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拠点大学交流事業 
平成１８年度 実施計画書 

 
 
１．拠点機関 
日 本 側 拠 点 大 学 ： 東京工業大学 
（ 韓国  ）拠点大学： 韓国科学技術院 

 
 
２．交流分野・研究テーマ 
（和文）：有機・高分子材料工学・ 高機能・環境順応型ソフトマテリアル創製と応用           

（英文）：Science for Organic & Polymeric Materials・Preparation & Applications of 
Functional & Ecological Soft Materials                       

   交流課題に係るホームページ：http:// www.op.titech.ac.jp/jsps-core                                 
 
 
３．開始年度 
   平成 12 年度（ 7 年度目） 
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４．実施組織 
日本側実施組織 
     拠点大学：東京工業大学 
  実施組織代表者：東京工業大学学長・相澤 益男 
 コーディネーター：東京工業大学教授・柿本 雅明 
     協力大学：岩手大学・東北大学・茨城大学・東京農工大学・ 
                    長岡技術科学大学・信州大学・名古屋大学・名古屋工業大学・ 
          京都大学・京都工芸繊維大学・岡山大学・九州大学・慶応義塾大学 
     事務組織：学務部留学生課 
 
 
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）Korea Advanced Institute of Science & Technology  

（KAIST） 
          （和文）韓国科学技術院 
  実施組織代表者：（英文）KAIST President・Robert B Laughlin 
 コーディネーター：（英文）KAIST Professor・Sun Chul Kim 

協力大学：（英文）Sungkyunkwan University  
Hannam University 
Hanyang University 
Pohang University of Science & Technology 
Gwangju Institute of Science & Technology 

（和文）成均館大学 
   漢南大学 

漢陽大学 
浦項科学技術大学 
光州科学院 

 
５．拠点大学交流としての全期間を通じた研究交流目標 
本拠点大学交流では、日本と韓国が大学レベルで技術交流することにより、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。具体的には「ソフトマテリアルの分子設計」でソフト

マテリアルの新規な分子デザインと合成をおこなう。「機能性ソフトマテリアル」で機能性

ソフトマテリアルの提案をする。「ソフトマテリアルの構造解析とその方法論の開発」で、

ソフトマテリアルの構造解析とその方法論の開発をおこない、「ソフトマテリアルの形成加

工」で新規プロセッシングの開発をし、「エコー及びバイオ－ソフトマテリアルシステム」
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でソフトマテリアルのエコーおよびバイオメディカルをとりあげ、これらの課題を中心に、

共同研究を実施し、合わせて２１世紀を担う両国の新人材を育成すること、そして日韓で

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する。 

 
６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
１. ソフトマテリアルの分子設計 
1) メソポーラス材料を用いる結合位置選択精密制御 

メソポーラス材料としては壁が厚く比較的安定性の高いＳＢＡ－１５を選び、この細

孔内のシラノールにアミン成分を固定化し、さらに銅イオンの固定を行い、構造の明確

なメソポーラス触媒を合成した。この触媒を用いて、o-クレゾールの重合を行ったところ、
80%を超える位置選択性を有する 1,4-カップリングしたポリ(o-クレゾール)の合成に成
功した。 
 

2) 分岐構造精密制御 

多分枝ポリマーであるデンドリマーは保護-脱保護反応の繰り返しを行うために合成が

非常に煩雑である。そこで、分子量分布のない、分岐度 100%のデンドリマー、特に機能

材料として応用範囲が広いポリフェニレンエーテル型の簡便な合成法の開発を行った。 

成果：保護・脱保護反応を使用せず、活性化剤に塩化チオニルを用いる One pot 合成

で１から４世代のデンドロン、および４世代のデンドリマーの合成に成功した。この際、

単離は高価なカラムクロマトを使用せず、簡便な再沈殿法で生成物を得た。 

 

3)ビニル基の空間位置を厳密に制御した鋳型重合による精密重合 

17年度に作成法を確立した環状ポリメタクリル酸オリゴマー（重合度 7および 14）は
環境（溶媒の極性、ｐＨ）の包接挙動を解明し、新規包接材料の解明および設計指針を明

確化する事を目的とする。直鎖状高分子を鋳型とする重合制御においては、17 年度に引

き続き、生成物であるラダー状高分子の大量合成を行い、その特性解析を行うことを目的

とする。 
成果：環状ポリメタクリル酸オリゴマーの合成では、重合時の包接材料による、鋳型内

部のビニル基の空間配置の制御、および、重合度の制御を可能とした。さらに直鎖状およ

び環状ポリメタクリル酸オリゴマー（重合度 14）を大量合成し、そのｐＨ特性の解析を
行った結果、環状ポリメタクリル酸オリゴマーの解離挙動は直鎖状のそれよりも、高分子

