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アジア研究教育拠点事業 
平成２０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://asiacore.imr.tohoku.ac.jp/                                  
 
 
３．開始年度 

平成 １７ 年度（  ４ 年目） 
 
 
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）：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 国際交流部国際交流課 

金属材料研究所事務部 
 
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）： 

（英文）Department of Physics・Professor・In-Whan Lyo 
（和文）延世大学物理学科・教授・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．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．平成２０年度研究交流目標 
1. 平成２０年度の研究交流事業の概要については、平成１９年１０月に日本で開催したマ

ネージメントボード会議において討議した。その主な内容を以下に示す。 
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・ マネージメントボードの全体会議を平成２０年１０月頃に韓国で開催する。 
・ ６つの共同研究テーマを次年度も継続し、より密接な交流を継続させる。詳細は以

下に述べるとおりとする。 
 

(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） 

(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・東北大学電気通信研究所・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：松岡隆志・東北大学金属材料研究所・教授（八百隆文・東北大学学際

科学国際高等研究センター・教授の定年退職のため代表者を交代）、Prof. 
Tae-Won Kang, Dongguk University） 

 

・ 平成１９年度同様に各共同研究テーマリーダーはそれぞれセミナーや研究者交流

を企画、推進し、本事業の効率的運営を行う。 

 

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１９年度実績と同等あるいはそれ以上を目標とする。 

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。 

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（時期についてはマネージメントボード全体会議と同じ）。 
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７．平成２０年度研究交流成果 
（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２０年度も

引き続きコアメンバーを中心に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「金属ガラス・無機材料接合開

発共同研究(R-001)」ではワークショップを韓国で１０月に実施するなど継続的に共同研究

体制の構築を行っている。「ヒューマン・サイエンスとヒューマン・テクノロジー（R-002）」

では、次世代エネルギーや触媒開発に繋がる材料合成、材料機能の向上、デバイス開発、

医療工学などの主要テーマを設定して共同研究を継続して進めている他、この取り組みを

ベースにして、各グループの研究者が設定した研究テーマを通じて、類似の目的・内容で

研究を推進している韓国側研究者との情報交換や研究者の交流を進めてきた。その結果、

コアメンバーが 
・9th Asian-Pacific Microscopy Conference  
・5th International Symposium on Nano & Advanced Materials (ISNAM) 
の２件の国際会議の開催に貢献した。さらに先方の浦項工科大学や昌原大学への訪問と

講演を行い、研究協力体制の構築をはかった。この他、共同研究「ナノ材料科学の応用

と将来展望」（R-003）では、主にナノバイオ材料についての共同研究を行ってきたが、延

世大学（Prof. Do Hyang Kim）、釜山国立大学（Ik Min Park）、韓国産業技術研究所

（KITECH）（Dr.Taek Soo Kim）らの相手国メンバーと強力な協力体制を構築した。「ナノ

構造薄膜の光学的・磁気的応用(R-004)」では日韓の研究協力の構築と促進を大きな目的

とする日韓カーボンナノチューブシンポジウム(釜山)を継続的に開催することで日韓

の人的交流と研究協力体制構築に貢献した。「ナノ構造表面(R-005)」では、コアメンバー

によって日韓で交互に情報交換を行うミーティングを開催する体制がすでに整っており、

本年度も活発な研究体制の構築を行った。「半導体ナノサイエンス・テクノロジー(R-006)」

もセミナーの開催を通じた研究体制の構築をはかった。 

 

 

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２０年度実施の６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第４回目のセミナーを

企画し、研究成果報告および討議を行った。コアメンバーに加え、新たな若手
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研究者も参加し、共同研究のテーマの拡がりを実感できた。また日本側の協力

研究機関の東京工業大学や大阪大学の教員も積極的に韓国側との共同研究やセ

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） 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、個別

テーマにおいて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。それら成果として、７－１で述べた国際会議で韓国側との共同研究

の結果を日韓共同研究として発表した。また、5th International Symposium on Nano 

& Advanced Materials (ISNAM)においては Nanoprocessing の将来展望と実現時期

(“Nanobreak”)について議論され、ナノ材料の毒性・公害解決がポイントである

ことなどの結論を得て、今後の共同研究の指針とした。このほかに、エネルギ

ー変換材料・デバイスの創製、高効率水素エネルギーシステム、磁性及びそれ

を用いるメディカル・バイオの研究についても国際会議や相手先訪問による研

究討論を通じて研究交流を行った。 

 

（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、これ

までの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てきた。平成２０年度は１０月に韓国仁川 Songdo Convensia
にて、韓国金属材料学会（KIM）、日本金属学会（JIM）からの協力により、KIM-JIM
シンポジウムを開催し、本事業の成果によるナノバイオ材料の最新の研究動向につ

