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アジア研究教育拠点事業 
平成２３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/www75/index.php?content_id=3&laboid=35  

 

 

３．開始年度 

平成２１年度（ ３ 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 

      九州大学 

 事務組織：東北大学 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、 
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                   Pusan University、KAIST 

（和文）漢陽大学、韓南大学、高麗大学、釜山大学、韓国科学技術院 

 経費負担区分：パターン１ 

 

 

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２３年度研究交流目標 

 本拠点事業が開始され、既に 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理解できる状況になり、また人

的交流も進んだ。平成 23年度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構築出来るかが重

要であるため、基礎分野についてはより多くの共同研究を開始、応用分野については議論

を重ねることで、どこに的を絞るかを決める。これにより、日韓両国がナノ物質科学とい

う学術分野で引き続き、世界を先導する地位を占めるとともに、ナノ材料・ナノ有機デバ
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イスという応用分野への展開がさらに期待される。 

 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

に可能な限り推進することが必要である。 具体的には、第 5 回日韓合同セミナー（平成

23年 6月、日本）（S-1）と第 6回日韓合同セミナー/「若手の会」（平成 23年 11月、韓国）

（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。 

 

 

７．平成２３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。） 

 韓国NRFのトップ交代による施策変更により、韓国側マッチングファンド“Global Core 

University Program”は、その中間評価を受けることなく、2010 年度で中止となった。本

年度、韓国側はその後継プログラム（課題名：「Nanoscale Materials for Electrical and Optical 

Properties」、期間：2011年度 〜 2012年度、予算：50,000,000 won/FY）に応募したが、不

採択であった。さらに、本拠点事業に相応しいマッチングファンドを韓国側は鋭意検討し

たが、残念ながら、結果として、2011 年末までに 2012 年度へ向けた新規獲得には至らな

かった。 

 

 この間、韓国側に繋ぎ資金をマッチングファンドとして準備するよう要請し、「平成 23年度

アジア研究教育拠点事業実施計画書」は承認された。なお、当初予定の「（S-1）第 5回日韓

合同セミナー（H23.6.23〜6.25、千歳）」は上記の後継プログラムの申請時期と重なり、ま

た、東日本大震災で被災したこともあり、中止延期とした。その後も韓国側はマッチング

ファンド獲得に注力したこともあり、「（S-2）JSPS-APCPI 合同シンポジウム」の開催は

2011年度末３月までずれ込んだ（H24.3.8〜H24.3.10、韓国、延世大学）。 

 

 なお、東日本大震災に際して、幸いにも本事業の参画研究者・大学院生等に人的被害は

無かった。東北大学多元研の 2 研究室が甚大な被害を受けたが、現在、復旧・復興はほぼ

完了した。 

 

 韓国側に新規マッチングファンド獲得の見込みが立たず、このままでは２年度に渡るマッ

チングファンド無しの状態が非常に懸念された。このような状況を日韓双方および JSPS と

も協議を重ねた結果、本拠点事業は今年度限りで中止・終了するとの結論に至り、最終的

に承認された。なお、2011年 9月には「中間評価結果」を受け、今後へ向けての貴重なご

意見やコメントを頂いたが、その具体化の機会を逸した。しかしながら、これまでの本事

業における研究交流実績から、個々の参画研究者レベルでの共同研究・研究交流は継続さ

れるものと推定され、アジア地域における次世代有機デバイス研究教育拠点ネットワーク
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は遠からず形成されるものと考える。この意味で、本事業のこれまでの推進は非常に有効

且つ有意義であったと評価できる。 

 

 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

 基本的には、前年度までと同様に、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。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（九州大学先導研）， 

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 副部門長（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 

 既述のように、本年度は S-1セミナーの中止、S-2セミナーは韓国 NRFではなく、繋ぎ

資金を出資した延世大学 APCPI（Active Polymer Center for Patterning Integration）と

JSPSとの合同シンポジウムとして、H24.3.8〜H24.3.10、延世大学で開催した。 

 約 1 年振りの会合となったが、その間の日韓双方の研究進捗状況の成果発表と討論、情

報交換は非常に今後に向けた新たな枠組みでの共同研究体制の再構築に有意義であった。

具体的には九州大学先導研の玉田 薫 教授と延世大学の Eunkyoung Kim 教授との共同研

究、千歳科学技術大学の Olaf Karthaus教授と延世大学の Cheolmin Park 教授との共同

研究成果も報告された。また、この合同シンポジウムでは、当該研究領域における世界的

権威者である P. N. Prasad 教授（米国、NY州立大）に招待講演を行って頂いた。これは、

若手研究者、大学院生にとっても非常に感銘深いものであったと考える。 

 一方、関連国際会議等、KJF2011（2011年 9月、慶州市、韓国）［招待講演：及川英俊 教

授（東北大）、三ツ石方也 准教授（東北大）、玉田 薫 教授（九州大）］を通じて、最先端
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の研究成果の発信もおこなった。これらの成果のレベルの高さ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。 

