
 

拠点大学交流事業  

平成２０年度 実施計画書  
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 大 学 ： 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（１０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（所属部局・職・氏名）：産業科学研究所 所長 山口明人 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：産業科学研究所 教授 真嶋哲朗 
     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, 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：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 仲田 昇 研究連携課 



 

 
運営体制 
 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（大阪大学産業科学研究所 教授） 
         菅沼克昭（大阪大学産業科学研究所 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（東北大学多元物質科学研究所 准教授） 
 
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（所属部局・職・氏名）：（英文）  
            Prof. Chong Yang Kim, President of Hanyang University 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）  
            Assoc. Prof. Kwang Bo Shim, Ceramic Processing Research Center 
     協力大学：（英・和文）  

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, Kangwon National Univ., Konkuk Univ., Kyungnam 
University, Hankuk Aviation Univ., Univ. of Seoul 
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鮮文大学、慶尚国立大学、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、江原

国立大学、建国大学、慶南大学、韓国航空大学、ソウル市立大学 
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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韓国の 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。 

 
 
６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
本事業では、５つの研究課題（サブテーマ）毎の目標計画に従って共同研究を実施した。

それぞれの課題で得られた成果についてその概要を以下に示す。 
1) 環境低負荷型の多機能構造材料の開発研究 

本研究課題では、複数の機能が同時に調和して発現する新しいナノコンポジット・ナノマ

テリアル材料の創製、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い、通常

の加工工具により容易に切削加工可能なマシナブルナノコンポジットセラミックス創製の

ための新規合成プロセスの開発、粒界ナノ構造や CNT 等の異方ナノマテリアル複合化など

のナノ３次元構造制御による絶縁性構造用セラミックスへの導電機能・力学的機能の同時

付与とその改善、耐環境性ハイブリッドナノ複合コーティング材料の機能向上や、有機/無

機ハイブリッドナノコンポジットの創製と多様な構造化、超音波等の非平衡場形成エネル

ギーを用いた新規無機材料ならびに複合材料の合成など、共同研究による成果を得た。 

 

2) 環境低負荷型の多機能ナノ及び電子材料の開発研究 

本テーマではエネルギー創製システム用材料・デバイスの創出およびこれらを実現するた

めの新規プロセス開発を目標にした共同研究を推進し、中高温で特性が優れた酸化物熱電

変換セラミックスの固溶体手法による機能制御、燃料電池などに適用する固体電解質セラ

ミックスの機能向上、シリコンや化合物半導体の界面・表面化学修飾による高性能化、半

導体およびその表面・界面の高次制御による機能性能改善と新規な電子・光デバイス材料

創製およびメカニズム解明、自己組織化反応を用いた２次元周期構造ナノ複合化酸化物の

創製と構造形成メカニズムの解明ならびに半導体物性制御手法の適用、次世代型低次元デ

バイス用ナノマテリアル創製とその特性制御、電気化学的手法に基づく高配向性酸化物ナ
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ノ構造体の作製、ビーム技術を用いたナノ構造体のボトムアッププロセス開発および電子

放出特性の評価、電子線によるナノ加工装置の開発ならびにその実証などを行うと共に、

電子顕微鏡などの最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について多

くの成果を得た。 

 

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 

環境負荷の小さい機能調和ミクロ/ナノ複合材料を低コストで製造するプロセスならびに

それによる材料開発研究を引き続き行い、多様な形態付与機能を持つ新規セラミックスの

低温製造プロセスの最適化、低エネルギー消費型ナノ材料製造プロセスの最適化と材料機

能評価、熱的機能に優れる繊維強化非酸化物セラミックスの新規な創製プロセス開発とそ

の酸化挙動の解明ならびに特性改善、ナノ粒子や異方性ナノ材料の高次プロセス制御技術

の確立とそれに基づく材料設計指針の構築、ナノ粒子の自己組織化配列プロセスの開発と

サイズ制御、ミクロ／ナノ構造形成機構の解析、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成

功し、多くの成果を得た。 

 

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 

本テーマでは、高強度かつ高靭性なミクロ・ナノ複合材料の更なる高性能化や多様な材料

の高精度加工技術創成とこれら特性評価と周辺評価・解析技術の開発・最適化を行い、次

世代型高温構造用材料の創製と評価、ナノコンポジットセラミックスの人工歯根・歯冠な

どのバイオマテリアル等への適用、生体適合性付与の為のセラミックス及び金属の表面並

びにナノ構造 in-situ 制御プロセスの開発、熱機械的特性や化学的に優れた耐環境性・高温

超熱遮蔽性ハイブリッドコーティングの創製とその機能評価、プラズマプロセスを用いた

高密度セラミックコーティングプロセスの開発などの成果を得た。またセラミックスや多

様な材料の工学的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

ムの最適化と高性能化を行うと共に、解析により得られた知見を元にした材料創製プロセ

スへのフィードバックを行うことで成果を得た。 

 

