
 1

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 ： 東京大学大学院工学系研究科 
（中国側）拠点機関： 清華大学 
（韓国側）拠点機関： ソウル国立大学 

 
２．研究交流課題名 

（和文）： システム指向マテリアル設計・創製のアジア拠点構築                    

                           （交流分野：マテリアル工学）  
（英文）： Asian Research and Education Initiative for System-Oriented Materials Design and Creation         

                       （交流分野： Materials Engineering）  
 研究交流課題に係るホームページ：http://cello.t.u-tokyo.ac.jp/asian-core/index.html 

 
３．開始年度 

平成 20 年度（ 1 年目） 
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：東京大学大学院工学系研究科 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：大学院工学系研究科・研究科長・保立和夫 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：マテリアル工学専攻・教授・渡邉聡 
 協力機関：東京大学 生産技術研究所、同 先端科学技術センター、 

独立行政法人 物質・材料研究機構 
 事務組織：東京大学 工学系・情報理工学等事務部 
 
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：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）Department of Materials Science and 

Engineering, Professor, Wei Pan 
 協力機関：（英文）Shanghai Institute of Ceramics、Harbin Institute of Technology、
WuHan University of Technology 
 （和文）上海セラミクス研究所、ハルビン工科大学、武漢工科大学 
 経費負担区分：パターン 2 
 
（２）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 Materials Science and 

Engineering, College of Engineering, Professor, Sang-Im Yoo  
 協力機関：（英文）Korea Institute of Science and Technology 

 （和文）韓国科学技術研究院 
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 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 

 人類社会の持続的発展と一層の幸福を実現する様々な新規システムの創製がますます

重要になってきており、時に相反する種々の要請をシステム全体として高いレベルで満た

すようなマテリアルの創製が求められている。現状では、システムとしての性能発揮を念

頭に置いたマテリアル設計、マテリアル創製の研究開発はあくまで個別の対象にとどまっ

ており、新規な課題・システムに対応しうる指針を見出していくことが、次世代の研究開

発およびそれを担う若手研究者育成の上で緊急の課題である。 
本研究交流では、医療・情報・環境等の様々な応用分野についてのマテリアル研究開発

に携わっている日本・中国・韓国トップ大学の多様な研究者を結集し、システムとして性

能発揮するマテリアルという点についてマテリアルの複合化や異種マテリアル界面制御等

の角度から分野横断的に議論することにより、（１）未来社会で生じる新しい課題に対応し

た新規マテリアルの設計・創製指針の導出、（２）それに基づく新規マテリアルの設計・創

製、（３）これらに関する日中韓国際共同研究の推進、を実現し、世界のマテリアル研究を

先導しうるアジア拠点の構築を目指す。 
同時に、（４）マテリアルに対する深い専門性だけでなく広範囲のマテリアルの中から

適なものを選択しシステム化する広い視野を持ってシステムとして性能を発揮するマテリ

アルを設計・創製する視点、（５）研究成果の国際的発信や海外研究者と専門的議論の能力、

文化・社会システムの違いを理解しつつ海外研究者との共同・連携作業を進める能力、お

よび国際的な人的ネットワーク構築能力を合わせた持つ国際性、の２点を身につけ、次世

代のマテリアル工学研究開発を先導する若手研究者の育成を目指す。さらには、アジア全

体の協調的発展に貢献するマテリアル工学分野若手研究者の日中韓ネットワークの形成を

も目指す。 
 
６．平成２０年度研究交流目標 
平成２０年度は本研究交流課題の開始年度にあたるので、次年度以降の活動を円滑に進

める基盤作りとして、以下の点を目標とする。 

（１）共同研究 

「システムとして性能を発揮するマテリアルの設計・創製」という大きなテーマについて

実効的な共同研究を実施するために、研究参加者自身の研究を中心に事例の検討を行い、

ブレイクダウンした具体的なテーマの絞込みを行なう。 

（２）若手研究者育成 

大学院生が主体的に運営する３国間学生ワークショップや、テーマをフォーカスし共同研

究の可能性を探索するセミナーへの若手研究者の参加により、単なる研究成果発信や専門

的議論の能力を越えた高い国際性を若手研究者に身に付けさせる。また、システムとして

性能を発揮するマテリアルの設計・創製を軸とした横断的視野の獲得を狙う講義およびカ

リキュラムについて、足がかりを掴む。 
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７．平成２０年度研究交流成果 
７－１ 研究協力体制の構築状況 

