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アジア研究教育拠点事業 
平成２２年度 実施報告書 

 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関： 東北大学 多元物質科学研究所 
（ 韓 国 ） 拠 点 機 関： 延世大学 

 
２．研究交流課題名 
（和文）： 次世代有機デバイス構築へ向けたナノ物質・材料創製の研究教育拠点形成           

                   （交流分野：材料化学          ）  
（英文）： International Center of Research and Education for Novel Nanomaterials   
           toward Organic Optoelectronic Devices      
                   （交流分野：Material Chemistry     ）  

    研究交流課題に係るホームページ：

http://www.tagen.tohoku.ac.jp/modules/laboratory/index.php?laboid=35 
 
３．開始年度 

平成２１年度（ ２ 年目） 
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：東北大学 多元物質科学研究所 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：多元物質科学研究所・所長・河村 純一 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：多元物質科学研究所・教授・及川 英俊 
 協力機関：山形大学、慶応義塾大学、千歳科学技術大学、（独）産業技術総合研究所 
 事務組織：国際交流課・国際学術係 
 
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：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 Chemical Engineering, 
               Yonsei University・Associate Professor・Won-Gun Koh 
 協力機関：（英文）Hanyang University、Hannan University、Korea University、KAIST 

（和文）漢陽大学、韓南大学、高麗大学、韓国科学技術院 
 経費負担区分：パターン１ 
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５．全期間を通じた研究交流目標 
 本拠点事業では、有機デバイス構築へ向けた基盤技術、すなわち有機ナノ物質・材料の

創出とそのナノ構造制御に関して、現在、世界を先導している日韓両国が研究・開発およ

び若手人材育成の両面で組織的共同研究拠点を形成し、さらなる継続的・発展的地位を将

来にわたっても占めることを研究交流目標とする。 
 
 携帯電話の待ち受け画面は高精細有機エレクトロルミネッセンス（EL）パネルであり、

液晶テレビに続いて有機 EL テレビも市販されるに至った。有機 EL 素子は代表的な有機デ

バイスで、これまでのエレクトロニクス、情報・通信社会を支えてきたシリコンデバイス

の限界を克服できる可能性が示唆されている。しかしながら、次世代の（フレキシブル）

有機デバイス（有機 EL 素子、有機半導体・トランジスター、有機非線形光学素子、電子ペ

ーパー、各種センサー・アクチュエータ、有機 EL 照明など）を高い信頼性を持って再現性

良く構築するにはまだ多くの解決すべき研究課題が山積している。 
 本拠点事業では、次の 2 つの具体的目標を掲げる。（1）次世代有機デバイス構築へ向け

たナノ物質・材料の作製から、ナノ構造体・ナノ薄膜構造の制御、有機デバイスの高性能

化に至る各ステージにおける研究課題に対して、日韓の共同研究・研究交流を通じて極め

て速やかに研究成果を挙げ、その基盤技術を確立し、欧米の追随に充分対抗し得る先導的

研究拠点の形成。(2)同時に、若手研究者・大学院生の相手国への短期滞在による実質的な

研究（実験・討論）、日韓合同シンポジウム、「若手の会」への参加を通じて、当該研究分

野を担え得る国際的感覚を身に付けたまさに次世代の人材育成を行う。 
 これらの次世代有機デバイスの構築は現在問題となっている地球規模での資源・エネル

ギー、環境問題に対しての解決アプローチの一つとも位置付けられる極めて重要な研究課

題である。 
 
６．平成２２年度研究交流目標 
 前年度に引き続いて、共同研究の拡充を図る。韓国側のマッンチングファンド”Global 
Core University Program”は日本を含めた多国間連携事業となっている。このために、バ

