
拠点大学交流事業 
平成２０年度 実施報告書 

 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 大 学 ： 豊橋技術科学大学 
韓 国 側 拠 点 大 学 ： 韓国技術教育大学校 

 
２．研究交流課題名 

（和文）：  次世代半導体開発                                  
                   （交流分野：半導体           ）  
（英文）：  R&D of Advanced Semiconductor                           

                   （交流分野：Semiconductor        ）  
 研究交流課題に係るホームページ：http://www.tut.ac.jp/intr/in03/index.html 
 
 
３．開始年度 
平成１１年度（ １０年目） 
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点大学：豊橋技術科学大学 
 実施組織代表者：榊 佳之 豊橋技術科学大学 学長 
 コーディネーター：石田 誠 豊橋技術科学大学 電気・電子工学系・教授 
 協力大学：北海道大学、東北大学、群馬大学、茨城大学、東京大学、東京工業大学、東

京農工大学、横浜国立大学、山梨大学、新潟大学、静岡大学、名古屋大学、

名古屋工業大学、岐阜大学、京都大学、奈良先端科学技術大学院大学、大阪

大学、和歌山大学、広島大学、山口大学、佐賀大学、大分大学、九州工業大学、

大学共同利用機関法人自然科学研究機構、函館工業高等専門学校、石川工業高等専門

学校、長野工業高等専門学校、鈴鹿工業高等専門学校、和歌山工業高等専門

学校、奈良工業高等専門学校、舞鶴工業高等専門学校、詫間電波工業高等専

門学校、熊本電波工業高等専門学校、大阪府立大学、兵庫県立大学、日本大

学、工学院大学、中部大学、名城大学、立命館大学、慶応義塾大学、成蹊大

学、創価大学、東海大学、龍谷大学、高知工科大学、愛知工業大学、芝浦工

業大学、武蔵工業大学、独立行政法人産業技術総合研究所、独立行政法人物質・材料研

究機構、独立行政法人理化学研究所 
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運営体制 

拠点大学学術交流実行委員会 

石田  誠（日本側コーディネーター） 

金   熙濬（日本側サブコーディネーター） 

若原 昭浩（日本側サブコーディネーター） 

澤田 和明（日本側サブコーディネーター） 

朴  康司（日本側サブコーディネーター） 

神野 清勝（国際交流委員会委員長） 

吉田  明（名誉コーディネーター） 

 

日韓共同運営委員会 

石田 誠（コーディネーター）         Kwang-Sun Kim 

（韓国側代表者兼韓国側コーディネーター） 

金  熙濬（日本側サブコーディネーター）  Hwa-il  Seo（韓国側サブコーディネーター） 

若原 昭浩（日本側サブコーディネーター）  Ho-Jung Chang（韓国側サブコーディネーター） 

澤田 和明（日本側サブコーディネーター）  Kyung-Hwa  Rim（韓国側サブコーディネーター） 

朴  康司（日本側サブコーディネーター） Kang-Ho  Ahn（韓国側サブコーディネーター） 

 

 

 

拠点大学交流事業計画運営委員会(委員：１５名) 

委員長：豊橋技術科学大学電気・電子工学系･教授   石田  誠 

 

豊橋技術科学大学･未来技術流動研究センター長   田中  三郎 

豊橋技術科学大学･電気･電子工学系･教授       若原 昭浩 

豊橋技術科学大学･電気･電子工学系･教授       澤田 和明 

豊橋技術科学大学･エコロジー工学系・准教授      金  煕濬 

豊橋技術科学大学・名誉教授             吉田  明 

豊橋技術科学大学･名誉教授                  米津 宏雄 

東京大学・総長                    小宮山 宏 

高知工科大学・総合研究所・教授           安田 幸夫 

中部大学・工学部・教授              梅野 正義 

産業技術総合研究所・次世代半導体研究センター長  廣瀬 全孝 

東北大学・電気通信研究所･教授              坪内 和夫 

京都大学・名誉教授                          松波 弘之 

大阪大学・大学院基礎工学研究科・教授         奥山 雅則 

自然科学研究機構・分子科学研究所･教授           宇理須 恒雄 
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事務組織： 

 
相手国側実施組織（拠点大学名・協力大学名は、和英併記願います。） 
拠点大学：（英文）Korea University of Technology & Education 

      （和文）韓国技術教育大学校 
実施組織代表者：（英文）Kwang-Sun Kim, Korea Univ. of Tech. & Edu., Professor 

 コーディネーター：（英文）Kwang-Sun Kim, Korea Univ. of Tech. & Edu., Professor 
 協力大学：（英文） Andong National University，Cheju National University，Chonbuk 

National University ， Chonnam National University, Chungnam 

Technopark, Dankook University, Dongseo University, Electronics & 

Telecommunications Research Institute, Gyeongsang National 

University, Hanyang University, Hongik University, Hoseo University, 

Inha University, Kei-myung University, Kongju National University, 

Kookmin University, Korea Advanced Inst. of Science & Technology, 

Korea Electronics Technology Institute, Korea Institute of Ceramic 

Engineering & Technology, Korea Insti. of Environ. Science and 

Technology, Korea Institute of Science & Technology, 

                     Korea Research Institute of Chemical Technology, Korea Research 

Institute of Standard & Science, Korea University, Kumoh National 

University of Technology, Kyounggi University, Kyungil University, 

Kyungju University, Kyungpook National University, Kyungsung University, 

Kyungwon University, Ministry of Commerce, Industry & Energy, Mokpo 
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National University, Mokwon University, Pohang University of Science 