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の元、創製された多数のナノ材料等に関しての構造

解析、機能・物性シミュレーションを行うと共に、これらに基づいた材料創成・評価に関

する共同研究を行った。 

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、酸化物ナノチューブにおける従来にない高次機能の共生とその特性改善、

格子制御プロセスの導入による光触媒材料の特性改善、新規触媒システム創製やこれらの

機能解明、表面での光化学反応過程の解明などについいて多くの成果を得た。 
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 一方で平成 19 年度は計 3回の拠点大学セミナーをい、共同研究成果の発表、情報交換な

らびに研究者ネットワークの構築を図った。 

 第 16 回 JSPS-KOSEF 日韓拠点大学交流(CUP)セミナーを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との共催として平成 19 年 7 月 10

日から 13 日までの 4 日間の日程で中国吉林省長春市 長春応用化学研究所にて開催した。

本セミナーでは日本側から 7 名のメンバー、韓国側からの 9 名のメンバーに加え、中国を

含めたアジア主要３カ国の研究者役３４名が参加し、最近の拠点大学交流に関する共同研

究研究成果を発表するとともに、これら知見を共通のものとして捕らえ、多様な解決のた

めの枠組みや今後の活動などについて議論した。また、CUP メンバーを始めとした東アジア

の研究者ネットワークをより密に形成することができた。このことにより、材料学の見地

から環境保全や多様な社会的課題の解決への本プログラムの寄与ならびに期待が高いこと

が示された。 

 第 17 回セミナー「Creation of Hyper-functionalized Nanostructured Materials and 

Technologies for the Next Generation（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）」を平成 20 年 2 月 24 日から 26 日まで宮城県仙台市にて開催した。本セミナー

では、拠点大学交流共同研究参加の日韓両国メンバー23 名に加え、参加メンバーの連携研

究者（学生等）6 名の総勢 29 名の参加を得て、高次機能を発現するナノ材料やデバイス開

発・機能解明および応用に関する共同研究の進捗状況ならびに成果発表・討論・意見交換

を行うと共に、今後の連携に関する協議と次世代に向けた共同研究マッチングなどを行い、

多くの成果を得た。 

 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（ISEPD2008）」について、本年度は第 9 回として平成 20

年 1 月 7 日から 9 日の会期で韓国 昌原市国際会議場で開催し、拠点大学交流(CUP)セミナ

ーとの同時開催とした。本シンポジウムでは、日本側の本交流事業参加研究者 35名に加え、

韓国側交流事業参加研究者 40 名、第 3国からの招聘研究者 1名を含み、アジア、欧米、中

南米などから総勢 280 名の参加者を得て成功裏に開催され、本事業で得られた多数の成果

公表や各国の研究者との討論・意見交換を図った。また、発表された成果の一部は学術誌

に論文集として出版することとなり、本事業の成果・知見ならびに技術の国際社会への還

元を図ることができた。 

なお、上記 3 回の拠点大学交流セミナーには、若手研究者・院生への積極的な支援を行

うことで成果発表を積極的に促した。加えて、ISEPD2008 ではポスター発表賞の選定・表彰

を行った。これらセミナーへの若手研究者の参加を通じ、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った。 

 
 そのほか、研究者交流などでは、本事業で行う研究内容や今後の方向性、主要事業に関
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する計画立案や将来的な持続発展のための枠組みなどに関して打合せ連絡会を行った。特

