
 

拠点大学交流事業  

平成２０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（9 年度目） 
 
 
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（所属部局・職・氏名）： 東京工業大学学長・伊賀 健一 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）： 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：（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（所属部局・職・氏名）：（英文） KAIST President・Suh Nam Pyo 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文） KAIST Professor・Sung Chul Kim 

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

 
 
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。 

 
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 
以下の項目について継続的に研究交流を行い目標を達成してきた。 

1)連鎖的重縮合法によるブロック共重合体の合成 

縮合系高分子合成法として重要な炭素―炭素結合を用いる例としてポリチオフェン系

ブロック共重合体の合成法を確立した。 

2) 重合部位を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

を行なった。具体的には新規 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

合を行こない熱安定性の高いポリ(1,3-アダマンタン)類が得た。側鎖にアダマンタン環を

有する 1,3-ブタジエン誘導体のリビングアニオン重合と引き続く水添反応により、設計通

りの分子量と狭い分子量分布を有するポリマーを合成することに成功した。 

4) 非対称星型高分子と高世代樹木状多分岐高分子の新規合成法 

18 年度に開発した非対称星型高分子 (Asymmetric star-branched polymer) と高世代 

木状多分岐高分子 (Dendritic Hyperbranched Polymer) の新規合成法の新たな開発をした。 

 
２．機能性ソフトマテリアル 

本拠点大学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。 
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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、その例として、ハイパーブランチポリシロキシシラ

ンが無機酸化物表面と良好な親和性を有することを見出した。また、カゴ型シロキサン構

造を有する耐熱性高分子の合成を行い、低誘電率であることを確かめた。②の分野の液晶

の基礎物性としては、バナナ形液晶がメインである。また、液晶場を利用するレーザ発振

に成功している。③の分野では、フォトニックデバイスの応用として、レーザや光ダイオードへの応

用研究を展開してきた。 

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、高分子機能膜の高度な利用が世界的規模で再び注目されていることからこれまで

高分子機能膜に関して（1）水処理（2）気体分離（3）エネルギー変換（4）生体関連材料

の 4テーマに絞り研究を行って来た。このテーマの中で、１．膜を構成する新しい高分子

材料 2．新規高分子材料に対する製膜方法の確立 3．新しい膜の評価方法の確立を方法

論として展開してきた。さらに、燃料電池用のプロトン導電膜の研究を行っている。 

 
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」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きた。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 University 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 Pusan National University 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。 

○表面・界面・ミクロ構造と配向 

ポリオレフィンポリマーどうしの界面において、その界面厚みや接着強度が共重合体の

ランダムネスに大きく依存し、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。

また、ブレンドの結晶構造の検討を行い、ポリエステルを含むブレンドの場合、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。 

このようにブレンド材料については、共同研究により多くの知見を得るに至った。 

○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、共同
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研究が着実に進んでいる。また、共同研究が東京工業大学と KAIST 以外の大学にも広がっ

てきており、非常に有意義な交流を行うことができている。 
 
４．ソフトマテリアルの成形加工 

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標に掲げて検討を進め、以下の諸項目について成果

をあげることを通じて目標を達成してきた。すなわち、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、液晶高分子のブレンド、さらにはナノフィラー分散系

について、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・物性の発現について検討するとともに、エステル交換を含む種々のブレンド条件と

繊維の力学的性質の関係を明らかにしてきた。また、近年ディスプレー用途への展開が注

目されているフィルム材料について、伸長過程での複屈折形成のオンライン計測を通じた

構造形成機構の解明を行ってきた。さらに、エレクトロスピニングによるウェブ形成技術

の開発についても共同研究による検討を開始し、高性能フィルターの創製に成功した。 

 
５．エコ-およびバイオ-ソフトマテリアルシステム 

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

外の石油資源に依存せざるを得ない状況にもかかわらず大量のエネルギーを消費する先

進国型の社会・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。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きた。 

