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拠点大学交流事業 
平成 20 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．研究交流課題名 

（和文）：高機能・環境順応型ソフトマテリアル創製と応用                       

   （交流分野：有機・高分子材料工学） 

（英文）：Preparation and Applications of Functional and Ecological Soft Materials         

   （交流分野：Science for Organic and Polymeric Materials） 

 研究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 (9 年目) 

 

4．実施体制 

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 

http://www.op.titech.ac.jp/jsps-core
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Gwangju Institute of Science and 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．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成形加

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、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．平成 20 年度研究交流目標 

2008 年度は日韓高分子若手研究者シンポジウムを日本人 100 人、韓国人 100 人の参加者

で行い、若手研究者間の交流に重点を置く。しかしながら、従来の共同研究や研究者交流

も可能な限り継続していく。 

 

7．平成 20 年度研究交流成果 

（交流を通じての相手国からの貢献及び相手国への貢献を含めて下さい。） 

7－1 研究協力体制の構築状況 

本拠点大学交流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はかっている。例えば、20 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、韓国側からは 2 名の大学院生を 3 ヶ月の長期滞在として

受け入れた。さらに、年度の終わりには次年度の計画をたてるべく、日韓のグループリー

ダーが会議を行い研究協力体制の強化をはかっている。 
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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 

新規な構造のソフトマテリアルを合成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 

2008 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

び相分離構造を明らかにする研究に取り組んだ。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)とポリ(3-フェノキシメチルチオ

フェン)(P3PT)の合成に成功した。 

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 

鋳型として新規環状化合物である Noria 中の水酸基をメタクリロイル化し、隣接

するビニル基間距離が不均一なマルチビニルモノマーを合成した。さらにマルチビ

ニルモノマーの分子内ラジカル重合（鋳型重合）を行い、重合部を MALDI-TOF-Mass、

ＧＰＣ，およびＮＭＲより解析した。 

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、側鎖、鎖末端に導入した新規高分

子の合成を行った。フェニル基を有する新規 1,3-デヒドロアダマンタン類のカチオ

ン開環重合を行ったところ、熱安定性の高いポリ(1,3-アダマンタン)類が得られた。

鎖末端にアダマンタン骨格を有するポリスチレンのガラス転移温度は低分子量にお

いても低下せず、その構造によっては上昇するという特異な挙動が確認された。 

4) 非対称星型ﾎﾟﾘﾏｰと高世代樹木状多分岐ﾎﾟﾘﾏｰの新規合成法 

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た。まず

Asymmetric Star-Branched Polymer の合成では、1,3-ブタジエン基を繰り返しの反

応点として用いる新しい繰り返し法を開発し展開することで、実際に 3 本腕 ABC、4

本腕 ABCD 型の非対称星型ポリマーに加え、現在まで報告例が全くない新しい 5本腕

ABCDE 型、さらに 6 本腕 ABCDEF 型のスターポリマーの合成に成功した。これらは世

界で初めての合成例である。また中間体の 6 本腕のスターポリマーアニオンを高分

子開始剤として用いることで、7本腕 ABCDEFG 型非対称スターポリマーの合成にも成

功した。このように中間体のスターポリマーアニオンを用いることで、2-ビニルピ

リジン、アルキルメタクリレート、アルキルアクリレート、N,N-ジアルキルアクリ

ルアミド、さらにエチレンオキシド等、幅広いモノマー群に適用出来、合成可能な

スターポリマーが多成分、多数の腕に加え、広範囲の機能材料の導入が可能となっ

た。これらの異相性セグメントの導入は、分子レベルでの相分離を引き起こし、新

しい超構造や分子集合体の出現が期待され、ナノ物質やナノデバイスへの応用が期

待される。 

 

 



 4

2.機能性ソフトマテリアル 

○研究目的 

電子材料に応用可能な機能性ソフトマテリアルの創製と評価および機能製膜の創

製と評価を行うことを目的とする。 

○成果及びその評価 

1) 電子材料 

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。20 年度は日韓高

分子若手研究者シンポジウム 2008 を開催した予算的な影響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、柿本研究室のメリラ君が KAIST の Sang Youl Kim 教授の研究室

