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アジア研究教育拠点事業 
平成１８年度 実施計画書 

 
 
１. 拠点機 
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. 採用年度 
 平成１７年度 （２年度目） 
 
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）：金属材料研究所 所長、教授 井上 明久 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：金属材料研究所 所長、教授 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 Univeristy 

      （和文）延世大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）： 

延世大学ナノテクノロジーセンター・所長、教授・黄 正男 
（英文）Yonsei Center for Nanotechnology , Director , Whang Chung Nam 

 協力機関： 
（英文）Dongguk University, Quantum-Functional Semiconductor Research Center 
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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。 

 

６. 前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
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

した。本マネージメントボードのリーダーシップの元、共同研究等を企画し、本事業

での推進を開始した。 

2. 共同研究や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年度は事

業開始年度にあたり、特に各共同研究テーマにおいては、これまでの互いの研究成果
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の報告、討議を中心に平成１８年度以降の運営方針の策定を行った。助手以下の若手

研究者はのべ１１／５９（人／人日）を韓国に派遣し、実践的教育研究をスタートさ

せている。 

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関連する５つの共

同研究プログラムを設定した。上述したようにそれぞれのプログラムは、平成１７年

度にはこれまでの研究成果の紹介を中心に互いの研究レベルや方向性の確認を中心に

活動を行った。 

4.  平成１７年度は博士課程学生またはポスドク研究者を、韓国へ１１／５９（人／人日）

派遣し、また国内での共同研究活動のために１７／３９（人／人日）派遣した。 

5.  平成１７年度は事業開始年度にあたりオフィシャルな形でのセミナー、ワークショッ

プの開催は行わなかったが、各共同研究ではインフォーマルな形での研究会、ワーク

ショップは実施した。 
 
７. 平成１８年度の研究交流目標 
1. 平成１８年度の研究交流事業の概要については、すでに平成１８年３月７日に福岡に

おいてマネージメントボードのミーティングを行い、策定した。平成１８年度におい

てもマネージメントボード会議を適宜開催し、本事業での効率的運営をフォローする。 

2. 本計画書にもとづいた研究者の派遣等を実施する。特に若手研究者や博士課程の学生

の韓国への派遣については、将来の両国間の研究拠点形成にも重要であるとの認識か

ら、平成１７年度実績以上の派遣を目標とする。 

3. 個々の共同研究プログラムにおいては、昨年度の交流実績を踏まえ、それぞれのレベ

ルで共同研究を推進すると伴にセミナーを開催する。 

4. 将来的な分野横断的な学際研究の構築の観点から、すべての共同研究プログラムが一

同に会して、総合的に研究成果発表や討議を行う全体会議(General Meeting)を韓国で

開催する。 
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８. 平成１８年度の研究交流の概要 
８－１ 共同研究 

平成１７年度に日本、韓国の拠点機関が中心になって設置したマネージメントボードに

おいて、本事業では以下の３点の重点研究課題として共同研究を企画、推進することで合

意している。    
（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）） 

    （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）） 
 

（ ）内は日本側マネージメントボードのメンバーを示す。 
 
その後共同研究推進の実効性を考慮し、(1)のテーマをさらに３分割して計５つのテーマ
（Ｒ－００１～００５）で共同研究を推進している。 
平成１８年度の各テーマの概要は以下のようになっている。 

 

（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)との交流を中心とする共同研究を

展開する。平成１８年度はワークショップの参加（場所：韓国、済州島）を含

め、複数の研究者派遣を計画している。 

 

（２） 東北大学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、

以下の２テーマについて当面共同研究を行うこととしている。 

・超臨界法を利用したナノテクノロジー共同研究 

代表者：多元研 阿尻雅文教授 

・超微粒子製造・機械的複合化に関する材料開発研究 

         代表者・多元研 齋藤文良教授 

平成１８年度にはナノ・パーティクルズに関するセミナーを開催して互いの

研究レベルの確認や共同研究テーマの探索を行う。また、共同研究テーマ推

進のため、韓国で開催予定の粉砕とその高度利用に関するシンポジウムへの

研究者派遣を計画している。 
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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、

東北大学の関係する研究者がこれまでに共同研究の関係を構築してきたアジア

地区の研究者等を本事業へ組み入れ、新しい共同研究を展開すべく、協議を重

ねてきた。その結果、ナノ材料・ナノテクノロジーを基盤とする生体への応用

を主要テーマとして位置づけた。平成１８年度は本テーマの共同研究の推進の

ため、韓国側研究者との研究ミーティングを重ねながら、日韓両国の広範な研

究者の参画によって、テーマ育成をはかることを目指す。そのために、シンガ

ポールでの国際会議に協賛したセミナーを同地で開催する他、日本でもセミナ

ーを開催する。 

 

（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、これまで

のナノ半導体薄膜の光物性での日韓の共同研究を本事業に組み入れ、実用化を

視野に入れた高度展開をはかっている。平成１８年度も引き続き、共同研究テ

ーマ推進のため、韓国で開催予定の日韓カーボンナノチューブシンポジウムに

複数の研究者を派遣すると伴に、韓国からの研究者受け入れを計画している。

またナノチューブ等の高度組織制御材料に関するテーマについては平成１８年

度も引き続き共同研究の展開のための研究者交流と情報交換を実施する。 

 

（５） ナノ構造表面についての共同研究（Ｒ－００５）では、互いの最先端の研究成

果の発表および共同研究テーマの検討を終えており、平成１８年度は Si 半導体

ナノ表面制御および物性評価について、延世大学との共同研究を実施する。ま

た、共同研究テーマ推進のため、本テーマに関連し、セミナーを日本で開催す

ると伴に、韓国で開催予定の日韓ナノ構造表面シンポジウムに研究者を派遣す

る。 

 

８－２ セミナー 

平成１８年度は共同研究の枠組みの中でのセミナーを予定している。また、共同研究テ

ーマ相互の情報交換によって、将来の分野横断的学際研究学術分野構築のための事業全体

のセミナー（全体会議 (General Meeting)）を実施する。 
 

８－３ 研究者交流 

 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、交流を深める

計画をしている。このような活動によって、将来的に本事業の新たな共同研究テーマの企

画、立案や研究セミナーの開催が可能となるものと考えている。一方、国内においても本

事業のテーマの性格から、広範な研究者の参画と協力が必須なことからマネージメントボ

ード委員を中心とした事業説明と協力要請を行うため、主要機関への派遣を予定している。
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同時に若手研究者も必要に応じて韓国および国内機関研究者との交流を図り、内外に広い

ネットワークを形成させる。 
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９. 平成１８年度交流人数・人日数総表 
９－１ 相手国との交流計画 

（単位：人／人日） 

    派遣先 

派遣元 
日本 韓国 

シンガポ

ール 
   合計 

日本  84/260 3/15    87/275 

韓国 (31/83)  (3/15)    (34/98) 

        

        

        

        

合計 (31/83) 84/260

 

3/15 

(3/15)

    

 

※ 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。 

 

９－２ 国内での交流計画 
 

51 / 99（人／人日） 

 


