
 

拠点大学交流事業  

平成２１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 側 拠 点 大 学 ： 韓国科学技術院 

 

２．交流分野・研究テーマ 
（和文）： 高機能・環境順応型ソフトマテリアル創製と応用  
（英文）： Preparation and Applications of Functional and 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（10 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：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： 東京工業大学国際部国際事業課  

 
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 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 

様式８ 
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漢陽大学 

浦項科学技術大学 

光州科学院 

国立釜山大学 

 
５．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行う。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行う。「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行い、「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－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、併せて 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．平成２１年度研究交流目標 

 2009 年度（平成 21 年度）は、本交流事業の最終年度であるため、研究成果・交流の総括

及び今後の学術交流の発展のための活動を行っていく。 

今年度は研究者交流を行わず、その分、開催を予定している国際シンポジウム

「JSPS-KOSEF 拠点大学交流事業先進的高分子材料と技術 2010」（2010 年 1 月韓国済州島）

を 10 年に渡る本交流の締めくくりとするのにふさわしい充実したシンポジウムとしたい。

本シンポジウムでは、日韓のみならず世界の研究者への認知を図るべく、基調講演に米国、

ドイツから著名な研究者３名（高分子構造で有名な米国 Stony Brook 研究所の Benjamin Chu

博士、生体高分子で有名な米国 Utah 大学の Sung Wan Kim 教授、高分子合成で有名なドイ

ツ Max Planck 研究所の Klaus Mullen 博士）を招待し、世界の研究活動について知見を深

め、研究の総括及び今後の展開に資する機会としたい。参加対象としては、若手人材育成

の観点から、日韓の学生の参加も積極的に行い、日韓を中心とした世界からの参加者計 300

名以上を予定している。このシンポジウムにおいては、この 10 年間のソフトマテリアルの

進歩を議論し、今後の課題を明らかにしたい。学生にとってはソフトマテリアル研究の変

遷を知った上で今後の研究活動の展開に生かすことができるという格好の場となる。また、

このシンポジウムは、日韓の研究者が一堂に会する貴重な機会であるため、本拠点大学交

流事業の総括に加え、研究の担い手である、助教や博士課程の学生等の若手研究者が現在

の課題と今後の展開について十分に討議を行うといった、将来の国際共同研究の礎となる

交流が行われることも目標としている。 
これまで本事業により日韓で展開してきた共同研究については、緊密な討議を行った上

実験解析結果をまとめ、学会発表、論文発表などに結び付ける。この活動を通じて今まで

に行った研究の総括を行い、将来に向けて今後の研究の活性化および新たな研究交流の発
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展に結びつける。 

 
 本拠点大学交流事業を通じて現在までに韓国側との信頼関係の構築及び相互理解が大い

に進み、着実に、KAIST 及び本学を拠点とした研究交流活動を行うことができた。当事業の

最終年度に当たり、これまでの日韓学術交流の実績を踏まえ、築き上げてきた研究成果・

交流活動を発展させるべく、今後の日韓の継続的な交流体制の構築に重点をおいて討議を

進める。 
 

７．平成２１年度研究交流成果 

21 年度は本交流事業の最終年度であり、2010 年１月に韓国で締めくくりとなる国際会議

を開催した。基調講演に世界的に著名な研究者を招待し、これには日本から約 120 名を派

遣した。共同研究に関しては、以下の概要に書くように今までの研究を継続しながら発展

させた。21 年度は上記学会を開催するので、研究者交流は行わなかった。 

 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

 本拠点大学交流事業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図っている。例えば、21 年度は日本から韓国へ 2 名の大学院

生を長期滞在研究者として派遣した。 

 本学は KAIST とすでに学術交流協定を締結しており、学生交流を含めた研究協力体制を

構築している。また平成 21 年に設立された、アジア理工系 5 大学からなるトップリーグ

（ ASPIRE（ Asian Science and Technology Pioneering Institutes of Research and 

Education）リーグ）に本学及び KAIST も加わっており、今後計画されている大学間のより

強固な学生の交流体制に、本事業で構築した協力関係を生かしていけるものと考えている。 

 

７－２ 学術面の成果 

１．ソフトマテリアルの分子設計 

○研究目的 

新規なソフトマテリアルを分子設計し、合成を行ってソフトマテリアルの分子構造と物

性との関係を明かにすることを目的とする。 

○成果及びその評価 

１) 連鎖的重縮合法によるブロック共重合体の合成 

 rod-rod ブロック共重合体であるポリ(3-ヘキシルチオフェン)(P3HT)・ポリ(3-フェノキシ

メチルチオフェン)(P3PT)の合成に成功し、この材料を用いて有機薄膜太陽電池に応用しフ

ラーレン誘導体との複合膜で光電変換効率 3%を達成した。Rod－coil ブロック共重合体で

あるポリ(3-ヘキシルチオフェン)(P3HT)とポリ(ビニルトリフェニルメタン)のブロック共

重合体の合成に成功し、このブロック共重合体を P3HT とフラーレン誘導体系の界面活性剤

として用いることにより、光電変換効率 4.7%を達成できた。   

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 
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メタクリレート類 2分子を同一のシクロデキストリン内に包接させ 2分子を精密に空間

