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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： 東京大学大学院工学系研究科 
（ 中 国 ） 拠 点 機 関： 清華大学 
（ 韓 国 ） 拠 点 機 関： ソウル国立大学 

 
２．研究交流課題名 
（和文）： システム指向マテリアル設計・創製のアジア拠点構築                    

                   （交流分野：マテリアル工学       ）  
（英文）： Asian Research and Education Initiative for System-Oriented Materials Design 

and Creation                                   
                   （交流分野：Materials Engineering   ）  
 研究交流課題に係るホームページ：http://cello.t.u-tokyo.ac.jp/asian-core/index.html                    
 
 
３．開始年度 

平成２０年度（２年目） 
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：東京大学大学院工学系研究科 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：大学院工学系研究科・研究科長・保立和夫 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：マテリアル工学専攻・教授・渡邉聡 
 協力機関：東京大学 生産技術研究所、同 先端科学技術センター、 

独立行政法人 物質・材料研究機構 
 事務組織：東京大学 工学系・情報理工学等事務部 
 
 
相手国側実施組織 
（１）国（地域）名：中華人民共和国 
拠点機関：（英文）Tsinghua University 

      （和文）清華大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Department of Materials Science and 
Engineering, Professor, Wei Pan 
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 協力機関：（英文）Shanghai Institute of Ceramics, Harbin Institute of Technology, 
WuHan University of Technology 

（和文）上海セラミクス研究所、ハルビン工科大学、武漢工科大学 
 経費負担区分：パターン 2 
 
（２）国（地域）名：大韓民国 
拠点機関：（英文）Seoul National University 

      （和文）ソウル国立大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Department of Materials Science and 
Engineering, College of Engineering, Professor, Sang-Im Yoo 
 協力機関：（英文）Korea Institute of Science and Technology 
      （和文）韓国科学技術研究院 
 経費負担区分：パターン 2 
 
５．全期間を通じた研究交流目標 
人類社会の持続的発展と一層の幸福を実現する様々な新規システムの創製がますます重

要になってきており、時に相反する種々の要請をシステム全体として高いレベルで満たす

ようなマテリアルの創製が求められている。現状では、システムとしての性能発揮を念頭

に置いたマテリアル設計、マテリアル創製の研究開発はあくまで個別の対象にとどまって

おり、新規な課題・システムに対応しうる指針を見出していくことが、次世代の研究開発

およびそれを担う若手研究者育成の上で緊急の課題である。 
本研究交流では、医療・情報・環境等の様々な応用分野についてのマテリアル研究開発

に携わっている日本・中国・韓国トップ大学の多様な研究者を結集し、システムとして性

能発揮するマテリアルという点についてマテリアルの複合化や異種マテリアル界面制御等

の角度から分野横断的に議論することにより、（１）未来社会で生じる新しい課題に対応し

た新規マテリアルの設計・創製指針の導出、（２）それに基づく新規マテリアルの設計・創

製、（３）これらに関する日中韓国際共同研究の推進、を実現し、世界のマテリアル研究を

先導しうるアジア拠点の構築を目指す。 
同時に、（４）マテリアルに対する深い専門性だけでなく広範囲のマテリアルの中から最

適なものを選択しシステム化する広い視野を持ってシステムとして性能を発揮するマテリ

アルを設計・創製する視点、（５）研究成果の国際的発信や海外研究者と専門的議論の能力、

文化・社会システムの違いを理解しつつ海外研究者との共同・連携作業を進める能力、お

よび国際的な人的ネットワーク構築能力を合わせた持つ国際性、の２点を身につけ、次世

代のマテリアル工学研究開発を先導する若手研究者の育成を目指す。さらには、アジア全

体の協調的発展に貢献するマテリアル工学分野若手研究者の日中韓ネットワークの形成を

も目指す。 
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６．平成２１年度研究交流目標 
初年度に実施したセミナーや交流活動打合せ等の活動を踏まえ、本年度は以下の点を目

