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        1             （平成１９年度中間評価） 
この様式は、独立行政法人日本学術振興会において定められたものです。様式の改変はできません。 

１．概要                                      【公表】 

研究交流課題名 ナノ物質を基盤とする学際科学研究教育拠点の構築 

日本側 

拠点機関名 
東北大学 

コーディネーター

所属・職・氏名 

総長 井上 明久 

 

相手国（地域）側 

国名 拠点機関名 コーディネーター所属・職・氏名 

 

韓国 

 

 

延世大学 

 

 

物理学科・教授・In-Whan Lyo 

 

 

２．研究交流目標（申請時の目標） 

本事業において、東北大学研究所群・研究科群・学際科学国際高等研究センターおよび東京工業大学と大

阪大学協力研究機関は、次のような研究交流目標を掲げ鋭意遂行する。即ち、 

1. 東北大学金属材料研究所と延世大学との間に、研究教育マネージメントボードを設置する。このマネ

ージメントボードが強いリーダーシップを発揮し、本事業の全ての研究交流の実施に責任を持つ。 

2. 研究者の派遣・受け入れを積極的かつ活発に行い、特に若手研究者に一定期間集中的に研究する機会

を与え、世界に通用する研究技術を涵養すると共に、将来のアジア研究拠点の核となるべき若手研究

者間の研究ネットワークを形成させる。 

3. ナノ物質を基盤とし、材料科学・バイオに関する学際的基礎学理を構築するため、共同研究プログラ

ムを設定する。物質・材料に関する様々な課題を網羅するだけでなく、バイオテクノロジーや環境科

学等の異分野と有機的融合性と革命的な新領域開拓・工業応用に繋がるものを選定する． 

4.  博士課程学生またはポスドク研究者の受け入れそして派遣を行う。特に学生については将来的な単位互

換の可能性なども検討しながら、当面本事業では共同研究等を通じた実践的教育研究を行う。これらの

実践的教育研究により、若手研究者を国際的な視野で育成する環境を整え、また同時に関連する研究機

関にとって有益な人的ネットワークを構築する。 

5.  アジアにおける定期的なナノ物質・材料に関する国際会議開催、タイムリーな特定のトピックスに関す

るワークショップ開催およびメジャーな国際会議の共同開催を適宜行い、基礎学理構築の情報発信と情

報収集を行う。 

 

 

