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アジア研究教育拠点事業 
平成２１年度 実施計画書 

 
 
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．採用年度 
 平成 ２０ 年度（  ２年度目） 
 
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・和文）Shanghai Institute of Ceramics・上海セラミクス研究所、 

Harbin Institute of Technology・ハルビン工科大学、 
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WuHan University of Technology・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・和文）Korea Institute of Science and Technology・韓国科学技術研究院 
 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。 
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６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
本研究交流課題の初年度にあたる平成２０年度は、３回のセミナー等の機会を捉えて研

究参加者自身の研究を中心に事例を紹介し、議論・打ち合わせを行った。この中で浮かび

上がったテーマの一つは既に新たな共同研究の開始につながり、当初予定外であったが清

華大学教員が東大に滞在して実験および議論を行った。この他にも２、３の共同研究テー

マ候補が浮上している。特に、各教員が自分の専門の会議に出席して議論するだけでは生

じ得なかった共同研究の可能性が浮上したことは特記に値し、本研究交流課題参加者の視

野の拡大に確実に貢献しているといえる。新規な設計指針導出や新規マテリアル創製とい

う点はまだこれからの課題であるが、研究交流は順調に進みつつあるといえよう。 

一方、若手研究者の育成という点では、３大学材料系セミナーが学生主体の運営で無事

行われるとともに、いずれのセミナーにおいても参加した大学院生の間でインフォーマル

な交流が活発に行われたことが注目に値する。特に、複数回参加した者の間の絆が深まっ

ている様子が見受けられ、若手研究者の国際経験の深まり、日中韓の若手研究者ネットワ

ークの形成という点で、大変有益に作用している。この点でも、本研究交流課題は期待通

りに進んでいるといえる。ただ、中国・韓国側の大学院生に比較して日本人学生が議論の

際にやや消極的な傾向は残っており、参加する大学院生が毎年少しずつ交替していく中で

全体のレベルを如何に挙げていくかという点は今後の課題といえる。 

 
７．平成２１年度研究交流目標 
上に述べた平成２０年度の活動を踏まえ、本年度は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

昨年度に引き続き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

具体的な共同研究小テーマの探索を行なう。同時に、昨年度の研究交流活動の中で共同研

究テーマの可能性が浮上してきた小テーマについて、より詳細に検討を行い、昨年度共同

研究を開始したテーマを含め、いくつかの小テーマについて予備的研究を実施する。 

（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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８．平成２１年度研究交流計画概要 
８－１ 共同研究 

昨年度は、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・打ち合わせをしたが、この活動は本年度も継続して行う。この活

動の中で浮上したテーマの一つについて、吉田豊信教授（東京大学）と Xiaoshan Ning 准

教授（清華大学）との共同研究が始まっているが、この研究を継続するとともに、昨年度

ないし本年度浮上した共同研究小テーマ候補についても、本年度予備的な共同研究を複数

行うことを目指す。これを促進するために、大学院生からシニア教員まで小テーマの特性

等に応じて様々なレベルの参加者の相手先（東京大学→清華大学およびソウル国立大学、

清華大学およびソウル国立大学→東京大学）への派遣（数日～数ヶ月）を実施する。 

 
８－２ セミナー 

１）清華大学‐東京大学間の連携で行なわれる東京大学における「清華大学ウィーク」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東京大

学キャンパスにて開催する。 

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

北京または北京近郊で開催する。学生主導で企画・プログラム編成からプロシーディング

発行まで運営する学生セッションと並行して、教員レベルのセッションも昨年度に引き続

き開催する。 

３）テーマを絞り込んだ比較的小規模なフォーカスワークショップを東京近郊または都内

で開催する。具体的なテーマとしては、昨年度成功裏に行われた「絶縁膜および記憶デバ

イス」を発展させたテーマが一つの候補であるが、 終的には 10 月頃までの研究交流活動

を踏まえて拠点機関の間で調整の上で決定する。 

 なお、若手研究者育成の観点から、上記セミナーには博士課程学生だけでなく、博士課

程進学の意思を有し、将来の国際的な活躍が見込まれ、かつ本研究交流課題の趣旨に合致

する研究に取り組んでいる優秀な修士課程学生も参加させる。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