ランスを取るために、日本側コアメンバーとして新たに森 秀晴 教授（山形大院理工）（研

究者番号 1-62）に J01/K01 班に、中川 勝 教授（東北大多元研）（研究者番号 1-80）に

J04/K04 班に参画して頂き、組織体制の強化を図る。 
 また、「若手の会」についての位置づけとして、平成 21 年度実施計画書では独立開催（S-3
セミナー）としたが、日韓合同委員会での現状分析と若手育成の効果との観点から、合同

セミナーとの併設が現状では望ましいとの判断に至った。 
 具体的には、第 3 回日韓合同セミナー（平成 22 年 6 月、韓国）（S-1）と第 4 回日韓合同

セミナー/「若手の会」（平成 22 年 11 月、日本）（S-2）の開催を主軸に、個々の共同研究の

推進による交流、関連国際会議等への参加、若手研究者・大学院生による共同研究先の研

究室に短期滞在を推進する。 
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７．平成２２年度研究交流成果 
７－１ 研究協力体制の構築状況 
 基本的には、前年度同様に、以下の 4 つの研究班を組織し、日韓に渡る班内・班間共同

研究を推進する。前項「6」でも述べたように、森 秀晴 教授（山形大院理工）が J01/K01
班に、中川 勝 教授（東北大多元研）が J04/K04 班に参画した。各班は固定的・並列的な

ものではなく，常にセミナー等での全体討議を通じて柔軟に対応し、共同研究を推進した。 
 
１）J01/K01 班：ナノ物質・材料の作製およびハイブリッド化（R-1） 
          及川英俊 教授（東北大多元研），岡田修司 教授（山形大院理工） 
           森 秀晴 教授（山形大院理工） 
          Won-Gun Koh 准教授（延世大学） 
２）J02/K02 班：ナノ物質・材料の自己組織化・集積化（R-2） 

        玉田 薫 教授（東北大通研）、Olaf Karthaus 教授（千歳科技大） 
           下村政嗣 教授（東北大 WPI・多元研） 
          Eunkyoung Kim 教授（延世大学） 
３）J03/K03 班：有機累積ナノ薄膜の高性能化（R-3） 

        宮下徳治 教授（東北大多元研）、八瀬清志 部門長（産総研） 
          Kwang-Sup Lee 教授（韓南大学） 
４）J04/K04 班：光デバイスの高性能化（R-4） 

        小池康博 教授（慶応義塾大理工）、中川 勝 教授（東北大多元研） 
          Nakjoong Kim 教授 （漢陽大学） 
 
７－２ 学術面の成果 
 昨年度に引き続き、本年度も日韓双方のメンバーが2回のセミナーおよびKJF2010（2010
年 8 月、北九州市）［招待講演：小池康博 教授（慶応大）、C. Park 教授（延世大）］、Active 
Polymer Patterning 国際シンポジウム（2011 年 2 月、韓国、済州市）［招待講演：及川英

俊 教授（東北大）、宮下徳治 教授（東北大）］を通じて、最先端の研究成果を発信すると

ともに、相互の情報交換と共同研究構築へ向けての議論を重ねた。これらの成果は発表さ

れた論文総数が相当程度あることからも示唆される。 
 具体的には、第 3 回日韓合同セミナーを平成 22 年 6 月に韓国、釜山で開催した。双方の

新メンバー教授クラスによる研究概要・ポテンシャルおよび准教授クラスの最新の研究成

果が報告され、共同研究構築へ向けた情報・意見交換がなされた。また、第 4 回日韓合同

セミナーを平成 22 年 11 月に日本、米沢、山形大学で開催した。このセミナーでは有機 EL
研究で非常に有名な城戸淳二 教授研究室の中山健一 准教授（山形大理工）と 夫 勇進 准
教授（山形大理工）を招待講演の講師としてお招きし、講演後も有機デバイスに関する意

見交換を広範に行った。また、このセミナーでは、これまで発表の機会が乏しかった日韓

双方の助教クラスにポストシンポジウムでの研究成果を公表して貰った。さらに、このポ

ストシンポジウムの開催時間帯に平行し、大学院生のみによる「若手の会」を開催し、口
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頭発表を行った。この若手の会では、日韓の教員が若干名陪席し、ブレーンストーミング