量ポリメタクリル酸に近く、環状ポリメタクリル酸オリゴマー内部に疎水ポケットが形成

されていることが明らかとなった。 

 

4) 機能性 Heteroarm star-branched polymerと dendrimer-like hyperbranched polymer
の合成 

16 年度に提案し開発した繰り返し法に工夫を加え展開することで、反応性基や機能性
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基を導入した構造が厳密に規制された新しい heteroarm star-branched polymerの合成
を試みる。さらに上記方法論を基にして、開始鎖末端に反応性基に変換可能な前駆体を

有するリビングポリマーを合成し、coupling 反応と前駆体の反応性基への反応を繰り返
すことで、樹木状(dendrimer-like)に多分岐した新しい hyperbranched polymer の合成
を目指す。さらにこれらのポリマー中に機能性基を導入することで、ナノ機能性物質や

材料の創製を計画している。 

成果：申請者が独自に開発したリビングアニオンポリマーと官能基変換を繰り返す方

法を用い、新規のパーフルオロアリキル(Rf)基含ポリマーセグメントを導入した非対称の
星型ポリマーや高世代の樹木状多分岐高分子の合成に成功した。いずれも明確な分岐構

造と精密に規制された分子量や分子量分布を有している。具体的には、非対称星型ポリ

マーは、３本腕と５本腕を有し、AB2、 A2B、 AB4、 A2B3、 A3B2、 A4B の組成 (A: 
polystyrene、 B: Rf-PMMA)で構成されている。分子量は 3万から 5万で、分子量分布
は Mw/Mnで 1.05 以下である。非対称樹木状多分岐高分子は、3 世代と 4 世代のポリマ
ーを合成し、Rf基含ポリマーセグメントは 1~4世代のいずれにも導入してある。それら
の組成は、AA2B4、 AB2A4、 BA2A4、 AA2A4B8、 AA2B4A8、 AB2A4A8、 BA2A4A8 (A: 
PMMA、 B: Rf-PMMA)で表され、分子量は 7~15万、分子量分布はMw/Mnで 1.05以下
であり、構造は極めて厳密に制御されている。いずれのポリマーもフィルムに形成する

と、Rf基の表面濃縮能は高く、疎水性、疎油性の高い表面を示す。XPS解析からも F含
量が数倍から数百倍濃縮されていることがわかり、表面修飾用精密材料としての展開が

期待される。 
 

5)無修飾天然糖類ならびにフッ化糖類の固相重縮合による多分岐多糖の合成 
 合成多糖は、天然のものにはない特異な性質や機能を期待することができる。昨年まで

の研究で、グルコースなどの６単糖の結晶がリン酸触媒の存在下で固体状態を保ったまま

脱水重縮合し、対応する多分岐多糖を与えることが判明している。17年度は、その反応の
適応範囲の拡大と固相反応の特徴を解明するため、以下の計画を遂行する。 
 １）キシロースなどの５単糖、マルトースなどの２糖や３糖の固相脱水重縮合。 
 ２）１位をフッ素化したフッ化糖類の固相重合。 
１）の研究は、重合機構の解明に重要な知見を与えることが期待される。また、２）の研

究は、脱離基をフッ素とすることでより低い温度での反応と反応の選択性の発現が期待で

きる。 

成果： 
１）キシロースなどの５単糖、マルトースなどの２糖や３糖の固相脱水重縮合５単糖

類も６単糖と同様にリン酸触媒の存在下固体状態を保ったまま脱水重合し多分岐多糖

を生成することがわかった。興味深いことに、６単糖とは異なり、５単糖から得られた

ポリマーにはフラノースタイプのユニットが含まれていることが判明した。 
 ２糖類も単糖と同様に重合し、多分岐多糖を生成した。マススペクトルによる解析か
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ら、重合中にグリコシド結合の交換反応が起こり、単糖単位の繰り返しユニットが生成

