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Yonsei University

Yonsei大学正門大学正門大学正門大学正門

• ソウルソウルソウルソウル市市市市のののの中心部中心部中心部中心部にあるにあるにあるにある私立私立私立私立
のののの総合大学総合大学総合大学総合大学

Yonsei大学付属病院大学付属病院大学付属病院大学付属病院

• 韓国韓国韓国韓国のののの慶応慶応慶応慶応といわれるようといわれるようといわれるようといわれるよう
ににににYonsei大大大大にはにはにはには大大大大きなきなきなきな医医医医
学部学部学部学部がありますがありますがありますがあります。。。。このこのこのこの付属付属付属付属
病院病院病院病院はははは韓国最大韓国最大韓国最大韓国最大だそうですだそうですだそうですだそうです。。。。

大学大学大学大学ののののシンボルシンボルシンボルシンボル
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工学部工学部工学部工学部

Yonsei Univ 工学部工学部工学部工学部

Chemical & Bio

Electrical & Electronics

Architecture & Urban Planning

Civil & Environmental

Material

Computer Sci & Industrial

Mechanical

理学部理学部理学部理学部

B: 3,674人人人人
M+D:1,732人人人人

B: 578人人人人
M+D:253人人人人
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工学部工学部工学部工学部のののの建物建物建物建物1

工学部工学部工学部工学部はははは大大大大きなきなきなきな建物建物建物建物3棟棟棟棟からからからから成成成成りりりり立立立立っていますっていますっていますっています。。。。

(理学部理学部理学部理学部はははは別学部別学部別学部別学部)
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工学部工学部工学部工学部のののの建物建物建物建物2

• 大教室大教室大教室大教室はありませんでしたはありませんでしたはありませんでしたはありませんでした。。。。大人数授業大人数授業大人数授業大人数授業はははは行行行行われていないようですわれていないようですわれていないようですわれていないようです。。。。

• 研究室名研究室名研究室名研究室名にやたらとにやたらとにやたらとにやたらとnanoがついていましたがついていましたがついていましたがついていました。－。－。－。－nano-machine, nono-

chemistry, nano-defence、、、、- - - 重厚長大的研究重厚長大的研究重厚長大的研究重厚長大的研究テーマテーマテーマテーマではではではでは生生生生きききき残残残残れないといれないといれないといれないとい

うことのようですうことのようですうことのようですうことのようです。。。。

• 中退中退中退中退やややや留年留年留年留年はほとんどいないとのことはほとんどいないとのことはほとんどいないとのことはほとんどいないとのこと



6

無意味無意味無意味無意味 (?) にににに広広広広いいいい廊下廊下廊下廊下やややや階段階段階段階段

どこかのどこかのどこかのどこかの大学大学大学大学のようにのようにのようにのように、、、、廊下廊下廊下廊下にににに機材機材機材機材をををを
置置置置いたりいたりいたりいたり実験実験実験実験したりということはありしたりということはありしたりということはありしたりということはあり
ませんませんませんません

学生学生学生学生ロッカーロッカーロッカーロッカー
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機械工学科機械工学科機械工学科機械工学科

• B: 578人人人人 (定員定員定員定員：：：：130人人人人/学年学年学年学年)

• M+D: 253人人人人

• Robotics & Nano Mechatronics

• Nanomanufacturing & Photonics

• Design & Mechanics

• Energy & Environment

• Nano-Bio

• 36人人人人(ほぼほぼほぼほぼ全員米国大学全員米国大学全員米国大学全員米国大学ののののPhD)＋＋＋＋αααα(研究所研究所研究所研究所)

•教員教員教員教員のののの平均論文数平均論文数平均論文数平均論文数: 4.5通通通通/年年年年(英文雑誌論文英文雑誌論文英文雑誌論文英文雑誌論文のみのみのみのみカウントカウントカウントカウント)

