
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 ： 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, 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, 
長岡技術科学大学・産学融合トップランナー養成センター, 長岡技術

科学大学・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, 
東北大学・多元物質科学研究所, 東北大学・金属材料研究所, 東大学

大学院・工学研究科, 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, 産業技術総合研究所・中部センター, 科学技術振興

機構 
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     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   総務課 
                              経理課 
 
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）  
            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., Pusan National Univ., 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., 
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Kyungnam University, Hankuk Aviation Univ., Univ. of 
Seoul, ,Changwon National Univ., Chonbuk Naitional 
Univ.,Dankok Univ., 
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、

釜山国立大学、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、昌原国立大学、全北国立大学、東

国大学 
 

５．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．平成２０年度研究交流目標 
 
 平成 11 年に開始された本交流事業も本年度で 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
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ていると考えているが、 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

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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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 

 本年度が本事業の 終年度にあたることから、両国拠点校および協力校のメンバーを含

め、事業の総括をすべく活動を行った。また、重要かつ必要性要請の高い研究課題につい

ては、 終年度であるものの重点的に推進することが有効であることから、研究員の追加

登録を柔軟に行い共同研究を実施した。こうした取り組みにより研究ネットワークが有効

に発展・展開されることとなり、学術的な観点からも研究推進に多大なる貢献を果たした。 

 一方で、これまでの連携を基礎として新たな二カ国（二校間）連携を構築し、将来へ向

けた体制を形成するために、過去１０年間の交流内容から得られた成果を基にして、今後

の新たな交流課題・内容についての議論を精力的に行い、両国拠点校（日本側大阪大学お

よび韓国側漢陽大学）間で、引き続き学術的観点ならびに若手研究者育成の観点から連携

を維持し、多様なプログラムを展開するための準備を終え、本年度実施すると共に、将来

的なプログラム実施の基礎を築いた。 

 

７－２ 学術面の成果 

 本事業により得られた交流事業 終年度の成果について以下抜粋して略記する。 
1. 力学的特性と易加工性・高熱伝導性とが共生した多機能調和型ナノコンポジット創製

のための in-situ ナノ組織形成化プロセスを更に 適化し、機能共生型ナノコンポジ

ット材料の作製に成功した。 

2. 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。 

3. ナノオーダーで粒界相を 適に制御させた SiB6-SiC-B4C コンポジットに関する研究

を行い、低比重かつ優れた導電性を示し、かつ高硬度な材料を創製した。 

4. ヒドロキシアパタイト/ジルコニア複合焼結体についてアルミナ、イットリアの添加効

果を検証し、曲げ強度が３倍に向上することを見出した。 

5. ロータス型ポーラス金属を工作機械，電子部品材料，生体医療材料などの様々な分野

へ応用するための作製手法の開発および材料開発を行い，異方性構造組織と機械的性

質などの物性との関係を明らかにした。 

6. 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。 

7. 硝酸酸化法や二段階硝酸酸化法を開発・適用し、リーク電流密度を従来法よりも低減

した SiO2 膜の形成に成功し、その特徴を解明した。 

8. HCN 水溶液を用いた半導体上の金属汚染物除去法を見出し、室温で ppm オーダーの極

低濃度の水溶液でも十分な金属除去効果を有することを示し、多結晶シリコン pn 接合

 5



太陽電池、単結晶シリコン MOS 型太陽電池、球状シリコン pn 接合太陽電池等、種々の

シリコン太陽電池の変換効率が向上することを見出した。 

9. 効率の良い電子電界放出が可能になるようカーボンナノファイバー(CNF)の表面形態

と成長位置の制御をすることに成功した。 

10. 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。 

11. オレイン酸被覆鉄合金超微粒子を作製し、直径 7-27nm の粒子の造り分けに成功し、超

常磁性から強磁性まで変化する鉄合金超微粒子を作製できたことが分かった。 

12. ソフト溶液反応を用い、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、構造に由来する高い触媒活性を実現した。 

13. 原料の見直し及び第３成分の添加により、従来品の１．８倍の発光強度を示す

Sr4Al14O25:Eu,Dy 蓄光セラミックス発光体が合成でき、Cr 配合により、495nm(青緑色)

および 695nm(赤色)に発光ピークをもつ発光体を得ることができた。 

14. 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。 

15. 審美性に優れかつ耐摩耗性や強度・硬度に優れた ZrO2/Al2O3 系ナノコンポジットセラ

ミックス人工歯冠材料用ナノコンポジット粉末を作製すると共に、EPD プロセスを適

用することで、新規歯科用ナノコンポジット創製の基礎的な知見を得た。 

16. 固体電解質材料の特性を解析し、電解質粒界での酸化物イオンの流束を粒子の曲率と

関係づけた。粒界の電導度は粒径の二次関数で近似され、実験結果とよく一致した。 

17. 簡便なプロセスにより金ナノ粒子を生成させ、自己組織化的に配列した２Ｄ及び３Ｄ

構造を形成することなどを初めて見出した。 

18. 常温で溶剤の蒸発と共に焼結が進行する凝集ナノ粒子銀ペーストを開発し、Ag ナノ粒

子の常温焼結過程を確認すると共に、良好なインクジェット印刷性を確認した。 

19. 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。 

20. 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、

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 系ナノ材料の作製と評価等を行った。 

21. 短時間に多孔質セラミックスを作るプロセスを用い、助剤としてイットリア、チタニ

ア、等を用いて窒化ケイ素を焼結し、相対密度と曲げ強度の改善に成功した。 

22. 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熱遮蔽特性がナノ

構造化に伴う内部応力場に起因して向上する可能性を見出した。  

23. ガラス質結合剤を用いた多孔質セラミックス製造技術を活かし、高次元の多機能バー

サタイル多孔質セラミックスの開発、高ヤング率かつ低熱膨張材料を開発し、実用化

のための指針を得た。 
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24. 赤外線式ガス濃度測定装置を用いた CO および CO2 ガス量の測定、酸化前後のガス中に

おける酸素量の測定により得られるデータから耐酸化性を評価する方法を確立する基

礎的な指針を得た。 

25. 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、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。 

