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【評価資料の要約】 

 

 本拠点大学交流事業は東京工業大学と韓国科学技術院（ＫＡＩＳＴ）の間で、2000年度

から開始され2009 年度に終了した。2000 年当時のソフトマテリアルの現状に立ち、ソフ

トマテリアルの特性を生かしたインテリジェント材料、環境順応型材料の創製と応用につ

いてより先進的な技術の提案をおこなうこと、また、この目的を遂行できる若手研究者を

育成し、日韓で協力してソフトマテリアルの分野で世界のリーダーとなることを目標とし

た。１．「ソフトマテリアルの分子設計」（ソフトマテリアルの新規な分子デザインと合成）、

２．「機能性ソフトマテリアル」（特に電子材料に応用できる機能性ソフトマテリアルの提

案）、３．「ソフトマテリアルの構造解析とその方法論の開発」（ソフトマテリアルの構造

の解析とその新しい方法論の開発）、４．「ソフトマテリアルの成形加工」（新規プロセッ

シングの開発）、５．「エコ－およびバイオ－ソフトマテリアルシステム」（ソフトマテリ

アルのエコおよびバイオメディカル）の５グループに分かれて共同研究を主とする活動を

行った。共同研究を推進する目的と若い研究者を育成する目的で、大学院博士後期過程の

学生を相手国の研究室に３ヶ月間滞在させて、実験を行わせた。共同研究は順調に行われ、

多くの成果が出た。成果として発表された論文数は100を超えた。若手研究者の育成に関

しては、前述の大学院博士後期過程の学生による長期滞在によって、両国間の学生が肝胆

相照らす仲となって、その後長期間にわたり知的交流が継続することを可能とした。また、

若手の助手クラスの研究者を相手国に派遣し、1 週間で３か所の大学を訪問するプログラ

ムを行った。これにより、互いの研究を熟知して、新しい共同研究を立ち上げる引き金と

した。これらの若手研究者育成に関しては、数値で成果が出てくるわけではないが、十分

に成功したと考えている。セミナーは５回実施した。その中で、2003年に韓国慶州で実施

した「高分子新材料新技術会議 (Advanced Polymeric Materials and Technology 2003, 

APMT2003)」は、 日本から100名、韓国から250名が参加し、さらに、日本からの参加者

には、東京工業大学、九州大学、東京農工大学、千歳科学技術大学の学長が含まれ、ソフ

トマテリアルの現状と展望について熱い議論が展開された。また、2008年に新潟で行われ

た「日韓高分子若手研究者シンポジウム2008」には、日本と韓国各100名の若手研究者が

一堂に会し、３泊の合宿形式で討論を行った。参加者は大学院博士後期過程の学生から若

手の教授に至るまでの様々な段階の研究者であったが、それぞれ得るものがあったと確信

している。最後に、2010 年に「先進的高分子材料と技術 2010 (Advanced Polymeric 

Materials and Technology 2010, APMT2010)」を済州で行った。これは本拠点交流事業の

集大成と言うべきセミナーで、最近の学術的成果の発表とともに、本事業 10 年を振り返

る討議も行った。 
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【評価資料の要約（英訳）】 

 The present core university program that was operated between Tokyo Institute of 
Technology and Korean Advanced Institute of Science and Technology started in the 
year of 2000, and finished in the year of 2009. Standing on the scientific level of soft 
materials in 2000, the objective issues were decided as leading edge development and 
application of intelligent and eco-friendly materials that contained well considered 
characteristics of soft materials, and additionally, the young excellent leaders who 
performed the above mentioned objective issues were educated, and finally these 
Japanese and Korean leaders would head science and technologies of soft materials in 
world wide scale. The present core university program was preceded by the following 
five sub-groups; 1. “Molecular design of soft materials” (Molecular design and synthesis 
of soft materials, 2. “Functional soft materials” (Design of functional soft materials 
especially microelectronics application), 3. “Characterization of Soft Materials and 
Development of Methods” (Molecular elucidation of soft materials and development of 
its technology), 4. “Processing of soft materials” (Development of new processing 
methods), 5.”Eco- and Bio-system of Soft Materials” (Soft materials for eco and bio 
medicals). In order to precede the cooperative research and in order to bring up young 
researchers, graduate students were sent to the counterpart laboratories for three 
months. The cooperative researches were successful to produce over one hundred 
papers. On the other hand, according to the three months stay in the laboratory, the 
graduate students became closer. As the results, they continued their intelligent 
interchange for a long time. Moreover, the other program that is for young assistant 
professors to travel counterpart country to visit three different universities. The 
purpose of this program is to know the contents of research each other, and to trigger 
starting a new collaborated research. It is difficult to show the actual results of the 
young scientists program, we believe that it was successful. Five seminars were held in 
the present core university program. Among those, “Advanced polymeric Materials and 
Technology 2003” was exceptional, because about one hundred Japanese participants 
and 250 of Korean participants were attended; moreover, presidents of Tokyo Institute 
of Technology, Kyushu University, Tokyo University of Agriculture and Technology, and 
Chitose Institute of Science and Technology presented their lectures. In “Japan-Korea 
Young Scientists Symposium” that was held in Niigata in 2008, one hundred Japanese 
and one hundred Korean young scientists got together, and spent three nights to 
discuss horizon of the soft materials. Finally, “Advanced polymeric Materials and 
Technology 2010” was held in Jeju in 2010. This meeting was the final meeting where 
the scientists concerning this core university program. Old and new subjects were 
discussed in the seminar. 
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