分野分野分野分野

学生数学生数学生数学生数

教員教員教員教員

教育教育教育教育
•学部学部学部学部ののののカリキュラムカリキュラムカリキュラムカリキュラムはははは、、、、基礎科目基礎科目基礎科目基礎科目＋＋＋＋ PBL

•製図製図製図製図、、、、機械工作機械工作機械工作機械工作、、、、学生実験学生実験学生実験学生実験はないはないはないはない
• Mのののの授業授業授業授業のののの半分半分半分半分はははは英語英語英語英語、、、、修論修論修論修論もももも英語英語英語英語

• 研究室単位研究室単位研究室単位研究室単位でででで就職就職就職就職のののの世話世話世話世話をするのでをするのでをするのでをするので、、、、分野分野分野分野ではなくではなくではなくではなく、、、、特定特定特定特定のののの教員教員教員教員
にににに人気人気人気人気がががが集集集集まるまるまるまる。。。。人気人気人気人気のないのないのないのない研究室研究室研究室研究室にはにはにはには院生院生院生院生がががが集集集集まらないまらないまらないまらない。。。。

• 訪問先訪問先訪問先訪問先のののの教授教授教授教授のののの例例例例ではではではでは、、、、研究費研究費研究費研究費のののの6割割割割はははは国国国国、、、、4割割割割はははは企業企業企業企業、、、、大学大学大学大学からからからから

はははは研究費研究費研究費研究費はははは出出出出ないないないない。。。。
• 男子学生男子学生男子学生男子学生はははは、、、、兵役兵役兵役兵役にどうにどうにどうにどう対処対処対処対処するかがするかがするかがするかが大問題大問題大問題大問題

そのそのそのその他他他他
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Creative Design Project というというというという授業授業授業授業

- 2, 3, 4年生年生年生年生のときのときのときのとき、、、、計計計計3回回回回
- 4-5人人人人のののの学生学生学生学生ががががチームチームチームチームをををを組組組組んでんでんでんで学生学生学生学生がががが自主的自主的自主的自主的ににににテーマテーマテーマテーマをををを決決決決めてめてめてめて実行実行実行実行するするするする
- 教員教員教員教員ははははアドバイスアドバイスアドバイスアドバイスのみのみのみのみ
- 低学年低学年低学年低学年はははは機械工学機械工学機械工学機械工学のののの展望展望展望展望、、、、4年生年生年生年生はははは卒論卒論卒論卒論のようなものにのようなものにのようなものにのようなものに思思思思えましたえましたえましたえました

発表会発表会発表会発表会ののののブースブースブースブース 自動自動自動自動トイレカバートイレカバートイレカバートイレカバー 機械機械機械機械だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、土木土木土木土木
などなどなどなど全学科全学科全学科全学科でででで実施実施実施実施
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別別別別のののの場所場所場所場所にあるにあるにあるにあるマイクロマイクロマイクロマイクロ加工加工加工加工のののの研究室研究室研究室研究室(機機機機
械工学科内械工学科内械工学科内械工学科内のののの一研究室一研究室一研究室一研究室)をををを案内案内案内案内していただしていただしていただしていただ

きましたきましたきましたきました

隣隣隣隣にさらににさらににさらににさらに新新新新しくしくしくしく２２２２棟建設中棟建設中棟建設中棟建設中

マイクロマイクロマイクロマイクロ加工研究室加工研究室加工研究室加工研究室
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例例例例によってによってによってによって中中中中にはにはにはには大理石張大理石張大理石張大理石張りのりのりのりの広広広広
いいいい空間空間空間空間がありましたがありましたがありましたがありました
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学生諸君学生諸君学生諸君学生諸君のののの居室居室居室居室