標とする。 
（１）共同研究 
「システムとして性能を発揮するマテリアルの設計・創製」という大きなテーマについて

昨年度に引き続き研究参加者自身の研究を中心に事例の検討を行い、ブレイクダウンした

具体的な共同研究小テーマの探索を行なう。同時に、昨年度の研究交流活動の中で共同研

究テーマの可能性が浮上してきた小テーマについて、より詳細に検討を行い、昨年度共同

研究を開始したテーマを含め、いくつかの小テーマについて予備的研究を実施する。 
（２）若手研究者育成 
大学院生が主体的に運営する３国間学生ワークショップや、テーマをフォーカスし共同研

究の可能性を探索するセミナーへの若手研究者の参加により、単なる研究成果発信や専門

的議論の能力を越えた高い国際性を若手研究者に身に付けさせる。また、システムとして

性能を発揮するマテリアルの設計・創製を軸とした横断的視野の獲得を狙う講義およびカ

リキュラムについて、足がかりを掴む。 
 
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 
 ソウル国立大学のマテリアル系学科の学科長を 8 月に、清華大学のマテリアル系学科

の学科長を 12 月に東京大学に招き、東京大学マテリアル工学専攻の専攻長を交えて今

後の研究教育交流活動について議論することができ、2 回のセミナーの機会の教員・大

学院生交流と合わせて、協力関係をより強固にすることができた。これにより、ソウル

国立大学から東京大学への大学院生 2 名の受入れを平成 21 年度中に実現できた他、平

成 22 年度中の大学院生相互派遣についても打合せが円滑に進んでいる。よって研究協

力体制は順調に構築されているといえる。 
 
７－２ 学術面の成果 
 学会発表や原著論文発表に至っていないため詳細は記載できないが、半導体中の欠陥の

挙動についてソウル国立大学で進めていた計算に対し、東京大学で実績を有していた結合

状態解析の手法を適用することにより、移動エネルギー障壁の振舞いに関する理解を深め

ることができた。また、金属－絶縁体接合系について、電気化学、半導体デバイス、電子

状態計算など異なるアプローチの研究者が集まって議論したことは、具体的な形にはまと

まっていないものの、参加者の理解を大きく深め、今後の研究促進につながることが期待

される。 
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７－３ 若手研究者養成 
大学院生が主体的に運営する３国間学生ワークショップで単なる国際学会発表では得ら

れない深いコミュニケーションを体験させることができた点は、平成 20年度と同様である。

また、ソウル国立大学の大学院生 2 名が 1~3 ヶ月東京大学に滞在したことは、研究面で有

益であったのみならず、互いの文化の類似点・相違点違いをより強く認識する契機となっ

た点で当人にとっても受入側の大学院生にとっても良い刺激となった。一方、テーマをフ

ォーカスしたワークショップにおける緊密な議論は、東京大学の大学院生がソウル国立大

学や清華大学に滞在する意欲を高めることにもつながっており、平成 22 年度の派遣実施に

向けた打合せが進んでいる。このように、若手研究者養成に向けた取り組みは功を奏して

いるといえよう。 
 
７－４ 社会貢献 
 既に交流実績を有していた教員間だけでなく、若手研究者養成の項に記載したような形

で若手研究者レベルにおいても日中韓のマテリアル工学分野研究者の連携をより強固にし

つつあることは、アジア地域内の連携の強化や発展の加速につながるものと期待される。 
 
７－５ 今後の課題・問題点 
 初年度に課題として挙げた、セミナー・ワークショップ以外の時期の相談事項に関する 3
国間の連絡体制、および大学院生の国際コミュニケーション能力の平均レベルの引き上げ

について、平成 21 年度には改善はみられたものの、さらに高いレベルを目指すことが望ま

れる。 
 
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    0 本 
   うち、相手国参加研究者との共著 0 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 0 本 
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８．平成２１年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 
本年度も平成 20 年度に引き続き、下記８－２および８－３の活動の機会を捉えて研究参