することが明らかとなった。 
 ２）１位をフッ素化したフッ化糖類の固相重合 
 フッ化糖類が、触媒なして加熱のみによって固体状態を保ったまま脱フッ化水素重縮   

合し、多分岐多糖を生成することを見出した。酸触媒が存在しないため、低温での２糖

の重合においてはグリコシド結合の交換反応が起こらず、２糖単位からなるポリマーが

得られた。 
 

２．機能性ソフトマテリアル 

本拠点交流プログラムが発足した当初から、電子材料と膜材料に分けて活動している。

電子材料分野における企業では日本が世界的にも高レベルの技術水準を維持しているが、

応用面では韓国が日本を上回る状況になって来ているものの、大学レベルの基礎研究では

共通した問題の解決に共同で立ち向かう必要がある。平成 17 年 11 月 9-11 日に釜山大学

で行われた韓日ポリイミド会議 2005 (KJPIC2005)では光反応性ポリイミドやポリイミド

の光導波路応用のセッションがあり、第 2 グルーからも多くの研究者が参加した。特に、

POSTECH の Jin Chul Jung 教授は機能性ポリイミドの基調講演を行った。平成 18 年 1 月

18日に九州大学において行われた第18回Tokyo Tech-KAIST拠点合同シンポジウムでは、 

第 2 グループからは、東京工業大学の森健彦助教授が有機トランジスターに関する研究、

九州大学の大塚英幸助教授が新規な高分子反応、通信総合研究所の横山士吉研究員が有機

レーザー発振について、成蹊大学の樋口亜紺教授が細胞培養の基材について、POSTECH の

Jin Chul Jung 教授が新規なポリイミドについて、KAIST の Hong ku Shim 教授が新規ＥＬ

材料に関する研究について発表した。 

 

1) 電子材料 

研究活動として、①電子材料用高機能材料の開発、②液晶の基礎と応用に関する研究、

③有機発光素子、有機トランジスター等の新規デバイスに関する研究、を主たる研究活動

としてきた。 

まず、①の分野では、従来の直鎖構造と比べて、加工性に優れ、非晶性である分岐高分

子の新規な構造を設計し、合成した。これらの例として、ハイパーブランチポリシロキサ

ン、ハイパーブランチポリベンズオキサゾール、ハイパーブランチポリエーテル等が挙げ

られる。KAIST の Hyung Sam Choi 君が 2005 年 12 月 1 日～2006 年 2 月 28 日の期間、柿本

研究室に滞在し、可溶性ベンズオキサゾールの研究を行った。 

②の分野は大きく分けて、(1)液晶の基礎物性、(2)液晶フォトニックデバイスの分野で

顕著な成果を挙げた。液晶の基礎物性としては、バナナ形液晶がメインである。1996 年

に発表したバナナ形液晶の初めての論文の引用が 450 件を超えた。本年度もさまざまな観

点からバナナ形液晶の物性測定を続けている。フォトニックデバイス応用ではレーザーや

光ダイオードへの応用研究を展開した。KAIST の博士課程の学生である Min Ju Park 君が
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2005 年 12 月 20 日～2006 年 3 月 19 日の間、竹添研究室に滞在し、有機 EL デバイスへの

