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拠点大学交流事業 
平成１８年度 実施報告書 

 
１．拠点機関 
日 本 側 拠 点 大 学： 大阪大学 

韓 国 側 拠 点 大 学： 漢陽大学 

 
２．交流分野・研究テーマ 
（和文）：セラミックス材料科学・多機能型セラミックス複合材料の開発及び機能評価  
（英文）：Ceramic Materials Technology・New Processing and Nanostructure/Property 

Relationship for Multi-functional Ceramic Materials  
交流分野・研究テーマに係るホームページ：http:///www.sanken.osaka-u.ac.jp/labs/scm/cup/ 
 
３．開始年度 
   １９９９年度（平成１１年度） 
 
４．交流実施期間（業務委託期間） 
  平成 １８年 ４月 １日 ～ 平成 １９年 ３月 ３１日 

 
５．実施組織 
日本側実施組織 
     拠点大学：大阪大学産業科学研究所 
  実施組織代表者：産業科学研究所所長 川合 知二 
 コーディネーター：産業科学研究所助教授 関野 徹 
     協力大学：大阪大学・接合科学研究所, 大阪大学・工学部, 長岡技術科学大学.

・極限エネルギー密度工学研究センター, 長岡技術科学大学・機械系, 
長岡技術科学大学・化学系, 長岡技術科学大学・環境建設系, 鹿児島
大学・大学院理工学研究科, 九州大学・工学研究院, 長崎大学・工学
部, 大阪府立大学・大学院工学研究科, 横浜国立大学・大学院環境情
報研究院, 京都大学・再生医科学研究所, 京都大学・エネルギー理工
学研究所, 東北大学・学際科学国際高等研究センター, 東北大学大学
院・工学研究科,. 名古屋大学・工学部, 信州大学・工学部, 神奈川大
学・工学部, 京都工芸繊維大学・工芸学部, 東京大学・生産技術研究
所, 佐賀大学・理工学部, 東海大学・工学部, 名古屋工業大学, 静岡
大学・工学部, 島根大学・総合理工学部, 立命館大学, 大阪工業大学
・工学部, 産業技術総合研究所・中部センター 
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     事務組織：大阪大学事務局 研究推進・国際部 国際交流課 国際交流推進係 
          産業科学研究所 事務部長 田部信重   総務課 
                              経理課 
 
運営体制 
 拠点大学交流運営委員会（大阪大学産業科学研究所）： 
  委員長 弘津禎彦  
           川合知二（実施組織代表者） 
         関野 徹（コーディネーター） 
         真嶋哲朗 
         菅沼克明 
        田部信重（実施組織事務部長・オブザーバー） 
 拠点大学交流拡大運営委員会： 
 委員長 弘津禎彦（大阪大学産業科学研究所 教授） 
           川合知二（大阪大学産業科学研究所 所長・実施組織代表者） 
         関野 徹（大阪大学産業科学研究所 助教授・コーディネーター） 
         真嶋哲朗（大阪大学産業科学研究所 教授） 
         菅沼克明（大阪大学産業科学研究所 教授） 
      新原晧一（長岡技術科学大学 教授） 
      北條純一（九州大学 教授） 
      平田好洋（鹿児島大学 教授） 
      安保正一（大阪府立大学 教授） 
 
 
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）Hanyang University 
          （和文）漢陽大学 
  実施組織代表者：（英文）Professor Chong Yang Kim, President of Hanyang 
University 
 コーディネーター：（英文）Associate Professor Kwang Bo Shim,  
              Ceramic Processing Research Center, Hanyang 
University 
     協力大学：（英文）Sun Moon Univ., Gyeongsang National Univ., Dongshin 

Univ., Inha Univ., Korea Univ., Sungkyunkwan Univ., 
Hanseo Univ., Hansung Univ., Kangnung Univ., Korea 
Maritaime Univ., Kyonggi Univ., Miryang National Univ., 
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Pusan National Univ., Samchok National University, Seoul 
Nat'l Univ., Seoul National University of Technology, 
Chosun Univ., Chungnam National Univ., KICET, KIST, 
Korea Testing Lab., Agency for Technology and Standards, 
KAIST, Inst. of Geoscience & Mineral Resources, RIST, 
Kangwon National Univ. 