加者自身の研究を中心に事例を紹介し、議論・打ち合わせを行った。後述するワークショ

ップ 1 件の中止のために中国との交流が当初予定に比べ小規模になってしまったものの、

共同研究サブテーマは順調に増えている。まずソウル国立大学 Cheol-Seong Hwang 教授の

グループで進めていた半導体中の欠陥の挙動に関する理論計算結果の解析に、東京大学渡

邉聡教授のグループがイオン伝導体中の欠陥の解析に用いた結合状態解析が有望とわかり、

Hwang 教授グループの大学院生 1 名が東京大学に 3 ヶ月弱滞在して計算・解析を行った。

その結果、理論計算結果の物理的意味を明確にすることができた。この結果については、

詳細をさらに詰めた上で次年度には原著論文発表できる見込みである。次に、ソウル国立

大学 Shinhoo Kang 教授のグループで作成した試料を東京大学阿部英司准教授のグループ

で電子顕微鏡観察する共同研究が具体化し、Kang 教授グループの大学院生 1 名が 1 ヶ月弱

東京大学に滞在して実験を行った。この実験では十分な解像度の観察像を得るには至らな

かったため、次年度に再挑戦する方向で検討を進めている。この他にも、清華大学‐東京

大学間で 3 件、ソウル国立大学‐東京大学間で 1 件、共同研究の具体化に向けて打ち合わ

せが進んでいる。うち 2 件は、平成 22 年度に東京大学の大学院生を先方に派遣することが

ほぼ決まっている。 
 
８－２ セミナー 

6 月に「東京大学における清華大学ウィーク」という東京大学‐清華大学間の大規模な交

流イベントの中で本研究課題のワークショップを開催予定であったが、新型インフルエン

ザ流行のためにこのワークショップを含む清華大学ウィークの全イベントが中止となって

しまった。平成 22 年度に清華大学ウィークを開催することが決まったこともあってこのワ

ークショップを 21 年度中には開催できなかったことは遺憾である。しかし、以下の 2 回の

ワークショップを開催して交流を深めた。８－１に述べた共同研究の多くはこれらのセミ

ナーでの議論が契機となっている。 
１）清華大‐ソウル国立大‐東大材料系ワークショップを、清華大学にて開催した。この

ワークショップの形式とねらいは平成 20 年度のものに準じている。すなわち、学生ワーク

ショップの部は、分野横断的な視野を養うこと、国際的なコミュニケーション能力を高め

ること、および若手研究者間の国際人的ネットワークを構築することをねらった。運営は

清華大学の大学院生が主体的に行なったが、東京大学の大学院生も、清華大側と連絡を取

り合う等、通常の国際会議参加に比べると深い関わり方をした。並行して行なった教員ワ

ークショップの部は、システムを指向したマテリアル設計・創製について、様々な研究対

象について議論して理解を深め、横断的な指針導出を検討すると共に共同研究の具体化を

模索した。大学院生達は、講演・議論を通じてだけでなく、バンケットやエクスカージョ

ン等の場でも交流を深め、通常の国際会議参加よりずっと濃密な国際コミュニケーション
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を体験することができた。教員ワークショップも、昨年同様活発な議論があり、大学間相