12

イオンビームイオンビームイオンビームイオンビーム加工機加工機加工機加工機
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形状計測器形状計測器形状計測器形状計測器 放電加工機放電加工機放電加工機放電加工機
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磁性粉磁性粉磁性粉磁性粉をををを利用利用利用利用するするするする研磨器研磨器研磨器研磨器ーーーーこのこのこのこの研究研究研究研究をををを
行行行行っているっているっているっている学生学生学生学生はははは、、、、梅津君梅津君梅津君梅津君がいたがいたがいたがいた理研理研理研理研のののの
ELIDをよくをよくをよくをよく知知知知っていましたっていましたっていましたっていました。。。。

マイクロワイアマイクロワイアマイクロワイアマイクロワイア放電加工機放電加工機放電加工機放電加工機ーーーー放電加工放電加工放電加工放電加工でででで
有名有名有名有名なななな増沢研増沢研増沢研増沢研でででで開発開発開発開発したものしたものしたものしたもの
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マイクロマイクロマイクロマイクロ切削切削切削切削ーーーーただしただしただしただし、、、、エンドミルエンドミルエンドミルエンドミルのののの直径直径直径直径はははは40 µµµµm、、、、日本製日本製日本製日本製だそうですだそうですだそうですだそうです
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クリーンルームクリーンルームクリーンルームクリーンルーム
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研究室研究室研究室研究室のあるのあるのあるのある建物建物建物建物

• 現代現代現代現代、、、、LGがががが費用費用費用費用のののの半分半分半分半分をををを拠出拠出拠出拠出してできたしてできたしてできたしてできた
• 地上地上地上地上4階階階階、、、、地下地下地下地下5階階階階（（（（地下地下地下地下2-5階階階階はははは駐車場駐車場駐車場駐車場)

• 中中中中にはいろいろなにはいろいろなにはいろいろなにはいろいろな研究所研究所研究所研究所がががが入入入入っているっているっているっている
• 部屋代有料部屋代有料部屋代有料部屋代有料、、、、理工総研理工総研理工総研理工総研のようなのようなのようなのようなシステムシステムシステムシステム

CISD (Center for Information Storage Devices)



18

研究室研究室研究室研究室のあるのあるのあるのある建物建物建物建物のののの中庭中庭中庭中庭

コンサートコンサートコンサートコンサート、、、、ポスターセッションポスターセッションポスターセッションポスターセッションややややリクルートリクルートリクルートリクルートなどのなどのなどのなどの催催催催しにもしにもしにもしにも使使使使われていますわれていますわれていますわれています。。。。
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• CISDはははは、、、、多多多多くのくのくのくの企業企業企業企業ににににサポートサポートサポートサポートされていますされていますされていますされています。。。。韓国韓国韓国韓国だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく日本日本日本日本のののの主要主要主要主要エレクトロニクエレクトロニクエレクトロニクエレクトロニク
スススス関連企業関連企業関連企業関連企業もももも支援支援支援支援しているようですしているようですしているようですしているようです。。。。日本日本日本日本のののの大学大学大学大学にはどうしてにはどうしてにはどうしてにはどうして支援支援支援支援しないのかしないのかしないのかしないのか、、、、不思議不思議不思議不思議ですですですです。。。。

• われわれのわれわれのわれわれのわれわれのイメージイメージイメージイメージするするするする共同研究共同研究共同研究共同研究のののの域域域域をををを超超超超えてえてえてえて、、、、共同研究室共同研究室共同研究室共同研究室のようなのようなのようなのような運営運営運営運営もしているよもしているよもしているよもしているよ
うですうですうですうです。。。。



20

研究対象研究対象研究対象研究対象はははは光光光光デイスクデイスクデイスクデイスクやややや磁気磁気磁気磁気ディスクディスクディスクディスクにににに特化特化特化特化していますしていますしていますしています。。。。

1975のののの磁気磁気磁気磁気ディスディスディスディス

クククク
20 MB

1998のののの磁気磁気磁気磁気ディスディスディスディス

クククク
10 GB
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修士修士修士修士のののの学生諸君学生諸君学生諸君学生諸君のののの居室居室居室居室。。。。早稲田早稲田早稲田早稲田よりだいぶよりだいぶよりだいぶよりだいぶ恵恵恵恵まれたまれたまれたまれた環境環境環境環境ですですですです。。。。

