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アジア研究教育拠点事業 
平成１８年度 実施報告書 

 
 
１．拠点機関 
日 本 側 拠 点 機 関 ： 東北大学 
（韓国側）拠点機関： 延世大学 

 
２．研究交流課題名 

（和文）： ナノ物質を基盤とする学際科学研究教育拠点の構築                     

                  （交流分野： ナノテクノロジー       ）  
（英文）：  Interdisciplinary Science of Nanomaterials                       

                  （交流分野：  Nanotechnology       ）  
 研究交流課題に係るホームページ：http://                                         
 
 
３．交流実施期間（業務委託期間） 
  平成１８年 ４月 １日 ～ 平成１９年 ３月３１日 
 
 
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関： 東北大学 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名） ：総長 井上 明久 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：総長 井上 明久 
 協力機関：東京工業大学 応用セラミックス研究所 

大阪大学 接合科学研究所 
 事務組織：東北大学 金属材料研究所 事務部長 及川 英吾 
 
 
相手国（地域）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）：Department of Physics・Professor・ 

In-Whan Lyo 
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 協力機関：（英文）Dongguk University, Quantum-Functional Semiconductor Research 
Center 
Hanyang University, Quantum Photonic Science Research Center 

Sungkyunkwan University, Center for Nanotubes and Nanostructured 
Composites 

      （和文）東國大学 量子機能半導体研究センター 
漢陽大学 量子光機能物性研究センター 
成均館大学 ナノチューブおよびナノ構造コンポジット 
研究センター 

 経費負担区分：パターンＢ 
 
 
５．アジア研究教育拠点事業としての全期間を通じた研究交流目標 
 

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。 
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６．平成１８年度の研究交流実績の概要 
６－１ 共同研究 

日本、韓国の拠点機関が中心になって、個別的な研究テーマを設定し、研究交流を円滑

に遂行するため、両国にマネージメントボードを設置している。マネージメントボードは

互いに緊密に連絡をとり、本事業を円滑に遂行するための実質的運営母体である。平成１

８年１１月２１および２２日に韓国・延世大学にて、マネージメントボードの全体会議を

開催し、今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。  
まず今年度の事業進捗については、昨年度の全体会議で了承された３点の重点研究課題

についての研究成果やセミナー開催について報告を行なった。    
（１）先端ナノ・バイオ材料開発と評価 
（後藤 孝 教授（サブリーダー）、 岩佐義宏 教授 （金属材料研究所） 
末光眞希 教授（学際科学国際高等研究センター）） 

（２）東北大学研究所連携プロジェクト（ヒューマンサイエンス＆テクノロジー） 
（齋藤文良 教授（多元物質科学研究所） 平成１８年度より村岡裕明 教授 

（電気通信研究所）に変更） 
    （３）金属ガラス・無機材料接合開発共同研究プロジェクト 

  （福原幹夫 助教授 （金属材料研究所）） 
（ ）内はマネージメントボードのメンバーを示す。 

 
次年度の計画として、全体会議を平成１９年９月ないし１０月頃に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現在の１テーマからもう一つ増やすこと

を検討した。これは本分野の研究が非常に急速に進んでいることおよびその分野展開も大

きいことを考慮したものである。日本側として八百教授（東北大学 学際科学国際高等研

究センター）を、韓国側として Prof. Tae-Won Kang（Dongguk University）を代表者に選
出し、平成１９年度計画策定において具体的テーマを検討することとした。 

 
 

６－２ セミナー 

平成１８年度は、将来の分野横断的学際研究学術分野構築のため、事業全体にわたって

研究報告を行い、同時に今後の展開を討議するセミナー（全体会議 (General Meeting)）を
実施した。また共同研究の枠組みの中で、国内３件、第３国（シンガポール）１件のセミ

ナーを実施し、研究成果の発表等による情報交換・人的交流を推進した。 

 

 

６－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

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１８年度は韓国へ１１人／４１人日、中国へ５人／２０人日の交流を行った。
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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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７．平成１８年度の研究交流の成果 
（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下さい。） 