         （和文）鮮文大学、慶尚大学、東新大学、仁荷大学、高麗大学、成均

館大学、韓端大学、漢城大学、江陵大学、韓国海洋大学、京

畿大学、密陽国立大学、釜山国立大学、三陟国立大学、ソウ

ル国立大学、ソウル国立工科大学、朝鮮大学、忠南国立大学、

韓国セラミックス工学技術院、韓国科学技術院、韓国試験研

究所、技術標準化院、韓国先端科学技術研究所、地学鉱物資

源研究所、科学技術研究所、江原国立大学 
 
 
６．拠点大学交流としての全期間を通じた研究交流目標 
 
今日の環境問題やエネルギー問題などの社会問題・国際的課題を解決するための方策とし

て、多様なセラミックス材料の機能を単機能型から多機能型へと変革させ、様々な課題に

対処しうる環境低負荷型の新しい基盤材料を創製することが必要不可欠である。この様な

２１世紀における社会的・国際的な要請に応えるために、本事業では大阪大学産業科学研

究所で開発され世界に発信されたナノコンポジット材料コンセプトを更に展開し、「環境低

負荷型の多機能セラミックスの新しいプロセッシング及びナノ構造と機能の評価」に関す

る共同研究を、大阪大学産業科学研究所と韓国の Hanyang Universityをそれぞれ日本及び
韓国の拠点大学として推進する。また、開発した新しい材料技術を社会へ還元すると共に、

研究成果を基にしたベンチャー起業の設立を目指す。これらの目標を効率的に達成する為

に、毎年日本と韓国でセミナーを開催し、両国の研究成果の発表と研究者の情報交換を行

う。 
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７．平成１８年度の研究交流実績の概要 
７－１ 共同研究 

環境への低負荷、ナノテクノロジー材料および機能調和をキーワードにした本研究交流を

推進するため、５つの共同研究を実施し、以下に抜粋して示した成果が得られた。 
1) 環境低負荷型の多機能構造材料の開発研究 

複数の機能が同時に調和して発現する新しいナノコンポジット・ナノマテリアル材料の創

製、機能解明ならびにそのプロセス開発に関する共同研究を行い、易加工性セラミックス

の新規プロセスの開発、粒界ナノ構造やナノ３次元構造制御による絶縁性構造用セラミッ

クスへの導電機能付与、可視-赤外透光性を持つ窒化物セラミックスの創製、高密度で高強

度と高い導電性が共生したホウ化ケイ素セラミックスの創製、耐環境性ハイブリッドナノ

複合コーティング材料の機能向上、有機/無機ハイブリッドナノコンポジットの創製と多様

な構造化などの共同研究成果を得た。 

2) 環境低負荷型の多機能ナノ及び電子材料の開発研究 

本題では、新規な熱電変換セラミックスの創製と機能向上、硬質磁性合金ナノ粒子の創製

と元素添加による構造および物性への影響、非酸化物ナノカプセルの創製とナノメタル磁

性体包含による磁気的機能化、有機/無機ナノハイブリッド化による高性能センサー材料の

機能向上、新規なリチウムイオン電池材料の機能解析、化学的処理によるシリコン半導体

の欠陥消滅方法の開発とこれを用いた多結晶シリコン太陽電池変換効率の向上、高比表面

積を有するハニカム状炭素多孔体の創製と気孔構造解析などの共同研究成果を得た。 

3) 環境低負荷型多機能調和ミクロ/ナノ複合材料の低コスト製造プロセスの開発研究 

本課題では、ナノレベルコロイドの分散性並びに成形性の解明、ナノ粉末プロセス制御に

よる高強度高靭性 SiC セラミックスの創製、高性能酸化物固体燃料電池電解質の高温電気

化学特性解析とその性能評価、バイオセラミックスの新規な作製プロセスの適用と作製条

件最適化による低コスト高性能歯科用材料製造方法の開発、低コスト・低環境負荷ナノ材

料プロセスの開発と改善などについて共同研究を推進し、多くの顕著な成果を得た。 

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 

高強度かつ高靭性なミクロ・ナノ複合材料の更なる高性能化のための特性評価と周辺技術

の開発・最適化を行い、この結果、双方向型セラミックスナノコンポジットの歯科用修復

材料への適用とその力学的特性改善、新規な高温構造用・耐熱コーティング用ナノコンポ

ジットセラミックスの創製とそのプロセス開発、ナノコンポジットの高温熱伝導挙動解析

と低熱伝導化、プラズマを用いた金属表面への高密度セラミックコーティングプロセスの

開発、高信頼性・低コスト機械加工システムの提案とこれに基づくセラミックス材料の実

現などの成果を得ると共に、実用化や両国間での知識技術の共有化を行った。 

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 

シミュレーション計算による新規熱電変換酸化物半導体物性の特徴明確化、酸化チタンナ

ノチューブ回折データのフィッティング計算による構造と成因の解明について示した。ま
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た、実験的研究では、従来の酸化チタン光触媒の効率をはるかに上回る高効率酸化チタン