& Technology, Pukyoung National University, Pusan National 

University, Sangmyung University, Seoul National University, Seoul 

National University of Technology, Silla University, Soonchunhyang 

University, Soong Sil University, Sunchon National University, 

Sunmoon University, The University of Suwon, Tongmyong Univ. of 

Information Technology, The University of Ulsan, University of 

Seoul, Yeungnam University, Yonsei University, Yonsu National 

University, Myungji University  

      
 協力大学（和文）：安東大学校、済洲大学校、全北大学校、全南大学校、忠南ﾃｸﾉﾊﾟｰｸ、壇国大学校、 

東西大学校、韓国電子通信研究所、慶尚大学校、漢陽大学校、弘益大学校、 

湖西大学校、仁荷大学校、啓明大学校、公州大学校、国民大学校、韓国先端科学

技術院、韓国電子技術研究所、韓国窯業技術研究所、韓国環境研究院、韓国科学

技術研究院、韓国化学研究所、韓国標準化学研究院、高麗大学校、金鳥工科大学

校、京畿大学校、慶一大学校、慶洲大学校、慶北大学校、 暻園大学校、慶星大学

校、通商産業・エネルギー省、木浦大学校、牧園大学校、浦項工科大学校、釜慶

大学校、釜山大学校、祥明大学校、ソウル大学校、ソウル産業大学校、新羅大学

校、順天郷大学校、崇実大学校、順天大学校、鮮文大学校、水原大学校、東明情

報大学校、蔚山大学校、ソウル市立大学校、嶺南大学校、延世大学校、麗水大学

校、明知大学校 
 
５．全期間を通じた研究交流目標 
１）日韓両国の本事業メンバーが相手国研究者を訪問し、直接情報収集・交換を行い、

相手国研究開発状況を相互に認識・現状把握することにより問題点を明らかにし、次

世代半導体技術開発研究の発展に寄与する。 
 
２）次世代半導体技術開発研究はますます巨大化するとともに研究分野は広範囲に及び、

従来の概念にとらわれない新規開発研究が必須となっている。専門分野を異にする本

事業研究者間の研究成果を直接相互に伝え討論を活発に行い新たな研究開発を有効に

促進するため、本事業では、定例セミナーを毎年日韓両国にて交互に開催するととも

に、研究打合会を適宜開催する。 
 
３）研究者メンバー間の共同研究を推進し新規研究開発を有効に進め、新産業創出を目

指すべく関連情報・成果を広く提供・公表を行う。 
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６．平成２０年度研究交流目標 
本交流事業は、平成 19 年度に引き続き、2 国間における共同研究および研究者交流事業

により構成されるが、本年度で最終年度となるので、これまでの 10 年間の集大成を行う。

そして本事業の修了後もこれまで培ってきた交流の成果による共同研究体制、人脈を維持

していく方法についても２国間で検討し、これまでの研究交流をさらに推進していきたい。 
 平成 20 年度は、これまでの 10 年間の研究者交流と討論の集約の機会として、すべての

研究者が一同に集まれるように、昨年の韓国釜山での日韓共同セミナーに引き続き、函館

にて本セミナーを開催する。これにより日韓両国の研究者間の情報交換を進めるともに、

日韓両国の研究成果発表に基づく実質的な討論を推進、総括し、これまで進めてきた共同

研究（A）および（B）の研究分野に関する実態調査研究と、日韓両国間における知的情報

交換と集中的な討論の結果として、共同研究（B）の中から研究課題を抽出し、最後のプロ

ジェクト研究の提案と今後の進め方検討する。 
 
７．平成２０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下さい。） 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

本事業では、両国間の連携を緊密にするため、両国のコアメンバーを中心とした研究者

のネットワークの構築を進めてきた。平成 16 年度より、新たにメンバーに加わった若手研

究者の交流も定着し、上記研究者間の共同研究実施、相互訪問による討議を円滑に行うた

め、日韓両国のコーディネーターおよびサブコーディネーターが、新たな国際共同研究課

題の発掘や、研究予算獲得のための情報交換を緊密に行ってきた。平成 20 年度は、韓国側

のメンバーによる大型プロジェクトが開始されるなど、具体的な動きが現れてきた。 

さらに、拠点交流事業外ではあるが、日本側拠点校の豊橋技術科学大学と韓国側拠点校

の韓国技術教育大学校との間で、事務担当者の長期交換滞在を実施し、事務担当者間の情

報の共有と連携強化を図ってきた。平成 20 年度は、9 月 1 日より 12 日間 韓国技術教育

大学校から豊橋技術科学大学へ、情報処理および技術教育担当の技術職員２名が派遣され

ている。 

以上の研究協力体制の下、現在では各メンバーが直接的に相互に電子メール、電話など

で連絡をとり共同研究を実施してきた。特に、各メンバーの研究設備を相互に利用した形

態の日韓共同研究が増え、本交流事業開始当初は、研究情報調査が共同研究の主要な目的

であったものが、共同研究の成果を、学術投稿論文、国際会議、シンポジウム等で発表を

行い、成果を上げた。 

 

７－２ 学術面の成果 

本事業では、両国間の連携を緊密にするため、両国のコアメンバーを中心とした研究者

のネットワークの構築を進めてきた。平成 16 年度より、新たにメンバーに加わった若手研

究者の交流を通した共同研究も開始された。 
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以上の研究協力体制の下、本年度は、韓国への派遣者 25 名、韓国からは 69 名来日者が

あり、その殆どが共同研究実施を目的とし、日本で作製した試料・デバイスなどを韓国側

で評価・解析した学術投稿論文が多数出版されている他、韓国側メンバーが本事業による

共同研究成果を元に研究プロジェクトを申請、あるいは各地で開催された国際会議やシン

ポジウム等で発表するなどの成果を上げた。 

その成果の一例としては、本交流事業開始当初は、韓国側メンバーのテーマの主流が Si デ
バイス系であったものが、最終年度に於いては、セミナーにおける発表の内ワイドギャッ

