
拠点大学交流事業 
平成１９年度 実施報告書 

 

 

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 and Polymeric Materials ・ Preparation and Applications 

of Functional and Ecological Soft Materials                       

 

 交流分野・研究テーマ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 (8 年目) 

 

 

４．交流実施期間（業務委託期間） 

  平成 19 年 4 月 19 日 ～ 平成 20 年 3 月 31 日 

 

 

５．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・伊賀 健一 

 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 

 

 

 

 1



 

 

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 and Technology 

                           (KAIST) 

          （和文）韓国科学技術院 

実施組織代表者  ：（英文）KAIST President・Suh Nam Pyo 

 コーディネーター：（英文）KAIST Professor・Sung Chul Kim 

     協力大学：（英文）Sungkyunkwan University  

 Hannam University 

Hanyang University 

Pohang University of Science and Technology 

Gwangju Institute of Science and Technology 

Pusan National University 

（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 

国立釜山大学 

 

 

６．拠点大学交流としての全期間を通じた研究交流目標 

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成形加

工」で新規プロセッシングの開発をし、「エコ－およびバイオ－ソフトマテリアルシステム」

でソフトマテリアルのエコ－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。 
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７．平成１９年度の研究交流実績の概要 

７－１ 共同研究 

共同研究における派遣および受け入れとしては、日本から韓国へ 4名の大学院生を長期滞

在研究者として派遣し、韓国側からは 2名の若手研究者を１ヶ月間、5名の大学院生を 3ヶ

月間の長期滞在として受け入れた。 

その他、平成 18 年度交流事業の集大成となる、Annual Report 2006 (総ページ数 484 ペ

ージ)を作成し、関係各位に配った。 

各グループのリーダーが会して、次年度の計画を話し合う会合を毎年年度末に開催してい

るが、本年度は 1月 30 日に KAIST で開催した。この場で 20 年度は 10 月に若手研究者セミ

ナーを日本側韓国側それぞれ 100 名の参加者規模で開催する予定であるので、これに費用

がかさみ共同研究が自ずと縮小せざるをえないと日本側コーディネーターから説明があっ

た。また、今年度目標を設定した「分岐ポリマーに関する基礎と応用研究」を 20 年度も重

点的に遂行していくこととした。 

 

 

７－２ セミナー 

 「アジアの高分子科学と技術の新風潮」と題するセミナーを 11 月 21 日から 23 日の日程

で韓国の済州島で行った。参加者は日本から 10 名、韓国から 11 名、台湾から 2 名で日韓

台合同セミナーであった。日本と韓国の発表ではバイオ関係の発表が約半分あり、今まで

のセミナーでは議論できなかった分野の議論ができたことは成果であった。特に、京都大

学からの iPS 細胞の発表が新聞に載った時で、2日目のグループディスカッションではこの

ような万能細胞について主に議論を行った。日大の高木教授からは、今までの万能細胞に

関する認可基準が根底から覆される可能性があるという発言があった。今回、発表があっ

た自己組織化構造が細胞の培養に有用であるという意見もあり、今後も継続して議論して

いくこととした。さらに、日韓台でシンポジウムを行うのは初めてであったが、今まであ

まり明かでなかった台湾の事情が良く理解でき、実りのあるシンポジウムであった。日本、

韓国、台湾は電子技術で世界をリードしており、電子材料用のソフトマテリアルは特に重

要である。台湾からは電子材料と生体材料について興味ある発表が行われた。 

 

 

７－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 本年度は北海道大学で 7 月 3 日に先端機能性高分子に関する会議を行った。日本からは

10 名、韓国からは 11 名の参加者で活発な議論が行われた。その中で、東工大の手塚育志教

授からはオリンピックマークの知恵の輪のように高分子の鎖がたがいに共有結合は持たな

いが繋がっている「トポロジカルポリマー」の発表があり、高分子の新分野として注目を
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あびた。 

 毎年日韓の若手研究者が 1 週間の期間で相手国の大学を訪問して交流を深めているが、

今年度は日本から 7名が 9月 3日から 8日までの日程で、Hanyang University、KAIST、GIST

を訪問した。また、韓国からは 11 名が 11 月 12 日から 17 日までの日程で、東北大学、東

京工業大学、大阪大学を訪問した。 

 

 