互の理解および分野横断的な視野の拡大に有益であったが、具体的な共同研究につながっ

ている点で昨年以上の成果を挙げたといえる。 
２）テーマを絞り込んだワークショップとして、コーディネーターおよび関連教員による

相談の結果、具体的なトピックを「デバイス応用における絶縁膜および関連材料」に設定

して東京大学で開催した。マテリアルとしては様々な酸化物、デバイスとしては Si・Ge ト

ランジスタ、抵抗変化メモリ素子、原子スイッチ素子、アプローチとしては様々な実験と

第一原理計算を取り上げ、密度・専門性の高い議論を行った。なお、このワークショップ

の機会にデバイス・プロセスおよび第一原理計算の２つのアプローチに分かれて議論する

場も併せて設け、共同研究の一層の促進を図った。講演者と聴衆との間で大変白熱した議

論があり、バックグランドを異にする研究者がフォーカスしたテーマについて議論して理

解を深めるという目的は十分達成できたといえる。議論の中心となったのは主にシニア・

中堅の研究者であったが、白熱した議論を間近に経験したことは、若手研究者にとっても

大きな刺激になったと思われる。また、共同研究についても議論が進み、東京大学の大学

院生のソウル国立大への長期（数ヶ月）滞在について、具体的に話を進める合意を得るこ

とができた。 
 
８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 
１）ソウル国立大から東大に Kug-Sun Hong 教授（学科長）らが来訪し、学科間の研究教

育上の交流活動について議論した。本交流課題は大学院生を中心とした若手研究者の育成

に特に重点があるため、学科全体としてのバックアップを得ることは重要である。このた

め、Hong 学科長に本交流課題について理解頂き、学科としての協力の確約を得ることがで

きたのは収穫であった。この議論のフォローアップとして東京大学渡邉聡教授がソウル国

立大学を訪問し、同大側の本課題研究参加者数名の教員と議論したが、その際に Hwang 教

授グループから東大への大学院生派遣が具体的に浮上した。 
２）清華大から東大に Zhengjiun Zhang 教授（学科長）が来訪し、大学院生向けの講義、

関連研究者との議論を行なうと共に、学科間の研究教育交流活動について議論した。Zhang
学科長には昨年度から本交流課題に対して理解・協力を得ているが、本交流課題へのこの

今後の協力についても確約を得ることができた。このフォローアップとして東京大学渡邉

聡教授が清華大学を訪問し、新たな共同研究サブテーマ候補をはじめとして平成 22 年度の

交流活動について、一段と踏み込んだ打ち合わせをすることができた。 
３）国内交流では、8 月と 12 月に、本事業の中心となる研究者により研究内容や進捗状況、

今後の計画についてミーティングを行った。 
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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>

中国 

<人／人日>
合計 

日本 
<人／人日> 

実施計画  3/13 18/93 21/106 
実績 1/2 16/73 17/75 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 9/61  (15/60) 9/61 
実績 8/112 (15/71) 8/112

(15/71) 
中国 

<人／人日> 
実施計画 20/118   20/118 
実績 1/6 0/0 1/6 

合計 
<人／人日> 

実施計画 29/179 3/13 18/93 50/285 
実績 9/118 1/2 16/73

(15/71) 
26/193 
(15/71) 

 
 
９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

  20／58 <人／人日>    13／13  <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２０年度 研究終了年度 平成２４年度 
研究課題名 （和文）システム指向マテリアル設計・創製の研究 

（英文）Study on System-Oriented Materials Design and Creation 
日本側代表者 
氏名・所属・

職 

（和文）渡邉聡・東京大学大学院工学系研究科マテリアル工学専攻・教授 
（英文）Satoshi Watanabe, Department of Materials Engineering, 
School of Engineering, The University of Tokyo, Professor 

相手国側代表

者 
氏名・所属・

職 

Wei Pan, Department of Materials Science and Engineering, Tsinghua 
University, Professor 
Sang-Im Yoo, Department of Materials Science and Engineering, 
College of Engineering, Seoul National 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 中国 韓国 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 
 <人／人日> 