いて議論した。Ti 基、Co 基および金属ガラス基の金属系生体材料および CVD、ス

パッタ等による表面改質による生体適合性について顕著な進展があり、日本側 11
件、韓国側 9 件の発表を行った。６月には、釜山国立大学で、先進材料および生体

材料に関するワークショップを開催し、日本側から後藤 孝他 3 名、韓国側から

Prof.Kang 他 5 名、中国、米国から各 1 名の研究発表を行った。また、８月には、

宮城県遠刈田でナノバイオおよび非晶質材料に関するワークショップを行い、日本

から 43 名、韓国から 8 名が参加して、生体歯科材料に関する研究 16 件、金属ガラ

スに関する研究 9 件、ナノ結晶に関する研究 7 件の発表があり、日本および韓国に

おける新材料に関する最新の研究動向について議論した。これらの研究交流事業を

通して、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寄与し

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、日韓共同シンポジウム

の第５回目を韓国で開催し、研究者間の個人的な交流を深めた。特に本年度は、カーボ

ンナノチューブ薄膜のインクジェット式印刷法に製膜方法を確立したことが大きな

成果であった。これにより、一般的に用いられる硬いシリコン基板だけではなく、

プラスチック基板上へのフレキシブルトランジスタの作製に世界で初めて成功した。
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カーボンナノチューブ固体には、金属的なカーボンナノチューブと半導体的なカー

ボンナノチューブが共存する為、高性能な半導体的カーボンナノチューブ薄膜を実

現するには金属的なカーボンナノチューブの影響をいかに抑えるかが問題となる。

インクジェット式印刷法は、カーボンナノチューブ薄膜の精密な膜密度制御に優れ

ており、この特徴を活かして薄膜内で金属的なチューブ間距離を精密に制御し、ト

ップレベルの特性を有するカーボンナノチューブ薄膜トランジスタ作製に成功した。

本手法は、トランジスタ応用だけではなく、センサー応用など様々な展開が可能で

あり、今後のナノチューブ薄膜研究の大きな礎となると期待される。 

 

（５） ナノ構造表面についての共同研究（Ｒ－００５）では、平成２０年９月に日本で、

また平成２１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。その成果は、半導体表面ナノ構造に埋め込まれた金属物性、

あるいは Si 表面吸着過程、Si 表面酸化過程、Si 表面ナノ構造形成過程の解明、さらには

表面ナノ構造の光学物性と、表面科学のほとんどの分野をカバーする多岐に及ぶもので

ある。互いに関心を共にする分野も多いことから、今後一層の研究交流、研究協力を確認

した。 

 

（６） 「半導体ナノサイエンス・テクノロジー（Ｒ－００６）」は日本側、松岡隆志（東北

大学）教授、韓国側は Tae-Won Kang（東国大学）がオーガナイザーとして韓国で

１０月にセミナー「ワイドバンドギャップ セミコンダクター」開催した。本セミ

ナーは、ワイドギャップ半導体研究者が近年急激に集まりつつある東北大学の研究

状況を、韓国側に示す良い機会となった。また、国際交流を苦手としがちな日本の

若手研究者が、韓国の研究者と積極的に交流できる機会となり、若手研究者の今後

の発展の一助になったと思われる。研究面においては、両国にとって今後の研究方

向を見極める機会となった。 

 
 
７－３ 若手研究者養成 

平成２０年度は、助教以下の若手研究者をのべ４６／１８５（人／人日）韓国等に派遣

し、実践的教育研究を推進することができた。この実数は平成１８年度（２４／１２３）

のほぼ２倍にあたる他、１７年度（１２／５６）の４倍になり、若手研究者の交流範囲が

確実に拡大していることを意味している。このような派遣実績の活動を考慮すると、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、

大学院修士・博士課程の学生とポスドク研究者は韓国へ３１／１２７（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３／６（人／人日）派遣した。 

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。 
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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。上記の目的のもと、本報告書に記載の国際会議、セミナーを通じた研究報告、７７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 

上述したそれぞれの共同研究での成果にもあるように、各研究領域で着実に日韓の研究

者の交流を基本とした研究拠点の構築が進んでいる。これらの成果を今後長期間にわたっ

て維持していくための体制作りを各共同研究で継続して模索している。 
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事業展開を企画している。事業開始時より懸案となっている、韓国側

のマッチングファンドが日本側予算に対し韓国側はその半分強しか措置されていない状況

は現時点でも改善されていないが（中間評価においても指摘の対象となっている）、運営面

でこれまで以上に両国間で工夫し、より効果のある拠点形成事業をはかりたい。特に共同

研究の進展に伴い、互いの興味の対象となっているテーマにずれが生じるケースも散見さ

れている状況もある。韓国側研究者と綿密なディスカッションを通じ、時には相手国側の

共同研究者を広げるなどの転換も時には必要であると思われる。 
またもう一つの懸案である韓国側の年度予算確定が遅いことについても、両国間でより

連絡を密にし、運営上の支障にならないようにしたい。 
 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２０年度論文総数    ７７ 本 

