
様式９ 

アジア研究教育拠点事業 
平成２４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．採用期間 

平成２０年４月１日～平成２５年３月３１日 

（  ５ 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・原田昇 

 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 
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 経費負担区分：パターン 2 

 

（２）国名：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 

 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最

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２４年度研究交流目標 

（１）共同研究 

現在進行中の共同研究を引き続き推進するとともに、平成 22年度に新たに共同研究の可

能性を模索したテーマについては、開始の可否を含めて早急に細部を詰める。最終年度で
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あることに鑑み、これまでの研究成果を整理し、取りまとめることにも注力する。特に、

テーマを絞ったセミナーにおいて核となりつつある「デバイスにおける酸化物」およびこ

れに関連したトピックについて、上記の観点から、研究参加者間の議論および共同研究を

進めていく。以上に加え、本研究課題終了後も研究協力を続けていくことを念頭に、新た

な萌芽的研究テーマの探索も引き続き行う。 

これまでの活動を通じ、拠点機関の間には円滑に研究協力を進められる体制が整ったが、

上に述べた活動を推進すると共に本研究課題終了後の研究協力の進め方についても議論し、

本研究課題終了後も持続する研究協力体制を構築する。 

 

（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、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、および大学院生の派遣・受け入れ

は、大学院生が年々入れ替わっていくことに鑑みてこれまで通り続けていく。これらの活

動を通じて国際経験を積む若手研究者の数を増やすとともに、3国間学生ワークショップに

参加した者の中で意欲的な若手研究者に対しては、相手国拠点機関への派遣等、一層高度

な国際性を身につけさせる施策を引き続き進める。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を広げることをねらった相互講義について

も引き続き実施するとともに、最終年度であることに鑑み、本研究課題終了後のこれらの

活動の進め方について、3国の拠点機関の間で議論する。 

 

７．平成２４年度研究交流成果 

（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ください。） 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

「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をブレ

イクダウンした小テーマについての共同研究は本年度も引き続き実施され、若手研究者育

成という教育面での協力に重点を置く点は変わらないものの、研究面も含めた緊密な協力

体制を構築できたといえる。材料科学分野の大きな国際会議が日本で開かれたことをはじ

め、種々の要因が重なって派遣側と受け入れ側の予定が合わず、数か月にわたる長期の派

遣・受け入れは残念ながら実施できなかったものの、過年度に築いた良好な協力関係の下、

電子メールと短期の派遣によって共同研究を進め、後述する学術面の成果につながる成果

を得ており、研究協力体制はよく機能したといえる。また、平成 24 年秋は日中および日韓

の政治的な関係が好ましくない状態にあったが、その中で本研究教育課題の中国側・韓国

側拠点の教員は協力関係の維持・強化を進める姿勢にブレが全くなく、10 月に天津(中国)

で開催した 3 大学間ワークショップも成功裏に終えることができ、協力体制の絆の強さを

改めて強く認識した。 

なお、ごく最近、清華大学の材料系学科は「学科（department）」から「学部（school）」

に格上げされたが、本研究教育課題の清華大側コーディネーターをはじめ、清華大側関係

者からは、本研究教育課題を含む海外との協力体制の構築も改組の基盤となる高い評価の
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一因であったと感謝されている。 

また、７－２で述べる成果を挙げた第一原理計算を行った東京大学の大学院生の博士学

位論文の審査会にソウル国立大学の Han 准教授が（本研究課題の経費でなく東京大学の費

用負担で）来日して出席したこと、吉田豊信教授をはじめとする東京大学側拠点機関が大

きく貢献して高いインパクトファクターを持つ国際誌となった Science and Technology of 

Advanced Materialsの編集委員として本研究課題のメンバーであるソウル国立大学のKim

教授と清華大学の Lin 教授が就任することになったことは、いずれも本研究交流課題での

交流の実績があってのことである。このように、様々な形で協力体制の一層の強化が進ん

だといえる。 

 

