
アジア研究教育拠点事業 
平成１９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://asiacore.imr.tohoku.ac.jp/                                 
 
３．開始年度 
平成  １７ 年度（  ３ 年目） 
 
４．交流実施期間（業務委託期間） 
  平成１９年 ４月 １日 ～ 平成２０年 ３月３１日 
 
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）：総長 井上 明久 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：総長 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 国際交流部国際交流課 

金属材料研究所事務部 
 
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 University 

      （和文）延世大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）： 

（英文）Department of Physics・Professor・In-Whan Lyo 
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（和文）延世大学物理学科・教授・In-Whan Lyo 
 

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 
 
６．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

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。 
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７．平成１９年度の研究交流実績の概要 
７－１ 共同研究 

平成１９年度はこれまでの共同研究の推進実績をもとに、以下の計６つのテーマ（Ｒ－

００１～００６）で共同研究を推進した。それらの概要は以下のようになっている。 

 

（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)との交流を中心とする共同研究を

展開した。それらの共同研究で得られた成果の発表を行うため、平成１９年度

は９月に宮城県でセミナーを開催した。 

 

（２） 東北大学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、

プロジェクトグループ計 6班(ヒューマン・サイエンス（A－1～A－3）とヒュー

マン・テクノロジー（B－1～B－3）)ならびに関連する研究者集団により、次世

代エネルギーや触媒開発に繋がる材料合成、材料機能の向上、デバイス開発、

医療工学などの主要テーマを設定し、共同研究を進めた。各グループ（東北大

学）・研究者集団（学外）が設定した研究テーマを通じて、類似の目的・内容で

研究を推進している韓国側研究者との国際会議や訪問によって情報交換を推進

し、この活動を通じて、博士課程大学院生や若手助教クラスの研究者の自発的

研究活動を支援・育成した。 

 

（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、

ナノバイオ材料科学についてナノ構造および界面制御の観点から共同研究を推

進した。韓国延世大学は、主にセラミックス系バイオ材料において韓国の中心

的位置にあり、先端的な成果を挙げている。一方、東北大学は金属系バイオ材

料を中心とし、金属材料へのセラミックスコーティング技術などに特徴がある。 
両者が互いの特徴を活かした共同研究を推進することにより、世界最先端の

バイオ材料についての研究成果の創出を目指した。また、東北大学からは、材

料を使用する立場で大学院歯学研究科の研究者も参画し、基礎から実用にわた

る広範囲な材料開発を目指した。 
また、R-002 の「ヒューマンサイエンスとテクノロジー」グループとも連携し、

共同で国際会議（１１月、開催地：中国）ならびに関連する国内会議（８月、

開催地：山形市）への日韓両国からの多数の参加を促し、積極的な研究交流を

図った。 

 

（４）  ナノ構造薄膜の光学的・磁気的応用の共同研究（Ｒ－００４）の目的は、ナノ

炭素材料、特にカーボンナノチューブの作製、評価、物性制御に関して、独創

的な研究を展開している日韓の研究チームが相互訪問による情報交換を通して、
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世界をリードする共同研究につなげるとともに、研究者特に若手の人的交流を

活発化させることである。１９年度は、１０月に第４回日韓カーボンナノチュ

ーブシンポジウムを開催し、これを契機に最近新しい機能材料として期待され

る２層ナノチューブを中心に、成長、評価、物性すべての分野において人的お

よび情報の交換をはかった。 

 

（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

果の発表および共同研究テーマの検討を終えており、昨年度は Si 半導体ナノ表

面制御および物性評価について、延世大学との共同研究を実施した。１９年度

も「ナノ構造表面セミナー」（６月：日本）を開催し、より一層研究者の交流、

共同研究を推進した。 

 

（６）  半導体ナノサイエンス・テクノロジー 

半導体最先端テクノロジーに関する共同研究（Ｒ－００６）では、半導体関係

の研究分野の最近の進展についての成果報告や情報交換、人的交流を推進する

ために、基本的に日本と韓国で交互に毎年セミナーを開催することを計画した。

なお、共同研究およびセミナーのスコープは本分野の発展が著しいことから、

毎年両国代表者で検討し、最も先端的な研究トピックスを取り上げることにし

ている。平成１９年度は「ナノ構造半導体」をテーマとし、該当する研究者の

訪問を通じ、共同研究のための人的交流、情報交換を行った。さらに若手研究

者の育成の場としても本共同研究を活用することで、日本と韓国を核としたグ

ローバルなサイエンス・コミュニティー形成を目指した。 

 