 
７．平成２０年度の研究交流目標 
 2008 年度は日韓高分子若手研究者シンポジウムを日本人 100 人、韓国人 100 人の参加者

で行い、若手研究者間の交流に重点を置く。しかしながら、従来の共同研究や研究者交流

も可能な限り継続していく。 
 
８．平成２０年度の研究交流の概要 
８－１ 共同研究 
１. ソフトマテリアルの分子設計 

主に精密重合技術の開発の継続とその手法を用いた機能材料の展開を図る予定である。 
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1)連鎖的重縮合法によるブロック共重合体の合成 

2008 年度は精密に分子量分布が制御された縮合系ブロック共重合体の相分離構造を明

らかにする予定である。 

2) 重合部位を空間位置を厳密に制御した鋳型重合による精密重合 

鋳型として、新規環状化合物であるＮｏｒｉａを用い、メタクリル酸エステルの鋳型

重合をおこない、隣接するビニル基間距離の不均一性の重合に及ぼす影響を解明する。

得られた知見より、キラル環状化合物の精密合成が期待できる。 
3) アダマンタン骨格を有する高分子の合成 
  化学的に安定なアダマンタン骨格を主鎖または鎖末端に導入した新規高分子の合成を

行う。具体的には、主鎖型については置換基の導入位置を変化させることにより、高重合

度のポリ(1,3-アダマンタン)の合成を行う。また、末端型については、ポリスチレンの両末

端にアダマンタン環を導入することを検討する。 
4) 非対称星型高分子と高世代樹木状多分岐高分子の新規合成法 

昨年度に引き続き、複雑な構造を有する非対称星型ポリマー (Asymmetric Star-branched 

Polymer)と高世代樹木状多分岐ポリマー(High-generation Dendrimer-like Hyperbranched 

Polymer)の精密合成と溶液や固体状態での性質や構造解析を計画している。具体的には、

Asymmetric Star-branched Polymer の合成では、新規の繰り返し法を開発し、その方法論

の有効性と限界を確かめることと現在まで報告例の無い 5 本腕の ABCDE、6 本腕の ABCDEF、

さらに7本腕のABCDEFG型の極めて複雑な構造を有するAsymmetric Star-branched Polymer

の合成を予定している。このような複雑な星型ポリマーの合成経路が確立すれば、様々な

機能性セグメントを別々に導入した新しい機能性星型ポリマーの分子設計と精密合成の路

が開かれる。直鎖状のブロック共重合体と異なり、分岐構造を有しているため、まったく

新しい分子レベルでのミクロ相分離構造やナノオーダの超構造組織体の構築が期待され、

ナノテクノロジーへの応用が考えられる。 

次にナノレベルの球状形態を有し、特殊な枝密度を有する多分岐構造、多数の鎖末端着

と結合点、世代毎に分子レベルで分離した積層構造など、様々な特性を秘めた新しい多分

岐ポリマーである High-generation Dendrimer-like Hyperbranched Polymer の新規合成法

の開発と機能化を予定している。現在まで開発した合成法は第 7世代まで合成可能であり、

500 万を超えるポリマーの精密合成に成功しており、現在報告されている中では最も優れた

方法である。しかしながら、合成中に高反応性の試薬を用いるため、機能性セグメントの

導入には大きな制限がある。そこで新たな合成法の開発と機能性セグメントの導入の可能

性を探り、新しい機能性導入と機能性材料としての特性を検討する。 

 

２．機能性ソフトマテリアル 

1) 電子材料 

 ハイパーブランチポリマーの研究として、シリカ粒子にポリロキサンハイパーブランチ

ポリマーをグラフトした材料を作製し、そのもので細胞培養を行うことを計画している。

ＬＳＩの高密度化はますます進んでいる。この高密度化を支えているのがフォトレジスト

と呼ばれる光官能性高分子であり、東工大と KAIST 双方で精力的に研究を行っている。Ｌ

ＳＩにはさらに１層目と 2層目を分割する層間絶縁膜が必要であり、この材料もフォトレ

ジストとしての性能を持っていなくてはならない。2008年度はこのテーマに重点をおき、

東京工業大学の柿本研究室で開発された、シリコン系新規層間絶縁膜材料の高性能化を検
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討する。このために東京工業大学の大学院生である石田良仁君を KAIST に派遣する。 