   うち、相手国参加研究者との共著  １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  ２７ 本 
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８．平成２０年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 

本事業推進を担うために日本、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、以下の３点を重点推進研究課題として共同研究等を企画、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（電気通信研究所）、松岡隆志 教授（金属材料研究所）） 

（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） 
（村岡裕明 教授（電気通信研究所）） 

    （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 准教授（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。 
 
平成２０年度は１９年度に引き続き、共同研究推進の実効性を考慮して(1)のテーマをさ

らに４分割して以下に示す計６つのテーマ（Ｒ－００１～００６）で共同研究を推進した。 
 

（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

を積極的に展開している。本共同研究では毎年日本、韓国交互に研究会を開催

し、金属ガラスの諸課題について情報交換等を進めている。平成２０年度に韓

国側において開催されたセミナーに対し、日本側から７名の研究者を派遣した。 

 

（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、

プロジェクトグループ計 6 班ならびに関連する研究者集団により、次世代エネ

ルギーや触媒開発に繋がる材料合成、材料機能の向上、デバイス開発、医療工

学などの主要テーマを設定し、共同研究を進めている。各グループが設定した

研究テーマを通じて、類似の目的・内容で研究を推進している韓国側研究者と

の国際会議や訪問によって情報交換を推進し、韓国で開催された２件の国際会

議に参加した。これら一連の活動を通じて、博士課程大学院生や若手助教クラ

スの研究者の自発的研究活動も支援・育成した。 

 

（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、

ナノバイオ材料科学についてナノ構造および界面制御の観点から共同研究を進

めている。日韓両者が互いの特徴を活かした共同研究を推進することにより、

世界最先端のバイオ材料についての研究成果の創出を目指した。東北大学から

は、材料を使用する立場で大学院歯学研究科の研究者も参画し、基礎から実用
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にわたる広範囲な材料開発を目指し、国内でセミナーを開催した他、韓国で開

催された国際会議にも研究者を参加させた。 

 

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

炭素材料、特にカーボンナノチューブの作製、評価、物性制御に関して、独創

的な研究を展開している日韓の研究チームが、相互訪問による情報交換を通し

て、世界をリードする共同研究につなげるとともに、研究者特に若手の人的交

流を活発化させることである。本年度は、韓国で開催されたカーボンナノチュ

ーブに関する２つの大きなシンポジウムを中心に、新しい機能材料として期待

される２層ナノチューブの成長、評価、物性等に関する研究成果報告を行った。 

 

（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毎年続けており、本年度は Si 半導体ナ

ノ表面制御および物性評価を中心に、日本、韓国それぞれで「ナノ構造表面セ

ミナー」を開催することで延世大学との共同研究の推進とその成果報告を実施

した。 

 

（６）  半導体最先端テクノロジーに関する共同研究（Ｒ－００６）では、半導体関係

の研究分野の最近の進展についての成果報告や情報交換、人的交流を推進する

ために、基本的に日本と韓国で交互に毎年セミナーを開催する予定としている。

平成２０年度は「ナノ構造半導体」、その中でも「ワイドギャップ半導体」を主

たる対象と位置づけて、GaN や ZnO といった最先端半導体材料の結晶成長・構造

成長・物性等について延世大学、ソウル大学、忠北大学等と共同研究を実施し

て、その成果の一部を韓国で開催された研究会で報告し、情報交換を行った。  

 

８－２ セミナー 

本事業全体のセミナー（全体会議 (General Meeting)）を平成２０年１０月に韓国で開催

した。また、共同研究の枠組みの中で２件（国内）のセミナーを実施した。なお全体会議

と同じ時に開催予定であった本事業の進捗状況ならびに将来計画を話し合うマネージメン

トボード会議は、都合で同月の別の日程で開催した。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

当初韓国の拠点機関等の研究者との意見交換および打ち合わせを行うため複数の若手研

究者を派遣する計画であったが、これまでの４年間での各共同研究の進展にともなって、

この枠内で研究者の交流が積極的に実施されてくるようになったため、研究者交流枠での

派遣は実施しなかった。ただマネージメントボード２名が事業打ち合わせのため３回にわ

たって研究者交流を行った。 
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９．平成２０年度研究交流実績総人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

（単位：人／人日）         

          派遣先 

派遣元 
日本 韓国    合計 

日本 
実施計画  83/249    83/249 

実績 83/336    83/336 

韓国 
実施計画 (30/90)     (30/90) 

実績 (7/16)    （7/16）

 
実施計画       

実績      

 
実施計画       

実績      

 
実施計画       

実績      

合計 

実施計画 (30/90) 83/249    83/249 

（30/90）

実績 (7/16) 83/336    83/336 

(7/16) 

 

※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交流についても、カッコ書きで記入してください。（合計欄は（ ）