フォトニック構造の導入の実験、特に平面周期構造を持った有機 EL 特性の研究を行った。

また、渡辺順次は液晶－非晶ブロック共重合体のシリンダー相分離構造のモノドメイン配

向制御で特記すべき成果をあげた。液晶―非晶ブロック共重合体は、リビングラジカル法

による重合で、多種、多様な高分子種の組み合わせで、簡単に合成できる。一成分を液晶

セグメントとした共重合体で、液晶セグメントをマトリックスとし、非晶セグメント（具

体的にはポリスチレンセグメント）を柱状に相分離させた相分離構造を磁場、電場、また

界面を利用して均一配向制御させることに成功した。特に、柱状相分離構造を膜面に垂直

に配向させることは、その構造機能を利用する上で非常に重要であり、その創成を試み、

みごとな配向を実現させるに至った。 

③の分野では、テトラチアフルバレン(TTF)を含む有機半導体でオリゴチオフェン系に

匹敵する移動度を示す薄膜有機 FET を実現した。 金属ジチオラート錯体を用いて安定な

N型有機トランジスタを開発した。θ型とよばれる有機電荷移動錯体の巨大非線形伝導を

用いて、２端子素子で直流を交流に変換する新しいタイプの有機デバイスを提案し、有機

サイリスタと名付けた。この成果は Nature 誌に発表されている。 

 
2) 膜材料 

環境、エネルギー、健康等に生じる複雑な問題を解決する方法の一つとして、水処理、

大気浄化、燃料電池、薬物徐放等に対する高分子分離膜の高度な利用が世界的規模で再び

注目されはじめている。これらの膜に対する研究を合理的かつ効率的に行うために、平成

１３年度に KAIST、韓国国家標準局、韓国国立膜研究所（漢陽大学内）においてシンポジ

ウムを開催した。日本からは東京工業大学、名古屋工業大学、京都工芸繊維大学、成蹊大

学、山口大学の研究者が参加し、気体、エネルギー変換、薬物選択性膜についての研究を

提案した。韓国側からは水処理、浸透気化膜についての研究の提案があった。また膜の国

際的標準規格を目指して、評価方法等について成果の公表と討論を行い、標準化に向けて

お互いに情報交換を行うことを確認した。今後の膜研究の展望と新たな方向について講演

を行うと共に、研究の進め方について討論を行い、今後の協力関係の進め方を話しあい、

協力関係を進めることを確認した。平成１４年度は韓国から KAIST を中心とした研究者が

東京工業大学を訪問して現状の報告と今後の方針を話し合った。また東京工業大学におい

て京都工芸繊維大学、山口大学、成蹊大学の研究者が集まり、成果の報告を行った。平成

１５年度は東京工業大学、東京大学、名古屋工業大学、成蹊大学、山口大学の研究者が韓

国を訪問し、機能性膜、気体、エネルギー変換、薬物選択性、水処理に主眼をおいた機能

性の高い膜について基礎および応用研究の発表を行った。今後これらの研究をさらに進め

ることを確認した。さらに膜のみならずより広い高分子材料の環境浄化への適用を行うた

めに、このグループを今後、発展させることを韓国側との間で合意した。また山口大学の

学生が KJIST において３ヶ月間滞在し研究を行った。平成１６年度は韓国から研究者が訪

問し岡山大学においてシンポジウムを開催した。日本からは、山口大学、広島大学、京都
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工芸繊維大学、成蹊大学から研究者が出席し、機能性膜、気体、エネルギー変換、薬物選

択性、水処理に主眼をおいた機能性の高い膜について基礎および応用研究の発表を行った。

今後韓国で大きなテーマとなっている水処理に関係する膜や日韓双方で重要な課題であ

る燃料電池に関連した膜の研究を進めることを話しあった。平成１７年度は、平成１７年

７月８日～10 月５日の間成蹊大学樋口亜紺教授指導下の助手松岡由季が韓国 Hanyang 

University の School of Chemical Engineering、 College of Engineering、の Young Moo 

Lee 教授のもとで「Preparation & characterization of bioinert gel membranes」に関

する研究を行った。また平成１７年８月２１日～２６日にわたり韓国ソウル市において国

際膜会議２００５（ICOM２００５）が開催され、東京工業大学、東京大学、成蹊大学、名

古屋工業大学、京都工芸繊維大学、山口大学から研究者が参加し機能性膜、気体、エネル

ギー変換、薬物選択性、水処理等に関する研究発表を行った。平成１８年１月１８日に韓

国から研究者が訪問し九州大学においてシンポジウムを開催した。日本からは、山口大学、

成蹊大学から研究者が出席し、燃料電池や生体材料として用いる機能性膜について研究発

表が行われた。 

 

３．ソフトマテリアルの構造解析とその方法論の開発 

1)現在までの交流実績                                      

研究交流については、各年１～２回、交互に相手国を訪問してシンポジウムを定期的に

開催している。また、毎年行われている若手研究者の交流会にも本グループから積極的に

派遣している。 

特に、平成１５年度に慶州で開催された国際シンポジウムには本グループから１０名の

研究者および複数名の若手研究者、学生が参加し、研究発表、研究情報の交換を行った。

平成１６年度には、浦項工科大学でのシンポジウムを開催するとともに、慶州で開催され

た Polymer Processing Society (PPS)、Asia-Australia regional meeting における当

拠点校交流事業の特別セッションの設置など多彩な活動を行った。浦項工科大学シンポジ

ウムは、日韓以外の PPS 参加者も数名加わり、広く海外からの同分野の研究者を交えた情

報交換を行う機会を設けることができ、たいへん有意義であった。また、若手交流事業を

平行して開催し、当グループからは6名が参加して浦項工科大学、慶州のPPS、大田のKAIST

で研究交流を行った。 

派遣と受入に関しては、開始から本年度までに韓国側の博士課程学生(３年)１名、学生

（３ヶ月）４名を受け入れるとともに、日本側の学生(３ヶ月)２名を派遣した。また、韓

国側の研究者（S.C.Kim 教授）1名を 2ヶ月間受け入れた。 

これらの交流を通してお互いの今までの研究内容、所有研究設備などの知見が得られた。 

 

2）研究成果 

「表面・界面・ミクロ構造と配向」および「薄膜の解析と応用」に関する研究に焦点

を当てて共同研究を進めている。日本側は東京工業大学のグループを主として、韓国側
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の KAIST のグループとは高分子ブレンド及び複合材料の表面・界面構造と固体状態のミ