配置した非共有型ジメタクリレートモノマーの重合では、エステルのアルキル鎖長により

立体規則性制御能が変化した。さらに Noria の骨格であるレゾルシノールと、その異性体

のカテコールを鋳型として、ジビニルモノマーを合成し、そのラジカル重合により、立体

規則性制御を行った。 

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、鎖末端に導入した新規高分子の合成を

行った。アルコキシ基を有する新規 1,3-デヒドロアダマンタン類のカチオン開環重合によ

ってポリ(5-アルコキシ-1,3-アダマンタン)類 が得られた。アダマンチル基を有する 1,1-

ジフェニルエチレン誘導体とアニオンリビングポリマーとの反応により、鎖構造の明確な、

末端にアダマンチル基 を有するポリマーが定量的に得られた。末端にアダマンチル基を導

入したポリマーは、対応する分子量の末端非修飾ポリマーよりも高いガラス転移温度を示

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 

非対称星型高分子の合成では、2-ビニルピリジンやアルキルメタクリレートのポリマー

を組み込んだ星型高分子の新規合成法を開発した。その結果、親水性、塩基性、酸性、カ

チオンとアニオン、それらに加え酸化-還元能を有し、さらに特異な機能性が期待されるフ

ェロセンを導入した 3 本から 5 本鎖の非対称星型高分子の精密合成に成功した。高世代樹

木状多分枝高分子の合成においても新しい合成法に取り組み、従来法の結合反応を改良す

ることで、すべてポリスチレンよりなる 5世代の樹木状多分枝高分子（分子量、150 万、分

子量分布、Mw/Mn = 1.05）の精密合成に成功した。 

 

２．機能性ソフトマテリアル 

○研究目的 

ソフトマテリアルの機能、特に電子材料としての機能と機能製膜に注目して、より高性

能の機能性ソフトマテリアルの創製を行うことを目的とする。 

○成果及びその評価 

1) 電子材料 

 シリカビーズにビニル重合性ポリマーを直接グラフトすることはできない。そこでポリ

シロキシシランハイパーブランチポリマーをシリカビーズ表面に吸着させ、その末端基か

らリビングラジカル重合法によりポリスチレンおよびポリイソプロピルアクリルアミドを

重合させ、グラフト重合体を合成することに成功した。得られたシリカ－ポリマー、コア

シェル複合体は約半分の重量がポリマーであり、十分な量のグラフト重合が行われたこと

がわかった。これは、ビーズ全体の比重を１にするという目的が達成できることを示して

いると考えられる。 

次世代高密度記憶メモリとして期待されるドットパターンドメディアの研究開発の一環

として、Pohang University of Science and Technology の Moonhor Lee 教授のグループと

共同研究を行い、新規材料の合成および X 線回折による 10 nm 級のドット構造からなる自

己組織化薄膜構造の詳細な構造解析に成功した。 
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２)機能性膜 

膜関係ではスルホン酸を繰返し単位に有する親水性ポリエーテルスルホンと、スルホン

酸基を持たない疎水性ポリエーテルスルホンとのブロック共重合体膜を作製する方法を開

発した。この方法により親水性部分をプロトンが効率よく移動するパスの形成が可能とな

り、高いプロトン伝導性を有する膜を作製することができた。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、さらには表面・界面、薄膜の構造解析・物性

の評価を行うことを目的とする。 

○成果及びその評価 

東京工業大学の安藤慎治教授のグループがPusan National University の Chang Sik Ha

教授のグループと、薄型フレキシブルディスプレイ基板に適用可能な、耐熱性・低熱膨張

率・高透明性を示す塩素含有ポリイミドの研究開発を共同で行い、優れた特性と経済性を

両立する新素材を開発してきたが、今後も共同で研究を推進していくことで合意した。ま

た、Pohang University of Science and Technology のグループとは、東京工業大学の数

グループと放射光による X線回折法を用いて、ソフトマテリアル、特にイミド系およびブ

ロック共重合体の構造解析について分子鎖の凝集状態の解析を行った。今後についても共

同で検討を行うことで合意した。 

 

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 

21 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

程で得た繊維の高次構造変化に関する解析、ポリエステルおよび環状オレフィン共重合体

フィルムの二軸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、ナノコンポ

ジット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行った。東京工業大学の鞠谷雄士教授のグループは、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。フィルム材料の

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、太陽電池用バック

シートとして需要の増しているポリエステルフィルムに注目し、逐次二軸伸長過程での応

力・複屈折の計測を通じた応力－光学係数の評価につき、特に延伸前非晶等方性フィルム

の予備加熱による構造制御が一段目・二段目の伸長挙動に及ぼす影響につき詳細な解析を

行い、高温で安定化した伸長が可能となる条件を見出した。さらに、鞠谷雄士教授は Hanyang 

University と共同で行った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
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成機構に関する研究を進め、フィラー形状が繊維構造形成挙動に及ぼす影響と材料の静置

場および流動場の結晶化特性について詳細に検討した成果を論文としてまとめて発表した。

さらに、信州大学の大越豊教授と Hanyang University との共同研究であるポリエーテルス

ルホンの電解紡糸についての研究をさらに進展させ、細化挙動の観察結果と、得られた極

細繊維の直径およびその分布との対応から、より高性能なフィルターが得られる紡糸条件

について考察した。 

 

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共生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 

 環境共生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・井上義夫教授

と Hanyang University の Seung Soon Im 教授の両研究室が 2006 年以来今日まで共同開発・

研究を行っている。医用高分子材料の創製・研究については、東京大学の片岡一則教授の

研究室と、Seoul National University および、Yonsei University の Woo Dong Jang 助教

と、共同研究を行った。さらに，片岡一則教授は KAIST の Sung Chul Kim 教授とも共同研

究を行った。また、東京工業大学の赤池敏宏教授は、Seoul National University と共同研

究を数年にわたり続けており、広範な共同研究を展開している。 

 

