
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 ： 大阪大学 

韓 国 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：ttp://www.sanken.osaka-u.ac.jp/labs/scm/cup/ 
 
３．開始年度 
  １９９９年度（平成１１年度（９年目）） 
 
４．交流実施期間（業務委託期間） 
  平成 １９年 ４月 １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：大阪大学産業科学研究所 
  実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：産業科学研究所 所長 川合 知二 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）： 

産業科学研究所 准教授 関野 徹（H19 年 10 月末迄） 
産業科学研究所 教授 真嶋哲朗（H19 年 11 月より） 

     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

 1



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 
 
     事務組織：大阪大学事務局 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 仲田 昇   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） 
         真嶋哲朗（コーディネーター） 
         菅沼克昭 
         関野 徹（H19 年 10 月迄） 
         小林 光（H19 年 11 月より） 
        仲田 昇（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） 
         真嶋哲朗（大阪大学産業科学研究所 教授） 
         菅沼克昭（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 特任教授） 
      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） 
         関野 徹（東北大学多元物質科学研究所 准教授）（H19年11月より） 
 
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） 
            Prof. Chong Yang Kim, President of Hanyang University 
 コーディネーター：（英文） 
            Assoc. Prof. Kwang Bo Shim, Ceramic Processing Research Center 
     協力大学：（英文） 
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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., 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., Konkuk Univ., Kyungnam 
University, Hankuk Aviation University, The University of Seoul 

(和文) 
鮮文大学、慶尚国立大学、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、建国大学、慶南大学、韓国航空大学、ソウル市立大学 
 
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１９年度の研究交流実績の概要 
７－１ 共同研究 

 本事業では前記の目標を達成するために下記に示す５つの領域において共同研究を実施

した。それぞれの研究テーマに関して本年度に得られた成果・結果の概要については以下

に示す。 

 
1) 環境低負荷型の多機能構造材料の開発研究 

 本研究テーマでは、多機能調和型材料創製のための新しいナノコンポジット・ナノマテ

リアル設計指針に基づき、複数機能を同時に機能調和できる材料の創製、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った。具体的には半導体製造装置用に適用可能

な易加工性あるいは適度な静電気対策を施した導電性セラミックス材料の構造解析、電気

的・力学的機能向上、高温や腐食環境下で利用可能な耐環境性セラミックスコーティング

および有機/無機ハイブリッドコーティング材料の創製、異方構造に基づく機能発現を指向

した様々な構造用材料の創製、新規なエネルギー投入法を適用したハイブリッドナノセラ

ミックスの設計と機能化、環境低付加なナノマテリアル創製プロセシングの開発とそれに

基づく高次機能ナノ材料創製と医療バイオ分野への応用等について共同研究を推進した。 

 

2) 環境低負荷型の多機能ナノ及び電子材料の開発研究 

 本課題では、次世代型のエネルギー創製・環境調和システム用セラミックスやデバイス、

ナノ構造制御多機能電子材料の創製および新規なプロセス開発などに関する共同研究を行

った。特に、エネルギー創製システム用材料・デバイスに関する研究として、熱電変換シ

ステム用半導体セラミックス材料の特性向上を行うと共に、多様な太陽電池材料の表面な

らびに界面設計と性能向上、燃料電池材料創製とその機能改善等を行い、成果を得た。更

に、半導体の原子分子界面・構造設計による新規な電子・光デバイス創製へ向けた共同研

究や次世代型ナノマテリアルの創生とその構造-機能相関を得るための評価解析を電子顕

微鏡等を用いた最先端ナノ構造解析手法を適用することで行い、これら材料ならびに評価

解析に関する基盤技術の基礎について知見を得た。これら共同研究による材料研究の成果

は、半導体やデバイス分野において世界的にも主導的な立場にある両国間で知識共有され

ると共に、一部については知的財産権の確保および民間等への技術移転を図るなど、次世

代型の環境低負荷デバイス・システムの実用化を視野にした共同研究・連携を行った。 

 

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 

 ミクロ/ナノ複合組織を持つセラミックスや多様な材料に関し、低コストでの製造プロセ

ス方法ならびに機能解析に関する研究を前年度に引き続き行い、環境に対して低負荷な機

能調和型材料創製に成功すると共に、その設計指針の構築を行った。その結果、多様に制

御可能な形態付与機能を持つ新規セラミックスの製造プロセスの最適化、低エネルギー消
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費型無機・ナノ材料製造プロセスの最適化と材料機能評価、ミクロ／ナノ構造形成機構の

