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アジア研究教育拠点事業 
平成２４年度 実施計画書 

 

 

１．拠点機関拠点機関 

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．採用期間 

 平成 20年 4 月 1日～平成 25年 3 月 31 日 

（  5  年度目） 

 

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・原田昇 

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

WuHan University of Technology・武漢工科大学 

 経費負担区分：パターン 2 

 

（２）国名：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．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 

本研究交流課題を開始してからの 4年間に計 12回のセミナー・ワークショップ等を開催

し、研究参加者間で互いの研究に対する理解を深めた結果、いくつかの共同研究を新たに

始めることができた。具体的には、清華大学教員が平成 20年度（1名）と 22年度（1名）

に、ソウル国立大学、大学院生が 21年度（2名）と 22年度（1名）に、東京大学に滞在し

て実験等を行い、他方、平成 22年度に東京大学大学院生が 1名ずつ清華大学とソウル国立

大学に滞在して研究を実施した。また、本研究交流課題で培われたネットワークを利用し、

平成 22 年度から 23 年度にかけて清華大学大学院生が中国側経費によって東京大学に滞在

して実験を行っている。これらの共同研究による国際会議・原著論文発表も出始めている。

特に東京大学大学院生がソウル国立大学に滞在して行った共同研究は、ナノマテリアルの

電気特性を第一原理計算する新たな方法論の提案につながった。その後も開発した方法論

を応用した共同研究が続けられており、学術的に興味深い計算結果が得られつつある。ま

た、新たな共同研究に向け、平成 23年度に東京大学大学院生 1名がソウル国立大学に、ソ

ウル国立大学大学院生 2 名が東京大学に、それぞれ 1 週間滞在し、滞在先の研究手法等に

ついて議論して理解を深めた。以上のように、研究交流は順調に進んでいるといえる。 

一方、若手研究者の育成という点では、３大学材料系セミナーが、学生主体の運営で平

成 23年度もそれまでと同様に無事行われ、大学院生間の学術的議論にとどまらない相互交

流および国際経験の場として確立している。このセミナーに参加した大学院生がその後の

相手校訪問・滞在の機会にセミナーで知り合った相手校の大学院生と旧交を温める事例も

出てきており、若手研究者の国際経験の深まりと日中韓の若手研究者ネットワークの形成

に本研究交流課題の活動が有効に機能しているといえる。したがって、若手研究者育成の

面でも本研究交流課題は順調に進んでいるといえよう。 

 

７．平成２４年度研究交流目標 

（１）共同研究 

現在進行中の共同研究を引き続き推進するとともに、平成 22年度に新たに共同研究の可

能性を模索したテーマについては、開始の可否を含めて早急に細部を詰める。最終年度で

あることに鑑み、これまでの研究成果を整理し、取りまとめることにも注力する。特に、

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」およびこ

れに関連したトピックについて、上記の観点から、研究参加者間の議論および共同研究を

進めていく。以上に加え、本研究課題終了後も研究協力を続けていくことを念頭に、新た

な萌芽的研究テーマの探索も引き続き行う。 

これまでの活動を通じ、拠点機関の間には円滑に研究協力を進められる体制が整ったが、

上に述べた活動を推進すると共に本研究課題終了後の研究協力の進め方についても議論し、

本研究課題終了後も持続する研究協力体制を構築する。 
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（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、および大学院生の派遣・受け入れ

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。これらの活

動を通じて国際経験を積む若手研究者の数を増やすとともに、3国間学生ワークショップに

参加した者の中で意欲的な若手研究者に対しては、相手国拠点機関への派遣等、一層高度

な国際性を身につけさせる施策を引き続き進める。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を広げることをねらった相互講義について

も引き続き実施するとともに、最終年度であることに鑑み、本研究課題終了後のこれらの

活動の進め方について、3国の拠点機関の間で議論する。 
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８．平成２４年度研究交流計画状況 

 

