
様式８ 

アジア研究教育拠点事業 
平成 21 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 ） 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（ 5 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 
協力機関： 
（英文）Dongguk University, Quantum-Functional Semiconductor Research 

Center  
Hanyang University, Quantum Photonic Science Research Center 
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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 21 年度研究交流目標 
1. 平成 21 年度の研究交流事業の概要については、平成 20 年 10 月に韓国で開催したマネ

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ならびに終了報告会を平成 21 年 10 月頃に日本

（仙台）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。 
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(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 → 平成 21 年度より折茂

慎一 金属材料研究所・教授に交代、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、Prof. Tae-Won Kang, 

Dongguk University） 

・ 平成 20 年度と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 20 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、具体的な共同研究

テーマが確立している場合（例えば半導体ナノ表面構造制御 等）については、これま

での共同研究を一層推進する。互いの交流・情報交換の推進や将来に向けた個別あるい

は新規共同研究を模索している状況にあるものについては、本拠点事業の 終年度であ

ることから、今後の個別展開が可能になるような環境の確立を目指した活動を行う。 
4. 本事業の 終年度であり、これまでの拠点形成の成果をまとめ、将来的な展開や発展を

期するために、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

討議を行う終了報告会を日本で開催する。本終了シンポジウムでは、拠点形成事業の共

同研究成果として学術論文や国際会議での発表事例を報告することで、該当する研究分

野で本事業がアジアあるいは世界に果たした役割を検証する。また、今後の継続的な共

同研究に向けた方策について議論したいと考えている。一方人材育成の観点では、特に

若手研究者の交流によって日韓の枠を越えた国際的な分野横断研究の創生と新しい研

究拠点構築に向けた取り組みについても報告する予定である。 
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７．平成 21 年度研究交流成果 
 
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た。平成 21 年度は 終年

度であり、9 月に仙台で全体会議（Closing Meeting）とマネージメントボード会議を開催

し、5 年間の活動を総括した。その結果、本拠点形成事業では主となる 6 つのテーマ（共同

研究）で日韓の共同研究、情報交換、相互人的交流の体制を確立できたことが確認された。

また若手研究者の育成においても顕著な成果があったことが報告された。各課題での実績、

成果をもとに今後もそれぞれのレベルで拠点形成を進め、アジアひいては世界をリードす

る役割を果たすことが確認された。以下各課題の具体的な成果を述べる。 
共同研究「金属ガラス・無機材料接合開発共同研究(Ｒ－１)」では第 5 回のワークショッ

プを沖縄で 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た。 
「ヒューマン・サイエンスとヒューマン・テクノロジー（Ｒ－２）」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、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。例えば、エネルギー関連磁性材料分野では、研究成果の交換と技術的ディスカッシ

ョンを中心として毎年行ってきた日韓交流を本年度も継続した。この分野では国立釜慶大

学を中心とするグループ等と今後もこの協力関係を維持・発展させることを確認した。 
「ナノ材料科学の応用と将来展望」（Ｒ－３）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（Prof. Yong Ho 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さらなる協力

体制を構築した。 
「ナノ構造薄膜の光学的・磁気的応用(Ｒ－４)」では主要事業として、第 6 回日韓カ

ーボンナノチューブシンポジウム(沖縄)を共催した。アジア研究教育拠点事業では第 3
回より支援を開始し、日韓の人的交流の深化と研究協力体制構築に貢献してきた。今回

は、本グループからは岩佐（金研）と斎藤（理学研究科）が組織委員として参画した。

日韓カーボンナノチューブシンポジウムは、本拠点事業の終了とともに形態を変え、日

中韓 3 国間の交流シンポジウムとして生まれ変わる計画が立案された。 
「ナノ構造表面(Ｒ－５)」では、コアメンバーによって日韓で交互に共同研究、情報交換、

人的交流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。これらの活動から、後述するように次年度以降も国際シンポジウムと

して継続的な発展をすることが決まった。 
「半導体ナノサイエンス・テクノロジー(Ｒ－６)」では、本年度も「ワイドギャップ半導

体」をテーマとしたセミナーを開催し、該当する研究者の訪問を通じた共同研究、人的交

流、情報交換を行った。さらに若手研究者の育成の場としても活用することで、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した。 
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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 21 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－１）では、延世大学

非結晶研究センター(Do Hyang 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 10 月 16 日～17 日に琉球大学で第 5 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。若手研究者や日本側の協力研

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

参加した。研究課題や交流内容の深化がはかられた他、今後の交流継続に合意した。 
 
（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－２）では、世界的な

省エネルギー並びに炭酸ガス放出量削減への動きを受けて、次世代磁性材料の開発に

注目が集まっている状況を背景に、すでにこの分野で実績のある東北大学に対し、韓

国側（国立釜慶大学を中心とするグループ）から連携を希望する要請を受けた。21 年

度に相互に開発に関する取り組みを中心としたディスカッションが行われ、情報交換

を継続することを確認した。電気化学エネルギー変換デバイスに関連しては、Hanbat 
National University の Choong Gon Lee 教授らと研究協力体制についても今後とも

維持、展開させ、将来は国際共同研究に発展させる旨の合意に至った。 
 

（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－３）では、7 月に、

韓国・釜山で開催された ICAM-2009 に若手研究者を含む７名が出席し、生体材料および

金属ガラスに関する研究成果を発表するとともに、韓国からの学生を含む若手研究者たちと

意見交換を行った。8 月には、昨年度に引き続き宮城県遠刈田において日本から 50 名、

韓国から 8 名が参加したナノ及び非晶質材料およびインターフェイス科学に関するワ

ークショップを行い、生体歯科材料に関する研究 23 件、ナノ・非晶質材料に関する研

究 16 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 新の研究動向につい

て議論した。平成 22 年 1 月には、2 名の研究者が韓国光州の KITECH で、2 月には 3
名が韓国仁川の KITECH で、それぞれセミナー形式によるナノバイオ材料の 新の研

