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アジア研究教育拠点事業 
平成１７年度 実施報告書 

 
 
１.拠点機関 
日 本 側 拠 点 機 関： 東北大学 
（ 韓国側 ）拠点機関： 延世大学 

 
２.研究交流課題名 
（和文）：ナノ物質を基盤とする学際科学研究教育拠点の構築                      

                   （交流分野：ナノテクノロジー      ）  
（英文）：Interdisciplinary Science of Nanomaterials                        
                   （交流分野：Nanotechnology       ）  
 研究交流課題に係るホームページ：http://                                         
 
３.交流実施期間（業務委託期間） 
 平成 １７年 １１月 １７日 ～ 平成 １８年 ３月 ３１日 
 
４.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 
本事業において、東北大学研究所群・研究科群・学際科学国際高等研究センターおよび

東京工業大学と大阪大学協力研究機関は、次のような研究交流目標を掲げ鋭意遂行する。

即ち、 

1. 東北大学金属材料研究所と延世大学との間に、研究教育マネージメントボードを設置

する。このマネージメントボードが強いリーダーシップを発揮し、本事業の全ての研

究交流の実施に責任を持つ。 

2. 研究者の派遣・受け入れを積極的かつ活発に行い、特に若手研究者に一定期間集中的

に研究する機会を与え、世界に通用する研究技術を涵養すると共に、将来のアジア研

究拠点の核となるべき若手研究者間の研究ネットワークを形成させる。 

3. ナノ物質を基盤とし、材料科学・バイオに関する学際的基礎学理を構築するため、共

同研究プログラムを設定する。物質・材料に関する様々な課題を網羅するだけでなく、

バイオテクノロジーや環境科学等の異分野と有機的融合性と革命的な新領域開拓・工

業応用に繋がるものを選定する． 

4.  博士課程学生またはポスドク研究者の受け入れそして派遣を行う。特に学生について

は将来的な単位互換の可能性なども検討しながら、当面本事業では共同研究等を通じ

た実践的教育研究を行う。これらの実践的教育研究により、若手研究者を国際的な視

野で育成する環境を整え、また同時に関連する研究機関にとって有益な人的ネットワ
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ークを構築する。 

5.  アジアにおける定期的なナノ物質・材料に関する国際会議開催、タイムリーな特定の

トピックスに関するワークショップ開催およびメジャーな国際会議の共同開催を適宜

行い、基礎学理構築の情報発信と情報収集を行う。 

 
５.実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：東北大学 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：金属材料研究所 所長、教授 井上 明久 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：金属材料研究所 所長、教授 井上 明久 
 協力機関：東京工業大学 応用セラミックス研究所 

大阪大学 接合科学研究所 
 事務組織：東北大学 金属材料研究所 事務部長 及川 英吾 
 
 
 
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：韓国 
拠点機関：（英文）Yonsei Univeristy 

      （和文）延世大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：延世大学ナノテクノロジーセンター・所長、

教授・黄 正男 
（英文）Yonsei Center for Nanotechnology , Director , Whang Chung Nam 
 
 協力機関： 
（英文）Dongguk University, Quantum-Functional Semiconductor Research Center 

Hanyang University, Quantum Photonic Science Research Center 
Sungkyunkwan University, Center for Nanotubes and Nanostructured Composites 

(和文） 東國大学 量子機能半導体研究センター 
漢陽大学 量子光機能物性研究センター 
成均館大学 ナノチューブおよびナノ構造コンポジット研究センター 

 経費負担区分：パターンＢ 
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６.平成１７年度の研究交流の概要 
６－１ 研究者交流 

  日本、韓国の拠点機関が中心になって、個別的な研究テーマを設定し、研究者の交流

を開始し、互いの現状を認識するとともに、今後の広範な研究交流の基礎を築く。 
本事業の円滑な遂行のため、両国にマネージメントボードを設置し、事業内容の決定と

実施を行う。なお、マネージメントボードはこれまでにも互いに連絡をとり、本事業計画

の策定準備を行ってきた経緯がある。両国間での実施契約の締結を踏まえ、平成１７年１

１月２５日に韓国・延世大学にて、マネージメントボードのキックオフミーティングを開

催し、具体的な研究者交流を開始した。本キックオフミーティングにおいては、東北大学

としては、以下の３点の重点研究課題を取り上げたいことを提案し、合意を得た。さらに

本合意にもとづき、それぞれのグループで共同研究を企画、推進している。    
（１）先端ナノ・バイオ材料開発と評価 
（後藤 孝 教授（サブリーダー）、 岩佐義宏 教授 （金属材料研究所） 
末光眞希 教授（学際科学国際高等研究センター）） 