26. 高効率な環境調和型酸化チタン光触媒の達成、可視光応答型酸化チタン光触媒の開発、

酸化チタン光触媒による効率的酸化反応プロセスの開発、環境調和型化学反応プロセ

スの開発を指向した光化学プロセスの開発のための因子について基礎的な指針を得た。 

27. 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た。 

28. 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。 

29. “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。 

30. 酸化チタンナノチューブ（TNT）の高次環境浄化機能（吸着機能+光触媒機能）を更に

湖上させるため格子制御手法を適用し、加えて機構解明を行い、特異なナノチューブ

構造に起因する高次機能であることを明らかにした。 

31. 自己組織化相分離型複合酸化物の電気的特性を制御することに成功し、本材料の各相

にそれぞれ異なる半導体的特性を付与できる可能性を見出した。 

32. 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。 

33. 高い自己会合性を持つドナー性多分岐型オリゴチオフェンのアクセプター部位へのペ

リレンビス（ジカルボキシイミド）ユニットの導入を行い、有機単層素子として光電

変換機能を評価したところ，外部量子収率の一桁以上の向上を認めた。 

 
７－３ 若手研究者養成 

 本交流事業における大学院生を含む若手研究者の育成は、①文化などが異なる人々との

共同研究による広い世界観の構築と意識改革、国際感覚の育成、②英語語学力アップ、③

世界 先端研究参加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

学技術知識を有する次世代の若手研究者育成、との立場から重点的に推進してきた。 

 これに基づき、 終年度も大学院生・若手研究者（ポスドク等）の積極的な共同研究参

加およびセミナーへの参加を促した。これらに加え、本事業で開催したセミナーにおいて

若手研究者の発表を表彰し、研究推進に対するモチベーションの向上を図った。更に、メ

ンバーによる相手側拠点校（漢陽大学）での定期授業の実施や講演・研究成果公表、イン

ターンシップの実施による拠点校への院生受入などを実施することで、相手国の院生等へ
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の教育と啓発を行うことで大きな寄与を果たした。これらはまた、両国間の院生・若手研

究者の濃密な交流をもたらすこととなり、日本側院生等へも大きな刺激と次世代を担う研

究者ネットワークの形成へと寄与した。 

 一方、特に韓国側若手研究者の日本への受入を行い、拠点校等での 先端共同研究を行

うことで、多くの成果を得た。こうした集中的な滞在研究は若手研究者育成に多いに貢献

すると共に、先端研究環境と技術・知見の提供の点で相手国側へも大きく貢献している。 

 

７－４ 社会貢献 

 共同研究により得られた学術的知見は、これまでと同様に広く学術雑誌、国際会議およ

び本事業で実施したセミナー等で公知されることで、広く学術界への貢献を果たした。ま

た、こうした成果の一部は新聞等を通じても報道報道が行われ、本交流分野であるセラミ

ックスおよび関連材料科学技術分野をはじめ、今日大きな課題となっている環境関連科

学・技術分野など多様な分野へ多くの寄与がなされた。 

 加えて本事業により実施された共同研究により得られた知見については、知的財産取得

や民間企業への技術移転が精力的に行われた。本事業に関して得られた研究成果ならびに

その発表が元となり、国際産学共同研究の実施に関する事前調整が進行し、具体的な連携

を開始することが検討されている。これにより今後両国の産業界への多大な貢献がなされ

るものと期待される。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

 本交流開始当初より重要な課題として位置づけられてきた環境調和型材料・技術に関す

る共同研究の重要性は、世界的に見ても益々高まっていることは明確である。本交流は本

年度で 終年度を迎えたが、これまで過去１０年間で多くの知見を得ると共に情報の公知

との形で社会へと還元してきた。更に、環境材料・技術に関する国際会議を運営すること

で、こうした研究と問題点の共有を広くバックアップし、本交流事業が積極的な役割を果

たしてきたことを意味している。こうした観点を踏まえ、第３国の研究者のセミナー等へ

の参加並びに意見交換などを行った。特に、東アジア主要国である中国の研究者の参画を

はじめとしてアジア諸国研究者の参加は、環境・エネルギー問題といった国際的に解決が

必須な課題に関連した共同研究の推進には極めて重要であった。本事業では早くから共同

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。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独自に実施・展開される事になったが、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。 
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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  256 本 

   うち、相手国参加研究者との共著 5 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 13 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 

事業 終年度も５テーマを継続して行い、それぞれ下記に示した成果を得て総括した。 

 

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材料設計指針に基づいて、複数機能が同時に調和し

た材料の創製、構造評価、機能評価、機構解明ならびにそのプロセス開発に関する共同研

究を継続して行い、半導体産業分野へ適用可能な静電除去能を持つセラミックス材料の機

能向上と多機能調和化、３次元ナノ連続構造制御による高次機能化材料の創出、耐環境性

ハイブリッドナノコーティング材料の機能向上、新規エネルギー投入法によるナノセラミ

ックスの構造制御、環境調和プロセスに基づく高次機能材料の創出などの成果を得た。 

 

2) 環境低負荷型の多機能ナノ及び電子材料の開発研究 

多様なエネルギー問題を解決しうる次世代型の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、

熱電変換材料や燃料電池用セラミックスの機能-構造相関の解明、光電変換材料の高性能化

とナノ構造との相関、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など行った。 

 

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行い、優れた機能を持つセラミックスの低温製造プロセスの 適

化、低エネルギー消費型ナノ材料製造プロセスによる材料機能改善、ナノ分散プロセス制

御技術の確立とそれに基づく材料設計指針の構築、ミクロ／ナノ構造形成機構の解析、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 

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・ 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・システム等への適

用を目的とした共同研究を継続して行った。これにより機能 適化された新材料の開発、

新規な成形プロセスの開発、機械加工システムの提案とその実証などの成果を得た。 

 

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連携を密に取り、多様なナノ材料等に関しての構造解析、

機能解明のためのシミュレーションとそれに基づく材料創成・評価などに関しての共同研
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究を引き続き行った。更に、環境関連材料および技術に関する社会的課題解決や学術的ニ

ーズの急速な高まりを踏まえ、高性能光触媒や新規な環境浄化システムなどの環境調和材

料に関する実験的・理論的共同研究を集中的に継続して行った。 

 

８－２ セミナー 

本交流事業の 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実施

した。第 19 回 JSPS-KOSEF 日韓拠点大学交流(CUP)セミナーを The 4th International 

Workshop for R&D Clustering among China, Japan, Korea in Eco-Materials Processing

と共催で、2008 年 7 月 13 日-15 日、神奈川県において開催した。日韓中アジア主要３カ国

の若手を含む研究者が会し、 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した。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た。加

えて、本交流事業終了後も引き続き連携をとり、継続的にこうした課題について議論する

場を設けることが合意され、将来的な交流展開への基礎を構築できた。 
 拠点大学交流国際シンポジウム（第 21 回 JSPS-KOSEF 日韓拠点大学交流(CUP)セミナー、

2008 年 12 月 14 日-16 日）を開催した。本シンポジウムでは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 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した。 