３．これまでの研究交流活動の進捗状況 

①申請時の研究交流目標に対する進捗状況について記入してください。 

1. 東北大学と延世大学との間に設置した、本事業の研究教育マネージメントボードを活用し、そのリーダ

ーシップの元、共同研究等を企画し、本事業の円滑な推進を行なった。平成１７年度は日本で、また平

成１８年度は韓国でそれぞれマネージメントボードの全体会議を開催し、各年度の事業進捗状況や次年

度の計画等について討議した。昨年度の全体会議では、平成１９年９月ないし１０月頃に平成１９年度

の全体会議を仙台で開催することを決定した。また半導体関係の共同研究テーマをもう一つ増やし、全

体で６テーマとすることを承認した。 

2. 共同研究、セミナーおよび研究者交流を通じた研究者の派遣・受け入れを行った。平成１７年度および

１８年度の２年間で合計１１８／５００（人／人日）を韓国をはじめアジア諸国に派遣した。これらの

実績はそれぞれの年度当初の目標をほぼ達成（人日数では上回る）して交流を行ったことを示している。

また韓国からは、２１／６９（人／人日）の研究者を受け入れた。これらの交流を通じて、各共同研究

テーマの研究成果の報告、討議を行うことができた。また本事業の大きな目標である若手研究者の交流

においては、派遣研究者の内、助手（助教）以下の若手研究者のべ３５／１８２（人／人日）を韓国、

シンガポール、中国に派遣し、実践的教育研究を推進することができた。 

3. ナノ物質を基盤とし、材料科学・バイオに関する学際的基礎学理を関連する５つの共同研究プログラム

を推進した。上述したようにそれぞれのプログラムは、平成１７および１８年度には日本、韓国および

シンガポールでセミナーを開催し、活発に活動を行った。 

4.  平成１７および１８年度に博士課程学生またはポスドク研究者を、韓国または中国へ１６／９０（人／

人日）派遣し、また国内での共同研究・セミナー活動のために８／１８（人／人日）派遣した。 

5.  平成１７および１８年度に日本において３件、シンガポールで１件、韓国で２件（全体会議およびキッ

クオフミーティング）の計６件のセミナーを企画し、開催した。 
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②目標を達成するために実施したこれまで（平成１９年８月末まで）の交流について、「共同研究」、「セミ

ナー」及び「研究者交流」の交流の形態ごとに、交流人数の総計と交流活動の概略を記入してください。 

 

（１）共同研究（延べ交流人数： １６２ 人） 

 

(a)金属ガラス・無機材料接合開発共同研究  

（代表者：福原幹夫・東北大学金属材料研究所・准教授、Prof. D. H. Kim, Yonsei University）

(b)ヒューマンサイエンスとテクノロジー  

（代表者：村岡裕明 東北大学電気通信研究所・教授、Prof. H.W. Yeom, Yonsei University、Prof. 

H.C. Cho, Seoul National University、Prof. B.T. Lee, Kongju National University） 

(c)ナノ材料科学の応用と将来展望  

（代表者：後藤 孝・東北大学金属材料研究所・教授、Prof. I.W. Lyo, Yonsei Univeristy） 

(d)ナノ構造薄膜の光学的・磁気的応用  

（代表者：岩佐義宏・東北大学金属材料研究所・教授、Prof. Y. H. Lee, Sungkyunkwan University）

(e)ナノ構造表面  

（代表者：末光眞希・東北大学学際科学国際高等研究センター・教授、Prof. I.W. Lyo, Yonsei

Univeristy） 

  (f) 半導体ナノサイエンス・テクノロジー 

（代表者：八百隆文・東北大学学際科学国際高等研究センター・教授、Prof. Tae-Won Kang, Dongguk 

University） （注：平成１９年度より実施） 

の６つのテーマについて共同研究を実施している。 

 

 

（２）セミナー（延べ開催回数：  ７ 回、延べ交流人数：  ７２ 人） 

 

「JSPS-KOSEF アジア研究教育拠点事業 ナノ物質を基盤とする学際科学研究教育拠点の構築 全体会

議」（平成１８年１１月２１日＆２２日）、「JSPS-KOSEF アジア研究教育拠点事業 ナノ・パーティクルズに

関するシンポジウム」（平成１８年８月２８日＆２９日）、「JSPS-KOSEF アジア研究教育拠点事業 ナノ・バ

イオセラミックス国際セミナー」（平成１８年１２月１４日（シンガポール））、「JSPS-KOSEF アジア研究教

育拠点事業 ナノ材料の学際科学国際シンポジウム」（平成１９年１月２２日＆２３日）、「JSPS-KOSEF ア

ジア研究教育拠点事業 第１回日韓ナノ構造表面シンポジウム」（平成１８年６月２８日＆２９日）、「JSPS

アジア研究教育拠点事業 ナノ・パーティクルズに関するシンポジウム」（平成１９年８月３０日＆３１

日）、「JSPS アジア研究教育拠点事業 第３回日韓ナノ構造表面シンポジウム」（平成１９年６月１９日＆２

０日）を開催した。 

 

 

（３）研究者交流（延べ交流人数：  ２７ 人） 

 

韓国の拠点機関を含む複数の研究機関への研究者派遣を積極的に実施し、相互交流を推進した。平成１７

年度および１８年度には韓国へ１７人／５９人日、中国へ５人／２０人日の交流を行った。なお、中国にお

ける研究者交流は、日本学術振興会主催の International Symposium on Sustainable Development in East 

Asia (東アジアにおける持続可能な発展に関する国際シンポジウム)によるものである。 
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③これまでの交流を通じて、申請時の計画がどの程度進展したか、「学術的側面」、「社会への貢献」、「若手

