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平成２３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 側 ) 拠 点 機 関： 清華大学 

(韓 国 側 ) 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（ 4 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・北森武彦 

 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（拠点機関名・協力機関名は、和英併記願います。） 

（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 

 協力機関：（英・和文）Shanghai Institute of Ceramics・上海セラミクス研究所、 

Harbin Institute of Technology・ハルビン工科大学、 

WuHan University of Technology・武漢工科大学 
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 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・和文）Korea Institute of Science and Technology・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２３年度研究交流目標 

（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をブレ

イクダウンした小テーマの共同研究が平成 22 年度までに始まっているが、これを 23 年度

も推進する。また、テーマを絞ったセミナーにおいて核となりつつある「デバイスにおけ

る酸化物」といったテーマについて、視点の異なる研究参加者間の議論を引き続き進め、

横断的・俯瞰的な視点で理解を深めることにより、共同研究を加速するとともに、新たな

共同研究小テーマの探索も引き続き行う。拠点機関の間には既に円滑に研究協力を進めら

れる体制が整いつつあるが、上に述べた活動を推進することにより、この研究協力体制を

さらに強固にしていく。 

（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、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、および大学院生の１～数ヶ月の派

遣・受け入れにより、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点については、大学院生が年々入れ替わっていくことに鑑みてこ

れまで通り続けていく。本研究交流課題の活動にこれまで参加した者の中で意欲的な者に

は、別な形で引き続き活動に参加させることにより、一層高度な国際性を身につけさせる

ことを目指すと共に、活動全体の水準を少しずつ引き上げていくことをねらう。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は、相手校での講義を引き続き進める中で、またセミナーの機

会の議論の中で、共通認識を深めていく。 

 

 

７．平成２３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ください。） 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

「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をブレイ

クダウンした小テーマについての共同研究は軌道に乗ってきており、若手研究者育成とい

う教育面での協力を重点にスタートした本課題において研究面でも協力体制の構築が順調

に進んでいるといえる。平成 22年度から 23年度にかけて（途中中断時期あり）、清華大学

側の研究経費による東大への大学院生派遣を受け入れたことは、本課題の活動を軸にして、

本課題の枠を超えた研究協力体制ができつつあることを示しているといえよう。また、平

成 23年 3月の東日本大震災により本課題の活動にも一部支障が生じたが、他方でこの震災

はこれまで構築してきた協力体制の絆の強さを認識する機会ともなった。清華大学および

ソウル国立大学の研究参加者から支援の申し出を多数受け、これを受けて東京大学側の研

究参加者がソウル国立大学側の研究参加者所有の計算機クラスタを 2 か月ほど研究に使用

した。以上から、研究協力体制を平成 22年度よりさらに強固にしていくという目標は達成

されたといえる。 
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７－２ 学術面の成果 

平成 22年度に、ソウル国立大学と東京大学との共同研究により金属－絶縁体－金属接合

系の電場印加状態を第一原理計算する新しい方法論を提案したが、23 年度はこの方法論を

いくつかの具体的な系に応用した計算と解析を進め、その結果をまとめた原著論文を

Physical Review B 誌に発表した。この論文は同誌の Editor’s Suggestionに採択され、高

く評価されている。さらに、この方法論を用いてインパクトの高いテーマについて計算・

解析の共同研究を進めた。この計算・解析については 24年度も引き続き共同研究を実施す

る予定であるが、既に結果はまとまってきており、平成 24年度には原著論文発表できる見

込みである。このように、学術面でも成果が上がりつつある。 

 

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は、前年度までと同様に開催

した。23 年度は東京大学がホストであったため、東大側大学院生は幹事を中心に清華

大・ソウル国立大側の大学院生達と様々な場面でコミュニケーションすることとなり、

密度の濃い国際コミュニケーション体験を持つことができた。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についても、若手研究者を多数講演者に含めること