究動向についての意見交換、議論を行った。また、3 月にはソウルで開催された先進材

料に関する日韓ワークショップに 1 名が参加し、本事業による研究成果の発表を行っ

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することができた。 
 
（４） ナノ構造薄膜の光学的・磁気的応用の共同研究（Ｒ－４）では、以下のような特

記的な成果が得られた。すなわち、カーボンナノチューブは、グラフェンシートの巻

き方（らせん度と呼ばれる）によって、金属的なチューブと半導体的なチューブが存

在する。これをカーボンナノチューブ成長時に制御することは現在のところ困難であ

るが、 近、金属・半導体混合物試料から金属チューブと半導体チューブを分離する
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技術（半金分離と呼ばれる）が飛躍的に発展した。本事業が共催した第６回日韓カー

ボンナノチューブシンポジウムでも半金分離が大きな話題となった。本グループでは

分離された金属チューブと半導体のマイクロ波伝導の磁場効果の研究を行い、金属的

カーボンナノチューブにおけるアハラノフ－ボーム効果（AB 効果）を世界で初めて観

測することに成功した。本研究は、一本一本のカーボンナノチューブ試料ではなく、

薄膜やバルクなど、集合体としての金属チューブと半導体チューブの性質を区別した

先駆的な研究で、分離したチューブが集合体として確かに異なる性質を有することを

明らかにした点で重要な意義がある。今後の薄膜トランジスタ、透明電極などの特性

改善に有用な示唆を与えることができた。 
 
（５） ナノ構造表面についての共同研究（Ｒ－５）では、7 月に日本で、また平成 22

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。当該アジア研究教育拠点形成プログラムの支援によって開催された日韓ナ

ノ構造表面シンポジウムは合計 8 回を数え、きわめて良好な研究協力・交流体制を築

くことができた。このシンポジウムを日本開催分は東北大学電気通信研究所国際シン

ポジウムとして、また韓国開催分は韓国真空学会の特別セッションとして、平成 22 年

度以降も継続することが決定した。 
 
（６） 「半導体ナノサイエンス・テクノロジー（Ｒ－６）」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、9 月に

宮城県で「第 4 回日韓ワイドギャップ半導体とそのナノ構造シンポジウム」を、10
月に韓国慶州で「2009 Asia-Core Workshop on Wide Bandgap Semiconductors（ワ

イドバンドギャップ半導体に関するアジアコアワークショップ」をそれぞれ開催した。

これらセミナーは、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。 
 
 上記含めて本事業５年間を通して、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、「金属ガラス」、「ヒューマンサイエンスとテクノロジー」、「ナ

ノバイオマテリアル」、「ナノ構造磁性と光学」、「ナノ構造表面」、「半導体ナノサイエンス

とテクノロジー」の 6 つの共同研究プログラムを設定し、それぞれのグループリーダー（マ

ネージメントボードメンバー）が責任を持って推進した。各共同研究では、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

機的融合の観点から、国内外の主要研究者（日本側 366 名、韓国側 169 名）を参画させ、

新領域開拓にも積極的に挑戦・遂行した。また、分野間の交流と研究成果の共有し、さら

にはそれらを基にした新たな研究展開を目指すため、6 つの研究グループが参加する全体会

議(General Meeting)を毎年日韓交互に開催した。 
 
７－３ 若手研究者養成 
平成 21 年度は、助教以下の若手研究者をのべ 51／185（人／人日）を国内外派遣し、実
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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（29／132）の 2 倍弱にあ

たるなど、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おり、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の派遣数は、36／120（人／人日）となっており、

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がさらに進展した。 
その他の特記事項を述べると、共同研究Ｒ－２では本事業の結果、韓国釜慶大学関連の

学生（修士）が平成 22 年度より電気通信研究所へ留学することが決定した。さらに学際科

学国際高等研究センター等と韓国 KIST も博士課程の学生や博士研究員の受け入れ、派遣に

ついても検討することとなり、若手研究者の育成に日韓で取り組む体制を構築・実行しよ

うとする段階まできた。同じくＲ－４に関連し、相手国代表者 Young Hee Lee 教授 
(Sungkyunkwan Univ.)の学生であった朴珍成(Jin Sung Park)氏が、この拠点事業に関連

し東北大学理学研究科で博士号を取得し、2009 年 4 月同専攻斎藤教授グループの助教に就

任した。同氏は両大学間の共同研究を推進するなど、キーパーソンとしての役割を果たし

た。さらに沖本治哉博士研究員（金属材料研究所）が、カーボンナノチューブのインクジ

ェット印刷法の改良と薄膜トランジスタ応用に関する研究で応用物理学会若手講演奨励賞

を受賞し、2010 年 4 月より山形大学の助教に採用された。以上のように、本拠点形成事業

は若手研究者の日韓交流とその育成に大きく貢献することができたと考えられる。 
 
７－４ 社会貢献 
本事業で推進されるテーマは、環境、健康、情報等に代表されるような材料テクノロジ

ーの分野で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

究を牽引する日韓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、70 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 
それぞれの共同研究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を進めることができた。また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も各共同研究で継続して模索してきた。 
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きた。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半分強しか措置されていない状況は 後まで改善されなかったた

め、日本で開催されたセミナーにおいては日韓ともに苦労した点が多かったのではないだ

ろうか。ただマネージメントボードとしても運営面で研究者がより参加できるように工夫

し（日数を短くする、開催場所を韓国から至近または旅費の安いところにする等）、効果の

ある拠点形成事業を推進してきた。今後このような事業を推進する際には、日韓の経費の

バランスをとるだけでなく、例えば日本側の経費を状況に応じて（共同研究代表者の裁量

によって）韓国側参加者に支給できるような柔軟性を持たす等の改善がなされることを希
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望するものである。また韓国側の年度予算確定が遅いことも、実質的に交流活動の期間を