プ材料・透明導電膜に関するテーマが、日本側メンバーとの共同研究も含めて約２割と増

えた他、透明導電膜を元にした太陽電池のプロジェクトが韓国側で開始されるなど、次世

代半導体材料の開発に関する日韓半導体材料研究者、特に韓国側研究者の国際的成果が確

実に増えたことが挙げられる。また、半導体製造技術を用いて信号処理回路を内蔵したバ

イオセンサーやライフチップ等の新しい分野の開拓にも貢献しており、学術的にも大きな

成果が上がった。 
 
７－３ 若手研究者養成 

次世代半導体技術開発は、長期にわたる研究開発と戦略的な視点を必要とする。この能

力を備えた若手研究者の養成は特に重要であり、本事業でも積極的に進めてきた。具体的

には、現在、韓国からの国費 8 名と私費留学生 4 名、研究員 5 名を受入れている。また、

平成 16 年度から、PD、助手、若手の研究者を追加し、若手研究者の参加・派遣・受入れ

を奨励して日韓研究者交流を通じて国際的視野をもった研究者の育成を進めてきた。さら

に、研究協力者として博士後期課程に在籍する学生の派遣・受入れを行っており、若手研

究者養成への貢献を試みた。日本及び韓国で開催された共同セミナーの他、両国メンバー

の交流に際して随時開催された小セミナー等においても、博士研究員および博士課程の学

生にも発表の機会を設け、関心がある分野に対して修士・博士課程の学生など、誰でも聴

講、枠外での参加が出来る仕組みを取ってきた。 
以上のような本事業の継続的な若手研究者育成の取り組みが評価され、韓国技術教育大学

のサマースクールが、7 月 9 日から 25 日まで開催され、5 名の学生が豊橋海外研修を行っ

た。さらに、韓国より学生 12 名（安東大学 5 名）、が 2 月 10 日より 5 日間の日程で、豊橋

技術科学大学を訪問し、集積回路作製施設等で海外研修を行った。また、本交流事業での

共同研究を契機に開始されたセンシングチップとそのバイオへの応用に関する国際シンポ

ジウム Lifechips2009(UC Irvine にて開催、通算４回目)に、日本側から 8 名の博士課程お

よび若手の PD が参加し、韓国および米国の研究者と活発な研究交流を行った。 

 

７－４ 社会貢献 

次世代半導体技術開発分野は、顕著な高度化、大規模化、多様化の一途をたどり、国際

的な共同研究が不可欠となっている。本事業では参加メンバー間、特にグループを横断し

ながらの共同研究を進めるように奨励している。その成果として、国際共同研究が豊橋技
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術科学大学と韓国安東大、漢陽大学、韓国科学技術院等と、東京大学との霜垣グループと

韓国 KUT の K.S.Kim グループ、名古屋大学高井グループと韓国科学技術院 Y.T.Kim グル

ープ等複数で開始された。また、ワイドギャップマテリアルズの西野グループの SiC 薄膜

製造装置を移設し、共同研究を開始した University of Ulsan の G.S.Chung のグループは、大

きな進展があった。 
以上の様な直接的な研究を通した社会貢献に加えて、本交流事業の主要目的である次世

代半導体技術から派生的にバイオセンシング技術、ヒューマンセンシング技術、環境技術

等の分野で学術的交流が開始されたほか、本交流事業を通して、学位を取得した 5 名の学

生が日韓両国の企業等で活躍している。 
以上の取り組みを通じて、それらの学問的な成果は各種の学術専門誌や国際会議にて公表

されるとともに、特許出願に至る例などもあり、社会的貢献を目指してきた。 
 

７－５ 今後の課題・問題点 

拠点事業による両国の研究協力体制構築により、確実に他の研究費等を獲得しての国際

共同研究が増えているが、それにかかる国際共同研究費に関する課題・問題点は次のとお

りである。 
１） 日本側で獲得する競争的資金は、多くが制度上の問題もあり、国を跨いで経費配分

する仕組みになっていない。 
２） 外国との共同研究に関する手続き（契約・執行・知財）が相手方により異なる。従

って、拠点交流参加大学間でも統一的な対応が難しい。 
このうち、知的所有権に関する取扱いは、大学の知的財産本部を中心に対応策を引き続き

検討中である。例えば知的財産権に関する契約条項は、「別途協議」という形を提案するな

ど、共同研究契約締結に向けての枠組み作りを優先させるべく、案件毎に柔軟な対応を行

っている。 
 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２０年度論文総数  １０１本 

   うち、相手国参加研究者との共著  ４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２０年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 

本交流事業は、2 国間に５つの共同研究により構成される。 
（A）および（B）の共同研究は、両国間の折衝により、次世代半導体材料開発において、

重要な共同研究課題として認識されたものである。特に、ハードエレクトロニクス用デバ

イス・プロセス技術の開発は緊急を要する課題であり、これまでの共同研究(A)の研究結果
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を基に、さらに本交流事業における重点課題として取り上げることに合意が得られ、これ

までに引き続き重点的かつ集中的に研究開発を進めた。さらに、日韓共同研究実施のため

の基盤を形成する課題として、共同研究（B）を設定し、本交流事業の課題である次世代半

導体材料および半導体製造設備技術の開発に関する研究において、次世代半導体材料の開

発と評価、次世代半導体デバイスの設計と製造プロセスの開発、次世代半導体微細加工設

備に関する設計指針の開発、半導体産業に関連する環境問題、半導体産業とエネルギーお

よび資源に関する諸問題などを総括し、4 課題を重点研究テーマとして実施した。 
平成 20 年度は、研究者交流と討論の機会として、すべての研究者が一同に集まれるよう