 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

平成１７年度に設置した東北大学および延世大学の主要メンバーによって構成されるマ

ネージメントボードを有効に活用し、本事業の円滑な推進をはかっている。平成１８年度

は、１７年度事業開始時のメンバーをコアとして、各共同研究グループで協力体制を広げ、

さらに広範かつ強固な運営体制を構築できた。その具体例として、共同研究「ナノ構造薄

膜の光学的・磁気的応用」（R-004）では、これまでカーボンナノチューブに特化した共同

研究を行ってきたが、関連研究者の拡がりとその高いアクティヴィティを背景に、対象を

有機材料のエレクトロニクス応用に拡大していくことを検討・企画するに至った。そのた

めに岩佐リーダーが浦項理工科大学の Cho 教授を訪問し、本事業への協力の可能性につい

て議論を行った。また、平成１９年度より新たに半導体関係の共同研究テーマを立ち上げ

ることになり、既述したように日本側として八百教授（東北大学 学際科学国際高等研究

センター）を、韓国側として Prof. Tae-Won Kang（Dongguk University）を選出した。 
 

 

７－２ 学術面の成果 

年度当初の計画に基づき、共同研究およびセミナーを順調に推進することができた。 
以下、平成１８年度実施の５つの共同研究テーマの個々の学術的成果について述べる。 
（１） 金属ガラス・無機材料接合開発共同研究プロジェクト（Ｒ－００１）では、延

世大学非結晶研究センター(D.H. Kim 教授)らを中心とするグループと金属ガラ

スおよびその接合研究を取り巻く諸問題について韓国でのセミナーを企画し、

研究成果報告および討議を行った。初年度の平成１７年度は互いにこれまでの

実験結果の発表に終わっていたが、本年度は実験結果を説明あるいは予測する

ための理論的な発表も行われ、共同研究のテーマの拡がりを実感できた。日本

側の協力研究機関の大阪大学や東京工業大学の教員も積極的にセミナーに参加

し、研究内容の深化および交流の拡がりを目指した。 

（２） 研究所連携プロジェクトを基盤とする共同研究（Ｒ－００２）では、個別テー

マで韓国側複数研究機関との連携・共同研究がこれまでに推進されていた経緯

がある。平成１８年度は日本国内でのセミナー開催を通じて研究成果の共有を

図るとともに、今後ともそれぞれのテーマで関係する研究者間の共同研究を継

続することとした。特に平成１８年度は日韓両国で研究が盛んで、かつ代表者

の共通の興味の対象になっているナノ・パーティクルスの創製とその応用につ

いての研究成果発表および情報交換を積極的に実施した。このような実施内容

に沿って、2つの国際会議への参加支援（開催地：シンガポール、ソウル）と 2

つの国内会議(開催地：仙台市、遠刈田（宮城県）)への協賛を行なった。 
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（３） ナノ材料科学の応用と将来展望プロジェクトの共同研究（Ｒ－００３）では、

アジア地区の研究者および欧米研究者（若干名）を本事業へ組み入れ、活発な

共同研究を展開した。日本および韓国での研究討議の他、シンガポールでの国

際会議においても研究成果報告および討議を行った。具体的には、韓国 Jeju で

9 月 21-23 日に行ったナノコーティング研究の両国の現状に関する討論では、日

本からは後藤 孝教授（金属材料研究所）が代表してプレゼンテーションを行

った。また、学生を含めた約 30 名の参加者が本研究交流会に参加した。後藤教

授はナノコーティングにおける界面接着強度やナノポアと膜の熱的安定性に関

する問題を提起した。韓国側からは主に薄膜成長過程および薄膜の半導体特性

に関する事例を中心に問題点が提起され、活発な議論を行った。また、韓国 Jeju

で研究打合せを 10 月 19-24 日に行い、日本側からは 6 名、韓国側からは 33 名

がプレゼンテーションを行った。さらに、米国や中国からのプレゼンテーショ

ンもあり、国際的にも活発な研究討論を行った。ここでは特に生体適合性の優

れたセラミックスを金属インプラントにコーティングする場合の問題点、金属

インプラントの生体へのアレルギーの回避、セラミックス膜と金属インプラン

トとの接着強度などを中心に活発に議論した。シンガポールで開催されたナ

ノ・バイオセラミックス国際セミナーでは、ナノ材料・バイオセラミックスに

関する情報交換を通じてこの分野の一層の発展に寄与し、日本ならびに韓国か

らの研究者派遣と交流事業を進め、アジアコアプログラムの国際的な周知およ

びさらなる充実と発展に貢献することを目的とした。 

（４） ナノ構造薄膜の光学的・磁気的応用の共同研究（Ｒ－００４）では、日韓共同

で研究会の開催を行い、研究者間の個人的な交流を深めた。特に本年度は、平

成 17 年度、緒についたカーボンナノチューブのラマン分光による評価に関する

共同研究を中心に実行した。具体的には、Young Hee Lee 教授(Center for 
Nanotubes and Nanostructured Composites, Sungkyunkwan University) の
グループが提唱したカーボンナノチューブの金属と半導体を区別する実験評価