短くすることになるので、運営上の好ましくない課題であった。 
 
７－６ 本研究交流事業により発表された論文 
  平成２１年度論文総数     70 本 
   うち、相手国参加研究者との共著   2 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  25 本 

（※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入して下さい。） 
 
８．平成２１年度研究交流実績概要 
 
８－１ 共同研究 

平成 17 年度に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）→ 平成 21 年度より折茂慎一 金属材料

研究所・教授に交代） 
    （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 21 年度も引き続き、 (1)のテーマをさらに 4 分割して計 6 つのテーマ（Ｒ－１～６）

で共同研究を推進した。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－１）では、延世大

学非結晶研究センターとの交流を中心とする共同研究を継続して展開している。

平成 21 年度は日本（沖縄）で 5 回目のセミナーを開催した。本セミナーに日本

側 13 人、韓国側 9 人が参加し、今後の本分野における研究に関する情報交換お

よび人的交流体制の継続について意見交換を行った。 
 

（２） 東北大学研究所連携プロジェクトグループは、共同研究Ｒ－２において次世代

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

療工学などを主要テーマとして設定し、共同研究を進めてきた。具体例を挙げ

ると、電気通信研究所と釜慶大学との間では定期的な情報交換をしてきており、

極めて高いレベルの討論を今年度も継続して行った。また燃料電池関連分野の

研究においては日本側より学際科学国際高等研究センター、環境科学研究科の

教員が光州にある Korea Institute of Industrial Technology を訪問し、所長や
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各研究者を交えて電気化学エネルギー変換デバイスに関して議論を行うなど、

ハイレベルの活動を継続した。 
 
（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－３）では、7 月 8

～10 日、韓国釜山にて国際シンポジウム ICAM-2009 を開催し、本事業の成果に

よるナノバイオ材料の 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、学生を含む若手研究者を主とした日本側

11 件、韓国側 15 件の発表があった。8 月 7～8 日には、宮城県遠刈田でナノ及

び非晶質材料およびインターフェイス科学に関するワークショップを行い、日本

から 50 名、韓国から 8 名が参加して生体歯科材料に関する研究 23 件、ナノ・

非晶質材料に関する研究 16 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 新の研究動向について議論した。これらの研究交流を通して、本事業の

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－４）では、本年度は

Sungkyunkwan University（成均館大）出身の Park Jin Sung 氏を中心に、東

北大－成均館大間のカーボンナノチューブに関する共同研究が活発に行われた。

成均館大の実験、特にナノチューブの成長やＤＮＡとの複合体の合成などにお

いて、ラマン散乱に関する実験データの解釈を東北大の斎藤を中心とした理論

グループが担当した。その成果は、研究論文として ACS NANO 誌に 2 報相次

いで出版された。 
 

（５）  ナノ構造表面についての共同研究（Ｒ－５）では、昨年度から 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ている。本年

度も引き続き、当該グループから 1 名の日本人研究者がポスドクとして延世

大学に雇用され、共同研究を遂行した。その他、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

した。これらは形式を変え、次年度以降も継続させることになっている。 
 
（６）  半導体 先端テクノロジーに関する共同研究（Ｒ－６）では、平成 21 年度は「ワ

イドギャップ半導体とそのナノ構造」をテーマとし、共同研究およびセミナー

を実施した。本年度は、本プログラムの 終年度であることから、日韓両国で

各 1 回計 2 回のセミナーを実施した。ソウル大学、忠南大学等との情報交換や

共同研究を実施した。 
 
８－２ セミナー 
本事業の 終年度であり、これまでの拠点形成の成果をまとめ将来的な展開や発展を期

するために、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
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を行う終了報告会を平成 21 年 9 月に日本で開催した。また、共同研究の枠組みの中で 6 件

（国内）と 1 件（韓国）のセミナーを開催した。 
 
８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 
これまでの拠点形成事業によって韓国側研究者との必要な人的連携、交流手法は確立さ

れたと思われるので、双方の拠点機関等の研究者との意見交換および打ち合わせのための

研究者交流は行わなかった（各共同研究の枠内で実施）。 
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９．平成２１年度研究交流実績人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 
 
          派遣先 
派遣元 

日本 
<人／人日>

韓国 
<人／人日>

 

<人／人日>

 

<人／人日> 
 

<人／人日> 
合計 

日本 
<人／人日> 

実施計画  50/150    50/150 
実績 53/195    53/195 

韓国 
<人／人日> 

実施計画 (68/221)     (68/221) 
実績 (61/158)    (61/158) 

 

<人／人日> 
実施計画       
実績      

 

<人／人日> 
実施計画       
実績      

 

<人／人日> 
実施計画       

実績      

合計 
<人／人日> 

実施計画 (68/221) 50/150    50/150 
(68/221) 

実績 (61/158) 53/195    53/195 
(61/158) 

 
※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 

106／214 <人／人日>   78／231 <人／人日> 
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１０．平成２１年度研究交流実績状況 
１０－１ 共同研究 
整理番号 Ｒ－１ 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 

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

交流人数 
（※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。） 

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 
 <人／人日> 

実施計画  5/15  5/15 
実績 3/17  3/17 

韓国 
<人／人日> 

実施計画 (0/0)   (0/0) 
実績 (0/0)  (0/0) 

