
 

拠点大学交流事業  

平成１９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（ 8 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・相澤 益男 
 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 & 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・Sun Chul Kim 

     協力大学：（英文） Sungkyunkwan University  
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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形成加

工」で新規プロセッシングの開発をし、「エコー及びバイオ－ソフトマテリアルシステム」

でソフトマテリアルのエコー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 

2) メソポーラス材料を用いる結合位置選択精密制御 

3) 分岐構造精密制御 

4) ビニル基の空間位置を厳密に制御した鋳型重合による精密重合 

5) 機能性 Heteroarm star-branched polymer と dendrimer-like hyperbranched 
polymerの合成 

6) 無修飾天然糖類ならびにフッ化糖類の固相重縮合による多分岐多糖の合成 
7) アダマンタン骨格を有する高分子の合成 
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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。 
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、水のみを移動相とするグリー

ンＨＰＬＣ用充填剤の開発に成功している。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。1996 年に発表したバナナ形液晶の初めての論文の引用が 450 件

を超えた。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。 

 
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ている。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、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、および釜山大学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。特に、表面・界面・ミクロ構造と配向と薄膜の解析と

応用を重点的に共同研究し、成果をあげて来ている。 

 
４．ソフトマテリアルの形成加工 

ソフトマテリアルの形成加工においては、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
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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指している。具体的には、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種のブレン

ド条件と繊維の力学的性質の関係を明らかにしてきた。 

 
５．エコーおよびバイオ-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１９年度の研究交流目標 
  基本的には従来の交流の方法は変更せずに、内容の充実をはかる。特に 2007 年度はＩ

ＴとＢＴ(情報技術と生物技術)に焦点を当て、液晶、レーザ発振、燃料電池のような情

報関連技術と組織培養や生体適合性材料のようなバイトテクノロジーを議論することを

目標にする。特に、セミナー“New Trend in Asian Polymer Science and Technology”で
は、この 2テーマに関する講演に集中させる予定である。 

 
 
８．平成１９年度の研究交流の概要 
８－１ 共同研究 

共同研究は基本的に大学院生の長期滞在と連動して行われてきた。2007年度もこれを
踏襲して行う。2007年度は日本から韓国へ 1名の助教と 3名の大学院生を派遣し、韓国
から日本へは Associate Professor1名、Professor 1名、Ph.D. Student４名を受け入れる
計画である。 
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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計る予定である。 

1)連鎖的重縮合法によるブロック共重合体の合成 

2007 年度は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する。 

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 
シクロデキストリンを鋳型として、種々の重合度を持つ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する。本方法で合成するオリゴマーでは重合度の分布

が狭いため、オリゴマー類の機能材料への応用が期待できる。 

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側鎖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、側鎖型については、ジエン骨格にアダマン
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 
18 年度に開発した非対称星型高分子 (Asymmetric star-branched polymer) と高世代樹

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

う。 

 

２．機能性ソフトマテリアル 

1) 電子材料 

 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。ＬＳＩ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。２００７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。また、逆に KAIST からも Sang Youl Kim 研究室の Du Youn Ka 君を柿本研究室に受

け入れる。これまでの無機系に取って代わって、有機電解発光や有機トランジスターの研

究が盛んになってきた。本年度は竹添研究室に KAIST から Prof.Hee Tae Jung と大学院

の学生の Mu Guen Chee が長期滞在し、液晶場の不斉認識に関する研究を行う。 

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
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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、2007 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」に関する研究において、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、及び釜山大学のグループ

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。東

工大の扇澤研究室は阿多誠介君を釜山大学に派遣し、Chang Sik Ha 教授の研究室との高分

子薄膜に関する詳細な研究を行う。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。それにより、今後の共同研究を進める上での相乗効果が期待

される。韓国からは釜山大学の Chang Sik Ha 研究室から Myeon cheon Choi 君が東工大の
安藤慎治研究室に、また KAIST の Sung Chul Kim 教授の研究室から Ku Kwang Hoi 君が東
工大の西敏夫研究室に３カ月滞在する。 
 

４．ソフトマテリアルの形成加工 

１．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

究テーマの策定を進める。 
２． 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、研究者が相互に相手機関を訪問し、

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１８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。 

３． 当グループの日本側研究者が韓国を訪問し、シンポジウムを開催し研究情報の交換

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。さらに若手研究者が

韓国を訪問し、いくつかの大学を訪問してシンポジウムを行い、新たな研究交流の

発展に結びつける。 

 

５．エコーおよびバイオ-ソフトマテリアルシステム 
２００５年頃より、日本、韓国を含む先進工業国では、有限化石資源である石油に依存



 

 7

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や植物由

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。デンプン

等から生産されるバイオエタノールやバイオジーゼルの実用化の動きはその典型例であ

る。このような動向を背景にして、本年度は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ついて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） バイオベースポリマー材料の高性能化、高機能化 
（３） 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研究する。 
 

 
８－２ セミナー 
 “New Trend in Asian Polymer Science and Technology”を日本、韓国、台湾のソフト

マテリアル研究者が討議する目的で、2007 年 11 月 21 日から 11 月 24 日の予定で、韓国

の済州島で、開催する。 

 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

研究者交流では教授、准教授を中心とした交流を行って来ている。2007 年度は日本と韓

国で１回づつ会議を行う予定である。日本での研究者交流会議は、2007 年 7 月 2 日から 5

日に実施予定であり、北海道大学が高分子ゲルの研究で顕著な業績をあげていること、ま

た千歳科学技術大学は有機フォトニクスの拠点であることから、今回はこれらの話題を中

心に議論するために、コーディネーターが引率して、北海道大学で開催する。韓国での研

究者交流会議は 2008 年 1 月 28 日から 31 日の予定で、KAIST で行うこととした。ここでは

2007 年度のプログラムの総括と 2008 年度の計画が話題となる予定である。 
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９．平成１９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）  46/558    46/ 558

韓国(KOSEF) 41/682     41/ 682

       

       

       

合計 41/682 46/558    87/1,240

 

※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 

 15／60  （人／人日） 

 