解析、再生可能資源あるいは低コスト・低環境負荷性を持つ天然材料を用いた高機能セラ

ミックスおよびナノマテリアルの創製と、これらの低コスト・低環境負荷プロセスの開発

などについての共同研究を推進し成果を得た。 

 

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 

 本テーマでは、これまで創製されてきた高強度・高靭性ミクロ・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、その機能向上を図ることで、

半導体材料創製支援用技術や、新規な力学的・熱的機能を求められるハイブリッド型耐環

境コーティング材料・システムやバイオマテリアル等への適用を目的とした共同研究を行

った。このために、最適化された新材料の開発、新規な成形プロセスの開発、材料の生体

適合評価のための基礎的検討ならびに機能向上、新規な機械加工システムの更なる高性能

化と実証研究を引き続き行い、その実用化へ向けた指針を得た。 

 

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 

 環境低負荷・環境型材料の設計・創製・機能解明を行うために、計算機支援による材料

開発に関する共同研究を行った。また、他の研究テーマとの連携を密に取り、創製された

多数のナノ材料等に関しての構造解析、機能解明、物性予測シミュレーションとそれに基

づく材料創成・評価などを行った。加えて、地球環境保護に不可欠な材料や新規触媒材料

の創製および機能解明に関して特に注力し、多様な材料の物性予測・解析・光化学的挙動

の解明を行うと共に、これらに基づいた機能改善、新規材料創製・評価などの共同研究を

推進し、新規触媒システム創製、機能解明並びに向上、環境浄化・光触媒機能材料の形態

付与と機能解明、環境調和型ナノマテリアルの特性改善、耐環境性光触媒コーティングの

創製とその機能評価などに関する共同研究を行った。 

 
７－２ セミナー 

 本年度は計 3 回の拠点大学セミナーを両国で各１回ずつ、ならびに、第３国（中国）で

の 1回行い、共同研究成果の発表、情報交換ならびに研究者ネットワークの構築を図った。 

 第 16 回 JSPS-KOSEF 日韓拠点大学交流(CUP)セミナーを日中韓エコマテリアルプロセシン

グに関する研究開発クラスタリング国際ワークショップとの共催として平成 19 年 7 月 10

日から 13 日までの 4 日間の日程で中国吉林省長春市 長春応用化学研究所にて開催した。

本セミナーでは日本側から５名の CUP メンバーと２名のその他の参加者、韓国側からは 9

名のメンバーを含む１１名の参加者に加え、中国を含めたアジア主要３カ国の研究者約３

４名が参加し、最近の拠点大学交流に関する共同研究研究成果を発表するとともに、これ

ら知見を共通のものとして捕らえ、多様な解決のための枠組みや今後の活動などについて

議論した。また、CUP メンバーを始めとした東アジアの研究者ネットワークをより密に形成
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することができた。このことにより、材料学の見地から環境保全や多様な社会的課題の解

決への本プログラムの寄与ならびに期待が高いことが示された。 

 第 17 回 JSPS-KOSEF 日韓拠点大学交流(CUP)セミナー「Creation of Hyper-functionalized 

Nanostructured Materials and Technologies for the Next Generation（次世代に向けた

高次能調和型ナノ材料および技術の創出）」を平成 20 年 2 月 24 日から 26 日まで宮城県仙

台市にて開催した（なお、本セミナーは当初平成 19 年 10 月に大阪市にて開催の予定であ

ったが、開催会場の都合などにより通算回数を第 17 回のままとして開催した）。本セミナ

ーでは、拠点大学交流共同研究参加の日韓両国メンバー21 名に加え、参加メンバーの連携

研究者（学生等）6 名の総勢 27 名の参加を得て、高次機能を発現するナノ材料やデバイス

開発・機能解明および応用に関する共同研究の進捗状況ならびに成果発表・討論・意見交

換を行うと共に、今後の連携に関する協議と次世代に向けた共同研究マッチングなどを行

い、多くの成果を得た。 

 また、これまで本事業が中心となり企画開催してきた「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」について、本年度は第 9回として平成 20 年 1 月 7日か

ら 9 日の会期で韓国 昌原市国際会議場で開催されたのに合わせ、日韓拠点大学交流(CUP)