セミナー・ワークショップおよび大学院講義のための教員相互派遣等の機会を利用して

互いの研究内容への理解を深め、共同研究テーマの絞込みを行うことができた。さらに、

当初予定を前倒しして実際に共同研究を開始できた。よって研究協力体制は順調に構築さ

れているといえる。 

 

７－２ 学術面の成果 

 開始した共同研究では、清華大学のグループが開発した接合法により実現された高性能

アルミニウム‐セラミクス接合の界面構造を東京大学において透過電子顕微鏡観察し、ア

ルミニウムは酸化層を介さず低エネルギーエピタキシャルー界面層を形成することによっ

てセラミクスと直接接合していることを見出した。異種マテリアルを接合したシステムに

おけるマテリアルの挙動やシステムとしての性能を考えていく上で有益な知見といえる。

また、東京大学で進めている絶縁体‐金属界面の計算について、ソウル国立大学およびそ

の研究協力者との間で研究を加速する有益な議論を行うことができた。まだ原著論文を発

表する段階ではないが、それにつながると期待できる成果である。 
 
７－３ 若手研究者養成 

大学院生が主体的に運営する３国間学生ワークショップでは、期待通りに単なる国際学

会発表では得られない深いコミュニケーションを体験させることができた。また、テーマ

をフォーカスしたワークショップにおいては、予想以上に熱心な若手研究者間の議論があ

った。若手研究者養成に向けた取り組みは功を奏しているといえよう。 
 

７－４ 社会貢献 

 上記のような学術面の成果、若手研究者養成の成果を通じて日中韓のマテリアル工学分

野の発展に貢献していること、および教員レベルと若手研究者レベルの両方において日中

韓のマテリアル工学分野研究者の連携をより強固にしつつあることは、アジア地域内の連

携の強化や発展の加速につながるものと期待される。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

 初年度としてはおおむね順調に実施できたと考えているが、まず 3 国間の連絡体制につ

いては一層円滑にすることが望まれる。セミナー・ワークショップの機会に行なう打ち合

わせは全く問題ないが、それ以外の時期に相談したい事項があった際には、電子メール等

でのやり取りが必ずしもスムースでないことがあったからである。TV 会議システムの活用

等を含め、検討していきたい。また若手研究者の養成については、本年度の活動は大学院

生の国際コミュニケーション能力の向上に寄与したといえるものの、平均的なレベルをさ

らに引き上げることが望まれる。参加する大学院生が毎年入れ替わっていく中でこれをど

う実現するか、今後模索していく必要がある。 
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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 の出資によることが明記されているもの  0 本 

 
８．平成２０年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 

本年度は、下記８－２および８－３の活動の機会を捉えて研究参加者自身の研究を中心

に事例を紹介し、議論・打ち合わせすることを中心とした。この中で浮かび上がったテー

マの一つが東京大学吉田豊信教授と清華大学 Xiaoshan Ning 准教授との共同研究につなが

り、年度当初の予定にはなかったが Ning 准教授が東京大学に１ヶ月滞在して清華大で作成

した試料の構造と東京大学の装置を用いて観察した。具体的には、Ning 准教授のグループ

が開発した接合法により実現された高性能アルミニウム‐セラミクス接合の界面構造を、

東京大学において透過電子顕微鏡観察し、アルミニウムは酸化層を介さず低エネルギーエ

ピタキシャルー界面層を形成することによってセラミクスと直接接合していることが判明

した。この結果については、さらに解析を続けて平成２１年度には原著論文として成果発

表できる見込みである。この他にも２、３共同研究のテーマ候補が浮上しており、今後よ

り具体的な検討を進めていく。また、東京大学で進めていた絶縁体‐金属界面の計算と大

変関連の深い研究がソウル国立大学およびその研究協力者とで進められていることが判明

し、計算手法・条件の細部にわたる議論を行うことができたのも大変有益であった。 

 

