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要約 

 様々な機能を持つセラミックスを中心とした材料について、その機能を単機能から多

機能へと変革させることで、環境やエネルギー問題といった今日ある多様な問題を解決

する一助とすることができるとの観点に立ち、本交流事業は大阪大学産業科学研究所と

漢陽大学（Hanyang University）をそれぞれ日本及び韓国の拠点大学として、環境低負

荷型の多機能性セラミックス材料およびこれらのナノ材料に関する新しいプロセッシン

グ、ナノ構造と機能の評価に関する国際共同研究を平成 11 年度（1999 年度）から平成

20 年度（2008 年度）迄の 10 年間実施した。交流事業開始当初の参加大学（機関）数は

日韓それぞれ 11 大学および 15 大学、総勢 106 名であったが、共同研究の効率的な推進

により最終年度（平成 20 年度）では日韓それぞれ 20 大学（機関）および 31 大学（機関）

となり、メンバーも 300 名を擁するまでに拡大して成功裏に事業を終了した。 

 この事業では主に(1)国際共同研究、(2)セミナー開催および(3)研究者交流を通じて両

国のセラミックスならびに関連材料研究分野の第一線の研究者らの交流・情報交換を図

ることはもちろん、世界最先端の共同研究への参加を通じた研究意欲の向上・意識改革

とスキルアップや、高い国際感覚とハイレベルな科学技術知識の醸成と次世代のリーダ

ーたる資質の醸成のために大学院博士後期課程学生を含む若手研究者の育成にも重点を

おいて実施することで表記目的の達成に向けた取り組みを行った。 

 共同研究では５つの研究課題（①環境低負荷型の多機能構造材料の開発研究、②環境

低負荷型の多機能ナノ及び電子材料の開発研究、③環境低負荷型機能調和ミクロ/ナノ複

合材料の低コスト製造プロセスの開発研究、④セラミックス系材料の機械的特性評価と

機能向上機構に関する研究、および⑤環境調和型ナノ材料及びプロセッシングのシミュレーシ

ョンと構造解析ならびに機能解明）を設定し、メンバーの専門領域に基づいていずれかの研

究課題の元で共同研究を実施した。 

 こうした共同研究成果の発表、情報交換、研究成果の公表を主目的として、毎年複数

回のセミナーを開催し、10 年間で 23 回の開催または関連国際会議との共催で実施する

ことで、研究成果発表および討論を行った。特筆すべきは、本事業参加メンバーを主要

な運営委員として国際会議（International Symposium on Eco-Materials Processing & 

Design、ISEPD シリーズ）を企画して毎年開催し、今日では参加者数 300 名を超える大

きな会議へと発展させたことである。また、開催会議では会議論文集、学術雑誌特集号

などを通じて研究成果を積極的に公表すると共に、一般の学術雑誌への公表により公知

した。更に本交流事業での成果を積極敵に社会還元することも大きな目標の一つとし、

この結果日韓両国でのベンチャー企業設立（8 社）や民間企業との共同研究や技術移転

による材料・技術の産業応用・実用化にも多くの成果を得た。 



 2

Summary 
Joint Research Projects under the Bilateral Programs between JSPS (Japan) and KOSEF 

(Korea), named as Core University Program (CUP), started from 1999 for "New Processing and 

Nanostructure/Property Relationship for Multi-functional Ceramic Materials" in the field of 

Ceramic Materials Technology as for the 10 years project. This project was served by Osaka 

University and Hanyang University as the core universities of each countries, and more than 50 

organizations joined to this project. 

In this project, Japanese and Korean researchers (finally 300 persons) including ceramists, 

chemists, physicists and materials scientists have closely cooperated under the strong motivation 

to solve various problems such as environmental and energy issues in the 21st century. They have 

made strong efforts to have excellent results in the cooperative research by joining one of the 5 

sub-research categories; (1) Development of structural nanocomposite ceramics with 

multiple-functionality, (2) Nano and nanocomposite electronic ceramics with multiple functions, 

(3) Development of low cost processing for multi-functional micro/nano composites with 

Environmentally low load, (4) Mechanical Properties and Functionality Improvement of 

Ceramics, and (5) Computer Simulation Assisted Structure and Mechanism Analysis of 

Environmentally-harmonized Nanomaterials and Its Processing. Through the 10 years 

cooperative researches, numerous numbers of scientific achievements have been made. 

Quick and effective transfer of nanocomposite and multifunctional material knowledge and 

technologies to the academia and society was one of the important targets. Scientific 

achievements have thus been opened to the public as report papers in various international 

scientific journals. In addition as the outcome, 8 venture companies have been established based 

on the cooperative research results.  

To achieve effective and successful international joint research results, it was very 

important to understand basically different culture and idea of the counterparts. Therefore, the 

majority of the researchers of two countries visited the counter part country every year to join the 

seminars for exchanging the information on cooperative researches of ceramics and 

nanocomposites science and technology, and for discussing on the experimental results and the 

future R & D directions. Specially, we have organized the International Symposium on 

Eco-Materials Processing & Design (ISEPD) series annually, and it is now growing up to a large 

and active international conference. The project has also aimed to cultivate excellent young 

researches, who would be the leading scientists in the world among the related science and 

technology regions, through the joining to the cooperative researches and participating seminars. 