 
<人／人日> 

実施計画     
実績    

合計 
<人／人日> 

実施計画 (0/0) 5/15  5/15 
実績 (0/0) 3/17  3/17 

② 国内での交流       9 人／26 人日 
２１年度の研

究交流活動及

び成果 
 

1.平成 21 年 9 月開催の全体会議（終了報告会）において、金属ガラス関連

の共同研究成果の 5 年間の纏めの発表を行い、今後の日韓相互の研究交

流、信頼関係の継続関係を築くとともに、他の共同研究テーマとの相互

理解を促進させた。 
2.平成 21 年 10 月、沖縄琉球大学にて第 5 回の金属ガラス日韓ワークショ

ップを開いた。平成 1７～20 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。

韓国側では本事業の終了後も日本側との関係継続を強く願っており、そ

のための方策について検討した。 
3.学術的成果として、Ni-Nb-Zr-H 系アモルファス合金で常温量子ドットク

ーロン現象が観察された。この結果電界型トランジスタ(FET)により常

温整流作用、スイッチング作用、メモリー効果が観測され、半導体代替

の日本発の新エレクトロニクスが開発される基礎が培えた。 
日本側参加者数  

59 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 
韓国側参加者数 

21 名 （１４－２韓国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 Ｒ－２ 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→ 平成 21 年度より

折茂慎一 金属材料研究所・教授に交代 
（英文）Hiroaki Muraoka, RIEC, Tohoku University, Prof. → 
Shin-ich Orimo, IMR, Tohoku University, Prof. 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

H.W. Yeom, Yonsei University, Korea, Professor 
H.C. Cho, Seoul National Univ., Korea, Professor 

交流人数 
（※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。） 

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 
 <人／人日> 

実施計画  10/30  10/30 
実績 6/24  6/24 

韓国 
<人／人日> 

実施計画 (0/0)   (0/0) 
実績 (0/0)  (0/0) 

 
<人／人日> 

実施計画     
実績    

合計 
<人／人日> 

実施計画 (0/0) 10/30  10/30 
実績 (0/0) 6/24  6/24 

② 国内での交流       0 人／0 人日 
２１年度の研

究交流活動及

び成果 
 

磁性デバイス関連で、2009 年 11 月 11 日から 13 日に韓国釜山市におい

て日韓の研究者が会して研究討論会を開催した。日本側からは 5 名(うち 2
名が学生)、韓国側からは 9 名(うち 4 名が学生)が参加し、それぞれの研究

成果を持ち寄って議論した。その結果、次世代磁性材料の実現に向けて種々

のアイディアが提案され、さらにその実現の可能性について討論した。こ

こで得られた結果はそれぞれがもちかえって実験により妥当性を確認する

こととした。 
電気化学エネルギー変換デバイスに関して、伊藤准教授と珠玖准教授が

韓国光州（Gwangju）にある Korea Institute of Industrial Technology
を訪問し、所長や各研究者を交えて議論を行った。 

これら一連の活動によって、東北大学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  

86 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 
韓国側参加者数 

40 名 （１４－２韓国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 Ｒ－３ 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

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 
 <人／人日> 

実施計画  9/27  9/27 
実績 21/70  21/70 

韓国 
<人／人日> 

実施計画 (0/0)   (0/0) 
実績 (0/0)  (0/0) 

 
<人／人日> 

実施計画     
実績    

合計 
<人／人日> 

実施計画 (0/0) 9/27  9/27 
実績 (0/0) 21/70  21/70 

② 国内での交流       2 人／3 人日 
２１年度の研

究交流活動及

び成果 
 

ナノバイオおよび非晶質材料などの先進材料の分野で互いの 先端の研

究成果を議論、意見交換することにより、この分野での日韓を中心とする

世界 高レベルの研究拠点を構築することを目的とし、共同研究を行った。

 17 年度から、互いにセミナーの開催や研究者交流を行っており、2１年

度も引き続いて共同研究を行い、韓国釜山、ソウル、浦項、光州、仁川、

日本仙台でセミナー、シンポジウム等を開催し、本研究分野での共同研究

をさらに推進した。 
日本側参加者数  

68 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 
韓国側参加者数 

40 名 （１４－２韓国側参加研究者リストを参照） 



 15

 
整理番号 Ｒ－４ 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 
Center for Nanotubes and Nanostructured Composites 
Sungkyunkwan University, Professor 

交流人数 
（※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。） 

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 
 <人／人日> 

実施計画  2/6  2/6 
実績 0/0  0/0 

韓国 
<人／人日> 

実施計画 (0/0)   (0/0) 
実績 (0/0)  (0/0) 

 
<人／人日> 

実施計画     
実績    

合計 
<人／人日> 

実施計画 (0/0) 2/6  2/6 
実績 (0/0) 0/0  0/0 

② 国内での交流       4 人／14 人日 
２１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第 6 回日韓カーボ

ンナノチューブシンポジウム（沖縄）に多くの若手研究者を派遣し、参加

した。本拠点プログラムはこのシンポジウムを共催した。今回は前回に引

き続き、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 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） 
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整理番号 Ｒ－５ 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・Yonsei University・Professor 

交流人数 
（※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。） 

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 
 <人／人日> 

実施計画  10/30  10/30 
実績 9/42  9/42 

韓国 
<人／人日> 

実施計画 (0/0)   (0/0) 
実績 (0/0)  (0/0) 

 
<人／人日> 

実施計画     
実績    

合計 
<人／人日> 

実施計画 (0/0) 10/30  10/30 
実績 (0/0) 9/42  9/42 

② 国内での交流       8 人／37 人日 
２１年度の研

究交流活動及

び成果 
 

18 年度から、日韓両国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 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 先端の研究レベルに

あること、特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。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も明らかになり、今後一層の研究交流を確認した。本

共同研究の一環で平成２１年７月に仙台で開催したシンポジウムはこうし

た成果を踏まえ、当該分野の研究を一層推進すべく開催されたもので、韓国

より 4 名、日本より 9 名、計 13 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。 
日本側参加者数  

41 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 
韓国側参加者数 

15 名 （１４－２韓国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 Ｒ－６ 研究開始年度 平成 19 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 
University・Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Tae-Won Kang・Dongguk University・Professor 