クロ構造に関する研究、Inha 大学のグループとは高分子の結晶化挙動及び配向制御に関

する研究、およびプサン大学のグループとは高分子薄膜の機能性と構造解析に関して共

同研究を進めてきた。以下にその成果を示す。 

○表面・界面・ミクロ構造と配向 

ポリプロピレン(PP)/エチレン・プロピレンゴム(EPR)ブレンドの界面を詳細に調べる

ことにより、界面の厚みは相溶性の議論から予想されるよりもかなり大きくなることを見

出した。また、界面厚みや接着性が EPR のエチレンとプロピレンの並び方のランダムネス

に大きく依存することを明らかにし、これらの制御が材料物性に大きく依存することを見

出した。 

ポリプロピレン(PP)を発泡材料等に使用するために、溶融強度を上げる検討を行った。

PP の分子鎖に無水マレイン酸基の導入法を検討することにより、粘度や溶融強度を上げ

るのに最適な濃度があることを見出し、ミクロ構造の制御が重要であることを明らかにし

た。 

東京工業大学の扇澤助教授のグループはKAISTのIn Jae Chung教授と共同研究を行い、

結晶性ポリマーであるポリトリメチレンテレフタレート(PTT)とポリカーボネート(PC)の

ブレンドについて、力学特性に注目して検討を行った。このブレンドは相溶しないにもか

かわらず、引張特性においてもそれほど低下しないことがわかった。また、PTT 自身の結

晶化挙動と構造について東京工業大学側で検討を行っており、結晶構造の解明に大きな進

展が見られた。 

結晶性ポリマーであるポリトリメチレンテレフタレート(PTT)とポリカーボネート(PC)

のブレンドについて、力学特性に注目して検討を行った。このブレンドは相溶しないにも

かかわらず、引張特性においてもそれほど低下しないことがわかった。さらに、Inha 大

学と共同でこの PTT を含むポリエステルブレンドの結晶化を詳細に調べることにより、エ

ステル交換反応などがこれらの結晶化に大きく影響をおよぼすことを明らかにするとと

もに、相分離構造が PTT の結晶構造にどのような影響を与えるかについて検討を行った。

実用に供するときにはどの段階まで熱処理を行うべきかの知見を得ることができた。 

結晶性ブロックを含むブロック共重合体のミクロ構造を詳細に検討することによりミ

クロ相分離により形成される構造が結晶化によって大きく影響を受けることを見出した。 

○薄膜の解析と応用 

高蛍光性ポリイミドを有機 EL デバイス(OELD)の発光層として用いるための検討を行

った。高蛍光性ポリイミドに TPD を分散させ、ホール輸送層として用いた時の発光挙動に

ついて調べることによりこれが発光層として応用でき電圧で制御される波長可変 OELD と

なることを見出した。 

 