７－３ 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おり、二つの方法でこの目的

達成のため若手研究者交流を行ってきた。 

第一には、大学院の学生を共同研究において長期にお互いの研究室に滞在させた。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

者の卵達が互いに研究方針や性格をよく理解しあえるという利点が得られた。21 年度は

APMT2010 を開催したため大学院学生の長期派遣者数が制限され、日本から韓国へ 2 名の大

学院生を長期滞在研究者として派遣し、韓国側からの受け入れはなかった。 

第二の若手研究者育成法は、1週間程度の期間に助教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、ポスターで互いの研究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。21 年度は大学院後期課程の

学生と助教クラスの若手研究者 14 名が 2010 年 3 月 5～6日に KAIST で研究の成果を発表し

あい、交流を行った。 

 以上の交流を若手研究者育成のために行ってきた。すでに若手の准教授や助教が日韓で

共同研究を行っているが、真の成果は今後彼らがより多額の研究費を獲得して次世代の基

盤を形成するような事業に携わった時に、永年にわたる交流関係を生かして両国が共同で

国の基盤を形成し、世界へ発信していくものと期待できる。 
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７－４ 社会貢献 

本交流事業で得られた成果はソフトマテリアルに関する基礎研究である。これらはすぐに

実用化されるようなものではないが、科学技術が一見役に立たない基礎研究の上に成り立

っているものと考えれば、本拠点事業で得られた成果は大いに社会に還元されるべきであ

る。研究成果の中には、液晶関連光技術のように比較的実用化に近いものもあり、これら

は日韓の企業から注目されている。本交流事業の目的に若手研究者の育成を挙げているが、

日韓両国を理解した広い視野を持つ研究者を育成することで、両国の科学技術発展に大い

に貢献できると考えられる。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

本事業を通じて築き上げてきた研究成果を今後も日韓双方で更に推進し、また研究交流に

ついても、継続的な交流体制の構築および育成された若手研究者達による新たな国際共同

研究等の緊密な協力体制を構築させ発展させていく必要があると考えている。 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成 21 年度論文総数 105 本 

   うち、相手国参加研究者との共著 21 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 

（※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入して下さい。） 

 

８．平成２１年度研究交流実績概要 

８－１ 共同研究 

共同研究において、短期滞在研究者としては日本から 3名を派遣し、また韓国からは 2名

の受け入れを行った。長期滞在研究者としては大学院生 2 名を派遣したほか、2010 年 3 月

には若手研究者 14 名が訪韓し、KAIST にて各々の研究を発表した。 

その他、平成 20 年度交流事業の集大成となる、Annual Report 2008 (総ページ数 634 ペ

ージ)を作成し、関係各位に配った。 

８－２ セミナー 

平成 22 年 1 月 24 日～ 平成 22 年 1 月 27 日（4日間）韓国済州島において NRF-JSPS 

Core University Program Advanced Polymeric Materials and Technology Symposium 

(APMT2010)を開催した。12 年度から始まった東京工業大学－KAIST のソフトマテリアル分

野における本拠点交流事業の最後のイベントとして、韓国側が主催する形で開催したのが

本セミナーである。韓国の中でも最も人が集まりやすい済州島を開催地として選択し、総

数で日本から約 120 名、韓国から約 200 名、その他の国から約 40 名が参加し、ソフトマテ

リアルの化学、物理、バイオ環境応用、情報通信応用の 4 分野に分かれて発表を行った。

総発表数は口頭発表 133 件、ポスター発表 186 件であり、日本からは口頭発表 40 件、ポス

ター発表 70 件（内学生の発表 35 件）であった。 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

21 年度は APMT2010 を開催したので、研究者交流は行わなかった。 
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９．平成２１年度研究交流実績人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

         

          派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

韓国 

<人／人日> 

 

<人／人日>

合計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  93/370  93/370 

実績 117/570(5/19)  117/570(5/19) 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 0/0   0/0 

実績 2/7  2/7 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 0/0 93/370  93/370 

実績 2/7 117/570(5/19)  119/577(5/19) 

 

※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。） 

※日本側予算によらない交流についても、カッコ書きで記入してください。（合計欄は（ ）

をのぞいた人・日数としてください。） 

 

 

９－２ 国内での交流実績 

 

実施計画 実  績 

   0／0   <人／人日>    0／0   <人／人日> 
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１０．平成２１年度研究交流実績状況 
１０－１ 共同研究 

―研究課題ごとに作成してください。― 

整理番号 R-1 研究開始年度 平成 12 年度 研究終了年度 平成 21 年度 

研究課題名 （和文）ソフトマテリアルの分子設計 

（英文）Molecular Design of Soft Materials 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）上田充・東京工業大学大学院理工学研究科・教授 

（英文）Mitsuru Ueda, Tokyo Institute of Technology, Professor 

相手側代表者 

氏名・所属・職 

Sang Youl Kim 

Dept. of Chemistry, KAIST, Professor 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 韓国  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本<人

／人日> 

実施計画  1/3  1/3 

実績 7/47  7/47 

韓国<人

／人日> 

実施計画 0   0 

実績 1/4  1/4 

<人／人

日> 

実施計画     

実績    

合計<人

／人日> 

実施計画 0 1/3  1/3 

実績 1/4 7/47  8/51 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２１年度の研究

交流活動及び成

果 

 