８－１ 共同研究共同研究 

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 

交流予定人数 

（※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> 

 0/0 1/14 1/14 

中国 

<人／人日> 

2/34  0/0 2/34 

 

韓国 

<人／人日> 

3/42 0/0  3/42 

合計 

<人／人日> 

5/76 0/0 1/14 6/90 

② 国内での交流      5/5 人／人日 

日本側参加者数  

   ４３ 名 （１２－１ 日本側参加研究者リストを参照） 

（中国）側参加者数 

   ２４ 名 （１２－２ 相手国（ 中国 ）側参加研究者リストを参照） 

（韓国）側参加者数 

   ４７ 名 （１２－３ 相手国（ 韓国 ）側参加研究者リストを参照） 
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２４年度の研究

交流活動計画 

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する。これにより、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す。本年度は、最終年度であることに

鑑み、進行中の共同研究を加速し、本課題終了に向けたとりまとめを行

う。特に、小テーマの一つとして、酸化物を含むヘテロ構造の物性の観

点から様々なデバイスについて解析し、包括的な理解を試みる。他方、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い、本課題後の共同研究継続に向け

て新たな共同研究小テーマの探索を行う。 

２４年度の研究

交流活動から得

られることが期

待される成果 

特に電子デバイスやエネルギー変換デバイスを含むシステムに対し、よ

り効率的にマテリアルを設計できる指針が得られると期待される。また、

様々なマテリアルを俯瞰し、広い範囲のマテリアルから最適なものを選

択できる若手研究者を育成するための国際連携教育プログラムを整備す

る基盤が整えられると期待される。 
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８－２ 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「酸化物素子に関

するミニワークショップ」（仮題） 

（英文）JSPS Asian CORE Program “Workshop on Oxide Devices 

(tentative)” 

開催時期 平成２４年６月、９月または１２月（２日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）韓国、ソウル、ソウル国立大学構内（予定） 

（英文）Seoul National University, Seoul, Korea (tentative) 

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（仮） 

（英文）Satoshi WATANABE, School of Engineering, The University 

of Tokyo, Professor (tentative) 

相手国側開催責任者 

氏名・所属・職 

(※日本以外での開催の場合) 

Seungwu HAN, Department of Materials Science and Engineering  

Seoul National University, Associate Professor (tentative) 

 

参加者数 

   派遣先 

派遣元 

セミナー開催国 

（ 韓国（予定） ） 

日本 

<人／人日> 

A. 5/10 

B. 0/0 

C. 0/0 

韓国 

<人／人日> 

A. 0/0 

B. 0/0 

C. 5/8 

合計 

<人／人日> 

A. 5/10 

B. 0/0 

C. 5/8 

 

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 

デバイスにおける酸化物(特に絶縁膜)に特に注目しつつ、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行う。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

を図る。なお、詳細についてはコーディネーター間で今後調整し、その

中で、時期、セミナー名、実施責任者等は変更の可能性がある。 

期待される成果 デバイスにおける酸化物・絶縁膜について、原子配列・欠陥・界面と電

子状態・ナノスケール物性との相関などの点から参加者の理解をさらに

深めることにより、実施中の共同研究の加速および新たな小テーマの具

体化の促進が期待できる。また、参加する若手研究者には、国際会議で

の発表・議論を超えた国際コミュニケーション能力を高めると期待され

る。 

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、これまでこのミニワークショ

ップシリーズに協力してきた東京大学渡邉聡教授（コーディネーター）

が、ソウル国立大学Seungwu HAN准教授およびSang-Im YOO教授（コ

ーディネーター）と連絡・調整しながら企画・運営する。 

開催経費分担内

容と概算額 

日本側 内容              金額 

外国旅費                             420,000円 

その他（国内旅費、消費税等）          46,000円 

（韓国）側 内容              金額 

国内旅費                             150,000円 

開催経費（印刷、レセプション等）     100,000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 8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” (8th workshop on advanced materials between Tsinghua 