 

 

７－３ 若手研究者養成 

 本項目「７」の冒頭でも述べたような状況下でもあり、日韓双方における本年度の大学

院生等の交換・受け入れの実績はなかった。しかしながら、「JSPS-APCPI合同シンポジウ

ム」（H24.3.8〜H24.3.10、延世大学）では、若手研究者と大学院生全員によるフラッシュ

トークとポスター発表が行われた。また、若手同士、若手と教員との間での英語による研

究討論も行われた。なお、昼食会を若手研究者および大学院生同士で行い、実験現場レベ

ルでの情報交換がなされた。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 

 昨年度までと同様に、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、国際会議での発表や学術論文誌での公表を通じて、社

会還元すべきであると考える。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・文化及び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

からの相互理解にも必要不可欠である。 

 今年度は充分な社会貢献が実現できたとは言い難いが、最終回となった「JSPS-APCPI

合同シンポジウム」が今後へ向けての礎となることを期待する。 

 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

 昨年度の実施報告書にも記載したように、本拠点事業がもし継続されるならば、「中間評

価」の結果も踏まえて、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及び出口イメージを明瞭にすることや、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が求められるであった。 

 本拠点事業の中止・終了に伴い、来年度以降は個々の参画研究者レベルでの共同研究・

研究交流は継続されるものと推定される。ここで培った趣旨は、アジア地域における次世

代有機デバイス研究教育拠点ネットワーク形成に再度、活かされるものと考える。 

 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２３年度論文総数：０本 

本事業名が明記されている論文： ０本 

 相手国参加研究者との共著： ０本 
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 ※ 但し、事業名を明記していないが、本事業に関連して合計 56本の論文を発表し、

そのうち 2本が日韓の本事業参加者による共著論文である。 

 

 

８．平成２３年度研究交流実績概要 

 ※「１０．平成２３年度研究交流実績状況」の概要について記載してください。 

８－１ 共同研究 

 本年度は、前項目「７」の冒頭で述べたような状況下にあったが、共同研究は、主に、

各班間における個別の他に、KJF2012と JSPS-APCPI日韓合同シンポジウムの場などを利

用して、研究成果の発信や情報交換が行われた。 

 J01/K01班および J02/K02班においては、ドープされた電荷移動錯体ナノ結晶の作製法、

共役高分子ナノファイバーの高度な配向薄膜の作製手法の提案と非線形光学特性評価など、

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

する研究成果の発信や情報交換がなされた。 

 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他に、遺伝子パターニング、

カーボンナノチューブネットワークの自己組織化、共重合体の自己組織化ナノ構造制御に

関する成果が報告された。 

 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。様々なナノインプリント技術に関する基盤的研究成果はデバイス構築の観点から極め

て重要である。 

 現在の共同研究を以下に列挙する。また、本年度の日韓共著論文数は２報である。 

（1）玉田 薫 教授（九州大学先導研）/ 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」 

 

 

８－２ セミナー 

（1）第 5回日韓合同セミナー（S-1） 

   2011年 6月、千歳、日本で開催予定であったが中止。 

   理由は項目「７」の冒頭に記載済。 

 

（2）JSPS-APCPI日韓合同シンポジウム 

   2012年 3月 8日〜3月 10日、延世大学、ソウル市、韓国 
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   参加者：34名（日本）、24名（韓国） 

   招待講演：1件 

   口頭発表：9件（6件（日本）、3件（韓国）） 

   ポスター発表：33件（19件（日本）、14件（韓国）） 

   （フラッシュトーク：33件（19件（日本）、14件（韓国）） 

 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 特になし。 
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９．平成２３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  144/476 144/476 

実績 52/211 

（4/22） 

52/211 

（4/22） 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 （91/311）  （91/311） 

実績 （0/0） （0/0） 

合計 

<人／人日> 

実施計画 （91/311） 144/476 144/476 

（91/311） 

実績 （0/0） 52/211 

（4/22） 

52/211 

（4/22） 

 