に 2009 年 1 月 5 日から 2009 年 3 月 5 日まで滞在し、ハイパーブランチポリシロキ

シキランの高機能化に関する研究を行った。 

 2) 機能製膜 

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を中心とする物性の評価を行うことを目

的とする。 

○成果及びその評価 

20 年度は、本グループの研究者の短期派遣として、2009 年 1 月に東京工業大学か

ら 2 名を派遣し、研究交流を行った。また、2008 年 10 月に新潟で開催された日韓高

分子若手研究者シンポジウムへも本グループから派遣し、交流を行った。さらに、学

生の長期派遣として日本から韓国への派遣が１件あった。東京工業大学の安藤研究室

の脇田潤史君が Pohang University of Science & Technology の Moonhor Lee 教授の

研究室に 2008 年 9 月 29 日から 2008 年 12 月 27 日まで 90 日間滞在し、斜入射 X線回

折法を用いたポリイミド薄膜における分子鎖の凝集状態の解析を行った。 

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 教授のグループと昨年度に引続き、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た。また、東京工業大学の扇澤准

教授のグループが KAIST の Sung Chul Kim 教授のグループと昨年に引続き、高分子薄

膜に関する研究を行い、薄膜の構造がバルク高分子の構造とどのように異なるかに関
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する検討を進めた。 

 

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 

20 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引き続き行った。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、非晶オレフィン共重合体のガラス転移温度近傍における伸長および

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、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、特に一段目の伸長の後、二

段目の伸長の前に加える緩和過程の影響につき詳細な解析を行い、一段目の伸長によ

り生ずる長緩和時間構造の存在が及ぼす影響について検討を行った。さらに、鞠谷教

授は Hanyang University と、これまで共同で行ってきた液晶ポリマーを含む 2元系、

3 元系ブレンドに加え、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につい

てオンライン計測、繊維の高次構造解析を通じて詳細に検討した成果を２報の論文と

してまとめて発表した。さらに、信州大学大越豊教授と 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、紡

糸条件と繊維径およびその分布、ウェブのポアサイズに関する解析を行い、高性能の

フィルターが得られることを実証した。 

 

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、東京工業大学教授・井上義

夫と韓国・Hanyang University 教授・Seung Soon Im の両研究室がバイオベースの新規

生分解性高分子アイオノマー材料及び生分解性高分子複合材料について共同開発・研究

を行っている。両研究室は、今まで数年間にわたり共同研究を行ってきており、最近の

共同研究の成果を日韓共著論文として米国の国際学術雑誌に発表した。バイオベースの

生分解性高分子ナノ材料の構造、物性の研究として大阪大学・宇山浩教授はポリ（γ－

グルタミン酸）の機能化に関する共同研究を、また Kumoh National Institute of 
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Technology とポリアミノ酸を基盤とする新材料の開発に関する共同研究を行なってお

り、成果をあげている。 

 

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いる。二つの方法でこの目的

を達成しようとしている。まず、はじめに共同研究において、大学院の学生を長期にお互

いの研究室に滞在させるもので、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友達になれるという利点がある。

20年度は日韓高分子若手研究者シンポジウム2008を開催した予算的な影響で大学院学生の

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、

韓国側からは 2 名の大学院生を 3 ヶ月間の長期滞在として受け入れた。第 2 の若手育成法

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、ポスターでお互いの仕事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。しかしながら 20 年度は日韓高分子若手研究者シ 

ンポジウム 2008 を開催したので、この短期交流は行わなかった。 

 

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あげている

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 

 本交流事業は最終コーナーを回りゴールに向って最後の直線コースを驀進していると言

える。現在までのところの粛々と目的を達成して来ており問題点は何も指摘できない。21

年度は最終年であるので、いかに有終の美を飾るかが最大の課題である。21 年度の目玉と

して Advanced Polymeric Materials and Technology (APMT) 2010 を韓国で開催すること

をすでに決定し、準備に入っている。従って、21 年度の課題は APMT2010 を成功させるため

に予算面や人力面をこれに集中させる予定である。 

 

7－6 本研究交流事業により発表された論文 

  平成 20 年度論文総数  288  本 

   うち、相手国参加研究者との共著 18 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。） 
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8．平成 20 年度研究交流実績概要 

8－1 共同研究 

共同研究における派遣および受け入れとしては、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、韓国側からは 2 名の大学院生を 3 ヶ月間の長期滞在として受け入