７－２ 学術面の成果 

平成 22年度にソウル国立大学と東京大学との共同研究で金属－絶縁体－金属接合系の電

場印加状態を第一原理計算する新しい方法論を開発したが、これを用いて、コンピュータ

等の半導体メモリをさらに微細化する際に障害となる、金属‐絶縁体間の界面効果による

キャパシタンスの減少を負のキャパシタンスを利用して補償する可能性について計算と解

析を平成 23 年度から 24 年度にかけて実施した。この研究は本研究教育課題の中で実施し

たセミナーでの議論が端緒になって進められたものである。計算の結果は負のキャパシタ

ンスの発現とそれによる全系のキャパシタンスの増加が期待通りに得られることを示して

おり、半導体メモリをはじめとした様々なナノスケールデバイスの開発に有用な知見と考

えられる。この結果は国際会議で発表するとともに、原著論文も投稿済みである。 

上記の研究では、金属部分も絶縁体部分も酸化物であるが、このような酸化物ヘテロ構

造界面は、電子デバイスやエネルギー変換デバイスを含む多くのシステムにおいてナノス

ケール構造制御によるさらなる性能向上の鍵となる部位である。本研究交流課題において

開発された新たな計算方法の有用性が上記のように確認されたことから、この方法が今後

様々な系に適用されると期待される。 

 

７－３ 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は、24年度は 10 月に天津(中国)

で行われたが、天津大学の教員・学生が加わった他はこれまでと特に変わることなく、成

功裏に実施された。特に幹事となった大学院生は清華大・ソウル国立大側の幹事と緊密に

連絡を取り合い、またそれ以外の学生達も食事や観光で通常の国際会議より海外学生と長

時間接して、密度の濃い国際コミュニケーション体験を持つことができた。 

大学院生の１～数ヶ月の派遣・受け入れは実施できなかったものの、共同研究準備段階

の大学院生相互派遣として韓国から日本側に大学院生を受け入れた。これにより、派遣側

のみならず受け入れ側の大学院生にも濃密な国際コミュニケーションを体験させた。さら

に、過年度から学生間交流を続けた成果として、折に触れて電子メール等で連絡を取り、

また国際会議等の機会に旧交を温める院生・若手研究者も増えてきた。具体的に、24 年 9

月に横浜で開かれた国際会議や、同年 11月に台湾で開かれた国際会議においてその事例を
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見聞きしている。このように、若手研究者間のネットワーク構築にも本研究教育課題は確

かに貢献しているといえる。 

 

７－４ その他（社会貢献や独自の目的等） 

上記７－１で述べたように、日中韓の間の政治的な状況が好ましくない時期にも当初予

定通りに 3 大学間ワークショップを開催できた協力関係と、本課題のこれまでの活動を通

じて確実に強まった若手研究者レベルの日中韓ネットワークとは、アジア地域内の友好的

関係と連携の強化に寄与すると期待される。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

本課題で構築した研究協力体制を今後も維持していくことで 3 国の拠点機関関係者は一

致しているが、日本側および韓国側はそのための資金が十分確保されたとはまだいえない

状況にある。最も重要な活動と位置付けている 3 国間の学生ワークショップの開催は資金

の状況にかかわらず続けていくことは既に確認しているが、交流のための外部資金獲得に

互いに協力していくことも確認したので、それ以外の活動も含めて現在の研究教育協力体

制を維持・強化していく目途を立てることが当面の最大の課題である。 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２４年度論文総数    0本（投稿中 1本） 

 相手国参加研究者との共著  0本（投稿中 1本） 

  （※ 「本事業名が明記されているもの」を計上・記入してください。）   

  （※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入してください。） 
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８．平成２４年度研究交流実績状況 

８－１ 共同研究 

―研究課題ごとに作成してください。― 

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 

（英文）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> 

実施計画  0/0 1/14 1/14 

実績 0/0 1/3(1/4) 1/3(1/4) 

中国 

<人／人日> 

実施計画 2/34  0/0 2/34 

実績 0/0 0/0 0/0 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 3/42 0/0  3/42 

実績 2/14(4/9) 0/0 2/14(4/9) 

合計 

<人／人日> 

実施計画 5/76 0/0 1/14 6/90 

実績 2/14(4/9) 0/0 1/3(1/4) 3/17(5/13) 