１）ソウル国立大から東大に１～２名、清華大から東大に１～２名の研究参加者（講師以

上のレベル）を受け入れ、東大からソウル国立大学に１～２名、清華大に１～２名の教員

（講師以上のレベル）を派遣する。いずれも、若手研究者育成の一環として大学院生向け

講義を行なう他、派遣先で関連分野の本研究参加者と議論し、共同研究の可能性を探索す

る。 

２）８－２の１）および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

ネーターを中心に拠点機関間で協議する。 
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９．平成２１年度研究交流計画総人数・人日数 
９－１ 相手国との交流計画 

 

    派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

中国 

<人／人日>

韓国 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> 
合計 

日本 

<人／人日> 
 18/93 3/13   21/106 

中国 

<人／人日> 
20/118     20/118 

韓国 

<人／人日> 
9/61 (15/60)    

9/61 

(15/60) 

 

<人／人日> 
      

 

<人／人日> 
      

合計 

<人／人日> 
29/179 

18/93 

(15/60) 
3/13   

50/285 

(15/60) 

 

※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流する人数・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 国内での交流計画 

20／58  <人／人日> 
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１０．平成２１年度研究交流計画状況 

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 

交流予定人数 

（※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 中国 韓国 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 

 2/30 2/10 4/40 

中国 

<人／人日> 

2/50  0/0 2/50 

韓国 

<人／人日> 

2/40 0/0  2/40 

合計 

<人／人日> 

4/90 2/30 2/10 8/130 

② 国内での交流      0/0 人／人日 

２１年度の研 

究交流活動計画

及び期待される

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する。これにより、既存

システムと大きく異なる未知のシステムに対して効率的にマテリアル設

計・創製できる指針の導出を目指す。本年度は、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む。未

来社会で生まれる新しいシステムに対し、より効率的にマテリアルを設

計できるようになると期待される。また、様々なマテリアルを俯瞰し、

広い範囲のマテリアルから 適なものを選択できる若手研究者を育成す

るカリキュラム・講義を整備する手がかりを得られると期待される。 

日本側参加者数  

 33 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

 20 名 （１３－２ 中国側参加者リストを参照） 

韓国側参加者数 

 31 名 （１３－３ 韓国側参加者リストを参照） 
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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２１年６月２日 ～ 平成２１年６月４日（３日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本、東京、東京大学構内 
（英文）The Tokyo University, Tokyo, Japan 

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 
(※日本以外での開催の場合) 

 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（ 日本 ） 

日本 
<人／人日> 

A. 14/46
B. 0/0
C. 0/0

中国 

<人／人日> 

A. 14/56
B. 0/0
C. 0/0

合計 
<人／人日> 

A. 28/102
B. 0/0
C. 0/0

 
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 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「清華大学ウィーク」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。 
期待される成果 大学院学生の国際コミュニケーション能力の向上、マテリアル工

学に対する視野の拡大、日中間の若手研究者ネットワーク構築が

期待される。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ると期待され

る。 
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、清華大学コ

ーディネーターPan 教授および東京大学内の「清華大学ウィーク」

実施担当者と必要に応じ連絡調整して運営する。 
開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容              金額 
国内旅費                             900,000 
開催経費（印刷、バンケット等）       210,000 

中国側 内容              金額 
外国旅費                            1,200,000 
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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 材料ワークショ

ップ（第５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 

(5th workshop on advanced materials between Tsinghua Univ., 

Seoul National University and Univ. Tokyo) 
開催時期 平成２１年１０月  日 ～ 平成２１年１０月  日（３日間）

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）中国、北京、未定 
（英文）Undermined, Beijing, China 

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 
(※日本以外での開催の場合) 

Wei Pan, Department of Materials Science and Engineering, 

Tsinghua University, 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. 15/60
B. 0/0
C. 0/0

中国 

<人／人日> 

A. 0/0
B. 0/0
C. 15/60

韓国 

<人／人日> 

A. 0/0
B. 0/0
C. 15/60

合計 
<人／人日> 

A. 15/60
B. 0/0
C. 30/120

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 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。 