れた。 

その他、平成 19 年度交流事業の集大成となる、Annual Report 2007 (総ページ数 546 ペ

ージ)を作成し、関係各位に配った。 

各グループのリーダーが会して、次年度の計画を話し合う会合を毎年年度末に開催してい

るが、20 年度は 2009 年 1 月 19 日に韓国の済州島で開催した。この場で 21 年度は 2010 年

1月にAPMT2010が予定され、日本から100名超の規模で参加者を派遣する予定であるので、

これに費用がかさみ共同研究がおのずと縮小せざるをえないと日本側コーディネーターか

ら説明があった。また、今年度目標を設定した「分岐ポリマーに関する基礎と応用研究」

を 21 年度も重点的に遂行していくこととした。 

 

8－2 セミナー 

平成 20 年 10 月 22 日～ 平成 20 年 10 月 25 日（4 日間）新潟県中魚沼郡津南町に

おいて JAPAN-KOREA JSPS Core University Program Polymer Young Scientist Symposium 2008

（日本学術振興会日韓高分子若手研究者シンポジウム 2008）を開催した。ソフトマテリア

ルにおける若手研究者、すなわち大学の准教授、助教クラス（3割程度）および博士後期課

程の学生（7割程度）らを中心とした交流を目的に、日本および韓国側からそれぞれ 100 名、

計 200 名規模の合宿形式シンポジウムを開催したのである。本シンポジウムはソフトマテ

リアルの「化学・機能・物性・バイオ」の 4 分野で構成され、参加者の大半には口頭発表

（8 割）、残りの参加者（2 割）にはポスター発表を行っていただいた。次代を担うアジア

若手研究者の交流はもちろんのこと、参加者の多くの学生にとっては英語による口頭発表

が初めてであり、これを機会に世界をリードする研究者への礎となることを期待した。 

 

8－3 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

2008 年 9 月に韓国の研究者 6 名が訪日し、機能性電子材料に関するインフォーマルミー

ティングを行い、東京工業大学の柿本雅明教授より新規燃料電池触媒に関する発表があり、

注目を浴びた。 

また2009年1月19日には韓国の済州島でグループリーダーを中心とした会を開催した。

ここでは日本大学の高木美也子教授から、人間の頭蓋骨に穴を空け、脳に外部から電極を

挿入して脳に電機刺激を与える治療が欧米を中心に盛んに行われており、ここで使用する

電極材料の改良が急務であることからソフトマテリアル研究のひとつとして取り上げる価

値があること、また、日本では厚生労働省が何事にも後ろ向きであるために人間の治療に

関する先端技術で完全に遅れをとり、今回発表の治療も日本での認可はほど遠いものであ

り、もし認可されれば現在パーキンソン病で苦しんでいる患者のほとんどが快方に向うと

いう発表があった。 
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9．平成２０年度研究交流実績総人数・人日数 

9－1 相手国との交流実績 

（単位：人／人日）         

          派遣先 

派遣元 
日本 韓国  合計 

日本 
実施計画  12/210  12/210 

実績 14/188  14/188 

韓国 
実施計画 108/716   108/716 

実績 107/800  107/800 

 
実施計画     

実績    

合計 
実施計画 108/716 12/210  120/926 

実績 107/800 14/188  121/988 

 

※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 

  100／400 （人／人日）    102／387 （人／人日） 
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10．平成 20 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 ① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 

(JSPS) 

韓国 

(KOSEF) 
 計 

(人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 

(JSPS) 

実施計画  0/0  0/0 

実績 0/0  0/0 

韓国 

(KOSEF) 

実施計画 0/0   0/0 

実績 0/0  0/0 

 

 

実施計画     

実績    

合計 

 

実施計画 0/0 0/0 0/0 0/0 

実績 0/0 0/0 0/0 0/0 

②国内での交流          0 人／0人日 

20 年度の研究

交流活動及び

成果 

 

20 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

料の展開を計った。 

1)連鎖的重縮合法によるブロック共重合体の合成 

2008 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

合成および相分離構造を明らかにする研究に取り組んだ。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)と

ポリ(3-フェノキシメチルチオフェン)(P3PT)の合成に成功した。得られ

た P3HT/P3PT ブロック共重合体の溶媒キャストフィルムをアニーリング

し、その後 AMF のタッピングモードで位相像を観察したところ、明確な

コントラストを持つナノフィバー状の相分離構造を観察することができ

た。これまでcoil-coilおよびrod-coilブロック共重合体の相分離構造、

自己集積化に限られていた研究を、今後は rod-rod ブロック共重合体に

も展開が計れる契機をつくった。 

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 

鋳型として新規環状化合物である Noria 中の水酸基をメタクリロイル

化し、隣接するビニル基間距離が不均一なマルチビニルモノマーを合成
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した。さらにマルチビニルモノマーの分子内ラジカル重合（鋳型重合）