ができ、所期の目的を達成できたと考えている。 

他方、東日本大震災の影響もあって大学院生の１～数ヶ月の派遣・受け入れについて

は、予定通り実施することはできなかった部分も多かった。しかし、「本研究交流課題

の活動にこれまで参加した者の中で意欲的な者に別な形で引き続き活動に参加させる」

ことも目的として実施した共同研究準備段階の大学院生相互派遣（1週間程度）は、派

遣された大学院生に濃密な国際コミュニケーションを体験させただけでなく、3国間学

生ワークショップでできた学生間のつながりを生かし、強化することにもつながり、こ

の点で一定の成果が上げられたといえる。  

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も、相手校での講義を引き続き進めることがで

き、またソウル国立大学との間の遠隔講義も実施したことにより、共通認識が深まった。 

 

７－４ 社会貢献 

 上記７－１および７－３に述べたように、教員レベルでの協力体制も、若手研究者レベ

ルの日中韓ネットワークも本課題のこれまでの活動を通じて一段と強まったといえる。こ

のことは、アジア地域内の連携を強化していくことに寄与すると考えられる。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

 平成 22年度までの活動では、学術面の成果がないことが課題であったが、７－２で述べ

たようにこの点は解決しつつある。本課題があと 1年を残すのみとなったことに鑑みると、

本課題で構築した研究協力体制を本課題終了後にどのように維持・発展させていくか、そ
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の具体的な形を検討することが当面の重要な課題といえる。 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２３年度論文総数     １本 

 相手国参加研究者との共著   １本 

  （※ 「本事業名が明記されているもの」を計上・記入してください。）   

  （※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入してください。） 

 

 

８．平成２３年度研究交流実績概要 

 ※「１０．平成２３年度研究交流実績状況」の概要について記載してください。 

８－１ 共同研究 

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・打ち合わせをする活動は本年度も継続して行った。この活動は共同研究の活