（２）東北大学研究所連携プロジェクト（ヒューマンサイエンス＆テクノロジー） 
（齋藤文良 教授（多元物質科学研究所）） 

    （３）金属ガラス・無機材料接合開発共同研究プロジェクト 
  （福原幹夫 助教授 （金属材料研究所）） 
 

（ ）内はマネージメントボードのメンバーを示す。 
 
なお、その後の共同研究推進の実効性を考慮し、(1)のテーマをさらに３分割して計５つの
共同研究テーマを推進している。詳細は下記６－２で述べる。 

 
 

先端ナノ・バイオ材料開発と評価においては、これまでにも韓国延世大学を中心とする

研究者と活発な交流実績があり、本事業の中核を担う課題である。今年度は互いの研究成

果を報告する場を企画、実施した上で共同研究を開始し、今後の積極的な交流の礎とする。 
東北大学研究所連携プロジェクトは、学内的にはこれまで海外との連携ではなく、研究

所機構の共同研究を中心に遂行してきた（第 1期：平成 18年 3月終了予定）。しかし第１
期をまもなく終了する段階となり、それぞれのテーマの成熟にともなって韓国を中心とす

るアジア諸国との共同研究へ積極的な展開をはかり、次年度第２期を実施予定である。こ

のような背景のもと、アジア研究教育拠点事業の中核的テーマとして展開すべく、平成１

７年度には関係者の交流・共同研究を開始した。また、平成１８年度にはプロジェクト研

究の個別テーマの代表者が中心となり、アジア地区の研究者も交えた研究交流および共同

研究を行う予定である。 
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金属ガラス・無機材料接合開発共同研究プロジェクトは平成１７年度にスタートした東

北大学・東京工業大学・大阪大学の３大学共同研究プロジェクトであり、それぞれの機関

においてこれまでの延世大学を中心とする韓国の研究者コミュニティーと深い交流がある。

これらをベースにし、今年度は今後の連携研究の展開のための研究者交流（情報交換）と

共同研究を行う予定である。 
 

６－２ 共同研究 

６－１で述べた重点研究課題をもとに、平成１７年度は以下に述べるＲ－００１～００

５のテーマについて共同研究を開始した。今年度は、それぞれのテーマでの研究打ち合わ

せを韓国および日本で開催し、これまでの互いの研究の進捗状況および次年度以降に向け

た研究交流の推進等について協議した。具体的な内容については以下に述べる。 

 

（１） 金属ガラス・無機材料接合開発共同研究プロジェクト（Ｒ－００１）では、延

世大学非結晶研究センター(D.H. Kim 教授)らを中心とする共同研究の展開を模

索すべく、韓国側研究者と平成１８年１月１９日～２２日に韓国延世大学で、

また平成１８年３月６日～７日に福岡でそれぞれ協議を行った。 

 

（２） 研究所連携プロジェクトを基盤とする共同研究（Ｒ－００２）では、個別テー

マで複数研究機関との連携・共同研究がこれまでに推進されている経緯があり、

平成１７年度においてこれらの本事業への組み入れと発展の可能性を検討する

ため、韓国側研究者と平成１８年２月１日～４日に韓国延世大学で、また平成

１８年３月６日～７日に福岡でそれぞれ協議を行った。その結果、以下の２テ

ーマについて当面共同研究を行うこととした。 

・超臨界法を利用したナノテクノロジー共同研究 

代表者：多元研 阿尻雅文教授 

・超微粒子製造・機械的複合化に関する材料開発研究 

         代表者・多元研 齋藤文良教授 

 

（３） ナノ材料科学の応用と将来展望プロジェクトの共同研究（Ｒ－００３）では、

東北大学の関係する研究者がこれまでに共同研究の関係を構築してきたアジア

地区の研究者および欧米研究者（若干名）を本事業へ組み入れ、新しい共同研

究を展開すべく、韓国側研究者と平成１８年２月３日～５日、同２月１４日～

１６日および同２月２４日～２７日に韓国（延世大学等）で、また平成１８年

３月６日～７日に福岡でそれぞれ協議を行った。 

 

（４） ナノ構造薄膜の光学的・磁気的応用の共同研究（Ｒ－００４）では、日韓の同
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じ、あるいは近い分野の研究者の個人的な交流を深めることによって、新規共