 また、これまで本事業が中心となり企画開催してきた第 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に共催して2009年 1月 12日-15日の会期で中国西安

市にて第 20 回セミナーを開催した。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

が先駆的かつ有効なものであったことが認識された。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 本事業では、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

る情報交換ならびに人的交流を通じて学術的研究成果を得ると共に、こうした知見・技術

を東アジア地区における本研究分野の発展にむけて還元を図っている。本年度の研究者交

流では、こうした取り組みを事業終了後も持続・発展させるための枠組みとその具体的な

方針・方法についての議論を両国主要メンバーの交流により行った。また若手研究者の育

成の観点から、これまでに引き続き主要研究者による相手側拠点校（または協力校）への

訪問と特別講演・授業や、学生相互訪問（インターンシップ）などの取り組みに対する本

事業参加メンバーの協力ならびに支援を行い、意識活性化を行った。 
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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 中国 

 
合計 

日本 

実 施 計

画 

 38／150 18／90  56／240 

実績 23/119 17/86  40/205 

韓国 

実 施 計

画 

92／406    92／406 

実績 48/269   48/269 

中国（日本側参加者） 

実 施 計

画 

2／8 0／0   2/8 

実績 0／0 0／0  0／0 

欧米（日本側参加者） 

実 施 計

画 

2／10 0／0 1／5  3／15 

実績 0／0 0／0 0／0 0／0 

合計 

実 施 計

画 

96／424 38／150 19／95  
153／669 

実績 48/269 23/119 17/86  88/474 

 

 

 

 

※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 

 56／212 （人／人日）  50／147（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 11 年度 研究終了年度 平成 20 年度 

研究課題名 
（和文）環境低負荷型の多機能構造材料の開発研究 

（英文）Development of structural materials with multiple functionality 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）新原晧一・長岡技術科学大学・特任教授 

（英文）Koichi Niihara・Nagaoka Univ. of Tech.・Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Kwang Bo Shim・Hanyang University・Associate Professor 

交流人数 

（※日本側予算によ

らない交流（相手国

予算による）につい

ても、カッコ書きで

記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 韓国 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 
実施計画  12／48 12／48 

実績 14／63 14／63 

韓国 
実施計画 17／88  17／88 

実績 10／49 10／49 

合計 
実施計画 17／88 12／48 29／136 

実績 10／49 14／63 24／112 

② 国内での交流  3／11 人／人日 

２０年度の研究交流

活動及び成果 

 

 多機能調和型材料創製のための新しい材料設計指針に基づいて、複数

機能が同時に調和した材料の創製、構造評価、機能評価、機構解明なら

びにそのプロセス開発に関する共同研究を継続して行ってきた。具体的

には半導体産業分野へ適用可能な静電除去能を持つセラミックス材料

の機能向上と多機能調和化、３次元ナノ連続構造制御による高次機能化

材料の創出、耐環境性ハイブリッドナノコーティング材料の機能向上、

新規エネルギー投入法によるナノセラミックスの構造制御、環境調和プ

ロセスに基づく高次機能材料の創出などについて、両国のそれぞれの研

究者の持つ研究資源を十分に活用しての共同研究を推進し、下記に示す

成果を得た。 

 

1. 力学的特性と易加工性・高熱伝導性とが共生した多機能調和型ナ

ノコンポジット創製のための in-situ ナノ組織形成化プロセスを

更に 適化し、機能共生型ナノコンポジット材料の作製に成功し

た。 

2. カーボンナノチューブ（CNT）による３次元ナノネットワークと機
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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。 

3. 韓国側漢陽大学校 Shim 教授らのグループと共同で、ナノオーダー

で焼結体内の粒界相を 適に制御させたホウ化物系コンポジット

の作製および産業分野への応用展開に関する研究を行い、得られ

た六ホウ化ケイ素（SiB6）焼結体は、低比重かつ優れた導電性を

示し（室温で 104S/m、1000℃で 105S/m）、高硬度（室温で 20GPa、

1000℃で 14GPa）の特性を有することが明らかになった。 

4. SiB6 に 5mass％のカーボンを添加して焼結を行うことで、高導電

性と高温硬度低下がほとんど認められずに高導電性を維持した優

れた SiB6-SiC-B4C 組成のセラミックスを得ることに成功した。 

5. 黒鉛とセラミックスの長所を併せ持つ優れた高温構造材料である

C/B4C/SiC 複合材の耐酸化性を低下させずに耐熱衝撃性を改善す

るために、SiC の添加量を減じた分、優れた耐熱衝撃性を有する

h-BN を添加した複合材を様々なプロセスで h-BN/C/B4C/SiC 複合

材を作製し、耐酸化性と耐熱衝撃性を評価した。その結果、原料

粉末の混合過程などの作製プロセス、および、h-BN 添加量を変え

ることにより耐熱衝撃性に優れた複合材を作製可能であることが

判った。SiC の代わりに h-BN を 10vol%添加した複合材は、耐酸化

性を維持しつつ耐熱衝撃性にも優れることが判った。 

6. ヒドロキシアパタイトとジルコニアとの複合焼結体について継続

して共同研究を進め（鮮文大学 S. W. Lee 教授らのグループ）、ヒ

ドロキシアパタイトの粒子大きさによるジルコニアとの複合焼結

体の特性を研究した。SPS(Spark Plasma Sintering)法で焼結した

複合焼結体は粒子大きさと関係なく 99%以上の緻密な焼結体の作

製ができた。更にアルミナ、イットリアの添加効果を検証し、密

度は少々低下したものの曲げ強度は添加しない場合と比べ３倍に

向上することを見出した。 

7. 低コスト化・量産化を目的として，化合物の熱分解反応を利用し

たロータス型ポーラス金属の作製における気孔生成・成長メカニ

ズムを明らかにし，気孔の形態の制御手法を確立した。 

8. ロータス型ポーラス金属を工作機械，電子部品材料，生体医療材

料などの様々な分野へ応用するための作製手法の開発および材料

開発を行い，異方性構造組織と機械的性質などの物性との関係を

明らかにした。 

9. 各種金属粒子およびロッドの酸化による中空ナノ粒子およびナノ
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チューブの創製を行いその発現機構を明らかにした。 

10. ソルボサーマルプロセスにより、結晶性が高く、粒子サイズが小

く且つ均一な稀土類酸化物粉体材料の調製プロセスの 適化を行

った。 

11. セラミックスナノ粒子複合化により高熱伝導性とフレキシビリテ

ィが共生した有機/無機ナノハイブリッド材料の作製を行い、特性

改善の指針を得た。 

 