交流人数 
（※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。） 

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 
 <人／人日> 

実施計画  0/0  0/0 
実績 0/0  0/0 

韓国 
<人／人日> 

実施計画 (0/0)   (0/0) 
実績 (0/0)  (0/0) 

 
<人／人日> 

実施計画     
実績    

合計 
<人／人日> 

実施計画 (0/0) 0/0  0/0 
実績 (0/0) 0/0  0/0 

② 国内での交流       10 人／30 人日 
２１年度の研

究交流活動及

び成果 
 

昨年度に引き続き「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 先端半導体材料の結晶成長・構造成長・物性

等について、韓国と日本で各 1 回計 2 回の研究会を開催した。研究討論に

は日本、韓国の学術機関に滞在している外国人として、インド人、中国人

も交え、研究者相互の交流を行うことができた。 
本共同研究を若手研究者育成としても活用するため、個々の単なるネッ

トワーキングの場を形成させるという目的だけでなく、日本と韓国を核と

した 先端半導体研究のグローバルなサイエンス・コミュニティーの形成

を目指した共同研究を強化することができた。 
日本側参加者数  

27 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 
韓国側参加者数 

23 名 （１４－２韓国側参加研究者リストを参照） 
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１０－２ セミナー 
―実施したセミナーごとに作成してください。－ 
整理番号 Ｓ－１ 
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 終了報告会 

（英文）JSPS-KOSEF Asian Core Program  
Closing Meeting on Interdisciplinary Science of Nanomaterials 

開催時期 平成 21 年 9 月 25 日 ～ 平成 21 年 9 月 25 日（1 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本、宮城県仙台市 仙台エクセル東急ホテル 
（英文）Sendai, 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・ Institute for Materials Research・

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) 

 

参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（日本） 

 
日本 

<人／人日> 

A. 
B. 5/14
C. 43/43

 
韓国 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. 19/38

 
合計 

<人／人日> 

A. 
B. 5/14
C. 62/81

A.セミナー経費から負担 
B.共同研究・研究者交流から負担 
C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない

でください。） 
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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の構築を担うことも重要

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)）をこれまで毎年実施して

きた。平成 21 年度は本事業の 終年度にあたり、同全体報告会を

終了報告会に包含させて開催し、これまでの拠点形成事業の総括と

今後の展開等について話し合うことを目的とする。 
セミナーの成果 平成 21 年度の本研究教育拠点形成事業の研究成果の発表・討論

および 終年度にあたってのこれまでの事業の総括を行った。まず

研究成果については、平成 21 年度計画にある６つの共同研究グル

ープから、日本側各２件の発表（計 12 件）をそれぞれのグループ

リーダーと教員が行った他、韓国側から 17 件の発表が行われた。

本成果報告の内、特にグループリーダーの発表については 21 年度

のみならず、これまでの本拠点形成事業を通じた成果や取り組みに

ついても紹介された。また日本側若手研究者を中心とするポスター

セッションも行い、合計 81 件の報告があった。なお、本研究会は

東北大学グローバルＣＯＥ「材料インテグレーション国際研究教育

拠点」との共催で行い、米国国立科学財団（ＮＳＦ）ならびに全米

アカデミー全国材料諮問委員会メンバーからも講演があった。 
研究成果報告では 6 つの共同研究テーマである、(1)金属ガラス・

無機材料接合開発共同研究、(2) ヒューマンサイエンスとテクノロ

ジー、(3) ナノ材料科学の応用と将来展望、(4) ナノ構造薄膜の光

学的・磁気的応用、(5) ナノ構造表面、(6) 半導体ナノサイエンス・

テクノロジーごとに日韓の研究者からの報告を行った。この中で、

日韓のそれぞれ研究グループがアジアそして世界をリードする

先端の研究レベルを今後とも維持するために、互いに緊密に情報交

換をしながら切磋琢磨していくことを再確認した。 
マネージメントボード会議においては、 終年度にあたってこれ

までの活動を総括するとともに、今後とも各分野での交流を継続・

発展させることで同意した。 後に残り半年間の本事業の完遂につ

いても確認して、会を閉じた。 
セミナーの運営組織 日本側マネージメントボードが会議全般を主催、運営する。 

韓国側マネージメントボードは韓国側参加者の選定および会議運

営の補助を行う。 
開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容    国内旅費    金額 260,000 円 
      会議費       600,000 円 
      その他      230,000 円 
      合計      1,090,000 円        

韓国側 内容    外国旅費   金額 1,300,000 円 
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整理番号 Ｓ－２ 
セミナー名 （和文）JSPS-KOSEF アジア研究教育拠点事業 

金属ガラス・無機材料接合開発共同研究 
第 5 回 金属ガラス日韓ワークショップ 
（英文）JSPS-KOSEF Asian Core Program  
Research and Development Project on Advanced Metallic 
Glasses,  Inorganic Materials and Joining Technology 

開催時期 平成 21 年 10 月 16 日 ～ 平成 21 年 10 月 17 日（2 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）琉球大学 50 周年記念館 
（英文）Japan, Naha, Ryukyu University 

日本側開催責任者 
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 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（日本） 

 
日本 

<人／人日> 

A. 9/26
B. 
C. 4/8

 
韓国 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. 9/18

 
合計 

<人／人日> 

A. 9/26
B. 
C. 13/26

 
A.セミナー経費から負担 
B.共同研究・研究者交流から負担 
C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない

でください。） 
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セミナー開催の目的 １．平成 17～20 年度において、第 1 回（韓国・ソウル）、第 2 回