を行った。 
 また、昨年度からスタートした 2 件の共同研究に加えて、今年度からさらに 1 件の共同

研究が加わった（項目８－１を参照されたい）。 
 さらに、東北大学通研の玉田 薫 教授は、延世大学の Eunkyoung Kim 教授を平成 22
年 10 月からの 3 ヶ月間、客員教授として招聘した。 
 
７－３ 若手研究者養成 
 第 3 回および第 4 回日韓合同セミナーでは、参加している全大学院生のポスター発表と

それに先立つフラッシュトークを導入し、若手同士、若手と教員との間での英語による研

究討論が行われた。また、昼食会を若手研究者および大学院生のみで行い、実験現場レベ

ルでの情報交換がなされた。さらに、第 4 回日韓合同セミナーでは、泊まり込みによる「若

手の会」を開催し、大学院生のみによる口頭発表と陪席した日韓双方の教員によるブレー

ンストーミングを行った。 
 また、延世大学の Won-Gun Koh 准教授研究室の大学院生を東北大学多元研の及川英俊 
教授が平成 22 年 8 月に一週間受け入れ、東北大学大学院理学研究科の G-COE、Summer 
School での成果発表・交流をさせた。 
 さらに、延世大学の Eunkyoung Kim 教授研究室の大学院生を東北大学通研の玉田 薫 
教授が平成 22 年 10 月から 3 ヶ月受け入れた。 
 これらは若手研究者育成に資するものであると考える。 
 
７－４ 社会貢献 
 本拠点事業では基本的に当該分野における学術面おける進展、特に共同研究を通じての

研究成果を社会還元すべきであると考える（現在、Web を整備中）。また、その過程で日韓

双方がある頻度で互いに相手国を訪問することで、歴史・文化、慣習の違いなどを実体験

できる。共同研究も最後は人と人との信頼関係で繋がっており、これは特に若手研究者や

大学院院生にとって重要で、これからの相互理解に必要不可欠である。 
 
７－５ 今後の課題・問題点 
 本拠点事業が開始され、2 年が経過した。これまで 4 回の日韓合同セミナーを通じて、教

授クラスから大学院生レベルまでの研究内容が充分互いに理解できる状況になり、また人

的交流も進んだ。今後は本事業の後半に入るに際して、如何に多くのそして意味ある共同

研究体制の構築と出口イメージも含めた事業全体のミッションを明らかに出来るかが鍵と

なる。 
 一方、若手研究者および大学院生に対しては、引き続き、効果的な口頭発表と研究討論

の機会を設けてスキルアップを図りたい。さらに、個々の共同研究の推進による交流、関

連国際会議等への参加、若手研究者・大学院生による共同研究先の研究室に短期滞在をさ

らに推進することが必要である。 
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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２２年度論文総数  57 本（日本側の数） 
   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２２年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 
本年度も、前年度に引き続き、2 回のセミナー（「若手の会」を含む）および KJF2010

を始めとする関連国際会議への日韓双方の参加を通じての共同研究の打ち合わせ並びに最

新の研究成果の発信が精力的に行われた。結果として、各班の壁を越えて全体的に議論で

きたことは非常に有益であった。 
 J01/K01 班および J02/K02 班においては、ナノ物質・材料の自己組織化・集積化構造制

御法および高精度多層累積構造構築手法に関する情報交換を通して、ノウハウに近い内容

も一部開示され、本事業ならではの成果と言える。本年度から参画した J01 班員、森 秀晴 
教授（山形大院理工）RAFT による重合法を駆使した機能性共重合体の創製は、高分子ミ