② 国内での交流     2/4  人／人日 

日本側参加者数  

  ４３  名 （１２－１ 日本側参加研究者リストを参照） 

（中国）側参加者数 

  ２４  名 （１２－２ 相手国（ 中国 ）側参加研究者リストを参照） 

（韓国）側参加者数 

  ４８  名 （１２－３ 相手国（ 韓国 ）側参加研究者リストを参照） 
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２４年度の研究

交流活動 

システムとして性能を発揮するマテリアルの設計・創製についてこれま

で調査検討し、重要性が特に認識されてきた酸化物ヘテロ構造界面（酸

化物-酸化物界面、酸化物-金属界面）に重点を置き、進行中の共同研究

および本研究課題終了後に向けた議論を行った。共同研究の中では、特

に DRAM 等のゲート絶縁膜のキャパシタンスに関する第一原理計算につ

いて、本研究課題の経費によらない相互訪問や国際会議の機会も利用し

て議論を重ね、結果を原著論文にまとめて投稿した。また、本研究課題

終了後の研究交流活動の継続について、外部資金の獲得に関する協力も

含め、議論した。 

２４年度の研究

交流活動から得

られた成果 

酸化物ヘテロ構造界面は、電子デバイスやエネルギー変換デバイスを含

む多くのシステムにおいて、ナノスケール構造制御によるさらなる性能

向上の鍵となる部位である。平成 22年度の共同研究の中で、平成 22年

度の本研究交流課題において開発された、電場印加状態を解析可能な新

たな計算方法がこの部位の解析に大変有用であることが確認された。得

られた知見から酸化物ヘテロ構造界面に対する包括的な理解が一段と

深まり、マテリアル設計に役立つと期待されると共に、この方法が様々

な系に適用されると期待される。 
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８－２ 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 酸化物システム

のエネルギー/電気関連応用に関する国立大－東大セミナー 

（英文）JSPS Asian CORE Program Workshop on Oxide systems 

for energy/electric applications 

開催期間 平成２５年１月８日 ～ 平成２５年１月９日（２日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）韓国・ソウル市、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 

（英文）東京大学・大学院工学系研究科・教授 

相手国側開催責任者 

氏名・所属・職 

(※日本以外で開催の場合) 

（英文）Kisuk KANG 

        Department of Materials Science and Engineering, Seoul 

National University, Assistant Professor 

 

参加者数 

   派遣先 

派遣元 

セミナー開催国 

（ 韓国 ） 

 

日本 

<人／人日> 

A. 10/30 

B. 0/0 

C. 0/0 

 

     韓国 

<人／人日> 

A. 0/0 

B. 0/0 

C. 10/20 

 

合計 

<人／人日> 

A. 10/30 

B. 0/0 

C. 10/20 

 

A.セミナー経費から旅費を負担 

B.共同研究・研究者交流から旅費を負担 

C.本事業経費から旅費を負担しない（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 デバイスにおける酸化物(特に絶縁膜)に特に注目しつつ、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ミニワーク

ショップを昨年度までに引き続いて行う。対象に対する理解を広

め、深めると共に、実施中の共同研究小テーマの促進と新たな小テ

ーマの探索・具体化を図る。なお、コーディネーター間で調整した

結果、このトピックに関する一連のミニワークショップの総括の意

味で、エネルギー関連、電子デバイス関連の両方を含めたやや広い

対象の酸化物システムをテーマとして設定した。 

セミナーの成果 電子デバイスおよびエネルギー関連のデバイス・システムにおける

酸化物・絶縁膜について、原子配列・欠陥・界面と電子状態・ナノ

スケール物性との相関などの点から参加者の理解をさらに深める

ことができた。特に、第一原理計算を主とした理論計算、フォノン、

界面 2 次元状態、イオン移動といった点については、様々な角度か

らの講演とそれに対する議論により、参加者は大いに刺激を受け

た。期間中に、共同研究に関する議論や本研究課題終了後の両拠点

機関間の連携についても具体的な議論ができた点も有益であった。

講演者の交流はこれまでにも増して濃密であり、参加した若手研究

者には、国際コミュニケーションの点でもよい経験となった。 

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、韓国側コーディネーター

が開催責任者に選定したソウル国立大学 Kisuk KANG 助教授が、

日本側コーディネーターの渡邉聡教授と連絡・調整しながら企画・

運営した。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容  外国旅費        金額  960,605 円 

