
アジア研究教育拠点事業 
平成２０年度 実施計画書 

 
 
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. 採用年度 
 平成１７年度 （４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）：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 

 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設置した、本事業の研究教育マネージメン

トボードを活用することでそのリーダーシップの元、共同研究等を企画し、本事業全体
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の円滑な推進を行えるようになっている。この背景には、平成１７年度以降、ほぼ毎年

マネージメントボード会議を実施（平成１９年は１０月３日および４日に日本にて開

催）していることで、互いの情報および意見交換ならびに調整を積極的・効率的に行う

ことが可能になっていると考えている。このような観点から、本マネージメントボード

は当初の目標を達成していると考えられる。なお次年度は平成２０年１０月頃に韓国で

開催する予定である。 

2. 本拠点形成事業での３年間の交流成果を基にして、東北大学と延世大学の間に大学間交

流協定を平成１９年５月に締結した。これは両国機関の継続的な研究拠点形成の目標を

達成するために非常に重要な成果と考えている。 

3. 事業開始以降、積極的に共同研究、セミナーおよび研究者交流を通じた研究者の派遣・

受け入れを行ってきた。例えば、平成１９年度は合計で５５／２６６（人／人日）を韓

国（一部中国を含む）に派遣した。これらの実績は年度当初の目標（７１／２４２（人

／人日））を人数では若干下回るものの総日数では大きく上回る交流を行ったことを示

している。また韓国からは、３６／１１５（人／人日）の研究者を受け入れた。事業開

始以降の交流規模はそれぞれ年度計画の目標をほぼ達成するものである。また本事業の

大きな目標である若手研究者の交流においては、派遣研究者の内、助教以下の若手研究

者をのべ５２／２１７（人／人日）（平成１９年度実績）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。このような若手研究者交流も当初目標をほぼ満足するも

のである。 

4. 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

研究プログラムを推進した（平成１９年度より６件を推進）。それぞれのプログラムは、

日本および韓国でセミナーを多数開催し、活発に活動を行った。本内容は事業開始当初

の目標を上回っている。 

5.  博士課程学生およびポスドクレベルでの交流は、例えば平成１９年度は韓国へ１２／

７９（人／人日）、中国へ１／６（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１５／３９（人／人日）派遣した。このような交流規模は当初の目標

をほぼ満足している。今後、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実践的教育研究の面を一層充

実させる必要があると考えている。 

6.  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

クショップ開催を毎年続けている。平成１９年度は日本において６件（全体会議を含

む）と中国において１件のセミナーを企画し、開催した。また各共同研究ではインフ

ォーマルな形での研究会、交流会等も実施した。このような活動は当初目標をほぼ達

成するものである。 
 
 
７．平成２０年度の研究交流目標 
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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。 

 

・ 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
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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）。 

 
 

８．平成２０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分割して計６つのテーマ（Ｒ－００１～００６）で共同研究を推進する。 
平成２０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

を展開している。平成２０年度は韓国側開催のセミナーに研究者を派遣する予

定である。その他、安東大学の Hyung-Seop Shin 教授とバルク金属ガラスの摩

擦接合で共同（実験）研究を予定している。 

 

（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、

プロジェクトグループ計 6班(ヒューマン・サイエンス（A－1～A－3）とヒュー

マン・テクノロジー（B－1～B－3）)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、共同研究を進める。各グループ（東北大

学）・研究者集団（学外）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行い、この活

動によって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・育成する

計画である。 
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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、

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

める。韓国延世大学は、主にセラミックス系バイオ材料において韓国の中心的

位置にあり、先端的な成果を挙げている。一方、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

研究成果が期待される。また、東北大学からは材料を使用する立場で大学院歯

学研究科の研究者が参画し、実用的な材料開発を目指す。 
 

（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、昨年度日本で開催した、第４回日韓

カーボンナノチューブシンポジウムでの成果を踏まえ、新しい機能材料として

期待される２層ナノチューブを中心に、成長、評価、物性すべての分野におい

て人的および情報の交換をはかる。 

 

（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、昨年度は 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した。今年度も

日本および韓国で開催する「ナノ構造表面セミナー」を通じて、より一層研究

者の交流、共同研究を推進する。 

 

（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。共同研究およ

びセミナーのスコープは本分野の発展が著しいことから、毎年両国代表者で検

討し、最も先端的な研究トピックスを取り上げる。平成２０年度は１９年度に

立ち上げた「ナノ構造半導体」をテーマとし、共同研究およびセミナーを実施

する。セミナーは日本、韓国の学術機関に滞在している外国人も交えて、でき

るだけ International に開催する。さらに若手研究者の育成の場としても活用

し、日本と韓国を核としたグローバルなサイエンス・コミュニティー形成を目

指す。 

具体的な共同研究テーマについて述べると、ソウル大学の Jeon Heson 准教授

と東北大学の八百グループはZnOの周期的極性反転(PPI)構造を作製する共同研
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究を進めている。東北大学で極性の制御された ZnO 薄膜を作製した後、博士課

程学生をソウル大学に派遣し、レーザ・ホログラフィック・フォトリソグラフ

ィー法とドライエッチング法によってサブミクロン加工の検討を行う。これら

の研究の後、東北大学で ZnO 薄膜の再成長を行い、ZnO の PPI 構造が作製できる

かどうかを検討し、第 2 高調波発生などの非線形光学素子への応用研究を展開

する予定である。また、忠北大学の CHO Yong-Hoon 准教授と東北大学の八百グ

ループは、ZnO の PPI 構造の光学特性評価研究を進めている。２０年度は、東北

大学でミクロンオーダーの周期を持つ PPI－ZnO 膜を作製し、忠北大学でマイク

ロ PL、CL などを用いて特性評価を行っていく予定である。 

 

８－２ セミナー 

平成２０年度は、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)）１件を韓国で開催する。また、共同研究の枠組みの中で２

件（国内）のセミナーを予定している。１９年度はほとんどのセミナーを日本で開催した

が（計７件）、２０年度は日韓交互開催の原則に従い韓国側での複数のセミナーが計画され

ている。 

 

８－３ 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研究者を派

遣する計画である。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。将来の拠点事業の推進

に重要な役割を果たす若手研究者も必要に応じて韓国研究機関研究者との交流を図り、広

いネットワークを形成させる。 
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９．平成２０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    合計 

日本  83/249    83/249 

韓国 (30/90)     (30/90) 

       

       

       

合計 (30/90) 83/249    
83/249 

(30/90)

 

※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流する人数・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。 

 

 

９－２ 国内での交流計画 

20／40（人／人日） 
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