セルなどのナノ構造制御を可能とするもので、高分子合成の立場から、来年度以降の共同

研究が非常に期待される。 
 一方、J03/K03 班では、高分子ナノシート、マイクロコンタクトプリント、3D ナノパタ

ーニングなどデバイス化へ重要な成膜技術の情報交換がなされ、来年度以降も物質・材料

に依存するこれらの成膜方法を互いに検討することとした。 
 一番アウトプットに近い J04/K04 班では、これまでも他の班の動向を見据えつつ、高性

能高分子光ファイバーや二光子重合による 3D フォトニック結晶構造の構築の研究を行っ

た。本年度から参画した J04 班員、中川 勝 教授（東北大多元研）は、様々なナノインプ

リント技術を有しており、来年度以降は J04/K04 班と J03/K03 班とのさらなる緊密な研究

連携体制の構築に目途も立てた。さらに、別プロジェクトの研究成果ではあるが、J01 班員、

及川英俊 教授（東北大多元研）の貴金属ナノ構造体反応基板を用いた可視光照射による表

面プラズモン励起二光子重合の成果を来年度以降は取り込む予定である。さらに、逆オパ

ール構造高分子薄膜やフォトニック結晶内への機能分子の導入についても、引き続き、検

討を行う。 
 初年度および本年度に開始された共同研究を以下に列挙する。 
（1）玉田 薫 教授（東北大学電気通信研究所）/ Prof. Cheolmin Park (Yonsei Univ.) 
     「共重合体を用いた金属ナノ粒子の配列制御とその光物性」 
（2）Karthaus Olaf 教授（千歳科学技術大学） / Prof. Cheolmin Park (Yonsei Univ.) 
   「強誘電高分子のマイクロパターニング」 
（3）及川英俊 教授（東北大学多元物質科学研究所））/ Prof. Eunkyoung Kim (Yonsei Univ.) 
   「蛍光性高分子ナノ粒子の作製と物性評価」 
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８－２ セミナー 
（1）第３回日韓合同セミナー 
   2010 年 6 月 24 日〜6 月 26 日、NOVOTEL、釜山、韓国 
   参加者：44 名（日本）、28 名（韓国） 
   招待講演：2 件  
   口頭発表：8 件（5 件（日本）、3 件（韓国）） 
   共同研究：1 件（1 件（日本）） 
   フラッシュトーク：30 件（15 件（日本）、15 件（韓国）） 
   ポスター発表：46 件（26 件（日本）、20 件（韓国）） 
 
（2）第 4 回日韓合同セミナー 
   2010 年 11 月 11 日〜11 月 13 日、山形大学、米沢、日本 
   参加者：46 名（日本）、15 名（韓国） 
   招待講演：2 件 
   口頭発表：1 件（1 件（日本）） 
   ポストシンポジウム口頭発表：8 件（5 件（日本）、3 件（韓国）） 
   若手の会 口頭発表：16 件（12 件（日本）、4 件（韓国）） 
   フラッシュトーク：16 件（9 件（日本）、7 件（韓国）） 
   ポスター発表：33 件（26 件（日本）、7 件（韓国）） 
 
８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 
 特に、無し。 
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９．平成２２年度研究交流実績人数・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>

韓国 

<人／人日>
合計 

日本 
<人／人日> 

実施計画  199/636 199/636 
実績 44/133 

（2/7） 
44/133 
（2/7） 

韓国 

<人／人日> 
実施計画 (95/312)  (95/312) 
実績 (20/242) (20/242) 

合計 
<人／人日> 

実施計画 (95/312) 199/636 199/636 
(95/312) 

実績 
(20/242) 

44/133 
（2/7） 

44/133 
(22/249) 

 
※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 

   24／48 <人／人日>  68／217 <人／人日> 
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１０．平成２２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 21 年度 研究終了年度 平成 25 年度 
研究課題名 （和文）ナノ物質・材料の作製およびハイブリッド化 