日本側参加者数  

35 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

韓国側参加者数 

61 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 11 年度 研究終了

年度 

平 成 20

年度 

研 究 課 題

名 

（和文）環境低負荷型の多機能ナノ及び電子材料の開発研究 

（英文）Nano and electronic materials with multiple functions 

日 本 側 代

表者 

氏 名 ・ 所

属・職 

（和文）北條純一・九州大学・教授 

（英文）Junichi Hojo・Kyushyu University・Professor 

相 手 国 側

代表者 

氏 名 ・ 所

属・職 

Duck Kyun Choi・Hanyang University・Professor 

交流人数 

（※日本側

予算によら

ない交流（相

手国予算に

よる）につい

ても、カッコ

書きで記入

のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 韓国 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） 

日本 
実施計画  6／24 6／24 

実績 4／22 4／22 

韓国 
実施計画 10／4  10／40 

実績 3／14 3／14 

合計 
実施計画 10／40 6／24 16／64 

実績 3／14 4／22 7／36 

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 

 

 多様なエネルギー問題を解決しうる次世代型の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、熱電変換材料や燃料電池用セラミックスの機能-構

造相関の解明、光電変換材料の高性能化とナノ構造との相関、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などを行うと共に、 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って以下の成果を得た。 

 

1. 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。また、こうした固溶制御により、従来予測さ

れる以上の熱伝導低減が可能なことを見出した。 
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2. 硝酸酸化法という新規半導体酸化法を開発して、SiO2/Si 構造を 120℃の

低温で創製した。高濃度の硝酸を用いる一段階硝酸酸化法では、

1.2~1.4nm の膜厚を持つ SiO2/Si 構造が形成され、SiO2 膜を流れるリー

ク電流密度を従来の熱酸化法よりも低減できることがわかった。特に、

98％濃度の硝酸を用いた場合、同じ換算膜厚のシリコンオキシナイトラ

イド膜のリーク電流密度よりも低いリーク電流密度を示すことが分かっ

た。 

3. 二種類の濃度の硝酸を用いる二段階硝酸酸化法を開発し、良好な電気特

性を有する厚い（＞10nm）SiO2/Si 構造を 120℃の低温で創製できること

を見出した。 

4. 得られた知見を基に、大阪大学産研（小林グループ）と漢陽大学（Duck 

Kyun Choi グループ）による共同研究により、硝酸酸化膜と強誘電体膜

を用いる新規デバイスの研究を行い、その基礎的な方法論を見出した。

5. HCN 水溶液は、半導体上に存在する種々の金属汚染物を半導体のエッチ

ング無しに除去できることを見出した。HCN 水溶液は、金属と金属−シア

ン化物錯イオンを形成することによって除去し、その反応性が高いため

に室温でしかも ppm オーダーの極低濃度の水溶液でも十分な金属除去効

果を有することがわかった。 

6. 一連の研究により、CN−イオンは表面近傍に存在する半導体欠陥準位に選

択的に吸着し、Si-CN 結合を形成する結果、それが消滅することを見出

した。これに伴う欠陥準位の消滅の結果、多結晶シリコン pn 接合太陽電

池、単結晶シリコン MOS 型太陽電池、球状シリコン pn 接合太陽電池等、

種々のシリコン太陽電池の変換効率が向上することを見出した。 

7. 効率の良い電子電界放出が可能になるようカーボンナノファイバー

(CNF)の表面形態と成長位置の制御をすることに成功した。FE 特性を向

上させる為に CNF に電界がかかりやすいよう，生成 CNF の束（バンドル）

の大きさとバンドル間の距離の制御に着目し、CNF 生成位置制御には非

触媒金属Ｃｒと共同スパッタ法で離散的に成膜した Ni 触媒を用いた。 

8. ターゲットとして架橋型高分子と金属アルコキシドからなる有機・無機

ハイブリッド薄膜高分子を作製すると共に、イオントラックと呼ばれる

非常に局所的な範囲内に高エネルギーを付与することが可能なイオンビ

ームの照射により、飛跡に沿って誘起する架橋反応を利用して Si, Ti 等

の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。テトラエトキシシラン(TEOS)をゾルゲル法により加水分解反応をさ

せた後、ポリビニルピロリドン(PVP)及びポリヒドロキシスチレン(PHS)

を溶解させた溶液と混合させ、Si 基板上にスピンコートすることにより

有機無機ハイブリッド膜に 560 MeV Xe イオンビーム照射及び溶媒現像
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を行ったところ、PVP 及び PHS 円柱状ナノ構造体中に Si 微粒子を内包で

きた。 

9. パルス細線放電による有機物被覆超微粒子開発に関する研究の一環とし

て、本年度はオレイン酸被覆鉄合金超微粒子を作製し、この磁性流体応

用に関する研究を行った。昨年度構築したパルス細線放電における超微

粒子粒径制御に関する式をもとに粒径を予測し実験を行ったところ、直

径 7-27nm の粒子の造り分けに成功した。このとき、得られた粒子の粒径

は、予測に対して 5nm 以下の差であり、理論式が鉄合金作製に対しても

かなり正確に粒径を予測しうることが判明した。この粒径の変化により、

保持力は 20-350Oe と変化し、ほぼ超常磁性から強磁性まで変化する鉄合

金超微粒子を作製できたことが分かった。 

10. 鉄合金超微粒子は、昨年度作製した銅超微粒子と同じく室温大気中 1 ヶ

月放置しても酸化しないことが判明した。これをオレイン酸に分散して

鉄合金スラリーを試作し、フェライト磁石を接近させたところ、磁性流

体に特有のスパイク形状を発現した。これにより、鉄合金超微粒子を高

エネルギー変換効率で作製可能な手法確立が出来たことが分かった。 

11. 半導体開放スイッチを用いた高電圧大電流短パルス電源の開発と、これ

を用いた大気圧パルスコロナ放電装置によるテフロン樹脂の表面処理実

験を国側漢陽大学 Shim 教授らのグループと共同で行った。半導体開放ス

イッチを用いた誘導エネルギー蓄積型パルスパワー回路を設計開発し、

幅 300mm のナイフエッジ型電極に設置してその電圧電流波形を測定し

た。放電インピーダンスは、電極間隔などに無関係で、その放電電流の

みに依存することを見いだした。 

12. 新規に開発した電極間にテフロン樹脂試験片を挿入し、放電による表面

処理実験を行ったところ、放電処理後の蒸留水の接触角は処理時間 10 分

で減少し、その後ほぼ一定となった。処理後のテフロン樹脂表面を光学

顕微鏡で観察したところ、その表面損傷は見いだせなかった。この結果

により、放電時の熱などによる表面損傷無しに、テフロン樹脂の接触角

低下を引き起こす表面処理技法の開発に成功した。 

13. 環境に優しいソフト溶液反応を用い、酸化亜鉛の形態および材料特性の

形態依存性を検討した。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、さらに溶液中エージング処理を施すことによって、表

