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（様式５） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成 26 年 9 月 18 日 

 

独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

                                     セ ミ ナ ー 代 表 者 所 属 ・ 部 局  広島大学・大学院理学研究科  

（ふりがな）              くろいわ   よしひろ 

職・氏 名  教授・黒岩 芳弘       
 
 
 

1． 事 業 名 相手国名（  韓国  ）とのセミナー（振興会対応機関：  NRF  ） 

 

 

2． セミナー名   第 10 回日韓強誘電体会議                         

 

 

3． 期   間  平成 ２６年  ８月 １７日 ～ 平成 ２６年  ８月 ２０日（  ４日間） 

 

 

4． 開 催 地 

（都市名と会場名）  広島市 広島国際会議場                                

 

5． 参加者数   日本側       ９２名（うち、滞在費等本会負担    ０名） 
（代表者を含む） 

相手国側     ６５名（うち、滞在費等本会負担    ０名） 
 

その他の国    ０名 
 

参加者  計  １５７名 
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6．セミナー参加者 

  (1) 日本側参加者（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏    名 所属・部局・職名 

池田 直 

坂本 渉 

野田 幸男 

奥山 雅則 

清水 優 

石橋 善弘 

徳永 正晴 

八木 駿郎 

小島 誠治 

田畑 仁 

森 茂生 

藤村 紀文 

加藤 一実 

神野 伊策 

谷口 博基 

森分 博紀 

藤沢 浩訓 

吉村 武 

岩田 真 

大和田 謙二 

武貞 正樹 

石田 謙司 

鈴木 祥一郎 

東 正樹 

石原 純夫 

前中 一介 

是枝 聡肇 

田中 良明 

左右田 稔 

岡山大学・大学院自然科学研究科・教授 

名古屋大学・エコトピア科学研究所・准教授 

東北大学・名誉教授 

大阪大学・ナノサイエンスデザイン教育研究センター・特任教授 

兵庫県立大学・大学院工学研究科・教授 

名古屋大学・名誉教授 

北海道大学・名誉教授 

北海道大学・名誉教授 

筑波大学・数理物質系 物質工学域・教授 

東京大学・大学院工学研究科・教授 

大阪府立大学・大学院工学研究科・教授 

大阪府立大学・大学院工学研究科・教授 

独立行政法人産業技術総合研究所・先進製造プロセス研究部門・主席研究員 

神戸大学・大学院工学研究科・教授 

名古屋大学・大学院理学研究科・准教授 

一般財団法人 ファインセラミックスセンター・ナノ構造研究所・グループ長 

兵庫県立大学・大学院理学研究科・准教授 

大阪府立大学・大学院工学研究科・准教授 

名古屋工業大学・大学院工学研究科・准教授 

日本原子力研究開発機構・量子ビーム応用研究部門・研究主幹 

北海道大学・大学院理学研究科・准教授 

神戸大学・工学研究科・教授 

株式会社村田製作所・技術・事業開発本部・主任 

東京工業大学・応用セラミックス研究所・教授 

東北大学・大学院理学研究科・教授 

兵庫県立大学・大学院工学研究科・教授 

立命館大学・理工学部・准教授 

パナソニック株式会社・オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社・主任技師 

東京大学・物性研究所・助教            （他６２名） 
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  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名 Sungkyunkwan University・教授・Jaichan Lee           

 

(3) 相手国参加者（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏   名 所属・職名 

Sook-Il Kwun 

Min Su Jang 

Yoon-Hwae Hwang 

Ill Won Kim 

Sang Don Bu 

Sungkyun Park 

Taekjib Choi 

Young Min Kim 

Chan-Ho Yang 

Seung Chul Chae 

Tae Won Noh 

Young-Han Shin 

Seoul National University・Professor 

Pusan National University・Professor 

Pusan National University・Professor 

University of Ulsan・Professor 

Chonbuk National University・Associate Professor 

Pusan National University・Associate Professor 

Sejong University・Assistant Professor 

Korea Basic Science Institute・Principal Researcher 

Korea Adv. Inst. of Sci. Tech.・Assistant Professor 

Gachon University・Assistant Professor 

Seoul National University・Professor 

Pusan National University・Professor       （他５２名） 

 