に、昨年の釜山でのワークショップに引き続き、日本でワークショップを企画した。この

ワークショップでは、これまでの本交流事業 10 年間の総括を行うセッションを設け、参加

者に共同研究事例の紹介を行うと共に、今後も本交流事業で構築した連携関係を維持発展

させることを再確認した。 
また、平成 17 年度に韓国の檀国大学校で開催したヒューマンセンシングとバイオテクノ

ロジーに関する国際シンポジウムを発展させ、平成 18 年度にカリフォルニア大学 IRVIN
校で開催した日本(JSPS)、韓国(KOSEF)、アメリカ(IRVIN)の３カ国の共催による国際会

議「Lifechips」を、平成 19 年度の韓国釜山でのワークショップに引き続き、本年度鹿部に

て開催したワークショップおよびカリフォルニア大学 Irvineにて開催したLifechip2009へ

と継続させてきた。このワークショップには、昨年までのシンポジウムの参加者からも参

加があり、この分野で発展の著しいアメリカを含めた討論を行った。 
以下に本年度実施した共同研究課題を示す。 

 
共同研究（A）：ハードエレクトロニクス用材料・プロセスとデバイスの開発 
共同研究（B）：次世代半導体材料および半導体製造設備技術の開発に関する研究 

  TCR-９９−１：次世代半導体新材料の開発 
  TCR-９９−２：次世代半導体デバイス設計・製造技術の開発とその応用 
  TCR-９９−３：次世代半導体成膜技術および装置の開発とその応用   

TCR-９９−４：半導体産業における環境・エネルギー対策技術の開発とその応用 

 

８－２ セミナー 

現代の高度情報化社会を支えている半導体エレクトロニクス産業は現代の重要な基盤産

業であり、社会システムが高度に情報化されることにより、高速かつ大容量の半導体の開

発、ディスプレイの大型化等への要求は一層強まっている。次世代半導体として要求され

る性能は、エネルギーエレクトロニクス分野での大出力化・高速動作化、情報エレクトロ

ニクス分野での大規模集積化・高速動作化、極限環境エレクトロニクス分野での耐高温・

耐放射線・耐薬品特性、バイオ・医療エレクトロニクス分野での低消費電力化・高機能化

などが挙げられる。現在両国においては、次世代半導体、情報家電、ディスプレイ、バイ

オ関連産業への研究が盛んに行われているが、お互いに競争する産業分野でもあり、まと
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もな情報交換が足りない状態である。そこで、平成 20 年度のセミナーにおいては、これま

での日韓両国の研究者間の情報交換と両国間の共同問題の認識、その対策、および共同研

究についての検討の場としての役割に加えて、これまでにメンバー間で実施されている日

韓共同研究の成果発表を行うセッションを設け、メンバー間の国際共同研究立ち上げを推

進した。 
その成果としては、日韓両国において部分的な情報交換しかできていない次世代半導体

開発分野で、平成 20 年 10 月、北海道鹿部にて開催されたセミナーへ、日本側 46 名、韓国

側 47 名と両国の第一線で活躍する研究者が多数集まった。5 件の招待講演（内、1 件はア

メリカ UC Irvin の Lifechip 研究者による特別講演）と、日韓共同研究実施者によるポスタ

ー発表および討議を通して、今後展開が予測される次世代半導体開発の戦略を相互理解し、

次世代半導体、情報家電、大画面ディスプレイにおける材料、集積化に伴う製造プロセス、

高性能化、環境など半導体産業全般にわたって問題点を見出し、次世代半導体開発の障害

を乗り越える糸口を探した。具体的には 87 編の研究成果が発表された。さらに、本交流事

業 10 年間の取り組みを振り返り、その共同研究成果、および若手研究者などの人材育成成

果についての総括を行うセッションでは、本交流事業で構築されたネットワークを今後も

維持し発展させていくことが確認された。 
以上、本交流事業にて企画されたセミナーに加えて、韓国側大学等で企画開催されたも

のとして、檀国大学：10/7(若原昭浩教授)、全南道：12/7-12/10(金 煕濬准教授)、ソウル：

12/12(石田 誠教授)、ソウル産業大学：12/22(金 煕濬准教授)等、セミナーに日本側の

メンバー４名が、講演を行ったほか、豊橋にて開催した、1/9 講演会(釜慶大学校 Hyu-Jin Seo
教授による)、VBL 第 5 回 豊橋技術科学大学 産官学交流シンポジウム 2009」～次世代光

集積デバイス－光電子融合/ナノフォトニクス関連分野～にも韓国側メンバーが参加し、活

発な討論が行われた。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

今年度は、本事業の最終年度につき、上記 10 月に開催するセミナーにおいて、10 年間の交

流事業および共同研究の成果について総括するセッションを設け、報告および討議を行い、

今後も連携ネットワークの維持とこれを活用した共同研究推進について参加者是認の合意

を得た。この結果の整理・分析を行い、平成 21 年 3 月 7 日に韓国にて開催した最終運営会

議にて、最終報告のまとめと評価を行った。その結果、下記の成果を確認し、本交流事業

は開始当初の目的を十分に達成されたものと評価された。 

(1) 日本側、韓国側両サイドで、拠点大学交流事業を契機に新しい研究プロジェクトが

立ち上がった。 

(2) 国内および日韓の緊密な研究ネットワークの構築に成功し、本交流事業終了後もこ

のネットワークの維持と国際共同研究を自助努力で継続可能な体制が構築できた。 

(3) 人材育成面において、本交流事業に参画した若手研究者による新たな研究領域の創

出(lifechip など)がなされ、次代をリードする人材のネットワークが育成できた。 
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９．平成２０年度研究交流実績総人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

（単位：人／人日）         

          派遣先 

派遣元 
日本 韓国  合計 

日本 
実施計画  27/122  27/122 

実績 25/125  25/125 

韓国 
実施計画 78/333   78/333 

実績 69/297  69/297 

 
実施計画     

実績    

合計 
実施計画 78/333 27/122  105/455 

実績 69/297 25/125  94/422 

 