を行い、重合部を MALDI-TOF-Mass、ＧＰＣ，およびＮＭＲより解析した。

その結果、1：重合の重合度は連続とはならず、奇数のみ選択的に合成さ

れた。2：重合部の立体規則性はシンジオタクチックリッチであった。MM2

シュミレーションの結果、隣接するビニル基の不均一性は重合により、

さらに増大し、重合度により最近接ビニル基までの距離が大きく変化す

ること、すなわち、重合度が偶数値の場合、最近接ビニル基までの距離

が 5オングストローム以下となるが、奇数値では、その距離が 7オング

ストローム以上となることを見出した。5オングストロームはビニル基

の固体重合における重合の最適条件であることから、最近接ビニル基ま

での距離が 5オングストローム以下では重合停止が起きないことを見出

した。さらに、ビニル基の運動性が Noria 骨格で阻害されることが立体

規則性の発現に寄与したことを見出した。 

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、側鎖、鎖末端に導入

した新規高分子の合成を行った。フェニル基を有する新規 1,3-デヒド

ロアダマンタン類のカチオン開環重合を行ったところ、熱安定性の高い

ポリ(1,3-アダマンタン)類が得られた。鎖末端にアダマンタン骨格を有

するポリスチレンのガラス転移温度は低分子量においても低下せず、そ

の構造によっては上昇するという特異な挙動が確認された。 

4) 非対称星型ﾎﾟﾘﾏｰと高世代樹木状多分岐ﾎﾟﾘﾏｰの新規合成法 

昨年度に引き続き、平成 20 年度も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。まず

Asymmetric Star-Branched Polymer の合成では、1,3-ブタジエン基を繰

り返しの反応点として用いる新しい繰り返し法を開発し展開すること

で、実際に 3 本腕 ABC、4 本腕 ABCD 型の非対称星型ポリマーに加え、現

在まで報告例が全くない新しい 5 本腕 ABCDE 型、さらに 6 本腕 ABCDEF

型のスターポリマーの合成に成功した。これらは世界で初めての合成例

である。また中間体の 6 本腕のスターポリマーアニオンを高分子開始剤

として用いることで、7 本腕 ABCDEFG 型非対称スターポリマーの合成に

も成功した。このように中間体のスターポリマーアニオンを用いること

で、2-ビニルピリジン、アルキルメタクリレート、アルキルアクリレー

ト、N,N-ジアルキルアクリルアミド、さらにエチレンオキシド等、幅広

いモノマー群に適用出来、合成可能なスターポリマーが多成分、多数の

腕に加え、広範囲の機能材料の導入が可能となった。現在さらにメタク

リレート系のポリマーのみから構成される非対称スターポリマーを目的

とした新しい繰り返し法の開発を計画している。 

一方樹木状多分岐高分子の合成では、各世代の分岐数が 2分岐に加え、4
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分岐を含んでいる高世代ポリマーの合成を試み、4世代すべて 4分岐に

することは出来なかったが、3世代に 4分岐点を導入することに成功し

た。構造が厳密に制御され、分子量が 200 万を超え、分子量分布が狭く

（Mw/Mn < 1.03）、鎖末端基が 128 個に達するポリマーの合成に成功し

た。また新たに一連の分岐数を変えた 3 ~ 5 世代のポリマーを合成し、

慣性半径や Hydrodynamic Volume を測定した結果、それらの分子量と対

数をとりプロットしてみると、完全に直線関係がある新しい事実を見出

した。さらに第 4世代に酸性、塩基性のセグメント、さらにイオンに変

換や水溶性を導入することで、新しい機能性の導入の可能性を示し、溶

解性をはじめとした溶液や固体状態の物性に大きな変化をもたらすこ

とに成功した。これらの異相性セグメントの導入は、分子レベルでの相

分離を引き起こし、新しい超構造や分子集合体の出現が期待され、ナノ

物質やナノデバイスへの応用が期待される。 

 

 

日本側参加者数  

86 名 （13－1 日本側参加者研究者リストを参照） 

相手国側参加者数 

45 名 （13－2 相手国側参加研究者リストを参照） 
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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 ① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 

(JSPS) 

韓国 

(KOSEF) 
 計 

（ 人 ／ 人

日） 

（人／人

日）
（人／人日） （人／人日）

日本 

(JSPS) 

