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要約 

 様々な機能を持つセラミックスを中心とした材料について、その機能を単機能から多

機能へと変革させることで、環境やエネルギー問題といった今日ある多様な問題を解決

する一助とすることができるとの観点に立ち、本交流事業は大阪大学産業科学研究所と

漢陽大学（Hanyang University）をそれぞれ日本及び韓国の拠点大学として、環境低負

荷型の多機能性セラミックス材料およびこれらのナノ材料に関する新しいプロセッシン

グ、ナノ構造と機能の評価に関する国際共同研究を平成 11 年度（1999 年度）から平成

20 年度（2008 年度）迄の 10 年間実施した。交流事業開始当初の参加大学（機関）数は

日韓それぞれ 11 大学および 15 大学、総勢 106 名であったが、共同研究の効率的な推進

により 終年度（平成 20 年度）では日韓それぞれ 20 大学（機関）および 31 大学（機関）

となり、メンバーも 300 名を擁するまでに拡大して成功裏に事業を終了した。 

 この事業では主に(1)国際共同研究、(2)セミナー開催および(3)研究者交流を通じて両

国のセラミックスならびに関連材料研究分野の第一線の研究者らの交流・情報交換を図

ることはもちろん、世界 先端の共同研究への参加を通じた研究意欲の向上・意識改革

とスキルアップや、高い国際感覚とハイレベルな科学技術知識の醸成と次世代のリーダ

ーたる資質の醸成のために大学院博士後期課程学生を含む若手研究者の育成にも重点を

おいて実施することで表記目的の達成に向けた取り組みを行った。 

 共同研究では５つの研究課題（①環境低負荷型の多機能構造材料の開発研究、②環境

低負荷型の多機能ナノ及び電子材料の開発研究、③環境低負荷型機能調和ミクロ/ナノ複

合材料の低コスト製造プロセスの開発研究、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、および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）を設定し、メンバーの専門領域に基づいていずれかの研

究課題の元で共同研究を実施した。 

 こうした共同研究成果の発表、情報交換、研究成果の公表を主目的として、毎年複数

回のセミナーを開催し、10 年間で 23 回の開催または関連国際会議との共催で実施する

ことで、研究成果発表および討論を行った。特筆すべきは、本事業参加メンバーを主要

な運営委員として国際会議（International Symposium on Eco-Materials Processing & 

Design、ISEPD シリーズ）を企画して毎年開催し、今日では参加者数 300 名を超える大

きな会議へと発展させたことである。また、開催会議では会議論文集、学術雑誌特集号

などを通じて研究成果を積極的に公表すると共に、一般の学術雑誌への公表により公知

した。更に本交流事業での成果を積極敵に社会還元することも大きな目標の一つとし、

この結果日韓両国でのベンチャー企業設立（8 社）や民間企業との共同研究や技術移転

による材料・技術の産業応用・実用化にも多くの成果を得た。 
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Summary 
Joint Research Projects under the Bilateral Programs between JSPS (Japan) and KOSEF 

(Korea), named as Core University Program (CUP), started from 1999 for "New Processing and 

Nanostructure/Property Relationship for Multi-functional Ceramic Materials" in the field of 

Ceramic Materials Technology as for the 10 years project. This project was served by Osaka 

University and Hanyang University as the core universities of each countries, and more than 50 

organizations joined to this project. 

In this project, Japanese and Korean researchers (finally 300 persons) including ceramists, 

chemists, physicists and materials scientists have closely cooperated under the strong motivation 

to solve various problems such as environmental and energy issues in the 21st century. They have 

made strong efforts to have excellent results in the cooperative research by joining one of the 5 

sub-research categories; (1) Development of structural nanocomposite ceramics with 

multiple-functionality, (2) Nano and nanocomposite electronic ceramics with multiple functions, 

(3) Development of low cost processing for multi-functional micro/nano composites with 

Environmentally low load, (4) Mechanical Properties and Functionality Improvement of 

Ceramics, and (5) Computer Simulation Assisted Structure and Mechanism Analysis of 

Environmentally-harmonized Nanomaterials and Its Processing. Through the 10 years 

cooperative researches, numerous numbers of scientific achievements have been made. 

Quick and effective transfer of nanocomposite and multifunctional material knowledge and 

technologies to the academia and society was one of the important targets. Scientific 

achievements have thus been opened to the public as report papers in various international 

scientific journals. In addition as the outcome, 8 venture companies have been established based 

on the cooperative research results.  

To achieve effective and successful international joint research results, it was very 

important to understand basically different culture and idea of the counterparts. Therefore, the 

majority of the researchers of two countries visited the counter part country every year to join the 

seminars for exchanging the information on cooperative researches of ceramics and 

nanocomposites science and technology, and for discussing on the experimental results and the 

future R & D directions. Specially, we have organized the International Symposium on 

Eco-Materials Processing & Design (ISEPD) series annually, and it is now growing up to a large 

and active international conference. The project has also aimed to cultivate excellent young 

researches, who would be the leading scientists in the world among the related science and 

technology regions, through the joining to the cooperative researches and participating seminars. 
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１．事業の目標 
 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漢陽大学（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。 

 具体的には以下の目標を設定して事業を実施した。 

 

 １）日韓の研究者が密接に協力して、ナノ及びナノコンポジット構造と機械的特性の

相関の解明と今後の方針を明らかにする。 

 ２）セラミックス系ナノ及びナノコンポジットの環境低負荷型のプロセス開発に関す

る基礎研究を行う。 

 ３）ナノコンポジットに関する基礎研究を基にして、今後の産業育成に不可欠な新し

いセラミックス系機能調和材料の開発を目指す。 

 ４）日韓の国際共同研究を効率よく実施するために、5項目のサブ研究テーマを設定

し、各研究者はサブ研究グループの１つ以上に参加して共同研究を実施する。各

グループでの共同研究は２名のサブリーダー（日韓から１名ずつ指名）のリーダ

ーシップのもとに行う。 

 ５）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、共同研究成

果の報告・発表を行うと共に、両国の研究者の情報交換を密にする。 

 この際に、本プロジェクトから得られた研究成果を日韓のみならず国際的に広範

囲に公開する。 

 ６）開発した新しい材料・技術を速やかに且つ効果的に社会へ還元し、日本と韓国の

今後の発展に貢献する。 

 ７）研究成果を基にして、日韓でベンチャー企業の設立も強く志向する。 

 

以上の目的を持って国際共同研究を遂行することにより、日本と韓国の両国で重要な

施策として位置づけられている「科学技術立国」の基盤となりうる、新しい構造と機能

を持つ革新材料の開発を効率的に行うことが可能になると考える。 
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２．これまでの実施状況 
２—１．事業の全体的な体制 

 大阪大学と漢陽大学を拠点大学とする本国際共同研究プロジェクトは、大阪大学産業

科学研究所長と漢陽大学学長を研究代表者とし、大阪大学産業科学研究所と漢陽大学か

ら選出された２コーディネーターを中心にして、以下に記述する体制で本プロジェクト

を実施した。 

 

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 

  権田俊一（H11）    坂田祥光（H12〜H13） 

  二井將光（H14〜H16） 川合知二（H17〜H19） 

  山口明人（H20） 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：産業科学研究所 

  教授  新原晧一（H11〜H16） 

  准教授 関野 徹（H17〜H19.10） 

  教授  真嶋哲朗（H19.11〜H20） 

 

 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 

           同上     総務課、経理課 

 運営体制（* 終年度） 

  拠点大学交流運営委員会（大阪大学産業科学研究所）： 

       山口明人（実施組織代表者）、真嶋哲朗（コーディネーター） 

     菅沼克昭、小林 光、 

     関野 徹（東北大学多元物質科学研究所・オブザーバー） 

  拠点大学交流拡大運営委員会： 

       山口明人（大阪大学産業科学研究所 所長・実施組織代表者） 

     真嶋哲朗（大阪大学教授）、菅沼克昭（大阪大学 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（東北大学准教授） 
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相手国側実施組織 

 拠点大学：（英文）Hanyang University （和文）漢陽大学 

 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）： 

  Prof. Chong Yang Kim, President of Hanyang University 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：  

  Prof. Keun Ho Auh, Ceramic Processing Research Center（H11〜H15） 

  Prof. Kwang Bo Shim, Ceramic Processing Research Center（H16〜H20） 

 

協力大学（全期間） 

日本側（部局） 

大阪大学（接合科学研究所, 工学研究科）, 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,機械系,化学系, 環境建設系, 産学融合トップランナー養成センター, 

高性能マグネシウム工学研究センター）, 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）, 鈴鹿医療科学大学（医用工学部）， 京都大学（エネ

ルギー理工学研究所, 再生医科学研究所）, 東北大学（多元物質科学研究所, 金属材料

研究所, 工学研究科, 学際科学国際高等研究センター）, 名古屋大学（エコトピア科学

研究所）, 信州大学（工学部）, 神奈川大学（工学部）, 東京大学（生産技術研究所）, 

佐賀大学（理工学部）, 東海大学（工学部）, 島根大学（総合理工学部）, 大阪工業大

学（工学部）, 京都工芸繊維大学（工芸学部）, 名古屋工業大学, 静岡大学（工学部）,

立命館大学, 新潟大学（理学部）, 山口大学（工学部）, 岡山大学（工学部）, 産業技

術総合研究所（中部センター, 関西センター）*,科学技術振興機構* 

（* 研究協力者所属機関） 

 

相手国側 

Sun Moon Univ.（鮮文大学）, Gyeongsang National Univ.（慶尚国立大学）, Dongshin 

Univ.（東新大学）, Inha Univ.（仁荷大学）, Korea Univ.（高麗大学）, Sungkyunkwan 

Univ.（成均館大学）, Hanseo Univ.（韓端大学）, Hansung Univ.（漢城大学）, Kangnung 

Univ.（江陵大学）, Korea Maritaime Univ.（韓国海洋大学）, Kyonggi Univ.（京畿大

学）, Pusan National Univ.（釜山国立大学）, Seoul Nat'l Univ.（ソウル国立大学）, 

Seoul National Univ. of Tech.（ソウル国立工科大学）, Chosun Univ.（朝鮮大学）, 

Chungnam National Univ.（忠南国立大学）, KICET（韓国セラミックス工学技術院）, KIST

（韓国科学技術院）, Korea Testing Lab.（韓国試験研究所）, Agency for Technology 
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and Standards（技術標準化院）, KAIST（韓国先端科学技術研究所）, Inst. of Geoscience 

& Mineral Resources（地学鉱物資源研究所）, RIST（科学技術研究所）, Kangwon National 

Univ.（江原国立大学）, Konkuk Univ.（建国大学）, Kyungnam Univ.（慶南大学）, Hankuk 

Aviation Univ.（韓国航空大学）, Univ. of Seoul（ソウル市立大学）, Changwon National 

Univ.（昌原国立大学）, Chonbuk Naitional Univ.（全北国立大学）, Dankok Univ.（東

国大学）, Pukyong National Univ.（釜慶大学）, Chonnam National Univ.（全南大学）, 

Andong National Univ.（安東大学）, Taejon National Univ.（大田大学）, KIMM（韓

国機械材料研究所）, Miryang National Univ.（密陽大学）, Samchok National Univ.