    その他              46,381 円 

                合計 1,006,986 円 

（韓国）側 内容  国内旅費 

    会議費              
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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「サステイナブル

材料ワークショップ」（第 8 回清華大‐東大‐ソウル国立大‐天津

大学生ワークショップ） 

（英文）JSPS Asian CORE Program Workshop on Sustainable 

materials” (8th TU-UT-SNU-TJU Student Workshop) 

開催期間 平成２４年１０月１７日 ～ 平成２４年１０月２０日（４日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）中国・天津市、天津大学 

（英文）Tianjin University, Tianjin, China 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）渡邉 聡 

（英文）東京大学・大学院工学系研究科・教授 

相手国側開催責任者 

氏名・所属・職 

(※日本以外で開催の場合) 

（英文）Hong LIN 

        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. 15/73 

B. 0/0 

C. 0/0 

 

     韓国 

<人／人日> 

A. 0/0 

B. 0/0 

C. 15/68 

 

     中国 

<人／人日> 

A. 0/0 

B. 0/0 

C. 23/70 

 

合計 

<人／人日> 

A. 15/73 

B. 0/0 

C. 38/138 

 

A.セミナー経費から旅費を負担 

B.共同研究・研究者交流から旅費を負担 

C.本事業経費から旅費を負担しない（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、前年度までと同様、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、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ねらう。教員レベルセッシ

ョンは、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、本研究課題内の共同研究の加速と課題終了後に向けた新規共

同研究サブテーマの探索を図ると共に、分野横断的な指針導出およ

び教育について、現状に対する共通認識を深める。 

セミナーの成果 若手研究者（大学院生、助教）にとっては、通常の国際会議に比べ

て自分の研究対象と異なる研究に多数触れ、分野横断的な視野を広

げる上で役立った。また、運営に携わったり食事やエクスカーショ

ン等のインフォーマルな場でも密に交流したりすることにより、単

なる学会発表では得られない国際交流体験を得られた。 

教員レベルの研究参加者においても、横断的観点からの議論は有益

であった。また、新たな共同研究について、具体的に検討が始まっ

たものもあり、所期の目的を達する成果が得られたといえる。また、

本課題の残り期間及び課題終了後の交流活動についても議論し、来

年度も本ワークショップを実施することを確認する等、具体的な合

意が得られた点も有益であった。 

セミナーの運営組織 清華大学側開催責任者が東京大学・ソウル国立大学側開催責任者と

相談の上で開催場所を天津大学に確定した後、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  外国旅費        金額 2,523,240 円 

    その他                117,945 円 

                合計 2,641,185 円 

（中国）側 内容  国内旅費 

    会議費      

（韓国）側 内容  外国旅費             
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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清華大‐ソウル国

立大－東大マテリアル系学科 総括ワークショップ 

（英文）JSPS Asian CORE Program Wrap-up Workshop between 

Materials Department of Tsinghua Univ., Seoul National Univ., 

and Univ. Tokyo  

開催期間 平成２５年２月２５日 ～ 平成２５年２月２５日（１日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）日本、東京、東京ドームホテル 

（英文）Tokyo Dome Hotel, Tokyo, Japan 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）神原 淳 

（英文）東京大学・大学院工学系研究科・准教授 

相手国側開催責任者 

氏名・所属・職 

(※日本以外で開催の場合) 

（英文） 

 

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. 3/3 

B. 2/4 

C. 0/0 

 

     韓国 

<人／人日> 

A. 3/6 

B. 0/0 

C. 0/0 

 

     中国 

<人／人日> 

A. 3/12 

B. 0/0 

C. 0/0 

 

合計 

<人／人日> 

A. 9/21 

B. 2/4 

C. 0/0 

 

A.セミナー経費から旅費を負担 

B.共同研究・研究者交流から旅費を負担 

C.本事業経費から旅費を負担しない（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 フォーカスした議題について少人数で緊密な議論を行う。(1)本研