21 年度は，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

料の展開を図った。 

1)連鎖的重縮合法によるブロック共重合体の合成 

21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合成

およびこれらの有機薄膜太陽電池への応用研究に取り組んだ。 

具体的には、rod-rodブロック共重合体であるポリ(3-ヘキシルチオフェ

ン)(P3HT)・ポリ(3-フェノキシメチルチオフェン)(P3PT)の合成に成功

し、この材料を用いて有機薄膜太陽電池に応用しフラーレン誘導体との

複合膜で光電変換効率3%を達成した。Rod－coilブロック共重合体である

ポリ(3-ヘキシルチオフェン)(P3HT)とポリ(ビニルトリフェニルメタン)

のブロック共重合体の合成に成功し、このブロック共重合体をP3HTとフ

ラーレン誘導体系の界面活性剤として用いることにより、光電変換効率

4.7%を達成できた。これらの相分離構造解析はPohang Universityの

Moohor Lee教授との共同研究の成果で、博士課程１年高橋歩さんが2010

年2月28日～3月19日まで同教授下で構造解析を行った。 

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 
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鋳型重合を用いた精密重合の立体規則性を向上させる努力を下記のよう

な成果を得た。 

メタクリレート類 2 分子を同一のシクロデキストリン内に包接させ 2 分

子を精密に空間配置した非共有型ジメタクリレートモノマーの重合で

は、エステルのアルキル鎖長により立体規則性制御能が変化した。さら

に Nora の骨格であるレゾルシノールと、その異性体のカテコールを鋳型

として、ジビニルモノマーを合成し、そのラジカル重合により、立体規

則性制御を行った。レゾルシノールノボラックを鋳型とする合成では、

イソタクチックリッチなポリメタクリル酸メチルが得られた。カテコー

ルジメタクリレートのラジカル重合体からは、高度にヘテロタクチック

（mr=95%）のポリメタクリル酸メチルが高収率で簡便に得られた。この

際の重合溶媒と立体規則性制御を解明し、ヘテロタクチックポリマーの

大量合成のストラテジーを構築した。 

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、鎖末端に導入した新

規高分子の合成を行った。アルコキシ基を有する新規 1,3-デヒドロアダ

マンタン類のカチオン開環重合によってポリ(5-アルコキシ-1,3-アダマ

ンタン)類 が得られた。アダマンチル基を有する 1,1-ジフェニルエチレ

ン誘導体とアニオンリビングポリマーとの反応により、鎖構造の明確な、

末端にアダマンチル基 を有するポリマーが定量的に得られた。末端にア

ダマンチル基を導入したポリマーは、対応する分子量の末端非修飾ポリ

マーよりも高いガラス転移温度を示した。 

4) 非対称星型ポリマーと高世代樹木状多分岐ポリマーの新規合成法 

今年度も昨年度に引き続き、多成分から構成されている多数の腕を有

する非対称星型高分子（Asymmetric Star-Branched Polymer）と高世代

樹木状多分岐高分子（High-Generation Dendrimer-Like Hyperbranched 

Polymer）の精密合成と構造解析を行っている。 

非対称星型高分子の合成では、2-ビニルピリジンやアルキルメタクリレ

ートのポリマーを組み込んだ星型高分子の新規合成法を開発した。その

結果、親水性、塩基性、酸性、カチオンとアニオン、それらに加え酸化-

還元能を有し、さらに特異な機能性が期待されるフェロセンを導入した

3 本から 5 本鎖の非対称星型高分子の精密合成に成功した。高世代樹木

状多分枝高分子の合成においても新しい合成法に取り組み、従来法の結

合反応を改良することで、すべてポリスチレンよりなる 5 世代の樹木状

多分枝高分子（分子量、150 万、分子量分布、Mw/Mn = 1.05）の精密合成

に成功した。このポリマーは、全炭化水素で構成された初めての樹木状

多分枝高分子の例である。この改良法と従来法を組み合わせることで、

世代毎にポリスチレンとポリメチルメタクリレートを交互に導入した世
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代を基盤とした新しいブロック共重合体の精密合成が可能となった。こ

れらは Gwangju Institute of Science and Technology の Jae Suk Lee

教授との共同研究の成果である。 

日本側参加者数  

111 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

（ 韓国  ）国（地域）側参加者数 

27 名 （１３－２（韓国 ）国側「参加研究者リスト」を参照）

（    ）国（地域）側参加者数 

 名 （１３－３（   ）国側「参加研究者リスト」を参照）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 12

整理番号 R-2 研究開始年度 平成 12 年度 研究終了年度 平成 21 年度 

研究課題名 （和文）機能性ソフトマテリアル 

（英文）Functional Soft Materials 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）柿本雅明・東京工業大学大学院理工学研究科・教授 

    谷岡明彦・東京工業大学大学院理工学研究科・教授 

（英文）Masa-aki Kakimoto, Tokyo Institute of Technology, Professor

        Akihiko Tanioka, Tokyo Institute of Technology, Professor

相手側代表者 

氏名・所属・職 

Hong Ku Shim 

Dept. of  Chemistry, KAIST, Professor 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 韓国  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本<人

／人日> 

実施計画  1/3  1/3 

実績 6/108  6/108 

韓国<人

／人日> 

実施計画 0   0 

実績 1/3  1/3 

<人／人

日> 

実施計画     

実績    

合計<人

／人日> 

実施計画 0 1/3  1/3 

実績 1/3 6/108  7/111 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２１年度の研究

交流活動及び成

果 

 