（三陟大学）, Sunchon National Univ.（順天大学）, 

 

参加機関および参加研究者数の推移（詳細データは参考資料 1〜10 に記載） 

平成 11 年度  協力機関数（日本 15，韓国 11）、参加者研究者数（日本 43、韓国 63） 

平成 12 年度  協力機関数（日本 19，韓国 19）、参加者研究者数（日本 49、韓国 80） 

平成 13 年度  協力機関数（日本 24，韓国 19）、参加者研究者数（日本 60、韓国 80） 

平成 14 年度  協力機関数（日本 23，韓国 17）、参加者研究者数（日本 80、韓国 78） 

平成 15 年度  協力機関数（日本 23，韓国 17）、参加者研究者数（日本 79、韓国 74） 

平成 16 年度  協力機関数（日本 20，韓国 16）、参加者研究者数（日本 89、韓国 81） 

平成 17 年度  協力機関数（日本 22，韓国 23）、参加者研究者数（日本 115、韓国 100） 

平成 18 年度  協力機関数（日本 22，韓国 26）、参加者研究者数（日本 134、韓国 125） 

平成 19 年度  協力機関数（日本 22，韓国 30）、参加者研究者数（日本 146、韓国 137） 

平成 20 年度  協力機関数（日本 20，韓国 31）、参加者研究者数（日本 153、韓国 147） 

 

共同研究の概要 

 参加研究者は設定した５つの研究課題に基づくサブ研究グループに所属し、それぞれ

に共同研究を実施した。各サブ研究グループには２名のサブリーダー（日韓から１名を

指名）をおき、そのリーダーシップのもとに共同研究を実施した。ただし、研究の効率

的かつ効果的な推進のため、研究課題については数年おきに内容の総括と見直しを行っ

た。また、グループ内およびグループ間での共同研究枠組みについては柔軟に対応変更

し、事業の進捗に伴って流動的に対応を行った。詳細については次項 2-2 に記載した。 

 

セミナー・国際会議の開催 

 本プロジェクトの研究成果の発表、情報交換、研究成果の公表を主目的として、毎年

日本と韓国において、両コーディネーターを組織委員長するセミナーを年 2 回以上開催
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した。特筆すべき事項として、両コーディネーターを組織委員長として、本事業参加者

を主要な運営委員（母体として）ISEPD 国際会議シリーズ（International Symposium on 

Eco-Materials Processing & Design）を計画し、毎年開催した。事業終了時には参加者

数 300 名を超える大きな会議へと発展した。 

 

研究成果の公開・評価 

 開催するセミナーや国際会議は一般公開とし、必要な場合は日韓以外の国から著名な

研究者を招聘した。更に、日本で開催するセミナーは平成 14 年度から日本セラミックス

協会高温構造材料部会の基礎討論会と合同で開催することにした。招待した日韓以外の

研究者から成果のレベルや今後の方針等に関して意見を求めた。また、開催会議では会

議論文集、学術雑誌特集号などを通じて研究成果を積極的に公表した。 

 

２—２．共同研究の体制 

 国際共同研究の実質的な成果を上げるために、本プロジェクトではセラミックス材料

科学分野に関連した研究課題のもとに、５つのサブ研究テーマ（研究課題）を設定した。

各研究グループは、２名のリーダー（日韓から各１名）のもとに共同研究を実施した。 

 なお、個別の研究課題については事業実施の状況と成果の創出ならびに日韓両国や国

際的な研究の流れを鑑みて検討を行い、適宜修正や変更を行った。これに関連して事業

実施課題そのものも事業後期に見直しを行い、「環境低負荷型の多機能セラミックスの新

しいプロセシング及びナノ構造と機能の相関」（申請時ならびに H11〜H17 年度）から「多

機能型セラミックス複合材料の開発及び機能評価」（H18〜H20 年度）へとした。 

 事業の推進に伴う各研究課題および体制については以下に示した通りである。なお、

年度毎の参加機関数、参加研究者数等は、資料 1〜10 に記載されている。 

 

平成１１・１２年度 

 研究課題１： 

  ナノコンポジット技術による多機能型セラミックス系構造材料の開発 

  リーダー：新原晧一（大阪大学教授）、K.H. Auh（Hanyang Univ.教授） 

 研究課題２：  

  高機能・高性能ナノコンポジット電子セラミックスの開発 

  リーダー：新原晧一（大阪大学教授）、K.H. Auh（Hanyang Univ.教授） 

 研究課題３：  

  環境低負荷型機能調和ミクロ／ナノ複合材料の低コスト製造プロセスの開発 

  リーダー：菅沼克昭（大阪大学教授）、D.W.Shin(Gyeongnang Nat’l Univ.助教授) 

 研究課題４： 
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  セラミックス、ナノコンポジット用の粉末合成と成形・焼結法の開発 

  リーダー：北條純一（九州大学教授）、K.C. Shin（Kagnwon Nat’l Univ.教授） 

 研究課題５： 

  双方向ナノコンポジットの疑似体液中での摩擦・摩耗特性の評価 

  リーダー：石崎幸三（長岡技術科学大学教授）、 S.W. Lee（SunMoon Univ.教授） 

 

平成１３〜１７年度 

 平成１３年度に過去２年の研究成果、今後の共同研究の方針を、国際会議等に参加し

た日韓以外からの招待講演者等の意見も参考にして、共同研究のサブ研究テーマや研究

体制の見直しを行い、事業中期における研究課題ならびに体制を以下の通りとした。 

 研究課題１： 

  環境低負荷型の多機能ナノコンポジットセラミックス構造材料の開発研究 

  リーダー：新原晧一（大阪大学教授・長岡技術科学大学教授）、K. H. Auh（Hanyang Univ.教授） 

 研究課題２： 

  環境低負荷型の多機能ナノ及びナノコンポジット電子セラミックスの開発研究 

  リーダー：北條純一（九州大学教授）、D. K. Choi（Hanyang Univ.助教授） 

 研究課題３：  

  環境低負荷型機能調和ミクロ/ナノ複合材料の低コスト製造プロセスの開発研究 

  リーダー：平田好洋（鹿児島大学教授）、K. S. Han（KIST 主任研究員） 

 研究課題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 

  リーダー：石崎幸三（長岡技術科学大学教授）、 S. W. Lee（SunMoon Univ.教授） 

 研究課題５： 

  環境低負荷型ナノセラミックス及びプロセッシングのシミュレーション 

  リーダー：家富 洋（新潟大学教授・H13）、座古 勝（大阪大学教授・H14〜H15）、 

       関野 徹（大阪大学助教授・H16〜H17）、Y. T. Keum（Hanyang Univ.助教授） 

 

平成１８〜２０年度 

 平成 18 年度に、これまでの研究成果、材料科学の研究動向を考慮すると共に、本事業

終ステージへ向けての総括について検討を行い、各課題内容の見直しを行い、以下に

示すとおりの体制へと変更を行った。 

 研究課題１： 

  環境低負荷型の多機能構造材料の開発研究 

  リーダー：新原晧一（長岡技術科学大学教授）、K. B. Shim（Hanyang Univ.助教授） 

 研究課題２： 

  環境低負荷型の多機能ナノ及び電子材料の開発研究 



 9

  リーダー：北條純一（九州大学教授）、D. K. Choi（Hanyang Univ.助教授） 

 研究課題３： 

  環境低負荷型機能調和ミクロ/ナノ複合材料の低コスト製造プロセスの開発研究 

  リーダー：平田好洋（鹿児島大学教授）、K. S. Han（KIST 主任研究員） 

 研究課題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 

  リーダー：石崎幸三（長岡技術科学大学教授）、 S. W. Lee（SunMoon Univ.教授） 

 研究課題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 

  リーダー：関野 徹（大阪大学准教授）、Y. T. Keum（Hanyang Univ.助教授） 

 

２—３．セミナーの実施状況 

 本プロジェクトの研究成果を討論すると共に、情報の交換やお互いの理解を深め、ま

た共同研究の効率を上げるために、毎年両国においてセミナー（JSPS-KOSEF 日韓拠点大

学交流事業セミナー、略称：日韓 CUP セミナー）やワークショップを単独または関連会

議と共催により合計 23 回開催実施した。なお事業後期（平成 16 年以降）の会議開催プ

ログラム等を参考資料として添付した。 

 