をのぞいた人・日数としてください。） 

 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

  20 ／ 40 （人／人日）   25 ／ 47 （人／人日） 
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１０．平成２０年度研究交流実績状況 
１０－１ 共同研究 

整理番号 R－001 研究開始年度 平成 17 年度 研究終了年度 平成 21 年度 

研究課題名 （和文）金属ガラス・無機材料接合開発共同研究 

（英文）Research and Development Project on Advanced Metallic Glasses, 
Inorganic Materials and Joining Technology 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）福原幹夫・東北大学金属材料研究所・准教授 

（英文）Mikio Fukuhara, Institute for Materials Research, 
  Tohoku University, Associate Professor 

相手国側代表

者 

氏名・所属・職 

Prof. Do Hyang Kim, NSM Lab., Dept. Metallurgical Engineering, Yonsei 
University. 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相

手国予算による）

についても、カッ

コ書きで記入のこ

と。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

 

派遣元 

日本 韓国  計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 実施計画  10/40  10/40 

実績 7/22  7/22 

韓国 実施計画 (5/20)   (5/20) 

実績    

 実施計画     

実績    

合計 

実施計画 (5/20) 10/40  10/40 

(5/20) 

実績  7/22  7/22 

② 国内での交流    3 人／5人日  

２０年度の研

究交流活動及

び成果 

 

1. 平成 20 年 10 月、韓国・東海岸地域にて第４回の金属ガラス日韓ワーク

ショップを開いた。平成 1７～１９年度で培った相互の研究交流関係を更

に発展させ、実質的かつ効果的な共同研究を視野に入れた研究推進を図

った。 

日本側参加者数  

48 名 （１４－１ 日本側参加者リストを参照） 

（韓国）（地域）側参加者数 

21 名 （１４－２（韓国）側参加研究者リストを参照） 

（    ）国（地域）側参加者数 

名 （１４－３（   ）国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R－002 研究開始年度 平成 17 年度 研究終了年度 平成 21 年度 

研究課題名 （和文）ヒューマンサイエンスとテクノロジー 

（英文）Human Science and Technology 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）村岡裕明・東北大学電気通信研究所・教授 

（英文）Hiroaki Muraoka・RIEC, Tohoku University・Prof 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

H.W. Yeom・Yonsei University・Prof 

H.C. Cho・Seoul National University・Prof 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相手

国予算による）につ

いても、カッコ書き

で記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

 

派遣元 

日本 韓国  計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 実施計画  10/40  10/40 

実績 7/33  7/33 

韓国 実施計画 (5/15)   (5/15) 

実績    

 実施計画     

実績    

合計 

実施計画 (5/15) 10/40  10/40 

(5/15) 

実績  7/33  7/33 

② 国内での交流      0 人／0人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

東北大学研究所連携プロジェクトグループ計6班ならびに関連する研

究者集団により、次世代エネルギーや触媒開発に繋がる材料合成、材料

機能の向上、デバイス開発、医療工学などの研究グループが主要テーマ

を設定し、学内を中心に共同研究を進めた。各グループが設定した研究

テーマを通じて、類似の目的・内容で研究を推進している韓国側研究者

との情報交換を行い、博士課程大学院生や若手研究者の自発的研究活動

を支援・育成している。 

参加国際会議としては、9th Asian-Pacific Microscopy Conference, 

5th International Symposium on Nano & Advanced Materials (ISNAM)

であり、訪問研究機関は、Pohang University, Kyungnam University, 

Changwon National University, Korea Basic Science Institute など

である。 

これによって、両国の学生や若手研究者ならびにシニアクラスの研究

者が協調して共通課題に対して自由に討論できる素養の育成と発表の
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場を設定し、世界に通じる若手研究者集団を育成することを目指す。ま

た本共同研究を研究所連携プロジェクトグループと韓国の研究教育機

関グループとの将来にわたる緊密な学際的、学術的分野の交流の進展・

深化・拡大を図った。 

日本側参加者数  

84 名 （１４－１ 日本側参加者リストを参照） 

（  韓  ）国（地域）側参加者数 

38 名 （１４－２（ 韓  ）国側参加研究者リストを参照） 

（    ）国（地域）側参加者数 

 名 （１４－３（   ）国側参加研究者リストを参照） 
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整 理 番

号 

R－003 研究開

始年度 

平成 17 年度 研究終了年度 平成 21 年度

研究課題名 （和文）ナノ材料科学の応用と将来展望 

（英文）Application and prospect of nano-material science 

日本側代表者 

氏名・所属・

職 

（和文）後藤 孝・東北大学金属材料研究所・教授 

（英文） Takashi Goto ・ Institute for Materials Research, Tohoku 
University・Professor 

相手国側代表

者 

氏名・所属・

職 

In-Whan Lyo・Yonsei University・Professor 

交流人数 

（※日本側予算

によらない交流

（相手国予算に

よる）について

も、カッコ書き

で記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

 