８－２ セミナー 

１）清華大学‐東京大学間の連携で行なわれた清華大学における「東大ウィーク」の一環

として、本研究交流課題が共催する清華大‐東大材料系学生ワークショップを北京（清華

大キャンパス）にて開催した。参加した大学院生は、講演・議論を通じてはもちろんのこ

と、パーティや清華大施設等見学のような場も含め、国際的なコミュニケーションの経験

を積むことができた。また、両専攻間の過去のワークショップにも参加した者が旧交を温

めてパーティ後に 2 次会を開いた等、大学院生間の人的ネットワークの構築にも有益であ

った。 

２）清華大‐ソウル国立大‐東大材料系ワークショップを、本研究交流課題の主催により

箱根で合宿形式により開催した。学生ワークショップの部は、分野横断的な視野を養うこ

と、国際的なコミュニケーション能力を高めること、および若手研究者間の国際人的ネッ

トワークを構築することをねらい、運営まで大学院生が主体的に行なった。並行して行な

った教員ワークショップの部は、システムを指向したマテリアル設計・創製について、様々

な研究対象について議論して理解を深め、横断的な指針導出の足がかりを掴むと共に共同

研究の可能性を探索した。大学院生達は、講演・議論を通じてはもちろんのこと、バンケ
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ットやエクスカージョン等の場も含め、国際的なコミュニケーションの経験を積むことが

できた。清華大・ソウル国立大学生からの要望を受けてエクスカージョンの内容を変更し

たが、このような予定外の出来事も貴重な体験になったと思われる。教員ワークショップ

についても、活発な議論があり、大学間相互の理解および分野横断的な視野の拡大に有益

であった。さらに、ワークショップの講演発表を基に今後の共同研究の可能性について休

憩時間等を利用して行なわれた非公式の議論も多々あり、この点でも期待通りの成果を挙

げたといえる。 

３）テーマを絞り込んだワークショップとして、絶縁膜および記憶デバイスに関するワー

クショップをソウルで開催し、東京大学、ソウル国立大学およびソウル国立大学側の協力

研究者が会して、互いの研究を紹介しあい、議論した。研究手法は理論および実験の両面、

対象マテリアルは様々な酸化物、硫化物、対象デバイスは MOSFET、ReRAM、原子スイッチと

いうように、様々な角度からの研究について議論することができ、絶縁膜と記憶デバイス

についてより深い理解を得ることができた。また、参加した大学院生の中には、ワークシ

ョップ終了後にソウル側参加研究者と細部にわたって個別に長時間の議論を行った者もお

り、大規模な国際会議では得がたい濃密なコミュニケーションを体験し、国際コミュニケ

ーション能力を高めることができた。 

  

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

１）清華大から東大に Wei Pan 教授が来訪し、大学院生向けの講義を行なった。東大から

は清華大に渡邉聡教授が往訪し、大学院生向けの講義を行なった。いずれも、派遣先で関

連分野の本研究参加者との議論もあわせて行った。まだ共同研究には至っていないが、そ

の可能性がいくつか浮かび上がってきた。また、ソウル国立大学から東大に Han-Ill Yoo

教授が来訪し、大学院生向けの講義と関連研究者との議論を行なったことも本交流事業の

計画に合致するものであったが、これは本交流事業の経費を用いずに実施した。 

２）８－２の１）の機会に同２）の本年度の清華大‐東大間の活動の詳細について確認・

打ち合わせを、同２）の機会に本研究課題の今後の進め方等について、コーディネーター

を中心に協議を行なった。それにより同３）の実施テーマ等の明確化がはかられ、また平

成２１年度の方針（特に同２）に対応するセミナーについて）について、意思統一ができ

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 中国 韓国   合計 

日本 
実施計画  10/12 8/16   18/28 

実績 9/29 6/18   15/47 

中国 

実施計画 20/58  (3/6)   20/58

（3/6） 

実績 17/93 0/0   17/93 

韓国 
実施計画 19/56 0/0    19/56 

実績 14/55 0/0   14/55 

合計 

実施計画 39/114 10/12 8/16 

（3/6） 

  57/142

（3/6） 

実績 31/148 9/29 6/18   46/195 

 