（韓国・済州島）、第 3 回（宮城・蔵王）、第 4 回（韓国・Solo Beach）
で開催した金属ガラス日韓ワークショップを中心に培った相互

の研究交流関係を更に発展させる。 
２．当事業の遂行目的と多くの面で一致が見られる、「アジア・太

平洋地域との交流を中心として世界に開かれた国際色豊かな大

学」を目指している琉球大学からの開催要望に応える。 
３．当事業における金属ガラス・無機材料接合開発共同研究の総括

を行う。 
セミナーの成果 日韓の「金属ガラス」の発展と研究者間の親睦を目的に、日韓で

交互に行われた「金属ガラスワークショップ」は今回が第５回で

後のワークショップであった。参加者は毎回５－７人を中心メンバ

ーとして、若手が少しずつ入れ替わる構成であった。従って、年齢

的には大御所から大学院生・ポスドクまでと広範囲であり、世代交

代も進んだ。年々、発表の内容は機械・熱・構造的な分野から、電

子・機能的特性へと徐々にではあるが変化してきた。お互いの信頼

関係は非常に強いものになってきた。参加者は日韓のみならず、他

国の人も参加しており、今回はフランス人と中国人が加わった。 
研究内容として合成プロセスから、諸特性の発展へと変化してき

て、日韓材料協同において「起承転結」の「承」の段階へ来ている

感がある。従来は技術内容に関しては日本主導であったが、韓国側

からもレベルの高いものが出てき始めた。この種の研究発表会は相

互の信頼関係があって初めて進歩するものであり、この観点からア

ジア研究教育拠点事業の役割は多大なものであった。 
セミナーの運営組織 第 5 回の金属ガラス日韓ワークショップ：東北大学金属材料研究所

が全面的に運営する。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容     国内旅費   金額 640,000 円 
       会議費       240,000 円 

合計            880,000 円 
韓国側 内容     外国旅費   金額 650,000 円 
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整理番号 Ｓ―３ 
セミナー名 （和文）JSPS-KOSEF アジア研究教育拠点事業 

 ナノ及び非晶質材料およびインターフェイス科学シンポジウム 
（英文）JSPS-KOSEF Asian Core Program
 Nano/Amorphous Materials and Interface Science Symposium 

開催時期 平成 21 年 8 月 7 日 ～ 平成 21 年 8 月 8 日（2 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本・宮城県刈田郡蔵王町遠刈田 遠刈田温泉さんさ亭 
（英文）Miyagi, Japan 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）後藤 孝・金属材料研究所・教授 
（英文）Takashi Goto・ Institute for Materials Research・

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) 

 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（日本） 

 
日本 

<人／人日> 

A. 9/18
B. 
C. 7/14

 
韓国 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. 8/16

 
合計 

<人／人日> 

A. 9/18
B. 
C. 15/30

 
A.セミナー経費から負担 
B.共同研究・研究者交流から負担 
C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない

でください。） 
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セミナー開催の目的 Ti 基および Co 基ナノ結晶構造および非晶質構造材料および Ca
基セラミックスは、生体分野や構造材料の分野で、現在、 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。また、20 年度にも開催した、

本学歯学研究科および九州大学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きく

寄与する。 
セミナーの成果 本シンポジウムは平成 19 年度、および平成 20 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。本年度もナノ・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。 
 日韓両国においては材料研究開発に勢力を注いでおり、それ故に

両国はその切磋琢磨を通じて、さらなる研究成果を挙げている。平

成 19 年度から行われてきた本シンポジウムでは、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てお

り、彼ら若手研究者に英語を言語とした発表・討論の場を与えてき

た。本アジア拠点事業は本年度をもって終了となるが、今後の学際

的・国際的な研究交流の起点となる礎の一つを築いたとことは間違

いない。本拠点事業終了後も、アジア圏、特に日韓両国における研

究交流を展開していくことの重要性をあらためて確認できたと言

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

金属材料研究所准教授）が運営組織を構成し、Hyoung Seop KIM
（POSTECH）Eun Soo Park(Seoul National Univ.)と密接に連携

して、運営を行う。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容    国内旅費    金額 150,000 円 
      会議費            350,000 円 
      合計         500,000 円 

韓国側 
 

内容    外国旅費    金額 600,000 円 
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整理番号 Ｓ－４ 
セミナー名 （和文）JSPS-KOSEF アジア研究教育拠点事業  

第６回日韓カーボンナノチューブシンポジウム 
（英文）JSPS-KOSEF Asian Core Program  
6th Japan-Korea Carbon Nanotube Symposium 

開催時期 平成 21 年 10 月 25 日 ～ 平成 21 年 10 月 28 日（4 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）沖縄県宜野湾市 健康文化村カルチャーリゾート フェス

トーネ 
（英文）Ginowan city, Culture Resort Festone, Okinawa 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）片浦弘道・独立行政法人産業技術総合研究所 ナノテクノ

ロジー研究部門・研究グループ長 
（英文）Dr. Hiromichi Kataura, National Institute of Advanced 
Industrial Science and Technology, Division of Nanotechnology 
Research, Group Leader 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

 

参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（日本） 

 
日本 

<人／人日> 

A. 10/43
B. 4/14
C. 5/20

 
韓国 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. 16/64

 
合計 

<人／人日> 

A. 10/43
B. 4/14
C. 21/84

 
A.セミナー経費から負担 
B.共同研究・研究者交流から負担 
C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない

でください。） 
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セミナー開催の目的 カーボンナノチューブとは、炭素で形成される筒状のナノ物質