派遣元 

日本 韓国  計 

（人／人日） （人／人日）

（人／

人

日

） 

（人／人

日）

日

本 

実施計画  16/40  16/40 

実績 21/84  21/84 

韓

国 

実施計画 (5/15)   (5/15) 

実績 (5/10)  (5/10) 

 実施計画     

実績    

合

計 

実施計画 (5/15) 16/40  16/40 

(5/15) 

実績 (5/10) 21/84  21/84 

(5/10) 

② 国内での交流       14 人／27 人日 
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２０年度の研

究交流活動及

び成果 

 

研究交流では、ナノバイオ材料科学についてナノ構造および界面制御の

観点から共同研究を進めた。延世大学は、バイオ材料において韓国の中心

的位置にあり、主にセラミックス系バイオ材料において先端的な成果を挙

げている。東北大学は、金属系バイオ材料を中心とし金属材料へのセラミ

ックスコーティング技術などに特徴がある。両者が共同で研究を進めるこ

とにより、世界最先端のバイオ材料についての研究成果を挙げることがで

きた。 
日本金属学会（JIM）と韓国金属学会（KIM）が共同で行う KIM-JIM シ

ンポジウムを、10 月 23-24 日に韓国仁川 Songdo Convensia で本拠点事業

の一環として開催した。日本側代表、後藤教授は KIM 秋季大会で JIM を

代表して所見を述べ、本研究分野での両国間の友好関係がさらに進展し、

強力な研究教育拠点を構築することができた。 

日本側参加者数  

65 名 （１４－１ 日本側参加者リストを参照） 

（ 韓  ）国（地域）側参加者数 

34 名 （１４－２（韓国）側参加研究者リストを参照） 

（    ）国（地域）側参加者数 

 名 （１４－３（   ）国側参加研究者リストを参照） 
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整 理 番

号 

R－004 研究開始年度 平成 17 年度 研究終了年度 平成 21 年度

研究課題名 （和文）ナノ構造薄膜の光学的・磁気的応用 

（ 英 文 ） Nanostructured thin films for optical and magnetic 
applications 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）岩佐義宏・東北大学金属材料研究所・教授 

（英文）Yoshihiro Iwasa・ Institute for Materials Research, Tohoku 
University・Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Young Hee Lee・Sungkyunkwan University・ Professor 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相手

国予算による）につ

いても、カッコ書き

で記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

 

派遣元 

日本 韓国  計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） 
（人／人

日）

日本 実施計画  10/23  10/23 

実績 15/62  15/62 

韓国 実施計画 (9/22)   (9/22) 

実績    

 実施計画     

実績    

合計 

実施計画 (9/22) 10/23  10/23 

(9/22) 

実績  15/62  15/62 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

日韓両国のカーボンナノチューブ研究者が一堂に会する日韓カーボン

ナノチューブシンポジウムに参加した。本拠点プログラムは、このシン

ポジウムに対し、18 年と本年、研究者派遣支援、19 年度は主催をして

きた。今回は、ナノチューブの金属半導体分離、薄膜デバイスなどにつ

いて最先端情報の交換を行うことできた。 

日本側参加者数  

31 名 （１４－１ 日本側参加者リストを参照） 

（韓国）側参加者数 

9 名 （１４－２（韓国）側参加研究者リストを参照） 

（    ）国（地域）側参加者数 

 名 （１４－３（   ）国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R－005 研究開始年度 平成 17 年度 研究終了年度 平成 21 年度 

研究課題名 （和文）ナノ構造表面 

（英文）Surface Nanostructures 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）末光眞希・東北大学電気通信研究所・教授 

（ 英 文 ） Maki SUEMITSU, Research Institute of Electrical 
Communication, Tohoku University, Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

In-Whan Lyo・・延世大学・教授 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相手

国予算による）につ

いても、カッコ書き

で記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

 

派遣元 

日本 韓国  計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 実施計画  17/46  17/46 

実績 23/95  23/95 

韓国 実施計画 (3/9)   (3/9) 

実績 (2/6)  (2/6) 

 実施計画     

実績    

合計 

実施計画 (3/9) 17/46  17/46 

(3/9) 

実績 (2/6) 23/95  23/95 

(2/6) 

② 国内での交流       7 人／14 人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

１８年度および１９年度は、毎年，仙台およびソウルにおいて一回ずつのナノ

構造表面に関する研究報告会を実施し、互いの最先端の研究成果を発表す

ると共に互いの研究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、とくに

走査型トンネル顕微鏡や光電子分光を用いた半導体および金属表面におけ

る構造・反応解析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。２０年度はこれらの成果を踏まえ、日韓両国で各一度ずつナノ構造表面