（英文）Fabrication of Hybrid Nanoparticles 
日本側代表者 
氏名・所属・職 

（和文）及川英俊・東北大学・教授 
（英文）Hidetoshi Oikawa・Tohoku University・Professor 

相手国側代表者 
氏名・所属・職 

Won-Gun Koh・Yonsei University・Associate 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 韓国  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 
 <人／人日> 

実施計画  15/60  15/60 
実績 4/13  4/13 

韓国 
<人／人日> 

実施計画 （10/40）   （10/40）
実績 (1/7)  (1/7) 

 
<人／人日> 

実施計画     
実績    

合計 
<人／人日> 

実施計画 （10/40） 15/60  15/60 
（10/40）

実績 (1/7) 4/13  4/13 
(1/7) 

② 国内での交流       10/33  人／人日 
２２年度の研究

交流活動 

今年度は、昨年度に引き続き、有機ナノ結晶や高分子ナノ粒子の作製
法である再沈法/共沈法へのマイクロ波照射プロセスの導入や導電性高
分子ナノファイバー、ナノエマルジョン法の最適化、共重合体に基づく
高分子ナノ構造体制御、高分子ハイドロゲルに関する情報交換と作製試
料の相互供与による特性解析を行うとともに、次年度へ向けてのハイブ
リッド化の検討も本格的に開始した。K02 班との班間共同研究 1 件を本
年度開始した。 

研究交流活動成

果 

ナノ物質・材料の作製およびハイブリッド化に関する基盤的作製手法
として、RAFT 重合法による共重合体の作製と高分子ミセルの形成が新
たに導入された。既存の作製手法のさらなる最適化も次世代有機デバイ
ス用素子材料としての種々の機能性ナノ結晶やナノ粒子の新規開発が期
待される。 

日本側参加者数  
１２ 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

（ 韓国 ）国（地域）側参加者数 
８ 名 （１４－２（韓国）国（地域）側参加研究者リストを参照）
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整理番号 R－2 研究開始年度 平成 21 年度 研究終了年度 平成 25 年度 
研究課題名 （和文）ナノ物質・材料の自己組織化・集積化 

（英文）Self-Assembled Structure of Nanomaterials 
日本側代表者 
氏名・所属・職 

（和文）玉田 薫・東北大学・教授 
（英文）Kaoru Tamada・Tohoku University・Professor 

相手国側代表者 
氏名・所属・職 

Eunkyoung Kim・Yonsei 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 韓国  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 
 <人／人日> 

実施計画  10/40  10/40 
実績 2/6  2/6 

韓国 
<人／人日> 

実施計画 （8/32）   （8/32） 
実績 (4/190)  (4/190) 

 
<人／人日> 

実施計画     
実績    

合計 
<人／人日> 

実施計画 （8/32） 10/40  10/40 
（8/32） 

実績 (4/190) 2/6  2/6 
(4/190) 

② 国内での交流       7/25  人／人日 
２２年度の研究

交流活動 

金属ナノ粒子シートや種々の高分子ハニカム構造の構築とその金属コー
トを用いた表面プラズモン共鳴場の活用とその光・電子物性機能発現、
Dewetting 法による高分子マイクロドームや強誘電体高分子薄膜材料の構
築など、これらの自己組織化・集積化構造制御法およびマイクロハターニ
ング法を組み合わせた班内共同研究 2 件を引き続き継続した。さらに、K01
班との班間共同研究 1 件を本年度開始した。 

研究交流活動成

果 

共同研究を中心にして、共重合体を用いた金属ナノ粒子の配列制御とそ
の光物性の解明および強誘電高分子のマイクロパターニングと誘電特性の
解明など、ナノ物質の属性と高次構造との相関解明が期待される。K01 班
との班間共同研究では、蛍光性高分子ナノ粒子の基盤的作製法が確立され
た。 