 

※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 

  20／60  （人／人日）    16／55  （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）システム指向マテリアル設計・創製の研究 

（英文）Study on System-Oriented Materials Design and Creation 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）渡邉聡・東京大学大学院工学系研究科マテリアル工学専攻・教授

（英文）Satoshi Watanabe, Department of Materials Engineering, 

School of Engineering, The University of Tokyo, Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Wei Pan, Department of Materials Science and Engineering, Tsinghua 

University, Professor 

Sang-Im Yoo, Department of Materials Science and Engineering, 

College of Engineering, Seoul National 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 中国 韓国 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 
実施計画  2/2   2/4   4/6 

実績 2/6 0/0 2/6 

中国 
実施計画 5/15  0/0 5/15 

実績 2/36 0/0 2/36 

韓国 
実施計画 5/15 0/0  5/15 

実績 1/4 0/0 1/4 

合計 
実施計画 10/30 2/2 2/4 22/76 

実績 3/40 2/6 0/0 5/46 

② 国内での交流   2/6   人／人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

システムとして性能を発揮するマテリアルの設計・創製について、様々

な応用先、様々なマテリアルの事例を調査検討した。具体的には、3 国

の研究参加者間で事例を紹介し合い、議論して、より深く検討すべき対

象を絞り込んだ。その結果、清華大学‐東京大学間の共同研究を実施で

きた他、共同研究につながる可能性を持つテーマを複数浮かび上がらせ

ることができた。 

日本側参加者数  

３０ 名 （１４－１ 日本側参加者リストを参照） 

（ 中国 ）側参加者数 

１４ 名 （１４－２（ 中国 ）側参加研究者リストを参照） 

（ 韓国 ）側参加者数 

２９ 名 （１４－３（ 韓国 ）側参加研究者リストを参照） 
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１０－２ セミナー 
整理番号 S－1 
セミナー名 （和文）日本学術振興会アジア研究教育拠点事業 清華大‐東大

材料系ワークショップ 
（英文）JSPS Asian CORE Program Workshop on materials 
between Tsinghua Univ. and Univ. Tokyo 

開催時期 平成２０年５月１９日～5 月 20 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、清華大学 
（英文）Tsinghua University, Beijing, China 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）近藤高志・東京大学大学院工学系研究科・准教授 
（英文）Takashi Kondo, School of Engineering, The University 
of Tokyo, Associate 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) 

Wei Pan, Department of Materials Science and Engineering, 
Tsinghua University, 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    6/18   （ 2/6 ）人/人日 6/18 

（2/6） 

 人/人日 

（ ）国（地域）側参加者         /     （ / ）人/人日 

（ ）国（地域）側参加者         /     （ / ）人/人日 

② 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              人 

10 人

（中国）側参加者              10 人 

（ ）国（地域）側参加者              人 

①と②の合計人数        18 人 

セミナー開催の目的 清華大学と東京大学との相互理解と連携を深めるために開催され

る「東大ウィーク」の中のイベントの１つとして実施する。両大学

の大学院生が互いの研究について理解を深め、国際的なコミュニケ

ーション能力を高めると共に、大学院生間の人的ネットワークを構

築することを目指す。 
セミナーの成果 講演・議論を通じてはもちろんのこと、パーティや清華大施設等見

学のような場も含め、大学院生は有益な国際的なコミュニケーショ

ンの経験を積むことができた。また、両専攻間の過去のワークショ

ップにも参加した者が旧交を温めてパーティ後に 2 次会を開いた

等、大学院生間の人的ネットワークの構築にも有益であった。また、

同行する教員は、本研究交流事業の打ち合わせ、およびシステム指

向マテリアル設計・創製に関する共同研究の議論を行い、今後の方

向性をある程度明確にできた。 
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セミナーの運営組織 本研究交流課題の運営委員会内に実行委員会を設け、東京大学およ