セミナー（第 18 回）を同時開催した。本シンポジウムでは、日本側の本交流事業参加研究

者 35 名に加え、韓国側交流事業参加研究者 40 名、第 3 国からの招聘研究者 1 名を含み、

アジア、欧米、中南米などから総勢約 280 名の参加者を得て成功裏に開催され、本事業で

得られた多数の成果公表や各国の研究者との討論・意見交換を図った。また、発表された

成果の一部は学術誌に論文集として出版することとなり、本事業の成果・知見ならびに技

術の国際社会への還元を図ることができた。 

なお、上記 3 回の拠点大学交流セミナーには、若手研究者・院生への積極的な支援を行

うことで成果発表を積極的に促し、研究のみならず国際的な研究者との討論・議論を行う

ことで国際的に通用する研究者育成を図った。 

 

７－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 本事業は、日韓両国の持つ高い科学技術力に基づく共同研究およびセミナー開催による

情報交換、人的交流を通じ、こうした課題解決のための材料研究を行い、特に東アジア地

区における本研究分野への成果還元を図ることを目的としている。本事業ではこうした取

り組みを将来的に持続発展させるための本事業プログラムに関する打合せ、実施状況連絡

会等を、共同研究やセミナーと合わせて両国主要メンバーの交流により行った。 

特に本年度は、本交流事業を基盤とした拠点校間の学術交流協定（部局間）に基づき、

本学教員による相手側拠点校（漢陽大学）での定期授業が開講され、学術交流のみならず

若手研究者育成への寄与も行った。加えて、漢陽大学において開催された教育フォーラム

（5月 14 日－19 日）の期間に合わせて日本側拠点校より 8名の教員が本交流事業の一環と

して訪問し、これに合わせた個別の特別講演・パネル展示による研究紹介などにより協力
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を行った。 

更に、本拠点大学交流事業により相手側拠点校内に設立された大阪大学産業科学研究所

ブランチオフィス（HUB オフィス）を中心とした一連の連携および本交流事業について、6

月 11 日に在大韓民國日本国大使館より来訪者（書記官）を受け、オフィスの運営、共同研

究や交流の実施状況などについて意見交換が行われた。ついで、７月 23 日には日韓連携に

関する特徴的な活動として、漢陽大学との本拠点大学交流事業ならびにブランチオフィス

を通じた活動に関する文部科学省及び日本学術振興会の現地訪問が行われ（来訪者は４名）、

日韓両拠点校代表者らが参加し、本交流ならびにオフィスを始めとする両校の交流実績な

どについての意見交換、相手側拠点校総長との面談などが行われ、本交流の成果と意義に

ついての再確認ならびに相手側拠点校の期待が改めて示された。 
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８．平成１９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ください。） 

８－１ 研究協力体制の構築状況 

 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ならびに運用を行

った。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、重要かつ必要性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 

 本年度行われた共同研究５課題により得られた研究成果のうち、主要なものについて要

約して以下に示す。 
1. 易加工性・高熱伝導性と力学的特性が共生した多機能調和型ナノコンポジット創製の

ための in-situ ナノ組織形成化プロセスを開発・最適化し、機能共生型ナノコンポジ

ット材料の作製に成功した。 

2. セラミックス中に CNT による３次元ナノネットワークと機能性ナノ粒子によるナノノ

ード持つ高次構造を実現し、電気的・力学的機能が共生したマルチフェーズナノコン

ポジットを創製した。 

3. 絶縁性構造用セラミックスのナノオーダー粒界相へ導電機能を付与し、ナノ界面電気

物性と原子結晶レベルの構造との相関を解明すると共に高次機能化を実証した。 

4. 高硬度かつ優れた導電性を有するホウ化ケイ素系ナノセラミックスの焼結体の作製と

特性評価を行ない、機能共生のための合成プロセス設計指針を示した。 

5. ナノ Ni 粒子分散 Al2O3 ハイブリッドに対し，Y や Si が Al2O3 の粒界拡散を低減させ

るため，最大で 1 桁程度，酸化速度を低減できることを見い出すと共に、本材料の高

温酸化雰囲気アニールによる亀裂治癒作用について適正な熱処理条件を求めた。 

6. オレイン酸蒸気・霧中で、銅細線にパルス通電加熱し銅超微粒子を作製し、粒子最表

面のオレイン酸銅が優れた耐酸化被膜であることを、高エネルギー変換効率の有機物

被覆金属超微粒子作製手法を確立できた。 

7. 一方向の微細連続孔を有するロータス型ポーラス材料について、化合物の熱分解反応

を利用した低コスト化技術，および連続鋳造法による量産化技術の構築を行った。ま

た，工作機械，生体医療材料などの応用を視野に入れた作製手法の開発および材料開
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発を行うとともに、異方性構造組織と機械的性質、磁気特性の関係を明らかにした。 