2)機能性膜 

現在、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。これまでにも多くの研究開発が行われて来たが、

今後本格的な普及をはかるためには高分子固体電解質膜の高性能化が望まれている。これ

まで、①高プロトン伝導性 ②長寿命化 ③低メタノール透過性 ④高強度特性 につい

て研究を行って来たが、2008 年度はさらに問題点を絞り込み高プロトン伝導性と低メタノ

ール透過性について積極的に取り上げる。これらの問題を解決する新たな高分子固体電解

質膜について議論を深め情報の交換を行う。 

 

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」および「薄膜の解析と応用」に関する研究において、

引き続き以下に示すようなグループ間および分野で今までと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、さらには結晶構

造に関する研究、Inha University 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 Pusan National University 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。また、NMR など測定法についても共

同研究の可能性を探る。 

その他、POSTECH とは引き続きブロック共重合体に関する構造解析に関する研究の検討

を進める。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。 

今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ているが、今後も引き続き相互交流を活発に行うことにより、若

手の活性化および新たな研究交流の発展に結びつける。 

 

４．ソフトマテリアルの成形加工 

 日韓双方で保有する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標に掲げてさ

らに検討を進め、特に日韓研究者間の緊密な討議を続けることにより、さらに多くの研

究者間で、共同研究テーマを立ち上げるよう策定を進める。 
 また、これまで行って来た東京工業大学および信州大学と Hanyang University、東京

工業大学と Dankook University など進行中の共同研究については、成形分野、高次構造・

物性解析分野で、それぞれのもつ装置・技術の特徴を活かして、さらに実験解析を進め

るほか、平成 19 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。 

 さらに、当グループの日本側および韓国側研究者が研究情報の交換を行うとともに、

日韓両国の幅広い研究者間の交流を深める。 
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５．エコ-およびバイオ-ソフトマテリアルシステム 

最近、日本、韓国を含む先進工業国では、有限化石資源に依存したエネルギー・化学産

業を見直し、再生可能な生物資源、いわゆるバイオマス由来の資源を有効利用することの

重要性が強く認識されるようになってきている。このような動向を背景にして、前年度に

引き続き本年度も以下に示すようなバイオベースの新規高分子材料（バイオベースポリマ

ー材料）の創製と高機能化に関する日韓間の学術交流と共同研究を行う。 
（１） バイオベースポリマーを基本骨格とする新規生分解性プラスチック材料の創製 

（２） イオン基、フラーレン基などの導入など化学修飾によるバイオベースポリマー材

料の高性能化、高機能化 
（３） 水素結合や極性基間会合などの物理架橋の導入や、複合化によるバイオベースポ

リマー材料の高性能化、高機能化 
（４） 薬物・遺伝子送達系、細胞培養・組織再生用足場材料などの高性能医用高分子材

料の開発と機能評価 
に関する研究を重点的に実施する。 
 さらに、本拠点大学交流事業の開始以来の成果を取りまとめ、国際会議での発表や論文

としての発表を積極的に進める。従来どおり、研究者、特に若手研究者の交流を奨励する。 
 

８－２ セミナー 
  日韓高分子若手研究者シンポジウムを 2008 年 10 月 22 日から 10 月 25 日の予定で、日

本人 100 人、韓国人 100 人の参加者で、ニューグリーンピア津南で開催する。 

 

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、准教授の交流と、助教クラスの若手研究者交流

との二通りを行って来ている。2008 年度は、前者の交流を 2008 年 9 月 7 日から 12 日の予

定で、東京工業大学での開催と、2009 年 1 月 18 日から 20 日の予定で、KAIST で行うこと

とした。2008 年は日韓高分子若手研究者シンポジウムを行うので、助教クラスの若手研究

者交流をこれ以外には行わない。 
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９．平成２０年度交流人数・人日数総表 
９－１ 相手国(地域)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）  12/210    12/210 

韓国(KOSEF) 108/716     108/716

       

       

       

合計 108/716 12/210    120/926 

 

※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流する人数・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 国内での交流計画 

 100／400  （人／人日） 
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