研究者の養成」及び「先端的学術情報の集約」の観点から記入してください。 

 

○学術的側面 

 

本事業の遂行のために設置したマネージメントボードも、これまでの交流を通じてほぼ計画通りに互いの

信頼関係を構築することができている。その結果、マネージメントボードを機能的に活用し、共同研究の遂

行や企画、セミナーの円滑な運営を行えるようになっている。共同研究においてはテーマを平成１９年度に

１件増やして計６件を実施するに至り、またセミナーの開催計画も年度毎に増加し、平成１９年度は７件（平

成１７年度は０件、１８年度は５件）となっている。このように数字の上でも本事業の推進が順調であるこ

とが伺える。またその内容を見ても、「金属ガラス・無機材料接合開発共同研究」、「ナノ・パーティクルズ

に関するシンポジウム」や「日韓ナノ構造表面シンポジウム」はコアメンバーを中心に各年度に日韓いずれ

かで開催する状況になっており、それぞれの共同研究成果の発表と学術情報の交流が継続的に進んでいるこ

とを示している。このような交流の深化を背景に、平成１９年度には東北大学と延世大学の間で大学間学術

交流協定を締結するに至った。 

 

 

○社会への貢献 

 

本事業で推進されるテーマは材料を中心とするテクノロジーの分野で、その進捗が社会的に要請されてい

るものばかりである。このような重要課題をアジアの研究開発を牽引する日本・韓国を中心にして推進する

ことは大きな社会的貢献をもたらすものと考えている。上記の目的の元、本事業によって派遣された国際会

議、本事業主催のセミナー等を通じた研究報告、７０報超える論文発表等を通じて、両国間の研究拠点事業

形成の成果（効果）を社会に還元した。 

 

 

○若手研究者の養成 

 

平成１９年８月までに、助教以下の若手研究者が合計４２／２３５（人／人日）韓国、シンガポール、中

国のアジア各国派遣し、広く海外研究者との交流を通じ、若手研究者の国際的視点での育成に貢献した。こ

のような実績を考慮すると、若手研究者の研究交流が当初の目標をほぼ満足するレベルで行えたと考えられ

る。ちなみに、上記の内、大学院博士課程の学生の海外派遣実績は１９／１１１（人／人日）であった。こ

れらの活動の結果、研究者のみならず大学院の学生レベルでの研究ネットワークの構築と友好関係がさらに

進展した。 
 

 

○先端的学術情報の集約 

 

上述したように、本事業の共同研究テーマの内、「金属ガラス・無機材料接合開発共同研究」、「ナノ・パ

ーティクルズに関するシンポジウム」や「日韓ナノ構造表面シンポジウム」はコアメンバーを中心に各年度

にセミナーを開催する状況に至っており、それぞれの共同研究によって創出された最先端研究成果や学術情

報の集積・集約が継続的に進んでいることを示している。これらの情報や成果は、学術論文として社会還元

することはもちろんのこと、日韓関係研究機関の共通の財産として、アジアを始め世界の研究者の牽引役と

しての役割を果たすべく、今後の研究に活用していく予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      アジア研究教育拠点事業 平成１９年度中間評価資料（進捗状況報告書）            

        4             （平成１９年度中間評価） 
この様式は、独立行政法人日本学術振興会において定められたものです。様式の改変はできません。 

４．事業の実施体制 

 

①若手研究者養成の体制 

若手研究者が身につけるべき能力・資質等の向上に資する仕組みを構築し、それをどのように機能させ

ているか記入してください。 

 

