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拠点大学交流事業 
平成１８年度 実施計画書 

 
 
１．拠点機関 
日 本 側 拠 点 大 学： 大阪大学 
韓 国 側 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 
   交流課題に係るホームページ：http://www.sanken.osaka-u.ac.jp/labs/scm/cup/ 
 
３．開始年度 
   平成１１年度（ ８年度目） 
 
４．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：産業科学研究所所長 川合 知二 
 コーディネーター：産業科学研究所助教授 関野 徹 
     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
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：事務部長 田部 信重      総務課 
                                 経理課 
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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）Professor Chong Yang Kim,  
              President of Hanyang University 
 コーディネーター：（英文）Associate Professor Kwang Bo Shim,  
              Ceramic Processing Research Center, Hanyang University 
     協力大学：（英文）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 

          （和文）鮮文大学、慶尚大学、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 
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５．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 Universitry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。 
 
６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
 
環境への低負荷、ナノテクノロジー材料および機能調和をキーワードにした本研究交流を

推進するため、５つのサブテーマとする共同研究を実施し、各サブテーマ毎の共同研究に

より以下に示した研究課題についてそれぞれ成果が得られた。 

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 

セラミックスなどの特性を著しく改善すると共に、複数機能を同時に機能調和できるナノ

コンポジットコンセプトを更に展開し、今日の様々な課題を解決することができる新規な

高性能セラミックス・高次機能調和型材料について共同研究・開発が行われ、高次機能化

された各種セラミックスナノコンポジット、材料の応用や加工方法に新たな展開を可能と

する導電性を持つ構造用セラミックス材料、ナノ組織制御された耐環境性コーティング及

びその作製手法、高度な異方構造を持つポーラス金属およびその機能設計手法、ソフトケ

ミカルプロセスや新しいエネルギー投入方法により作製したナノ粒子およびナノハイブリ

ッドコンポジット粒子材料とそのバイオ分野への適用や機能解明を行った。 

 

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 

電気的性質を用いて様々なデバイスとして応用される機能性セラミックス材料や、エネル

ギー創製・環境調和システム用セラミックス材料、種々のデバイスとして適用される薄膜

材料、半導体材料に関しての共同研究を行い、高温動作型熱電変換材料へ適用可能な新規

な高性能酸化物半導体材料の創製とその特性改善、固体燃料電池用複合酸化物セラミック

スの創製と燃料電池セルの高性能化、鉛フリー電子セラミックスの新規な製造プロセスの

開発、次世代ＩＴや RT技術を支援し人間と機器をフレンドリーに結ぶ有機無機ハイブリッ

ド型ナノコンポジットセンサーの高性能化、酸化物ナノチューブ材料の創製・高次機能化
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と、環境エネルギー材料への応用研究、新たなメモリデバイスへ適用可能なナノ材料の機

能解明、シリコン半導体-絶縁体界面の低コスト化学的処理プロセスの開発とそれに基づく

高性能化、物理的手法による新規機能性薄膜およびナノ粒子・ナノ構造体の創製研究と新

規機能化等についてそれぞれ成果を得た。 

 

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 

地球環境保全問題の解決に不可欠な材料ならびにその製造プロセスの開発を目指し、環境

低負荷型の機能調和ミクロ/ナノ複合材料の低コスト製造プロセス方法ならびに材料開発に

関する共同研究を行い、従来にない低温度で優れた形態付与機能を持つ新規なセラミック

ス製造プロセスの開発、低エネルギー消費型セラミックス製造プロセスの開発、ミクロ／

ナノ構造形成メカニズムの解析とその構築手法の開発、新規な耐環境コーティング材料の

創製、天然原料を用いた高機能ナノマテリアルの低コスト・低環境負荷プロセスの開発と

応用化研究、単時間低消費エネルギープロセスによる無機材料のナノ構造制御プロセスの

創製、再生可能資源を用いた高機能多孔体セラミックス複合材料の製造プロセスの開発な

どについての研究を行い成果を得た。 

 

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 

高強度・高靭性ミクロ・ナノ複合材料などを対象にして、この新材料をバイオセラミック

スや更なる高性能化をはかるための研究開発を行うと共に、力学的機能に優れたセラミッ

クスの特性を活用しての機能向上に関する共同研究などを推進し、より高性能化を図りバ

イオセラミックスとして適用を目的とした新規な成形プロセスの開発、新たな機械加工シ

ステムの提案とその実証研究などを行った。同時に、エコマテリアル、即ち、地球環境保

護に不可欠な材料や新規触媒材料の共同研究を実施し、構造用セラミックスへの光触媒機

能付与のための新たな製造方法の提案と材料作製、物理的手法による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い、成果を得た。 