CISDにはにはにはには100人人人人のののの修士修士修士修士+博士博士博士博士のののの学生学生学生学生がいるそうですがいるそうですがいるそうですがいるそうです。。。。企業企業企業企業からのからのからのからの派遣派遣派遣派遣もももも多多多多いそいそいそいそ
うですうですうですうです。。。。就職就職就職就職はなんらはなんらはなんらはなんら問題問題問題問題ないそうですないそうですないそうですないそうです。。。。
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ここからここからここからここから先先先先はははは実験装置実験装置実験装置実験装置のののの写真写真写真写真ですですですです。。。。川本研川本研川本研川本研とととと同同同同じようにじようにじようにじように、、、、テーマテーマテーマテーマごとにごとにごとにごとに防振台防振台防振台防振台のののの
上上上上にににに機器機器機器機器をををを置置置置いていていていて実験実験実験実験していますしていますしていますしています。。。。簡易簡易簡易簡易なななな防塵室防塵室防塵室防塵室にありにありにありにあり、、、、たいへんきれいなたいへんきれいなたいへんきれいなたいへんきれいな環境環境環境環境
ですですですです。。。。
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各実験装置各実験装置各実験装置各実験装置はははは川本研川本研川本研川本研とととと同様同様同様同様、、、、比較的小比較的小比較的小比較的小
さなさなさなさな精密機械精密機械精密機械精密機械ですですですです。。。。

所長所長所長所長さんのおさんのおさんのおさんのお話話話話ではではではでは、、、、ディスクディスクディスクディスクのののの研究研究研究研究
もだいぶもだいぶもだいぶもだいぶ煮詰煮詰煮詰煮詰まってきたのでまってきたのでまってきたのでまってきたので、、、、携帯携帯携帯携帯カカカカ
メラメラメラメラ(超小型超小型超小型超小型ででででデジカメデジカメデジカメデジカメ以上以上以上以上のののの高性能高性能高性能高性能
でかつでかつでかつでかつ動画動画動画動画もももも取取取取れるものれるものれるものれるもの、、、、つまりつまりつまりつまりビデビデビデビデ
オカメラオカメラオカメラオカメラのののの携帯版携帯版携帯版携帯版)ににににシフトシフトシフトシフトするとのするとのするとのするとの
ことことことこと。。。。
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私私私私のののの研究室研究室研究室研究室のののの入入入入りりりり口口口口といただいたといただいたといただいたといただいたランランランランのののの鉢鉢鉢鉢

川本研究室川本研究室川本研究室川本研究室 (Visiting Professor)
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研究室研究室研究室研究室のののの中中中中

早稲田早稲田早稲田早稲田のののの1 unitにににに相当相当相当相当するするするする広広広広さにさにさにさに一人一人一人一人でややでややでややでやや寂寂寂寂しいしいしいしい雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気ですですですです。。。。しかししかししかししかし、、、、時時時時々々々々若若若若
いいいい秘書秘書秘書秘書さんがおさんがおさんがおさんがお茶茶茶茶をををを入入入入れてくれるのでれてくれるのでれてくれるのでれてくれるので心休心休心休心休まりますまりますまりますまります。。。。いまどきのいまどきのいまどきのいまどきの日本日本日本日本ではありえではありえではありえではありえ
ないことですないことですないことですないことです。。。。

川本研究室川本研究室川本研究室川本研究室
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- Advanced Topics in Information Storage Engineeringというというというという大学院大学院大学院大学院のののの
科目科目科目科目でででで、、、、Physics and Engineering of Electrophotographyというというというという授業授業授業授業をををを12回回回回
(3時間時間時間時間/週週週週××××4週週週週)をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。
-写写写写っていないっていないっていないっていない学生学生学生学生もももも含含含含めてめてめてめて受講生受講生受講生受講生はははは30人程度人程度人程度人程度、、、、博士課程博士課程博士課程博士課程のののの学生学生学生学生もももも授業単位授業単位授業単位授業単位がががが