以上のように、現在までに韓国側との信頼関係の構築及び相互理解が多いに進み、実際

に共同研究を行うに至った。また、共同研究が東京工業大学と KAIST 以外の大学にも広が



9 

ってきており、非常に有意義な交流を行うことができた。 
４．ソフトマテリアルの形成加工 

ソフトマテリアルの成形加工においては、高分子材料の成形・分子配列制御技術として、

温度・応力履歴制御、外場変調、レオロジー解析、蒸着重合などの要素技術があり、複合

材料の成形技術として、自己組織化、機能性粒子分散、繊維配向制御、界面制御、傾斜構

造形成などの要素技術がある。当グループでは、日韓双方で保有するこれら要素技術の得

意分野を組み合わせ、高強度・高弾性率材料、電気・光学機能材料、吸音・制振材料、バ

イオミメティック材料などの創製を目指している。 
拠点大学交流事業の開始時点から本年度末まで、一貫して、これらの材料創製技術に関

する研究情報の交換・討議を緊密に行うとともに、各研究者が研究対象としてきた分野、

保有技術、保有機器のなどを利用した共同研究も継続して行った。 
具体的には、韓国側で調製した、剛直性の異なるポリエステルである PET や PEN、さら

に液晶高分子のブレンドを日本側が保有する高速溶融紡糸装置を用いて繊維化し、高速紡

糸における繊維構造発現に関する研究、エステル交換を含む種種のブレンド条件と繊維の

力学的性質の関係を明らかにした。また、韓国側で保有するフィルム成形装置に日本側で

保有するオンライン光学遅延計測装置を組み込み、フィルム製造過程におけるオンライン

複屈折計測を試み、一軸配向、平面配向などの３次元的な複屈折形成挙動を明らかにした。

さらに、フィルム延伸過程での複屈折計測を通じ、新規な環状ポリオレフィンを含む光学

用ポリマーの応力光学係数を見積もり、配向挙動を明らかにした。一方、ポリエステルの

直接紡糸延伸プロセスのオンライン計測については、計測法およびデータ解析法の開発を

進め、複屈折解析手法の確立、ネック状変形の移動に伴う形状変化の解析を進めるととも

に特異な高周波数直径振動現象を見出した。 

研究交流については、各年 1～2 回、交互に相手国を訪問してシンポジウムを定期的に

開催するほか、若手の交流会にも積極的に人を派遣している。特に、平成１６年度には、

浦項工科大学でのシンポジウムの開催、慶州で開催された Polymer Processing Society 

(PPS)、Asia-Australia regional meeting における当拠点校交流事業の特別セッション

の設置など多彩な活動を行った。ここでは、日韓のグループ内の研究者の研究交流のみな

らず、広く海外からの同分野の研究者を交えた情報交換を行う機会を設けることができた

ことが大きな特徴といえる。また、若手交流事業を平行して開催し、当グループからは７

名が参加して浦項工科大学、慶州の PPS、大田の KAIST で研究交流を行った。平成１７年

度には、九州で行われたシンポジウムに 2名が参加し発表を行ったほか、若手交流プログ

ラムにも 2名が積極的に参加した。 

共同研究については、これまでに、韓国側から２名(Assoc. Prof. Seong Hun Kim・ 

Hanyang Univ.・博士課程学生 Whanki Kim・ Dankook Univ.、日本側から１名（伊藤浩志

助手・東京工業大学）の研究者が相手国の研究機関（東京工業大学（２回）、檀国大学お

よび漢陽大学）に長期滞在し、共同研究のための実験解析を行った。この間の成果は、幾

つかの学会発表、原著論文の発表につながっている。また、韓国から博士課程学生(Mr. 
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Wan-Gyu Hahm)を１名を受け入れた。 

 

５．エコーおよびバイオ-ソフトマテリアルシステム 
第５グループ「エコーおよびバイオ-ソフトマテリアルシステム」では、21 世紀の科学

技術の重要課題である地球環境保全、持続型資源・エネルギーシステムの構築、高齢化に

対応する高度医療技術の開発、に貢献できるソフトマテリアルシステムの開発を大きな目

標として、日韓の学術交流と共同研究を行っている。地球環境問題は日・韓の二国のみの

問題ではなくて地球規模の問題ではあるが、両国は長い海岸線に囲まれているという似た

環境を持ち、ともに工業化を急速に進めてきたことから共通した環境汚染問題を抱えてい

る。また日・韓両国はエネルギー資源の大部分を国外に依存せざるを得ない状況にもかか

わらず大量エネルギー消費型の社会・産業構造をとっており、持続型社会の構築は両国の

緊急の課題になっている。農産物等の再生可能生物有機資源を原料とする環境低負荷型の

生分解性プラスチックは環境破壊の防止に貢献できるばかりでなく、有限化石資源である

石油資源の節約に寄与することができる持続型材料である。さらに、日・韓両国はともに

少子高齢化が進みつつあり、高度医療技術の開発は日々続けられなければならない。 

本拠点大学交流事業では、開始後 2 年間は、「エコーおよびバイオ-ソフトマテリアル

システム」に関する日・韓両国の研究者交流を通じて両国にどのような研究者が、どのよ

うな研究を進めているかを相互に理解することに重点を置いて交流を進めた。研究面では、

環境低負荷型の生分解性プラスチックに関する基礎研究に重点をおいた。 

平成 14 年度以降には、「エコーおよびバイオ-ソフトマテリアルシステム」分野の日・

韓双方の研究者、研究課題に関する相互理解が進み、シンポジウム等においての学術交流

は具体的でかつ実りの大きいものになった。研究面では、環境低負荷型生分解性プラスチ

ックの基礎及び応用に関する研究を引き続き行うとともに、医用高分子材料に関する研究

を重点的に取り上げ、研究者交流の推進を図った。特に平成 14、15 年度には相互の若手

研究者の長期派遣が実現し、日韓共同研究が具体的に行われたほか、本交流事業の一環と

して大学院博士後期課程学生の受け入れがあった。 

平成 15 年 8 月 5-7 日に、本交流事業の主催により韓国・慶州にて行なわれた国際会議

では、「エコーおよびバイオ-ソフトマテリアルシステム」分野から口頭発表・ポスター発

表合わせて 70 件に達する発表があった。この国際会議は、日韓両国の研究者が一堂に会

して学術交流ばかりでなく、人的交流、特に若手研究者の交流がおおいに進んだことに意

義があった。 

平成 16 年度は、前年度までの環境低負荷型生分解性ポリエステル及び医用高分子材料

に関する研究を引き続き行うとともに、新たに生体適合性を持つ分岐ポリマー（ハイパー

ブランチポリマー）の開発と医用材料としての応用に関する基礎的研究を開始した。 

平成 17 年 1 月 17 日に岡山大学において行われた第 16 回 TIT-KAIST 拠点合同シンポジ

ウムでは、 第５グループからは、環境低負荷型・持続型高分子材料及び医用高分子材料

に関する研究について、合計 6件(日本側 3件、韓国側 3件)の発表が行われた。 
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共同研究については、東京工業大学の井上義夫教授研究室の博士課程学生 1 名(矢澤宏