性化に大いに役立ち、後述するように Seungwu Han 准教授（ソウル国立大学）と渡邉聡教

授（本研究課題東大側コーディネータ）との共同研究の新たな展開につながった他、以前

に着手していた Eun Soo Park准教授（ソウル国立大学）と阿部英司准教授（東京大学）と

の共同研究の活性化につながり、後者についてはソウル国立大学の学生 1名が東京大学に 2

週間滞在して実験を行った。また、各校の新任教員や助教・博士研究員・技術職員らにも

交流の輪を広げたことは、若手研究者の活性化に役立つと共に、コーディネータをはじめ

とするシニアな教員にも刺激となった。吉田豊信教授（東京大学）と Xiaoshan Ning 准教

授（清華大学）については、前年度行った実験の解析を進めるにとどまったが、平成 22年

度から始まった Seungwu Han 准教授（ソウル国立大学）と渡邉聡教授（本研究課題東大側

コーディネータ）との共同研究は、Physical Review B誌への原著論文発表に結実した。こ

の論文は同誌の Editor’s suggestionに選ばれるなど、高く評価されている。さらに、こ

の論文で提案した電場印加状態の新規電子状態計算法を応用する対象に関して、８－２の

機会に Cheol-Seong Hwang 教授（ソウル国立大学）から興味深い示唆を得た。この示唆に

基づく計算・解析を現在進めており、平成 24年度には原著論文発表および国際会議発表で

きる見込みである。 

Han 准教授と渡邉教授との共同研究をさらに緊密に進めるために計画していたソウル国

立大学の大学院生の東京大学への派遣については、東日本大震災の影響で夏期休暇中の実

施を見合わせた結果、諸事情のために実施できなくなってしまった。そこで他の学生を派

遣しての共同研究の可能性を探るため、東京大学の学生 1 名をソウル国立大学に、ソウル

国立大学の学生 2 名を東京大学に、それぞれ 1 週間程度派遣し、共同研究の準備を進める

とともに、両校の大学院生間の交流を一層深めた。 

山口周教授（東京大学）と Wei Pan 教授（清華大側コーディネータ）の共同研究につい

ては、本研究課題の経費でなく清華大学側の経費によって清華大学の学生 1 名が東京大学

に滞在し、実験を行った。 
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８－２ セミナー 

１）清華大‐ソウル国立大‐東大材料系ワークショップを、本研究交流課題の主催により

東京大学で開催した。学生主導で企画・プログラム編成からプロシーディング発行まで運

営する学生セッションと教員レベルのセッションを並行して開催した点もこれまでと同様

である。今回も、大学院生の国際コミュニケーション体験の場および若手研究者の日中韓

ネットワーク構築の場として十分に機能した。また、教員レベルの研究参加者間の相互理

解を一段と進めることに役立ったのも前回までと同様であるが、ワークショップに参加し

た Eun Soo Park准教授は期間中に阿部英司准教授との打ち合わせの時間を持ち、これによ

りソウル国立大学側の大学院生を東大に派遣する方針が決まったことから、ワークショッ

プの機会が共同研究の加速に大いに役立ったといえる。 

２）テーマを絞り込んだ比較的小規模なフォーカスワークショップは、2件開催した。その

うちの１件は、年度当初に既に確定していた、絶縁膜・酸化物に関連したワークショップ

であり、５月末に東京大学で開催した。前述のように、この時の Cheol-Seong Hwang教授

（ソウル国立大学）と渡邉聡教授（東京大学）のグループとの議論は、共同研究の新たな

展開につながっている。また、23 年度前半の様々なスケジュールを東日本大震災のために

変更せざるを得なかった中でこのワークショップを予定の時期・場所で開催でき、ソウル

国立大学から教員 1 名と大学院生 3 名が東京大学を訪問したことは、東大側コーディネー

タをはじめ関係者を力づけるニュースであった。 

もう１件のワークショップについては、上記のように様々なスケジュールがずれ込んだ

こと、他方、東大側研究参加者である山口周教授よりソウル大側研究参加者を交えた固体

欠陥化学に関するワークショップ開催の新たな提案があり、これが本研究交流課題にとっ

て大変有益であると判断したことから、内容は当初予定から変更し、東京大学とソウル国

立大学の参加者を中心とし、固体欠陥化学をテーマとして 2012年 3月に開催した。山口周

教授をはじめとする東大側メンバーとHan-Ill Yoo教授をはじめとするソウル国立大学側メ

ンバーとの間の研究交流を深めることができただけでなく、韓国側からはソウル国立大学

を兼任しているManfred Martin教授や協力機関である KISTの研究者、日本側からは拠点

機関内であるが本研究交流課題を担当しているマテリアル工学専攻以外の専攻や東北大学

からの研究者を講演者に迎えることにより、固体欠陥化学をより多様な側面から議論する

ことができ、大変有意義なワークショップとなった。 

 また若手研究者育成の観点では、博士課程学生だけでなく、優秀な修士課程学生、助教、

博士研究員など、いろいろな立場の若手研究者が上記セミナーにおいて密度の濃い討論に

参加したことは、期待通り拠点全体の活性化に有効に作用したと思われる。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

１）清華大学側及びソウル国立大学側との調整の結果、ソウル国立大から Cheol-Seong 

Hwang教授、Sang-Koog Kim教授、Nong-Moon Hwang教授の 3名が、東大から清華大

学には渡邉聡教授が、それぞれ訪問して若手研究者育成の一環として大学院生向け講義を
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行ない、また関連分野の本研究参加者と議論した。また、本研究交流課題の経費による活

動ではないが、ソウル国立大学工学部と東京大学工学系研究科との間で進めている遠隔講

義の 23年度冬学期開講科目の１つをソウル国立大学側研究参加者であるKisuk Kang准教

授が担当した。講義は主にインターネットを介した TV会議システムを利用して行われたが、

１回は同准教授が東京大学を訪問して行われた。以上のように大学院生向け講義も総数と

しては当初予定以上に実施され、教育における連携をさらに強化したと共に、関係者間の

交流を深めることができた。 

２）３大学間学生ワークショップ、2011 年 5 月および 2012 年 3 月の小規模ワークショッ

プ、および渡邉教授の大学院講義のための清華大学訪問の機会に、本研究課題の今後の進

め方等について、コーディネータを中心に拠点機関間で協議した。この中で平成 24年度の

交流計画の概要をある程度固めることができたと共に、本研究交流課題終了後にどのよう

に協力体制を維持するかについても、検討を始めた。 
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９．平成２３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> 