で、ナノテクノロジーの基幹材料と位置づけられている。日韓両国

は、それぞれの国内で大きな資金援助を受けアジア諸国では中心的

な研究活動を推進しており、これら 2 国間の研究者を集め 近の成

果を公表し、共同研究の可能性を模索することは、お互いのプロジ

ェクト予算を有効に使うという意味で大変意義があることである。

この目的のもと、日韓カーボンナノチューブシンポジウムは、すで

に済州島（韓国）、松島（日本）、慶州（韓国）京都(日本)、釜山(韓
国)と 5 回開催され、今年の沖縄開催が 6 回目となる。 

セミナーの成果 カーボンナノチューブとは、炭素で形成される筒状のナノ物質

で、ナノテクノロジーの基幹材料と位置づけられている。本セミナ

ーの目的は、それぞれの国内で大きな資金援助を受けアジア諸国で

は中心的な研究活動を推進している日韓両国が、2 国間の研究者を

集め 近の成果を公表し、共同研究の可能性を模索することであ

る。本セミナーは、産総研の片浦が実行委員長となり、篠原（名大）、

斎藤、岩佐（東北大）が、実行委員として会議運営の補佐を行った。

今回は、カーボンナノチューブにおける金属・半導体の分離技術

の発達と、生体関連応用が主要なテーマであった。前者は日本で、

後者は韓国がリーダーシップをとっており、材料の基礎研究と応用

の出口に関する情報交換は、今後の本分野の発展に非常に有益であ

った。また、大学院生の交流にも目を見張るものがあり、ポスター

セッションにおいて熱い議論が、不慣れな英語で戦わされている光

景は非常に印象的であった。組織委員会では、本アジア拠点事業の

終了に伴い、日韓二国間のセミナーは今回で終了し、来年から中国

を加えて新たに三か国セミナーに発展させるという案が提案され、

全会一致で承認された。本アジア拠点事業をルーツとした新たな交

流が開始されることは、本事業の非常に大きな成果である。 
セミナーの運営組織 組織委員長 片浦弘道・産業技術総合研究所・グループリーダー 

組織委員 飯島澄男・名城大学・教授 
     篠原久典・名古屋大学・教授 
     斉藤理一郎・東北大学・教授 
     岩佐義宏・東北大学・教授 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容    国内旅費  金額 1,080,000 円 
      会議費         860,000 円 
      合計        1,940,000 円 

韓国側 内容    外国旅費  金額 1,000,000 円 
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整理番号 Ｓ－５ 
セミナー名 （和文）JSPS-KOSEF アジア研究教育拠点事業  

第７回日韓ナノ構造表面シンポジウム 
（英文）JSPS-KOSEF Asian Core Program  
7th Japan-Korea Symposium on Surface Nanostructures 

開催時期 平成 21 年 7 月 14 日 ～ 平成 21 年 7 月 16 日（3 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本 仙台 
（英文）Japan Sendai 

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, Research Institute of Electrical 
Communication, 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) 

 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（日本） 

 
日本 

<人／人日> 

A. 9/18
B. 
C. 

 
韓国 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. 4/12

 
合計 

<人／人日> 

A. 9/27
B. 
C. 4/12

 
A.セミナー経費から負担 
B.共同研究・研究者交流から負担 
C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない

でください。） 
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セミナー開催の目的 18～20 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。また

次世代半導体材料として注目されるグラフェンの実験・理論面におい

て、両国のより密接な研究交流の必要性を確認している。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。 
セミナーの成果 18-20 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 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 先端の研究レベルにあること、特に走査型トン

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。特に、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されたもので、韓国より 4 名、

日本より 8 名、計 12 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。本会経費により参加した参加者のう

ち、末光を除く 9 名は研究発表を行い、末光は主催者として全体のプロ

グラミングを含む全体の運営を行った。 
 会は(1) Transport phenomena at surfaces, (2) Growth and 

characterization at group-IV (001) surfaces, (3) Graphene as an 
emerging research material, (4) Magnetic phenomena at 
surfaces, (5) Formation of nanostructures at surfaces の 5 部から

構成された。(1)では、ナノデバイスの電気伝導の第一原理計算及

び、Si 表面のホール伝導について、(2)では、Si 基板上 MgO 薄膜

及びダイヤモンド薄膜の形成機構と評価について、(3)では、バル

ク及び薄膜 SiC 上エピタキシャルグラフェンの評価に関し、(4)で
は、Si 表面金属の示す磁性、超伝導、及び有機分子の磁性に関し、

(5)Si 上 Ge 島のマジック数及び Si キャップ層形成に伴う形状変化

について、それぞれ 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、残された期間、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。 
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セミナーの運営組織 第７回日韓ナノ構造表面シンポジウム実行委員会 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容     国内旅費    金額 160,000 円 
       会議費           80,000 円 
       合計         240,000 円 

韓国側 内容     外国旅費    金額 400,000 円 
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整理番号 Ｓ－６ 
セミナー名 （和文）JSPS-KOSEF アジア研究教育拠点事業 

第 5 回 日韓ワイドギャップ半導体とそのナノ構造シンポジウム 
（英文）JSPS-KOSEF Asian Core Program 
5th Japan-Korea Symposium on Wide-Gap Semiconductors and 
their Nanostructures 

開催時期 平成 21 年 10 月 23 日 ～ 平成 21 年 10 月 25 日（3 日間）

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）Commodore Hotel, 慶州・韓国 
（英文）Commodore Hotel, Korea Gyeongju 

日本側開催責任者 
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 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) 

Tae-Won Kang・Dongguk University・Professor 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（韓国） 

 
日本 

<人／人日> 

A. 14/42
B. 
C. 

 
韓国 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. 7/21

 
合計 

<人／人日> 

A. 14/42
B. 
C. 7/21

A.セミナー経費から負担 
B.共同研究・研究者交流から負担 
C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない

でください。） 
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セミナー開催の目的 18 年度から、韓国において年一回、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。特に、昨年度はワイドギャップ半導体やそのナノ構造について、半