８．平成１９年度の研究交流の成果 

８－１ 研究協力体制の構築状況 

本拠点大学交流では大学院の学生を日韓双方の研究室に長期に滞在させ、彼らが研究す

ることを共同研究の駆動力に用いている。また、学生を指導する立場の研究者は研究者交

流を通して意思の疎通をはかっている。例えば、19 年度は日本から韓国へ 4 名の大学院生

を長期滞在研究者として派遣し、韓国側からは 2名の若手研究者を１ヶ月間、5名の大学院

生を 3ヶ月～6ヶ月間の長期滞在として受け入れた。さらに、年度の終わりには次年度の計

画をたてるべく、日韓のグループリーダーが会議を行い研究協力体制の強化をはかってい

る。 

 

８－２ 学術面の成果 

１．ソフトマテリアルの分子設計 

○研究目的 

新規な構造のソフトマテリアルを合成することを目的とする。 

○成果及びその評価 

石曽根隆研究室に、Gwangju Institute of Science and Technology(GIST)の Jae 

Suk Lee 教授の研究室に所属する博士課程学生 Beom Goo Kang 君が 2007 年 9 月 11

日から滞在し、側鎖にアダマンタン環を有する新規スチレン誘導体のリビングア

ニオン重合に関する研究を行った。 

1) 連鎖的重縮合法によるブロック共重合体の合成 

縮合系高分子で精密なブロック共重合体の合成例は 1例のみである。アルキル

チオフェン誘導体のホモポリマーの合成について検討を行い、分子量および分子

量分布がそれぞれ 10000 程度、1.1 のポリヘキシルチオフェンを得ることができた。

次に、ブロック共重合体の合成を検討した。その結果、分子量 11600、分子量分

布は 1.13 と狭いブロック共重合体を得ることができた。 

2) 重合部位の空間位置を厳密に制御した鋳型重合による精密重合 

精密に構造を制御された環状メチルメタクリレートオリゴマーを合成し、その

特性を明らかにすることを目的とした。包接能のｐＨ依存性の速度論的解明のた

め、オリゴマーのシリカゲル坦持体を合成し、包接能のｐＨ依存性の速度論的特
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性をβシクロデキストリンと比較、解析した。環状メチルメタクリレートオリゴ

マーとメチレンブルーとの包接では、包接、脱着が短時間に行われたことを見出

した。 

3) アダマンタン骨格を有する高分子の合成 

 熱的、化学的に安定なアダマンタン骨格を主鎖または側鎖に導入した新規高分

子の合成を行った。2-アダマンタノンを出発原料にして、新規 1,3-デヒドロアダ

マンタン類を合成し、そのカチオン開環重合を行ったところ、熱安定性の高いポ

リ(1,3-アダマンタン)類が得られた。 

4) 非対称星型ﾎﾟﾘﾏｰと高世代樹木状多分岐ﾎﾟﾘﾏｰの新規合成法 

18 年度に計画した繰り返し法を新たに拡大、展開することで、広範囲の非対称

星型ﾎﾟﾘﾏｰの合成に成功した。具体的には、1) ﾘﾋﾞﾝｸﾞｱﾆｵﾝﾎﾟﾘﾏｰへの 1,1-ｼﾞﾌｪﾆﾙｴ

ﾁﾚﾝ残基の導入、2) 別のﾘﾋﾞﾝｸﾞｱﾆｵﾝﾎﾟﾘﾏｰを反応させ、ﾎﾟﾘﾏｰ鎖を結合させる、3) 結

合の際に同時に生成するｱﾆｵﾝを利用して、1,1-ｼﾞﾌｪﾆﾙｴﾁﾚﾝ残基の再導入を行う、

以上の 3つの反応を繰り返すことで、多数の腕と多成分から成る非対称星型ﾎﾟﾘﾏｰ

が連続的に合成出来ることになる。 

 

２．機能性ソフトマテリアル 

○研究目的 

電子材料に応用可能な機能性ソフトマテリアルの創製と評価および機能製膜の創

製と評価を行うことを目的とする。 

○成果及びその評価 

まず電子材料研究分野であるが、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、が主たる研究活動であった。いずれのテーマも非常に良い成果が得られている

と言える。本年度は 1名の若手研究者と 3名の韓国大学院生を共同研究として受け入

れ、大学院生 3名を派遣した。  

KAIST の Sang Youl Kim 教授の研究室所属の Du Youn Ka 君が柿本研究室で 2007 年

12 月 15 日から 2008 年 3 月 13 日まで滞在し、新規な高耐熱性低誘電率ポリマーの合

成研究を行った。同じ KAIST の Hee-Tae Jung 准教授が 2007 年 7 月 30 日から 8 月 28

日まで、竹添研究室に滞在し、液晶に関する以下の研究を行った。液晶を形成する分

子の中でエステル結合を持つ分子がキラリティに関する特異な現象を示すことが知

られている。我々は最近フェニルエステルグループを持つアキラルな同族列分子がそ

の SmC 相において自然分掌を起こすことを見いだした。今回 Hee-Tae Jung 教授はこ

れら分子の円偏光２色性(circular dichroism: CD)を測定し、セルの場所を選ぶと、正

負の CD 信号が得られることを確認した。また、KAIST の In Jae Chung 教授の研究

室の Mu Guen Chee 君も竹添教授の研究室に2007年 7月 23日から10月 20日まで、
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滞在し、近年精力的に研究が行われている色素添加コレステリック液晶を用いたレー