 

5) 環境低負荷ナノセラミックス及びプロセッシングの計算機シミュレーション 

低負荷型のナノ及びナノコンポジット創生研究を効率よく、また加速度的に推進する為に、

ならびに得られた材料機能を正確に評価してメカニズムを解明するために、計算機支援に

よる研究を行い、他のサブテーマで創製されたナノ材料等に関しての構造解析、機能解明

のための計算機シミュレーション、物性予測シミュレーションとそれに基づく材料創成・

評価などを行い、関連サブテーマとの連携をはかることで優れた環境低負荷型材料やエネ

ルギー創製材料の研究開発を支援した。 

 
 一方、本プロジェクトの研究成果発表、討論ならびに公開をすると共に、お互いの研究

内容に関する理解を深め、また共同研究の効率を上げることを目的として、日韓両国での

開催に加え、第３国である中国での開催を含め、本年度は合計３回のセミナーを開催した。 
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 韓国においては、平成 17 年 11 月 10 日から 13 日まで拠点大学セミナーを開催した。こ

の会議では特に中国からのナノセラミックス研究者を招き、アジア地区におけるナノ及び

ナノコンポジットセラミックスの研究状況と討論、情報収集・意見交換を行い、共同研究

成果の現状と今後の課題についての再認識、アジア諸国に対する日韓両国の寄与について

の課題明確化、新たな研究者ネットワークの構築等の成果を得た。 

 また、本プロジェクトの重要な研究課題でもある環境問題・環境調和型材料を主な対象

にした国際会議 [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

CUP セミナーとして中国成都にて平成 18 年 1 月 8日から 11 日の会期で共催した。国際的に

も先導的且つ中心的な環境調和型セラミックス材料の研究開発交流プロジェクトである日

韓拠点大学交流で得られた研究成果を発表・討論し、中国及びアジア地区の研究者に対し

てこれまでの成果やその技術についての取組や方向性についての理解を得ると共に、アジ

ア地区全体における連携の重要性や枠組みについて討論を行った。日韓共同研究の成果に

ついての期待が高いこと、これらの国における先端環境材料研究ニーズの認識、論文集の

出版による情報の公知等の成果を得た。 

 一方、平成 18 年 2 月 3日から 5日の期間、第 13 回日韓 CUP セミナーを、「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）」として The Joint 21st 
Century COE Symposium between Nagaoka University of Technology and ISIR, Osaka 

University との同時開催で行った。拠点大学交流事業（日韓両国メンーバー）による参加・

研究発表に加え、欧州・アジアオセアニア地区からの招待講演者 8 名を加えて行われた。

本セミナーでは特に、今後の新しい産業・技術分野を開拓するための基礎技術となりうる

ナノ材料およびハイブリッド材料に関して拠点大学交流で行われてきた１年間の共同研究

成果の発表・討論に加え、セラミックス材料を基盤とした各種材料・技術の融合による新

たな方向性についての議論を行い、拠点大学交流事業としての今後の展開やその拡大につ

いての認識、異分野の研究動向の認識と研究者らとの討論・議論、応用側（民間企業等か

らの参加者）から本交流に対する助言提言を得るなどの成果を得た。 

 
 一方、こうした共同研究を含めた本拠点大学交流の共同研究実施状況やプロジェクト運

営方針などについても随時綿密な打ち合わせおよび討論を行った。特に、若手研究者育成

の観点から、両国の若手研究員及び博士課程後期学生についても積極的に参加を促し、研

究の推進並びに若手研究者の相互理解、国際感覚の習得などを図ることで次世代の両国研

究交流の芽を積極的に育成することが必要であるとの観点から、数週間程度の滞在による

共同研究実施を促した。今後もこうした若手研究者の共同研究参加を推進することを合意

した。また、両国において新たな研究員の参加や協力校の参画についても、本交流の目的

に即して積極的に行うこととなり、本年後半に予定されている拠点交流セミナーへの参加

を始めとして次年度以降拡大する方針を打ち合わせた。 
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７．平成１８年度の研究交流目標 
 