次)が平成 16 年に KAIST の Sang Youl Kim 教授研究室に長期滞在してハイパーブランチπ

共役高分子の合成に関する研究を行うとともに、平成 17 年に東京工業大学から 2 名の研

究者(教授・井上義夫、助手・浅川直紀)が KAIST を訪問して Sang Youl Kim 教授及び大学

院学生と研究情報交換を行った。また平成 16 年に KKAIST の Sung Chul Kim 教授研究室の

博士課程学生(Chung Won Park)が東京工業大学の井上義夫教授研究室に長期滞在して生体

適合性高分子材料の生分解に関する研究を行うとともに、KAIST の Sung Chul Kim 教授と

忠南大学の Young Jin Kim 助教授が東京工業大学を訪問し、医用高分子材料に関する学術

情報の交換を行った。さらに東京工業大学の井上義夫教授研究室と漢陽大学の Seung Soon 

Im 教授研究室は生分解性高分子アイオノマーの合成及び物性評価に関する共同研究を行

った。 

 
７．平成１８年度の研究交流目標 
 基本的には従来の交流の方法は変更せずに、内容の充実をはかる。今年度は１０月に釜

山でソフトマテリアル関係の大きな国際会議があるので、これの前に若手研究者交流会を

開催し、それと継続して国際会議に出席できるようにする。これはこのような大きな会議

に出席する機会の少ない若手研究者に機会を与えようとするもので、若手研究者にとって

は、若手研究者同士の交流と共に、より経験のある研究者との交流が可能となる。このよ

うに、より幅広い年代間での交流も大きな目標である。 

 

８．平成１８年度の交流事業の概要 
８－１ 共同研究 

共同研究は基本的に大学院生の長期滞在と連動して行われてきた。本年度もこれを踏襲し

て行う。本年度は日本から韓国へ 1 名の助手と 4 名の大学院生を派遣し、韓国から日本へ
は４名を受け入れる計画である。 

 
１. ソフトマテリアルの分子設計 
昨年からの継続性を持たせ、以下の 6 テーマについて検討を行う。1)連鎖的重縮合法に

よるブロック共重合体の合成、2)ビニル基の空間位置を厳密に制御した鋳型重合による精

密重合、3) フェノール残基を環構成員とする大環状化合物をモノマーとするチューブ状高
分子の合成、4) ビス(ヒドロキシメチル)フェノール誘導体の自己触媒的重縮合反応、5) ア
ダマンタン骨格を有する高分子の合成、6) 機能性 Heteroarm Star-Branched Polymer と

Denndrimer-Like Hyperbranched Polymer の精密合成と応用。この中で、2)のテーマに関し、

石曽根研究室は鈴木孝君をＧＩＳＴに派遣し、Jae Suk Lee 教授の研究室とのテーラーメー

ドポリマーに関する詳細な研究を行う。 
 

２．機能性ソフトマテリアル 
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1) 電子材料 

本グループでは、ソフトマテリアルの電子材料への応用を検討する。電子材料の応用さ

れている分野として、基板やパッケージのような耐熱性と強度が要求される分野、フォト

レジストとして使用される光官能性高分子、液晶や有機ＥＬ材料のような表示素子の分野

等があげられる。 

 耐熱性電子材料の開発研究では、分岐ポリマープロジェクトに重点をおき、東京工業大

学の柿本研究室で開発された、高耐熱性の芳香族ハイパーブランチポリアミドと、特にエ

ポキシ樹脂とのコンポジットの作製を検討する。このために柿本研究室は Xia ChengをＫ
ＡＩＳＴの Sung Chul Kim 教授の研究室に派遣し、芳香族ハイパーブランチポリアミドエ

ポキシ樹脂との複合体に関する共同研究を行う。また、ＫＡＩＳＴの Sung Chul Kim 教授

の研究室から Jung Hak Kim を受け入れ、ポリマー溶液から溶媒が蒸発するときに発生する

自己組織化現象について研究する。この研究課題は柿本研究室の早川助手が専門であり、

柿本教授と一体となって共同研究に取り組む。 
表示素子分野では、竹添研究室ではＫＡＩＳＴのO Ok Park教授の研究室からHang Ken Lee

君を受け入れ、開発が有望視されていながら寿命が問題となっている高分子形有機ＥＬ素

子の寿命改善に取り組む。竹添研究室では他にも Yonsei 大学の Hong Koo Baik 教授の研究

室から Jong Bok Kim 君を受け入れ、液晶の新しい配向方法について共同研究を行う。 

2)機能性膜 

本グループでは、環境、エネルギー、健康等に生じる複雑な問題を解決する方法の一つ

として、高分子分離膜の高度な利用が世界的規模で再び注目されはじめていることからこ

れまで高分子分離膜に関して（１）水汚染、（２）大気汚染、（３）エネルギー、（４）薬物

徐放の４テーマに絞り研究を行って来た。今後地球温暖化現象を防止するために、炭酸ガ

スの排出抑制は必須である。このために燃料電池を搭載した自動車、コジェネレーション

システム、携帯用発電システムの開発が非常に重要な課題となっている。谷岡研究室には

ＫＡＩＳＴの Sung Chul Kim 教授の研究室から Jisu Choi 君が派遣され、ダイレクトメタ

ノール法による燃料電池の開発を行う。 

 