(4) 日本または相手国以外の国の参加者 

氏   名 所属・職名（国名） 

該当なし  
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7．セミナー概要（セミナーの目的・実施状況・成果等を簡潔に記載してください。） 

セミナーの目的 

セミナーの主テーマである強誘電体とは，電場を印加せずとも分極状態を保持でき，電場を印加すること

により分極の方向を変えられる物質のことである．このような強誘電体は誘電特性や圧電特性に優れるため，

コンデンサやマイク・スピーカーまた各種センサなど，電子部品の材料として幅広く用いられている．強誘

電体を代表するチタン酸バリウムは，1940 年代にアメリカ，日本，ソ連によりほぼ同時に発見された．圧電

材料を代表する PZT についても 1950 年頃から日本の研究者が先導して強誘電特性を研究した．反強誘電体と

いう新物質も日本で発見された．歴史的に見ても強誘電体研究は，日本が得意とする分野であり，現在，日

本には世界を代表する強誘電体を使った電子部品メーカーがいくつも存在する．一方，韓国は，1990 年ごろ

から強誘電体に着目し，国家プロジェクトとして強力に強誘電体研究を推進した．韓国で近年，誘電体液晶

パネルや電子機器の分野で巨大企業が台頭し世界を代表する企業になったことは周知の事実である． 

日韓強誘電体会議は 20 年前の 1994 年，韓国での誘電体研究黎明期に，アジアから日本と韓国の強誘電体

に関する研究成果を世界に発信することを目的に釜山で開始された．それ以降，2-3 年ごとに開催国を交互

にして今回で第 10 回の記念大会を迎えた．両国の研究者の知識や専門技術が相互移転した結果，強誘電体研

究では今や，日本と韓国が世界でも格別のリーダーシップをもつようになった．今後も引き続き日本と韓国

が強誘電体研究の分野を牽引するために，会議創始者の理念を尊重しながらスムーズに世代交代し，日韓両

国の研究者が協力して学術交流できる場としての基盤を確立することを目的に，この記念大会を開催した． 

実施状況 

第 10 回日韓強誘電体会議は，日韓の大学・研究所に所属する研究者や学生，さらに企業に所属する研究員

や技術者など 157 名の参加者を集めて，平成 26 年 8 月 17 日から 8 月 20 日（4 日間）の日程で開催された．

初日に，広島市のひろしま美術館で歓迎レセプションを行い，来賓として招待した会議創始者らとの交流会

を開催した．2 日目以降は会場を広島市の広島国際会議場に移し， 第 10 回の記念大会を迎えたことに対す

る日韓交流の記念セレモニー（日韓から各来賓 1 名による講演）を行った．その後，基調講演（日韓から各

1名），招待講演（日韓から各 10 名），一般口頭講演（日韓から各 5名），ポスター講演（日本 58 件，韓国 38

件）により，強誘電体に係わる基礎および応用分野のトピックスや産業応用への実際について議論を交わし

た． 

成果等 

日本側の講演の多くは，強誘電体の基礎物理学や応用物理学のアカデミック分野のものが多かった．一方，

韓国側は，大学などにおいても産業応用を目指した研究が多かった．日韓強誘電体会議は，強誘電体研究の

分野でお互いの不足する研究分野を相補する会議として有効に機能した．日韓強誘電体会議の参加者は年々

増加し，特定分野の二国間会議であるにもかかわらず，今回は 150 名を超える参加者が記録された．参加者

の 40％が学生であったことが，日韓の若い世代に魅力的な会議であることの証と考える．このような若い世

代を中心とした次代の日韓交流を第 11 回会議として 2016 年に韓国の水原市で開催することで合意した． 