期待される成果 若手研究者（大学院生）にとっては、自分の研究対象と異なる研

究に多数触れ、また文化の違いによる視点・アプローチの違いを

知り、分野横断的な視野を広げること、運営に携わることにより

単なる学会発表では得られない国際連携活動を経験し、国際コミ

ュニケーション能力を高めること、および合宿形式でインフォー

マルにも親密な交流を行なうことにより若手研究者の日中韓ネッ

トワークを構築する素地を築くことが期待される。 
教員レベルの研究参加者には、システムを指向したマテリアル設

計・創製という横断的観点からの議論を集中して行なうことによ

り、分野横断的なマテリアル設計の効率的な教育のヒントを掴み、

また日中韓の共同研究を新たに始めるテーマの具体化にむけた絞

込みが期待できる。 

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する。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する。 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容              金額 
外国旅費                         3,000,000 
国内旅費              80,000 
消費税               150,000 

中国側 内容              金額 
国内旅費（日本派遣者分）             900,000 
(他に韓国派遣分国内旅費       900,000) 
開催経費（印刷、バンケット、会場等）200,000 

韓国側 内容              金額 
外国旅費                         1,500,000 
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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 フォーカスワー

クショップ（仮題） 
（英文）JSPS Asian CORE Program Focused Workshop (tentative)

開催時期 平成２２年２月  日 ～ 平成２２年２月  日（１日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本、熱海、KKR ホテル熱海（仮） 
（英文）KKR Hotel Atami, Atami, Japan (tentative) 

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 (仮) 
（英文）Satoshi Watanabe, School of Engineering, The University 

of Tokyo, Professor (tentative) 
相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外での開催の場合) 

 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（ 日本 ） 

日本 
<人／人日> 

A. 6/12
B. 0/0
C. 0/0

中国 

<人／人日> 

A. 3/9
B. 0/0
C. 0/0

韓国 

<人／人日> 

A. 6/18
B. 0/0
C. 0/0

合計 
<人／人日> 

A. 15/39
B. 0/0
C. 0/0

 
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 範囲を絞りつつ、アプローチ、ターゲット、マテリアルの点では

多様性を持たせたテーマを設定してより深い議論を行い、共同研

究テーマの探索・具体化を促進する。具体的なテーマ候補の一つ

は前年度に引き続き「絶縁膜および記憶素子」であるが、他のテ

ーマの可能性も含め、コーディネーター間で調整して決定する。

期待される成果 共同研究を特に集中して行なうべき対象やアプローチの範囲を絞

りこめると期待できる。また、参加する若手研究者には、国際会

議での発表・議論を超えた国際コミュニケーション能力を高める

と期待される。 
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、テーマの詳細が決定し

た後に本研究交流課題参加教員の中から開催責任者を決定し、企

画・運営する。 
開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容              金額 
国内旅費（日本人参加者分含む）      645,000 
開催経費（印刷、会場、バンケット等）230,000 

中国側 内容              金額 
外国旅費                             300,000 

韓国側 内容              金額 
外国旅費                             600,000  
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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                  

派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日>

中国 

<人／人日> 

韓国 

<人／人日> 

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

 1/3 1/3 2/6 

中国 

<人／人日> 

1/3   1/3 

韓国 

<人／人日> 

1/3   1/3 

合計 

<人／人日> 

2/6 1/3 1/3 4/12 

②  国内での交流    0/0   人／人日 
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１１．平成２１年度経費使用見込み額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 3,265,000 国内旅費、外国旅費の合計は、

研究交流経費の５０％以上で
あること。 外国旅費 3,900,000 

謝金    20,000  

備品・消耗品購
入費 

  274,000  

その他経費   530,000  

外国旅費・謝金
に係る消費税 

  195,000   

計 8,184,000 
研究交流経費配分額以内であ
ること 

委託手数料   818,400 
研究交流経費の１０％を上限
とし、必要な額であること。 
また、消費税額は内額とする。

合  計 9,002,400  

 

 

１２．四半期毎の経費使用見込み額及び交流計画 

 

 経費使用見込み額（円） 交流計画人数<人／人日> 

第１四半期 1,590,000 28/102 

第２四半期 1,250,000 4/68 

第３四半期 4,000,000 21/109 

第４四半期 1,344,000 17/64 

合計 8,184,000 70/343 

 