8. 環境にやさしいソフト溶液反応を用い、酸化亜鉛及び希土類酸化物の形態制御を行い、

100℃以下の低温溶液反応を用い、ロッド状、六角板状、ナット状、球状、針状など多

彩な形態を有する酸化亜鉛粒子の合成に成功し、酸化亜鉛の形状を変化させるだけで

超撥水性、超親水性等正反対の性質を示す薄膜の合成に成功した。 

9. ソルボサーマル反応を用い、希土類酸化物を合成する際、異なる結晶化溶媒を選択す

ることによって、ファイバー状と球状などの異なる形態を示す様々な希土類酸化物

（Y2O3, Nd2O3, Lu2O3, Er2O3, Ho2O3, Dy2O3 等）の合成に成功した。 

10. 新規な希土類含有酸化物 p 型熱電変換材料に関し、多元素添加手法を採用し、構造-

機能相関を得た。 

11. ヒドロキシアパタイトの粒子大きさによるジルコニアとの複合焼結体を SPS(Spark 

Plasma Sintering)法で作製し、99%以上の緻密な焼結体作製に成功すると共に、ヒド

ロキシアパタイトの粒子が小さいほど焼結体の曲げ強度が高くなることを明らかとし

た。 

12. Al2O3 と Carbon Black から SPS を利用して、簡単で短時間に多孔質セラミックスを作

製することに成功し、条件の最適化により気孔の大きさが広く分布することを明らか

とした。 

13. 低次元異方構造を持つナノチューブと金属或いは化合物半導体ナノ粒子の複合体につ

いて多様な複合化形態を実現するプロセスを開発し、チューブ内部や外部に多用な形

態で複合化出来ることを示した。 

14. 各種形状のチタン金属上に、水熱処理によりチタン酸ナトリウムのナノチューブ（直

径：７nm）が合成できた。 

15. 環境低負荷型のナノポア炭素多孔体の作製と評価を目的とし、落下ミカンおよび麦わ

らを不活性雰囲気中で加熱することにより気孔径 10nm の炭素多孔体が製造できた。 

16. スパッタ法による硬質磁性 FeCuPt, FeCoPt ナノ粒子膜の低温合成に関する研究を行い、

ナノ粒子の高密度２次元分散膜（平均粒子サイズ 10nm）のスパッタによりる直接低温

合成に成功した。 

17. ナノビーム電子回折により L1o-FeCuPt ナノ粒子の規則度—粒径依存性について調べ、

粒径７nm から規則度が急減し、粒径約 3nm で規則度はゼロとなることを確認した。 

18. FeCoPt ナノ粒子膜について L1o-相の直接スパッタ合成が可能であることを見出し、保

磁力は 1KOe（膜面内）であり、平均粒子径は 11nm であること、重要な結果として、

Co 添加に伴う飽和磁化の増加が観測された。 

19. Si 半導体などの欠陥消滅処理に用いる HCN 水溶液の高純度化技術を開発すると共に、

処理後の廃液を無毒物質に分解する技術を開発した。さらに、欠陥消滅処理に用いる

HCN 水溶液を無毒物質から簡便に合成する技術を開発した。 

20. ワイドギャップ半導体ベース高次機能材料の創製とデバイス応用の研究を行い、GaCrN
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ナノロッド構造の成長に成功した。また、希土類金属 Gd を添加した GaGdN を低温で成

長することにより、Gd 濃度の増加が可能となり磁化特性を大幅に向上できることが分

かった。 

21. 高精細表示デバイスを想定し、加工 Si 基板上成長 GaN ナノロッドの形成条件と電界電

子放出特性の関係を明らかとした。 

22. 銅を酸化後にＡｒイオン照射により Bottom-Up 的に形成できるＣｕ２Ｏ円錐状ナノ／

マイクロ突起体の成長機構を解明し、突起体成長機構に関与する素過程は、イオンに

よる銅のスパッタ効果、ＣｕＯ核生成、Ａｒ＋イオンにより引出される電子に伴った

Ｃｕ＋拡散支配の成長、突起体へのブロー効果などであることを解明した。 

23. 円錐状銅酸化物ナノ突起体の電界放出能を精査し、電界増強因子は 140 と高く、電流

密度は同一形状の Carbon Nanofiber より約 100 倍大きくとることに成功した。 
24. 炭素繊維強化炭素基複合材料表面にCNTおよびB４Cを添加したCNT分散液とポリカル

