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1．はじめに

韓国の一人当たりの GDPは、図 1に示されるよ

うに 2000年以降一万ドルを超えており、スイス・

ローザンヌにおける国際経営大学院（ I M D :

International Institute for Management Development）

が発表した表 1に示す国際競争力評価では、科学競

争力は 12位及び技術競争力は 8位で先進国の仲間

入りを果たしている 1）。

韓国における技術開発費の総額と機関別の投資金

額を表 2に示す 1）。また、技術開発費総額と政府投

資比率の年度推移を図 2 に示す 1）。1999 年から

2004 年にかけて技術開発費の総額はほぼ 2 倍と

なった。一方、政府の投資比率は 22.98％（1999年）

から 21.31％（2004年）へ微減している。韓国政府

の技術開発費における基礎研究比率を図 3に示す

が 1）、1999年から 2004年にかけて基礎研究の比率

は 20％弱とほぼ横這いとなっている。

1999年に比べ 2倍の技術開発費を 2004年に投資

した効果が現れ、図 4及び図 5に示すように、韓国

内と海外の出願特許件数、論文掲載数、被引用率、

はいずれも増加している 1）。

研究開発において主要国入りを目指した

Vision2025が実行されている。これは、第 1ステッ

プとして、2005年までに資源の結集・インフラ拡

張・関連法規の改善による先進国に対する競争力強

化、第 2ステップとして 2015年までにアジア・太

平洋諸国における主要な R&D先進国となること、

第 3ステップとして、2025年までに選択された分

野において G7諸国に匹敵する科学工業競争力を確

保することを目標としたものである。

韓国科学技術省（Ministry of Science and

Technology, MOST）には韓国科学財団（The Korean

Science and Engineering Foundation, KOSEF）2）及び

韓国科学技術評価・企画院（Korea Institute of Science

& Technology Evaluation and Planning, KISTEP）3）の

兵藤 知明、池上 隆康　企画調査室、物質・材料研究機構
竹村 誠洋　国際・広報室、物質・材料研究機構

国家競争力 科学競争力 技術競争力 
2000 29 20 21 
2001 29 14 21 
2002 29 12 17 
2003 37 16 27 
2004 35 19 8 
2005 29 15 2 
2006 38 12 8 

年度

図 1 一人当たりのGDPの推移 1）

表 1 国家競争力順位（IMD）1）

年度 R&D総額 政府 
政府出資 
研究機関 

非営利 
機関 

国公立 
大学 

私立 
大学 

政府投資 
機関 

民間 
企業 

外国 
資金 

1999 11,921,752  2,739,209 229,488  146,948  83,058 375,667 452,877 7,887,163 7,342 

2000 13,848,501  3,121,044 194,409 46,128 90,199 365,070 506,235 9,517,170 8,245 

2001 16,110,522  3,452,278 568,439 62,828 103,856 174,133 447,767 11,225,499 75,722 

2002 17,325,082  3,845,632 551,512 68,331 82,883 191,599 346,543 12,162,305 76,277 

2003 19,068,682  4,087,341 461,592 70,467 43,845 212,981 80,267 14,033,332 78,858 

2004 22,185,343  4,727,852 405,423 86,707 56,610 169,460 229,154 16,401,715 108,424 

表 2 韓国における政府及び色々な機関の技術開発費の内訳 1）

（百万ウォン）

4．大韓民国

図 1 一人当たりのGDPの推移 1）

表 1 国家競争力順位（IMD）1）
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2つの資金分配機関がある。KOSEFは大学・産業

界・国立研究所における基礎及び実用化研究に対す

る研究資金の分配を行っている。このため、ナノテ

クノロジーやバイオなどの主要研究分野に、国立研

究所から Program directorとして 2年間の任期で

KOSEFに出向している。一方、KISTEPは省庁を

超えた国家 R&D プログラムを策定し、各省庁へ

R&D予算を配分する役割を担っている。韓国の国

立研究所は、省庁の利害関係を排除するために、省

庁から独立し首相直属の Korean Research Council

が所管している。

2．韓国におけるナノテクノロジー施策の
概要

韓国政府は国家レベルでのナノテクノロジー研究

開発推進のために、2001 年に韓国ナノテクノロ

ジー戦略 Korea Nanotechnology Initiativeとして

10箇年計画を策定し、2002年にナノテクノロジー

研究開発推進法 Nanotechnology Research and

Development Promotion Actを制定した 4）。韓国にお

けるナノテクノロジーへの公的投資は、研究開発、

人材育成、インフラ・設備の 3つに大別される。図

6におのおのの資金額の推移を示す。また表 3に主

要国家プロジェクト、研究開発を総合的に支援する

機関、主要研究拠点の一覧を示す。10箇年計画は

その後改定され、最新版では 2006～ 2015年の計画

が立てられ、そこでは 2015年までに世界のトップ

3に入る国際技術競争力を備えることを目標として

いる。表 4に 5年間の成果の一例を示す。

図 2 R&D総額と政府投資比率の年度推移 1）

図 3 政府の技術開発費における基礎研究費の割合 1）

図 4 特許出願件数の推移 1）

図 5 掲載論文数と平均被引用数の推移 1）

図 6 韓国政府のナノテクノロジーへの公的投資の推移
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韓国のナノテクノロジー施策の特徴として、共用

インフラの新設の推進が挙げられる。表 5にその一

覧を示す。科学技術省が支援する National Nano-

Fabrication Center（NNFC）、Korea Advanced Nano-

fabrication Center（KANC）は既に稼動している。

さらに産業資源省 Ministry of Commerce, Industry

and Energyが支援する 3つの施設が近々稼動を開始

する予定である。

NNFCは 2005年 3月、韓国で最初に開設された

共用インフラであり、半導体デバイスから、NEMS、

バイオまで、その研究開発対象は幅広い。総費用は

250百万米ドルで図 7に収入および支出の割合を示

す。現時点では公的財政支援への依存度が大きいが、

計画開始後 10年の 2011年までに経済的自立を目指

す。クリーンルーム（5,067 m2）は Patterning Lab、

Device Lab、Pi Lab、Measurement & Analysisに

表 3 韓国の代表的な研究プロジェクト、総合支援機関、研究開発拠点

Key research bases Nanotechnology-related 
organizations Nanotechnology-related institutes