※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 

   116／328 <人／人日>    0／0   <人／人日> 
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１０．平成２３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 23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 12/61 

（1/6） 

 12/61 

（1/6） 

韓

国 

<人／

人日> 

実施計

画 

（10/40）   （10/40） 

実績 （0/0）  （0/0） 

 

<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 （0/0） 12/61 

（1/6） 

 12/61 

（1/6） 

② 国内での交流       0/0  人／人日 

２３年度の

研究交流活

動＜論文を

見て手直し

＞ 

 昨年度までの成果を受けて、ロッド-コイル型共重合体の合成とその会合

ナノ構造体、電荷移動錯体ナノ結晶の作製手法の開発とその光学特性評価、

電子供与基置換ジアセチレン単量体の合成とその固相重合挙動の解析など

が行われた。 
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研究交流活

動成果 

 次世代有機デバイス用素子材料としての種々の機能性有機ナノ結晶や高

分子ナノ粒子の新規開発が期待される。 

日本側参加者数  

１０ 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 

１ 名 （１４－２（韓国）国（地域）側参加研究者リストを参照） 

（   ）国（地域）側参加者数 

 名 （１４－３（ ）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 23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・九州大学・教授 

（英文）Kaoru Tamada・Kyushu 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 8/34 

（2/10） 

 8/34 

（2/10） 

韓国 

<人／人

日> 

実施計画 （10/40）   （10/40） 

実績 （0/0）  （0/0） 

 

<人／人

日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人

日> 

実施計画 （10/40） 10/40  10/40 

（10/40） 

実績 （0/0） 8/34 

（2/10） 

 8/34 

（2/10） 

② 国内での交流       0/0  人／人日 

２３年度の研究

交流活動 

 前年度からの金属ナノ粒子シートの協同的表面プラズモン共鳴挙動、

高分子ハニカム構造、Dewetting法による高分子マイクロドームの構築

など自己組織化・集積化構造制御法およびマイクロハターニング法など

の作製プロセスの最適化を図った。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

論文発表とした。さらに、K01班との班間共同研究 1件を継続した。 

研究交流活動成

果 

 共同研究を中心にした共重合体を用いた金属ナノ粒子の配列制御と

その協同的表面プラズモン共鳴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評価などの他に、遺伝子パターニングなど、

広範に研究展開がなされた。 

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 

１ 名 （１４－２（韓国）国（地域）側参加研究者リストを参照） 

（   ）国（地域）側参加者数 

 名 （１４－３（ ）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 23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 6/33 

（1/6） 

 6/33 

（1/6） 

韓国 

<人／人

日> 

実施計画 (9/36)   (9/36) 

実績 （0/0）  （0/0） 

 

<人／人

日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人

日> 

実施計画 (9/36) 9/36  9/36 

(9/36) 

実績 （0/0） 6/33 

（1/6） 

 6/33 

（1/6） 

② 国内での交流       0/0  人／人日 

２３年度の研究

交流活動 

 グレーティング基板上に構築した高分子ナノシート/半導体量子ドッ

ト集積ナノ構造体における発光挙動の解析、カーボンナノチューブネッ

トワークの自己組織化、マイクロコンタクトプリント法を駆使した 3D

ナノパターニング、フラーレン誘導体薄膜の OFET特性に関する作製法

と物性評価を引き続き行った。 

研究交流活動成

果 

 有機累積ナノ薄膜の作製基盤技術の確立により、次世代有機デバイス

用素子の新たな動作原理の提案とともに、素子動作の安定化・信頼性の

向上が期待される。 

日本側参加者数  

６ 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 

１ 名 （１４－２（韓国）国（地域）側参加研究者リストを参照） 

（   ）国（地域）側参加者数 

 名 （１４－３（ ）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 23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  10/40  10/40 

実績 1/3  1/3 

韓国 

<人／人

日> 

実施計画 (9/36)   (9/36) 

実績 （0/0）  （0/0） 

 

<人／人

日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人

日> 

実施計画 (9/36) 10/40  10/40 

(9/36) 