実施計画  1/90  1/90 

実績 3/72  3/72 

韓国 

(KOSEF) 

実施計画 1/90   1/90 

実績 1/90  1/90 

 

 

実施計画     

実績    

合計 

 

実施計画 1/90 1/90  2/180 

実績 1/90 3/72  4/162 

②国内での交流          2/2 人日 

20 年度の研究交

流活動及び成果 

 

1) 電子材料 

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。①では、ハイパーブランチポリフ

タロシアニンを電解発光素子のホール注入層に応用する研究を行い、

市販品のホール注入層と比べて約２倍の輝度を有する素子の作製に

成功した。②では、液晶と色素の組合せでのレーザ発振に関する注目

すべき成果が得られた。③では新規な有機導電材料を開発して有機ト

ランジスターへの応用を行った。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。20 年度は日韓高分子若手研究者シンポジウ

ム 2008 を開催した予算的な影響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、柿本研究室のメリラ君が KAIST の Sung Chul Kim

教授の研究室に 2009 年 1 月 5日から 2009 年 3 月 5日まで滞在し、ハ

イパーブランチポリシロキシキランの高機能化に関する研究を行っ

た。また、竹添研究室の韓国人博士課程学生がフッ素系の高分子膜上
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の液晶の研究を行っている。(1) ネマチック液晶のアンカリング転

移、(2) それを用いた双安定素子、(3) スメクチック液晶のための特

筆すべき配向能などで興味深い成果を得ている。(1) ではネマチック

液晶相内で温度を下げることにより、水平配向から垂直配向に不連続

に変化する液晶を見いだした。また、別の液晶では垂直配向から連続

的に傾き始めるものも見いだした。(2) 前者の液晶では配向変化にヒ

ステリシスがあるため、双安定素子として用いることが出来る。実際

にレーザ光を照射し、照射部分の配向のみを変えることに成功した。

(3) スメクチック液晶の垂直配向膜として用いた場合、結晶化や力学

的ストレスによって配向が乱れても自己修復する非常に優れた配向

能を持つことを見いだした。拠点枠の国費留学生として森健彦研究室

には、国際大学院コースの博士課程学生が 2008 年 10 月から東工大に

在学し、溶液法によるカーボン電極を用いた有機トランジスタ材料の

開発を行い、これまでの疎水処理材料 HMDS に代わって OTS を用いる

方法を開発した。また芳香族ポリアミン系材料を用いた有機トランジ

スタを作成し、その評価を行なった。 

2) 機能製膜 

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

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。 

日本側参加者数  

128 名 （13－1 日本側参加者研究者リストを参照） 

相手国側参加者数 

104 名 （13－2 相手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 Oogisawa, 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 ① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 

(JSPS) 

韓国 

(KOSEF) 
 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 

(JSPS) 

実施計画  1/90  1/90 

実績 1/90  1/90 

韓国 

(KOSEF) 

実施計画 1/90   1/90 

実績 0/0  0/0 

 

 

実施計画     

実績    

合計 

 

実施計画 1/90 1/90  2/180 

実績 0/0 1/90  1/90 

②国内での交流          0 人／0人日 

20 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

細な検討を進めるということで合意している。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検討を行っている。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

発を目指している。拠点大学交流事業の開始時点から 20 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

をさらに進展させている。 

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) 研究者交流  

・韓国・済州島 

・ 平成21年1月18日～19日：当グループからの日本側参加者：2名 

平成21年１月18日に開催された会議に参加し、次年度開催の国際会議に関す
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る打ち合わせを行った。また、19 日に開催されたシンポジウムに参加し、研究