中国 

<人／人日> 

韓国 

<人／人日> 

 

<人／人日> 

 

<人／人日> 
合計 

日本 

<人／人日> 

実施計画  7/42 2/42   9/84 

実績 1/3 2/10   3/13 

中国 

<人／人日> 

実施計画 18/127 

（1/30） 

 0/0   18/127 

（1/30） 

実績 15/75    15/75 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 19/102 0/0    19/102 

実績 31/144    31/144 

 

<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 37/229 

（1/30） 

7/42 2/42   46/313 

（1/30） 

実績 46/219 1/3 2/10   49/232 

 

※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 ／ 65  <人／人>  61 ／129 <人／人日> 
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１０．平成２３年度研究交流実績状況 

１０－１ 共同研究 

―研究課題ごとに作成してください。― 

整理番号 R－1 研究開始年度 平成 20年 研究終了年度 平成 24年 

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  1/30  1/40 2/70 

実績   0/0  2/10  2/10 

中国 

<人／人日> 

実施計画 2/70（1/30）   0/0 2/70(1/30) 

実績 0/0  0/0  0/0 

韓国 

<人／人日> 

実施計画  1/40  0/0  1/40 

実績  3/31   3/31 

合計 

<人／人日> 

実施計画  3/110 1/30  1/40 5/180(1/30) 

実績  3/31   0/0   2/10  5/41 

② 国内での交流       21人／40人日 

２３年度の研

究交流活動 

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調査検討した。特に第一原理計算や電

子顕微鏡観察といった微視的解析手法を用いて、既存システムと大きく異

なる未知のシステムに対して効率的にマテリアル設計・創製できる指針の

導出を目指した、共同研究を推進した。一方で、3国の研究参加者間での事

例紹介や議論は、新任教員や助教・博士研究員レベルの参加者も交えて引

き続き行った。 

研究交流活動

成果 

電圧印加下の電子状態計算に関する共同研究の成果が原著論文に結実した

が、これは今後様々なマテリアルの設計に有用になると期待される。また、

研究参加者間の議論の中で、共同研究の新たな展開も生まれた。これらの

研究活動は、様々なマテリアルを俯瞰できる若手研究者を育成するカリキ

ュラム・講義を整備する手がかりにもつながった。 
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日本側参加者数  

42 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

（ 中国 ）国（地域）側参加者数 

23 名 （１４－２（中）国（地域）側参加研究者リストを参照） 

（ 韓国 ）国（地域）側参加者数 

42 名 （１４－３（韓）国（地域）側参加研究者リストを参照） 



 11 

１０－２ セミナー 

 

整理番号 S－1 

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 新規素子におけ

る酸化物および関連物質に関するソウル国立大‐東大ミニワーク

ショップ 

（英文）JSPS Asian Core Program SNU-UT Mini-workshop on 

Oxides and Related Materials in Novel Devices 

開催時期 平成 23年 5月 30日 ～ 平成 23年 5月 31日（2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）The University of Tokyo Hongo Campus 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）鳥海 明 東京大学大学院工学系研究科 教授  

（英文）Akira Toriumi, School of Engineering, The University of 

Tokyo, 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. 12/18 

B. 0/0 

C. 0/0 

韓国 

 

<人／人日> 

A. 3/9 

B. 1/3 

C. 0/0 

 

 

<人／人日> 

A.  

B.  

C.  