実績 （0/0） 1/3  1/3 

（0/0） 

② 国内での交流       0/0  人／人日 

２３年度の研究

交流活動 

 前年度の成果を受けて、超高速フォトニック高分子 GI-POFの創出と

新たな動作機構による LCD の提案、ナノインプリント法による積層化

ナノ構造体構築の高効率化や局在型表面プラズモン励起二光子重合に

よる 3D フォトニック構造体の構築などの研究展開が引き続きなされ

た。 

研究交流活動成

果 

 Face-to-Face Communicationを目指して、ナノ構造制御された次世

代有機デバイス構築へ向けた高性能化への基盤技術が期待される。 

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 

１ 名 （１４－２（韓国）国（地域）側参加研究者リストを参照） 

（   ）国（地域）側参加者数 

 名 （１４－３（ ）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  ＜中止＞ 

セミナー名 （和文）JSPSアジア研究教育拠点事業 / NRF 第 5回日韓合同セ

ミナー 

（英文）JSPS-Asia Core Program / NRF The 5th Japan-Korea 

Joint Seminar 

開催時期 平成 23年 6月 23日 ～ 平成 23年 6月 25日（ 3日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）日本、千歳市、千歳科学技術大学 

（英文）Chitose Inst. Sci. Technol., Chitose, Japan 

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) 

 

 

参加者数 

 

整理番号 S－2 

セミナー名 （和文）JSPSアジア研究教育拠点事業 / APCPI合同シンポジウム 

（英文）JSPS-Asia Core Program / APCPI Joint Symposium 

開催時期 平成 24年 3月 8日 ～ 平成 24年 3月 10日（ 3日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）韓国、ソウル市、延世大学 

（英文）Yonsei University, Souel, Korea 

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) 

Eunkyoung Kim, Yonsei University, Korea, 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. ２５/８０ 

B. ９/２８ 

C.  

 A.  
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韓国 

<人／人日> 

B.  

C. ２４/７２ 

 

 

<人／人日> 

A.  

B.  

C.  

 

合計 

<人／人日> 

A. ２５/８０ 

B. ９/２８ 

C. ２４/７２ 

 

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  本年度、韓国側NRFマッチングファンドの打ち切りおよび東日

本大震災の影響のために、第 1 回日韓合同セミナー（名称は

「JSPS-APCPI合同シンポジウム」）を上記開催日に行う事とした。

また、この韓国側NRFマッチングファンドの打ち切りのために、

本事業も今年度限りとなるため、最終の合同セミナーであり、従来

のように JSPS-NRF とのジョイントではなく、延世大学 APCPI

との共催形式となる。セミナー（シンポジウム）の趣旨はこれまで

同様であり、事業中止後も、個々のレベルでの共同研究、若手研究

者・大学院生に対する研究と教育両面での連携強化を図ることを目

的とする。 

セミナーの成果  当該研究領域における世界的権威者である P. N. Prasad 教授（米

国、NY州立大）に招待講演を行って頂いた。日韓双方の教授クラ

スのよる共同研究成果を含む口頭発表にて、本年度実質的に情報交

換が中断していた日韓双方のキャッチアップが可能となった。これ

により、次世代有機デバイス分野での新たな日韓共同研究ネットワ

ーク構築へ向けた議論が始まった。また、参加した若手研究者・大

学院生による Flash Talkとポスター発表が行われ、国際的なコミ

ュニケーション能力を充分に身につけた次世代の人材育成が期待

される。 

セミナーの運営組織 延世大学 

 

 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容  国内旅費          ６６１，８８０ 円 

    外国旅費        ３，１５４，０００ 円 

    その他            ９７，３５０ 円 

    消費税           １６２，５６８ 円 

             合計 ４，０７５，７９８ 円 

（ 韓国 ）

国（地域）側 

内容            概算金額 10,000,000 KRW 

セミナー開催費 10,000,000 KRW（1,000,000 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 23年度は実施しなかった。 

 

 

１１．平成２３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 １，３８８，７００  

外国旅費 ５，２７６，８００  

謝金 ０  

備品・消耗品購入費 ０  

その他経費 ４１８，１１２  

外国旅費・謝金等に
係る消費税 

２８４，７１９  

計 ７，３６８，３３１  

委託手数料 ７３６，８３３  

合  計 ８，１０５，２８８  

 

 

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 ０ ０/０ 

第２四半期 ３，２９２，５３３ １８/１０３（４/２２） 

第３四半期 ０ ０/０ 

第４四半期 ４，０７５，７９８ ３４/１０８ 

計 ７，３６８，３３１ ５２/２１１（４/２２） 
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１３．平成２３年度相手国マッチングファンド使用額 

相手国名 
平成２３年度使用額 

（日本円換算額） [単位：現地通貨] 

韓 国 2,000,000 
[KRW] 

 20,000,000 

※ 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。 