に関するセミナーを開催し、当該分野の共同研究を一層推進した。その成果

は、表面の新評価法、表面電界効果、Si 表面へテロ系と多岐にわたる。とく

に日本側グループで開発されたグラフェン・オン・シリコン技術に関し、韓国に

おいて有力な理論研究が展開されるなど、当該グループが、今後とも、両国

の緊密な協力体制を推進することの必要性を確認した。 

日本側参加者数  

39 名 （１４－１ 日本側参加者リストを参照） 

韓国（地域）側参加者数 

15 名 （１４－２ 韓国側参加研究者リストを参照） 
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（    ）国（地域）側参加者数 

 名 （１４－３（   ）国側参加研究者リストを参照）
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整理番号 R－006 研究開始年度 平成 17 年度 研究終了年度 平成 21 年度 

研究課題名 （和文）半導体ナノサイエンス・テクノロジー 

（英文）Nano-science and -technology in Semiconductors 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）松岡 隆志 東北大学金属材料研究所・教授 
（英文）Takashi Matsuoka, Institute for Materials Research, Tohoku 

Univ, Professor 
相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Tae-Won Kang, Professor, Department of Physics, Dongguk University

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相手

国予算による）につ

いても、カッコ書き

で記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

 

派遣元 

日本 韓国  計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 実施計画    15/45  15/45 

実績 9/37  9/37 

韓国 実施計画 (3/9)   (3/9) 

実績       

 実施計画     

実績    

合計 

実施計画  (3/9)  15/45   15/45 

(3/9) 

実績    9/37   9/37 

② 国内での交流     0 人／0人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

本共同研究は非常に進捗の著しいテーマであることを勘案し、昨年度

より開始したものである。特に本年度は、「ワイドギャップ半導体」を

主たるテーマと位置づけて、GaN や ZnO といった最先端半導体材料の結

晶成長・構造成長・物性等について研究者相互の交流を行うことができ

た。なお、来年度は、韓国と日本で各１回計２回の研究会の開催を予定

している。 

日本側参加者数  

18 名 （１４－１ 日本側参加者リストを参照） 

韓国（地域）側参加者数 

13 名 （１４－２ 韓国側参加研究者リストを参照） 

（    ）国（地域）側参加者数 

 名 （１４－３（   ）国側参加研究者リストを参照） 
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１０－２ セミナー 

整理番号 S－００１ 
セミナー名 （和文）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 
（英文）JSPS-KOSEF Asian Core Program  
General Meeting on Interdisciplinary Science of Nanomaterials 

開催時期 平成２０年１０月２３日 ～ 平成２０年１０月２４日（２日間）

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）Songdo Convensia (仁川、韓国) 
（英文）Songdo Convensia (Inchon, Korea) 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）後藤 孝・東北大学金属材料研究所・教授 
（英文）Takashi GOTO, IMR, Tohoku Univ., Prof. 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

Do Hyang Kim, Yonsei University, Prof.  

参加者数 ① アジア研究教育拠点事業の経費を受けて参加した人数・人日

数 

（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 

計 

日本側参加者   9/27 （9/27）人/人日 9/27 

（9/27） 

 

 人/人日

（ ）国（地域）側参加

者 

        /     （ / ）人/人日 

（ ）国（地域）側参加

者 

        /     （ / ）人/人日 

②本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者                人 

     10

人

（韓）国（地域）側参加

者 

            10 人 

（ ）国（地域）側参加

者 

             人 

① ②の合計人数        19 人 
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セミナー開催の目

的 
本事業においては、個々の共同研究テーマの推進による研究交流およ

び拠点形成のみならず、それぞれのテーマの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も重要な課題である。こ

のためには共同研究テーマを担っている主要研究者が一同に会し、研

究成果の報告とテーマ推進のための討議を行うセミナー（全体会議

(General Meeting)）を実施する。同時に日韓で設置したマネージメ

ントボードによる事業の将来計画等についても話し合うために必要

である。今回の全体会議セミナーは韓国金属学会と日本金属学会の共

同国際シンポジウム(KIM-JIM シンポジウム)と共催である。 

セミナーの成果 平成２０年度の本研究教育拠点形成事業の研究成果の発表を行った。

まず研究成果については、平成２０年度の計画にある共同研究グループ

から、日本側１１件、韓国側から９件の発表が行われた。また日本側リーダ

ーの後藤教授ならびに韓国側開催責任者のD.H. Kim教授(Yonsei Univ.)