面が発達した微細構造を実現したとともに、これらの構造に由来する高

い触媒活性を実現した。 

14. 蓄光セラミックスは昼間に太陽光を吸収、蓄積し、夜間に発光する材料

であり、発光色とその強度および発光時間が重要な特性となる。本課題
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では従来の Sr4Al14O25:Eu,Dy について原料の見直し及び第３成分の添

加を行った。その結果、通常 Al2O3 原料には粒径数 mm の a 型が用いられ

ているが、本研究では 50nm の g-Al2O3 を用いる事により板状粒子凝集体

が得られること、従来品の１．８倍の発光強度を示す発光体が合成でき

た。 

15. 蓄光セラミックス原料に Cr を配合する事により、495nm(青緑色)および

695nm(赤色)に発光ピークをもつ発光体を得ることができた。前者は Sr

を置換した Eu から、後者は Al を置換した Cr から発生していると考えら

れた。 

16. 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、組成及びプロセス制御によ

り多様な形態のハイブリッドを形成することに成功した。本材料では導

電性高分子を用いた場合、無機粒子との相互作用により非線形な導電性

の変化を示すことを見出した。 

17. ソフトなエラストマーへナノサイズ導電性無機粒子を複合化させること

で非常に優れた感圧性を示す厚さ 100µm 程度の薄膜型感触センサー材料

の作製に成功し、その変形導電性について明らかにした。加えて本成果

を産業応用するための検討を行った。 

 

日本側参加者数  

43 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

韓国側参加者数 

26 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 11 年度 研究終了年度 平成 20 年度

研究課題名 

（和文）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 

（英文）Development of low cost processings for multi-functional micro/nano 

composites with enviromentaly low load 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）平田好洋・鹿児島大学・教授 

（英文）Yoshihiro Hirata,・Kagoshima University,・Professor 

相手国側代表

者 

氏名・所属・職 

Kyong Sop Han・KIST・Principal Researcher 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相

手国予算による）

についても、カッ

コ書きで記入のこ

と。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 韓国 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） 

日本 
実施計画  5／20 5／20 

実績 2／10 2／10 

韓国 
実施計画 6／24  6／24 

実績 2／6 2／6 

合計 
実施計画 6／24 5／20 11／44 

実績 2／6 2／10 4／16 

② 国内での交流       1 人／3人日 

２０年度の研究交

流活動及び成果 

 

 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これまでに引き続いて行い、

優れた機能を持つセラミックスの低温製造プロセスの 適化、低エネルギ

ー消費型ナノ材料製造プロセスによる材料機能改善、ナノ分散プロセス制

御技術の確立とそれに基づく材料設計指針の構築、ミクロ／ナノ構造形成

機構の解析、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関する共同研究を推進し、以

下の成果を得た。 

 

1. 審美性に優れかつ耐摩耗性や強度・硬度に優れた ZrO2/Al2O3 系ナノ

コンポジットセラミックス人工歯冠材料の創製を目的として、熱処

理プロセスを適用したナノコンポジット粉末を作製すると共に、そ

の電気化学的特徴を明確にした。次いで、これに EPD プロセスを

適化して適用することで、新規歯科用ナノコンポジット創製の基礎

的な知見を得た。 
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2. 多様なセラミックスのコロイドプロセスについて、サブミクロン粒

子の定速加圧ろ過プロセスに及ぼす電場の効果を調べた。交流電場

下では弱い凝集体が形成され、直流電場に比べろ過圧力は低下する

ことが明らかとなった。 

3. 炭化ケイ素材料に関し、サブミクロン/ナノサイズ混合 SiC 粒子の加

圧焼結体の力学特性を評価した。粒子混合により強度上昇が認めら

れた。 

4. 固体電解質材料の特性を解析し、電解質粒界での酸化物イオンの流

束を粒子の曲率と関係づけた。粒界の電導度は粒径の二次関数で近

似され、実験結果とよく一致した。 

5. 新規なナノ粒子プロセスの創製を目的に、金属塩水溶液の交流場で

の電気分解により、40-250nm のガドリニウム固溶セリア粒子を合成

することに成功した。 

6. 簡便なプロセスにより、環境影響の強い還元剤などを用いること無

く、混合界面活性剤の利用により金ナノ粒子を創製する合成手法を

検討し、多様な形態の金ナノ粒子を生成させると共に、その機構を

解明した。 

7. 化学的に合成した Au ナノ粒子の表面に有機分子を修飾することで、

ナノ Au の活性を制御することに成功し、50℃と室温に近い温度にお

いて自己組織化的に配列した２Ｄ及び３Ｄ構造を形成すること、ま

たより大きなミクロサイズの異方性 Au 単結晶・双晶が形成すること

を初めて見出した。 

8. 次世代エレクトロニクスデバイスの鍵となる金属ナノ粒子ペースト

の中で も有望な Ag ペーストは、現状では 150℃程度の焼結処理が

必要であり、基材に不良が起こる可能性が高いため、低温焼結技術

が望まれている。そこで常温で溶剤の蒸発と共に焼結が進行する凝

集ナノ粒子銀ペーストを開発した。常温乾燥後 TEM 観察した結果、

Ag ナノ粒子の常温焼結過程が確認できた。 

9. 開発した Ag ナノ粒子についてインク化したβケトカルボン酸系銀

塩を用いて、各種の印刷法で紙基板上の配線形成を検討した結果、

105℃焼成で 3×10-5 Ωcm の電気抵抗率を示し、インクジェット印

刷で良好な印刷性を確認した。 

10. 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
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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。なお、これらは顕著な成果として H21

年 1月 28日付日経産業新聞および同2月 6日付日刊工業新聞で紹介

された。 

11. 低温・短時間合成が可能であるマイクロ波及び超音波エネルギーを

用いた材料プロセスについて、これらの特徴を利用し、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 系ナノ材料の作製と評価等を行った。 

12. セラミック多孔体の製造技術開発について共同研究を進め、SPS を

利用して、簡単で短時間に多孔質セラミックスを作ることができた

と共に、焼結助剤として、イットリア、チタニア、窒化アルミニウ

ムを用いて、窒化ケイ素を焼結し、機械的強度を検証した。焼結助

剤の増加によって粒径が大きくなり、相対密度と曲げ強度は高くな

った。 

 