※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 

 50 ／  207  （人／人日） 48  ／  158（人／人日） 
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１０．平成２０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 TCR-02-A 研究開始年度 平成２０年度 研究終了年度 平成２０年度

研究課題名 （和文）ハードエレクトロニクス用材料・プロセスとデバイスの開発 

（英文）R&D of hard electronic devices, and its materials and  

Processes 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）石田 誠  豊橋技術科学大学工学部・教授 

（ 英 文 ） Makoto Ishida, Toyohashi University of Technology, 

Professor 

相手側代表者 

氏名・所属・職 

Kwang-Sun Kim, Korea University of Technology & Education, 

Professor 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相手

国予算による）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 

 

実施計画  3/9  3/9 

実績 2/8  2/8 

韓国 実施計画 3/9   3/9 

実績 3/11  3/11 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 3/9 3/9  6/18 

実績 3/11 2/8  5/19 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２０年度の研究交

流活動及び成果 

 

現代基盤産業の重要な１つである半導体エレクトロニクスは 21 世紀

も、この技術発展への要求は一層強まるばかりである。従来の半導体エ

レクトロニクスは、Si 材料をベースとしているが、従来の Si デバイス

は使用環境がその限界に近くまで達している。エレクトロニクス分野に

おける大出力化・高速動作化・低損失化および多機能化、極限環境エレ

クトロニクス分野における耐高温・耐放射線・耐薬品特性など、ますま

す厳しい動作環境における高性能・高機能化が要請されている。即ち、

宇宙空間・原子炉周辺での動作が期待されている。また、微細化デバイ

スの内部発熱は、大規模集積度の限界を決定する要因の１つでもあり、

従来の Si 材料の限界を凌駕する新規高性能・高機能半導体材料の開発

が急務である。それらを踏まえて、本研究では、環境・大出力・大容量・

高速動作に対応可能なハードエレクトロニクス材料としてワイドギャ

ップ半導体及び SOI(Si 0n Insulator)のこれまでの研究をもとに、次世

代高性能デバイスとそのプロセスの開発を進めた。 

本年度は、日本側が得意とする Al2O3/Si 基板とその基板上への強誘電

体薄膜、GaN などのワイドギャップ半導体薄膜を作製し、これをもと
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に日韓共同でデバイス構造を作製するプロセスの確立、デバイス特性評

価をおこなった。特に、GaN 系半導体を用いた高出力デバイス、高温

動作可能な光デバイスへの応用をめざした基盤研究を進めた。また、GaN

系の III-V 族半導体以外のハードエレクトロニクスとして、II-VI 族の

酸化亜鉛系の研究を共同で検討を行った。さらにこれまでの研究をふま

え、各種センサをシリコン系 IC に集積した次世代の耐環境型スマート

デバイス研究を共同で行った。 

 これには機能集積デバイスの研究をテーマとしたベンチャービジネ

スラボラトリー（H15 豊橋技術科学大学に設置）の活用と本学の 21 世

紀 COE「インテリジェントヒューマンセンシング」、さらに 19 年度か

ら始まったグローバル COE「インテリジェントセンシングのフロンテ

ィア」で構築してきた、インテリジェントセンシングシステムリサーチ

センター（ISSRC :Intelligent Sensing research Center）とも共同し

て活動を行い、４インチサイズの GaN 系デバイス開発を可能とするプ

ロセス設備の導入を図り、研究活動の推進を図った。 

 以上の共同研究を通じて得られた成果は随時、国際会議や学術誌に

共同で発表を行った。外部資金の確保、特許出願等を目指した結果、企

業等との新規共同研究の開始などの成果に結びついた。 

日本側参加者数  

５ 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

相手国側参加者数 

４ 名 （１３－２ 相手国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 TCR-99-1 研究開始年度 平成２０年度 研究終了年度 平成２０年度

研究課題・テーマ

名 

（和文）次世代半導体材料および半導体製造設備技術の開発に関する研

究（次世代半導体新材料の開発） 

（英文）Study on Science and Technology for Semiconductor Device, 

Equipment and Materials (R&D for future semiconductor materials)

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）若原 昭浩 豊橋技術科学大学工学部・教授 

（英文）Akihiro Wakahara, Toyohashi University of Technology, 

Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Ho-Jung Chang, Dankook University, Professor 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相手

国予算による）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 

 

実施計画  4/14  4/14 

実績 2/5  2/5 

韓国 実施計画 13/63   13/63 

実績 12/66   

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 13/63 4/14  17/77 

実績 12/66 2/5  2/5 

② 国内での交流       4 人／16 人日 

２０年度の研究交

流活動及び成果 

 

従来の半導体材料に加え、オプトエレクトロニクス材料、ハードエレ

クトロニクス材料、太陽電池材料、新規炭素材料など半導体先端材料開

発の日韓両国の研究グループが、次世代半導体材料に関し研究成果を持

ち寄り直接討論しながら共同研究を進めて来た。19 年度までにいくつ

かの共同研究を開始することができ、世界的な国際会議や学術論文誌に

共著として情報を発信してきた。 

20 年度は、これまでの研究成果を踏まえて、これまでに培ってきた

研究設備の相互利用を常時行える関係をさらに強化し、共同研究を推進

した。具体的には、今後ますます必要とされる光・電子融合や、不揮発

で高速な情報処理システム、次世代ディスプレイを目指した新しい半導

体材料・プロセスの研究開発、有機半導体や窒化物半導体を用いた融合

型デバイス、ナノフォトニクス技術を用いた光デバイスの微小化などに

ついて、セミナーを企画開催した。 

また、本拠点交流事業終了後も、次世代の研究者ネットワークの構築

のため、共同研究 B1 のサブコーディネータの研究室を手始めに、若手

研究者および、大学院生の相互交流を行うこととなった。 
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 以上の研究成果は、8-6 の発表論文添付リストに示されているように、