データを、東北大の斎藤グループが理論的に説明することに成功した。さらに

平成 18 年 10 月韓国慶州市で行われた第３回日韓カーボンナノチューブシンポ

ジウムへ参画し、特に最近話題になっている 2 層ナノチューブの成長、評価、

物性について、活発な議論を行った。 

（５） ナノ構造表面の共同研究（Ｒ－００５）では、平成１８年６月に日本で、また

平成１９年２月に韓国でそれぞれシンポジウムを開催し、韓国側研究者との研

究交流を活発に実施した。仙台およびソウルにおいて各一回のナノ構造表面に

関する研究報告会では、互いの最先端の研究成果を発表すると共に互いの研究

内容に対する理解を深めた。この研究交流の結果、半導体デバイスや新機能性

材料の開発に不可欠のナノ表面構造の解析技術において、日韓の当該研究グル

ープが世界最先端の研究レベルにあること、とくに走査型トンネル顕微鏡を用
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いたナノ構造表面分光技術において両国が他国をリードする立場にあることを

確認した。その成果は、半導体表面ナノ構造に埋め込まれた金属原子の特異な

物性から表面ナノ構造と化学反応の関わり合いに及んだ。前者ではパイエルス

転移に関する関心が共通すること、後者では半導体表面のエピタキシおよび酸

化機構に関する多元的な解明が両国でなされていることが明らかになり、今後

一層の研究交流を確認した。 

 

 

７－３ 若手研究者養成 

平成１８年度は、助手以下の若手研究者が合計２０／１０１（人／人日）韓国を訪問し、

研究交流を行うことができた。この実数は平成１７年度のほぼ２倍にあたる。またこの他

にもシンガポールへ２／１４（人／人日）、中国へ２／８（人／人日）を派遣し、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。また日本における

研究交流でも５／９（人／人日）の参加があった。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１２／６７（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。 

 

 

７－４ 社会貢献 

本事業で推進されるテーマは現在の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、本報告書に記載の国際会議、セミナーを通じた研究報告、６５報の

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。 
 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

本事業においては、日本・韓国双方の本分野に関連する広範な研究者の参画が重要であ

る。このため日本・韓国双方のマネージメントボードでは、事業開始年度より参画研究者

の選任および種々の共同研究・国際交流事業の展開を企画している。これらの活動によっ

て、これまで各種のセミナーの開催および共同研究の実践を行ってきており、互いの信頼

関係の構築と国際交流を推進できていると考えている。今後は本事業課題の主目的である

学際科学研究の拠点構築を目的として、これまで以上に各共同研究課題間の交流や異分野

のセミナーへの積極的な参加などを推進していきたい。 
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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１８年度論文総数    ６５本 

   うち、相手国参加研究者との共著   ３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   ７本 

（※ 論文リストを別に添付して下さい） 
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８．平成１８年度における総交流人数・人日数 
８－１ 相手国との交流実績 

（単位：人／人日） 

          派遣先 

派遣元 
日本 韓国 

シンガポ

ール 
中国  合計 

実施計画 84/260 3/15 0/0  87/275 
日本 

実績 

 

69/306 2/14 5/20  76/340 

実施計画 (31/83) (3/15)   (34/98)
韓国 

実績 (10/34)

 

(2/10)   (12/44)

実施計画      
 

実績   

 

   

実施計画      
 

実績    

 

  

実施計画      
 

実績     

 

 

実施計画  

(31/83)

84/260 3/15 

(3/15) 

0/0  87/275 

(34/98)

合計 

実績  

(10/34)

69/306 2/14 

(2/10) 

5/20  76/340 

(12/44)

 

※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（相手国予算による）交流についても、カッコ書きで記入してく

ださい。 

 

 

８－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

   51／99 （人／人日）    28／53 （人／人日） 

 