の創製、可視光応答型酸化チタン光触媒の開発、反応機構解明などの成果を得た。一方で

シングルサイト光触媒を活用した新規な光析出法（PAD-SP 法）の開発、酸化チタンナノチ

ューブにおける特異な電荷分離状態の発見、ナノチューブにおける光触媒機能と優れた分

子吸着能とが共生した高次機能の発見などの成果を得ると同時に、光半導体特性に基づく

高性能な光センサーとしての可能性を示した。 

 
７－２ セミナー 

 JSPS-KOSEF 日韓拠点大学プログラムシンポジウム（第 14 回セミナー）を平成 18 年 10
月 18-20 日に韓国デグ市において第 2 回アジアオセアニアセラミックスフォーラムと同時
開催にて行った。本セミナーでは日本側メンバーによる発表 13件、韓国側メンバーによる
発表 18件を加えた合計 88件の発表（口頭発表 27件、ポスター発表 61件）が、日本、韓
国、中国などからの総勢 90名の参加者を得て行われ、共同研究進捗状況の成果発表・討論
ならびに意見交換を行い、最近のセラミックス材料研究の進展などについて情報交換およ

び共有などの成果が得られた。 
 平成１９年1月11日から14日の会期で福岡県北九州市小倉にて拠点大学セミナー（第 15回）
を「エコマテリアルのプロセシングと設計に関する国際シンポジウム」の第８回シンポジウムと同

時開催し、日本、韓国、中国、米国などから、基調講演 4 件を含む口頭発表 104 件、ポス
ター発表 377件の合計 481件が行われた。本事業においては環境調和型材料や技術は重要
な研究課題の一つであり、これまでも積極的に共同研究が行われてきたが、本会議では多

数参集した本事業以外の研究者に対して本事業の取組や方向性とその成果を公知し、アジ

アおよび国際的な連携の拠点としての位置づけを印象づけた。また、査読審査付論文出版

による成果・知見の国際社会への還元、国際的に通用する研究者育成を図るための優秀ポ

スター発表賞（６件）表彰を行った。 
 

７－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 本事業で行う研究内容や今後の方向性、主要事業に関する計画立案や将来的な持続発展

のための枠組みなどに関して打合せ・実施状況連絡会を行った。特に次年度以降は、共同

研究の推進に加え、プログラム総括ならびに成果に関する更に広範囲な公知・社会還元を

目的とした活動（大型国際シンポジウム開催など）を強化することなどが討論された。ま

た、両国拠点校（大阪大学、漢陽大学）を中心とした更なる国際連携強化のため、韓国側

拠点校に設置されている大阪大学産業科学研究所ブランチオフィスの更なる活用や、大学

院生を含む若手研究者育成のための相互連携などについて集中的な議論が行われ、次年度

以降具体的な活動を開始することなどが合意された。 
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８．平成１８年度の研究交流の成果 
（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。） 

８－１ 研究協力体制の構築状況 

 昨年度に行われた拠点校内での研究推進体制（委員会）の見直しに基づき、拠点校にお

ける所内委員会に加え、協力校の主要研究者を含めた拡大委員会ならびに韓国側委員を含

めた委員会において連携体制や運営についての計画立案運用を行った。これらは協力校な

らびに相手側拠点・協力校とも密に連携を取る必要性があることから、メール稟議を含む

形も採用し、随時打ち合わせが行われ、双方での共同研究推進に寄与できた。 

 また、国際的にも要請の高い研究課題について更に重点的に推進することが急務である

ことから、随時研究員の追加登録を行った。これらは日韓共同研究の性格上、カウンター

パートナー（相手側対応研究者）の同時参加も必要であることから、柔軟に行った。こう

した取り組みにより共同研究ネットワークが両国間で有機的に発展展開されることになり、

両国での研究推進に多大なる貢献を果たした。 

 