Center for Tera-level Nanodevices
http://www.nanotech.re.kr

Center for Nanostructured Materials
http://cnmt.kist.re.kr

Center for Nanoscale Mechatronics
& Manufacturing
http://www/nanomecca.re.kr

Nanotechnology Information Center,
KISTI
http://www.nanonet.info

Korea Nano Technology Research
Society（KoNTRS）
http://www.kontrs.or.kr

Nano Technology Research
Association（NTRA）
http://www.nannokorea.net

Korea Basic Science Institute
（KBSI）: Nano analysis/measurement
http://www.kbsi.re.kr

Advanced Photonics Research
Institute（APRI）: Femto TW-class
output laser utilization science
http://apri.gist.ac.kr

Pohonag Accelerator Laboratory:
Beam-utilizing basic/applied science
http://pls.postech.ac.kr

Microsystem Research Center,
KIST: MEMS, Compound
semiconductor nano devices
http://www.micro-nano.re.kr

Semiconductor Laboratory, ETRI: Si,
Compound semiconductor device
process
http://www.etri.re.kr

Vacuum Center, KRISS:
Assessment/measurement of vacuum
equipment（6"Si process）
http://www.vacuum.or.kr

Korea Photonics Technology
Institute（KPTI）: Compound
semiconductors, photoelectronics
devices
http://www.kopti.tr.kr

Nano Practical Application Center
（NPAC）: Nano devices, parts,
textiles
http://www.npac.or.kr

表 4 韓国のナノテクノロジー施策の成果の一例

 2001 2005 

No. of nanotech- related firms 78 214 

No. of nanotech- related departments at universities/colleges 3 38 

Korean nanotech- related patent applications worldwide (cases) 0 979 
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分かれている。また 10 以上の大学、公的機関の

Satellite Labも有している。

KANCはナノデバイスおよび化合物半導体の研究

開発を主体とする。総費用は 1,652億ウォンで、図

8に収入および支出の割合を示す。クリーンルーム

（約 3,500 m2）はナノデバイスプロセス（1,980 m2）、

設備開発（330 m2）、試験・解析（990 m2）の 3つ

の部屋に分かれる。サービスの 70％を占めるナノ

デバイスプロセシングはリソパターンライン（330

m2）、ナノ研究開発支援ライン（1,155 m2）、ナノデ

バイス産業化支援ライン（495 m2）を有する。長期

的には非シリコン系を指向し、ナノ研究開発支援ラ

インではナノチューブ、分子デバイス、スピントロ

ニクスも扱う。

3．韓国の代表的な物質・材料研究機関

物質・材料研究に関する論文を活発に発表してい

る韓国の代表的な公的研究機関及び大学をそれぞれ

11機関選び、各機関の設立年月日、所在地、機関

URL、目的、物質材料分野の設立以降の歴史、物質

材料に関する研究分野、機関運営の特徴、関係省庁、

機関の予算（公表されていれば物質材料部門の予

表 5 韓国の新設共用インフラ

Organization

National NanoFab
Center（NNFC）
http://www.nnfc.com

NT Fields

Silicon-based

Clean room/Facility

2,370m2/8 inch CMOS
package line

Start of 
Service

Mar. 2005

Location

Daejeon

Support
Ministry

MOST

Korea Advanced Nano
FabCenter（KANC）
http://kanc.re.kr

Compound electronics
/photonic devices

3,368m2/4-6 inch
electronic device line

May 2006 Suwon MOST

National Center for
Nanomaterials
Technology
（NCNT）
http://nano.or.kr

Semiconductor
/display nanomaterials

2,370m2/8 inch-base
equipment

July 2006
（planned）

Pohang MOCIE

Gwangju
Nanotechnology
Integration Center
（GNIC）
http://gnic.kitech.re.kr

Nano process &
equipment

1,195m2/establish
module
process-oriented
equipment

Nov. 2006
（planned）

Gwanju MOCIE

National
Nanotechnology
Integration Center
（NNIC）
http://www.nnic.re.kr

Nano process &
equipment

2,346m2/establish
module
process-oriented
equipment

Dec. 2007
（planned）

Jeonju MOCIE

（a）収入

（b）支出

図7 National NanoFab Center（NNFC）の収入と支出



算）、研究者総数（公表されていれば物質材料部門

の研究者数）、企業および海外との連携状況、プロ

ジェクト・ネットワークへの参加情況等をまとめ

た。また、それらの研究機関の関係官庁名は略語で

表したが、正式英語名称は次の通りである。

MOE: Ministry of Education, MOST: Ministry Of

Science and Technology

MOCIE: Ministry of Commerce, Industry & Energy

MND: Ministry Of National Defense

MIC: Ministry of Information & Communication

MOHW: Ministry Of Health & Welfare

図 9に調査した公的研究機関と大学の本部所在地

を示す。官庁に所属する公的研究機関の多くは大田

にある。これに対して、MOE系の 10大学と韓国科

学技術院は、ソウル市内、ソウル市近郊、大邱、浦

項、釜山等の南東部、などに点在している。

3.1 公的研究機関

公的研究機関は主管官庁の行政目的を達成するた

めに設置されており、それぞれ行政ニーズに沿った

研究を行っている。韓国では多くの研究機関で物質

材料研究を精力的に進めている。それらの研究機関

の概要を表 6に示す。

3.2 大学

韓国では Vision 2010で世界トップ 100入りを目

指す大学が多く認められた。物質・材料研究に関連

したデータを表 7に示す。多くの大学ではナノや超

伝導、薄膜、高分子などの先端材料研究に力を入れ

ており、G7諸国に匹敵する科学工業競争力を確保

するための基盤的研究が進められている。

4．まとめ

韓国は科学技術における国際競争力を高めるため

に物質材料研究に力を入れており、多くの公的研究

機関でナノやバイオ、超伝導などの先端材料の研究

を積極的に行っている。NIMSに近い公的研究機関

として韓国科学技術研究院が挙げられるが、後者に

は将来技術や環境、ライフサイエンスなどの部門も

あり担当する分野が広い。研究機関の中で、浦項産

業科学は POSCO（浦項製鉄所）が全額出資の私的

研究機関で、鉄鋼や材料の新しい利用法、製造の自

動化、環境エネルギー開発などを行っている。
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（a）収入

（b）支出

図8 Korea Advanced Nanofab Center （KANC）の収入お
よび支出

図 9 物質材料研究を活発に進めている韓国の公的研究機関及
び大学の所在地
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表 6 物質材料研究を積極的に進めている韓国の公的研究機関

