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評価資料の要約 
【研究の背景・目的】 

 ２１世紀は、高度情報化社会であり、半導体エレクトロニクスはその基盤産業の一つを担っている。情報

化がますます進むことにより、高速かつ大容量の次世代半導体技術の開発が不可欠となるが、これらの開発

には膨大な研究資金と人的資源を要する。また、派生する環境対策に関する諸問題を解決する必要に迫られ、

国際的協力の拡大が必須となる。そこで、本交流事業では、日韓両国におけるハイレベルの科学技術専門家

の交流による新しい視点に立脚した次世代半導体材料および半導体製造設備技術の開発に関する共同研究

と、関連する新産業の創出を目指した。 

 
【研究テーマ】 

 本交流事業は、日韓両国間における共同研究および研究者交流により進められた。次世代半導体開発にお

いて、特に、ハードエレクトロニクス用デバイス・プロセス技術の開発は緊急を要する課題であるため、共

同研究（Ａ）として、重点的かつ集中的に研究開発を進めてきた。さらに、本交流事業の課題である次世代

半導体材料および半導体製造設備技術の開発に関する研究において、日韓共同研究実施のための基盤を形成

する課題として、共同研究（Ｂ）を設定し以下の４課題を重点研究テーマとして選定した。 

１） 次世代半導体新材料の開発 

２） 次世代半導体デバイス設計・製造技術の開発とその応用 

３） 次世代半導体成膜技術および装置の開発とその応用 

４） 半導体産業における環境対策技術の開発とその応用 

 
【交流の状況・成果】 

２１世紀においても高度情報化社会における産業基盤の一つは、半導体エレクトロニクスであり、高性能

な新しい半導体材料・デバイスの開発がますます必須となる。本事業では、日韓両国において多数の有力な

研究者に本事業参加を要請し、国際的な協力の下に、次世代半導体材料・デバイス開発およびその応用の可

能性を追求し、活発な研究活動を行ってきた。本研究活動開始当初には、日韓両国研究者の相互訪問による

情報交換と研究者交流による討論を中心に、将来有望な共同研究を立案し、効果的かつ有機的な研究方策を

探ってきた。日韓両国の多数のメンバーが直接相手国の各大学・研究所を訪問し、各研究者の研究成果など

研究情報を交換し、直接討論することを基本方針として交流を実施してきた。高性能新規材料・デバイス研

究の進展に伴い、共同研究を奨励する場を提供するため日韓共同セミナーを両国で開催し、両国研究者が多

数同時に参加して発表と討論を行った。日本側の大学・研究所にて開発した次世代半導体新材料を韓国側の

大学・研究機関にて評価したり、韓国研究者が日本に長期滞在し、新機能デバイスの設計・作製を試み、韓

国に持ち帰り詳細な測定評価を行ったり、その成果を学術専門誌に多数公表するなど多くの共同研究が開始

された。 

日韓共同セミナーは、平成１２年度に第 1 回を豊橋技術科学大学にて開催したのを皮切りに、毎年日韓両

国交互に開催した。共同セミナーの平均参加者数は、日本側３９名、韓国側４２名を数え、毎回多数のメン

バーが、活発な討論と意見交換を行い共同研究への発展を試みた。 



セミナーの実施形態としては、全体講演、ポスター発表、討論を行うことで、各メンバーが箇々の研究成

果を発表すると共に、研究者間にて情報を直接交換を行うことで各メンバー間の共同研究への発展・展開を

奨励した。 

また、本事業の成果発表に際し、国際会議の特別分科会を企画して外部研究者を交えた研究発表討論を積

極的に進めた。北九州、韓国済州島、中国西安、札幌にて開催された電気工学に関する国際会議において、

本事業のための特別分科会を企画し、半導体材料とセンサ・ＭＥＭＳ関係の発表と議論を行ってきた。さら

に、関連の国際会議・国際シンポジウム等にメンバーが声を掛け合って参加し、議論を深めてきた。その他、

日韓両国にて多数のミーティング、ワークショップ、セミナーを開催した。これらの発表は共同研究の成果

に基づくものが多く、日韓両国の協力大学グループが参加し、論文発表を行い、国際的な場における討論を

通じ、本交流事業による共同研究成果を外部に公表周知しており、今後の共同研究の成果が評価・期待され

る。 

以上の交流を通じた研究ネットワークの構築の結果、半導体分野の新しい展開として、日韓および米国の

研究者を加えた lifechip に関する国際共同研究のネットワークが構築され、定期的な国際ワークショップが

開催されるようになった。 

 



・ 評価資料の要約（英語） 
【Background & Object of Research】 
     Semiconductor electronics ought to stand as one of the pillars sustaining the high-level 
information society of the 21st Century. With the rapid advancement of information technology, 
semiconductor technology characterized by higher speeds and larger amounts of memory will be 
indispensable. For this development, huge amounts of research funding and proficient human resource 
are required, but overall, international cooperation will be a must as a way to solve the various 
problems emerging there from. The goal of this program is to contribute to the progress in research 
development and education on advanced semiconductor electronics, and extend the cooperation 
framework between the two countries to broader areas. Furthermore, with the active transfer of 
technology involving the exchange of top class scientist and engineers, we attempt to lay the 
foundations for new industrial technologies, as well as the academic formation of new professionals in 
the field. 
 
【Research Subject】 
     In this core university program, many institutions in both countries participated mainly in the 
research and development of next generation semiconductor materials and related technologies to 
produce them. In particular, devices and processing technologies for hard electronics are most 
important and have been developed intensively in Project (A) under the leadership of both core 
universities. Furthermore, in order to extend the research cooperation to solve foreseeable future 
problems, we selected 4 themes in Project (B) of “Study on Science and Technology for Semiconductor 
Device, Equipment and Materials”, in the following; 
1) Research and development for future semiconductor materials 
2) Research and development of design and process for future semiconductors 
3) Research and development of equipment’s design and thin film process for next generation 

semiconductor devices 
4) Research and development of key technology for the solution of ecological problems in 

semiconductor industry.  
 

【The Result up to the present】 
Semiconductor electronics is one of the most fundamental industries sustaining the high-level 

information society of the 21st Century. As the information-related technologies are continuously 
advancing, new semiconductor materials and novel devices are indispensable for the new development 
in semiconductor electronics. Many prominent scientists and engineers from Japan and Korea were 
asked to join this core-university program, and we have continued very active investigation under their 
international cooperation between investigators from two countries for the next development of future 
semiconductor materials and devices. At the early stage of this project, most core-university members 
in this program were recommended to visit many institutions between Japan and Korea and exchange 
recent information on related topics in semiconductor electronics. They tried to make promising 
collaborative plans and establish effective way to the goal. With the rapid development of 
semiconductor materials and devices, we provided a chance for core-university members to gather 
together and present their recent results in Japan and Korea. In order to encourage the collaboration 
among core-university members, we held in Toyohashi the First Japan-Korea Joint Workshop on 
“Advanced Semiconductor Processes and Equipments” in 2000. The intimate discussion among the 
investigators from both countries yielded collaborative works: Several Korean scientists evaluated new 
materials which were deposited in Japanese University, and long-staying Korean investigators tried to 
design and fabricate new devices and brought them to evaluate in Korea. These results were published 
in the academic journals of international reputation. After the First joint workshop, the workshop was 
annually held in both countries in turn. The number of average participant of the workshop amounted 
to 39 Japanese and 42 Korean members, and the participants had an active discussion and exchanged 
an opinion. In these meetings, invited lectures and poster presentation from all participants were 
planned and discussed to promote international collaboration. Also we planned to have a special session 