A) 日本におけるセミナー開催 

 平成１１年度—１３年度は、１月末に大阪で「Seminar on Core University Program 

between Japan and Korea -New Processings amd Nanostructure/Property Relationship 

for Multifunctional Ceramic Materials」を、平成１４年度と１５年度は成果の一般

公開を更に促進することを考え、日本セラミックス協会高温構造材料部会の基礎討論

会と合同で国際会議（EnCera シリーズ）として開催し、平成１４年度および平成１６

年度は大阪で、平成１５年度は１１月に愛知県蒲郡で「Seminar on Core University 

Program between Japan and Korea –New Nanostructured and Nanocomposite ceramics 

with Multi Functionality」を開催した。参加者は日韓の研究者とその他の参加者を

含めて 100 名以上になった。また、以降は本事業成果が多岐に渡り創出されたこと、

より多くの研究者へこれら事業成果を公知するため、平成１７年度は長岡にて未来産

業に向けたハイブリッドナノ材料に関する国際シンポジウム（HMN）と共催として行い、

以降多様な国際会議との共催としてセミナーを行った。さらに事業 終年度の平成２

０年度には過去１０年間の成果を総括すると共に、今後の国際連携に向けた枠組みを

含めて討論を行う場として、両国拠点校の学長らを招いて拠点大学交流国際シンポジ

ウムを開催した。 
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 なお、これらのセミナーや国際会議はすべてオープンとして開催し、両拠点大学の

ホームページなどを通して一般に告知し、参加を呼びかけた。 

 

B) 韓国におけるセミナーの開催 

 平成 11 年年度から、本プロジェクトで得られたナノセラミックスに関する研究成果

を中心にした国際セミナーとして、「International Nano Ceramics Forum & 

International Symposium on Intermaterials （NCF & IMA）- Future Perspectives of 

Nano Ceramics -」を開催した。この国際会議には、漢陽大学の経済的な支援を得て、

毎年欧米から４−６名の研究者を招聘した。この際平成 12 年度開催時には、日韓以外

からの招待講演者には、本プロジェクトの研究成果に関する評価とコメントをもらい、

平成 13 年度からの課題見直しを行った。また、平成 17 年度からは本会議を発展的に

終了し、事項に述べる ISEPD 国際会議へと統合して行った。 

 

C）その他の会議 

 本プロジェクトで重要な位置づけを持つエコマテリアルに関しての研究発表と討論

を目的にして、両コーディネーターを組織委員長として、国際会議 ISEPD 

(International Symposium on Eco-Materials Processing & Design)シリーズを計画

立案して毎年開催してきた。第１回から４回までは、韓国において韓国科学財団

（KOSEF）の支援を得て開催し、第５回は平成１６年１月に長岡技術科学大学の支援を

得て長岡市で開催し、第 6回は平成 17 年 1 月に済州市で行い、以降はより国際的な会

議とするために第 3 国（中国）を含む開催地持ち回りとして開催した。なお、本事業

ではこの国際会議へは協賛の形でサポートを行っていたが、平成 17 年度（第 7回）か

らは本事業主催のセミナーとして開催実施し、近年では参加者総数 300 名を超える国

際会議シリーズへと発展した。本事業終了後も事業参加者を中心とした会議実行委員

会を母体として平成 25 年（2013 年）迄は毎年開催し、それ以降は隔年で開催される

こととなっている。 

 また、特にアジア地区における主要 3 カ国の若手研究者らによる研究成果発表・討

論ならびに研究ネットワーク構築を目的として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についても積極的に協力を行った。 

 

D）本事業で実施したセミナー開催一覧 

年度 会議名称 開催時期 開催地 
拠点大学セミナー通

算回数・備考 

H11 ナノセラミックスの現状と将来展望・Future 平成１１年６月１０ ソウル・漢陽大 第1回セミナー 
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Perspectives of Nano Ceramics 日〜6月13日 学 

新規の多機能調和型セラミックス基複合材料・New 

Nanocomposite Ceramics with Multiple Functionality 

平成12年1月9日〜

1月11日 

大阪府豊中

市・千里阪急ホ

テル 

第2回セミナー 

H12 ナノセラミックスの現状と将来展望・Future 

Perspectives of Nano Ceramics 

平成１2年６月１日

〜6月3日 

ソウル・漢陽大

学 

第3回セミナー 

新規の多機能調和型セラミックス基複合材料・New 

Nanocomposite Ceramics with Multiple Functionality 

平成13年1月14日

〜1月16日 

大阪府吹田

市・大阪大学 

第4回セミナー 

H13 ナノセラミックスの現状と将来展望・Future 

Perspectives of Nano Ceramics 

平成13年5月27日

〜年5月30日 

ソウル・漢陽大

学 

第5回セミナー 

新規の多機能調和型セラミックス基複合材料・New 

Nanostructured and Nanocomposite Ceramics with 

Multiple Functionality  

平成14年1月13日

〜1月15日 

大阪府豊中

市・千里阪急ホ

テル 

第6回セミナー 

H14 ナノセラミックスの現状と将来展望・Future 

Perspectives of Nano Ceramics 

平成14年 8月12日

～8月15日 

ソウル・漢陽大

学 

第7回セミナー 

新規の多機能調和型セラミックス基複合材料・New 

Nanocomposite Ceramics with Multiple Functionality

平成14年11月4日

～11月6日 

大阪府豊中

市・千里ﾗｲﾌｻｲ

ｴﾝｽｾﾝﾀｰ 

第8回セミナー／

EnCera2002と共催 

H15 ナノセラミックスの現状と将来展望・Future 

Perspectives of Nano Ceramics 

平成15年9月25日

～9月28日 

ソウル・漢陽大

学 

第9回セミナー 

新規の多機能調和型ナノ構造及びナノコンポジットセラ

ミックス材料・New Nanostructured and Nanocomposite 

Ceramics with Multiple Functionality 

平成16年11月10日

～11月12日 

愛知県幸田

町・三河ハイツ 

第10回セミナー／

EnCera2003と共催 

H16 ナノセラミックスの現状と将来展望・Future 

Perspectives of Nano Ceramics 

平成16年6月20日

～6月22日 

ソウル・漢陽大

学 

第11回セミナー 

新規の多機能調和型ナノ構造及びナノコンポジットセラ

ミックス材料・New Nanostructured and Nanocomposite 

Ceramics with Multiple Functionality 

平成16年10月31日

～11月3日 

大阪府豊中

市・千里阪急ホ

テル 

第12回セミナー／

EnCera2004国際会議

と共催 

H17 

 

JSPS-KOSEF拠点大学交流セミナー−ナノセラミックスの

現状と将来展望−・JSPS-KOSEF Core University Program 

Seminar (CUP 2005) : 2005 International Nano Ceramics 

/ Crystals Forum and International Symposium on 

Intermaterials (NCF9 & IMA9)  

平成17年11月10日

～11月13日（4日間）

韓国安山・メト

ロホテル/鮮文

大学 

 

第7回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・The 7th International Symposium on 

Eco-Materials Processing & Design 

平成18年1月8日～

1月11日（4日間）

中国成都・ﾎﾘﾃﾞ

ｲｲﾝｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

 

第13回拠点大学プログラム国際セミナー（未来産業に向

けたハイブリッドナノ材料に関する国際シンポジウム

(HNM2006)）・The 13th International Seminar on Core 

University Program between Japan and Korea（The 

Symposium on Hybrid Nano Materials Toward Future 

Industries (HNM 2006)） 

平成18年2月3日～

2月5日（5日間） 

新潟県長岡

市・長岡技術科

学大学 

第13回セミナー／

HMN2006と共催 

H18 JSPS-KOSEF日韓拠点大学交流事業(CUP)シンポジウム（第

14回セミナー）「新規の多機能調和型ナノ構造及びナノコ

ンポジット材料」（第2回アジアオセアニアセラミックフ

ォーラムと同時開催）・2006 JSPS-KOSEF Core University 

Program (CUP) Symposium (The 14th Seminar)(in 

conjunction with The 2nd Asia-Oceania Ceramic Forum) 

平成18年10月18日

～10月20日 

韓国デグ市・イ

ンターブルゴ

ホテル 

第14回セミナー／

2nd AOCFと共催 

第８回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（JSPS-KOSEF日韓拠点大学交流事業セミ

ナー 2007 (第15回)）・The 8th International Symposium 

on Eco-Materials Processing and Design (ISEPD2007) 

平成19年1月11日

〜1月14日 

福岡県北九州

市・北九州国際

会議場 

第15回セミナー 

H19 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（第16回JSPS-KOSEF

日韓拠点大学交流セミナー）・International Workshop 

平成19年7月10日

～7月13日 

中国長春市・中

国科学院長春

応用化学研究

第16回セミナー 
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for R&D Clustering among China, Japan, Korea in 

Eco-materials Processing  

所 

第17回JSPS-KOSEF日韓拠点大学交流(CUP)セミナー「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」・The 17th JSPS-KOSEF Core University Program (CUP) 

Seminar between Japan and Korea (Creation of 

Hyper-functionalized Nanostructured Materials and 

Technologies for the Next Generation) 

平成20年2月24日

～2月26日 

宮城県仙台

市・岩沼屋 

第17回セミナー 

第9回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（第18回JSPS-KOSEF日韓拠点大学交流

(CUP)セミナー）・The 9th International Symposium on 

Eco-Materials Processing and Design (ISEPD2008)  

平成20年1月10日

～1月13日 

韓国昌原市・昌

原国際会議展

示センター 

第18回セミナー 

H20 第4回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（第19回

JSPS-KOSEF日韓拠点大学交流(CUP)セミナー）・The 4th 

International Workshop for R&D Clustering among 

China, Japan, Korea in Eco-Materials Processing 

平成２０年７月１３

日～７月１５日 

神奈川県箱根

町・箱根高原ホ

テル 

第19回セミナー 

拠点大学交流国際シンポジウム−多機能材料の新しいプ

ロセッシングとナノ構造／機能相関−（第21回

JSPS-KOSEF日韓拠点大学交流(CUP)セミナー）・

International Symposium on Core University Program 

between Japan and Korea -New Processing and 

Nanostructure/Property Relationship for 

Multi-functional Materials- 

平成２０年１２月１

４日～１２月１６日

兵庫県淡路

市・淡路夢舞台

国際会議場 

第21回セミナー 

第10回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（第20回JSPS-KOSEF日韓拠点大学交流

(CUP)セミナー）・The 10th International Symposium on 

Eco-Materials Processing and Design (ISEPD2009) 