ボシラン（PCS）溶液を塗布し、熱分解によって CNT-SiC-B４C 複合コーティングとし、

亀裂発生と等温酸化における酸化挙動を明らかにした。 

25. PCS溶液にB4Cと CNTを添加することで、CNT-SiC複合コーティングは亀裂が修復され、

耐酸化性が向上することが明らかになった。 

26. 電気泳動析出法（EPD）を用いた ZrO2/Al2O3 系ナノコンポジットセラミックス人工歯

冠材料の創製を目的として、そのレオロジー解析を行い、EPD プロセス最適化とナノ

複合粉末の電気泳動挙動の特徴を明らかとした。 

27. ナノメーターサイズ粒子サスペンションの定速及び定圧ろ過過程について、凝集粒子

を用いる新しいろ過理論を構築し、実験結果を良く説明できた。表面電荷の異なる二

粒子系サスペンションに外部電場を印加しながら加圧ろ過すると、成分が傾斜した成

形体が得られた。 

28. 炭化ケイ素織物を含む積層材料にクラックを導入後、1100℃でヒーリングするとクラ

ックが消滅し、曲げ強度はクラック導入前の値に回復した。緻密な高強度炭化ケイ素

焼結体にムライトシートを介して炭化ケイ素織物を積層させると、高い損傷許容性と

高い強度が得られた。  

29. 厚さ30μmのガドリニウム固溶セリア薄膜電解質を厚さ2mmの負極で支持した電池で、

3vol%加湿水素を燃料として 800℃で 381mW/cm2 の出力が得られた。 

30. 従来の手法とは異なるマイクロ波窒化反応を応用した窒化物コーティング技術の開発、

マイクロ波による低温・短時間プロセスによる SnO2 系単結晶の形態制御、超音波とマ

イクロ波を利用した低コストで低環境負荷プロセスによる Pt 系ナノ材料の作製など

に成功した。 

31. 水熱合成・熱処理複合プロセスにより作製した TiO2 ナノワイヤーを TiO2 ゾル中に分

散させ、CO2 中で超臨界乾燥を行うことにより、新規 TiO2 エアロゲル／TiO2 ナノワイ

ヤー複合材料を作製することに成功し、ユニークなナノワイヤーネットワーク構造が
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高比表面積ナノポーラスマトリックス中に存在していることを明らかにした。 