光洲科学技術院（GIST） 韓国原子力研究所（KAERI） 韓国基礎科学支援研究院（KBSI）

設立年月日 1993年法人登記、1995年開院 1959年原子力研究所（AERI） 1988年基礎科学研究支援センター

所在地 光洲　Gwangju 大田　Daejon 大田　Daejon

機関 URL http://www.gist.ac.kr http://www.kaeri.re.kr http://www.kbsi.re.kr

目的 科学技術で先進国へ仲間入り
するために、先端科学技術に
関する人才の養成と研究開発
能力向上を目的とする。

核エネルギーの平和的利用技
術開発促進を目的とする。

韓国の基礎研究に必要となる
研究機器を提供して研究活動
を助けたり、共同研究を行っ
たりする目的で設立された。

物質材料分
野に関する
設立以降の
歴史

高級科学技術人才の養成と先
端科学技術の研究開発能力向
上のための体系的な高等教
育・研究機関として、国家科
学技術の先進国進入のために
設立され、2004年に名称変更
し今日に至る。（研究大学院）

1967年MOSTの主管、その後
1973年放射線研究所（RRI）と
農業放射線研究所（RRIA）と
合体、KAERIとなる。その後、
幾度か組織変化や改称もあっ
たが 1989年現在の名称となっ
た。1996 年国策により、核
Engineering、核燃料設計と放
射性廃棄物処理は KAERIより
離れ､企業に移行、今日に至る。

1995年センターから所へ 1996
年核融合研究開発事業団開設。
2001年 韓国基礎科学支援研究
院と改称　2002年核融合特殊
実験棟完工、2005年核融合研
究センター、国立数理科学研
究所を附設機関として設置。

物質・材料
に関する研
究分野

電子材料フォトニクス材料（半
導体、誘電体、LEDなど）、高
分子材料、光ファイバー、光
計測　環境計測レーザー､フェ
ムト科学／工学、応用光工学

レーザー光学、人工頭脳、ロ
ボティックス、新素材、放射
化学、核融合、ナノ素材、粉
末微粒子製造、超伝導結晶成
長、NDI、超音波センサー、高
温強度新材料、高温腐食、廃
棄物処理等。

電顕など各種先端分析、生命
科学、ナノ環境研究分野の分
析法開発など。例：多目的先
端質量分析器開発、KSTAR関
連超伝導磁石・線材、プラズ
マ診断、極低温技術等。

機関運営の
特徴―特徴
的な施策

少数精鋭の研究グループ集中
特化型で、外国人教授が多く、
国際性を重視して全ての教科
目は英語で教育、優れた学生
には授業料免除などの特権が
ある。

国家発展の原動力となる科学
技術に必要な基礎技術を開発
し、SMARTの実証、輸出産業
化等をはかり、世界の 3 大原
子力プラットフォーム形成の
ための施策を行う。

国家の基礎科学振興のための
研究支援と共同研究実施。
KSTAR建設推進中。先端的な
分析、解析技術の支援。ハイ
テク部品素材研究支援セン
ター､ナノ融合技術センターな
ど設置。

機関運営の
特徴―研究
者評価

優秀論文実績など研究成果業
績によって年俸加算金支給制
度を取り入れている。能力と
成果による人事制度。

評価システムによる。 93成果評価システム導入、評
価指針運用、年俸制

関係省庁 MOST（主務）、MOE、MOCIE MOST 国務総理室、企画予算府、科
学技術部等。

機関予算 （全体）2004年　詳細は不明。
部分参考値 受託研究費 404億
ウオン（41,547千 US＄）

（全体）2005年　222,400百ウ
オン（228,712千 US＄）

（全体）80,026（百万ウォン）
（82,297千 US＄）

研究者数 専任教授 75人（2005年 3月現
在）、物質・材料分野：詳細不
明　参考：材料工学、環境科
学工学計 25名程度,情報通信工
学 18名、先進フォトニクス研
究所教授 2名（研究者は 30名
程度）。

全体の数に関しては入手可能
な資料なし。原子力材料技術
開発部 65名　2005年（HPに
よる）。

研究者数（全体）： 2005 年の
記述は見当たらない。（物質・
材料分野） 2005年殆どが材料
分野と関連している。

企業及び海
外との連携
状況

連携企業：民間受託研究有り。
開放型研究室制度（16個）の
協力企業群。

連携企業： SME支援のため多
数。

連携企業：全国にセンターが
あり、対外支援業務を行って
いる。私大、研究センターな
ど多数連携。

参 加 プ ロ
ジェクト／
ネットワー
ク

海外は⑧記載機関関連。国内：
21C フロンティア研究開発事
業（資源リサイクル技術開発）
その他。MOST、MOCIE研究
開発テーマ（例：地震研究網
構築事業、等）OKラボ関連中
小企業連携。

よりクリーンな製造情報ネット
ワーク（CP-Net）、UNIDO ／
UNTEP、次世代技術開発プロ
ジェクトで理研と契約してい
るがその他プロジェクト多数。

K S T A R の I T E R、P I L O T、
PLANT活用基盤構築（米、日
など）他 NIMS 等、筑波大、
京大、IEA（プラズマ関係）、
アプライドバイオシステム社、
フロリダ大学、UCSD（UHY-
TEM遠隔共同実験等。
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2006年度物質材料研究アウトルック

韓国地質資源研究院（KIGAM） 韓国生産技術研究院（KIIT） 韓国機械研究院（KIMM）

設立年月日 1918年（地質調査所、朝鮮総督府） 1989年 1976年

所在地 大田　Daejon 天安 Chungnam 大田　Daejon

機関 URL http://www.kigam.re.kr http://www.kitech.re.kr http://www.kimm.re.kr

目的 人類の生存と発展に必要な資
源探査研究を科学的組織的に
行う。

産業利用技術の開発、SMEの
援助、国家産業技術戦略の構
築。

機械や材料の分野の研究開発、
試験や評価、技術援助、国の
科学技術の促進。

物質材料分
野に関する
設立以降の
歴史

1946年中央地質鉱山研究所以
来幾度か名称変更、改組を経て
2001年現在の名称。2004年 10
月首相官邸所管から、MOST公
共技術研究会所管の研究機関と
なっている。

1991 年電子技術研究所開設、
1993年高速鉄道地域開発部門
始動、2000年繊維環境分析ラ
ボが DIN取得。2001年韓国―
独技術協同センター、2003年
先進部品材料研究センター、
2004年韓国―中国産業技術協
同センターを開設。中小企業
専門研究機関。