平成２１年１月１２

日～１月１５日 

中国西安市・

Grand New Wold 

Hotel 

第20回セミナー 

 

２—４．研究者交流など、その他の交流の状況 

 本事業では、文化や考え方が基本的に異なる研究者が特定の研究課題に関して長期に

国際共同研究を効率的に行う為には、お互いの理解と対話が必須であるとの観点に立脚

して運営を行ってきた。この為に、初年度（平成１１年度）から日韓の多くの研究者が

相手国を訪問し、意見交換をする研究者交流に特に力を入れた。２年目以降の研究者交

流は、グループ内やグループ間の共同研究に関して意見交換を行うことを主目的にして、

主に両コーディネーターや各サブ研究テーマのグループリーダーを中心に実施してきた。 

 なお、この研究者交流や共同研究による相互訪問により、お互いを良く理解すること

が出来、このプロジェクト以外に関しても、種々の情報交換、意見交換、相互訪問等が、

本プロジェクトに参加している研究者間で活発になっていることは、本プロジェクトの

波及効果の１つと考えることが出来る。 

 また、本事業ではセラミックス及びその関連材料に関する研究開発が主な共同研究課

題となっているが、こうしたもの作りを基盤にした研究開発を将来的に持続発展させる

ためには次世代を担う若手研究者の育成が重要であるとの観点から、本事業においても

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
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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 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、のために重点的に行った。そのため

に、両国若手研究者のセミナー・共同研究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・長期間の受入を行うことで、これらの実現を行った。具体的に

は、若手研究者や大学院院生の 2 週間以上に渡る受入を行い、拠点校等での 先端共同

研究を行った。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。さらに、このプロジェクトを経験した若手研究者、特に大学院学生

が後に国費留学生として採用され、優秀な成績で修了ののち、日韓のみならず国際的に

活躍していることも本プロジェクトの大きな波及効果の１つであると共に、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

会的相互理解に寄与しているものと考えられる。 

 

２—５．事業に対する相手国拠点大学、対応機関との協力の状況 

 事業開始初年度は、両国における考え方や組織構成の違いなどにより、運営上の幾つ

かの課題が生じた、しかし、両コーディネーターの相互訪問による真摯な意見交換、漢

陽大学学長の支援、対応機関（韓国科学財団、KOSEF）の理解と提言により、これらの

問題は全て速やかに解決できた。また、両コーディネーターや関係者の総意で、本プロ

ジェクトでの計画以外の Eco-Materials に関する国際会議を毎年開催する件、韓国側で主

催する本プロジェクトのセミナーを国際会議にする件は、相手拠点大学と対応機関

（KOSEF）の経済的な支援により初めて実行に移すことが出来た。 

 また、特に特筆すべきは本事業活動に伴い、両国拠点大学間の相互理解と更なる連携

への枠組みについて多くの議論を行うことができた結果、平成 15 年度には大阪大学・漢

陽大学両校における部局間学術交流協定の締結を果たすと共に、共同研究・交流などを

支援すると共にその拠点とすべく、韓国側拠点校である漢陽大学内に大阪大学産業科学

研究所ブランチオフィス（大阪-漢陽 HUB オフィス）の開設（平成 16 年 2 月 11 日）に

至り、両校ならびに拠点大学交流事業の共同研究や多様な交流のための拠点として多方

面に活用されるに至った（参考資料 11）。また、当時日本の大学のオフィスが韓国機関

内に開設される例はごく僅かであったことなどから、本事業ならびに HUB オフィス開

設と運用状況について、平成 17 年 6 月 11 日には在韓国日本大使館一等書記官、および
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同年 7 月 23 日には同一等書記官に加え、文部科学省及び日本学術振興会担当官が現地漢

陽大学 HUB オフィスを来訪し、交流の経緯、実施状況や運営体制、具体的な成果およ

び今後の展開について調査ならびに意見交換を行った（本訪問に関する外交公電を参考

資料 12 として添付）。 

 なお、１０年間にわたる交流事業の実績を踏まえ、 終年度に行われた拠点大学国際

シンポジウム（前出）では、両校学長（阪大：鷲田清一総長、漢陽大学：Kim Chong Yang

学長）が出席して実施状況に対する講評を行うと共に、阪大−漢陽大学間の大学間学術交

流協定の締結に至った。 

 このように、相手国拠点大学及び対応機関には、本プロジェクトに関して十分な協力

と支援を受けており、本事業が成功裏に完了した理由の一つととらえることができる。 
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３．事業を通じての成果 
３—１．交流による学術的な影響 

 拠点大学方式による日韓国際共同研究により多数の学術成果が得られたが、これに派

生した学術的な影響は主に以下のようにまとめることができる。 

 

 1) 世界的にナノテクノロジーが注目される（平成 13 年/2001 年）より以前である平成

11 年（1999 年）から、ナノ材料及びナノコンポジット材料に関する先端的かつ先

導的な研究が日韓で進められ、この研究分野を日韓で認知させることに成功した。 

 2) ナノ及びナノコンポジット材料の研究分野で、日韓のみでなく世界をリードできる

立場を築いた。 

 3) 環境低負荷を実現するための多様な材料やプロセス技術およびこれらを用いたシ

ステムを創出すると共に、これに関連するメカニズムや動作原理の解明をすること

が出来た。 

 4) この分野の若手研究者の育成に関して日韓両国で貢献することが出来た。 

 5) 韓国におけるナノテクノロジーに関する国レベルのプロジェクトにおいて、漢陽大

学がリーダーシップを発揮できた。大阪大学においても平成 14 年度には実施主体

部局である産業科学研究所に産業科学ナノテクノロジーセンターを発足させるな

どの成果を得た。 

 6) 本プロジェクトの両コーディネーターを中心にして、国際的なセラミックス材料に

関する学術雑誌 Journal of Ceramic Processing Research を平成 14 年（2002 年）から

出版することが出来ると共に、2006 年よりトムソンサイエンティフック社の SCI

（Science Citation Index）に登録され、国際的な学術雑誌としての評価を得た。 

 

３−２．共同研究を通じて発表された研究業績 

 平成１１年度から開始された 10 年間の事業における共同研究により得られた研究

成果は、添付した各年度の報告書（資料 1〜10）に研究グループ毎に詳細に記載され

ている。ここでは、その中から主な成果について５つの課題ごと（ 終年度に準拠）

に示す。いずれの成果も短期には 3日程度、長期には１ヶ月以上に及ぶ相互訪問を通

しての共同研究により得られたものである。なお、本プロジェクトに関連して発表し

た論文等の全リストは、資料 13 にまとめた。 

 

研究課題１：環境低負荷型の多機能構造材料の開発研究 

1. 共同研究によりセラミックス材料の新しい粒界制御コンセプトを提案・構築すると

ともに、これを基礎として Si3N4セラミックス粒界相の完全結晶化に成功し、破壊
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強度を 800MPa から 1600MPa に、破壊靭性を 5.6MPam1/2から 10.2MPam1/2にそれぞれ

向上させることに成功し、この材料の機能改善機構の解明に成功した。 

2. 粒界制御コンセプトの拡張により、絶縁体性の構造用セラミックスである Si3N4や

MgO セラミックスなどに、本来の高強度と高靱性を失うことなく高いイオン導電性

を付与することに成功し、そのプロセス・構造・電気的・力学的性質の相関と機構

について解明することができた。 

3. 窒化アルミニウムの粒界に電子伝導性を持つ物質を配置するナノ構造制御により、

この材料の電気伝導度を絶縁体から半導体の領域で任意に制御することに成功し、

構造・機能の精査によりこれらの関連性を解明し、プロセスの 適化を果たした。 

4. カーボンナノチューブによる３次元ナノネットワークと機能性ナノ粒子による分散

構造を同時に持つ高次構造型セラミックスを実現し、力学的特性が改善したマルチ

フェーズナノコンポジットとその構造の特徴を解明した。 

5. 本プロジェクトで設計・開発に成功した複数の種類のナノコンポジットを積層化す

るプロセスを展開し、材料の構造およびそれに派生した内部応力状態を 2次元的に

制御する新しいナノ材料設計指針を確立した。また、ジルコニアベースの材料にお

いてその特異な構造に起因した破壊靭性の飛躍的な向上が確認されると共に、この

材料設計が応力場を利用した熱伝導度制御をも可能にするという今までにない新

しい知見を見いだした。 

6. ダイヤモンド類似非晶質カーボンと酸化ケイ素系で、摩擦係数がダイヤモンド類似

カーボンより更に低い分子レベル複合材料薄膜コーティング技術の開発に成功し、

自動車のエンジン部品への応用へ向けた検討が行われた。 

7. ニッケル酸化物(NiO)をジルコニア(ZrO2)に焼結中に固溶させ、その後に水素気流

中で加熱還元して Ni ナノ粒子を析出させるという新規な in-situ ナノ構造化プロ

セスを開発し、強磁性/超常磁性のナノ Ni 金属の磁性変化を利用した、応力センシ

ング機能を有する高強度 ZrO2/Ni 系ナノコンポジットの作製に成功した。 

8. 窒化ケイ素セラミックスのナノ構造および粒界制御により光機能化することを検討

し、助剤の種類や焼結条件の 適化により可視光領域での透光性が 60％以上で且つ

優れた力学的機能を兼備した透光性窒化ケイ素セラミックスの開発に成功した。 

9. 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。 

10. セラミックスナノコンポジット技術を有機／無機系へと展開・融合させたナノハイ

ブリッド化技術を開発し、指先と同じような機能を持つ感触センサーとして高い力

学的およびセンシング信頼性を持つ感触ナノコンポジットセンサーの創製に成功
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し、その機能・構造相関の解明と材料設計指針の構築を行った。 