日本側参加者数  
９ 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

（ 韓国 ）国（地域）側参加者数 
10 名 （１４－２（韓国）国（地域）側参加研究者リストを参照）
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整理番号 R－3 研究開始年度 平成 21 年度 研究終了年度 平成 25 年度 
研究課題名 （和文）有機累積ナノ薄膜の高性能化 

（英文）High-Performance Organic Nano Thin-Film 
日本側代表者 
氏名・所属・職 

（和文）宮下徳治・東北大学・教授 
（英文）Tokuji Miyashita・Tohoku University・Professor 

相手国側代表者 
氏名・所属・職 

Kwang-Sup Lee・Hannam 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 韓国  計 

<人／人日

> 
<人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 
 <人／人日> 

実施計画  9/36  9/36 
実績 1/3 

（1/4） 
 1/3 

（1/4） 
韓国 

<人／人日> 
実施計画 （4/16）   （4/16） 
実績 (0/0)  (0/0) 

 
<人／人日> 

実施計画     
実績    

合計 
<人／人日> 

実施計画
（4/16） 9/36 

 9/36 
（4/16） 

実績 
(0/0) 

1/3 
（1/4） 

 1/3 
(1/4) 

② 国内での交流       7/27  人／人日 
２２年度の研究

交流活動 

今年度も引き続き、高分子ナノシートを用いた非線形光学素子など能動
素子の開発やマイクロコンタクトプリント法を駆使した実際のフレキシ
ブル有機トランジスターフィルムの作製手法の最適化とともに、3D ナノ
パターニングに関する作製法を詳細に検討した。次年度は、J04/K04 班と
の連携強化を図ることとした。 

研究交流活動成

果 

多様な有機累積ナノ薄膜の作製基盤技術の確立とその構造解析、光・電
子物性・機能に関する知見の情報交換を行う。これにより、次世代有機デ
バイス用素子の安定化・信頼性の向上が期待される。 

日本側参加者数  
７ 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

（ 韓国 ）国（地域）側参加者数 
４ 名 （１４－２（韓国）国（地域）側参加研究者リストを参照）
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整理番号 R－4 研究開始年度 平成 21 年度 研究終了年度 平成 25 年度 
研究課題名 （和文）光デバイスの高性能化 

（英文）High Performance Opto-Devices 
日本側代表者 
氏名・所属・職 

（和文）小池康博・慶応義塾大学・教授 
（英文）Yasuhiro Koike・Keio University・Professor 

相手国側代表者 
氏名・所属・職 

Nagjoong Kim・Hanyang Univesity・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 韓国  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 
 <人／人日> 

実施計画  5/20  5/20 
実績 1/3  1/3 

韓国 
<人／人日> 

実施計画 (5/20)   (5/20) 
実績 (0/0)  (0/0) 

 
<人／人日> 

実施計画     
実績    

合計 
<人／人日> 

実施計画 (5/20) 5/20  5/20 
(5/20) 

実績 (0/0) 1/3  1/3 
(0/0) 

② 国内での交流       0/0  人／人日 
２２年度の研究

交流活動 

今年度も、各班（J01/K01 班〜J04/K04 班、共同研究整理番号：R-1〜
R-4）における共同研究成果を集約しつつ、ゼロ福屈折高分子光ファイバー
の作製と高分子—色素薄膜を用いたホログラフィーの他に、新たにナノイ
ンプリント法の導入や二光子重合による 3D フォトニック結晶構造の構築
を試みた。特に、次年度は J03/K03 班との連携強化を図ることとした。 

研究交流活動成

果 

これらの試験研究を通じて、ナノ構造制御された次世代有機デバイス構
築（例えば、高分子光ファイバーにおける光導波特性、ホログラフィー特
性を活用した光メモリーデバイス化など）へ向けた高性能化への基盤技術
（動作原理の信頼性）確立への道筋が期待される。特に、ナノインプリン
ト法の導入は、デバイスの集積度を向上させるのに重要な基盤技術である。
さらに、貴金属ナノ構造体反応基板を用いた可視光照射による表面プラズ
モン励起二光子重合法の導入は、新規ナノ構造体形成に新たな手法であり、
これは J01/K01 班の研究課題とも密接に関連する。 