Univ., Seoul National University and Univ. Tokyo) 

開催時期 平成２４年１０月１７日 ～ 平成２４年１０月２０日（４日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）中国、北京または天津、未定 

（英文）To be decided, Beijing or Tianjin, 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, School of Engineering, The University 

of Tokyo, Professor 

相手国側開催責任者 

氏名・所属・職 

(※日本以外での開催の場合) 

Hong LIN, Department of Materials Science and Engineering, 

Tsinghua University, 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. 15/55 

B. 0/0 

C. 0/0 

中国 

<人／人日> 

A. 0/0 

B. 0/0 

C. 15/55 

韓国 

<人／人日> 

A. 0/0 

B. 0/0 

C. 15/55 

合計 

<人／人日> 

A. 15/55 

B. 0/0/ 

C. 30/110 

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。学生セッションは、前年度までと同様、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、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ねらう。教員レベルセッションは、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、本研究課題内の共同研究

の加速と課題終了後に向けた新規共同研究サブテーマの探索を図ると共

に、分野横断的な指針導出および教育について、現状に対する共通認識

を深める。 

期待される成果 若手研究者（大学院生、博士研究員等）にとっては、自分の研究対象と

異なる研究に多数触れ、また文化の違いによる視点・アプローチの違い

を知り、分野横断的な視野を広げること、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、国際コミュニケーシ

ョン能力を高めること、および合宿形式でインフォーマルにも親密な交

流を行なうことにより若手研究者の日中韓ネットワークを構築する素地

を築くことが期待される。 

教員レベルの研究参加者には、システムを指向したマテリアル設計・創

製という横断的観点からの議論を集中して行なうことにより、分野横断

的なマテリアル設計の効率的な教育に関する認識を深め、また日中韓の

共同研究について、実施中のものの加速と新たな小テーマ具体化の加速

が期待できる。 

セミナーの運営

組織 

清華大学側開催責任者が東京大学・ソウル国立大学側開催責任者と相談

の上で開催場所を確定した後、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する。教員レベルのセ

ッションの運営は本研究交流課題の運営委員会が担当する。 

開催経費分担内

容と概算額 

日本側 内容              金額 

外国旅費             2,000,000円 

その他（国内旅費、消費税等）       205,000円 

（中国）側 内容              金額 

国内旅費                          1,400,000円 

開催経費（印刷、バンケット等）    600,000円 

（韓国）側 内容              金額 

外国旅費                  2,000,000円 
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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「フォーカスワー

クショップ（仮題）」 

（ 英 文 ） JSPS Asian CORE Program “Focused Workshop 

(tentative)” 

開催時期 平成２４年１２月～平成２５年３月の間（２日間）（仮） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）日本、東京、東京大学構内（仮） 

（英文）The University of Tokyo, Tokyo, Japan (tentative) 

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 (仮) 

（英文）Satoshi WATANABE, School of Engineering, The University 

of Tokyo, Professor (tentative) 

相手国側開催責任者 

氏名・所属・職 

(※日本以外での開催の場合) 

 

 

参加者数 

   派遣先 

派遣元 

セミナー開催国 

（ 日本（仮）） 

日本 

<人／人日> 

A. 5/10 

B. 5/5 

C. 0/0 

中国 

<人／人日> 

A. 5/10 

B. 0/0 

C. 0/0 

韓国 

<人／人日> 

A. 5/10 

B. 0/0 

C. 0/0 

合計 

<人／人日> 

A. 15/30 

B. 5/5 

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。） 



12 

 

 