ザ発振の研究を行った。この研究の最終的な目的は連続発振にあり、そのためには発

振しきい値を限りなく下げる必要がある。この目的のために、コレステリック液晶の

周期構造方向（らせん軸方向）だけではなく、それと垂直方向にも周期構造を導入し、

3 次元的な光のとじこめを試みた。一方日本から韓国に派遣された学生としては、柿

本研究室の横町和俊君が KAIST の Sung Chul Kim 教授の研究室に 2008 年 1 月 7 日か

ら 2008 年 3 月 29 日まで滞在し、ハイパーブランチポリシロキシキランの高機能化に

関する研究を行った。 

膜関係ではスルホン酸を末端に有するハイパーブランチポリエーテルスルホンと

直鎖ポリエーテルスルホンともハイブリッド膜を作製する方法を開発した。ハイパ

ーブランチポリマーだけでは膜の強度が小さく、自己支持性のある膜の作製が難し

いが、力学特性の優れた直鎖ポリマーとのハイブリッドにすることで膜強度を改善

できる。このようにスルホン酸基が多数導入された膜は燃料電池のプロトン伝導膜

としての応用が期待できる。そこでプロトン伝導度を測定したところ、現在使用さ

れているプロトン伝導膜を陵駕する値が得られており、今後大いに期待できる。こ

の種の研究は KAIST 化学・生体分子工学専攻の Sung Chul Kim 教授の研究室でも行

われており、学生の行き来はなかったが共同研究として情報の交換を行った。 

 

3.ソフトマテリアルの構造解析とその方法論の開発 

  ○研究目的 

ソフトマテリアルの結晶化や相分離挙動を中心とする物性の評価を行うことを目

的とする。 

○成果及びその評価 

19 年度は、本グループの研究者の短期派遣として、2008 年 1 月に東京工業大学か

ら 1名、金沢大学から 1名、長岡技術科学大学から 1名を派遣し、研究交流を行った。

また、2007年9月に若手の短期派遣でも本グループから3名を派遣し、交流を行った。

さらに、学生の長期派遣として日本から韓国への派遣が１件あった。東京工業大学の

扇澤研究室の阿多誠介君が KAIST の Sung Chul Kim 教授の研究室に 2007 年 9 月 27 日

から 2007 年 12 月 24 日まで滞在し、高分子薄膜の構造に関する研究を行った。Pusan 

University の Myeon-Cheon Choi 君が東工大の安藤慎治教授の研究室に 2007 年 6 月

18 日から 2007 年 9 月 14 日まで滞在し、新規高透明性・含塩素ポリイミドの合成と光

学物性に関する研究を行った。 

東京工業大学の扇澤敏明准教授のグループが KAIST の In Jae Chung 教授のグルー

プと昨年度に引続き、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)

の球晶構造の研究を行った。バンド球晶における複屈折の変化とソルベントクラック

が起こる場所とを詳細に調べることにより、分子鎖の集合体が形成する結晶構造を明

 6



らかにした。 

 