1976年韓国機械金属試験所と
して設立、1981年船舶研究所
と合併。以後、海洋工学研究
所等との組織改編、現在の研
究院は 2002年総理府の組織に
属する新政府研究機関になっ
たが一貫して機械加工・物質
材料研究に取り組んでいる。
材料研究は Changwon地区で行
われている。

物質・材料
に関する研
究分野

資源活用素材研究部機能性金
属素材、金属間化合物、ナノ
素材、粉末　磁性ナノ粒子、
イオンビーム応用技術　資源
活用素材、リサイクルなど。

ナノ材料ほかグリーン化学、
ナノウエブ、エコ製品、環境
に優しい材料、各種機能材料､
コンポジット、軽量材料、プ
ラズマ処理、精密鋳造、エン
ジニアリング技術他。

エネルギー・環境材料、先進
機能材料、先進構造材料、表
面処理技術、次世代プロセ
ス・成形技術、評価技術等。

機関運営の
特徴―特徴
的な施策

VISION 2010。地球資源の有効
活用に貢献する研究機関とし
て陸、海の地理学、地質学の
理解を深め、資源有効活用、
水資源の開発、保全等を推進
中。

中長期発展計画「生産技術に
Techno Campとして 21世紀
の生産技術を先導する世界水
準の総合研究機関」になると
のビジョンで活動中｡

国の R&Dプログラムの包括的
な管理、産学とのネットワー
クを海外に拡張確立。NRLや
21Cフロンティアプロジェクト
実施（Materials Korea）、Vision
を策定。

機関運営の
特徴―研究
者評価

優秀論文実績など研究成果業
績によって年俸加算金支給制
度取り入れている。能力と成
果による人事制度。

記述は見当たらないが政府援
助機関の管理指標に研究生産
性があり。

93成果評価システム導入、評
価指針運用、年俸制。

関係省庁 MOST MOCIE Office of Prime Minister, MOST

機関予算 （全体）74,806。予算分配実績：
人件費 28,894、研究費 31,802、
運営費 3,539、その他（百万ウォ
ン）。

（全体）131,216千 US＄ 127,594
百万ウォン。予算分配実績：
研究費 67.6％　労務費 15.4％
その他。

（全体）2005年 102,505（百万
ウォン）。予算分配実績：研究
事業費 51,487、人件費 30,497、
施設費（11,810百万ウォン）。

研究者数 （全体）2004年 381名。（物質・
材料分野）詳細不明だが冶金、
化学、物理、原子力関係技術
者（スタッフ）は 50名。

（全体）2004年 PhD保有者 206
人、研究スタッフはトータル
756名。
物質材料関係：資料なし

（全体）2005年 307名。（物質・
材料分野）2005年 111名（材
料研究所）。

企業及び海
外との連携
状況

連携企業：民間受託研究有り。
開放型研究室制度（16個）の協
力企業群。海外連携先：UNDP,
UNESCO, IAEA, CCOP, SOPAC
（ The South Pacific Applied
Geoscience Commission）その
他多数。

連携企業： SME支援のため多
数。海外連携先：協同セン
ターは 7 箇所（米国、中国、
インドネシア、欧州）連携は
100機関。

連携企業：材料試験関係支援
企業多数。その他　LG 電子
（ナノ関係）○海外連携先：
（ナノ）UC バークレイ、ノー
スウエスタン大、MIT、スタン
フォード大。

参 加 プ ロ
ジェクト／
ネットワー
ク

国内： 21Cフロンティア研究
開発事業（資源リサイクル技術
開発）、その他。MOST、MOCIE
研究開発テーマ（例：地震研
究網構築事業、等）。OKラボ
関連中小企業連携。

よりクリーンな製造情報ネッ
トワーク（CP-Net）、UNIDO／
UNTEP。次世代技術開発プロ
ジェクトで理研と契約してい
るがその他プロジェクト多数。

入手可能な資料なし。



91

第2部　アジア諸国・地域の物質材料に関する研究政策及び研究機関の概要
第2章　アジアの主な物質・材料研究機関の概要

第
２
部
　
ア
ジ
ア
諸
国
・
地
域
の
物
質
材
料
に
関
す
る

研
究
政
策
及
び
研
究
機
関
の
概
要

2006年度物質材料研究アウトルック

韓国科学技術研究院（KIST） 韓国生命工学研究院（KRIBB） 韓国化学研究院（KRICT）

設立年月日 1996年 1985年 KAISTから分離 1976年（韓国化学研究所）

所在地 ソウル　Seoul 大田　Daejon 大田　Daejon

機関 URL http://www.kist.re.kr http://www.kribb.re.kr http//www.krict.re.kr

目的 研究上重要な分野で東アジア
の研究中心を目指す。

バイオテクノロジーの韓国唯
一の機関。基礎から応用をカ
バーする。

化学の科学・技術発展、応用、
技術的サービスの提供、化学
工業への寄与。

物質材料分
野に関する
設立以降の
歴史

過去 30 数年、セラミックス、
金属等の研究能力に基づいて、
現在ナノマテリアル分野に主
眼を置いている。その間、組
織名称改変はあったが 1989年
KISTとして再興。1999年、首
相直轄基礎科学技術評議会
（KRCFST）のメンバー。

1995年 KRIBBに改名 1999年
韓国基礎科学技術協議会傘下
の独立法人。2001年研究院に
昇格。バイオテクノロジーの
韓国唯一の機関。

設立以来、新薬、農薬の開発、
多結晶シリコン製造など国の
化学分野専門研究機関として
活動。2001年現在の名称に変
更、2002年安全性評価研究所
設置。2004年　主務部が国務
総理室より科学技術部に変更。

物質・材料
に関する研
究分野

マイクロシステム（MEMS）、
ナノデバイス、薄膜材料、オ
プトエレクトロニクス材料、
金属プロセシング、ナノ材料
技術等、人工バイオ材料等。

バイオセンサー、バイオチッ
プ、ナノ／マイクロバイオシ
ステム、機能性食品素材、環
境対性植物、その他ライフサ
イエンス系基礎研究等。

細胞機能調節物質開発、生
物／分子機能、ナノ化学素材
研究、ナノ形状／機能制御技
術、次世代 TFT― LCD、炭素
材など、新環境化学研究、次
世代エコ素材、浄化システム、
化学技術基盤、化学素材信頼
性評価、HTSスクリーニング、
化学分析等。

機関運営の
特徴―特徴
的な施策

科学技術を基盤とする国家形成
の先導として多分野にまたがる
研究。ナショプロばかりでなく
地域連携も実施。目標：研究所
として世界のトップ 10 入り
（VISION21）を目指す。