セミナー開催の

目的 

フォーカスした議題について少人数で緊密な議論を行う。具体的には、

(1)本研究課題の最終年度であることに鑑み、本課題内での共同研究を総

括し、今後の共同研究の展望および研究協力推進体制を議論する、また

は(2)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うという、S-1 と同

様の形のセミナーとする、という２つの可能性がある。現時点では(1)を

第一候補とするが、年度前半の進捗状況を踏まえ、コーディネーター間

で調整して最終的に決定する。 

期待される成果 (1)の形の場合、本研究課題の総まとめに向け、本課題内での成果と終了

後の活動に向けての課題を明確にできると期待される。(2)の形の場合、

共同研究の取りまとめに向けて集中して行なうべき対象やアプローチの

範囲を明確にできると期待でき、また、参加する若手研究者が国際会議

での発表・議論を超えた国際コミュニケーション能力を高められると期

待される。 

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でテーマの詳細をまず決定す

る。(1)の場合には本課題コーディネーターが開催責任者となり、(2)の場

合には本研究交流課題参加教員の中からテーマに応じて開催責任者を決

定し、企画・運営する。 

開催経費分担内

容と概算額 

日本側 内容              金額 

国内旅費                 450,000円 

開催経費（印刷、会場等）     500,000円 

（中国）側 内容              金額 

外国旅費                       1,000,000円 

（韓国）側 内容              金額 

外国旅費                         600,000円 
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８－３ 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 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> 

 1/5 1/2 2/7 

中国 

<人／人日> 

1/4   1/4 

韓国 

<人／人日> 

1/2   1/2 

合計 

<人／人日> 

2/6 1/5 1/2 4/13 

②  国内での交流    0/0   人／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 

Eun-Soo PARK, Seoul Nat’l 

Univ., Dept. Mater. Sci. & 

Engin., Assistant Professor 

東京大学（日本、

東京） 

平成 24年 10月

～12月の2日間 

 

大学院生向け講義 

 

Xiaozhong ZHANG 

Tsinghua Univ.,Dept. Mater. 

Sci. & Engin., Professor 

東京大学（日本、

東京） 

平成 24 年 6 月

の 4日間 
大学院生向け講義

および関連分野研

究参加者との議論 

澁田 靖 

東京大学大学院 工学系研究科 

講師 

清華大学（中国、

北京） 

平成 2４年４月

～6月の 5日間 
大学院生向け講義

および関連分野研

究参加者との議論 

阿部英司（予定） 

東京大学大学院 工学系研究科 

准教授 

ソウル国立大学

（韓国、ソウル） 

平成 25 年 1 月

～3月の 2日間 
大学院生向け講義 
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９．平成２４年度研究交流計画総人数・人日数 

９－１ 相手国との交流計画 

    派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

中国 

<人／人日> 

韓国 

<人／人日> 

合計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 
 16/60 7/26 23/86 

中国 

<人／人日> 
8/48  0/0 8/48 

韓国 

<人／人日> 
9/54 

0/0 

(15/55) 
 

9/54 

(15/55) 

合計 

<人／人日> 
17/102 

16/60 

(15/55) 
7/26 

40/188 

(15/55) 

 

※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（ ）

をのぞいた人数・人日数としてください。） 

 

９－２ 国内での交流計画 

10／15  <人／人日> 
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１０．平成２４年度経費使用見込み額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 1,555,000 国内旅費、外国旅費の合計は、

研究交流経費の５０％以上で
あること。 外国旅費 2,700,000 

謝金    0  

備品・消耗品購
入費 

1,760,000  

その他経費  950,000  

外国旅費・謝金
に係る消費税 

  135,000   

計 7,100,000 
研究交流経費配分額以内であ
ること 

委託手数料   710,000 

研究交流経費の１０％を上限
とし、必要な額であること。 
また、消費税額は内額とする。 

合  計 7,810,000  

 

 

 

 

１１．四半期毎の経費使用見込み額及び交流計画 

 経費使用見込み額（円） 交流計画人数<人／人日> 

第１四半期 1,105,000 8/33 

第２四半期  2,379,000 5/76 

第３四半期 2,375,000 16/57 

第４四半期 1,241,000 21/37 

合計 7,100,000 50/203 

 