同研究の方向性を探るため、韓国側研究者と平成１７年１２月に２回および平

成１８年２月２１日～２４日に韓国（延世大学等）で、また平成１８年３月６

日～７日に福岡でそれぞれ協議を行った。 

 

 

（５） ナノ構造表面についての共同研究（Ｒ－００５）では、互いの最先端の研究成

果を発表、検討し、今後の共同研究の方向性を決めるために韓国側研究者と平

成１８年２月８日～１１日に韓国延世大学で、また平成１８年３月６日～７日

に福岡でそれぞれ協議を行った。 

 

６－３ セミナー 

 

今年度は事業開始年度にあたり、セミナーは実施しない。 

 

 

７.平成１７年度の研究交流の成果 
（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 

  東北大学－延世大学における本事業の大きな特徴は両拠点機関においてマネージメン

トボードを設置し、積極的に日本、韓国双方の研究交流および共同研究を推進することに

ある。そのような観点から平成１７年１１月のキックオフミーティングにおいて両拠点機

間の間で正式にマネージメントボードが発足し、共同研究等において合意事項が得られた

ことは本事業推進に非常に有益であると考えられる。 
 
７－２ 学術面での成果 
 平成１７年度は事業開始年度にあたり、それぞれの共同研究テーマにおいてこれまでの

成果を報告し、今後の展開を協議することを第一の目標とした。その意味で、各テーマで

韓国側研究者と複数回の会合を行ったことで今後の学術面での成果創出に大きく貢献でき

るものと考えられる。 
 
７－３ 若手研究者育成 
 平成１７年度は、事業開始が遅れたため限られた期間であったが、この間に助手以下の

若手研究者が合計１１／５９（人／人日）韓国を訪問し、研究交流を行うことができた。

また日本における研究打ち合わせにおいても１７／３９（人／人日）の参加があった。こ
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のような実績を考慮すると、若手研究者の研究交流が当初の目標をほぼ満足するレベルで

行えたと考えられる。 
 
７－４ 社会貢献 
 本事業で推進されるテーマは現在の材料を中心とするテクノロジーの分野で、その進捗

が社会的に要請されているものばかりである。このような重要課題をアジアの研究を牽引

する日本・韓国で推進できることは今後大きな社会貢献をもたらすものと期待される。次

年度以降、論文や学会等における研究報告、共同の国際シンポジウムの開催などを通じて、

両国間の研究拠点事業形成の成果（効果）を社会に還元することを目指す。 
 
７－５ 今後の課題・問題点 
 本事業においては、日本・韓国双方の本分野に関連する広範な研究者の参画が重要であ

る。平成１７年度は事業開始年度にあたり十分な研究者を確保したとはいえない。次年度

にかけて、新たな研究者の参画を進めていきたい。このような活動を通じて、研究交流の

活性化および共同研究の推進を図る。 
 上記のような目的で日本・韓国双方のマネージメントボードでは、事業開始年度より参

画研究者の選任および次年度以降の事業発展を企画しているが、特に平成１７年度は韓国

側のマッチングファンドの少なさが円滑な事業運営の問題（障害）となっていた。具体的

には、本年度は日本側予算に対し韓国側はその３０％程度しか措置されていない。このよ

うな状況は、両国が対等に研究交流・推進をはかっていく上で大きな障害となっている。

実際韓国側では、日本への研究者派遣や自国での研究会開催が大きく制限されているのが

実情である。次年度以降、状況が好転するものと予想しているが、今後東北大学としても

韓国側拠点とともに事業の実効的運営について関係機関とも相談しながら進めていきたい

と考えている。 
 
７－６ 本研究交流事業により発表された論文 
（論文リストを別に添付してください） 
 
本年度は事業開始年度にあたり、該当する論文はありません。 
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８.平成１７年度交流人数・人日数総表 
（単位：人／人日） 

 

※派遣元：日本、派遣先：日本の欄には、国内における交流の人数・人日数を記入のこと。 

※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。 

    派遣先 

派遣元 
日本 韓国 中国   合計 

実施計画 53/158 51/158 1/4   105/320日本 

実績 68/163 41/156 1/4   110/323

実施計画 1/4 

(20/60)

   1/4 

(20/60)

韓国 

実績 1/5 

(10/30)

 

   1/5 

(10/30)

実施計画       

実績   

 

   

実施計画       

実績    

 

  

実施計画       

実績     

 

 

実施計画 54/162 

(20/60) 

51/158 1/4   合計 

実績 69/168 

(10/30) 

41/156 

 

1/4   

 