国際会議および国際学術誌にて発表された。 

日本側参加者数  

３４ 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

相手国側参加者数 

５０ 名 （１３－２ 相手国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 TCR-99-2 研究開始年度 平成２０年度 研究終了年度 平成２０年度

研究課題名 

（和文）次世代半導体材料および半導体製造設備技術の開発に関する研

究（次世代半導体デバイス設計・製造技術の開発とその応用） 

（英文）Study on Science & Technology for Semiconductor Device, 

Equipment and Materials (R&D of design and process for future 

semiconductor) 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）澤田 和明  豊橋技術科学大学・教授 

（ 英 文 ） Kazuaki Sawada, Toyohashi University of Technology, 

Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Hwa-Il Seo, Korea University of Technology & Education, Professor

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相手

国予算による）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 

 

実施計画  8/38  8/38 

実績 7/36  7/36 

韓国 実施計画 5/27   5/27 

実績 5/35  5/35 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 5/27 8/38  13/65 

実績 5/35 7/36  12/71 

② 国内での交流       1 人／5人日 

２０年度の研究交

流活動及び成果 

 

平成 20 年度においても、積極的に各グループで人的な交流を行いな

がら共同研究活動を行い、あらたな研究成果を得られるように活動を行

ってきた。この共同研究をベースとして、本年度中頃まで、韓国安東大

学校、嶺南大学校からサバティカルとしてそれぞれ 1名の教授が本学に

1 年間滞在した。さらに多くの研究成果が生まれ、国際的な学術論文誌

などに発表が行われた。具体的に韓国慶北大学校の博士課程学生が、豊

橋技術科学大学に長期滞在し、豊橋技術科学大学の世界的に特色ある半

導体製造設備（固体機能デバイス研究施設）において、これまでの動作

機構とは全く異なり、増幅機構を内蔵する新型イオンセンサデバイスを

発明し、製作・評価を共同で行った。その結果を IEEE の学会誌に投稿

し、高い評価を得て採択された。この学生はこの成果を元にして学位を

韓国慶北大学校から授与されている。漢陽大学校と、人間細胞に関する

活動モデルを検証するための共同研究を行った。本学で開発したバイオ

センシングシステムを、実際に先方に持参して測定を行った。これらは

豊橋技術科学大学の固体機能デバイス施設および VBL 施設でのセンサ・

MEMS デバイスの共同試作を行い、それらのデバイスを韓国側での評
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価するというスキームのもとで行ったものであり、相互の強みを発揮し

た枠組みとなった。18 年度から開始したワイヤレスヒューマンセンシ

ングスマートデバイスの研究を、TUT（日本）、安東大学校（韓国）、KUT

（韓国）の３者で研究を進め、スマートチップ内に RF アンテナと発信

器をワンチップ内に内蔵した先駆的な研究を国際会議にて発表を行う

ことができた。さらに、 MEMS デバイス開発、磁性ホトニクスデバイス

開発、イメージセンサチップなどの研究も進展している。 

この 10 年間、日韓の研究者が国際的な協力の下に、次世代の新しい

半導体材料・デバイス開発およびその応用に関する研究をお互いの強み

を持ち寄り続けてきた。本プログラムが終了した後も、この研究プログ

ラムを通じて培ったネットワークと相互の信頼関係をもとに、継続的に

グローバルな視野の元で活動を続け、またこのネットワークの伝承、継

続的な交流の推進を行うことは、今後日韓両国の若手研究者の養成には

欠かせないと考える。 

 さらに、グローバルな枠組みのプロジェクトを今後提案しながらさら

なる発展を図りたい。 
日本側参加者数  

５２ 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

相手国側参加者数 

３８ 名 （１３－２ 相手国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 TCR-99-3 研究開始年度 平成２０年度 研究終了年度 平成２０年度

研究課題・テーマ

名 

（和文）次世代半導体材料および半導体製造設備技術の開発に関する研究

（次世代半導体成膜技術及び装置の開発とその応用） 

（英文）Study on Science and Technology for Semiconductor Device, 

Equipment and Materials (R&D of equipment’s design and thin film 

process for next generation semiconductor devices) 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）朴 康司   豊橋技術科学大学工学部・准教授 

（英文）Kang Sa Pak, Toyohashi University of Technology, Associate 

Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Kyung-Hwa Rim, Korea University of Technology and Education, Professor 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相手

国予算による）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 

 

実施計画  3/13  3/13 

実績 3/19  3/19 

韓国 実施計画 5/21   5/21 

実績 1/4  1/4 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 5/21 3/13  8/34 

実績 1/4 3/19  4/23 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２０年度の研究交

流活動及び成果 

 

本グループの共同研究においては、今後格段の発展が予想される新し

い半導体材料・デバイスの開発及びそれらの製造設備技術開発に主眼を

置き、韓国研究者と国際的な協力の下に、CVD や PVD、MBE などの

手法を用いて次世代半導体開発およびその応用分野を探索することを

目的とした。最近、急速な技術革新が見られる半導体エレクトロニクス

材料、LED などの発光・受光デバイス材料、高効率低価格太陽電池材

料、カーボンナノチューブに代表される高機能炭素材料等による新規材

料の可能性およびこれら次世代半導体材料の応用について、韓国研究者

との国際交流をもとに情報交換を行い、共同研究に発展できるよう引き

続き積極的な交流を行った。日韓双方で本分野における各種規模のセミ

ナーを実施し、日韓両国研究者の相互訪問による情報交換および研究者

交流による討論の場を作るようにした。この目的のため１０月に函館で

実施された日韓共同セミナーで、招待講演、ポスター発表、分野別討論

などを行った。半導体材料や製造設備に関連する分野を中心に異なる専

門の研究者たちが技術討論を通して、互いに共同研究テーマを見出す場
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をつくことができた。そのうえで、日韓両国の共同研究参加者の間で相

