で

きるものと考えられる。タスク３：五炭糖の酵母による高効率エタノール化の成功は、バイ

オマスのエタノール化に大きく貢献し、今後の炭酸ガス削減に貢献できると考えている。タ

スク４：核融合を含む先進原子力システム研究への理解を得るために、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を通じて、原子力に関する社会への説明を行って

きた。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 

装置開発・実験を中心とする研究課題では、数日の短期滞在での研究参加は困難であり、

研究成果の情報交換の場としての共同研究・セミナーが交流の中心となり、共著での論文発

表という形に表れにくかった事は課題といえる。実験的共同研究を推進するために、若手研

究者の長期滞在にも取り組んできたが、タスク総数・予算の制約から年間で実施は１～２件

（30～60 日）にとどまっている。また、運営委員会におけるタスク間の事前調整が不可欠で

あるため、実験装置や研究進展状況に応じた要望に柔軟に対応できないことも課題といえる。

研究課題の重点化により、長期滞在型の派遣・受入を増やすことについて検討することが必

要かもしれない。 
 アジアにおけるプラズマ・核融合研究はここ数年間に大きな進展を見せており、韓国、中

国、インドは KSTAR、EAST、ADITYA トカマクといった超伝導トカマクの建設を進め、中

国、インドでは実験が開始されている。日本を含めたこれら 4 カ国は国際熱核融合実験炉

ITER の国際協力パートナーであり、今後緊密な関係が結ばれるものと思われる。 
 韓国の科学技術のレベルは、本拠点交流開始時の 10 年前と比較すると、飛躍的に向上して

おり、また、研究設備なども格段に良くなっている。これからは相補的な協力の相手として

研究交流を継続することが課題であると考える。その一方、実用化の見込まれる分野におい

ては知的所有権などの問題が発生する可能性があり、共同研究のルール化が必要と思われる。 
日韓のパートナーシップをより広範囲な国に拡張することは近未来のエネルギー問題解決

の進展となり、そのためにも今後のエネルギー需要の伸びが集中するアジア・アフリカ地域

との広域連携を進めることが必要である。 
 韓国側予算に、昨年度に引き続き、本年度も比較的大きな削減があり、日本側の受け入れ

態勢が整っているにも係わらず韓国人研究者の来日が予定の８割強に留まってしまったこと

は、研究意欲のある研究者にとって大変に残念な結果となった。また、予算減に伴い韓国側

の事務体制も縮小しており、連絡調整などでの研究者の負担が増加している。 
本拠点大学交流事業の 10 年間の活動を基にして、アジア研究教育拠点事業に申請を行った、

「先進エネルギー科学」分野における日中韓 3 国の交流事業が採択された。これは本事業が
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成功裏に終わり、日韓拠点大学交流に続く共同研究の交流として、次なる一歩を踏み出した

といえる。今後は、新しく採択された日中韓 3 国の交流事業を継続的・持続的な共同研究へ

確立させることが大きな課題といえる。 
 

８－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成１９年度論文総数    145 本 

   うち、相手国参加研究者との共著 8 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してください） 
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９．平成１９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 

日本 
（JSPS） 

実施計画 
 

113/443 113/443 

実績 105/449 105/449 

韓国 
（KOSEF） 

実施計画 100/437  100/437 

実績 81/367 81/367 

中国 
（日本側参加者） 

実施計画  1/3 1/3 

実績  1/2 1/2 

合計 実施計画 100/437 114/446 214/883 

実績 81/367 106/451 187/818 

 

※ 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 

8 ／ 32 （人／人日） 9 ／ 18 （人／人日） 

 