11. 上記知見を元にした研究を展開することで、電気伝導性粒子として形状異方性を有

する多様なナノ粒子を利用することにより、高強度、耐久性、信頼性の更なる改善

に成功した。なお、これら共同研究で開発された分子/セラミックス系ナノコンポ

ジットセンサー材料はアミューズメントロボット用センサーを始め、タブレット型

PC の入力ペンの部品や二次元圧力マッピングシステムなど多様な製品として実用

化することに成功した（3-7、3-8 に詳細後述） 

 

研究課題２：環境低負荷型の多機能ナノ及び電子材料の開発研究 

12. 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。 

13. 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。 

14. 界面活性剤を利用した特殊表面処理プロセスで、数ナノメートルの銀ナノ粒子を

簡便に作製するプロセスを開発し、その構造形成機構を解明すると共に大量合成

技術の確立を行った。さらに、各種の高分子とこれらのナノ銀粒子との複合化プ

ロセスを開発し、熱伝導度を制御した高分子材料、抗菌・殺菌機能を付与した高

分子材料、耐熱性を大幅に改善した高分子材料の創製にも成功した。なお、この

ナノメタル合成技術を元に韓国にベンチャー企業が設立され、電極材料をはじめ

とした情報技術(IT)分野で広く実用化している（3-7 に詳細後述）。 

15. 本プロジェクトで開発されたチタン酸バリウム/ニッケルナノコンポジットの粉

末作製に、ソノケミストリーを利用することにより、このナノコンポジットの焼

結条件の 適化に成功し、数万というきわめて高い誘電率を有する強誘電体材料

の作成に成功し、その機構を解明することで電子材料基ナノコンポジット設計指

針の構築を行った。 

16. 携帯電話をはじめとする電子デバイス中に組み込まれているコンデンサーなどに

用いられている鉛系誘電体を代替した環境調和型電子セラミックスの創製を視野

に多様な鉛フリーの新誘電体材料の開発を行った。Bi-Na-Ti-O 系材料ではゾルゲ

ルプロセスなどでナノサイズで構造制御した材料の開発に成功し、また、タンタ

ル酸リチウムに関する研究を展開することで、その組成 適化によるキュリー点

の降下に成功し、共振特性を確認することができた。 

17. 希土類含有酸化物 p型熱電変換材料ならびにｎ型酸化物熱電セラミックス材料に

関し、精密組成制御を可能とする固溶制御手法を採用し、その電気物性の改善を
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行うと共に、構造歪みの制御による電気的、熱的特性への影響を明らかとした。 

18. 半導体を KCN や HCN 溶液に浸漬して、CN_イオンを欠陥準位に選択的に反応させ

Si-CN 等の結合を形成させることで欠陥準位を消滅させる新規な方法を開発し、

多結晶シリコン太陽電池のエネルギー変換効率を 2割以上向上させることに成功

した。 

19. 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 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。 

20. 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。 

21. 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。 

22. 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。 

23. 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ナノレベル周期連続構

造を制御可能なことを見出すと共に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。 

24. 無機ナノ粒子と有機分子を用いてワンポットで高次有機/無機ナノハイブリッド材

料を創製するプロセスを構築し、非線形な導電性の変化を示すことを見出した。 

25. 有機・無機ハイブリッド薄膜高分子へのイオンビーム照射により、ナノ粒子を含有

するハイブリッドナノ構造体を作製することに成功した。560 MeV Xe イオンビー

ム照射及び溶媒現像を行ったところ、円柱状ナノ構造体中に Si 微粒子を内包でき

た。 

 

研究課題３：環境低負荷型機能調和ミクロ/ナノ複合材料の低コスト製造プロセスの開発

研究 

26. コーディエライト系セラミックスの粉末上に ZrO2を薄膜状に被覆する安価な方法

を開発し、それを出発原料にして更に焼結プロセスでこの２相間で生じる化学反応

を制御する条件を確立し、新しい自己ナノ複合化プロセスを見出し、この方法によ
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りコーディエライト系セラミックスの問題点、焼結が困難、強度が低い、耐熱性の

全てを同時に解決することに成功した。この新しいプロセスおよびミクロ/ナノ材

料は、高周波領域の基板材料として有望視された。 

27. ZrO2 や Al2O3等のナノ粒子の粉末成形に関する研究を行い、複雑形状の製品を高密

度に成形するプロセスの開発に成功した。また、このプロセスの機構を解明すると

共に、このプロセスを駆使した SiC 系の部品の安価な製造法を確立した。 

28. 高次機能を有するナノコンポジットの安価な製造法開発を目的に、ゲルキャスティ

ング法で複雑形状の成形体を作成する為のプロセス条件を見いだすと共に、この方

法で、従来のプロセスでは困難な雄ねじ/雌ねじ形状などの複雑形状のセラミック

スナノコンポジットを実現するプロセスを開発した。 

29. 炭化ケイ素/アルミナ系セラミックスの製造プロセスの一部にコロイダルプロセ

スを組み込み、Y3+の役割を明らかにすることにより、高性能の炭化ケイ素系セラ

ミックスの製造に成功した。 

30. 本プロジェクトで開発に成功した、非常に安価な天然原料である微細シラスバル

ーンを原料として軽量で高強度なセラミックス系複合体を得るプロセスと材料を、

中小企業を中心にして、ダウンライト（埋め込み式電灯笠）として実用化を図る

ことに成功した。さらに、この材料は自己修復機能を持つ材料としての可能性を

持つことも見いだされた。 

31. スペースシャトルの耐熱パネルやブレーキパッドなどとして利用されている炭素

系耐熱材料は耐酸化性に乏しく、耐久性に劣っているために広範な実用化が妨げ

られていたが、C-B4C-SiC3元系をナノ複合化することにより、耐酸化特性の飛躍

的な向上に成功した。 

32. 種々の方法で SIALON 粉末を製造することを試み、ナノ気孔を多量に含む粉末の合

成に成功し、この焼結特性を制御することにより、地球環境保護に有用な新しい

機能を持つ SIALON 多孔体の開発に成功した。 

33. IGC（不活性ガス中蒸発・凝固）法によるコアー/シェル型ナノ/クラスターレベル

粉末とその成形体の製造プロセスにソノケミストリーのコンセプトを付与するこ

とにより、銅をはじめとする触媒層をコーティングする技術を開発し、自動車廃

ガスの触媒に展開出来る可能性を見出した。なおこの結果を基に企業との共同研

究を行うと共に知的財産権の獲得を行った。 

34. 超音波を利用する新しいソノケミカルプロセスを構築・展開し、Ag、Pt、Pd 金属

ナノ粒子をそれぞれの酸化物などを原料に環境負荷の無い材料およびプロセスに

より安価に且つ高品位に合成することに初めて成功した。この手法を展開するこ

とで、これら貴金属ナノ粒子を数ナノの大きさに制御して各種の電子セラミック

ス粉末上に被覆することに成功し、更にこの複合ナノ粉末を焼結させる条件も確

立し、今後の自動車産業で求められている低電圧で作動するバリスター特性の発
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現に成功した。また、このプロセスをセラミックス多孔体やポリマーとのハイブ

リッド化として適応するプロセスも開発した。 

35. 半導体の内部接続には欠かせない高温鉛はんだの代替技術開発のため、ナノレベ

ルの組織・機能解析および制御に基づく基礎技術開発し、協力企業・大学連合と

の連携で、新産業技術として高温鉛はんだ代替技術の世界デファクト形成を目指

し、比較的安価であるミクロンサイズの銀ペーストを用いたダイアタッチ技術の

開発、高信頼性を持つ金属系はんだ及び接合方法の開発に成功した。また、はん

だより脆い導電性接着剤を用いた接合体の衝撃特性評価方法を開発し、標準化の

検討を行った。 

 

研究課題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 

36. 窒化アルミニウム/窒化ホウ素系ナノコンポジットの常圧焼結に成功した。また、

この開発したナノコンポジットが、高強度、優れた高温特性、卓越した耐熱衝撃

破壊抵抗、高い溶融金属に対する耐食性のみならず、金属のような機械加工性を

有することを見出し、これら優れた機能発現機構を解明した。 

37. 窒化ホウ素ナノ粒子を分散したナノコンポジットでは、ナノ分散させた BN が低硬

度・低ヤング率であるために、原子・分子レベルの構造欠陥等から発生する極ミ

クロな領域の残留応力が BN ナノ粒子により緩和されることにより、非常に高い熱

伝導度を示すことを解明した。この様な多機能性が注目され、この新しい AlN/BN

ナノコンポジット材料は、現在半導体デバイス作製装置の重要な部材として実用

化が検討されている。更にこの材料へ金属と同じような機械加工性（快削性）を

付与することにも成功し、今後の多岐にわたる工業分野への展開が期待された。 

38. アルミナ/炭化ケイ素系ナノコンポジットの磨耗機構を解明する研究を行い、通常

のセラミックス系複合材料とは異なり、金属と同じように転位の発生・集合を通

して発生する微小亀裂が摩耗の主機構である事を明らかにした。この知見を基に

して、摩耗特性に強いナノコンポジットの設計・開発指針を確立した。 

39. 各種のナノコンポジットを人工骨や歯材料として展開するために、疑似体液中な

ど多様な環境下での摩擦摩耗特性の評価を行い、ナノコンポジットが一般的に優

れた摩擦摩耗特性を示すこと、およびその摩擦摩耗挙動とナノ複合構造の相関を

明らかにした。 

40. ジルコニア/アルミナ系双方向ナノコンポジットの摩耗試験や劣化機構の解析を

行い、この材料が特に低温劣化に優れており、人工関節等の材料として 適であ

ることを明らかにした。 

41. セラミックスをダイヤモンドで超微細/無損傷に加工する技術が長岡技術科学大

学を中心としたグループで開発され、その加工メカニズムの解析と解明を行った。

これらのシーズを基礎に高精度加工装置を開発し、これに関連するベンチャー企



 21

業が設立され、IT 素子用に不可欠な装置として発売を開始した。 

42. 阪大産研で開発したナノ複合化技術を駆使することにより、靭性・強度を損ねる

ことなく、硬度・ヤング率を低下させた新規なアルミナ/BN ナノ複合材料の創製

に成功し、in vivo/vitro 試験を行った。その結果、この新しいナノコンポジッ

ト材料が金属のような優れた機械加工性を示すと共に、良好な生体親和性を示す

ことが明らかとなり、歯科用材料などのバイオマテリアルとして期待された。 

43. 農業廃棄物として多量に排出されるもみ殻から多孔質炭素-炭化ケイ素複合ハニ

カムを製造するための環境調和プロセスを開発し、フェノール樹脂を同時含浸さ

せて焼成することで、且つメソ孔・マクロ孔を持ち比表面積が 520m2/g と非常に

大きな値を持つ高強度を持つ多孔質材料の創製に成功した。 

44. ジルコニア／モナザイト（3Y-TZP/LaPO4複合体）ナノコンポジットを創製し、高

強度と低熱伝導率を確認し、新規耐熱コーティング材料としての可能性を示した。

これらを基礎として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 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。 