を中心に、今年度の残りの事業推進計画ならびに来年度計画について意

見交換を行い、事業の円滑な推進を目指した。なお、例年全体会議セミ

ナー時に開催していた日韓マネージメントボード会議は関係者の日程調

整の結果、１０月３０日にソウルの延世大学で行なった。 

セミナー成果として、主要テーマとなったナノバイオ材料に関する

研究では、日本側の研究は応用の最前線の内容を含んだものが多く、

一方、韓国側は材料の基礎的物性に関するものが多かった。特に、

Ti基合金や金属ガラスに関する生体材料としての応用研究では日本

は世界の最先端の位置にあり、韓国側にとって得るものが多かったた

めに、大変熱心な質問、討論が行われた。また、金属ガラスの塑性変

形機構については、日本および韓国共に新しい研究が数多くあり、互

いに大変有意義であった。適切な規模のシンポジウムであり、お互い

に自由に活発に討論ができ、特に日本側の応用研究、韓国側の基礎研

究の立場が明確で、両者が討論することによってシナジー効果が生ま

れ、大きな成果が得られた。 
 

セミナーの運営組

織 
後藤孝（東北大学金属材料教授）および、Do Hyang Kim（韓国延世

大学教授）と密接に連携して、運営を行った。 

開催経費 日本側 内容  出張旅費        金額 1460100 円 
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分担内容

と金額 
相 手 国 ( 地

域) 
 

内容  出張旅費        金額 300000 円 （概算） 
    会議費            200000 円 （概算） 
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整理番号 S－００２ 
セミナー名 （和文）ＪＳＰＳ－ＫＯＳＥＦ アジア研究教育拠点事業 

第３回ナノバイオとアモルファス材料に関する国際ワークショップ 
（英文）JSPS-KOSEF Asian Core Program 

The 3rd International Workshop on NANO- BIO and AMORPHO

US Materials 

開催時期 平成２０年 ８月 ７日 ～ 平成２０年 ８月 ８日（２日間）

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本 宮城県遠刈田 さんさ亭 
（英文）Sansa-tei, Miyagi, Japan 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）後藤 孝・東北大学金属材料研究所・教授 
（英文）Takashi GOTO, IMR, Tohoku Univ., Prof. 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

Hyoung Soop KIM, Chungnam National University, Prof. 

参加者数 ①アジア研究教育拠点事業の経費を受けて参加した人数・人日数 

（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 
計 

日本側参加者    14/27   （14/27）人/人日 14/27 

（14/27）

 人/人日

（ ）国（地域）側参加者         /     （ / ）人/人日 

（ ）国（地域）側参加者         /     （ / ）人/人日 

②本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者            30 人 

38 人

（韓）国（地域）側参加者             8 人 

（ ）国（地域）側参加者              人 

①� ②の合計人数       52 人 

セミナー開催の目的 金属、セラミックス、高分子材料におけるナノバイオおよび非晶質

非晶質構造材料は、生体分野や構造材料の分野で、現在、最も有望

視される材料であることから、これらの材料を対象としたシンポジ

ウムを行うことにより、日韓両国の学術交流を通して、これらの材

料に関する基礎的理解を深め合うことを目的としている。19 年度

にも開催した、本学歯学研究科との連携による高機能インターフェ

イス科学のその後の研究成果の報告検討も合わせて行う。本シンポ

ジウムにより、東アジア地域におけるナノ結晶・非晶質材料の特に

構造および生体材料への応用に関する研究分野の発展に大いに寄

与することを目的とする。 
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セミナーの成果 本シンポジウムは平成 19 年度に本事業により開催したナノ・パー

ティクルおよび高機能インターフェイス科学シンポジウムを引き

継ぎ開催された。本年度はナノ・パーティクルに深く関連した生体

材料関係の参加者に加え、金属ガラスやナノ結晶材料の研究者も交

えての研究発表・討論が行われた。全体で発表件数 31 件、参加者

合計 52 名による活発な討論が行われた。その内訳は次の通りであ

る。 

日本：44 名（東北大学：38 名、九州大学： 4 名、大阪大学： 1 

名、RIMCOF：1 名） 

韓国：8 名 

 日本、韓国とも材料研究開発を勢力的に行っており、世界的に著

名な研究者や研究成果が多く、互いに“良きライバル”であると言

える。従って、これら両国はその切磋琢磨を通じて、より早くより

優れた研究成果を達成できると考えられる。本ワークショップで

は、最新の研究成果を互いに発表・討論し合い、双方に多くの学術

的刺激をもたらした。 

 また、本ワークショップでは、参加者の半数以上がこれからの材

料科学研究界を担う若手研究者で構成された。互いに初めて面識を

持った参加者が大半である。本ワークショップは、彼ら若手研究者

に英語を言語とした発表・討論の場を与えるとともに、今後の国際

的な研究交流の起点となる重要な役割を果たしたと言える。 
セミナーの運営組織 後藤孝（東北大学金属材料教授）が主催者となり、吉見享祐（東北

大学大学院環境科学研究科准教授）、および、加藤秀実（東北大学

金属材料研究所助教）が運営組織を構成し、Hyoung Seop KIM（韓

国立忠南大学教授）と密接に連携して、運営を行った。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容  出張旅費        金額 278500 円 
    消耗品            3948 円 

相手国(地域) 
 

内容  出張旅費        金額 1200000 円（概算）
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整理番号 S－００３ 
セミナー名 （和文）JSPS-KOSEF アジア研究教育拠点事業 