 

合計 

<人／人日> 

A. 15/27 

B. 1/3 

C. 0/0 

 

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 最先端MOSデバイスおよび抵抗変化素子における酸化物に焦点を

あてつつ、アプローチ、ターゲット、マテリアルの点では多様性を

持たせたミニワークショップを昨年度までに引き続いて開催した。

対象に対する理解を広め、深めると共に、実施中の共同研究小テー

マの促進と新たな小テーマの探索・具体化を図った。若手研究者の

育成に資するため、講演者および座長は大学院生、博士研究員、若

手教職員が務めたが、日韓のシニア教員も出席し、講演に対する討

論の活性化に貢献するとともに、共同研究の活性化のための討論を

行った。 

 

セミナーの成果 過去のミニワークショップにも参加していた者が多かったため、日

韓の各グループのこれまでの研究の流れを踏まえた討論ができた。

このため、デバイスにおける酸化物・絶縁膜について、参加者の理

解をさらに深め、広げることができた。また、期待通りに通常の国

際会議より密度の濃い議論を行うことができ、若手研究者を刺激

し、また国際コミュニケーション能力を高めること上で有益であっ

た。休憩時間等の機会を利用して様々な議論をする中で、今後の新

たな研究展開につながる話題も出てきた。よって、共同研究の加速

という点でも有益であった。 

セミナーの運営組織 東大側開催責任者が中心となり、東大側およびソウル国立大側コー

ディネータおよびソウル国立大側開催責任者（Cheol-Seong 

Hwang教授）と連絡調整しながら運営した。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容              金額 

国内旅費            110,680円 

会議費             133,399円 

合計              244,079円 

（韓国）国

（地域）側 

内容              金額 

海外旅費                        220,000円 
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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７回清華大‐国立ソウル大－東大材料系ワークショップ） 

（英文） JSPS Asian Core Program Workshop / The 7th 

UT-SNU-UT Student Workshop –Advanced Studies in Materials 

Science and Engineering- 

開催時期 平成 23年 10月 19日 ～ 平成 23年 10月 22日（4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）The University of Tokyo Hongo Campus 

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, School of Engineering, The 

University of Tokyo, 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. 17/51 

B. 12/24 

C. 0/0 

 

中国 

<人／人日> 

A. 15/75 

B. 0/0 

C. 0/0 

 

韓国 

<人／人日> 

A. 15/73 

B. 0/0 

C. 0/0 

 

合計 

<人／人日> 

A.    47/199 

B.   12/24 

C. 0/0 

 

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 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

互理解を深める目的で開催した。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した。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、共同研究の加

速・拡大を図ると共に、分野横断的な指針導出および教育について

共通認識を深めることをねらった。 

 

セミナーの成果 若手研究者（大学院生）にとっては、自分と異なる研究に多数触れ、

また視点・アプローチの違いを知り、分野横断的な視野を広げる良

い機会となった。また、運営に携わることにより単なる学会発表で

は得られない国際連携活動を経験し、都内観光をはじめとしたイン

フォーマルな機会での親密な交流により、国際コミュニケーション

能力向上と若手研究者の日中韓ネットワークの構築にも有益であ

った。教員レベルの研究参加者には、分野横断的な議論により通常

の国際集会とは異なる刺激を互いに受けると共に、日中韓の共同研

究および教育活動について、実施中のものの加速につながる打合せ

ができた。 

セミナーの運営組織 東大、清華大、ソウル国立大のコーディネータおよび開催責任者（清

華大はHong Lin准教授、ソウル国立大は Seungwu Han准教授）

が全体の調整および教員セッションの運営を担当し、これらの教員

の監督のもと、3大学の学生幹事が学生セッションを運営した。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容              金額 

国内旅費            1,887,628円  

会議費             1,148,476円 

消耗品               96,401円 

その他               301,485円 

合計                3,433,990円 

（中国）国

（地域）側 

内容              金額 

海外旅費            1,750,000円 

（韓国）国

（地域）側 

内容              金額 

海外旅費             900,000円 



 15 

 

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 欠陥化学に関する  

東大－ソウル国立大セミナー 

（英文）JSPS Asian CORE Program UT-SNU seminar on Defect 

Chemical Nature of Advanced Materials 

開催時期 平成 24年 3月 29日 ～ 平成 24年 3月 31日（3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 

（英文）The University of Tokyo, Hongo Campus Tokyo, Japan 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）山口周・東京大学大学院工学系研究科 教授 

（英文）Shu Yamaguchi・School of Engineering, The University of 

Tokyo・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. 11/20 

B. 9/16 

C. 0/0 

 

韓国 

<人／人日> 

A. 7/21 

B. 0/0 

C. 0/0 

 

 

<人／人日> 

A.  