８－２ 学術面の成果 

 本年度行われた５項目の共同研究により得られた多数の成果のうち、以下にその主要な

成果について要約して示す。 
1. 新規な Al-B-O 複酸化物からの炭素還元窒化法などの新規プロセスを適用し、高い力学

的特性と機械易加工性ならびに高熱伝導性を兼ね備えた多機能調和型 AlN/BN ナノコ

ンポジットの創製に成功した。 

2. 焼結法と粒界化学組成制御を併用することで粒界ナノガラス相の光学物性制御を行い、
より広範な粒界化学組成範囲で可視-赤外透過性を持つ透光性窒化ケイ素セラミック

スの作製に成功し、特に波長 500-700nm 付近の可視光透可性の改善に成功した。 

3. 構造用セラミックス中に CNT とナノ粒子を同時分散したマルチフェーズナノコンポジ
ットの作製に成功し、力学特性の更なる改善を達成した 

4. 絶縁性構造用セラミックスのナノオーダー粒界相に導電性化合物を配するプロセスを
確立し、広範な電気伝導性、力学特性と熱伝導性に優れる AlN セラミックスの創製に

成功し通常では不可能な放電加工性を付与することに成功した。 

5. 四ホウ化ケイ素（SiB4）および六ホウ化ケイ素（SiB6）の緻密質焼結体に関して作製

条件を確立し、低比重かつ優れた導電性を示し高硬を有することを明らかにした。 
6. 低温で優れた耐環境性を持つ新しいシリカ/BN 系ナノコンポジットコーティングにつ

いて、異種ナノ界面を化学修飾法により最適化して結合強度を向上させ、密着性の良

い緻密な耐環境コーティングの作製に成功した。 

7. 高硬度・高耐酸化性などを有する Cr(N,O)薄膜コーティング材料の創製に成功しその

電子状態観察から結合性について明らかとした。 

8. 新規なパルス細線放電法により、大気中室温下で高い耐酸化性を持つ有機物被覆銅超
微粒子の作製ならびに高効率の大量合成に成功した。 

9. 各種金属および金属間化合物、セラミックス、シリコンなど非金属を用い、高次に構
造配向制御された微細連続孔を有するロータス型ポーラス材料を創製するとともに、

連続鋳造法を用いた量産化技術を構築した。 
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10. 種々の高分子中にセラミックスや金属等のナノ粒子やナノチューブを均一に分散した
ナノコンポジットの作製に成功し、無機ナノ粒子の表面化学処理を行うことで異相界

面設計を行い、力学特性の改善などが可能なことを見いだした。 
11. 希土類含有ｐ型酸化物半導体である ReCoO3焼結体（Re=Pr, Nd, Eu, Tb, Dy）ならび

にこれらの固溶体システムを創製し、酸化物セラミックスとしては高い熱電変換性能

指数（ZT）（NdCoO3：ZT=0.25（773K））を達成した。 
12. タンタル酸リチウムにチタン酸カルシウムを固溶・非化学量論組成とすることで圧電

性を確認し、固溶体セラミックのピエゾ誘電効果を利用した鉛フリー圧電センサとし

ての可能性を示した。 

13. sub-50nm 級の分解能を持つ直接 AFM ナノリソグラフィー法、汎用性のある Mo ナノマ
スク AFM リソグラフィー法、大面積への展開を視野に入れた Mo ナノマスク・インプリ

ントリソグラフィー法を開発した。 

14. 電子ドープ系マンガン酸化物材料(La,Ce)MnO3 及び(Nd,Ce)MnO3 系の微細構造及び電
子状態を系統的に検討し、従来の考察とは異なりカチオン欠損に起因するホールドー

プ効果が強磁性発現の主因であることを世界で初めて解明した。 

15. Cr や Gd 添加 GaN 磁性半導体の量子井戸や超格子構造を作製し、強磁性特性の向上や
Si 基板上への GaN ナノロッド形成と電界電子放出特性改善を確認した。 

16. 高密度磁気記録媒体として期待される L1o 型 FeP 磁性合金ナノ粒子の２次元分散高配
向膜について Co, Cu 添加効果を調べ、ｃ軸配向度の高いナノ粒子膜を通常より低い温

度で合成することに成功し、Co 添加に伴う飽和磁化の増加を観測した。 

17. 新規合成法によりメタル磁性ナノ粒子内包 BN ナノカプセルを合成し、BN ナノケージ
を採用することで酸化・浸食による内部磁粒子の磁化低下の抑制に成功した。 

18. 有機／無機ナノ界面制御により、1000 万回以上の耐久性を持つエラストマー基ハイブ
リッド型ナノコンポジット感圧センサー材料の創製に成功し、同時に薄膜型感触セン