 

研究課題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 

45. 高効率な環境調和型酸化チタン(TiO2)光触媒および関連光触媒材料の創製を指向

した共同研究とその光化学プロセスの解明のための研究を行い、以下に示した成

果を得た。 

• 酸化チタン光触媒表面で生成した活性酸素種の拡散過程に関する単一分子研

究を行い、一重項酸素およびヒドロキシルラジカルの単一分子蛍光イメージ

ングに成功し、反応素過程の解明ならびに機能改善のための指針を得た。 

• 環境負荷の低いソルボサーマルプロセスを用い、結晶化度が高く、粒子サイ

ズの小さい光触媒粉体材料の創製および気浄化特性評価を行い、ナノ構造制

御及びアニオンドーピングなどによる可視光応答性を実現した。 

• 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。 

• “シングルサイト光触媒”を用いた光析出法により調製したナノサイズの合

金粒子触媒が、従来法で調製した触媒系に比べ、水素・酸素からの過酸化水

素の合成反応に高い活性を示す事を明らかとした。 

46. チタニア（アナターゼ構造）のナノチューブを化学的な安価なプロセスで創製す

ることに成功し、その構造と機能に関する研究を開始した。その結果、以下の新
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しい知見を得ることができた。 

• 開発したチタニア(TiO2)ナノチューブは、リチウムイオン２次電池の負極材

料として、理論容量に達する大きな容量を示すことが判明した。また充放電

により容量の低下がほとんど生じないことも判明した。 

• 開発したチタニア(TiO2)ナノチューブは光触媒活性を示すとともに、400℃で

の熱処理により結晶化を進めることにより、光触媒特性がより向上すること

を明らかとした。 

• 本材料は通常の酸化チタン光触媒にはない分子吸着能を持つ機能共生型環境

浄化ナノ材料であることを世界で初めて確認し、そのメカニズムを構造との

関連により解明した。 

• 多様な金属イオンをドープすることで、耐熱性や分子吸着特性、光触媒特性

に優れ、かつ電気伝導性が向上したナノチューブの創製に成功した。 

• 色素増感型太陽電池電極への応用を検討し、そのセル特性を精査した結果、

ナノチューブ電極セルでは電子寿命が通常のセルに比較して長いこと、この

結果優れた性能を示すことを解明し、ナノ粒子電極に比較して高い変換効率

の達成に成功した。 

• 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。貴金属ナノ粒子（１−２nm）

を担持することにより、光触媒活性が大幅に改善可能であることが明らかに

なった。 

47. シミュレーションによる材料設計を支援する目的で、複数ノードをパラレル接続

することにより構成した PC クラスターを構成し、おのおののノードの CPU の能力

を 大限に発揮しつつ、協同的に並列計算させるためのアルゴリズムを確立する

ことに成功した。このことにより、高価なスーパーコンピュータを用いずとも、

安価な PC マシンを複数台並列接続するだけでスーパーコンピュータに匹敵する

高速演算を実現することに成功した。 

48. 本手法を用いることにより、代表的な共有結合性セラミックスとして知られてい

る炭化ケイ素のマクロな焼結挙動の解析に成功した。特に、出発原料の平均粒径

が 5nm 以下というきわめて微細なセラミックスの焼結挙動を解析することに成功

し、次世代型のセラミックス作製プロセスの開発指針を与えた。 

49. ナノ粒子が気相中で析出するプロセスの計算機シミュレーションを更に精密化す

ることに成功し、実験条件の設定と、プロセスの単純化に関して多くの重要な因

子を明らかにした。 

50. 解析とコンピュータグラフィックの技法を組み合わせることにより、3次元ナノ

粒子の挙動を可視化することに成功し、実際のナノ粒子の挙動解析結果とすりあ
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わせながらより現実に即した新規ポテンシャルを検討した。 

51. セラミックスのミクロ構造/機能とマクロ構造/機能を結びつけるマクロ/ミクロ

ブリッジングに関する研究を行い、ブリッジングに必要な構造要素単位の決定に

成功した。この結果を、強度やヤング率に適応することにより、その妥当性を明

らかにした。 

52. 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。 

53. 高性能な蛍光材料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、陽イオン欠陥形成に伴う格子歪みが発光特性に影響を与えることを

解明した。 

54. 高効率電子電界放出を可能とするデバイス創製を視野に、CNF バンドル距離に対

する電界増幅係数βの関係を電圧-電流測定から導き、擬似的に Pattern を模し

たモデルCNFにかかる電界をシミュレーション計算してCNF生成制御によるFE特

性制御の妥当性を検証した。この結果、CNF 生成制御による FE 特性向上の有効性

が確認できた。 

 

３−３．セミナーの成果 

 事業実施期間１０年間では前出２−３項で示したとおりのセミナーを両国並びに第３

国（中国）で開催した。これらのセミナー実施により、以下に示す成果が得られた。 

1) 本プロジェクトに参加する研究者に、本プロジェクトの内容・意義、本プロジェ

クトで実質的な共同研究が強く求められていること等を深く理解させることが出

来た。 

2) 初年度から実施した「ナノセラミックスの現状と将来展望」および「新規の多機

能調和型セラミックス基複合材料」に関するセミナーでは、本プロジェクトの参

加者が年２回と定期的に成果を持ち寄り発表・討論ができた結果、具体的な共同

研究の推進のための情報交換などが十分かつ効果的にでき、プロジェクト初期か

らの多くの成果導出に繋がった。 

3) このうち、平成１4 年 8 月に韓国のソウルで開催した「ナノセラミックスの現状

と将来展望」では、米国、英国、独、中国からの研究者も招待されたので、本プ

ロジェクトのターゲットの重要さを韓国の同分野の研究者のみでなく、国際的に

も認知させることが出来た。更に同年 11 月に大阪で開催した「新規の多機能調和

型セラミックス基複合材料」に関するセミナーでは、主に事業前半４年間までの

研究成果に関して多数の発表がなされ、研究成果の評価・討論を通して、後期へ

向けた研究ターゲットと共同研究方針を明確にすることが可能になった。なおこ

れは日本セラミックス協会の高温構造材料部会と協賛で、国際会議「EnCera 2002」
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として総参加者数 300 名近くを得て同時開催したので、本プロジェクトの成果を

国際的に広く認知させると共に、更に有意義な討論を展開することができ、共同

研究推進のための多くの助言と提言を受けることができた。これら２つの会議に

より、日韓の研究者がお互いの長所・欠点を改めて知ることが出来るとともに、

お互いに本共同研究で何を求めているかを再確認でき、事業後半へ向けた共同研

究を更に効率的に進めることが出来るようになった。 

4) 事業後期では特に国際的なセラミックス関連学協会との共催会議も積極的に行う

ことで（たとえば H18 年度のアジアオセアニアセラミックスフォーラム（平成 18

年 10 月 18-20 日に韓国デグ市）など）両国以外の研究者らとの討論ならびに意見

交換を積極的に行い、多くの有意義な成果が得られると共に、第３国をも加えた

多国間共同研究などの取り組みへと発展した。 

5) 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では、本交流事業参加研究者のみならず第３国の

多くの研究者の参加を得ることができ、本事業で得られた成果の公表や各国の研

究者との討論・意見交換を図るとともに学術論文集の出版を行い、成果・知見な

らびに技術の国際社会への還元を図った。特に交流 終年度に開催された第 10 回

会議（2009 年 1 月 12 日-15 日）では、交流事業で実施した共同研究成果の妥当性

とエコマテリアル･エコプロセスに関する今後の取り組むべき方向について討

論・確認が行われ、本交流事業の取り組みが先駆的かつ今後に繋がる有効なもの

であったことが認識された。 

6) 事業 終年度には、拠点大学交流国際シンポジウム（2008 年 12 月 14 日-16 日）

を開催し、事業へ参加する日韓の研究者を中心として１０年間の交流に基づく共

同研究成果の公表に加え、環境低負荷型材料や技術に関する 新動向についての

発表討論を行い、本交流の総括の一つとすることができた。 

7) セミナーの要旨、プロシーディング集あるいは学術論文誌特集号の出版・配布を

通じて、本共同研究の重要さと内容の理解が進み、また成果の社会への公開が可

能となった。 

8) インターネットのホームページでセミナーの開催とそのプログラムを公開するこ

とで、本事業の目的と意義と研究成果を世界中に知らしめることで出来た。 

9) このような姿勢を追求することにより、多くの企業の興味を引くことが可能にな

り、本プロジェクトの研究成果を基にした企業との実用化に向けた共同研究に弾

みを付けることが出来た。 

10) この様なセミナーを通して、両国の研究者の強い絆が出来たことは、本プロジェ

クト終了後の発展に多大の寄与をするものと考えられる。 



 25

３—４．若手研究者の交流による成果 

 セラミックス及びその関連材料開発や技術、その学術的解明を持続的に進展させるた

めには大学院博士後期課程学生を含む若手研究者の育成が必須であり、本プロジェクト

でも、当初より重点的に行っている項目である。 

 この観点に立ち、大学院生も積極的にメンバーとして加え、共同研究を行うと共に、

セミナーへの参加を積極敵に促してきた。特に２−１項で示した事業参加研究者の推移で、

事業推進に伴って人数が増えているのは、院生を含む若手研究者を積極敵に参画させた

ためである。更に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。また、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 先端共同研究を行った。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。 