特徴的な施策： 21C Visionに
よりゲノムやプロテオームな
どの特異性とハイテク材料の
特化によりワールドクラスの
生命工学研究所を指向。

21C Vision生化学、ナノ化学、
環境にやさしい化学物質研究、
公共サービスの 4 分野を基盤
に 21Cにワールドクラスの研
究機関になる目標。

機関運営の
特徴―研究
者評価

研究成果重視。実質的年俸制を
導入。

具体的記述はないが論文数、特
許数が組織的評価項目となって
いる。

特別の記述は見当たらないが、
研究者・職員評価に論文及び
特許統計管理を行っている。

関係省庁 MOST、首相官邸、MOCIE、
MOHW、MOE

MOST MOST、MOCIE

機関予算 （全体）2005年： 161,005。予算
分配実績：研究事業費 137,000、
一般事業費 6,705、施設費 10,695
（百万ウオン）。

（全体）76,198（百万ウォン）
（78.4百万 US$）。予算分配実
績：研究費； 68,482（百万ウォ
ン）（70.4百万 US$）。

（全体）2005年 81,449。予算分
配実績：人件費； 23,840、経常
費； 4,512、研究事業費 4,859、
施設費 6,182。（百万ウォン）。

研究者数 入手可能な資料なし。 （全体）2003年：参考 180名
バイオ材料研究： 41名（2001
年）。

研究者全体：不明。参考：化学
素材研究部門約 36名、安全性
評価センター 22名。

企業及び海
外との連携
状況

連携企業：受託分析試験や研究
実施。会員割引制もある。海外
連携先： 21 箇国 51 機関と連
携： KIST EUROPEなど積極
的。

連携企業：協定締結企業これま
でに 10社。海外連携先：中国、
英国、マレーシア、ロシア、カ
ナダ、日本、米国ほか 18箇国、
68機関（2003年）中国、英国
等とは協同センター設置。

連携企業：公共サービス部門受
託研究企業。海外連携先：国際
科学技術協力事業管理部署はあ
るが記載は特に見当たらない。

参 加 プ ロ
ジェクト／
ネットワー
ク

政府プロジェクト： 21Cフロン
ティア研究プロジェクト。創造
研究促進プロジェクト（MOST）、
その他MOCIE、MOIT、MOHW、
MOEのプロジェクト。

21C フロンティア事業参加、
NRL（国家重点研究ラボ指定）。
受託研究事業等の研究事業での
ネットワーク多数アジアバイオ
テクノロジー情報ネットワーク
（BINASIA）、UN-ESCAPプロ
ジェクトに参加。

MOCIE：諸事業（次世代新技
術開発事業、中期拠点事業、産
業技術基盤創製事業他）、核心
基盤技術開発事業。MOST ：
21Cフロンティア研究開発事業
ほか。
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2006年度物質材料研究アウトルック

韓国標準科学研究所（院）（KRISST） 浦項産業科学（RIIST）

設立年月日 1975年（韓国標準研究所、KSRI） 1987年（POSCO全額出捐の財団）

所在地 大田　Daejeon 浦項　Pohan

機関 URL http://www.kriss.re.kr http://www.rist.re.kr

目的 国の標準技術の確立、測定技術の
研究開発と普及。

POSCOと韓国の技術競争力を高
めるのに寄与する。

物質材料分
野に関する
設立以降の
歴史

設立以来国の標準の主管所。1991
年現在の名称。1999 年法令によ
り国の計測学研究所と指定。首相
官邸の公共科学技術研究協議会
（KORP）に加入。2003年に改組。

1990年次世代鉄鋼技術（溶融還元
等）研究開発開始。1995年国家公
認試験機関認定。1996年（財）浦
項産業科学研究院（RIST）に改称。
1998年 DIOXIN公認測定・分析機
関認定以来環境府、中小企業庁、
産業資源部の諸認定をうけてい
る。2003年 POSCOとの研究機能
を調整し組織改編。

物質・材料
に関する研
究分野

量子現象に基く標準の開発、普及
高温超伝導、超高速光学特性、認
証　標準材料（CRM）等、材料
特性評価技術開発、CRM（DXN、
薄膜、半導体他）。

鉄鋼を核とした研究。プラズマ薄
膜表面処理プロセスと材料等、熱
スプレー技術、炭素材料、フラー
レン、特性評価等。

機関運営の
特徴―特徴
的な施策

国の標準機関として測定標準化
サービスを実施。BT、NT ITなど
新技術分野の標準化に取り組む。
国際的な活動も進め、21Cに世界
のトップ 7入りを目指す。

部品の実用化、工業施設の自動化、
環境・エネルギーの 4分野に焦点
をあて鉄鋼の新しい需要分野の創
造、新材料開発。顧客を第一に意
識した研究開発とサービス。

機関運営の
特徴―研究
者評価

人事考課のなかで研究員評価制
度。事業群業績考課点、部別目標
設定と成果評価など成果の評価シ
ステムにむけて改善中。

記述は見当たらない。

関係省庁 首相官邸、MOST、MOCIE、MIC。 MOST、MOCIE、環境府、中小企
業庁

機関予算 （全体）2005年 83,716。予算分配
実績：人件費 27,503 直接経費
（研究事業費等）42,433、施設費
6,876他（百万ウォン）。

（全体）100,800（百万ウォン）
（103.66千 US$）。収入の内訳（全
体）：最新は不明（研究基金）
POSCO42％、POSCO以外 37％。

研究者数 （全体）2005年 210名。物質・材
料分野）入手可能な資料なし。

（全体）2003 年 161 名。パンフ
レットでは 166名。

企業及び海
外との連携
状況

連携企業：民間受託研究有り。自
動車、造船、電子機器、半導体
メーカー等。海外連携先：国際組
織 CGPM（General Conference
on Weights and Measures）の各種
委員会ほか APMP（Asia－ Pacific
Metrology Program）、OIML、ISO、
IEC、IMEKOに参加。

連携企業：国内：ポスコをはじめ
全国　浦項工科大学ほか大学、研
究機関とも、多数連携：日本
（NIMS 他）中国、ロシア、ヨー
ロッパ、カナダ、米国、オースト
鉄鋼メーカー、大学など多数。

参 加 プ ロ
ジェクト／
ネットワー
ク

国標準システムと精密測定ワーク
ショップ KOICA（韓国国際協力事
業団）の資金援助により開発途上
国より人材受け入れ。先導的創造
研究プログラムでは超高速光学特
性制御先導研究センター、CMR
材料先導研究センターである。