必要必要必要必要なようでありなようでありなようでありなようであり、、、、博士博士博士博士とととと修士修士修士修士とおとおとおとお世話世話世話世話になったになったになったになった先生先生先生先生ですですですです。。。。
-学生学生学生学生はははは日本日本日本日本とととと同同同同じでほとんどじでほとんどじでほとんどじでほとんど質問質問質問質問しませんしませんしませんしません。。。。

授授授授 業業業業
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記念記念記念記念のののの盾盾盾盾をいただきましたをいただきましたをいただきましたをいただきました
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おおおお世話世話世話世話になったになったになったになった方方方方々々々々

学科主任学科主任学科主任学科主任

秘書秘書秘書秘書のののの
Kimさんさんさんさん

CISD所長所長所長所長

秘書秘書秘書秘書のののの
Kimさんさんさんさん
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ソウルソウルソウルソウル近郊近郊近郊近郊のののの小都市小都市小都市小都市Swon (水原市水原市水原市水原市) にににに、、、、Samsung Electronicsのののの研研研研
究開発究開発究開発究開発センターセンターセンターセンターがありますがありますがありますがあります。。。。従業員約従業員約従業員約従業員約2万名万名万名万名。。。。主主主主なななな対象製品対象製品対象製品対象製品はははは、、、、TV, 

display, printer, PC, DVD,デジカメデジカメデジカメデジカメなどなどなどなど、、、、画像画像画像画像にかかわるものにかかわるものにかかわるものにかかわるもの

ここでここでここでここで、、、、電子写真電子写真電子写真電子写真のののの講演講演講演講演をしてきましたをしてきましたをしてきましたをしてきました。。。。

Samsung Electronics
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広大広大広大広大なななな敷地敷地敷地敷地のののの中中中中にはにはにはには、、、、39階建階建階建階建てのてのてのての2つのつのつのつの高層高層高層高層ビルビルビルビルのほかにいくつかののほかにいくつかののほかにいくつかののほかにいくつかの大大大大きなきなきなきな建建建建

物物物物がありますがありますがありますがあります。。。。もちろんもちろんもちろんもちろん、、、、中中中中はははは写真撮影写真撮影写真撮影写真撮影できないのでできないのでできないのでできないので、、、、塀塀塀塀のののの外外外外からからからから撮撮撮撮りましたりましたりましたりました。。。。
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左左左左のののの高層高層高層高層ビルビルビルビルのののの4～～～～5フロアフロアフロアフロア分分分分ががががレーザプリンタレーザプリンタレーザプリンタレーザプリンタのののの開発開発開発開発センターセンターセンターセンターですですですです。。。。ほかのほかのほかのほかの
建物建物建物建物にもにもにもにも画質評価画質評価画質評価画質評価センターセンターセンターセンターなどのなどのなどのなどの施設施設施設施設があるそうですがあるそうですがあるそうですがあるそうです。。。。なおなおなおなお、、、、最上階最上階最上階最上階のののの39階階階階

はははは戦時戦時戦時戦時にににに軍軍軍軍にににに提供提供提供提供するためのものだそうですするためのものだそうですするためのものだそうですするためのものだそうです。。。。
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セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティはははは相当厳相当厳相当厳相当厳しくしくしくしく、、、、持参持参持参持参したしたしたしたノートノートノートノートPCはははは封印封印封印封印されてしまいましたされてしまいましたされてしまいましたされてしまいました。。。。USBメメメメ

モリーモリーモリーモリーももちろんももちろんももちろんももちろん禁止禁止禁止禁止ですですですです。。。。
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ここからはここからはここからはここからは写真写真写真写真がありませんがありませんがありませんがありません