1) 電子材料 

 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。21 年度は APMT2010

を開催した予算的な関係で大学院学生の長期派遣者数が制限され、大学

院生１名を派遣したにとどまった。日本から韓国に派遣された学生とし

ては、柿本研究室の後関頼太君が KAIST の Sang Ouk Kim 教授の研究室に

2009 年 11 月 2 日から 2010 年 1 月 30 日まで滞在し、ブロック共重合体

を使用したナノパターニングに関する研究を行った。一方本年度に行っ

た研究としては、シリカビーズへのビニル重合性ポリマーの直接グラフ

トに関する研究がある。シリカビーズへのグラフト重合を直接行うこと

は困難であるが、ポリシロキシシランハイパーブランチポリマーをシリ

カビーズ表面に吸着させ、その末端基からリビングラジカル重合法によ

りポリスチレンおよびポリイソプロピルアクリルアミドを重合させ、グ

ラフト重合体を合成することに成功した。得られたシリカ-ポリマー、コ

アシェル複合体は約半分の重量がポリマーであり、十分な量のグラフト
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重合が行われたことがわかった。これは、ビーズ全体の比重を１にする

という目的が達成できることを示していると考えられる。得られたビー

ズ上で細胞の培養を行ったところ、細胞数の増加は観察されるものの、

変形する細胞も見られることから、二つの成分ポリマーの重合比を制御

するなど、今後の検討が必要と思われる。 

次世代高密度記憶メモリとして期待されるドットパターンドメディア

の研究開発の一環として、東京工業大学の早川晃鏡准教授と Pohang 

University of Science and Technology の Moonhor Lee 教授のグループ

が共同研究を行い、新規材料の合成および X 線回折による 10 nm 級のド

ット構造からなる自己組織化薄膜構造の詳細な構造解析に成功した。テ

ラビット級／１平方インチの大容量メディアの開発には、従来の光リソ

グラフィ技術では到達が困難とされる 10 nm 級の超微細構造の加工技術

が求められる。材料の合成研究を中心とする我々のグループでは、これ

までにブロック共重合体の自己組織化構造を鋳型とする”ブロック共重

合体リソグラフィ”に着目し、新しい有機無機ハイブリッド材料の創製を

行ってきた。精密重合法として知られるリビングアニオン重合を駆使す

ることにより、新規なかご形シルセスキオキサンを有するブロック共重

合体の合成に成功した。得られたポリマーの薄膜における自己組織化構

造の解析を行っていたところ、従来材料とは全く異なる微細構造の形成

が示唆される結果を得た。そこで、より詳細な構造解析を進めるために、

先駆的な薄膜構造解析の研究で世界的に著名な Moonhor Lee 教授の研究

グループと共同研究を行った。その結果、薄膜中においてマトリクスポ

リマーとなる、かご形シルセスキオキサンポリマーがヘリカル構造を形

成しながら極めて精密に配列し、さらにもう一方のポリマー成分が 10 nm

級のドット構造を形成した階層構造であることが明らかとなった。酸素

プラズマエッチングにより有機成分を選択的に取り除いたところ、その

ドット構造が反映された極めて微細な凹凸構造も得られた。以上の結果

は、次世代ドットパターンドメディアの開発を大きく促進させるもので

あった。共同研究の成果発表として 2 報の論文を共著で報告した（Adv. 

Mater., 2009, 21, 4334., Macromolecules, 2009, 42, 8835.）。 

２)機能性膜 

膜関係ではスルホン酸を繰返し単位に有する親水性ポリエーテルスル

ホンと、スルホン酸基を持たない疎水性ポリエーテルスルホンとのブロ

ック共重合体膜を作製する方法を開発した。この方法により親水性部分

をプロトンが効率よく移動するパスの形成が可能となり、高いプロトン

伝導性を有する膜を作製することができた。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。 
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日本側参加者数  

143 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

（ 韓国 ）国（地域）側参加者数 

72 名 （１３－２（韓国 ）国側「参加研究者リスト」を参照）

（    ）国（地域）側参加者数 

 名 （１３－３（   ）国側「参加研究者リスト」を参照）
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整理番号 R-3 研究開始年度 平成 12 年度 研究終了年度 平成 21 年度 

研究課題名 （和文）ソフトマテリアルの構造解析とその方法論の開発 

（英文）Characterization of Soft Materials and Development of Methods

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）古屋秀峰・東京工業大学大学院理工学研究科・准教授 

    扇澤敏明・東京工業大学大学院理工学研究科・准教授 

（英文）Hidemine Furuya,Tokyo Institute of Technology,Associate Professor 

         Toshiaki Oogizawa, TokyoInstitute of Technology,Associate Professor

相手側代表者 

氏名・所属・職 

Sung Chul Kim 

Dept. of Chemical & Biomolecular Engineering, KAIST, Professor 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 韓国  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本<人

／人日> 

実施計画  0  0 

実績 2/8  2/8 

韓国<人

／人日> 

実施計画 0   0 

実績 0  0 

<人／人

日> 

実施計画     

実績    

合計<人

／人日> 

実施計画 0 0  0 

実績 0 2/8  2/8 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２１年度の研究

交流活動及び成

果 

 

ソフトマテリアルは、一次構造から集合体の構造が多種多様に変化し、

様々な物性や機能を発現する。そのため材料の構造解析は、新材料の創

製において非常に重要な知見を与える。そこで本課題では特に、ミクロ

構造解析と配向に関して、高分子ブレンドや結晶性高分子、さらには高

分子薄膜を試料として光散乱法や種々の顕微鏡等の解析手法及びシミュ

レーション等を複合的に組み合わせて、詳細な検討を進めてきた。また、

光学関係の材料分野についても研究の対象を広げ、解析・評価手法や応

用についても検討を行った。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、構造解析の方法論の開発を目指してきた。拠点大学