日本側参加者数  

23 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

韓国側参加者数 

14 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 11 年度 研究終了年度 平成20年度

研究課題名 

（和文）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 

（英文）Mechanical Properties and Functionality Improvement of Ceramics 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）石崎幸三・長岡技術科学大学・教授 

（英文）Kozo Ishizaki・Nagaoka University of Technology・Professor 

相手国側代表

者 

氏名・所属・職 

Soo Wohn Lee・Sun Moon University・Professor 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相

手国予算による）

についても、カッ

コ書きで記入のこ

と。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 韓国 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） 

日本 
実施計画  4／16 4／16 

実績 0／0 0／0 

韓国 
実施計画 7／48  7／48 

実績 5／62 5／62 

合計 
実施計画 7／48 4／16 11／64 

実績 5／62 0／0 5／62 

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 

 

 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・ 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・システム等への適用を目的とした

共同研究を継続して行った。これにより機能 適化された新材料の開発、

新規な成形プロセスの開発、機械加工システムの提案とその実証などに

ついて、以下の成果を得た。 

 

1. 次世代型の耐環境・環境浄化コーティングの創製のためにコーティ

ング材料創製プロセスの 適化を引き続き進め、膜のナノ／ミクロ

構造の 適化、耐酸化・耐腐食特性など、耐環境性能評価に関する

共同研究を行い、材料機能改善の為の指針構築を行った。 

2. 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、力学的機能とナノコーティング構造

との関連について解明を行い、熱遮蔽特性がナノ構造化に伴う内部

応力場に起因して向上する可能性を見出した。  
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3. ガラス質結合剤による多孔質セラミックスの製造技術は、主となる

セラミックスを選ばず結合剤の種類も豊富であるため、各種多孔質

セラミックスに必要な特性調整や気孔の制御が容易であり、製造コ

ストにも優れる。本研究ではこの結合材を用いた多孔質セラミック

ス製造技術を活かし、高次元の多機能バーサタイル多孔質セラミッ

クスの開発を行った。その結果、焼結条件によりヤング率とダンピ

ング係数が制御できることが明らかとなった。 

4. 多機能多孔質セラミックスとして、高ヤング率かつ低熱膨張材料を

開発した。さらに、多孔質セラミックスを加工工具へ応用し、加工

特性を評価し、実用化のための指針を得た。 

5. 優れた高温特性・力学特性を示す炭素系材料の熱特性精密解析を実

現するため、従来の質量変化測定に加え、赤外線式ガス濃度測定装

置を用いた CO および CO2ガス量の測定、酸化前後のガス中における

酸素量の測定により得られるデータから耐酸化性を評価する方法

を確立することを目的とした研究を行い、その基礎的な指針を得

た。 

 

日本側参加者数  

21 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

韓国側参加者数 

36 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 11 年度 研究終了年度 平成20年度

研究課題名 

（和文）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 

（英文） Computer Simulation Assisted Structure and Mechanism Analysis of 

Environmentally-harmonized Nanomaterials and Its Processing 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）関野 徹・東北大学・準教授 

（英文）Tohru Sekino・IMRAM, Tohoku Univ. ・Associate Professor 

相手国側代表

者 

氏名・所属・職 

Young Tag Keum・Hanyang University・Professor 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相

手国予算による）

についても、カッ

コ書きで記入のこ

と。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 韓国 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） 

日本 
実施計画  8／32 8／32 

実績 2／21 2／21 

韓国 
実施計画 12／48  12／48 

実績 2／43 2／43 

合計 
実施計画 12／48 8／32 20／80 

実績 2／43 2／21 4／64 

② 国内での交流       2 人／4人日 

２０年度の研究交

流活動及び成果 

 

 他の研究テーマと連携を密に取り、多様なナノ材料等に関しての構造

解析、機能解明のためのシミュレーションとそれに基づく材料創成・評

価などに関しての共同研究を引き続き行った。更に、環境関連材料およ

び技術に関する社会的課題解決や学術的ニーズの急速な高まりを踏ま

え、高性能光触媒や新規な環境浄化システムなどの環境調和材料に関す

る実験的・理論的共同研究を集中的に継続して行い、以下の成果を得た。

 

1. 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。 

2. 新しい環境調和型酸化チタン光触媒の開発について継続して研究

を行い、酸化チタン光触媒の反応機構を精査した。特に、従来の酸
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化チタン光触媒の効率を上回る高効率化の達成、可視光応答型酸化

チタン光触媒の開発、酸化チタン光触媒による効率的酸化反応プロ

セスの開発、環境調和型化学反応プロセスの開発を指向した光化学

プロセスの開発について、それらの鍵となる因子について精査し、

基礎的な指針を得た。 

3. 酸化チタン光触媒反応よる種々の有機物分解機構の解明から新し

い酸化チタン光触媒の開発を目的とし、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った。酸化

チタン光触媒表面への紫外もしくは可視光照射により、生成した一

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、これらの酸素活性種が空気中へ数 mm の距離を拡散す

ることを見出した。 

4. 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環境にやさしい

機能性材料の設計指針を明らかにした。合成条件の 適化ととも

に、これらの光触媒による空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。 

5. エネルギー変換および環境浄化を目的としたエコマテリアルの創

成と新規機能発現を目的とし、ナノ触媒・光触媒、およびメソ多孔

性シリカやゼオライトなどの規則性細孔空間を利用する光機能材

料の開発研究を行った。“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

を示す事がわかった。 

6. 薄膜状のシングルサイト光触媒を作製し、その活性を精査したとこ

ろ、この材料が高い表面濡れ性を示すことを見いだした。 

7. 低次元ナノ構造を持つ酸化物半導体である酸化チタンナノチュー

ブ（TNT）の高次環境浄化機能（吸着機能+光触媒機能）を更に湖上

させるため、多様な元素による格子制御手法を展開し、その吸着な

らびに光触媒特性を解明した。その結果、本材料は Langmuir 型吸

着特性を持ち、これは特異なナノチューブ構造に起因することを明

らかにした。 

8. TNT に光機能を付与するために稀土類イオンを添加するプロセスを

開発し、間接遷移型半導体である酸化チタンを母体としながらも明

瞭な蛍光発光を示す材料の創製に成功した。 

9. 複合酸化物のスピノーダル型相分離機構を自己組織化的に形成さ

せることで多様なナノ周期構造を持つ複合体の構造とプロセス因
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子の関連について明確にした。 