に平成 20 年度は本事業が最終年度となることから、プログラム総括ならびに成果に関する

更に広範囲な公知・社会還元を目的とした活動（大型国際シンポジウム開催など）を強化

することなどを討論された。 
また、昨年度には本交流事業を基盤とした拠点校間の学術交流協定（部局間）に基づき、

本学教員による相手側拠点校（漢陽大学）での定期授業が開講され、学術交流のみならず

若手研究者育成への寄与も行った。加えて、漢陽大学において 5 月に開催された教育フォ

ーラムへの協力（個別の特別講演・パネル展示による研究紹介など）を行った。 

更に、本拠点大学交流事業により相手側拠点校内に設立された大阪大学産業科学研究所ブ

ランチオフィス（HUB オフィス）を中心とした一連の連携および本交流事業について、6月

には在大韓民國日本国大使館書記官による現地オフィスへの訪問を受け、オフィス運営、

共同研究や交流の実施状況などについて意見交換が行われた。ついで、７月には日韓連携

に関する特徴的な活動として、漢陽大学との本拠点大学交流事業ならびにブランチオフィ

スを通じた活動に関する文部科学省及び日本学術振興会の現地訪問が行われ、本交流なら

びにオフィスを始めとする両校の交流実績などについての意見交換、相手側拠点校総長と

の面談などが行われ、本交流の成果と意義についての再確認ならびに相手側拠点校の期待

が改めて示されると共に、本交流の活発な活動について公知することができた。 
 
 
７．平成２０年度の研究交流目標 
 平成 11 年に開始された本交流事業も本年度で最終年度を迎える。そのため、今年度はこ

れまでの共同研究や交流の総括を行うと共に、日韓のみならず、中国や広くアジア地区を

含めた地域における多様な問題を材料科学の観点から解決すべく、このための次世代の新

しい共同研究・交流の基盤構築を更に強化することを目標にする。これら目標を達成する

ための共同研究としては５つの共同研究課題に関してさらに推進すると共に個別課題につ

いての成果を総括する。 
 また、これまでも本交流事業による共同研究成果やそのセミナーでの発表などにより、

アジア地域においても本事業の成果や取り組みが高い評価を得ており、多くの注目を受け

ていると考えているが、最終年度はこれまで以上に、日韓両国の持つ高い科学技術力に基

づく共同研究成果の発表を中心とした３回の拠点大学交流セミナー開催による成果の公知、

情報交換ならびに共有、人的交流を通じて多様な課題解決のための基盤確立を行い、東ア

ジア地区における本研究分野への成果還元を図る。なお、うち１回については、本交流事

業１０年間を総括する国際シンポジウムとして開催し、その成果をより広く公知すると共

に社会還元を図る。 
 一方で、本交流事業では、この様な国際連携を持続的に推進・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、若手研究者並びに学生の共同研究

 7



 

への参加を積極的に推進しているが、この観点に立ち日韓のみならずアジア地区、ひいて

は国際的な研究領域でのコアパーソンとなりうる優秀な若手研究者の育成を積極的に図る。

具体的には、次世代へと繋がる共同研究のための派遣もしくは滞在受入、成果発表（セミ

ナー等への参加）への補助を行う。また両国拠点大学をコアにした教員の相互訪問（研究

者交流）による学生への特別授業の実施や学生インターンシップ交流のための支援につい

ても積極的に行う。 
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８．平成２０年度の研究交流の概要 
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が、事業最終年度についても５テーマを

継続して行い、それぞれ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 

 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及びナノマテリアル設計指針に

基づき、複数の機能が同時に調和発現し得る材料の創製、機能解明ならびにその為のプロ

セス開発に関する共同研究を行う。特に、低コスト化が可能なマシナブル性や放電加工性

を持つ導電性セラミックス材料の特性改善、耐環境性コーティング材料の構造評価ならび

に機能発現機構の解明、異方ナノ構造設計制御に基づく多機能材料の創製、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行

う。また、これら共同研究成果については知見の共有ならびに発表を行うことで、両国に

おける多機能材料科学の進展、さらには新規産業分野創出やその発展のための技術移転な

ども含めて推進し、今後へ向けた設計創製指針を提案する。 

 

2) 環境低負荷型の多機能ナノ及び電子材料の開発研究 

 本テーマではこれまで取り組んできた新規なデバイス創製、ナノ構造制御多機能電子材

料の創製ならびにエネルギー創製・環境調和システム用セラミックスなどに関する共同研

究を引き続き行う。具体的には廃熱利用が可能な熱電変換システム用半導体セラミックス

材料のナノ構造制御と特性向上ならびに機能解明、多様な太陽電池材料の界面設計・制御

に基づく性能向上、燃料電池材料創製とその機能改善等を行う。また、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

確立を行う。こうした研究成果・知見を活用することで、次世代型高性能エネルギー創製

システム用材料の創製や環境負荷物質を含まない環境低負荷型材料・デバイスの提案を行

う。加えて、これら共同研究成果は、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将来的に志向した共同研究を行う。 

 

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 

 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、環境低

負荷型の機能調和ミクロ/ナノ複合材料の設計指針構築とその創出を更に推進する。具体的

には、多様な形態付与機能を持つ新規セラミックスの低温製造プロセスの最適化、低エネ
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ルギー消費型無機・ナノ材料製造プロセスを用いた材料創製ならびにその機能評価とプロ