 

 若手研究者（大学院課程学生を含む）の交流による成果は以下のようにまとめられる。 

1) 本プロジェクトのセミナーや共同研究に参加することで国際感覚とハイレベルな科

学技術知識を身につけた若手研究者が多数輩出しており、次世代のアジア地区にお

けるリーダーとなる多くの研究者を育成できた。 

2) 文化や意識の異なる人々と知り合い、密な共同研究を行うこと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ができた。 

3) 交流が全て英語を共通語としていることとも関連し、若手研究者の英語力・語学力

が格段に高まった。 

4) プロジェクト研究やセミナーの計画立案へも参加させることで、こうした企画・運

営のスキルを有する院生・若手研究者を育成することができた。これは後に研究者

として独立した場合に大いに活かされていると考えられた。 

5) 世界の 先端の研究に参加することにより、両国の学生らの研究意欲の向上とスキ

ルアップにつなげることが出来た。特に、現在、世界的に注目を集めているナノテ

クノロジーで重要な役割を果たすと考えられる、ナノ材料及びナノコンポジット材

料に関する 先端の研究に参加できたことは、今後の研究活動に大きな影響を与え

ると考えられる。 



 26

6) 韓国の学生が、日本国の国費留学生に応募し、採用される機会が増大した。また、

それ以外にも共同研究を発端として拠点校ならびに協力校で多くの留学生を受け入

れることができた。 

7) 日本に留学し、学位を取得した韓国学生が、このプロジェクトでの研究成果が認め

られ、日本・韓国をはじめとする多様な国の研究機関に研究者として職を得ること

が出来た。更に各国の企業において嘱望される多くの学生を輩出できた。 

8) 韓国で活発である大学発ベンチャー企業の設立に関する生の情報を関係者から直接

に聞く機会を多く持ち、特に日本の若手研究者の意識革命が出来たと思われる。 

9) なお、長期にわたる国際共同研究の進展状況を間近に見る機会を持ったことは、後

の共同研究の企画立案に役立つ重要な情報を得たと思われる。以上述べた成果から

判断して、本プロジェクトは日韓両国の若手材料研究者の育成に大いに役立ったと

思われる。 

 

３−５．交流を通じての相手国からの貢献 

 本プロジェクトに関する交流を通じて韓国からの貢献は以下のように整理できる。 

1) 韓国において活発な大学発ベンチャー企業の創立に関する生の情報を得る機会を持

つことが出来、日本の特に若手研究者は大きな刺激を受けたと思われる。 

2) ナノセラミックスとエコマテリアルに関する国際会議は、韓国の拠点大学である漢

陽大学と韓国の対応機関（韓国科学財団：KOSEF）から資金援助を受けて初めて開催

できることになった。 

3) 本プロジェクトと関連して計画した、韓国を訪問しての大学院学生のみのセミナー

は、韓国の拠点大学及び協力研究機関の支援により初めて開催可能になった。 

4) 各種の国際会議やワークショップの開催において、本プロジェクトの人的ネットワ

ークを通して、研究発表や参加の依頼が従来に比べて飛躍的に容易になった。 

5) 韓国からの優秀な留学生が増え、研究が飛躍的に活性化すると共に、修了後に我が

国の研究機関にて引き続き若手研究者として活躍することで科学技術研究の質の向

上に寄与した。 

6) 韓国の国家プロジェクトへ参加依頼が飛躍的に増大した。また両国研究者の共同研

究に端を発したプロジェクト立案と外部資金獲得への機会が増加した。 

7) 共同研究・交流拠点として、拠点日本側拠点校のブランチオフィスを相手側拠点校

へ開設することができ、より質の高い共同研究実施と討論などの交流の場を得るこ

とができた。 

8) 両国間の研究機関で学術交流協定があたらたに締結されるなど、国際交流の活性化
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に寄与した。 

 

３−６．交流を通じての相手国への貢献 

 本プロジェクトに関する交流を通じて韓国への貢献は以下のように整理できる。 

1) 研究者交流、共同研究、セミナーへの参加に関連して開催してきた小規模のセミナ

ー開催とその際に行った討論・意見交換は、韓国の特に若手研究者の育成に役立っ

た。 

2) このプロジェクトと関連して国費留学生として受け入れる枠を確保できた。この枠

で留学が可能になった学生の教育・研究の成果は、韓国の特にナノマテリアルに関

する今後の発展に多大の貢献をしている。 

3) 日本から世界に発信されたナノセラミックス及びセラミックス系ナノコンポジット

並びに環境低負荷材料研究の 先端の情報を得ると共に、これに関する共同研究に

参加でき、この分野の韓国の研究は飛躍的に進んだと思われる。 

4) このプロジェクトに参加している韓国の研究者は、同国のナノテクノロジーに関す

るプロジェクトに応募し、研究資金を獲得できる機会が多いに増加したと思われる。 

5) 韓国の大学において開催される教育セミナーへ協力を行い、特別講演・集中講義な

どを行う機会が増えた。また、客員教員として韓国側大学において先端材料に関す

る定期講義を行うことで、広く相手側学生への教育効果がみられた。更に、インタ

ーネットライブシステムを用いた遠隔講義を開催し（阪大産研−漢陽大）、多くの教

員によるより効果的な教育を行うことができた。 

6) 本交流をきっかけとして、インターンシップ制度として多数の韓国側院生を日本側

大学へ受け入れることで、ナノ材料研究の 先端を体験させることができた。 

 

３−７．成果の社会への還元 

 本プロジェクトの研究成果の社会への貢献は以下のように整理できる。 

1) 研究成果の社会への重要な貢献として、新産業（ベンチャー企業）の創立がある。

韓国においては、このプロジェクトに関係して行われた研究成果をもとにして、５

ベンチャー起業が設立された。 

 ・Nano Co. Ltd. 

   韓国 Gyeongang Natinonal University の D. W. Shin 教授が設立。 

   高性能の光触媒機能を持つ TiO2 の製造販売を主な事業とする会社。 

 ・KPC TECH Co. Ltd.       

   韓国の Dongshin University の P. C. Kim 教授が設立。 
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   貝殻から析出したファインな CaO を主な事業とする会社。 

 ・Monocerapia Co. Ltd. 

   韓国の漢陽大学 K. Joo 助教授が中心になって設立。 

   各種のセラミックス系単結晶の製造販売を主な事業とする会社。 

 ・Micropore Co. Ltd. 

   韓国の漢陽大学の J. K. Park 助教授が設立。 

   セラミックス系多孔体の製造販売を主な事業とする会社。 

 ・Nano ENC Ltd. 

   韓国漢陽大学の S. G. Oh 教授が設立。 

   特殊なプロセスで、金、銀、白金等の貴金属ナノ粒子を製造・販売する会社で、 

   近では、Al、V、Ti 等の遷移金属のナノ粒子の受託製造も行っている。 

 

2) 日本においては、本プロジェクトの研究成果をもとに下記のベンチャー企業が設立

された。 

 ・ナノテム（Nano TEM）株式会社 

   長岡技術科学大学の石崎幸三教授が設立。 

   ダイヤモンドによる半導体デバイスの精密加工を可能にする装置の製造・販売 

   を主な事業とする会社。 

 ・株式会社 Next Win 

   日本側コーディネーターを務めた新原晧一教授（当時）らが発起人となって 

   平成 17 年 3 月に設立。 

   有機／無機ナノハイブリッド技術を用いた高性能感圧センサー材料に関する 

   共同研究成果を応用して高機能センサーシステム開発・製造を行う会社。 

 

3) 本プロジェクトに関連した研究成果をもとにした共同研究開発（大型の外部資金獲

得）や、技術移転などによる材料・システムの製品化に関する具体例。 

a) 指先と同じような機能を持つ高分子/セラミックス系感触センサーが、ソニーの

AIBO ロボットの感触センサーとして実用化された。また、この材料はパソコン

の入力ペンの部品、歩行解析用平面センサーシステムなど、広範囲な製品へと実

用化された（資料 14）。 

b) Al2O3/ZrO2 系双方向ナノコンポジットが、バリカン刃として実用化された（当時

の松下電工(株)／現パナソニック電工(株)）。また、この材料は CAD／CAM システ

ムを用いて加工することで人工歯冠として実用化がされた（資料 15）。 
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c) 高分子/セラミックス系のナノコンポジットセンサーは電気伝導性粒子として形

状異方性を有するナノ粒子を有効利用することにより、高強度、耐久性、信頼性

の更なる改善に成功した。この材料をシーズとして、関西在住の５社と共に速効

型地域新生コンソーシアム研究開発事業が提案され、平成１５年 4 月から平成

１６年３月の研究開発費として、1.8 億円の研究開発資金が認可され共同研究が

実施された。 

d) 本プロジェクトで開発された粒界制御による電子伝導性を付与した ZeO2 系の材

料は、その技術シーズを（株）ニッカトーが実用化を目指す開発研究を経済産業

省に提案し、次世代半導体製造装置の部材への実用化に関する補助事業（地域新

規産業創造技術開発費補助金、H14-15 年度、総額 1.3 億円）として認可され、

実用化に関する共同研究を行い、その後本技術を用いて製品化された（資料 16）。 

 

4) 研究成果の社会還元を加速することを目的にして、平成１５年の９月に日本側コー

ディネーターが中心になって特定非営利活動法人「新産業支援インターマテリアル

機構：IMAGINE」が設立された。本事業による共同研究成果の公知や技術移転に関

してこの NPO 法人の協力も仰いで遂行された。また、本 NPO のネットワークを活

用し、本事業で得られた研究成果や技術を中国などのアジア諸国にて講演会の形で

公表公知することができると共に、二国間の枠組みを超えたセラミックス材料に関

するアジアの人的ネットワークの構築へと活かされた。 

 