4.ソフトマテリアルの成形加工 

○研究目的 

ソフトマテリアルの成形プロセスの開発や検討を特に繊維・フィルム材料への適用

を中心に行うことを目的とする。 

○成果及びその評価 

18 年度は特に、学生等の長期派遣は行わず，前年度から継続して，溶融紡糸および

延伸過程で得た繊維の昇温過程におけるメソスコピック相の発現を含む高次構造変

化に関する解析、フィルム延伸過程における複屈折形成のオンライン計測に関する研

究、複合系の高速溶融紡糸に関する研究、ポリエーテルスルホンの電界紡糸によるウ

ェブ形成に関する研究などを引き続き行った。 

Dankook University の Ho-Jong Kang 教授のグループとの共同研究を行っている、

非晶オレフィン共重合体のガラス転移温度近傍における伸長および緩和過程におけ

る複屈折変化のオンライン計測については、新たに同時、逐次二軸伸長過程での応

力・複屈折の計測を通じた応力－光学係数の評価の検討を開始した。 

さらに、Hanyang University とこれまで共同で行ってきた液晶ポリマーを含む 2

元系、3 元系ブレンドやナノフィラー入りポリエステルの高速紡糸過程における繊維

形成機構に関する研究については、フィラー形状が繊維構造形成挙動に及ぼす影響に

ついてオンライン計測、繊維の高次構造解析を通じて詳細に検討し、成果をまとめて

論文を投稿中である。さらに、信州大学と Hanyang University で、共同研究を行っ

たポリエーテルスルホンの電解紡糸については、紡糸条件と繊維径およびその分布、

ウェブのポアサイズに関する解析を行い、高性能のフィルターが得られることを実証

した。なお、本研究に関連して韓国の Hanyang University に長期滞在した信州大学

博士課程学生仲田一尋君は、平成 19 年度末に博士の学位を取得した。 

 

5.エコ－およびバイオ－ソフトマテリアルシステム 

 ○研究目的 

生分解性ソフトマテリアル及び生体適合性ソフトマテリアル、特に持続可能な生物資

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の創製とこれ

らの応用に関する研究を行うことを目的とする。 

○成果及びその評価 

 19 年度は、本グループから短期派遣として 2007 年 9 月に東京工業大学 2 名、東京大

学１名、筑波大学１名の合計 4名の若手研究者を派遣した。Hanyang University、KAIST、 

GIST において研究発表を行なうとともに学術交流を行った。このほか、韓国での、及び

韓国の研究者を迎えての日本国内でのシンポジウムと研究者交流でも本グループから
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多数の研究者が参加した。 

 環境低負荷型生分解性高分子材料の開発・研究については、東京工業大学教授・井上

義夫と Hanyang University 教授・Seung Soon Im の両研究室がバイオベースの新規生分

解性高分子アイオノマー材料の共同開発・研究を行っている。両研究室は、今まで数年

間にわたり共同研究を行ってきており、最近の共同研究の成果は日韓共著論文をドイツ

の国際学術雑誌に発表した。この論文は筆頭著者の石田一樹（派遣時は東京工業大学大

学院・博士課程学生、現在は東京大学生産技術研究所・特任助教）が本拠点大学交流事

業の長期派遣研究者として 2003 年 10 月１日より約 3 ヶ月間にわたり Hanyang 

University・Seung Soon Im 研究室に滞在した際に合成した生分解性高分子アイオノマ

ー材料について、東京工業大学・井上研究室で固体構造を解析した結果を報告したもの

である。この共同研究をさらに発展させるために、長期研究者派遣として東京工業大学

大学院・博士課程学生・石井成明を 2006 年 9 月 18 日－12 月 16 日の 90 日間にわたり

Hanyang Unvirsity に派遣し、新規生分解性高分子アイオノマーの合成の研究を行った。

ここで合成した新規生分解性高分子アイオノマー材料について、2007 年に東京工業大

学・井上研究室と群馬大学・三友宏志、粕谷健一研究室で機械的性質及び生分解性の評

価・研究を実施し、さらに Hanyang University・Seung Soon Im 教授らは非等温結晶化

動力学の研究を実施した。  

 バイオベースの生分解性高分子ナノ材料の構造、物性の研究として大阪大学・宇山浩、 

東京大学・岩田忠久、韓国・Hanyang University・Dong Kook Kim 教授らはポリ(乳酸)、

ポリヒドロキシアルカン酸などのバイオベース生分解性高分子の電界紡糸による生分

解性ナノファイバーの、また東京工業大学・井上義夫、大阪大学・宇山浩は粘土、フ

ラーレン、グラファイトなどの無機物と生分解性高分子から成る無機・有機ナノ複合

材料の開発・研究を実施し、成果を挙げている。東京大学・岩田忠久らは韓国・Pusan 

National University・Chang Sik Ha 教授らと生分解性脂肪族ポリエステルの結晶構造

解析に関する共同研究を実施し、成果の一部は日韓共著論文として発表した。 

 