本事業では若手研究者育成として、(1)自己の研究課題の国際的な位置づけを明確に判断し、(2)独自の視

点と卓越した研究遂行能力を身につけて研究課題を遂行し、(3)得られた成果を国際的に発表し、その中で

人的ネットワークを構築していく の３つの観点を中心に進めてきている。 

(1)については、材料科学分野で先端的かつ重要なテーマ（分野）を共同研究テーマとして取り上げ、そ

の中で、同分野の研究者の研究成果を積極的に情報収集する機会を提供し、それを個々の研究課題へフィー

ドバックさせることを目指している。(2)については、日本側の研究リーダーの指導と助言のもとに研究課

題の遂行をサポートし、(3)については、本事業で開催する各種セミナーや国際会議への参加を通じ、それ

ぞれの成果を積極的に発表、討議する機会を提供する。さらに韓国側研究者との共同研究をサポートし、ア

ジアを中心とする若手研究者ネットワークの構築を促進させることを積極的に行っている。 

このような方針のもと、博士課程の学生が国際会議・セミナーで参加発表することは勿論のこと、１週間

程度韓国の研究機関へ赴き、共同で先端研究課題の遂行を行なうなど、若手研究者の自立と国際的視野の修

得に貢献している。 

 

 

 

②日本側拠点機関の体制 

日本側拠点機関としての実施体制、日本国内の他機関との協力体制などの実施・運営体制を記入してく

ださい。 

 

日本側拠点機関では、まず社会的要請が強く、今後の発展が期待される重要な材料科学テーマを共同研究

として取り上げ、それぞれに各分野のエキスパートである研究リーダーを選任することで、責任体制を明確

にしている（本研究リーダーを中心に日本側マネージメントボードを構成）。 

本拠点構築事業では、各研究者がそれぞれ個別に韓国側と交流を行うのではなく、研究リーダーのマネー

ジメントとリーダーシップの元に戦略的かつ効率的な交流や共同研究の推進を行う体制を構築している。具

体的には、各研究リーダーが共同研究や拠点構築の推進に必要と考えられる拠点機関研究者や国内の他の研

究機関およびそこに所属する研究者を選定し、本事業に組み入れることで研究教育の実施協力体制を構築す

る。また必要に応じて韓国側研究者も韓国側コーディネーターに推薦し、相手国参加者に入れることもある。

各リーダーは毎年度、共同研究の実行計画を策定するだけでなく、共同研究の遂行に必要なセミナーを企画

運営し、拠点形成事業の推進、国際交流と成果の社会還元を行っている。（このために随時韓国側の研究リ

ーダーと密接な情報交換等を行っている。） 

マネージメントボードでは、事業全体を円滑に運営するための事務局を置き、研究計画の立案、各研究リ

ーダーへの予算配分の調整を行う他、予算の執行状況を逐次フォローし助言等を行っている。また全体会議

を企画運営することで、他の研究課題との交流、韓国側代表者および研究者との意見交換、さらに今後の計

画立案のサポートを行うようにしている。 
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③相手国とのネットワークの構築状況 

相手国拠点機関との協力体制、ネットワーク構築状況について、記入してください。 

 

韓国側拠点機関でも、日本側拠点機関の体制と対応して共同研究テーマごとに各分野のエキスパートであ

る研究リーダーを選任することで、責任体制を明確にしている。また本研究リーダーを中心にマネージメン

トボードを構成している点も同じである。 

各研究者の交流も基本的に研究リーダーの指示の元に行われている。しかしながら両国のマッチッグファ

ンドの違いにより、日本側研究者が韓国へ行く頻度が多いことから、韓国側マネージメントボードでは日本

側の要請に基づいて参加者リストに入れた韓国側研究者との調整やネットワークの構築も必要となってい

る。この点を勘案すると、共同研究のイニシアチブは日本側が負っていると考えられる。韓国側では、他の

研究会と共催でセミナーを開催する場合もあり、また開催場所、時期、期間を選ぶことで、より効率的な運

営を行えるように腐心している。各リーダーは毎年度、日本側リーダーと共同研究の遂行に必要なセミナー

等を企画運営し、拠点形成事業の推進、国際交流と成果の社会還元を行っている。 

韓国側マネージメントボードでは、日本のように事業全体を円滑に運営するための事務局は置いておら

ず、コーディネーターが研究計画の立案、各研究リーダーへの予算配分の調整、予算の執行状況を逐次フォ

ロー等を行っている。また全体会議を開催することによって、他の研究課題や日本側代表者との意見交換や

計画立案のサポートを行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 本事業の体制の概念図 
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