交流事業の開始時点から 21 年度末まで、一貫してこれらの材料解析技術

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、保有機器などを利用した共同研究を進

展させてきた。 

研究活動及び成果については、以下に示すとおりである。 

1) セミナー 

○Advanced Polymeric Materials and Technology Symposium (APMT2010)

・韓国・済州島 
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・平成 22 年 1 月 24 日～27 日：当グループからの日本側参加者：21 名

上記セミナーに参加し、研究発表および討論を行うとともに、今まで

行ってきた研究の総括について議論した。また、本交流終了後の共同

研究などについても、検討を行った。 

2) 若手交流 

上記のセミナーに当グループから学生が４名参加した他、下記交流を

行った。 

○若手研究者発表会 

・平成 22 年 3 月 4日～7日：当グループからの日本側参加者：2名 

日韓両国の若手研究者が、お互いに研究発表を行うことにより議論を

深めることで、今後の具体的な協力関係の構築と研究の進め方につい

て話し合った。情報交換、交流だけでなく、研究上でもより緊密に交

流していくことで同意した。 

3）派遣学生 

本年度は行わなかった。 

4）その他 

Pohang University of Science and Technology のグループとは、東

京工業大学の数グループと放射光による X 線回折法を用いて、ソフト

マテリアリアル、特にイミド系およびブロック共重合体の構造解析に

ついて分子鎖の凝集状態の解析を行った。今後についても共同で検討

を行うことで合意した。 

以上のように、信頼関係の構築及び相互理解が多いに進み、いくつかの

グループで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り、非常に有意義な交流を行うことができ、

着実な成果を収めた。 

日本側参加者数  

71 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

（ 韓国 ）国（地域）側参加者数 

32 名 （１３－２（韓国 ）国側「参加研究者リスト」を参照）

（    ）国（地域）側参加者数 

 名 （１３－３（   ）国側「参加研究者リスト」を参照）
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整理番号 R-4 研究開始年度 平成 12 年度 研究終了年度 平成 21 年度 

研究課題名 （和文）ソフトマテリアルの成形加工 

（英文）Processing of Soft Materials 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）鞠谷雄士・東京工業大学大学院理工学研究科・教授 

（英文）Takeshi Kikutani, Tokyo Institute of Technology, Professor 

相手側代表者 

氏名・所属・職 

O Ok Park 

Dept. of Chemical & Biomolecular Engineering, KAIST, Professor 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 韓国  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本<人

／人日> 

実施計画  0  0 

実績 2/8  2/8 

韓国<人

／人日> 

実施計画 0   0 

実績 0  0 

<人／人

日> 

実施計画     

実績    

合計<人

／人日> 

実施計画 0 0  0 

実績 0 2/8  2/8 

② 国内での交流      0 人／0人日 

２１年度の研究

交流活動及び成

果 

 

平成 12 年度から 20 年度までの交流の結果、高分子材料の溶融成形加

工における分子配向、結晶化を伴う高次構造形成、ナノコンポジットの

製造条件と熱・力学物性の関係、多相系・ブレンド系高分子材料、液晶

系高分子材料など、多くの分野で、日韓の研究者が共通の興味を抱いて

いることが確認された。また、共同研究のため日韓の研究者が相互に長

期滞在し集中的に実験を行ってきた。これら日韓交流・情報交換の実績

を踏まえ、当プログラムの最終年度に当たり、本年度は、今後の日韓の

継続的な交流体制の構築に重点をおいて検討を進めた。 

 研究活動においては、東京工業大学の鞠谷雄士教授および Dankook 

University の Ho Jong Kang 教授の両グループが共同研究を継続し、フ

ィルム材料の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、太陽電池用バックシートとして需要の増しているポリエス

テルフィルムに着目し、逐次二軸伸長過程での応力・複屈折の計測を通

じた応力－光学係数の評価につき、特に延伸前非晶等方性フィルムの予

備加熱による構造制御が一段目・二段目の伸長挙動に及ぼす影響につき

詳細な解析を行い、高温で安定化した伸長が可能となる条件を見出した。

さらに、鞠谷雄士教授は Hanyang University と共同で行ったナノフィラ

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

を進め、フィラー形状が繊維構造形成挙動に及ぼす影響と材料の静置場
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および流動場の結晶化特性について詳細に検討した成果を論文としてま