サーの創製にも成功した。 

19. 多様な金属や化合物半導体を表面や空洞内部に担持した酸化チタンナノチューブ
（TiO2 NT）複合材料の創製に成功し、多様な機能化が可能なことを見いだした。 

20. 従来作製が困難であったレーザ MBE 法による酸化物ナノワイヤ（MgO）の創成に世界で
初めて成功し、そのサイズを世界最小径である 10nm 以下にまで高結晶性を保ったまま

制御することに成功した。 

21. 半導体を KCN や HCN 溶液に浸漬して、CN_イオンを欠陥準位に選択的に反応させ Si-CN
等の結合を形成させることで欠陥準位を消滅させる新規な方法を開発し、多結晶シリ

コン太陽電池のエネルギー変換効率を 2割以上向上させることに成功した。 

22. 低コストな麦藁を用いたハニカム成形体より、極めて高い比表面積を有する炭素多孔
体を得ることに成功し、その窒素吸着挙動やマイクロ孔構造を明らかにした。 

23. 20-800 nm のコロイド粒子に関し、70 nm 以下の粒子では成形体密度は表面電荷には依
存せず、分散剤の立体安定化効果により増加することを明らかにした。 

24. 異なるサイズの SiC 粉体を用い、Al2O3-Y2O3 系助剤で液相焼結を行うことで最高 1080 
MPa の曲げ強度と 6.0 Mpam1/2 の破壊靱性が両立した焼結体を得た。 

25. ガドリウム固溶セリア電解質を用いた固体酸化物形燃料電池の電気化学特性を評価し、
800℃で 120 mW/cm2 の出力を確認した。 

26. 金属触媒の種類、サイズおよび合成温度が CNT や CNF の構造に大きな影響を及ぼすこ
と、炭素の収率は担体表面の触媒の露出に依存することなどを明らかにした。 
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27. 従来法と異なるマイクロ波応用窒化物コーティング技術、マイクロ波スピノーダル分
解を利用した磁性や導電性、蛍光特性を併せ持つ材料作製、超音波/マイクロ波併用に

よる低コスト・低環境負荷プロセスによる貴金属ナノ材料の作製に成功した。 

28. 歯科用修復材料などへの応用を目的とし、電気泳動析出法（EPD）を用いた ZrO2/Al2O3
ナノ複合材料の成形ならびに焼結体を作製し、そのプロセス最適化を図った。 

29. 放電プラズマ焼結（SPS）法により、短時間焼結で緻密な生体活性セラミックスである
アパタイトとジルコニアの複合体を得ることに成功しプロセス最適化により焼結体の

機械的性質が向上することを見出した。 

30. ジルコニア／モナザイト（3Y-TZP/LaPO4 複合体）ナノコンポジットを創製し、高強

度と低熱伝導率を確認し、新規耐熱コーティング材料としての可能性を示した。 

31. 金属表層部をセラミックス化することを目的として、スパッタ型金属イオン源とイオ
ン窒化装置を併設した新型のプラズマプロセス装置を開発した。 

32. 紫外光照射することによりゼオライトやメソポーラスシリカ骨格内の孤立 Ti サイト

を活性化させ、相互作用した金属前駆体を Ti サイト上に固定化担持する光析出法

( Photo-Assisted Deposition on Single-site Photocatalyst: PAD-SP 法)を開発し

た。 

33. 酸化チタンナノチューブ（TiO2 NTs）による有機化合物の一電子酸化反応過程をナノ
秒時間分解拡散反射法によって明らかにした。通常のナノ粒子と比べ、電荷分離状態

が 10 倍以上長寿命化することを見出した。 

34. 有機分子（メチレンブルー,MB）退色法を用いて TiO2 NTs の光触媒特性を精査した結
果、TiO2 NTsは化学種を吸着する機能と極めて優れた光触媒機能を兼ね備えた「能動型光
触媒」であることを初めて見いだした。 

35. 中性子線回折及び放射光Ｘ線による回折実験結果の構造シミュレーションにより TiO2 
NT の構造や成因に関する知見が得られた。 

36. 優れた熱電特性を示す ReCoO3 について第一原理計算を行い、バンドギャップの小さい
半導体であるが一部金属的な挙動を示す可能性のあることが予測された。 