究課題の最終年度であることに鑑み、本課題内での共同研究を総括

し、今後の共同研究の展望および研究協力推進体制を議論すると共

に、マテリアルプロセッシングとそれに関連した諸現象というテー

マについて、アプローチ、ターゲット、マテリアルの点では多様な

観点から深い議論を行う、という２点を目的とする。 

セミナーの成果 マテリアルプロセッシングとそれに関連した諸現象に関し、セラミ

ックス・カーボンナノ構造・金属といった様々な材料について、ま

た堆積クラスターサイズや電荷状態の影響といった様々な観点か

らのプレゼンテーションがあり、それに対して議論することによっ

て包括的な理解を深めることができた。また、本研究課題の活動の

総括と、参加拠点のそれ以外の国際交流活動についても報告され、

これらをふまえて、本研究課題終了後の研究連携の継続・強化を再

確認することができた。交流のための外部資金の獲得如何にかかわ

らず来年度実施する交流イベントの確認の他、今後の研究・教育交

流について明確化することができた。 

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、日中韓のコーディネータ

ーで議論して上記のテーマ詳細を決定した。その後、プロセッシン

グを専門とする神原准教授を開催責任者を決定し、日本側コーディ

ネーターの渡邉聡教授と緊密に連絡を取りながら企画・運営した。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容  国内旅費        金額 275,720 円 

    会議費            343,320 円 

                合計 619,040 円 

（中国）側 内容  外国旅費             

（韓国）側 内容  外国旅費             
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８－３ 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> 

実施計画  1/5 1/2 2/7 

実績 0/0 0/0 0/0 

中国 

<人／人日> 

実施計画 1/4  0/0 1/4 

実績 1/4 0/0 1/4 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 1/2 0/0  1/2 

実績 0/0 0/0 0/0 

合計 

<人／人日> 

実施計画 2/6 1/5 1/2 4/13 

実績 1/4 0/0 0/0 1/4 

②  国内での交流     0/0  人／人日 

 

所属・職名 

派遣者名 

派遣・受入先 

（国・都市・機関） 
派遣期間 用務・目的等 

清華大学・教授 

Xiaozhong Zhang 

日本・東京・

東京大学 

H24年 6月 3

日～6月6日 

大学院生向け講義、および関連分野研究

者との議論 
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９．平成２４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 

       派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

中国 

<人／人日> 

韓国 

<人／人日> 

合計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  16/60(0/0) 7/26(0/0) 23/86(0/0) 

実績 15/73(0/0) 11/33(1/4) 26/106(1/4) 

中国 

<人／人日> 

実施計画 8/48(0/0)  0/0 8/48 

実績 4/16(0/0) 0/0(0/0) 4/16(0/0) 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 9/54(0/0) 0/0(15/55)  9/54(15/55) 

実績 5/20(4/9) 0/0(15/68) 5/20(19/77) 

合計 

<人／人日> 

実施計画 17/102 16/60(15/55) 7/26(0/0) 40/188(15/55) 

実績 9/36(4/9) 15/73(15/68) 11/33(1/4) 35/142(20/81) 

 

※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（ ）

をのぞいた人数・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 

   10／15  <人／人日>    5／7   <人／人日> 
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１０．平成２４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 509,780  

外国旅費 3,553,725  

謝金 0  

備品・消耗品購入費 0  

その他経費 371,505  

外国旅費・謝金等に
係る消費税 

165,308  

計 4,600,318  

委託手数料 710,000  

合  計 5,310,318  

 

１１．四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 145,230     2/7 

第２四半期 2,912     0/0 

第３四半期 2,641,185    15/73 

第４四半期 1,810,991    23/69 

計 4,600,318    40/149 

 

１２．平成２４年度相手国マッチングファンド使用額 

相手国名 
平成２４年度使用額 

現地通貨額[現地通貨単位] 日本円換算額 

中国    260,000 [ 元 ]       4,100,000円相当 

韓国   23,000,000 [ ウォン ]       2,000,000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につい

て、現地通貨での金額、及び日本円換算額を記入してください。 