セス相関の解明、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引

き続き推進することで、持続的発展と高度な材料技術との共生を図る。 

 

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・最適化について前年度より引き続き共同研究を行い、その機能向上

を図ることで、半導体材料創製支援用装置ならびにその技術や、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、生体適合性や力学的と

特性適応性に優れた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

に新規な成形・創製プロセスの開発と最適化、構造・機能評価ならびにそれらの相関関係

の解明、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う。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

野を集合し共同研究を促進することで研究の総括を行うと共に目的の達成を図る。 

 

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 

 本テーマは他の研究テーマとの連携を密に取ることで、環境に高次に調和した材料なら

びにプロセシングの創製と提案を行っているが、最終年度も引き続きこれら材料ならびに

プロセスの解析と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創出を行う。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に関する重要性はより高まっているこ

とから、計算機支援による物性予測・解析・解明と材料創製・評価などの実験的研究と連

携した共同研究を引き続き推進する。具体的課題としては、新規な低コスト・高機能触媒

システム創製、光化学機能解明並びに向上、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ことで目的の達成を目指す。 

 

８－２ セミナー 
本交流事業の最終年度となる H20 年度は以下の 3 回の日韓拠点大学交流セミナーを計画

する。なお、最終年度であることから、過去 10 年間の共同研究を総括するための国際シン

ポジウムを開催する。 

 第 19 回 JSPS-KOSEF 日韓拠点大学交流(CUP)セミナーを The 4th International Workshop 
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for R&D Clustering among China, Japan, Korea in Eco-Materials Processing と共催で、

2008 年 7 月 13 日-16 日、神奈川県において開催する。本拠点大学交流事業では地球環境問

題やエネルギー問題の解決に寄与しうる材料技術に関する共同研究を重要視しているが、

本ワークショップでは日韓に加え中国を含めたアジア主要３カ国の若手を含む研究者が会

し、次世代の交流の基幹を成す研究者ネットワークをより密に形成するためのワークショ

ップを開催し、最近の研究成果を発表すると共に、これら知見を共通のものとして議論し、

多様な解決のための枠組みや今後の活動などについて議論する。こうした取り組みにより、

材料学の見地から環境保全や多様な社会的課題の解決へ寄与できるものと期待される。 
 本年度は本交流事業の最終年度にあたることから、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−（ New Processing and 

Nanostructure/Property Relationship for Multi-functional Materials）を第 20 回

JSPS-KOSEF 日韓拠点大学交流(CUP)セミナーとして 2008 年 8 月 3 日-5 日の日程で、大阪大

学銀杏会館（大阪府吹田市）にて開催する。本シンポジウムでは過去の事業参加者も含め、

本事業へ参加する日韓の研究者を中心として、関連する国内外の第一線の研究者の参加（一

般・招待含む）を得て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最新動向についての発表討論を行うことで、本交流の総括の一つとす

る。 

 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（The 10th International Symposium on Eco-Materials 

Processing and Design (ISEPD2009)）」について、本年度は第 10 回として 2009 年 1 月 13

日-16日の会期で中国西安市にて開催されるのに共催して第21回 JSPS-KOSEF日韓拠点大学

交流(CUP)セミナーを開催する。ここでは、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。 

 一方、これらセミナー・ワークショップの開催に関し、若手研究者による成果発表も引

き続き積極的に奨励し、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

的な視点の育成と世界に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、環境問題を始め、今日ある様々な課題解決に資することがで

きる材料技術に関する研究を行い、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、本年度は特に将来を担う若手研究者の育成の観点から、主要研究者に
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よる相手側拠点校（または協力校）への訪問と特別講演、特別授業や、インターネットを

駆使したリモート講義などの実施、学生の相互訪問（インターンシップ）への本事業参加

メンバーの協力ならびに支援を行い、大学や研究の紹介を行うことで意識活性化のための

取り組みを行う。また、日韓の連携をコアにした将来に向けた研究ネットワーク構築や次

世代の連携についての基盤を構築するための意見交換や準備に向けた取り組みも行う。 
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９．平成２０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） 中国   合計 

日本（JSPS）  38／150 18／90   56／240

韓国（KOSEF） 92／406  0／0   92／406

中国（日本側参加者） 2／8 0／0    2／8 

欧米（日本側参加者） 2／10 0／0 1／5   3／15 

       

合計 96／424 38／150 19／95   153／669

 

※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 

56／212（人／人日） 
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