び清華大学の「東大ウィーク」実施担当者と必要に応じ連絡調整し

て運営した。 
開催経費

分担内容

と金額 

日本側 外国旅費                金額 998,360 円 
消費税                    47,566 円 

相 手 国 ( 地

域) 
内容 開催経費と日本側参加者の滞在費 金額 300,000 円 
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整理番号 S－２ 
セミナー名 （和文）日本学術振興会アジア研究教育拠点事業 マテリアルワー

クショップ（第 4 回清華大‐ソウル国立大－東大材料系ワークショ

ップ） 
（英文）JSPS Asian CORE Program Workshop on advanced 
materials (4th workshop on advanced materials between 
Tsinghua Univ., Seoul National University and Univ. Tokyo) 

開催時期 平成２０年１０月 20 日～平成２０年１０月 22 日（3 日間） 
開催地（国（地域）名、

都市名、会場名） 
（和文）日本、箱根、箱根プリンスホテル 
（英文）Hakone Prince Hotel, Hakone, Japan 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）榎学・東京大学大学院工学系研究科・准教授 
（英文）Manabu Enoki, School of Engineering, The University of 
Tokyo, Associate 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は

必須) 

 

参 加 者

数 

① 本事業の経費により参加した人数・人日数 
（その内、共同研究経費・研究者交流経費により支給するものについては、カッコ内にも

記入のこと） 
計 

日本側参加者    14/49（2/6） 人/人日  

41/157 

（4/14） 

 人/人日

（ 中国 ）側参加者       14/53（1/4） 人/人日 

（ 韓国 ）側参加者       13/55（1/4） 人/人日 

（    ）国(地域)側参加者         /     （ / ）人/人日 

② 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               0 人 

0 人

（       ）国(地域)側参加者               0 人 

（       ）国(地域)側参加者              0 人 

（    ）国(地域)側参加者               人 

①と②の合計人数          45 人

セミナー開催の目的 清華大学、ソウル国立大、東京大学の研究参加者が一同に会し、相

互理解を深める。学生セッションは、分野横断的な視野を養うと共

に、運営まで学生が主体的に行なうことにより、国際的なコミュニ

ケーション能力を高めることをねらい、また若手研究者間の国際人

的ネットワークを構築することを目指す。教員レベルセッション

は、システムを指向したマテリアル設計・創製について、様々な研

究対象について議論して理解を深め、横断的な指針導出の足がかり

を掴むと共に共同研究の可能性を探索する。 
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セミナーの成果 学生達は、講演・議論を通じてはもちろんのこと、バンケットやエ

クスカージョン等の場も含め、国際的なコミュニケーションの経験

を積むことができた。清華大・ソウル国立大学生からの要望を受け

てエクスカージョンの内容を変更したが、このような予定外の出来

事も貴重な体験になったと思われる。教員ワークショップについて

も、活発な議論があり、大学間相互の理解および分野横断的な視野

の拡大に有益であった。さらに、ワークショップの講演発表を基に

今後の共同研究の可能性について休憩時間等を利用した非公式の

議論も多々あり、この点でも期待通りの成果を挙げたといえる。 

セミナーの運営組織 3 国の開催責任者の監督の下、全体の運営は 3 国の大学院生で組織

された実行委員会が担当した。教員レベルのセッションの運営は本

研究交流課題の運営委員会が担当した。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容              金額 

国内旅費（日本人参加者分含む）     2,214,630 円 

開催経費（印刷、会場、バンケット等）  2,060,635 円 

中国  内容              金額 

外国旅費                2,250,000 円   

 

韓国  内容              金額 

外国旅費                 900,000 円 
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整理番号 S－３ 
セミナー名 （和文）日本学術振興会アジア研究教育拠点事業 絶縁膜と記憶デ