導体研究の広がりがあり、今後に期待を持てることを確認した。今後、さ

らに薄膜成長、ナノ構造成長、物性探求について、研究交流を進める

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。なお、本年は、本プログラ

ムの最終年度であるので、韓国側の希望により、日韓両国で 1 回ずつ

開催する。本セミナーは、その内の韓国開催のセミナーである。 
セミナーの成果 18 年度から、韓国において年一回、ナノ構造表面に関する研究

報告会を実施し、互いの 先端の研究成果を発表し研究交流を行っ

てきた。特に、昨年度はワイドギャップ半導体やそのナノ構造につ

いて、半導体研究の広がりがあり、今後に期待を持てることを確認

した。今後、さらに薄膜成長、ナノ構造成長、物性探求について、

研究交流を進める確認した。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。

なお、本年は、本プログラムの 終年度であるので、韓国側の希望

により、日韓両国で 1 回ずつ開催する。本セミナーは、その内の韓

国開催のセミナーである。 
今回日本のグループからは、特に赤外と紫外波長域にバンドギャ

ップをもつ両極端な窒化物材料の結晶成長と光学物性評価につい

て 新研究結果の報告を行い、本材料系の応用領域拡大の見込みを

得ることができた。また今回からワイドギャップ酸化物材料による

ヘテロ構造の磁気輸送特性に関する研究報告も加え、窒化物を上回

る機能性について議論できた。更に韓国側からも酸化物材料とし

て、強磁性・強誘電性半導体共鳴トンネル接合による新規素子の提

案がなされた。以上のように、上記研究分野において日韓両国の共

同研究がさらに深まり、加速された。 
セミナーの運営組織 日韓ワイドギャップ半導体とそのナノ構造シンポジウム実行委員

会 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容    外国旅費     金額 1,500,000 円 

韓国側 内容    国内旅費     金額  300,000 円 
      会議費         150,000 円 
      合計               450,000 円 



 31

 
整理番号 Ｓ－７ 
セミナー名 （和文）JSPS-KOSEF アジア研究教育拠点事業 

第 4 回 日韓ワイドギャップ半導体とそのナノ構造シンポジウム 
（英文）JSPS-KOSEF Asian Core Program 
4th Japan-Korea Symposium on Wide-Gap Semiconductors and 
their Nanostructures 

開催時期 平成 21 年 9 月 4 日 ～ 平成 21 年 9 月 5 日（2 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）宮城県・松島・大観荘 
（英文）Japan, Miyagi, Matsushima, Taikanso 

日本側開催責任者 
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 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) 

 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（日本） 

 
日本 

<人／人日> 

A. 8/16
B. 
C. 

 
韓国 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. 5/10

 
合計 

<人／人日> 

A. 8/16
B. 
C. 5/10

 
A.セミナー経費から負担 
B.共同研究・研究者交流から負担 
C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない

でください。） 
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セミナー開催の目的 18 年度から、韓国において年一回、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。特に、昨年度はワイドギャップ半導体やそのナノ構造について、半

導体研究の広がりがあり、今後に期待を持てることを確認した。今後、さ

らに薄膜成長、ナノ構造成長、物性探求について、研究交流を進める

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。なお、本年は、本プログラ

ムの最終年度であるので、韓国側の希望により、日韓両国で 1 回ずつ

開催する。本セミナーは、その内の日本開催のセミナーである。 
セミナーの成果 18 年度から、韓国において年一回、ナノ構造表面に関する研究報

告会を実施し、互いの 先端の研究成果を発表し研究交流を行って

きた。特に、昨年度はワイドギャップ半導体やそのナノ構造につい

て、半導体研究の広がりがあり、今後に期待を持てることを確認し

た。今後、さらに薄膜成長、ナノ構造成長、物性探求について、研

究交流を進める確認した。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。な

お、本年は、本プログラムの 終年度であるので、韓国側の希望に

より、日韓両国で 1 回ずつ開催する。本セミナーは、その内の日本

開催のセミナーである。 
半導体デバイス研究やその実用化において、従来からある半導体

材料から 近のワイドギャップ半導体において、特性の向上や新機

能の創出のために性材料の開発に不可欠なナノ構造表面の構造及

びプロセスの解析において、日韓の当該研究グループが 新の研究

成果を持ち寄って研究交流を行うことを通し、この分野が一層推進

された。特に、半導体ナノ構造表面の分光解析、プロセス評価にお

いて日韓両国の共同研究がさらに深まり、その研究がさらに加速さ

れた。 
セミナーの運営組織 日韓ワイドギャップ半導体とそのナノ構造シンポジウム実行委員

会 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容     国内旅費   金額 200,000 円 
       会議費       150,000 円 
       合計        350,000 円 

韓国側 内容     外国旅費   金額 300,000 円 
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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                  

派遣先 
派遣元 

日本 
<人／人日> 

韓国 
<人／人日>

 
<人／人日>

計 
<人／人日> 

日本 
<人／人日> 

実施計画  4/12  4/12 
実績 0/0  0/0 

韓国 
<人／人日> 

実施計画     
実績    

 
<人／人日> 

実施計画     
実績    

合計 
<人／人日> 

実施計画  4/12  4/12 
実績  0/0  0/0 

②  国内での交流       0 人／0 人日 
 
 
 
１１．平成２１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 4,469,681  

外国旅費 5,494,107  

謝金 43,110  

備品・消耗品購入費 252,827  

その他経費 2,455,817  

外国旅費・謝金に係
る消費税 284,458  

計 13,000,000  

委託手数料 1,300,000 

合  計 14,300,000 
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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 0／0 

第２四半期 846,010 40／91 

第３四半期 6,858,036 44／160 

第４四半期 5,295,954 47／175 

計 13,000,000 131／426 

 
 
１３．平成２１年度相手国マッチングファンド使用額 
 

韓国 
平成 21 年度使用額 

63,585,800 ウォン[単位：現地通貨]
（日本円換算額）4,700,000 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につ

いて、現地通貨での金額、及び日本円換算額を記入してください。 
 