８－３ 若手研究者養成 

本交流事業は特に若手研究者の育成を目的の一つに据えている。二つの方法でこの目

的を達成しようとしている。まず、はじめに共同研究において、大学院の学生を長期に

お互いの研究室に滞在させるもので、これにより学術的な成果を効率よく出せるととも

に、異なる研究室の文化を学び、日韓の研究者の卵達が互いに友達になれるという利点

がある。19 年度は日本から韓国へ 4 名の大学院生を長期滞在研究者として派遣し、韓国

側からは 2名の若手研究者を１ヶ月間、5名の大学院生を 3ヶ月～6ヶ月間の長期滞在と

して受け入れた。第 2 の若手育成法は 1 週間程度の期間に助手クラスの若手研究者がお

互いの国の 2～3 か所の研究機関を訪問するもので、ポスターでお互いの仕事を紹介する

ことで理解を深めるとともに共同研究の相手探しをしようというものである。19 年度は

日本から 7名が 9月 3日から 8日までの日程で、Hanyang University、KAIST、GIST を訪
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問した。また、韓国からは 11 名が 11 月 12 日から 17 日までの日程で、東北大学、東京

工業大学、大阪大学を訪問した。 
 

８－４ 社会貢献 

 韓国大田市のエキスポ公園内にある先端科学技術センター(ASTC, Advanced Science 

and Technology Center)において，巡回展示「疾走するファイバー展 (Beyond Fibers)」

を開催し，高分子材料の主要用途である繊維について、韓国の小中高生を含む一般向け

に、日本の最先端の繊維技術の広がりを見て頂くことを通じ社会貢献を行った。 

 「疾走するファイバー展」は，当初，（社）繊維学会と日本科学未来館が共催し、2004

年の夏季に 2 ヶ月開催した一般向けの展示会である。展示の企画及び展示物の準備は日

本の主要繊維企業技術者、繊維学会に関係する大学の研究者と日本科学未来館スタッフ

の共同作業で行われた。また、展示品は、同時期にギリシャで開催されていたオリンピ

ックで使用されるアスリート用衣類・用具に用いられる繊維材料を始めとして、宇宙開

発用の高強度・高弾性率繊維、環境適応型の生分解性繊維、バイオミメティック繊維、

ナノテク繊維、吸湿・発熱作用を有する高快適性繊維など、最先端の分野に限定して集

められた。 

 この展示会が好評であったことから，2005 年以降，展示物を厳選して規模を縮小した

ものを、巡回展として組みなおし (http://www.miraikan.jst.go.jp/j/miraikan/trave

lingex/fiber.html)、国内外のさまざまな地域での開催が続けられている。国内では、

京都、金沢、北九州を始めとする多くの地域、国外では中国、オーストラリアでの開催

実績がある。 

 今般、当プログラムによる最先端科学技術の啓蒙活動を通じた社会貢献を目的として、

この巡回展の韓国での開催を企画し、韓国側開催地・機関の探索，韓国語版の展示品説

明文の作成、開催期間、物品移送の手配を含む各種打ち合わせ、さらには展示品に関す

る詳細な情報提供を行い、2007 年の 10 月 16 日から 11 月 11 日の約１ヶ月間、韓国大田

市にある、先端科学技術センター(ASTC)での開催を実現した。なお、ASTC は、韓国の多

くの国立研究所の最先端の研究内容を紹介するために設置された展示会場であり、今回

の「疾走するファイバー展」の開催には、極めて適切な会場であった。展示会では、韓

国側の専属スタッフが来場者への説明に当たったこと、また休日に多くの来場者があっ

たことは勿論のこと、平日には、近隣の学校から教育活動の一環として多数の見学者が

来場したことから、極めて大きな反響を得ることが出来た。 

 さらに，柿本雅明教授，鞠谷雄士教授が ASTC の上部組織である Expo Park の所長を

Dr. Chung-Won CHO を訪問し、今回の展示会の開催の実現について謝意を伝えるととも

に、最先端科学の一般への啓蒙活動について意見交換を行った。 
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８－５ 今後の課題・問題点 

現在のところ大きな問題点を抱えているとは考えていない。現在の事業のやり方は中

間評価で高い評価を得たことから考えて妥当な方法であると言える。今後も現行のやり

方を継続するつもりである。 
 

 

８－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成１９年度論文総数  281 本 

   うち、相手国参加研究者との共著 33 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 0 本 

（※ 論文リストを別に添付してください） 
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９．平成１９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 

日本 

（JSPS） 

実施計画 
 

46/558    46/558 

実績 39/481    39/481 

韓国 

(KOSEF) 

実施計画 41/682     41/682 

実績 29/706    29/706 

台湾 

(日本側) 

実施計画  0/  0    0/  0 

実績  2/  8   2/  8 

 実施計画       

実績      

 実施計画       

実績      

合計 実施計画 41/682 46/558    87/1,240

実績 29/706 41/489    70/1,195

 

※ 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 

  15 ／ 60 （人／人日）  15 ／  34  （人／人日） 

 