• 写真写真写真写真がないのでがないのでがないのでがないので伝伝伝伝わりにくいのですがわりにくいのですがわりにくいのですがわりにくいのですが、、、、開発開発開発開発センターセンターセンターセンターはははは広大広大広大広大でででで、、、、建物建物建物建物のののの中中中中はははは
例例例例によってによってによってによって大理石張大理石張大理石張大理石張りのりのりのりの階高階高階高階高のののの高高高高いいいい豪華豪華豪華豪華なものでしたなものでしたなものでしたなものでした。。。。これまでこれまでこれまでこれまで日本日本日本日本ややややアメアメアメアメ
リカリカリカリカのいろいろなのいろいろなのいろいろなのいろいろな研究開発研究開発研究開発研究開発センターセンターセンターセンターをををを見見見見てきましたがてきましたがてきましたがてきましたが、、、、ここがここがここがここが最高最高最高最高にににに豪華豪華豪華豪華でででで
すすすす。。。。またまたまたまた人人人人もももも多多多多いようにいようにいようにいように思思思思いましたいましたいましたいました。。。。

• 私私私私のののの講演講演講演講演ははははサムスンサムスンサムスンサムスン横浜横浜横浜横浜とのこれまでのとのこれまでのとのこれまでのとのこれまでの共同研究共同研究共同研究共同研究のののの概要報告概要報告概要報告概要報告(約約約約1時間時間時間時間)とととと
NIP24でででで発表発表発表発表したしたしたしたシミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーション(約約約約1時間時間時間時間)ですですですです。。。。80名名名名くらいのくらいのくらいのくらいの若若若若いいいい技術者技術者技術者技術者

にににに聞聞聞聞いていただきましたいていただきましたいていただきましたいていただきました。。。。学生学生学生学生とととと違違違違ってってってって、、、、活発活発活発活発なななな質問質問質問質問がありましたがありましたがありましたがありました。。。。それぞそれぞそれぞそれぞ
れれれれ自分自分自分自分のののの業務業務業務業務にににに問題問題問題問題をををを抱抱抱抱えておりえておりえておりえており、、、、それにそれにそれにそれに関連関連関連関連したしたしたした質問質問質問質問とととと思思思思われますわれますわれますわれます。。。。

• 電子写真電子写真電子写真電子写真はこのはこのはこのはこの開発開発開発開発センターセンターセンターセンターのみでありのみでありのみでありのみであり、、、、基礎研究基礎研究基礎研究基礎研究するところはないのだそするところはないのだそするところはないのだそするところはないのだそ
うですうですうですうです。。。。(imagingをををを研究研究研究研究するところはあるそうですがするところはあるそうですがするところはあるそうですがするところはあるそうですが)

• (社交辞令社交辞令社交辞令社交辞令とはとはとはとは思思思思いますがいますがいますがいますが)私私私私のののの講演講演講演講演はははは、、、、基礎研究基礎研究基礎研究基礎研究ややややシミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーションがががが重要重要重要重要

であるとのであるとのであるとのであるとの意識意識意識意識をををを広広広広めるのにめるのにめるのにめるのに大変役立大変役立大変役立大変役立ったとのことでしたったとのことでしたったとのことでしたったとのことでした。。。。

• Yonsei大大大大ののののPark先生先生先生先生のおのおのおのお話話話話ではではではでは、、、、Samsungのののの研究研究研究研究はははは3つのつのつのつの階層階層階層階層があるがあるがあるがある。。。。第第第第1

はははは特定特定特定特定のののの製品製品製品製品をををを意図意図意図意図しないしないしないしない基礎研究所基礎研究所基礎研究所基礎研究所、、、、第第第第2はははは製品製品製品製品にににに関連関連関連関連するするするする研究研究研究研究をををを行行行行うううう研究研究研究研究
所所所所、、、、第第第第3ははははDivison Lab.