NRL、POSCO及び浦項工科大学
と産学研究ネットワーク構築。
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表 7 物質材料研究を積極的に進めている韓国の大学の概要

忠南大学（Chungnam-U） 漢陽大学（Hanyang-U） 仁荷大学（Inha-U）

設立年月日 1952年。1962年国立大学 1939年（技術専門学校として） 1954年（金属学科等を含む工科大学）

所在地 大田　Daejeon ソウル　Seoul 仁川　Incheon

機関 URL http://plus.cnu.ac.kr http://www.hanyang.ac.kr http://www.inha.ac.kr

目的 創造性の獲得、発展への寄与、
奉仕の精神の涵養

地域や国、世界の繁栄に寄与す
る知識と能力を持つ人材育成

人格の育成、真理の探究、社会
福祉、独創性、企業家魂、奉仕
の精神

物質材料分
野に関する
設立以降の
歴史

1967年医学部設置。1977年工
学部は再編し産業教育部となる
が 1985年工学部となる。1994
年国の戦略的大学に選定、1999
年 BK21実施。2003年にバイ
オ科学・ BT 学部設置。 IT、
BT、NT分野での展開を指向し
ている。

1955 年工科大学、数物学科。
1980年科学単科大学、1994年
高度教育への社会的な環境変
化ニーズに対し中長期開発プ
ランを策定、2039年までに世
界トップ 100 以内を目指して
いる。

応用物理学科（原子力）設置、
大学院認可。1960年代に産業
科学技術研究所、窯業、繊維、
高分子工学科設置。1990年代
から素材研究所、半導体／薄膜
技術研究所、医科学研究所、プ
ラズマ技術基盤センター、技術
移転センター（2000年）、軽量
化素材技術革新センター、ナノ
ハイテク研究センター（2002）
を設置。2005年産学協力団。

物質・材料
研究部門或
いは分野

研究部門：材料工学科,金属工
学科、高分子工学科、高機能性
磁性材料研究センター、ナノ・
新素材工学院ナノ技術研究セン
ター、生物工学研究所など。

電子材料フォトニクス材料（半
導体、誘電体、LEDなど）、高
分子材料、光ファイバー、光計
測　環境計測、レーザー､フェ
ムト科学／工学、応用光工学等。

分野：物質関連基礎科学、エン
プラ、複合材料、超高強度高分
子材料、ナノ素材、半導体素子、
デバイス,薄膜材料、固体物性、
光電子 /情報ディスプレー、
SOC、その他。

機関運営の
特徴―特徴
的な施策

「ビジョン 2010」による改革を
スローガンとして経営の合理
化,資源配分,教育改革、特化部
門育成を図る方針。

少数精鋭の研究グループ集中特
化型で、外国人教授が多く、国
際化のため全ての教科目は英
語。授業料免除などの特権あり。

「大学ビジョン 2010」大学総合
順位 2005年 10位、2010年 7位
とする方針。教授確保率、一人
当たりの研究費、論文数、その
他総合的に具体的な数値目標設
定。

機関運営の
特徴―研究
者評価

研究者評価：特別の記述はな
い。教員業績評価規定有り。
SCI級の研究業績目標がある。

研究者評価：外国著名な教授
が論文評価。SCI 論文誌数や
受託研究費額もカウントされ
ている。

研究者評価：業績評価がある。
評価支援制度を上記ビジョン
でとりあげている。

関係省庁 MOE、MOCIE、MOST （主務）MOST、MOE、MOCIE MOE、MOST

機関予算 （全体）入手可能な資料なし。 （全体）2003学年度 361,380。部
分参考値:； 2004年受託研究費
40,400（百万ウォン）。予算配分
実績：給与 34.2％、運営費 11.1
％、学生研究費 31.7％他。

（全体）全体：授業料等 129,773、
寄付金など 52,191（百万ウオ
ン）。（物質・材料分野）入手可
能な資料なし。

研究者数 （全体）2005年教授 536名助教
授 131名。英文 HPでは 494名
の教授のうち、理学 87、工学
105計 192名。材料工学と金属
工学合計約 20名。

（全体）2005年専任教授 75人
（3月現在）。（物質・材料分野）
2005年　参考：材料工学、環
境科学工学計 25名程度。情報
通信工学 18名、先進フォトニ
クス研究所教授 2 名（研究者
は 30名程度）。

2004年専任教員 662名（2003
年 644 名）。工学部約 195 名、
理学部約 66名。基礎科学研究
所約 80名（研究員）、ナノハイ
テク研究センター 52名、半導
体／薄膜技術研究所 8 学、科
約 30名参加。

企業及び海
外との連携
状況

連携企業：大学で設置した教育
関係財団や BioMed-TICなど各
種研究成果の技術移転等に関す
る財団、機関を通じ、地域企業
等と関係している。

連携企業：具体名不明だが 2004
年、39社に技術指導実績。海
外連携先：国連大学、マンチェ
スター大、Rockey Mountain
Instrument Co.など。

連携企業： LG、3M、韓国火薬、
錦湖、三星電子、その他。海外
連携先：エアバス（仏）USC
（米）北京工業大（中）ほか 15
箇国 50大学,機関と交流。

参 加 プ ロ
ジェクト／
ネットワー
ク

韓国ソフトウエア開発研究所
での大学研究センター。韓国
科学財団　ERC（優秀研究セン
ター指定プログラム）。その他。

BK21プログラムには全ての教
授参加。（KAISTなどとのネッ
トワーク）。国連大学共同運営
Institute of Science and
Technology for Sustainability’
のネットワーク。

BK21参加複数。国防科学研究
所、原子力研究所、その他多
数の民間機関。
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韓国科学技術院（KAIST） 高麗大学（Korea-U） 慶北大学（Kyungpook-U）

設立年月日 1971年（韓国科学院 KAIS） 1946年（文科系） 1946年（教育、医学、農学分野）

所在地 大田　Daejeon ソウル　Seoul 大邱　Daegu

機関 URL http://www.kaist.ac.kr http://www.korea.ac.kr http://www.knu.ac.kr/

目的 知識と応用力のある研究者や技
術者の育成

教育により国を保つ。活力と情
熱

学術研究を通して真理や誇り、
奉仕などに関する精神を養う。

物質材料分
野に関する
設立以降の
歴史

1971年（韓国科学院 KAIS）、
1981年 KAIST設立、韓国科学
技術研究院 KISTと統合、1989
年 KISTと分離。
1996年敷設高等科学院設置。
2004年敷設ナノセンター設置。