実施計画  2/30 2/10 4/40 
実績 0/0 0/0 0/0 

中国 
<人／人日> 

実施計画 2/50  0/0 2/50 
実績 0/0 0/0 0/0 

韓国 
<人／人日> 

実施計画 2/40 0/0  2/40 
実績 2/101 0/0 2/101 

合計 
<人／人日> 

実施計画 4/90 2/30 2/10 8/130 
実績 2/101 0/0 0/0 2/101 

② 国内での交流    0/0   人／人日 
２１年度の研

究交流活動及

び成果 
 

前年度に引き続き、システムとして性能を発揮するマテリアルの設計・創

製について、様々な応用先、様々なマテリアルの事例を研究参加者間で事

例を紹介し合い、議論した。ソウル国立大学と東京大学との間で 2 件の共

同研究活動が実施された他、清華大学と東京大学との間でも新たな共同研

究サブテーマの検討が進んでおり、分野横断的な議論が実を結びつつある。

日本側参加者数  
33 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

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

（ 韓  ）国（地域）側参加者数 
33 名 （１４－３（韓）国（地域）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－２ 
セミナー名 （和文）日本学術振興会アジア研究教育拠点事業 材料ワークショ

ップ（第５回清華大－ソウル国立大－東大材料系ワークショップ）

（英文）JSPS Asian CORE Program Workshop on advanced 
materials (5th workshop on advanced materials between 
Tsinghua Univ., Seoul National University and Univ. Tokyo) 

開催時期 平成２１年１０月１４日 ～ 平成２１年１０月１７日（４日間）

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）清華大学（北京、中国） 
（英文）Tsinghia University (Beijing, China) 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）渡邉聡・東京大学大学院工学系研究科・教授 
（ 英 文 ） Satoshi Watanabe, Department of Materials 

Engineering, The University of Tokyo 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(�日本以外で開催の場合) 

Hong Lin, Department of Materials Science and Engineering, 
Tsinghua University, Associate Professor 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（ 中国     ） 

 
日本 

<人／人日> 

A. 15/71
B. 0
C. 0

 
中国 

<人／人日> 

A. 0
B. 0
C. 19/65

 
韓国 

<人／人日> 

A. 0
B. 0
C. 15/71

 
合計 

<人／人日> 

A. 15/71
B. 0/0
C. 34/136

 
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 
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セミナー開催の目的 清華大学、ソウル国立大、東京大学の研究参加者が一同に会し、相

互理解を深める。学生セッションは、分野横断的な視野を養うと共

に、運営まで学生が主体的に行なうことにより、国際的なコミュニ

ケーション能力を高めることをねらい、また若手研究者間の国際人

的ネットワークを構築することを目指す。教員レベルセッション

は、システムを指向したマテリアル設計・創製について、様々な研

究対象について議論して理解を深め、横断的な指針導出の足がかり

を掴むと共に共同研究の可能性を探索する。 
セミナーの成果 大学院学生は、自分の研究対象と異なる研究に多数触れて分野横断

的な視野を広げると共に、研究発表に対する議論だけでなく、運営

に関する諸連絡、バンケット・レセプションや自主的な懇親会、研

究室見学や観光等の様々な場面において、通常の国際会議参加では

得られない、濃密な国際的なコミュニケーションを体験することが

できた。またこれらを通じて若手研究者の日中韓ネットワークを構

築する素地を築くことができた。教員の部では、多岐にわたるシス

テム・マテリアルに関するプレゼンテーションがあったが、活発な

議論があり、分野横断的なマテリアル設計の効率的な教育のヒント

を得る上で、また日中韓の共同研究を新たに始めるテーマの具体化

にむけて有益な意見交換ができた。 
セミナーの運営組織 3 国の開催責任者の監督の下、全体の運営は 3 国の大学院生で組織

された実行委員会が担当した。教員レベルのセッションは、本研究

交流課題の運営委員会の下で前記の中国側・日本側開催責任者に加

え韓国側開催責任者 Young-Chang Joo 教授（ソウル国立大）が企

画・運営を担当した。 
開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容              金額 
外国旅費                         1,904,600 
消費税                95,230 

（中  ）国

（地域）側 
内容              金額 
国内旅費（日本派遣者分）             1,200,000 
開催経費（印刷、バンケット、会場等）   200,000 