 本事業では、今日の環境問題やエネルギー問題などの社会問題・国際的課題の解決に資

するため、セラミックス材料を始めとした種々の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創製ならびに技術の開

発と社会還元を目的としている。特に近年、両国のみならずアジア地区においても様々な

環境問題の解決が望まれている。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。加えて、こう

した取り組み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も重要

であるとの観点から、共同研究への参加を通じて、両国でのコアとなりうる優秀な若手研

究者の育成を積極的に図る。 
 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、５つの研究テーマに関

して一部若干の修正を加えたテーマとし、下記の目標による共同研究、ならびにセミナー

開催を通じてこうした目的達成に向けた取り組みを行う。 
 
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う。具体的には半導体産業分野への支援が可能な

易加工性・導電性セラミックス材料の機能向上、耐環境性コーティング・ハイブリッド材

料の創製、異方構造に基づく機能発現を指向した構造用材料の創製、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、環境調和プロセシングの

開発とそれに基づく高次機能ナノ材料創製や医療・バイオ材料分野への応用等について、

共同研究を推進する。 

 

2) 環境低負荷型の多機能ナノ及び電子材料の開発研究 

本テーマにおいてはこれまで取り組んできた、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に関する共同研究を引き続き行う。即ち、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、燃料電池材料創製とその機能改善、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と機能解明、太陽電池材料の界面設計と性能向上

や、ナノ構造制御多機能電子材料の創製などを行う。また、鉛フリー圧電体など環境調和

型機能性材料の創製並びにその創製プロセス開発とデバイス応用を目指す。更に、半導体

の原子分子界面・構造設計による新規な電子・光デバイス材料創製研究とこれらを実現す

るナノデバイス構造形成技術に関する共同研究や、次世代型ナノマテリアル創製と電子顕

微鏡等の先端分析ツールを駆使したナノ構造解析と機能相関の解明を行い、その基板技術

確立を目指す。 
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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 

環境低負荷型の機能調和ミクロ/ナノ複合材料の低コスト製造プロセス方法ならびに材料

開発に関する共同研究を引き続き行い、優れた形態付与機能を持つ新規なセラミックスの

低温製造プロセスの最適化、単時間・低エネルギー消費型無機・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、天然原料や再生可能資源を用

いた高機能セラミックスおよびナノマテリアルの低コスト・低環境負荷プロセスの開発と

材料特性改善などについての共同研究を推進する。 

 

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、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

を行い、その機能向上を図ることで、人工歯根・歯冠などの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う。このための新規な成形プロセスの開発、材料の生体適合評

価ならびに機能向上を行う。また材料応用のために必須な高精度加工を実現するための新

規な機械加工システムの提案とその実証研究を引き続き行う。また、地球環境保全に不可

欠な材料やシステムの実用化を視野に入れ、熱機械的特性や化学的に優れた耐環境性ハイ

ブリッド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う。 

 

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 

本テーマでは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、機能解明のための計算機シミュレーション、物性予測シミュレーションとそ

れに基づく材料創成・評価などに関して昨年度までの共同研究を引き続き行う。同時に、

本年度は環境関連分野に関する社会的・学術的ニーズが極めて急速に高まりつつある現状

を踏まえ、これに対応するために環境調和材料に関する実験的・理論的共同研究を本共同

研究サブテーマ内で集中的に強化して行い、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、新規触媒システム創製やこれらの機能解明

並びに向上に関する共同研究開発を実施する。 

 
 拠点大学セミナーについては両国での各１回、合計２回の開催を計画し、共同研究成果

の発表、情報交換を図る。特に、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８回として九州で

開催されるのを受け、拠点大学セミナーを同時開催し、本交流事業参加研究者のみならず多

くの研究者の参加を得ることで、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論文集の出版を行い、これら成果・知見ならびに技術の国際社会

への還元を図る。これと同時に若手研究者による成果発表を積極的に行い、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る。 
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８．平成１８年度の交流事業の概要 
８－１ 共同研究 

 本事業では５つの共同研究テーマを実施している。本年度は特に近年その学術的・社会

的要請の高い環境触媒などに関しての共同研究をより効率的且つ効果的に推進するため、

研究テーマ５に関してこれに対応するためにその方向性を若干修正して行う。それぞれの

研究テーマに関しては下記に示した概要の通り共同研究を推進する。 
 
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う。具体的には半導体産業分野への支援が可能な

易加工性・導電性セラミックス材料の機能向上、耐環境性コーティング・ハイブリッド材

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、環境調和プロセシ

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、

共同研究を推進する。こうした共同研究を通じて、両国間での科学技術ならびに知見の共

有を図ると共に、新規産業分野の創出やその発展のための技術移転などを推進していく。 

 