1961年理工大学設置、1977年
理科大学と工科大学に分離。
1987年自然科学大学設置、1990
年大学院に KISTとの共同コー
ス設置、1991年戦略的鉱物資
源研究センター設置、1996年
テクノコンプレックス造成（韓
国国内初）。

1964年産業技術研究所設置、
1970年年工学部（college）設
置、1976年電子顕微鏡中央研
究所設置（医学）、1981年自然
科学部（college）設置、以降
環境科学研究所ほか研究所設
置。1996年先端材料研究所。

物質・材料
研究部門或
いは分野

分野：ナノスピンエレクトロニ
クス、素子、X 線光源、レー
ザー、プラズマ工学、生命科学
工学、ダイヤモンド薄膜、セラ
ミックス等。

物理部門：粒子検出器、レー
ザーや多次元分光、C ナノ
チューブ、ほか。化学部門：光
電子感応分子、環境、ナノ科学、
電子材料ほか IT、BT、NT、
ET。

分野：加速器計測、MR分光、
センサー等計測、高分子、フ
ラットパネルディスプレイ材
料等先端材料、電子材料、生
体材料。環境技術ほか。

機関運営の
特徴―特徴
的な施策

KAISTビジョンで優秀な学生
を学費免除で受け入れている。
MIT をモデルにした制度で、
最高水準の教科、教授陣、イ
ンフラ改善を図っている。

民族的、民主的伝統を受け継
ぎながらも研究や付属研究所
の支援環境を高め国際化を志
向。

地方分権運動の中心に立ってき
た大学として、官学産連携と地
域革新のためのネットワーク作
りを積極的に推進。

機関運営の
特徴―研究
者評価

研究者評価： SCI 実績や受託
研究費額や特許数で評価。

特段の記述はないが発表論文
数や質についての集計がなさ
れている。（SCI等の評価）。

大学協議会の学科評価事業を
1992年から実施。SCIや国プ
ロの採択なども年次報告その
他で記載。

関係省庁 MOST、MOE MOE、MOST MOE、MOIC、MOCIE、産業
資源省

機関予算 （全体・百万ウォン）2005年
266,429。予算分配実績：入手
資料なし。

（全体）2003年： 67,063百万
ウォン。予算分配実績：入手
可能な資料なし。

（全体）2005年 190,300。研究
分野別の予算配分：人件費
108,129、運営費 25,624、施設
費 10,600（百万ウォン）。

研究者数 （全体）2005 年 414 名（教授
405名、研究職 4名、助教 5名）。
（物質・材料分野）200 年参
考：工学部約 240名、自然科学
部約 100名、新素材工学科 27
名。

（全体）2004 年全校専任教授
1044名。（物質・材料分野）理
科大学 57名、工科大学 116名、
生命科学大学 35名､自然科学大
学 71名、専任教授計 279名こ
の内、物理学科、化学科、材料
工学科計 56名。

（全体）2005年 962名（専任講
師含む）専任教授 578名。材料
分野の詳細は不明。参考　専任
教授数：農学・生命科学部 67
名、工学部 113名、理学部 64
名、計 244名。

企業及び海
外との連携
状況

民間受託研究あり。現代電子産
業、三星電子、LG半導体、SK
テレコム、DACOM等。海外連
携先：大学協力プログラム等；
MIT、ミシガン大学、スタン
フォード大学、精華大学、
INSA、エコールポリテクニッ
ク。

連携企業： LG、POSCO 他多
数。

連携企業： C r o p 製造技術、
Samsung、LG、Korea telecom
等
海外連携先： AIS、CMS、CDF、
Belle

参 加 プ ロ
ジェクト／
ネットワー
ク

米、日、中、英、スイスなど
との国際共同研究、BK21事業、
国家指定研究室（NRL）等。

BK21プログラム認定。革新リ
サイクル技術開発。その他学
内外（科学技術研究院など）
と連携。国際的には⑧に記載。
（仏 CNRS X線回折ほか）

附置研では地域企業や大学との
共同研究、国のプロジェクト等
実施。BK21事業参加。湖西大
学や地元自治体とも関係が深
い。
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浦項工科大学（Pohang-U） 釜山大学（Pusan-U） ソウル大学（Seoul-U）

設立年月日 1986年 1945年（人文科学と水産） 1946年

所在地 浦項　Pohang 釜山　Pusan ソウル　Seoul

機関 URL http://www.postech.ac.kr/ http://www.pusan.ac.kr http//www.snu.ac.kr

目的 最高の教育の提供、最先端の研
究、国家や科学界への貢献

21世紀の知識を基にした過酷
な経済競争時代の一翼を担う

最高の質の教育、創造的な研究、
批判精神と創造性豊かな学生の
育成

物質材料分
野に関する
設立以降の
歴史

製鉄会社等の支援により設立さ
れ、1987年大学院認可を受け、
1989年～ 1996年にかけ、BT、
IT、鉄鋼技術、環境技術の大学
院を設置。
2003年 BTセンター設置。

1953年工学部等設置、1954年
大学院設置、1981年自然科学
部設置。1991年来科学、工学､
地域研究における国の優秀な
研究センターとの指定を受け
た。（誘電体・先端材料物理研
究センター他）。

1946年設立時歯科、医薬、薬
学系から工学部を設置。1975
年自然科学系大学院設置、今日
に至る。外国大学との交流に意
欲的で 2004 年にはエール大
（米）、UBC（カナダ）と交流
協定締結。

物質・材料
研究部門或
いは分野

ナノ材料等 NT、超伝導、磁性、
半導体、生体機能材料、環境、
鉄鋼、BTなど。

材料工学科、化学工学科、高分
子化学工学科、ナノ科学・技術
学科、電気・電子学科、物材料
ほか IT、BT、NT、ET。理学
科等、及び関連付属研究所、支
援組織。