発表を行った。この発表・討論から、現在の共同研究の方向性を確認し、今後の

共同研究の内容、研究体制、進め方等について議論を行った。その上で、現在の

共同研究の内容、研究体制で進めるとともに広めていくことで合意した。 

2) 若手交流 

・新潟県中魚沼郡 

・平成20年10月22日 ～25日：当グループからの日本側参加者：5名 

日韓両国の若手によるシンポジウムを行い、口頭およびポスター発表により議

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あ

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 

東京工業大学から Pohang University of Science & Technology へ 1

名を派遣し、斜入射 X 線回折法を用いたポリイミド薄膜における分子

鎖の凝集状態の解析を行った 

4）その他 

この交流事業にともなう相互訪問から、東京工業大学とKAISTとは常にいくつか

のグループ間で共同研究が行われ、着実に進展が見られる。さらに、これら以外の

大学間の共同研究も進展している。たとえば、東京工業大学とInha University間

における結晶性ポリマーとブロック共重合体のブレンドにおけるミクロ相分離構造

と結晶化に関するものや、東京工業大学とPusan University間における含フッ素ポ

リマーの新しい分析法である固体19F MAS NMRを用いた機能性有機無機ハイブリッド

材料の構造解析に関するもの、さらには、東京工業大学と Pohang University of 

Science & Technology間における放射光を使ったポリイミドの分子構造の解析に

関するものなどである。このほか、東京工業大学以外の日本の大学と韓国との大

学間でも、研究者の相互訪問が行われ、共同研究を行う方向で話が進められている。

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ている。また、共同研究が東京工業大学とKAIST以外の大

学にも広がってきており、非常に有意義な交流を行うことができた。また、一部の

グループは具体的な共同研究をさらに進展させるなど着実な成果を収めた。 

日本側参加者数  

64 名 （13－1 日本側参加者研究者リストを参照） 

相手国側参加者数 

48 名 （13－2 相手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 

 

   

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 

(JSPS) 

韓国 

(KOSEF) 
 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 

(JSPS) 

実施計画  0/0  0/0 

実績 0/0  0/0 

韓国 

(KOSEF) 

実施計画 0/0   0/0 

実績 0/0  0/0 

 

 

実施計画     

実績    

合計 実施計画 0/0 0/0  0/0 

実績 0/0 0/0  0/0 

②国内での交流          0 人／0人日 

20 年度の研究

交流活動及び

成果 

 

ソフトマテリアルの成形加工においては、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。拠点大学交流事業の

開始時点から本年度末まで、一貫して、これらの材料創製技術に関する研

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さらに進展させて

いる。 

 本年度、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進展させ、非

晶オレフィン共重合体のガラス転移温度近傍における伸長および緩和過

程における複屈折変化のオンライン計測において、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、特に一段目の

伸長の後、二段目の伸長の前に加える緩和過程の影響につき詳細な解析を

行い、一段目の伸長により生ずる長緩和時間構造の存在が及ぼす影響につ
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いて検討を行った。 

さらに、鞠谷教授は Hanyang University とこれまで共同で行ってきた

液晶ポリマーを含む 2元系、3元系ブレンドに加え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についてオンライン計測、繊維

の高次構造解析を通じて詳細に検討した成果を２報の論文としてまとめ

て発表した。さらに、信州大学大越豊教授と Hanyang University 間の共

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、紡糸条件と繊維径およびその分布、ウェブのポアサイズに関す

る解析を行い、高性能のフィルターが得られることを実証した。 

 なお、当グループの代表者である鞠谷雄士教授は、2009 年 1 月 17～19

日に開催された TIT-KAIST 第 25 回シンポジウムに参加し、ソフトファイ

バーの溶融紡糸における繊維形成機構に関する発表を行った。 

以上の様に、共同研究は密な連絡を保ちつつ継続して行われた。研究の

打合わせについては、上記 TIT-KAIST 第 25 回シンポジウム期間中に、当

グループの日本側代表者である鞠谷雄士教授と韓国側代表者である

KAIST の Prof. O Ok Park が、共同研究の進捗状況、研究交流の状況など

につき情報交換を行い、当拠点校交流事業の最終年度に向けて、共同研究

の幅をより広げていくこと、これまでの研究成果を国際会議での発表、論

文投稿を通じ積極的に公表していくことなどを確認した。さらに、2010

年に開催予定の Advanced Polymer Materials (APMT2010)の計画に関する

討議を行った。 

以上のように、当研究課題グループでは昨年度に引き続き、本年度も活

発な研究交流を行い、韓国側と確固たる信頼関係を築き、今後の研究方針

の確認とさらなる探索を行うとともに、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  

36 名 （13－1 日本側参加者研究者リストを参照） 

相手国側参加者数 

16 名 （13－2 相手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 

相手側代表者 

氏名・所属・職 

交流人数 

Tae Gwan Park 

Dept. of Biological Science KAIST, Professor 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 

(JSPS) 

韓国 

(KOSEF) 
 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 

(JSPS) 

実施計画  0/0  0/0 

実績 0/0  0/0 

韓国 

(KOSEF) 

実施計画 0/0   0/0 

実績 1/90  1/90 

 