とめ、発表した。さらに、信州大学の大越豊教授と Hanyang University

とのポリエーテルスルホンの電解紡糸についての共同研究をさらに進展

させ、細化挙動の観察結果と、得られた極細繊維の直径およびその分布

との対応から、高性能なフィルターが得られる紡糸条件について考察し

た。また、当交流プログラムで東工大で博士号の学位を取得した学生が、

博士論文の研究内容にその後の進展を加え、ポリエステル繊維の直接紡

糸延伸過程における複屈折形成と異常短周期振動に関する研究成果を論

文として発表した。 

交流活動に関しては、2010 年 1 月に韓国で開催したセミナー

(APMT2010)において、学内外の教員・学生をあわせて 14 名が参加し、口

頭発表、ポスター発表などにより韓国側研究者、および各国からの研究

者と研究情報の交換を含め活発な研究者交流を行った。特に、今年度で

当拠点大学交流事業が終了することから、現在の問題点と今後の展開に

ついて日韓で情報交換を行うとともに、今後、継続的に研究協力体制を

維持するための方策、成形分野、高次構造・物性解析分野で、相互の保

有する装置・技術など相互の強みを活かした共同研究の新たな策定につ

いても議論を行った。さらに、これからの研究の担い手である、助教や

博士課程の学生が学会会場や会食の場などで十分に討議を行い、親交を

深めることができたのは、今後への布石として大きな収穫であった。こ

れに加えて、2010 年 3 月には大田の KAIST で開催された若手研究者交流

会にも当分野から助教が参加し、深度を増した討議を行うことができた。

なお、当分野の日韓の教員は幾つかの国際会議への参加や相互訪問の機

会を利用して緊密な情報交換を継続して行ってきた。 

以上のように、当研究課題グループでは拠点交流事業の最終年度にあた

り、活発な研究者交流を継続し、韓国側と確固たる信頼関係を築き、今

後の研究方針の確認を行うとともに、一部のグループは具体的な共同研

究を進展させ、論文の発表につなげるなど着実な成果を収めた。 

日本側参加者数  

42 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

（ 韓国 ）国（地域）側参加者数 

20 名 （１３－２（韓国 ）国側「参加研究者リスト」を参照）

（    ）国（地域）側参加者数 

 名 （１３－３（   ）国側「参加研究者リスト」を参照）
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整理番号 R-5 研究開始年度 平成 12 年度 研究終了年度 平成 21 年度 

研究課題名 （和文）エコ－およびバイオ－ソフトマテリアルシステム 

（英文）Eco-and Bio-system of Soft Materials 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）井上義夫・東京工業大学大学院生命理工学研究科・教授 

（英文）Yoshio Inoue, Tokyo Institute of Technology, Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Tae Gwan Park 

Dept. of Biological Science KAIST, Professor 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 韓国  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本<人

／人日> 

実施計画  0  0 

実績 2/7  2/7 

韓国<人

／人日> 

実施計画 0   0 

実績 0  0 

<人／人

日> 

実施計画     

実績    

合計<人

／人日> 

実施計画 0 0  0 

実績 0 2/7  2/7 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２１年度の研究

交流活動及び成

果 

 

1.研究交流活動の概要と成果 

 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、特に枯

渇懸念化石資源ではなくて持続可能生物有機資源をベースとする環境

共生型生分解性高分子材料及び医用高分子材料、の創製とその応用に

関する研究交流活動を行った。 

東京工業大学・井上義夫教授、群馬大学・粕谷健一教授のグループは

Hanyang University の Seung Soon Im 教授とのグループと生分解性高

分子アイオノマー材料の開発とキャラクタリゼーションに関する共同

研究を数年来行ってきており、今年度はこれらの共同研究の成果の取り

まとめのための協議を行なった。 

 大阪大学の宇山浩教授は 2006 年より今日まで「ポリ（γ-グルタミ

ン酸）の機能化に関する共同研究」を行っており、ポリ（γ－グルタミ

ン酸）の金属キレート能、酵素活性に及ぼす影響、化学架橋ゲルの開発、

放射線架橋ゲルの機能化等について成果を挙げている。共同研究の結果

の一部は共著論文として Fabrication of Ultrafine Fibers of 

Poly(γ-glutamic acid) and Its Derivative by Electrospinning,Polym. 

Bull., 63, 735-742 (2009).を発表した。 

医用高分子材料の創製・研究については、東京大学の片岡一則教授の

研究室と、Seoul National University の准教授らが,「電荷反転型高
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分子を用いる遺伝子および蛋白質デリバリー技術の開発」をについて共