10. 自己組織化相分離型複合酸化物の電気的特性を制御することに成

功し、本材料の各相にそれぞれ異なる半導体的特性を付与できる可

能性を見出し、次世代型のナノ自己組織化半導体創製のための指針

を示した。 

11. 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ひきつづき行い、陽イオン欠陥の形成に伴う

格子歪みが発光特性に影響を与えることを解明した。 

12. 高い自己会合性を持つドナー性多分岐型オリゴチオフェンを開発

し、そのアクセプター部位による光機能化を行い、ペリレンビス（ジ

カルボキシイミド）ユニットの導入を行った。スピンコート薄膜を

ITO とアルミニウム電極でサンドイッチした有機単層素子を作製し

て可視光に対する光電変換機能を評価したところ，外部量子収率

は，分岐を持たない直鎖の比較化合物に比べて一桁以上向上して，

多分岐型に由来する薄膜での会合が大きく寄与していることが示

唆された。 

13. 上記の系に関する過渡吸収−マイクロウエーブ伝導度測定では，光

誘起によるラジカルアニオンおよびラジカルカチオン種の生成が

確認され，高いキャリア移動度が観測された。 

14. 昨年度に引き続き、フルオロアルキル縮環型電気陰性共役オリゴマ

ーを創製して高い電子移動特性を明らかにすると共に、溶液プロセ

スによる素子化が可能な n-型 FET 材料に展開した。 

 

日本側参加者数  

35 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

韓国側参加者数 

14 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）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） 

（英文）The 4th International Workshop for R&D Clustering among 

China, Japan, Korea in Eco-Materials Processing（The 19th JSPS-KOSEF 

Core University Program (CUP) Seminar between Japan and Korea） 

開催時期 平成２０年７月１３日 ～ 平成２０年７月１５日（３日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本・神奈川県箱根 
（英文） Hakone Kanagawa Pref.・Japan 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）松下純一・東海大学・教授 
（英文）Junichi Matsushita・Tokai University・Japan 

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    8/24  （0/0）人/人日 17/59 

（0/0） 

 人/人日

韓国側参加者       9/35   （0/0）人/人日 

中国側参加者        0/0   （0/0）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             0 人 

10 人

韓国側参加者             2 人 

中国側参加者             8 人 

①と②の合計人数        27 人 
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セミナー開催の目的 

 本拠点大学交流事業の一環として開始された本会議では、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ついて研

究を行っているアジアを始めとする研究者が会し、これらの研究者

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す

る。ここでは 新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、多様な問題解決のために材料研究において実

施できる次項の討論やその国際連携の枠組み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へ寄与で

きるものと考え、本事業参加の日韓両国のみならず、アジアで重要

な位置づけを得つつある中国の研究者を含めた多くの研究者に本

事業での取り組みを直接説明できるメリットがあると共に、今後の

同国や国際共同研究の展開や方向性を決定するために重要かつ必

須であると考える。 

セミナーの成果 

 本セミナー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、 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した。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た。加えて、本交流事業終了後も引き続き連

携をとり、継続的にこうした課題について議論する場を設けること

が合意され、将来的な交流展開への基礎を構築できた。以下に主な

成果を示す。 
１）環境調和・環境保全材料に関する共同研究の妥当性と先進性に

関して広く示すことができた。 
２）アジア地区における本事業の位置づけを明確にでき、その意義

と成果を公知することができた。 
３）日韓のみならず中国を含めた東アジア主要３カ国における深い

相互理解と研究理解ができたと共に、本交流事業参加研究者による

同分野研究のリーダーシップを取ることが出来た。 
４）材料科学・工学の見地から環境保全やエネルギー問題といった

多様な課題解決へ寄与するための方向付けができた。 
５）本交流事業に繋がる次世代型研究ネットワーク構築やプロジェ

クトへと発展させることが出来るとの確信が得られた。 
６）以上の効果と相乗的にプロジェクトにおける環境材料研究の方

向性や今後の重点的共同研究課題等を浮き立たせ、明確にすること

が可能となった。 
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セミナーの運営組織 

運営委員長 

Junichi Matsushita（Tokai University, Japan） 

運営委員 

Koichi Niihara（Nagaoka University of Technology, Japan） 

Junichi Hojo（Kyushu University, Japan） 

Masakazu Anpo（Osaka Prefecture University, Japan） 

Tohru Sekino（Tohoku University, Japan） 

Kwang Bo Shim（Hanyang University, Korea） 

Soo Wohn. Lee（Sun Moon University, Korea） 

Sang Yeup Park（KangNung National University, Korea） 

Bo Young Hur（GyengSang National University, Korea） 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 日本人旅費   金額 458,480 円 
   韓国人滞在費  金額 481,080 円 

韓国側 内容 韓国人旅費（飛行機運賃のみ） 金額 540,000 円 
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整理番号 S－２ 

セミナー名 

（和文）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） 
（英文）International Symposium on Core University Program 
between Japan and Korea -New Processing and 
Nanostructure/Property Relationship for Multi-functional 
Materials-(The 21th JSPS-KOSEF Core University Program 
(CUP) Seminar between Japan and Korea) 

開催時期 平成２０年１２月１４日 ～ 平成２０年１２月１６日（３日間）

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）兵庫県立 淡路夢舞台国際会議場 
（英文）Awaji Yumebutai International Conference Center 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）真嶋哲朗・大阪大学産業科学研究所・教授 
（英文）Tetsuro Majima・Osaka University・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    36/105  （0/0）人/人日 53/165 

（ / ）

 人/人日

韓国側参加者       17/60   （0/0）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             2 人 

2 人

韓国側参加者             0 人 

(   ) 国(地域)側参加者              人 

①と②の合計人数        55 人 
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セミナー開催の目的 

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

公表を中心として、高次機能を発現するナノ材料やナノデバイスを

中心とした 近の研究成果およびこれらのメカニズム解明、多機能

セラミックス材料、高次機能材料および環境低負荷型材料やこれら

技術に関する 新動向についての発表討論を行うことを目的とす

ると共に、本交流の総括を図る。これら成果は国内の他の研究者や

企業等の研究者・技術者および学生らへも広く公知することで、本

事業の成果の社会還元を図ることができる。 

セミナーの成果 

 本年度は本交流事業の 終年度にあたることから、表記の拠点大

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）を開催した。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 新動向についての発表