 

実施計画     

実績    

合計 実施計画 0/0 0/0  0/0 

 実績 1/90 0/0  1/90 

②国内での交流          0 人／0人日 

20 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・粕谷健一准教授らのグルー

プは韓国・Hanyang University・Seung Soon Im ら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いる。この共同研究をさらに発展させるために

2006 年度に派遣した当時東京工業大学大学院・博士課程学生・石井成明

が Seung Soon Im 教授研究室にて新規合成した生分解性高分子アイオノ

マー材料について、東京工業大学・井上、群馬大学・粕谷らが機械的性

質及び生分解性の評価を、さらに Hanyang University・Seung Soon Im

らは非等温結晶化動力学の研究を実施した。東京工業大学・井上義夫と

韓国・Hanyang University・Seung Soon Im らのグループは生分解性脂

肪族ポリエステルのシクロデキストリン包接複合体形成によるポリエ

ステル鎖のナノレベル形態制御に関する共同研究を行なった。この共同

研究の成果の一部は英文論文「K.-M.Shin, T. Dong, K. Yazawa, S.-S. 

Im, Y. Inoue; Solvent-Dependent Formation of Inclusion Complexes 
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Between Methylated Cyclodextrins and Biodegradable 

Polymers:Journal of Polymer Science,Part B, Polymer Physics, 46, 

879-891,2008」として発表した。東京大学・岩田忠久准教授らは韓国と

脂肪族ポリエステルの固体構造と酵素分解及びアルカリ加水分解の関

係に関する共同研究を行ない、日韓共著論文として「W. Lee, T. 

Iwata;Morphological study, thermal treatment and degradation 

behaviors of solution-grown poly(l-lactide) single crystals: 

Ultramicroscopy, 108, 1054-1057 (2008)」を学術誌に発表した。大

阪大学・宇山浩教授らは韓国とポリ（γ－グルタミン酸）の機能化に関

する共同研究を行い、ポリ（γ－グルタミン酸）－コレステロールコン

ジュゲートの人工シャペロンへの応用に関する共同研究において、鳥イ

ンフルエンザワクチンの元になるタンパク質のリフォールディングに

成功した。さらに宇山らは Kumoh National Institute of Technology

のグループとポリ（γ－グルタミン酸）の電界紡糸に関する繊維化と細

胞足場材料への応用に関する共同研究を行った。ポリ（γ－グルタミン

酸）のエステル化により、水不溶化のポリ（γ－グルタミン酸）誘導体

を作製し、その電界紡糸を検討した。 

九州大学・丸山厚教授、東京工業大学・赤池敏宏教授らのグループは

昨年度に引き続き韓国・KAIST・Tae Gwan Park 教授らと遺伝子キャリア

ーとして適した医用高分子材料の開発とその応用について研究してい

る。  

以上のほかにも、生分解性、環境低負荷高分子材料の分野では、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 

  2008 年 10 月 22-25 日に新潟にて開催された。日韓高分子若手研究者シ

ンポジウムに「エコ－およびバイオ－ソフトマテリアルシステム」グル

ープから東京工業大学大学院生命理工学研究科博士課程学生が参加し、

「Polymer Biomaterials」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口頭発表が 36 件(日本 18、韓国 18)、ポスター

発表が 11 件(日本 5、韓国 6)であり、活発な質疑・応答が行なわれ盛会

であった。2009 年 1 月 17-19 日に韓国・済州島で開催された 25th 

KAIST-TIT Joint Symposium では、本グループから東京工業大学・井上義

夫教授と東京大学・生産技術研究所・吉江尚子准教授と日本大学・高木

美也子教授が参加した。吉江が易リサイクル性結合を含む高分子材料の

機能化に関する研究を、また韓国からはポリ乳酸／粘土複合材に関する

研究の発表があり、環境共生型高分子材料の開発・研究の新たな発展が
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紹介された。 

日本側参加者数  

69 名 （13－1 日本側参加者研究者リストを参照） 

相手国側参加者数 

53 名 （13－2 相手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）日本学術振興会拠点交流事業日韓高分子若手研究者シンポ

ジウム 2008 

（英文）JAPAN-KOREA JSPS Core University Program Polymer Young 

Scientist Symposium 2008 

開催時期 平成 20 年 10 月 22 日～平成 20 年 10 月 25 日 （ 4 日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）日本国新潟県中魚沼郡ニューグリーンピア津南 