バイスに関するワークショップ 
（英文）JSPS Asian CORE Program Workshop on Insulating 
Thin Films for Logic and Memory Devices; MOSFET and 
ReRAM 

開催時期 平成 21 年 2 月 16 日（1 日間） 
開催地（国（地域）名、

都市名、会場名） 
（和文）大韓民国、ソウル、ソウル国立大学 
（英文）Seoul National University, Seoul, Korea 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）渡邉聡・東京大学大学院工学系研究科・教授 
（ 英 文 ） Satoshi Watanabe, School of Engineering, The 
University of Tokyo, 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は

必須) 

Cheol Seong Hwang, Department of Materials Science and 
Engineering, Seoul National University, Professor 

参 加 者

数 

③ 本事業の経費により参加した人数・人日数 

（その内、共同研究経費・研究者交流経費により支給するものについては、カッコ内にも

記入のこと） 

計 

日本側参加者     6/18  （ 0/0 ）人/人日  

6/18 

（ 0/0 ）

 人/人日

（    ）国(地域)側参加者         /     （ / ）人/人日 

（    ）国(地域)側参加者         /     （ / ）人/人日 

（    ）国(地域)側参加者         /     （ / ）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              人 

6 人

（ 韓国 ）側参加者              6 人 

（    ）国(地域)側参加者               人 

（    ）国(地域)側参加者              人 

①と②の合計人数          12 人

セミナー開催の目的 ソウル国立大と東京大学の研究参加者およびソウル国立大の協力

研究者の中で絶縁膜および記憶デバイスに関して研究している者

が会し、互いの研究を紹介しあい、議論する。研究手法は理論およ

び実験の両面、対象マテリアルは様々な酸化物、硫化物、対象デバ

イスは MOSFET、ReRAM、原子スイッチというように、様々な

角度からの研究について議論することにより、絶縁膜と記憶デバイ

スについてより深い理解を得ることをねらう。 
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セミナーの成果 アプローチ・デバイス・マテリアルの面で様々な角度から議論する

ことにより、デバイス中の絶縁膜および記憶デバイスについてより

横断的な理解を深めることができた。特に TiO2ReRAM に関する

新の興味深い電子顕微鏡観察データが紹介され、原子スイッチ等

を考察する上でも大きな刺激となった。セッション後にも若手研究

者の間で熱心な議論が続けられ、大規模な国際会議では得がたい濃

密なコミュニケーションを体験できたといえる。大変有益な議論が

できたと日韓両国の参加者の間で認識が共有され、今後も情報交換

等を緊密に続けることで合意が得られた。 
セミナーの運営組織 本研究交流課題の運営委員会の監督の下、日本および韓国側の開催

責任者が企画・運営した。 
開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容              金額 

外国旅費               645,680 円 

消費税                 31,390 円  

韓国  内容              金額 

国内旅費（日本からの派遣者分）  150,000 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 中国 韓国 計 

日本 
実施計画  2/4 2/4 4/8 

実績 1/5 0/0 1/5 

中国 
実施計画 2/4  0/0 2/4 

実績 1/4 0/0 1/4 

韓国 
実施計画 1/2 0/0  1/2 

実績 0/0 0/0 0/0 

合計 
実施計画 3/6 2/4 2/4 7/14 

実績 1/4 1/5 0/0 2/9 

② 国内での交流   0／0   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 2,826,910  

外国旅費 1,824,870  

謝金 27,000  

備品・消耗品購入費 318  

その他経費 4,017,209  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

103,693  

計 8,800,000  

委託手数料 880,000  

合  計 9,680,000  

 
 
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 56,950 9/28 

第２四半期 1,132,500 1/5 

第３四半期 2,937,982 29/112 

第４四半期 4,672,568 7/50 

計 8,800,000 46/195 

 
 
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 中国  韓国  

平成２０年度使用額 

（単位：円相当） 

 
2,700,000 円相当

 
1,050,000 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。 