互訪問などを通じ、お互いの研究状況、設備等の研究環境と共同研究の

目的などを総合的に判断し、今後有望な研究分野を見極め積極的な交流

を図るとともに、共同研究を具体化する方向に持ってゆく方向性が見出

された。半導体関連装置設計およびプラズマ CVD や MOCVD などの

CVD システム設計技術にも着目し、この分野での技術研究交流を積極

的に図った。これらより、両国間の共同研究の水準を向上させることが

できるばかりでなく、今後予想される世界的な技術革新につながる研究

開発の成果が生み出されることが期待される。また、以上より、これま

での成果をふまえ、今後も継続的に、各種学会発表ができ得る関係の礎

を築くことができたと考えている。 
 

日本側参加者数  

３３ 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

相手国側参加者数 

３４ 名 （１３－２ 相手国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 TCR-99-4 研究開始年度 平成２０年度 研究終了年度 平成２０年度

研究課題・テーマ

名 

（和文）次世代半導体材料および半導体製造設備技術の開発に関する研究

（半導体産業における環境・エネルギー対策技術の開発とその応用） 

（英文）Study on Science and Technology for Semiconductor Device, 

Equipment and Materials (R&D of technology for the solution of 

ecological and environmental problems in semiconductor industry) 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）金 煕濬   豊橋技術科学大学工学部・准教授 

（英文）Hee-Joon Kim, Toyohashi University of Technology, Associate 

Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Kang-Ho Ahn, Hanyang University., Professor 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相手

国予算による）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 

 

実施計画  4/42  7/42 

実績 7/45  7/45 

韓国 実施計画 5/25   5/25 

実績 5/19  5/19 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 5/25 7/42  12/67 

実績 5/19 7/45  12/64 

② 国内での交流       1 人／5人日 

２０年度の研究交

流活動及び成果 

 

最終年度であるので、お互いの研究成果をあげ今後も本格的、効

果的なネットワークを相互の信頼関係の上に構築することを目指し

て研究活動を行った。 

半導体産業における環境問題として、地球温暖化防止対策と省エネ

ルギー化が緊急な課題になっており、また、製品の環境設計（有害

物質規制）など、今後の半導体産業には多くの解決するべき環境問

題がある。これらの問題を解決するため、日韓両国の研究グループ

が研究成果を持ち寄り直接討論しながら共同研究を進めて来た。そ

の結果として共同研究と国際会議や学術論文誌に共著として情報を

発信してきた。平成 20 年度の具体的成果は、本学（TUT）の金と国

立木浦大学 S.H. Kim は共同研究を立ち上げ韓国の代表的な産業団地を

対象に省エネルギーと二酸化炭素排出削減研究を行った。平成 20 年 5
月から 21 年 3 月にかけてソウル産業大学、国立木浦大学校、全南大学、

KIST などの研究者が相互訪問し、実施可能なテーマ、研究内容、研究

成果について議論する小セミナーを多く開いた。発表論文リストに示し
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ているように、国際学会誌に多数の論文を掲載して成果を発表してい

る。また、これまでのメンバーにより推進されてきた拠点大学交流事業

による共同研究成果の発表も行った。発表は、金煕濬（PFC、HFC ガ

ス処理）、山部長兵衛（プラズマによる排ガス処理）、Velasco(太陽電池

用 ZnO 薄膜合成)、林（SF6 の処理）、Indra(ナノ薄膜の成幕メカニズ

ム)であり、発表内容は省エネルギー関連、地球温暖化問題、環境問題の

解決方法であった。異なる専門の研究者たちが研究発表と技術討論を通

じて研究に深みを増したことや、共同研究のテーマを提供したこと、日

韓両国研究者に発表の場と議論の場を提供したことなどが本セミナー

の成果であった。日韓両国研究者がハロゲン化合物等の汚染物質処理技

術、水処理技術、LCA、室内での粒子発生制御技術など要素技術に関す

る講演活動を進め、大学院院生へのセミナーなどに積極的に参加の道を

開いたことも成果であった。 

日本側参加者数  

３２ 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

相手国側参加者数 

６０ 名 （１３－２ 相手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－２Ｋ６０１ 

セミナー名 

（和文）2008 年日韓拠点大学交流事業セミナー「次世代半導体開

発に関する諸問題」(JSPS) 
（英文） 2008 Japan-Korea Core University Program Joint 
Workshop on Advanced Semiconductor Processes and 
Equipments (supported by Japan Society for the Promotion of 
Science) 

開催時期 平成２０年１０月 ９日 ～ 平成２０年１０月１１日（３日間）

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文） 函館（日本，北海道） 
（英文） Shikabe Royal Hotel, Hokkaido (Japan) 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）石田誠・豊橋技術科学大学・教授 
（英文）Makoto Ishida, Toyohashi University of Technology, 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) 

Kwang-Sun Kim, Korea Univ. of Technology & Education, Professor 

参加者数 

① 拠点大学交流事業の経費を受けて参加した人数・人日数 
（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 