（韓  ）国

（地域）側 
内容              金額 
外国旅費                         1,500,000 
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整理番号 S－３ 
セミナー名 （和文）日本学術振興会アジア研究教育拠点事業 「デバイス応用

における絶縁膜および関連材料」ワークショップ 
（英文）JSPS Asian Core Program Workshop on Oxides and 
Related Materials in Device Applications 

開催時期 平成２１年１２月１７日 ～ 平成２１年１２月１７日（１日間）

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）東京大学本郷キャンパス（東京、日本） 
（英文）Hongo campus, The University of Tokyo (Tokyo, Japan)

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）渡邉聡・東京大学大学院工学系研究科・教授 
（ 英 文 ） Satoshi Watanabe, Department of Materials 

Engineering, The University of Tokyo 

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. 4/4
B. 0/0
C. 6/6

 
中国 

<人／人日> 

A. 0/0
B. 0/0
C. 0/0

 
韓国 

<人／人日> 

A. 2/6
B. 0/0
C. 0/0

 
合計 

<人／人日> 

A. 6/10
B. 0/0
C. 6/6

 
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 
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セミナー開催の目的 範囲を絞りつつ、アプローチ、ターゲット、マテリアルの点では多

様性を持たせたテーマを設定してより深い議論を行い、共同研究テ

ーマの探索・具体化を促進する。コーディネーターおよび関連教員

による相談の結果、具体的なトピックを「デバイス応用における絶

縁膜および関連材料」に設定して開催した。 

セミナーの成果 講演者と聴衆との間で大変白熱した議論があり、バックグランドを

異にする研究者がフォーカスしたテーマについて議論して理解を

深めるという目的は十分達成できたといえる。議論の中心となった

のは主にシニア・中堅の研究者であったが、白熱した議論を間近に

経験したことは、若手研究者にとっても大きな刺激になったと思わ

れる。また、共同研究についても議論が進み、東京大学の大学院生

のソウル国立大への長期（数ヶ月）滞在について、具体的に話を進

める合意を得ることができた。 
セミナーの運営組織 本研究交流課題の運営委員会の監督の下、具体的なテーマに合わせ

て決定した開催責任者が企画・運営した。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容              金額 
国内旅費                  70,980 
開催経費（印刷、会場等）             45,248 

（中  ）国

（地域）側 
内容              金額 
該当なし 

（韓  ）国

（地域）側 
内容              金額 
外国旅費                             200,000 
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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> 

中国 
<人／人日>

韓国 
<人／人日>

計 
<人／人日> 

日本 
<人／人日> 

実施計画  1/3 1/3 2/6 
実績 1/2 1/2 2/4 

中国 
<人／人日> 

実施計画 1/3  0/0 1/3 
実績 1/6 0/0 1/6 

韓国 
<人／人日> 

実施計画 1/3 0/0  1/3 
実績 4/5 0/0 4/5 

合計 
<人／人日> 

実施計画 2/6 1/3 1/3 4/12 
実績 5/11 1/2 1/2 7/15 

②  国内での交流      9/9 人／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 992,120  

外国旅費 2,292,710  

謝金   0  

備品・消耗品購入費 707,556  

その他経費 136,488  

外国旅費・謝金に係
る消費税   107,491  

計 4,236,365  

委託手数料   818,400  

合  計 5,054,765  
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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 

第２四半期 85,460 9/11 

第３四半期 2,489,634 27/92 

第４四半期 1,661,271 3/103 

計 4,236,365 39/206 

 
 
１３．平成２１年度相手国マッチングファンド使用額 
 

相手国名 
平成２１年度使用額 

[単位：現地通貨] 
（日本円換算額） 

中国 
120,000 [元     ] 

（   1,600,000 円相当） 

韓国 
21,000,000[ウォン   ] 
（  1,800,000 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。 
 