 
８－３ 若手研究者養成 

 本プロジェクトでは、セラミックス及びその関連材料開発や技術、その学術的解明に関

する共同研究を推進しているが、もの作りを基盤にした研究開発・技術発展は今後もます

ます重要となる。こうした観点から本事業でも大学院博士後期課程学生を含む若手研究者

の育成は、①文化や意識の異なる人々との密な共同研究による広い世界観の構築と意識改

革ならびに国際感覚の育成、②英語を共通語とすることによる語学力アップ、③世界最先

端の研究に参加することによる研究意欲の向上とスキルアップ、④国際感覚とハイレベル

な科学技術知識を有し、次世代のアジア地区におけるリーダーとなる若手研究者の育成、

のために重点的に行っている項目である。 

 この観点に立ち、大学院生も積極的にメンバーとして加え、共同研究を行うと共に、セ

ミナーへの参加を促している。特に本年度は国際的視野に立った研究立案・遂行能力の醸

成を促すために開催したセミナーにおいて若手研究者の発表を表彰し、研究に対するモチ

ベーションの向上を図った。また、両国若手研究者のセミナーによる交流はもちろんのこ
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と、特に韓国側若手研究者の日本への中・長期間の受入（本年度の 10 日以上の受入による

共同研究は延 11 人、合計 113 人日）を行い、拠点校等での最先端共同研究を行った。こう

した集中的な滞在研究は、両国の共同研究の効率的・効果的な推進にとって非常に有意義

であり、同時に上記観点に基づいての若手研究者育成に多いに貢献していると共に、日本

における先端研究環境と技術・知見の提供の点で相手国側へ大きく貢献している。同時に

これらは我が国における若手研究者への良い刺激となり、学術研究交流のみならず広く文

化的・社会的相互理解に大きく寄与している。 

 

８－４ 社会貢献 

 共同研究成果により得られた知見を用いた知的財産取得や民間企業への技術移転が行わ

れている。特筆すべきは、本事業に関して得られた研究成果ならびにその発表が元となり、

日本側大学・韓国側大学と韓国側企業および一部日本側企業を含めた３者間（または４者

間）における国際産学共同研究の実施に関する事前調整が複数進行しており、次年度以降

具体的な連携を開始することが検討されている。これにより今後両国の産業界への多大な

貢献がなされるものと期待される。 

 一方、セミナー開催や学術論文発表による研究成果発表などを通じた情報の公開、公知

については本年度も複数行っており、セラミックスおよび関連材料科学技術分野をはじめ

とする多様な分野へ多くの寄与を行っている。 

 

８－５ 今後の課題・問題点 

 環境・エネルギー問題に対する両国ならびにアジア諸国の問題意識は近年ますます高ま

りつつあり、本交流当初より重要な課題としていた環境調和型材料技術に関する共同研究

の重要性は益々高まりつつあることが改めて認識されている。加えて、本交流も８年目を

終え、最終的な総括へ向けた取組および次のステップに関する準備が開始されることとな

る。こうした観点を踏まえてこれまでも適宜第３国の研究者のセミナー等への参加並びに

意見交換などを行ってきたが、特に、東アジア主要国である中国の研究者の参画をはじめ

としてアジア諸国研究者の参加は、諸問題、特に環境やエネルギーといった国際的な課題

に関連した研究開発・共同研究の推進には必須であり、将来的な新たな共同研究体制の構

築を考慮すると次年度以降も具体的な連携研究や枠組みの構築に関して、積極的に検討し

ていくべき課題であると考えている。 
 

８－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成１８年度論文総数  331 本 

   うち、相手国参加研究者との共著 22 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 4 本 

（※ 論文リスト別添）
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９．平成１８年度における総交流人数・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 
（JSPS）

韓国

（KOSEF）
   合計 

実施計画 82/318    82/318 日本 
（JSPS） 実績 

 
54/236    54/236 

実施計画 73/412    73/412 韓国（KOSEF） 
実績 69/419 

 

   69/419 

実施計画 1/5    1/5 欧州地域 
実績 0/0  

 

  0/0 

実施計画 2/8    2/8 アジア地域 

実績 0/0   

 

 0/0 

実施計画 0/0    0/0 アメリカ合

衆国 実績 2/19    

 

2/19 

実施計画 76/425 82/318    158/743合計 

実績 71/438 54/236    125/674

 

※ 派遣先・派遣元ともに、対応機関がある場合は「国名（機関名）」で記入し、第三国の

場合は「国名」を記載してください。 

※ 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。） 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

 48／153 （人／人日）    31／106 （人／人日） 

 

 