同研究を行ない、また Yonsei  University の Woo Dong Jang 助教と、

「デンドリマーポルフィリンなどの光線力学療法への応用」に関する共

同研究を行った。さらに，片岡一則教授は Korea Adv Inst Sci & Technol 

(KAIST)の Sung Chul Kim 教授と,「熱応答性と生分解性を持つ星形ブロ

ック共重合体（4arm PLGA-PEG）に制がん剤であるドキソルビシンを内

包させ、in vivo で制がん剤の徐放を行うシステムの開発」を行った。

これらの共同研究の成果は2009年度だけでもCharge-conversional PIC 

micelles – an efficient protein delivery nanocarrier into 

cytoplasm. Angew. Chem. Int. Ed. 48, 5309-5312 (2009)などを共著

論文として発表し、大きな成果を挙げている。 

さらに、東京工業大学の赤池敏宏教授は、Seoul National University

の教授と「細胞特異性高分子の設計と医療への応用」に関する共同研究

を数年にわたり続けており、(1) 糖側鎖を有するポリペプチドおよびブ

ロック型コポリペプチドの合成 (2) 合成ポリマーのキャラクタリゼー

ションと表面解析 (3)細胞特異的認識作用の評価 (4) 再生医用材料と

しての応用 (5)肝細胞組織工学の各項目について広範な共同研究を展

開している。これらの成果は、pH-sensitive carbonate apatite as an 

intracellular protein transporter.Biomaterials, 31, 1453-1459

(2009)Biomaterials, 31, 1453-1459(2009)など４報の共著論文を 2009

年度に発表している。 

以上のほかにも、粘土、フラーレン、グラファイトなどの無機物と有

機高分子材料から成る有機－無機ハイブリッド複合材料、バイオ－ベー

ス複合材料、生分解性高分子からなるヒドロゲルなどとこれらの医用材

料への応用については日韓双方の研究者の関心が強く、共同研究に進む

芽が出始めている。 

2. 研究者派遣とシンポジウム参加 

  2010 年 1 月 24-27 日に済州島にて開催された Advanced Polymeric

Materials and Technology Symposium(APMT2010)に「エコ－およびバイ

オ－ソフトマテリアルシステム」グループから 20 名が参加し、主に

「Polymers for Biomedical & Environmental Applications」セッショ

ンにおいて研究発表を行った。同セッションでの発表件数は 68 件であ

り、種別の内訳は招待講演・口頭発表が 28 件(日本 8、韓国 16、中国 2、

その他 2)、ポスター発表が 40 件(日本 10、韓国 20)であった。また招

待講演・口頭発表の 28 件の発表の分野別内訳は、環境共生型生分解性

高分子材料分野の発表が 9 件、医用高分子材料分野の研究が 19 件であ

った。 

招待講演・口頭発表とポスター発表のいずれにおいても活発な質疑・応
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答が行なわれ、盛会であった。 

 2010 年 3 月 11-13 日に東京工業大学の井上義夫教授が、Hanyang 

University の Seung Soon Im 教授を訪問し、今まで実施してきた共同

研究の総括と、今後の共同研究の推進について協議した。 

日本側参加者数  

76 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

（ 韓国 ）国（地域）側参加者数 

31 名 （１３－２（韓国 ）国側「参加研究者リスト」を参照）

（    ）国（地域）側参加者数 

 名 （１３－３（   ）国側「参加研究者リスト」を参照）
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１０－２ セミナー 

―実施したセミナーごとに作成してください。－ 
整理番号 S－1 

セミナー名 （和文）NRF-JSPS 拠点大学交流事業先進的高分子材料と技術 2010

（英文）NRF-JSPS Core University Program 

Advanced Polymeric Materials and Technology Symposium 

開催時期 平成 22 年 1 月 24 日～平成 22 年 1 月 27 日（ 4 日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）韓国・済州島（済州新羅ホテル） 

（英文）JEJU,KOREA(The Shilla Jeju) 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）柿本 雅明・東京工業大学・教授 

（英文) Tokyo Institute of Technology・Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

Sung Chul Kim 

Korea Advanced Institute of Science and Technology・Professor

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
(   韓国    ) 

 
日本 

<人／人日> 

A. 98/392 

B.  

C. 5/19 

 
韓国 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. 40/160 

 
 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. 

 
合計 

<人／人日> 

A. 98/392 

B.  

C. 45/179 

A.セミナー経費から負担 
B.共同研究・研究者交流から負担 
C.本事業経費から負担しない（「参加研究者リスト」に記載されていない研究者は集計し

ないでください。） 
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セミナー開催の目的 12 年度から始まった本拠点交流事業の最後のイベントとして日

本人と韓国人のみならず、アメリカ人やヨーロッパ人が集まりやす

い済州島を開催地として行い、この 10 年間のソフトマテリアルの

進歩を議論することにより、今後の 10 年間に課題が明らかとなる

ことを目的とする。 

また日韓の学生にとってはソフトマテリアルの研究の変遷を知り、

お互いの交流の場となることも目的としている。 

セミナーの成果 比較的大きな学会となったが、各会場では活発な議論が展開され

た。本拠点交流事業を開始した当時は、基礎研究は日本が強く、韓

国の研究は応用に近いものであったが、日本の研究が応用にシフト

してきた感があり、日韓の差はなくなりつつあることを認識した。

特に、自己組織化をかなり基礎から研究し、機能性材料に結びつけ

ようとする研究が日韓ともに花形であることが差を小さくしてい

る原因かと思われる。 

また、本拠点交流事業の目的のひとつである若年研究者の交流は

順調に進んでおり、会場のあちこちで日韓の若者が輪になって雑談

している光景が見られた。これは、本拠点交流事業全体の成果では

あるが、皆が一堂に会することができた本セミナーでその親睦が一

層深められたと言える。 

日本の大学院生はポスター発表であったが、初めての英語での発

表に緊張しながらも、どうにかして意志疎通する方法を会得したも

のと確信する。 

セミナーの運営組織 開催責任者： Sung Chul Kim、柿本雅明 

プログラム責任者： Sang Youl Kim、Sang Ouk Kim、扇澤敏明 

事務局：Doo Sung Lee、Jun Young Lee、鞠谷雄士 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 外国旅費        金額 10,777,741 円

その他経費 （会場費）  金額  2,060,000 円

               合計 12,837,741 円

（韓国）国（地域）側 内容 国内旅費              金額 19,500,000 円

   その他経費（会場費等） 金額 2,000,000 円

               合計 21,500,000 円

（  ）国（地域）側 内容              金額 
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１０－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

① 相手国との交流                  

派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

韓国 

<人／人日> 

 

<人／人日> 

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  0  0 

実績 0  0 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 0   0 

実績 0  0 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 0 0  0 

実績 0 0  0 

②  国内での交流       <0 人／0人日> 
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１１．平成２１年度経費使用総額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 0  

外国旅費 14,477,712  

謝金 0  

備品・消耗品購入費 6,744,988  

その他経費 2,717,300  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

0  

計 23,940,000  

委託手数料 2,394,000 
消費税額は内額と

する。 

合  計 26,334,000  

 
 
１２．四半期毎の経費使用額及び交流実績 

 

 経費使用額（円） 交流人数<人／人日> 

第１四半期 195,220 0/0 

第２四半期 4,482 2/6 

第３四半期 9,833,150 3/97 

第４四半期 13,907,148 114/474 

計 23,940,000 119/577 

 