日本側参加者数  
１ 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

（ 韓国 ）国（地域）側参加者数 
４ 名 （１４－２（韓国）国（地域）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）JSPS/KOSEF 第 3 回日韓合同セミナー 

（英文）JSPS/KOSEF The 3rd Japan-Korea Joint Seminar 
開催時期 平成 22 年 6 月 24 日 ～ 平成 22 年 6 月 26 日（ 3 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）韓国、釜山、NOVOTEL 
（英文）Korea、Busan、NOVOTEL 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）及川英俊・東北大学・教授 
（英文）Hidetoshi Oikawa・Tohoku University・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) 

Won-Gun Koh・Yonsei University・Associate 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. 36 / 108 
B. 7 / 21 
C. 1 / 3 

 
韓国 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. 28 / 84 

 
合計 

<人／人日> 

A. 36 / 108 
B. 7 / 21 
C. 29/87 

 
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 「第 3 回日韓合同セミナー」においては、これまでの個々の研究
者の研究ポテンシャル・研究成果の発表をもとに、広範な共同研究
各班（J01/K01 班〜J04/K04 班、共同研究整理番号：R-1〜R-4）
の推進を図るための情報交換の場とする。また、スタートした共同
研究の進捗状況の報告を行う。さらに、若手研究者・大学院生によ
るフラッシュトークを通じた情報交換や連携強化を図る。 

セミナーの成果 「第 3 回日韓合同セミナー」では、韓国側からの招待講演、日韓
双方における研究進捗状況報告、日本側からの新規参画メンバーに
よる研究概要の紹介、さらに、共同研究の進捗状況の報告がなされ
た。これにより、日韓双方に跨った班内・班間研究のシーズ・ニー
ズのマッチングが取れ、その結果、合目的なナノ物質・材料の作製
およびハイブリッド化手法の開発、ナノ物質・材料の自己組織化・
集積化および高性能薄膜化の確立、さらには光デバイスの構築に関
する各段階で、本拠点事業の研究交流目的に沿った次世代有機デバ
イス構築へ向けた基盤的研究が加速された。 
一方、若手研究者や大学院生が、当該分野における国際感覚（国

際共同研究の推進能力、国際的なコミュニケーション能力、即ち、
単なる研究成果を英語で発表するのに止まらず、共同実験の立案か
ら実際の実験・討論、国際シンポジウムの企画など）を充分に身に
付けた次世代の人材育成のために、これまでのポスター発表に加え
て、フラッシュトークを新たに導入した。 
日韓合同委員会で今後の拠点事業計画について議論された。 

セミナーの運営組織 延世大学 
 

パターン 1

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容  国内旅費                            725,280 円 
外国旅費              4,860,896 円 
その他                 243,045 円 
 

合計    5,829,221 円 

（  韓国 ）

国（地域）側 
内容           概算金額 500,000 KRW 
セミナー開催費 5,000,000 KRW（500,000 円） 

（   ）国

（地域）側 
内容              金額 
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整理番号 S－2 
セミナー名 （和文）JSPS/KOSEF 第 4 回日韓合同セミナー / 若手の会 

（英文） JSPS/KOSEF The 4th Japan-Korea Joint Seminar 
co-located with Young Scientist Meeting 

開催時期 平成 22 年 11 月 11 日 ～ 平成 22 年 11 月 13 日（ 3 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本、米沢、山形大学 
（英文）Japan，Yonezawa、Yamagata University 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）及川英俊・東北大学・教授 
（英文）Hidetoshi Oikawa・Tohoku University・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) 

Won-Gun Koh・Yonsei University・Associate Professor 

 
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. 44 / 132 
B. 2 / 6 
C. 