分野：化合物半導体、ナノバイ
オ素子、レーザー　ナノフォト
ニックス、薄膜、有機発光ダイ
オード、微細構造解析、繊維、
医用材料、高分子材料等。

機関運営の
特徴―特徴
的な施策

大学の研究は選択と集中の原則
を指向。少数の重点分野を世界
的水準まで育成。国際的競争に
耐える国家の競争力強化。

最新の設備、技術を通じた高品
質の教育。世界水準の研究、技
術革新への組織的支援。地域や
より広い社会との健全な連携関
係形成。

ビジョン 21：①産官学連携強
化、②大学院のプロフェッショ
ナルな教育、③国際交流、④半
島の平和を念頭においた施策。

機関運営の
特徴―研究
者評価

個人別、研究グループ別に大学
の特殊性を考慮する。個人別評
価は広義評価制と研究・教育、
社会貢献実績評価も顧慮する。

MOE、学術振興財団,科学財団
や報道組織によって教授陣の研
究業績が評価されてきた。SCI
ランキングや研究資金獲得も重
要。

研究所は 2年毎に運営状態を見
直す。その結果は組織の統廃合
に勘案されることから、研究費
受託高も評価に影響するものと
思われる。

関係省庁 MOE、MOST、MOCIE、MND MOE、MOST、MOCIE、MIC、
MOHW

MOE、MOST、MOCIE

機関予算 （全体）2005年年度予算：大学
1303（億ウォン）。分野別の予
算配分：入手可能な資料なし。

入手可能な資料なし。 （全体）2005年：全体 434,593。
（物質・材料分野）入手可能な
資料なし。

研究者数 （全体）2005年教授 220名、研
究員 712名。（物質・材料分野）
2005年教授計 139名。（化学、
生命科学、化学工学、電子・
電気工学、物質科学工学、環
境科学工学）。

（全体）2005 年 943 名。（物
質・材料分野）ナノ科学技術
20名、材料工学 15名、電子・
電気 29名、化学・ポリマー 19
名、物理 25名、環境 8名。そ
の他、研究支援センターなどの
専任あり。

2005年専任教授 1029名、専任
教授 578 名。（物質・材料分
野）：半導体共同研究所 34名、
材料科学工学科 10名。

企業及び海
外との連携
状況

入手可能な資料なし。 連携企業：サムスングループ
（重工他）、LGのほか地域企業。
海外連携先：交換留学生の契
約を海外と行っている。（中国、
米国、ノルウェー、日本など）。

連携企業：共同研究センター利
用企業群（個別名は不明）。海
外連携先：外国の大学と協力関
係を維持するため、環太平洋地
域大学連合（APRU）、東アジ
ア研究大学連合（AEARU）、東
アジア主要大学学術会議などに
参加。

参 加 プ ロ
ジェクト／
ネットワー
ク

国の NCRC（システムバイオダ
イナミックス）や BK21参加の
研究教育プログラム。ネット
ワーク：敷設研究機関で国内大
学・機関研究者と多数ネット
ワーク有り。（釜山大学、仁荷
大学など）。

BK21事業。科技財団プロジェ
クト、釜山慶南圏域サイクロ
トロン研究所構築事業。

国家指定研究室、NRLプログ
ラムに参加。また科学技術部
（MOST）支援プログラム（NT-
IT融合技術人材養成支援事業）
に参加。ナノ半導体関係では東
大、北大、スタンフォード大、
UCバークレイ、IMREシンガ
ポールなどとMOU締結。
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成均館大学（Sung Kyun Kwan-U） 延世大学（Yonsei-U）

設立年月日 1398年国の最初の教育機関-文系 1885年（医学系）

所在地 水原　Suwon ソウル　Seoul

機関 URL http://www.skku.edu/ http://www.yonsei.ac.kr/eng/

目的 儒教の教えである人間性、公平性、
礼儀、知恵がモットー

キリスト教に基き、真理と自由
の精神で社会に貢献する指導者
の養成

物質材料分
野に関する
設立以降の
歴史

1965年科学技術単科大学設立。
1978年自然科学キャンパス開設。
1997年医学部設立。
2001年研究プラザ建設。
2002年電子顕微鏡棟建設。

1957年延世大学となる。1972
年工学系大学院開設（材料工学、
バイオ技術等）。2000年ライフ
サイエンス・ BT研究所設立。
現在、多くの大学付設研究所/
センターで国のプロジェクト
（BK21など）受託している。

物質・材料
研究部門或
いは分野

分野：液晶材料、燃料電池材料、
環境、生体医療用高分子、半導体、
薄膜新素材、高機能表面処理、ナ
ノプロセス、プラズマ物理、他。

化学工学科、電子・電気工学、
金属工学、セラミック工学、バ
イオテクノロジー。理学系：
物理、化学、生化学。

機関運営の
特徴―特徴
的な施策

Vision21で教員募集、大学運営、
国際交流、独自プログラムを策定
世界トップ 100大学から優秀な教
授を募集等。

神学大学院もある総合大学であ
るが、グローバルな大学を目標
とするビジョン 2020に基づき､
研究で国内トップを目指す。政
府施策 BK21に対応し BT、IT、
NTなどの研究センターを設置
し推進。

機関運営の
特徴―研究
者評価

規定による。定量、定性的査定基
準、メリット重視。

記述は見当たらない。

関係省庁 MOE、MOST、MOCIE MOE、MOST

機関予算 （全体）345,200 千 US$。収入内
訳：（全体）（部分参考値）授業料
等 165,200 千 US$、研究寄付金
64,410千 US$。

（全体）1.92兆ウォン。

研究者数 （全体）専任教員 1,074名（2005
年 4月）。（物質・材料分野）詳細
不明。参考：自然科学系 756名、
情報通信　工学部 58名、工科大
学 127名、自然科学部 54名、生
命工学部 19名。

（全体）2005 年全校専任教員
1068名。（物質・材料分野）：
BTセンター参加教授約 30名、
CTセンター（施設）47名。電
気・電子工学系大学院 51名等。

企業及び海
外との連携
状況

連携企業：サムスン（資本参加）
その他産学連携企業。外連携先：
連携大学は MIT その他北米、南
米、オーストラリア、ヨーロッパ、
アジア 100校以上。

連携企業：多くの企業ファンド
を受けている。Samsung, LG
Electronics 技研ほか。海外連携
先：海外の交換大学 28 箇国
（日本 24大学、米国 77大学等）。

参 加 プ ロ
ジェクト／
ネットワー
ク

① BK21核心研究課題、重点研究
所。課題：New Frontier。②MOCIE
半導体・電子部品核心素材関連技
術革新センター（～ 2004）等多数。

国プロジェクト：NRL（National
Research Laboratory）、BK21ほ
か。次世代新技術開発事業（BT
センター､事業団）等多数。そ
の他 Qualcomm-Yonsei との共
同研究等。
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大学はナノ材料や超伝導体、磁性材料などの先端

材料に関する研究に力を入れている。また、世界ラ

ンキングを非常に重視しており、上位入りを宣言し

た大学が多く認められる。
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