2) 環境低負荷型の多機能ナノ及び電子材料の開発研究 

本テーマにおいてはこれまで取り組んできた、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などに関する共同研究を引き続

き行う。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、燃料電池

材料創製とその機能改善、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と機能

解明、太陽電池材料の界面設計と性能向上等を行う。また、鉛フリー圧電体材料など環境

調和型機能性材料の創製並びにその創製プロセスの開発を行い、デバイス応用を目指す。

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確立を目指す。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、積

極的に技術移転を図り、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入れ

た共同研究を行う。 

 

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 

環境低負荷型の機能調和ミクロ/ナノ複合材料の低コスト製造プロセス方法ならびに材料

開発に関する共同研究を引き続き行い、優れた形態付与機能を持つ新規なセラミックスの

低温製造プロセスの最適化、単時間・低エネルギー消費型無機・ナノ材料製造プロセスの
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最適化と材料機能評価、ミクロ／ナノ構造形成機構の解析、天然原料や再生可能資源を用

いた高機能セラミックスおよびナノマテリアルの低コスト・低環境負荷プロセスの開発と

材料特性改善などについての共同研究を推進する。今日急速な発展を遂げている特にアジ

ア地区への情報提供などを通じて地域産業の発展に活かすことを指向している。 

 

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、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う。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ならびに機能向上、

新規な機械加工システムの提案とその実証研究を引き続き行い、その実用化を図る。こう

した研究を通じて、新素材の開発、新製造プロセスの開発、高精度・高能率加工方法の提

案など本プロジェクトに参画する日韓両国の研究者の得意分野を集合し、サンプル提供、

装置の相互利用を促進する。 

 

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、計算機支援による共同研

究を行う。本テーマは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、機能解明のための計算機シミュレーション、物性予測シミュレーシ

ョンとそれに基づく材料創成・評価などを行い、優れた環境低負荷型材料やエネルギー創

製材料の研究開発を行う。特に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

機能解明は益々重要性が高まっているが、こうした研究には計算機支援による物性予測・

解析・解明が必須であり、材料の創製評価との連携が必須である。そのため、本年度はこ

れら分野に関する実験的・理論的共同研究を本共同研究サブテーマ内で集中的に強化して

行い、新規触媒システム創製、機能解明並びに向上に関する研究開発を実施する。具体的

には、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う。

更に、新しいアルゴリズムに基づくシミュレーション並びにその計算システム構築に関す

る研究を引き続き推進し、本サブテーマのみならず他の共同研究との連携も図る。 

 
８－２ セミナー 

 本年度は２回の拠点大学セミナーを両国で各１回ずつ行い、共同研究成果の発表、情報

交換を図る。 
 第１４回 JSPS-KOSEF 日韓拠点大学プログラムセミナー（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）を平成 18年 10月 20・21日に開催（ソウル・Hanyang 大学）
する。本セミナーでは、研究参加メンバーを中心として共同研究進捗状況の成果発表・討
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論ならびに意見交換を目的として行う。 
 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８回として平成１９年１月１１日から１４日

の会期で九州で開催されるのを受け、拠点大学セミナー（第 15 回）を同時開催し、本交流事
業参加研究者のみならず多くの研究者の参加を得ることで、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論文集の出版を行い、これら成果・知

見ならびに技術の国際社会への還元を図る。 
 これら会議に対しては、若手研究者による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る。 
 

８－３ 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。研究者交流ではこうし

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、両国主要メンバーの交流により行う。また、両拠点校間の連携をより密に図

るために、拠点交流を通じた様々な連携実施についての打合せ会合を行う。 
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９．平成１８年度交流人数・人日数総表 
９－１ 相手国との交流計画 

（単位：人／人日） 

    派遣先 

派遣元 

日本 

（JSPS） 

韓国 

（KOSEF）
    合計 

日本（JSPS）  82/318    82/318 

韓国（KOSEF） 73/412     73/412 

欧州地域 1/5     1/5 

アジア地域 2/8     2/8 

       

合計 76/425 82/318    158/743 

 

９－２ 国内での交流計画 

48／153 （人／人日） 

 
 