 
韓国 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. 15 / 45 

 
合計 

<人／人日> 

A. 44 / 132 
B. 2 / 6 
C. 15 / 45 

 
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 「第 4 回日韓合同セミナー」においてはポストシンポジウムも開催
し、第 3 回に引き続き、共同研究（J01/K01 班〜J04/K04 班，共
同研究整理番号：R-1〜R-4）の進捗状況の報告と今後の研究展開、
包括的なミッションについて討論する．さらに、「若手の会」とし
て、若手研究者・大学院生によるフラッシュトーク、口頭発表とブ
レーンストーミングを通じた課題解決能力の向上、情報交換や連携
強化を図る。 

セミナーの成果 「第 4 回日韓合同セミナー」では、日本側からの招待講演を通じ
て、まず有機ELデバイスにおける最先端の研究成果を共有できた。
その後、日韓双方における研究進捗状況報告が、ポストシンポジウ
ムも含めて泊まり込み形式で行われ、活発な討論がなされた。さら
に、日本側からの新規参画メンバーによる研究概要の紹介もなされ
た。この結果、研究交流目的に沿った次世代有機デバイス構築へ向
けた基盤的研究が加速された。 
一方、前回セミナーで導入したフラッシュトークに加えて、今回

の「若手の会」では、大学院生のみによる口頭発表を企画した。併
せて、陪席した若干名の指導教員によるブレーンストーミングを通
じた課題解決能力の向上を図った。当該分野における国際感覚（国
際共同研究の推進能力、国際的なコミュニケーション能力、即ち、
単なる研究成果を英語で発表するのに止まらす、共同実験の立案か
ら実際の実験・討論、国際シンポジウムの企画など）を充分に身に
付けた次世代の人材育成を図った。 
会期中、日韓合同委員会を 2 回開催し、今後の拠点事業計画（特

に、本拠点事業全体のミッションおよび出口イメージ）について議
論された。 

セミナーの運営組織 東北大学、山形大学 
 

パターン 1

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容   国内旅費             1,078,280 円 
謝金                       45,352 円 
セミナー開催費            594,745 円 
その他                     1,168 円 

合計          1,719,545 円 
（  韓国 ）

国（地域）側 
概算金額          2,000,000 KRW 
外国旅費          2,000,000 KRW（200,000 円） 

（   ）国

（地域）側 
内容              金額 
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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                  

平成 22 年度は実施しなかった。 
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１１．平成２２年度経費使用総額 

 経費内訳 金額（円） 備考 

研究交流経費 
国内旅費 ３，８３０，７４５    

外国旅費 ５，１９８，１２６    

謝金 ４５，３５２   セミナー招待
講演者謝礼 

備品・消耗品購入費 ３２，１９5    

その他経費 １，２８８，４００    

外国旅費・謝金に係
る消費税 ２７０，４８１   セミナー開催

費等 

計 １０，６６５，２９９   

委託手数料 １，０６６，５２９   
研 究 交 流 経 費 の

10％を上限とし、必

要な額であること。

合  計 １１，７３１，８２８   148,172 円を返
納 

 
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 ５，９７３，５３７ 43 / 129 

第２四半期 ２，６８９，６３２ 22 / 79 

第３四半期 １，７１９，５４５ 46 / 138 

第４四半期 ２８２，５８５ 1 / 4 

計 １０，６６５，２９９ 112 / 350 

※ 平成 22 年度四半期毎の報告書による。 
 
１３．平成２２年度相手国マッチングファンド使用額 

相手国名 
平成２２年度使用額 

（日本円換算額） [単位：現地通貨] 

韓 国 9,000,000 円相当 
[単位：KRW] 
 90,000,000 

※ 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。 
※ 平成 22 年度相手国マッチングファンド支給予定額であり、実際の使用額の詳細は

韓国 NRF より明らかにされていない。 