第５回日韓ナノ構造表面シンポジウム 
（英文）JSPS-KOSEF Asian Core Program 
5th Japan-Korea Symposium on Surface Nanostructures 

開催時期 平成 20 年 9 月 17 日 ～ 平成 20 年 9 月 19 日（3 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本、宮城県仙台市青葉区作並温泉、一の坊 

日本、宮城県仙台市青葉区東北大学、多元研 
（英文）Ichinobo, Sakunami, Aoba-ku, Sendai, Japan 
    IMRAM, Tohoku Univ., Sendai, Japan 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）末光眞希・東北大学電気通信研究所・教授 
（英文）Maki Suemitsu, Center for Interdisciplinary Research, Tohoku 

University・Professor 
相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

In-Whan Lyo・延世大学・教授 

参加者数 ② アジア研究教育拠点事業の経費を受けて参加した人数・人日数 

（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 
計 

日本側参加者     7/14   （7/14）人/人日 7/14 

（7/14） 

 人/人日

  韓国（地域）側参加者        /      （ / ）人/人日 

（ ）国（地域）側参加者         /     （ / ）人/人日 

②本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者             0 人 

2 人

（韓）国（地域）側参加者             2 人 

（ ）国（地域）側参加者              人 

①と②の合計人数       9 人  

セミナー開催の目的 １８年度および１９年度、毎年，日韓両国において毎年一回ずつのナノ

構造表面に関する研究報告会を実施し、互いの最先端の研究成果を発

表し研究交流を行ってきた。その結果、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

ネル顕微鏡や光電子分光を用いた半導体および金属表面における構

造・反応解析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。とくに、半導体表面ナノ構造の作製と、金属原子の埋め込み、また表

面ナノ構造と化学反応の関わり合いに関しては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。当該

シンポジウムはこうした成果を踏まえ、当該分野の共同研究を一層推進

すべく開催するものである。 
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セミナーの成果 韓国より 2 名、日本より 7 名、計 9 名の参加・発表があり、半導

体および金属表面における構造解析、反応解析に関する最先端の理

論的、実験的成果を交換し、活発な討論が行なわれた。 
内 容 は (1) New diagnoses on surfaces, (2) Field-induced 

phenomena at surfaces, (3) New heterosystems on Si-related 
surfaces の 3 部から構成された。(1)では、トンネル顕微鏡（STM）

による電荷注入による表面ダイマー・バックリング制御、スピン偏

極電子線回折による表面スピン情報検出、あるいは表面電子輸送に

おける近藤効果について、(2)では、CVD ダイアモンド薄膜の電子

構造について、Si(111)－7×7 再配列構造上吸着種の電気泳動、あ

るいは Si(110)表面のホモエピタキシ中のステップバンチングにつ

いて、(3)では、Si 上 Ge ドット形成における歪発生、SiC 上エピタ

キシャルグラフェンの電子構造理論、そして Si 基板上グラフェン

形成に関し、それぞれ最先端の極めて興味深い発表が多数あった。

一泊二日で寝食を共にしたため、休憩時間もきわめて有効に用いら

れ、今後とも、両国の緊密な協力体制を推進することを確認して会

を閉じた。 

セミナーの運営組織 組織・実行委員長 末光眞希 
韓国側協力委員 I.-W. Lyo 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容  出張旅費    金額 147200 円 
    会場費                73500 円 

相手国(地域) 
 

内容  出張旅費        金額 300000 円（概算）
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１０－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

① 相手国との交流                 （単位：人／人日） 

派遣先 

派遣元 
日本 韓国  計 

日本 
実施計画  5/15  5/15 

実績 1/3  1/3 

 実施計画     

実績    

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画  5/15  5/15 

実績  1/3  1/3 

②  国内での交流       1 人／1人日 
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１１．平成２０年度経費使用総額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 １，３９３，３００  

外国旅費 １０，５１４，１２５  

謝金 ０  

備品・消耗品購入費 １１２，４４３  

その他経費 ４３６，２８７  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

５４３，８４５  

計 １３，０００，０００  

委託手数料 １，３００，０００  

合  計 １４，３００，０００  

 
 
１２．四半期毎の経費使用額及び交流実績 

 

 経費使用額（円） 交流人数（人／人日） 

第１四半期 ０ １／４ 

第２四半期 ７８９，３７０ １／６ 

第３四半期 ３，４９７，３０６ ４３／１６９ 

第４四半期 ８，７１３，３２４ ３８／１５７ 

計 １３，０００，０００ ８３／３３６ 
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１３．平成２０年度相手国マッチングファンド使用額 

 

相手国（地域）名 韓国   

平成２０年度使用額 

（単位：円相当） 

5,670,000 
円相当

 

円相当

 

円相当

 

※ 交流実施期間中に、相手国が本事業のために使用したマッチングファンドの金額を、   

  日本円に換算して記入してください。 

 