• 第第第第1とととと第第第第2のののの研究所研究所研究所研究所ははははDr.以外以外以外以外はははは採用採用採用採用しないそうですしないそうですしないそうですしないそうです。。。。
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• 講演後講演後講演後講演後、、、、日本人日本人日本人日本人のののの方方方方がががが挨拶挨拶挨拶挨拶にこられましたにこられましたにこられましたにこられました。。。。5年前年前年前年前にににに日本企業日本企業日本企業日本企業からからからからSamsung

にににに転職転職転職転職したそうですしたそうですしたそうですしたそうです。。。。このようなこのようなこのようなこのような経歴経歴経歴経歴のののの方方方方がががが何人何人何人何人かいるようですかいるようですかいるようですかいるようです。。。。

• 会社会社会社会社とととと社員社員社員社員はははは個別契約個別契約個別契約個別契約でありでありでありであり、、、、一人一人一人一人ひとりひとりひとりひとり、、、、給与給与給与給与をはじめとしたをはじめとしたをはじめとしたをはじめとした雇用条件雇用条件雇用条件雇用条件がががが
異異異異なりますなりますなりますなります。。。。良良良良くもくもくもくも悪悪悪悪くもくもくもくも、、、、実力次第実力次第実力次第実力次第ということのようですということのようですということのようですということのようです。。。。

• 実際実際実際実際のののの職場職場職場職場にににに入入入入れていただきましたれていただきましたれていただきましたれていただきました。。。。職場環境職場環境職場環境職場環境はははは米国並米国並米国並米国並みでみでみでみで、、、、パーテーショパーテーショパーテーショパーテーショ
ンンンンでででで仕切仕切仕切仕切ったったったった広広広広いいいいスペーススペーススペーススペースでででで、、、、リラックスリラックスリラックスリラックスしているようにしているようにしているようにしているように思思思思えましたえましたえましたえました。。。。服装服装服装服装
はははは自由自由自由自由でででで、、、、フレックスタイムフレックスタイムフレックスタイムフレックスタイムののののコアコアコアコア時間時間時間時間はははは1-4時時時時だそうですだそうですだそうですだそうです。。。。

• Samsungはははは韓国韓国韓国韓国ではではではでは破格破格破格破格のののの高給高給高給高給だそうですだそうですだそうですだそうです。。。。職場環境職場環境職場環境職場環境などもなどもなどもなども含含含含めてめてめてめて、、、、労働労働労働労働

条件条件条件条件はははは日本日本日本日本よりだいぶよいとよりだいぶよいとよりだいぶよいとよりだいぶよいと思思思思いましたいましたいましたいました。。。。

• 日本日本日本日本はははは韓国韓国韓国韓国をををを軽視軽視軽視軽視しがちですがしがちですがしがちですがしがちですが、、、、アメリカアメリカアメリカアメリカなどでなどでなどでなどで勉強勉強勉強勉強してきたしてきたしてきたしてきたドクタードクタードクタードクターをををを数数数数
千人単位千人単位千人単位千人単位でででで集集集集めてめてめてめて、、、、これぞとこれぞとこれぞとこれぞと見極見極見極見極めためためためたトップダウントップダウントップダウントップダウンのののの対象対象対象対象にににに集中的集中的集中的集中的にににに投資投資投資投資しししし
てててて研究開発研究開発研究開発研究開発をををを行行行行うとどうなるかうとどうなるかうとどうなるかうとどうなるか、、、、火火火火をををを見見見見るよりるよりるよりるより明明明明らかですらかですらかですらかです。。。。すでにすでにすでにすでに日本以外日本以外日本以外日本以外
ではではではでは、、、、SONYややややPanasonicよりもよりもよりもよりもSamsungのほうがのほうがのほうがのほうがブランドブランドブランドブランド力力力力がががが高高高高いといといといと聞聞聞聞きききき

ますますますます。。。。