 

７－２ セミナー 

平成１９年度は、将来の分野横断的学際研究学術分野構築のための事業全体のセミナー

（全体会議 (General Meeting)）を１０月に仙台で開催した他、それぞれの共同研究の枠組

みの中で下記に示す６件計７件（国内および第三国開催分）のセミナーを実施した。 
(1) ナノ物質を基盤とする学際科学研究教育拠点の構築 全体会議 
(2) 第 3 回 金属ガラス日韓ワークショップ 

(3) 磁性と磁性材料に関する先端シンポジウム 

(4) ナノ・パーティクルおよび高機能インターフェイス科学シンポジウム 

(5) ナノ物質の学際科学国際シンポジウム 

(6) 第４回日韓カーボンナノチューブシンポジウム 

(7) 第３回日韓ナノ構造表面シンポジウム 
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７－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

韓国の拠点機関等の研究者との意見交換および打ち合わせを行うため若手研究者を中心

に韓国側拠点機関、大学および国際会議に派遣した。このような活動によって、将来的に

本事業の新たな共同研究テーマの企画、立案や研究セミナーの開催が可能となるものと考

えられる。 
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８．平成１９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。） 

８－１ 研究協力体制の構築状況 

平成１７年度に設置した東北大学および延世大学の主要メンバーによって構成されるマ

ネージメントボードを有効に活用し、本事業の円滑な推進をはかっている。平成１９年度

も引き続きコアメンバーを中心に各共同研究グループで協力体制を広げ、さらに広範かつ

強固な運営体制を構築できた。その具体例として、共同研究「ヒューマン・サイエンスと

ヒューマン・テクノロジー（R-002）」では、国際会議（シンポジウム）５件に出席し、招

待講演を行う他、集中講義なども行い交流・協力体制の一層の充実をはかった。その他、「金

属ガラス・無機材料接合開発共同研究(R-001)」、「ナノ構造薄膜の光学的・磁気的応用

(R-004)」、「ナノ構造表面(R-005)」では、コアメンバーによって日韓で交互に情報交換を行

うミーティングを開催する体制がすでに整っている。本年度より開始した「半導体ナノサ

イエンス・テクノロジー(R-006)」も次年度以降の研究体制を整備した。 

 

 

 

８－２ 学術面の成果 

 
年度当初の計画に基づき、共同研究およびセミナーを順調に推進することができた。 

以下、平成１９年度実施の６つの共同研究テーマの個々の学術的成果について述べる。 
 
（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)らを中心とするグループと金属ガラ

スおよびその接合研究を取り巻く諸問題について日本で第３回目のセミナーを

企画し、研究成果報告および討議を行った。コアメンバーに加え、新たな若手

研究者も参加し、共同研究のテーマの拡がりを実感できた。また日本側の協力

研究機関の東京工業大学や大阪大学の教員も積極的にセミナーに参加し、研究

内容の深化および交流の拡がりを目指した。 

 

（２） 東北大学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、

個別テーマにおいて韓国側複数研究機関との連携・共同研究がこれまでに推進

されていた経緯がある。平成１９年度は日本国内でのセミナー１件を開催し、

これまでの両国間の研究成果の共有を図るとともに、今後ともそれぞれのテー

マで関係する研究者間の共同研究を継続することとした。平成１９年度は日韓

両国（第３国開催および他の共同研究との共催も含む）で５件のセミナーや国

際会議を通じて研究成果発表および情報交換を積極的に実施した。このような

活動により、例えばソフト溶液反応によるセラミックス粒子創製では、サンプ
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ル供与や共同での特性評価を始めるに至った。また、韓国において、金属材料

研究所川崎教授が光州工科大学の客員教授として集中講義を行なった。 

 

（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、

これまでの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、活発な共同研究を展開してきた。１９年度は日本で「ナノ・パーティクル

および高機能インターフェイス科学シンポジウム」のセミナーを開催し、韓国

側研究者との討議や情報の共有を図った。その他、Ｒ－００２と共同で中国で

の国際会議を開催した。 

 

（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、日韓共同シンポジ

ウムの第 4 回目を日本で開催し、研究者間の個人的な交流を深めた。本年度は、共

同研究を開始して以来のカーボンナノチューブのラマン分光による評価に関する研究

を進めることができた。金属カーボンナノチューブと半導体ナノチューブの分離は

応用上、非常に重要だが、その分離を簡単に調べる方法として、ラマン分光法が

知られている。Sungkyunkwan University (SKKU)グループは、あるラマンピークの強

度が金属ナノチューブの特殊な場合に非常に大きいことを発見し、ナノチューブ

の評価に非常に有用であることを示した。これを東北大グループが理論的に解析

しその理由を明らかにした（Kim et al.）。本成果は、2006 年２月、岩佐、斎藤が

SKKU を訪問した際の議論が発展して論文に結実したものである。 

 