計 

日本側参加者    42 / 132 （ 0/0 ）人/人日 85/294 

（ 0/0 ）

 人/人日

相手国側参加者     43  / 162 （ 0/0 ）人/人日 

(   ) 国(地域)側参加者      0  /  0  （ 0/0 ）人/人日 

② 本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者              4 人 

8 人 

相手国側参加者             2 人 

( 米 ) 国(地域)側参加者             2 人 

①と②の合計人数      93 人 

セミナー開催の目的 

現代は高度情報化社会へと進んでおり、半導体エレクトロニクス

産業は過去数 10 年にわたり驚異的な発展を遂げ、現代基盤産業の

重要な１つである。今後も、社会システムの高度な情報化により、

高速かつ大容量の半導体の開発、ディスプレイ大型化、情報家電・

ユビキタスネットワークの普及などの要求は一層強まっている。現

在、半導体産業は、 
１）従来の半導体エレクトロニクスの Si 材料ベースから、Si と

共生可能な Si 以外の次世代半導体へ、 
２）一般家電から情報家電へ、 
３） ラウン管式ディスプレイから大面積平面型ディスプレイへ 

と研究の焦点が移っている。 
また、生産性中心型から環境調和型へ変化している。 
例えば次世代半導体として要求される性能は、エネルギーエレク
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トロニクス分野での大出力化・高速動作化、情報エレクトロニクス

分野での大規模集積化・高速動作化・高機能化、極限環境エレクト

ロニクス分野での耐高温・耐放射線・耐薬品特性などが挙げられ、

ますます厳しい動作環境で高性能・高機能化と微細化が益々進むこ

とによる耐熱に優れた新高性能・高機能半導体材料の開発が要請さ

れている。現在両国においては、次世代半導体、情報家電、ディス

プレイ関連産業への研究が盛んに行われている。また、それに伴う

エネルギー・環境分野への関心も高い。最近ではバイオ、医療関係

のチップ開発の必要性が高まってきた。本交流事業では、これらの

問題に対応すべく、共同研究グループの枠を越えた意見交換と討論

を行うことによって、次世代半導体の開発における問題点等を多角

的に導出し、両国間の共同問題を認識し、その対策、共同研究につ

いて検討することを目的としてセミナーを開催してきた。その結

果、多数の日韓共同研究が開始された他、新しい分野への展開もな

されてきた。 
20 年度は、本交流事業の最終年度である事から、これまでの情

報交換、研究成果の発表と討議に加えて、本事業の成果、共同研究

の継続体制についてまとめると共に、事業推進により明らかになっ

た問題点と今後の展開、研究者ネットワークの活用等について意見

交換と討論を行うことによって、次世代半導体の開発におけるさら

なる日韓共同研究の推進と展開について検討することをセミナー

の目的とした。 

セミナーの成果 

日韓両国において各共同研究グループにおける部分的な情報交

換により展開されている次世代半導体開発を、その戦略を相互理解

し、今後の半導体産業として次世代半導体、情報家電、ディスプレ

イの大面化における材料の問題、集積化に伴う製造プロセスの問

題、高性能化・高機能化を達成する上での諸問題、環境問題など半

導体産業全般にわたり問題意識を深めることで次世代半導体開発

の障害を乗り越える糸口を探った。 
その結果、以下の成果を得た。 
１） 次世代半導体材料に関する課題点が把握され、対応策につ

いて提案された。 
２） ディスプレイ、情報家電製造プロセスに関する課題点が把

握され、対応策について提案された。 
３） 極限環境エレクトロニクスの開発における問題点が把握

され、対応策について提案された。 
４） 共同研究の創出について、バイオ、システム集積化、異種

材料・異種デバイスの集積による高機能デバイスの実現に向

けた研究への発展・展開について議論され、予算申請など活

動維持のための取り組みを進めることとなった。 
５） ライフチップ（バイオ、医療）関係の連携推進に関して、

共同研究、若手人材育成も含めて、日、韓、米の 3 カ国で国

際会議を開くなど活動推進のための取り組みを進めること

となった。 
本交流事業後の研究者ネットワークの活用による新規分野への

展開について、これまでの活動状況と成果を振り返ると共に、

opening talk、懇親会、セッション全体を通して、この拠点校交流
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事業を通して構築してきた研究者ネットワークおよび共同研究を

継続していくこと、さらに大学院生の相互派遣を推進し連携を深め

ていくことなどが、参加者の共通意志として認識された。 

セミナーの運営組織 

運営委員会（Steering Committee）:１１名 
（代表）榊 佳之・豊橋技術科学大学・学長 
石田 誠・豊橋技術科学大学・教授 
若原昭浩・豊橋技術科学大学・教授 
澤田和明・豊橋技術科学大学・教授 
朴 康司・豊橋技術科学大学・准教授 
金  熙濬・豊橋技術科学大学・准教授 
吉田 明・豊橋技術科学大学・名誉教授 
Kwang-Sun Kim・Korea University of Technology & Education・

Professor  

Hwa-Il So ・ Korea University of Technology & Education ・

Professor 

Ho-Jung Chang・Dankook University ・Professor 

Kang-Ho Ahn・Hanyang University・Professor 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容  旅費                  金額  5,017,730 円 
    会場費・雑費                  1,860,545 円 

相手国側 内容  航空運賃        金額 2,000,000 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                 （単位：人／人日） 

派遣先 

派遣元 
日本 韓国  計 

日本 
実施計画  2/6  2/6 

実績 4/12  4/12 

韓国 
実施計画 0/0    

実績 0/0   

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 0/0 2/6  2/6 

実績 0/0 4/12  4/12 

② 国内での交流       0 人／0人日 
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１１．平成２０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 ７，５００，４４０  

外国旅費 ３，５７５，０３１  

謝金 ０  

備品・消耗品購入費 ３，６７０，７７８  

その他経費 ２，４７５，００５  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

１７８，７４６  

計 １７，４００，０００  

委託手数料 １，７４０，０００  

合  計 １９，１４０，０００  

 
 
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 １，５７５，０８６      ８／４５ 

第２四半期 ３，２１６，５６６     １３／７０ 

第３四半期 ８，７９０，６０２ ５０／２０１

第４四半期 ５，５５７，７４６ ２３／１０６

計 １９，１４０，０００ ９４／４２２

 