32. エアロゲル／ナノワイヤー複合材料は、熱処理やプラズマ処理をさらに加えることで

組織制御や窒素ドープを行うことも可能であり、色素増感太陽電池や光触媒水素製造

等の環境調和型エネルギー用途への応用が可能であることを立証した。 

33. パルス通電焼結法によりMg合金の切削屑をSUSチューブに封入して固化することに成

功した。 

34. Mg 合金の切削屑をメカノケミカル粉砕によってホウ素と混合する低コスト・環境配慮

プロセスにより MgB2 超伝導体の作製に成功した。 

35. 新規なジルコニア基ナノコンポジット耐熱コーティングシステムの成膜プロセス最適

化を行い、ナノコーティング構造解明と力学的特性改善に成功し、熱遮蔽特性がナノ

構造化により同時に向上することを見出した。 

36. 機能性多孔質セラミックスの作製と評価を行った。熱間等方加圧（HIP）と常圧焼結を

用いて作製した多孔質セラミックスの特性を比較した結果、HIP により作製したセラ

ミックスはヤング率が同程度であるにもかかわらず内部摩擦係数が小さいこと、ヤン

グ率が小さい（気孔率が大きい）ほど内部摩擦の差が顕著であることを見出した。 

37. ゾルゲル方法で作製した酸化チタンについて、Nd3+、Ta5+、Si4+など多用なイオンを

添加ドープすることで、その光触媒特性の向上を達成し、メカニズムについて解析お

よび考察した。 

38. 酸化チタンナノチューブ（TiO2 NTs）の高次触媒特性（吸着機能+光触媒機能）を更に

精査し、特異な１次元ナノチューブ構造体の吸着挙動ならびにメカニズムの解明を行

った結果、そのナノ構造と結晶構造の協奏的相関による高次機能発現であることを明

らかとした。 

39. マグネトロンスパッタ法を用いることで可視光にも応答する酸化チタン薄膜光触媒の

創製に成功するとともに、これを、２槽型セルの隔壁として用いることで、太陽光お

よび可視光照射下での水からの水素と酸素の分離生成反応に成功した。 

40. 可視光応答型酸化チタン薄膜を色素増感太陽電池および光燃料電池の作用極として応

用したところ、従来型の紫外光応答型酸化チタン薄膜と比較して、紫外光および可視

光の照射下において電池性能の大幅な改善が達成できることが明らかとなった。 

41. ナノ触媒・光触媒を利用する環境浄化とエネルギー資源変換、およびメソポーラスシ

リカやゼオライトなどの規則性細孔空間を利用する光機能材料の開発研究を行い、メ

ソポーラスシリカ内に固定化された“シングルサイト光触媒”を利用して光析出法に

より調製した“ナノサイズ金属触媒”は、従来法で調製した金属触媒に比べて、水素・

酸素からの過酸化水素合成に高い触媒活性を示すことを見出した。 

42. ワンステップの焼結により自己組織化的に複合酸化物のスピノーダル型相分離構造を

形成させることに成功し、プロセス条件により多用な周期構造を制御可能なことを見

出した。 
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43. 自己組織化相分離構造した複合酸化物の電気的特性を制御することに成功し、ナノレ

ベルで自己組織化的に異なる半導体特性を持つ領域が形成された新規な複合材料の創

製のための指針を示した。 

44. 高い自己会合性の多分岐型オリゴチオフェンを開発し正孔移動特性を明らかにした。

また、フルオロアルキル縮環型あるいは架橋型チオフェンユニットを開発し、これに

基づく電気陰性共役オリゴマーを創製して高い電子移動特性を明らかにした。これら

の知見を基に、多分岐型オリゴチオフェンと電子アクセプターを連結した多元系にお

いて、両極性電界効果トランジスター材料や有機光電変換素子材料を開発した。 

45. 新規なペロブスカイト型希土類含有遷移金属酸化物半導体について第一原理計算等に

よる状態密度分布計算、バンド計算を行い、電気的性質の実験結果と併せて考察する

ことで、高性能熱電材料設計のための基礎的な指針構築の目処を立てた。 

46. 高性能蛍光体創製のために計算機シミュレーションと回折法を併用した構造解析を行

い、陽イオン分布やその欠陥構造と発光特性の相関について基礎的な知見を得た。 
 
 
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。加えて本交流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、

との立場から重点的に推進してきた。 

 これに基づき、本年度も大学院生の積極的なメンバー・共同研究参加と共に、セミナー

への参加を促し、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。 

更に、本交流事業メンバーによる相手側拠点校（漢陽大学）での定期授業の開講や教育フ

ォーラムにおける講演・パネル展示などを行い、相手国の院生等への教育と啓発を行うこ

とで大きな寄与を果たした。 

 一方、両国若手研究者のセミナーによる交流はもちろんのこと、特に韓国側若手研究者

の日本への中・長期間の受入を行い、拠点校等での最先端共同研究を行うことで、前記 8-2

で示した成果の一部を得た。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。 
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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。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、国際産学共同

研究の実施に関する事前調整が進行し、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うと共に、新聞等を通じての研究成果の報道が行われることに

よる情報の公知など、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

野へ多くの寄与がなされた。 

 

８－５ 今後の課題・問題点 

 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

更に高まりつつあることは明確である。本交流も次年度は最終年度を迎えることとなり、

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スタートアップも行われる。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

するとこの交流事業により培われた研究者ネットワークや連携研究の枠組みを積極的に活

用すべきであると考えているが、本事業で広がった多くの課題を包含する統一的な概念に

ついてより議論する必要がある。 
 
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  203 本 

   うち、相手国参加研究者との共著 10 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  3 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)

中国   合計 

日本 
（JSPS） 

実施計画 
 

76/299 5/25   81/324 

実績 64/302 8/35   72/337 

韓国 
(KOSEF) 

実施計画 96/521  0/0   96/521 

実績 50/508 0/0   50/508 

中国 実施計画 0/0 2/10    2/0 

実績 0/0 0/0   0/0 

米国 実施計画 1/6 0/0    1/6 

実績 0/0 0/0   0/0 

ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ 実施計画 0/0 0/0    0/0 

実績 0/0 1/7   1/7 

合計 実施計画 97/527 78/309 5/25   180/861

実績 50/508 65/309 8/35   123/852

 

※ 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 

 34／ 105（人／人日）  27／87 （人／人日） 

 