（英文）NEW GREENPIA Tsunan,Nakauonuma-gun,Niigata-ken 

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）Masa-aki Kakimoto, 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) 

 

参加者数 

① 拠点大学交流事業の経費を受けて参加した人数・人日数 

（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 
計 

日本側参加者    100/385 （ / ）人/人日 199/976

（ / ）

 人/人日

相手国側参加者       99/591 （ / ）人/人日 

(   ) 国(地域)側参加者         /     （ / ）人/人日 

② 本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者              1 人 

1 人

相手国側参加者              人 

(   ) 国(地域)側参加者              人 

①と②の合計人数        200 人

セミナー開催の目的 

 ソフトマテリアルの分野では日本と韓国は世界のトップレベル

の研究開発を行っている。ここで重要となるのは豊かな発想を持っ

た独創性の高い研究である。しばしば故知は発想の障害となりかね

ないことを鑑みると、回転の速い若い頭脳を一堂に集めて議論する

ことで発想のきっかけが何であるかを明かにできることを自覚す

ることを目的とする。また、ソフトマテリアルの研究開発はほとん

どの場合、組織的に行われ、一人で行われることは希である。そこ

では人間と人間のつながりが重要であることを鑑み、日本と韓国の

若い世代の研究者が若年よりお互いを知ることで将来にわたり相

互議論の仲となり末永く日本と韓国のソフトマテリアル研究開発

の中核的存在となることを目的とする。 
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セミナーの成果 

 シンポジウムはソフトマテリアル研究の基盤となる「化学・機

能・物性・バイオ」の４分野について、それぞれ集中的な発表とデ

ィスカッションを行った。具体的な研究発表の一例には、最近、ナ

ノ材料として極めて注目を集めているブロック共重合体の精密合

成やナノ相分離構造解析、その構造をテンプレートに利用した超高

密度記録材料開発や生体高分子を素材として扱ったバイオテクノ

ロジー、細胞上に交互吸着した高分子電解質多層膜の形態変化の可

視化など、基礎から最先端研究まで多種多様な発表があり、参加者

全てに強い印象を与えた。会場がいつでも出入りできるようになっ

ていたために、各自で興味のある内容を聴講し質問やディスカッシ

ョンが活発に行われ、たいへん盛況であったことが参加者からの好

評を得るに至ったと考えている。 

シンポジウムが終わってみると、第一印象として主催者の予想を

遙かに超えた友好的で楽しい交流が行えたことを実感するに至っ

た。参加者の発表、質疑、討論は全て英語で行われ、日本、韓国を

問わず、活発な議論が何度も重ねられた。近い将来、この参加者の

中から世界をリードする研究者が何人も輩出されることが十分に

確信できるほど、本シンポジウムが若手研究者の人的交流、次世代

研究の基盤創りになったと思われる。特に助教クラスの参加者がシ

ンポジウムを先導し活気づけていたことは印象に残るものであっ

た。終了後に、参加者の多くからこれまでのシンポジウムの中でも

一番印象に残る素晴らしいものだったとの声を数多くいただいた

ことも含め、シンポジウム開催で掲げた目標を十分に達成すること

ができたと思われる。 

セミナーの運営組織 

日本側若手研究者代表者：早川晃鏡（東京工業大学） 

韓国側若手研究者代表者：Sang-Ouk Kim（KAIST） 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容：外国旅費・国内旅費・日当・宿泊費・会場費・謝金等

金額 14,457,317 円 

相手国側 

（韓国） 

内容：航空賃              

金額 6,000,000 円 
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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                 （単位：人／人日） 

派遣先 

派遣元 
日本 韓国  計 

日本 
実施計画  10/30  10/30 

実績 10/26  10/26 

 

韓国 

実施計画 6/36   6/36 

実績 6/29  6/29 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 6/36 10/30  16/66 

実績 6/29 10/26  16/55 

② 国内での交流       0 人／0人日 
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11．平成 20 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 5,547,040  

外国旅費 11,393,560  

謝金 604,302  

備品・消耗品購入費 3,641,323  

その他経費 3,752,007  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

261,768  

計 25,200,000  

委託手数料 2,520,000 
消費税は内額と
する 

合  計 27,720,000  

 

 

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 1,442,950   1/ 90 

第２四半期 12,735,223   7/119 

第３四半期 6,926,097 102/693 

第４四半期 4,095,730  11/ 86 

計 25,200,000 121/988 

 

 