討論を 16 件の口頭発表および 37 件のポスター発表として行い、

本交流の総括の一つとした。 
 更に両拠点校による事業終了後の新たな連携についての基本方

針について発表が行われ、これまでの交流成果を活かした活動へと

発展することが示された 
１）本交流事業で１０年間取り組んできた活動に関する総括ならび

にその意義付をすることができた。 
２）これまでの成果に加え、 新の材料科学・工学研究動向とその

方向性についてメンバーのみならず、若手研究者や学生などへ公知

することができた。 
３）本拠点大学交流による研究成果の妥当性と、この成果を今後の

学術界・工学界へ還元するための方針について討論を行うことが出

来た。 
４）本事業の研究成果を社会に還元すると共に、新たな共同研究テ

ーマのセットアップや産学連携へ向けた方向付けができた。 
５）これらと相乗的にプロジェクト全体の方向性や今後の有点滴共

同研究課題等を浮き立たせ、明確にすると共に、参加研究者間で共

通認識を持つことができた。 
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セミナーの運営組織 

組織委員 
委員長 山口明人（大阪大学産業科学研究所 所長） 
委員  新原晧一（長岡技術科学大学） 
    真嶋哲朗（大阪大学産業科学研究所） 
    小林 光（大阪大学産業科学研究所） 
    北條純一（九州大学） 
    石崎幸三（長岡技術科学大学） 
    Kwang-Bo Shim（Hanyang University） 
    Soo-Wohn Lee（Sunmoon University） 
実行委員 
委員長 真嶋哲朗（大阪大学産業科学研究所） 
委員  関野 徹（東北大学） 
    新原晧一（大阪大学産業科学研究所） 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 日本人旅費   金額 1,690,040 円 
   韓国人滞在費  金額 806,430 円 
   会場借料・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ印刷・ﾚｾﾌﾟｼｮﾝ  金額 1,064,013 円 

韓国側 内容 韓国人旅費（飛行機運賃のみ） 金額 1,400,000 円 
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整理番号 S－３ 

セミナー名 

（和文）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）

（英文）The 10th International Symposium on Eco-Materials 

Processing and Design (ISEPD2009) (The 20th JSPS-KOSEF Core 

University Program (CUP) Seminar between Japan and Korea) 
開催時期 平成２１年 １月１２日 ～ 平成２１年 １月１５日（４日間）

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）中国 西安市 Grand New Wold Hotel 
（英文）Grand New Wold Hotel, Xi’an, China 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）新原晧一・長岡技術科学大学・特任教授 

（英 文） Koichi Niihara ・ Designated Professor ・ Nagaoka 
University of Technology 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

Soo W. Lee・Sun Moon University, Korea・Professor（Korea） 

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    17/86  （0/0）人/人日 17/86 

（0/0） 

 人/人日

韓国側参加者        0/0   （0/0）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             4 人 

 141 人

韓国側参加者            35 人 

中国側参加者            78 人 

その他アジア・欧米地域

参加者 

          24 人 

①と②の合計人数       158 人 
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セミナー開催の目的 

本国際会議はこの拠点大学交流のセミナーとして開始され、今回が

第 10 回目となる。この会議に共催して開催される本拠点大学交流

セミナーでは両国の拠点大学交流研究メンバーを中心として発表

講演ならびに討論を行い、これまでに得られた研究の成果をお互い

が発表・討論し、成果の妥当性とエコマテリアル･エコプロセスに

関する今後の方向について討論・確認を行う。特に、ナノ材料とこ

れに関連したエコマテリアルは両国のみならずアジア地域などを

中心に高い注目を集めて期待されている研究課題であることから、

現状の成果報告だけでなく、今後の研究展開についても討論を行

う。特に今回は第 3 国の中国での開催となるが、これは中国が本交

流事業でも重要な学術交流国としての位置づけを持つと共に、現在

材料研究でも日韓を追随する重要な国であるためである。すなわ

ち、本セミナーでは今日発展が著しい反面、多様な問題が現れつつ

ある中国にアジア諸国のセラミックス研究者が介して開催される

国際シンポジウムとの共催で行われることでアジアにおける研究

の現状や 新の成果に関する情報交換や意見交換を行うと共に、こ

れまで日韓拠点大学交流により得られた多くの研究成果と知見を

広く紹介して次世代へ向けた新たな研究ネットワークの強化を図

るものであり、今後のアジアを中心とした研究開発の発展と日韓両

国の取りうる立場を明確にする上でも開催は必須であり、その意義

も大きい。 

セミナーの成果 

 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)）」の第 10 回シンポジウムに共催してセミナ

ーを開催した。ここでは、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、この場をもって本事業で

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、これら成果・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・

確認が行なわれ、ナノ材料とこれに関連したエコマテリアルは両国

のみならずアジア地域などを中心に高い注目を集めて期待されて

いる研究課題であることから、本交流事業に参加した研究者を中心

として今後もさらに研究を行う必要があることが合意され、本交流

事業が行ってきた取り組みが先駆的かつ有効なものであったこと
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が認識された。 
１）本拠点大学交流による研究成果、特に環境調和型材料に関する

長年の取り組みと成果並びにその妥当性に関して、また、今後の方

向性に関して多岐に亙る討論を行うことが出来た。 
２）アジア地区における本事業の位置づけとこれら事項を明確にア

ピール出来ると共に、その意義と成果を公知することができた。 
３）プロジェクト全体の方向性や事業終了後の共同研究課題等を浮

き立たせ、明確にすると共に、参加研究者間で共通認識を持つこと

ができた。 
４）本会議に投稿された論文を査読審査後に論文集として発行する

ことで、成果・知見の国際社会への還元を図ることができた。 
５）多くの若手研究者による優秀な研究を奨励して国際的に通用す

る研究者育成を図り、更なる研究意欲の増進と意識の活性化に寄与

できた。 
 

セミナーの運営組織 

実行委員 
Koichi Niihara（Nagaoka University of Technology, Japan） 
Kozo Ishizaki（Nagaoka University of Technology, Japan） 
Kwang Bo Shim（Hanyang University, Korea） 
Soo Wohn Lee（Sun Moon University, Korea） 
 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 日本人旅費 金額 3,368,185 円 

韓国側 内容 韓国人旅費 金額 1,800,000 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  3/10  3/10 

実績 1/3  1/3 

韓国 
実施計画 4/14   4/14 

実績 0/0  0/0 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 4/14 3/10  7/24 

実績 0/0 1/3  1/3 

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 6,449,540  

外国旅費 6,006,595  

謝金 0  

備品・消耗品購入費 4,899,523  

その他経費 1,064.013  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

300,329  

計 18,720,000  

委託手数料 1,872,000  

合  計 20,592,000  

 
 
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 127,480 19/93 

第２四半期 2,206,530 12/46 

第３四半期 1,654,360 31/142 

第４四半期 14,731,630 26/193 

計 18,720,000 88/474 

 