３−８．予期しなかった成果 

 予期しなかった成果としては、以下のことがあげられる。 

  1) 本プロジェクトの研究成果を基にして、予想以上に早くベンチャー企業（韓国で

５社、日本で 2社）が設立された。 

  2) 本プロジェクトの研究成果が、日本において予想外に早く実用化されると共に、

実用化のための資金獲得に成功した。なお実用化された成果は次の通りである。 

a) Si3N4/SiC ナノコンポジットが、（株）クボタ（当時）との共同研究で環境関

係装置の部品やローラーとして実用化された。 

b) ZrO2(CeO2)/Al2O3 双方向ナノコンポジットが、松下電工（株）（当時）との共

同研究でバリカンの刃として実用化された。その後本材料は人工歯冠材料と

して展開され上市された。 

c) ZrO2(CeO2)/Al2O3 双方向ナノコンポジットが、松下電工（株）、京セラ（株）、

神戸製鋼（株）の共同研究で、ヒップジョイントとして実用化された。 
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d) 無機/有機ナノコンポジットが、（株）イナバかとの共同研究で、感触センサ

ーとして実用化され AIBO ロボットの頭部に搭載された。 

e) 長期信頼性や安定性を改善した有機/無機ナノコンポジットが、（株）イナバ

との共同研究で、パソコンに複雑な図面等を入力するためのペンの部品とし

て実用化された。 

f)  粒界構造を高度に制御した導電性ジルコニア材料について(株)ニッカトーと

の共同研究により開発されたが、半導体製造装置用静電対策セラミックスと

して予想外の好評価を受け実用化された。 

g) その他に光触媒 TiO2、ソノケミストリーで合成したナノ銀、金属のように機

械加工可能なセラミック系ナノコンポジット、電気伝導度を付与した高強度

AlN も実用化を目指して共同研究開発が進行している。 

  3) 本プロジェクトとも関連して、漢陽大学で、実践教育—研究開発—企業化（E-R-I）

クラスタープロジェクトが立案され、２００３年から実際に展開され始めた事実。 

  4) 日韓の人事交流が予想以上に展開でき、 終年度には総勢 300 名にも及ぶ多くの

参加研究者を得て実施できた事実。 

 

３−９．課題・反省点 

 プロジェクト開始当初はお互いの国情や意識の違いなどの理解不足により、研究推進

方針や運営方針などに不調和があり、この解決のために多くの時間を割くと共に、関係

機関・関係者などとの多くの協議を必要としたことは反省点として上げられる。但し、

こうした国の違いや研究スタンスの違いによる問題も真摯な議論の継続で解決され、そ

の後はこうした反省点も踏まえることで順調な運営と実施が可能であった。 

 但し、本交流事業は基本的に人的な交流に関する資金が提供されるのものであるが、

特に実験系材料研究開発では 新の大型装置導入や多くの消耗品・実験機材・薬品等の

使用が必須である。これらは各参加研究者の努力により公的資金・外部資金が投入され

実施されてきたのが現状であり、過去１０年間の多くの業績は参加研究者の真摯な研究

活動と共に不断の貢献の賜であると言え、この点は深く敬意を込めて感謝すると共に、

こうした交流プロジェクト運営の際の今後の課題でもあると考えられる。 

 本プロジェクトで も力点を置いていた、本プロジェクトの研究成果の社会還元が、

予想しなかった成果の項でも述べたように、予想を超えてスムースに運んだ。この経験

を生かして、今後は、本事業で得られた研究成果の社会還元を更に推進すべきと考えら

れた。 
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３−１０．事業終了後の展望 

 本事業では交流開始当初の早くから環境調和型材料・技術が 21 世紀の重要な課題にな

るとの見通しから、これに関する共同研究体制の構築と研究者ネットワークの構築を行

ってきたが、本事業終了後もこの人的・学術的資源を積極的に活かしてさらに広く展開

することが重要であると考える。この取り組みは、本事業終了後も参加研究員を中心と

して多様な形で独自に実施・展開される事になったが、前項での述べたように現実的な

問題としてこれまで本交流事業が行った共同研究・交流を実施するための資金的援助体

制が必要である。このためには参加研究者ネットワークによる、或いは拠点校・協力校

などの組織を含めての連携維持と、新たな事業実施のための公的プログラムの確保が必

須かつ急務であると考えられた。 

 この観点から本事業の中心となった大阪大学産業科学研究所が主体となり、これまで

構築した日韓研究ネットワークを母体とした国際連携プログラムへの提案を行ったが、

残念ながら本年度は採択に至らなかった。しかし、同様な枠組みから構築されたネット

ワークが中心となり、日中韓フォーサイトプログラム（長岡技術科学大学主管）に採択

され、新たな多国間共同研究が開始されたり、これまでのコアメンバーが中心となり多

様な共同研究プログラムに参画することや、本事業で実力をつけた若手研究者などによ

る新たな国際ネットワークが母体となった国際会議企画なども進行していることから、

過去１０年間を費やした交流事業は確実に次世代に繋がる成果を得たものと考えられる。 

 更に２−３項で示したように本事業が母体となって発展した「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・International Symposium on Eco-Materials 

Processing and Design、ISEPD シリーズ」は年を追うごとに参加者数も増えると共にその

重要性が認知され、来る 2010 年（平成 22 年）1 月には大阪で第 11 回会議が行われるほ

か、2013 年迄本事業参加者がコアメンバーとなった運営委員会により毎年実施されるこ

とが決定している。 

 また、２−５項に記載したとおり大学ブランチオフィスが設置されるなど、これは今後

の大学間交流拡充発展に向けた大きな資源となるものと考えられた。 
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４．参考資料  
 参考資料として、本プロジェクト 10 年間の実績報告書をすべて参考資料として添付

するほか、顕著な成果に関する資料ならびに事業後期のセミナー開催プログラム等を厳

選して以下のとおり添付提出する。 

 

・資料１： 平成１１年度実績報告書 

・資料２： 平成１２年度実績報告書 

・資料３： 平成１３年度実績報告書 

・資料４： 平成１４年度実績報告書 

・資料５： 平成１５年度実績報告書 

・資料６： 平成１６年度実績報告書 

・資料７： 平成１７年度実績報告書 

・資料８： 平成１８年度実績報告書 

・資料９： 平成１９年度実績報告書 
・資料１０：平成２０年度実績報告書 
・資料１１：大阪大学産業科学研究所ブランチオフィス開設に関する資料 
・資料１２：大阪大学−漢陽大学の学術交流状況ならびにブランチオフィス開設に関す

る在韓国日本大使館一等書記官による訪問記の外交公電（写） 
・資料１３：本プロジェクトに関連して発表された論文等のリスト 
・資料１４：本プロジェクトの成果により開発された高性能感圧ナノセンサーの応用

例（イナバゴム（株）） 
・資料１５：本プロジェクトの成果により開発された双方向ナノコンポジットを用い

た製品カタログ（パナソニックデンタル（株））およびバイオ材料への応

用に関する新聞記事 
・資料１６：本プロジェクトの成果により開発された粒界相制御型導電性セラミック

スの新聞報道および製品技術資料（（株）ニッカトー） 
・資料１７：共同研究により得られた特異な酸化チタンナノチューブの創製と機能に

関する成果についての新聞記事 
・資料１８：共同研究により得られた高性能耐熱性ナノコンポジットセラミックスの

研究成果に関する新聞記事 
・資料１９：共同研究により得られた電気的に高次機能化したジルコニア／カーボン

ナノチューブナノコンポジットに関する新聞記事 
・資料２０：共同研究により得られた透光性を有する高強度窒化ケイ素セラミックス

に関する新聞記事 
・資料２１：共同研究により得られた電気伝導性を付与した AlN 系セラミックスの開
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発に関する新聞記事 
・資料２２：共同研究成果として得られた機械加工可能な SiC/BN ナノコンポジット

セラミックスに関する新聞記事 
・資料２３：新規の多機能調和型ナノ構造及びナノコンポジットセラミックス材料・

New Nanostructured and Nanocomposite Ceramics with Multiple 
Functionality（EnCera 2004）の論文集表紙および目次（2004 年 10 月

-11 月開催） 
・資料２４：JSPS-KOSEF 拠点大学交流セミナー−ナノセラミックスの現状と将来展

望−プログラム（2005 年 11 月開催） 
・資料２５：第 7 回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

（ISEPD2007）プログラム（2006 年 1 月開催） 
・資料２６：第 13 回拠点大学プログラム国際セミナー（未来産業に向けたハイブリッ

ドナノ材料に関する国際シンポジウム(HNM2006)）プログラム（2006
年 2 月開催） 

・資料２７：第 14 回セミナー「新規の多機能調和型ナノ構造及びナノコンポジット材

料」（第 2 回アジアオセアニアセラミックフォーラム）プログラム（2006
年 10 月開催） 

・資料２８：第８回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

プログラム（2007 年 1 月開催） 
・資料２９：第 16 回 JSPS-KOSEF 日韓拠点大学交流セミナー（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）

プログラム（2007 年 7 月開催） 
・資料３０：第 17 回 JSPS-KOSEF 日韓拠点大学交流(CUP)セミナープログラム（2008

年 2 月開催） 
・資料３１：第 18 回 JSPS-KOSEF 日韓拠点大学交流(CUP)セミナー（第 9 回エコマ

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）プログラム

（2008 年 1 月開催） 
・資料３２：第 19 回 JSPS-KOSEF 日韓拠点大学交流(CUP)セミナー（第 4 回日中韓

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）プログラム（2008 年 7 月開催） 
・資料３３：第 20 回 JSPS-KOSEF 日韓拠点大学交流(CUP)セミナー（第 10 回エコ

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）プログラ

ム（2009 年 1 月開催） 
・資料３４：第 21 回 JSPS-KOSEF 日韓拠点大学交流(CUP)セミナー（拠点大学交流

国際シンポジウム）プログラム（2008 年 12 月開催） 
 