B.  

C.  

 

合計 

<人／人日> 

A. 18/41 

B. 9/16 

C. 0/0 

 

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 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・具体化を促進する目的で開催した。具体的なテーマは

固体マテリアルの物性において重要な欠陥化学とし、対象とするマ

テリアルは様々なものを取り上げ、また様々な実験・計算手法の専

門家が会して議論することにより、多面的に理解を深めることをね

らった。 

セミナーの成果 固体マテリアルにおける欠陥化学について、様々なアプローチ・対

象の講演とそれに対する議論を行うことができ、参加者はより広い

視野から一段と深い理解が得ることができた。また、今後の研究協

力の重要性について改めて認識を強めることができた。他方、参加

する若手研究者には、比較的長い講演時間と濃密な討論に加えて、

レセプション等での国際コミュニケーションも緊密であったため、

国際経験として有益な機会となった。 

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、本研究交流課題参加教員

である山口周教授（東大）が同じく参加教員である Han-Ill Yoo教

授（SNUT）と緊密に連絡を取って企画・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            315,460円 

会議費             268,243円 

合計              583,703円 

（韓国 ）国

（地域）側 

内容              金額 

海外旅費            520,000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> 

中国 

<人／人日> 

韓国 

<人／人日> 

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  1/2 1/2 2/4 

実績 1/3 0/0 1/3 

中国 

<人／人日> 

実施計画 1/2  0/0 1/2 

実績 0/0 0/0 0/0 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 1/3   1/3 

実績 3/10  3/10 

合計 

<人／人日> 

実施計画 2/5 1/2 1/2 4/9 

実績 3/10 1/3 0/0 4/13 

②  国内での交流       0人／0人日 

 

所属・職名 

派遣者名 

派遣・受入先 

（国・都市・機関） 
派遣時期 用務・目的等 

ソウル国立大学 

教 授 Cheol-Seong 

Hwang 

東京大学(日

本・東京) 

平成 23年 5月

30 日～6 月 1

日 

大学院生向け講義および S-1への参加 

 

ソウル国立大学 

教授 Sang-Koog Kim 

東京大学(日

本・東京) 

平成 23 年 11

月18日～22日 

大学院向け講義および関連分野の研究

参加者との議論 

ソウル国立大学・教

授 Hwang Nong-Moon 

東京大学(日

本・東京) 

平成 24年 1月

30日～31日 

大学院向け講義および関連分野の研究

参加者との議論 

東京大学・教授 

渡邉 聡 

清華大学（中

国・北京） 

平成 24年 3月

19日～21日 

大学院向け講義および今後の研究交流

活動に関する議論 
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１１．平成２３年度経費使用総額 

 経費内訳 金額（円） 備考 

研究交流経費 
国内旅費 2,684,368  

外国旅費 380,445  

謝金 0  

備品・消耗品購入費 582,298  

その他経費 2,400,526  

外国旅費・謝金等に
係る消費税 

8,070  

計 6,055,707  

委託手数料 900,000  

合  計 6,955,707  

 

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 244,079 16/30 

第２四半期 0         0/0 

第３四半期 3,571,768        60/228 

第４四半期 2,239,860        34/103 

計 6,055,707       110/361 

 

１３．平成２３年度相手国マッチングファンド使用額 

相手国名 
平成２３年度使用額 

（日本円換算額） [単位：現地通貨] 

中国 1,800,000 
[  元   ] 

 140,000 

韓国 2,100,000 
[ ウォン ] 

29,500,000 

※ 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。 