（５） ナノ構造表面についての共同研究（Ｒ－００５）では、平成１９年６月に日本

で、また平成２０年２月に韓国でそれぞれシンポジウムを開催し、韓国側研究

者との研究交流を活発に実施した。その成果は、半導体表面ナノ構造に埋め込まれ

た金属物性、あるいは Si 表面吸着過程、Si 表面酸化過程、Si 表面ナノ構造形成過

程の解明、さらには表面ナノ構造の光学物性と、表面科学のほとんどの分野をカバー

する多岐に及ぶものである。互いに関心を共にする分野も多いことから、今後一層の

研究交流，研究協力を確認した。 

 

（６） 「半導体ナノサイエンス・テクノロジー（Ｒ－００６）」は１９年度から開始す

るのに際し、日本側は八百隆文、松岡隆志（ともに東北大学）教授、韓国側は

Tae-Won Kang（東国大学）がオーガナイザーとして韓国で会議を開催し、運営

方針を決定した。主要研究機関が中心となって、次年度以降も日韓でワークシ

ョップを継続的に開催する他、若手研究者の積極的な交流を図っていくことと

した。 
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８－３ 若手研究者養成 

平成１９年度は、助教以下の若手研究者をのべ５２／２１７（人／人日）韓国等に派遣

し、実践的教育研究を推進することができた。この実数は平成１８年度のほぼ２倍にあた

る他、１７年度の４倍になり、若手研究者の交流範囲が確実に拡大していることを意味し

ている。このような派遣実績の活動を考慮すると、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。ちなみに、大学院博士課程の学生とポスドク

研究者は韓国へ１２／７９（人／人日）、中国へ１／６（人／人日）派遣し、また国内での

共同研究・セミナー活動のために１５／３９（人／人日）派遣した。 

これらの活動の結果、研究者のみならず大学院の学生レベルでの研究ネットワークの構

築と友好関係がさらに進展した。また R-004 に関連して、理学研究科斎藤教授が

Sungkyunkwan University (SKKU)からの留学生 Park(D2)を受け入れ、共同研究を遂行して

いることも特筆される。 

 

 

８－４ 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・韓国を中心にして推進することは大きな社会的貢献をもたらすものと考えてい

る。上記の目的のもと、本報告書に記載の国際会議、セミナーを通じた研究報告、１０２

報の論文発表等を通じて、両国間の研究拠点事業形成の成果（効果）を社会に還元した。 
 

 

８－５ 今後の課題・問題点 

上述したそれぞれの共同研究での成果にもあるように、各研究領域で着実に日韓の研究

者の交流を基本とした研究拠点の構築が進んでいる。これらの成果を今後長期間にわたっ

て維持していくための体制作りを模索していきたい。 
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。このため日本・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

者の選任および種々の事業展開を企画している。事業開始時より懸案となっている、韓国

側のマッチングファンドが日本側予算に対し韓国側はその半分強しか措置されていない状

況は現時点でも改善されていないが（中間評価においても指摘の対象となっている）、運営

面でこれまで以上に両国間で工夫し、より効果のある拠点形成事業をはかりたい。 
またもう一つの懸案である韓国側の年度予算確定が遅いことについても、両国間でより

連絡を密にし、運営上の支障にならないようにしたい。 
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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     １０２本 

   うち、相手国参加研究者との共著   １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   ４０本 

（※ 論文リストを別に添付して下さい） 
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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 韓国 中国   合計 

日本 
実施計画  66/227 5/15   71/242 

実績 50/239 5/27   55/266 

韓国 
実施計画 (41/123)  (10/30)   (51/153)

実績 (36/115) (0/0)   (36/115)

 
実施計画       

実績      

 
実施計画       

実績      

 
実施計画       

実績      

合計 実施計画  

(41/123)

66/227 5/15 

(10/30)

  71/242 

(51/153)

実績  

(36/115)

50/239 5/27 

(0/0) 

  55/266 

(36/115)

 

※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（相手国予算による）交流についても、カッコ書きで記入してく

ださい。 

 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

 26／52 （人／人日）    70／157（人／人日） 

 

 

 