３．ソフトマテリアルの構造解析とその方法論の開発 

「表面・界面・ミクロ構造と配向」に関する研究において、以下に示すようなグループ

間および分野で今まで同様に共同研究を進める。日本側は東京工業大学のグループを主と

して、韓国側の KAIST のグループとは高分子ブレンド及び複合材料の表面・界面構造と固

体状態のミクロ構造に関する研究、Inha 大学のグループとは高分子の結晶化挙動及び配向

制御に関する研究、及びプサン大学のグループとは高分子薄膜の機能性と構造解析に関し

て、光学的な応用も含めて共同研究を行う。単独ではできなかった結果が期待される。１

７年度までにこれらの共同研究を行うにあたり、学生の派遣を相互に行い、また若手の交

流を行い共同研究に着手したが、今後も引き続き相互交流を行うことにより、若手の中か

らも共同研究の構想が現れることが期待され、活性化も期待される。 
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その他のグループとも引き続き共同研究の検討を進め、できるところから始める。例え

ば、POSTECH とは、ブロック共重合体に関する構造解析に関して、研究の対象となる系に

ついて具体的な検討に入る。また、構造解析のためのシミュレーション手法などを利用す

る分野においても共同研究を行うグループを探索し、お互いの得意分野および装置を活か

した系を検討する。それにより、今後の共同研究を進める上での相乗効果が期待される。 

 

４．ソフトマテリアルの形成加工 

液晶ポリマーブレンド系の伸長過程に及ぼすレーザー加熱の効果のテーマで、日本の博

士課程学生（信州大学仲田一尋）が韓国のSeong Hun Kim教授の研究室に長期滞在し、新たな

共同研究を立ち上げる予定である。進行中の共同研究テーマである、光学用途材料の伸長

過程における複屈折形成のオンライン計測、および高速紡糸過程を利用した液晶系高性能

繊維の開発については、日韓研究者の緊密な連絡の下で研究を継続するほか、平成１７年

度までに行った実験結果をまとめ、学会発表、論文発表などに結びつける。 

 

５．エコーおよびバイオ-ソフトマテリアルシステム 
本年度は、本拠点大学交流事業開始以来行ってきた枯渇危惧化石資源ではなくて持続可

能資源をベースとする環境低負荷型生分解性高分子材料及び医用高分子材料に関する基礎

的及び応用的研究を引き続き行うとともに、一昨年度から開始した１）生分解性、生体適

合性を持つ機能性分岐ポリマー材料に関する基礎的研究と２）高性能医用高分子材料の開

発と機能評価に関する研究を発展させる。特に遺伝子デリバリー系への応用を目指したく

し型カチオン性高分子材料、ハイパーブランチポリマー及びナノレベルの構造を制御した

高性能医用高分子材料の開発に重点をおいて日韓共同研究を行う。特に、成蹊大学の樋口

研究室の江頭サツキ助手は Hanyang 大学の Young Moo Lee 教授の研究室に滞在しゲルを使

用した生体適合性材料に関する研究を行う。 
 
８－２ セミナー 

開催の予定はない 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 研究者交流は研究室を持っている教授、助教授の交流と、助手クラスの若手研究者交流

との二通りを行って来ている。本年度は、１０月に釜山でソフトマテリアルに関する大き

な国際会議があるので、この開催にあわせて研究者交流を行う予定である。これは、多く

の研究者がこの国際会議に出席するので、再度、韓国へ出張しなくてもよいようにするた

めである。若手研究者は国際会議の前にＫＡＩＳＴを訪問し、そこの若手研究者と交流を

行う。さらに、国際会議の前には釜山大学を訪問して交流を行う。彼らは、基本的にポス

ター形式による交流で、細かい議論を通して詳細を理解するとともに、お互いの友好を深

め、研究協力を促進することを目的としている。年輩の研究者交流は、国際会議の前に１
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日の予定でお互いの最近の成果の発表により意見の交換を行う。 

 

９．平成１８年度交流人数・人日数総表 
９－１ 相手国との交流計画 

（単位：人／人日） 

    派遣先 

派遣元 

日本 

（JSPS） 

韓国

(KOSEF) 
   合計 

日本（JSPS）  60/757    60/757 

韓国 (KOSEF) 37/551     37/ 551

       

       

       

合計 37/551 60/757    97/1,308

 

９－２ 国内での交流計画 

15／60  （人／人日） 




