
 

拠点大学交流事業  

平成２１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）：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 & Applications of Functional & Ecological Soft Materials             

（交流分野：Science for Organic & Polymeric 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（ 10 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・伊賀 健一 
 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：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：（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・Sung Chul Kim 

     協力大学：（英文） Sungkyunkwan University  
Hannam University 
Hanyang University 
Pohang University of Science & Technology 
Gwangju Institute of Science & Technology 
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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形成加

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．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
若年研究者の育成：若年研究者の育成に関しては、大学院博士後期の学生を相手国の参加

大学の研究室に派遣し、３カ月程度滞在することで、相手国の生活様式、大学のシステム、

研究レベル、民族性、文化等を実地に学び、さらに現地の研究室のメンバーと知己になる

ことで、その後の研究活動に大いにプラスとなることを画策してきたが、すでに本交流事

業が９年経過し、この結果が徐々に見えつつあると思われる事実が、２０年度に実施した

日本学術振興会拠点大学交流事業日韓高分子若手研究者シンポジウム 2008 において、本交

流活動の初期に大学院博士後期の学生として参加し、今では大学の職員となっている研究

者が、当時の訪問した研究室の学生が同じように大学の職員となって数年ぶりに再開し、

今後の共同研究について議論したと言うことで証明されたと言え、また、一方、助教クラ

スの研究者については、毎年約１２名が相手国の大学、おおむね３か所を１週間の期間で

短期に訪問し、ポスター形式で研究紹介を行うことで共同研究の種を見つけることを行っ

てきたが、例えば、日本の高エネルギー研究所やスプリング８ではマシンタイムを確保す

るのに困難な、放射光施設において、Pohang University of Science & Technology にある

放射光施設を利用するべく共同研究を開始するなど、活発な交流活動を行っており、以上

の活動は目標を十分に達成しているといえる。 

拠点構築：前述の若年研究者交流には、各国数校の大学が参加しており、さらに相手国で

近の研究成果を紹介するシンポジウムを、各国数校の大学が参加して開催してきている

が、このシンポジウムはすでに２５回を数えるまでになった。 
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共同研究：以下、各分野における共同研究の達成状況を説明する。 

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 

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、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。 

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。 

3) アダマンタン骨格を有する高分子の合成 

 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い、熱安

定性の高いポリ(1,3-アダマンタン)類を得た。 

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 

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、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。 

 
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、バイオデバイスへの応用を計っ

た。また、ブロック共重合体を用いるナノパターニングを検討した。②の分野の液晶の基

礎物性としては、フッ素系の高分子膜上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。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
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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。さらに、燃料電池用のプロトン導電膜の研究を行っている。 

 
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た。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 Pusan National University 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。 

○表面・界面・ミクロ構造と配向 

ポリオレフィンポリマー同士の界面において、その界面厚みや接着強度が共重合体のラ

ンダムネスに大きく依存し、これらの制御が材料物性に大きく依存することを見出した。

また、ブレンドの結晶構造の検討を行い、ポリエステルを含むブレンドの場合、エステル

交換反応などがこれらの結晶化に大きく影響をおよぼすことを明らかにするとともに、相

分離構造が結晶構造にどのような影響を与えるかについて検討を行った。実用に供すると

きにはどの段階まで熱処理を行うべきかの知見を得ることができた。結晶性ブロックを含

むブロック共重合体のミクロ構造を詳細に検討することによりミクロ相分離により形成

される構造が結晶化によって大きく影響を受けることを見出した。 

このようにブレンド材料については、共同研究により多くの知見を得るに至った。 

○薄膜の解析と応用 

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。

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、高分子薄膜の構造に関する研究では、熱膨張挙動、自由体積の挙動や表面特性な

どの測定から、バルク状高分子と比べて異なる挙動を示す理由が分子鎖の絡み合いによる

ものであることをつきとめた。以上のように、現在までに韓国側との信頼関係の構築及び

相互理解が多いに進み、共同研究が着実に進んでいる。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ている。 
 
４．ソフトマテリアルの成形加工 

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検討を進め、以下の諸項目について成果をあ

げることを通じて目標を十分に達成してきた。すなわち，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、PTT や PEN、液晶ポリエステルのブレンド、さ
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らには等方性，異方性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した。平成 20

年度には、これらの成果を複数の報文としてまとめ、１報が掲載済みとなり、１報が受理

された。さらに、エステル交換を含む種々のブレンド条件と繊維の力学的性質の関係につ

いても明らかにしてきた。 

 一方、近年ディスプレー用途への展開が注目されているフィルム材料については、伸長

過程での応力変化、複屈折形成のオンライン計測を通じた構造形成機構の解明を、特に緩

和挙動に注目して解析してきた。さらに、エレクトロスピニングによるウェブ形成技術の

開発についても共同研究を実施し、高性能フィルターの創製に成功した。 

 
５．エコ－およびバイオ－ソフトマテリアルシステム 

日・韓両国は、工業立国を急速に進めてきたという共通点を持つが、ともに深刻な環境

問題を抱え、さらにまた天然エネルギー資源に恵まれず、国外の石油資源に依存せざるを

得ないという問題も抱えているという共通認識の下に、環境破壊の防止と有限化石油資源

の節約に寄与できる可能性を持つ環境共生型、持続型材料としてのバイオベースポリマー

の開発と応用について今まで学術交流と共同研究を行ってきた。バイオベースポリマーの

高性能化、高機能化を目指して行なってきた新規生分解性高分子アイオノマー材料、シク

ロデキストリン包接複合体等に関する日韓共同開発・研究の成果は既に数報の共著論文と

して国際学術雑誌に発表した。またバイオベース生分解性高分子ナノ材料の構造、物性の

研究、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、ポリ（アミノ酸）の機能化に関する共同研究等を実施し、多数の共著論文を国際

学術雑誌に発表してきており、大きな成果があがっている。したがって研究交流活動によ

る目標は着実に達成されつつある。 

 
７．平成２１年度研究交流目標     
 2009 年度（平成 21 年度）は、本交流事業の 終年度であるため、研究成果・交流の総括

及び今後の学術交流の発展のための活動を行っていく。 

今年度は研究者交流を行わず、その分、開催を予定している国際シンポジウム

「JSPS-KOSEF 拠点大学交流事業先進的高分子材料と技術 2010」（2010 年 1 月韓国済州島）

を 10 年に渡る本交流の締めくくりとするのにふさわしい充実したシンポジウムとしたい。

本シンポジウムでは、日韓のみならず世界の研究者への認知を図るべく、基調講演に米国、

ドイツから著名な研究者３名（高分子構造で有名な米国 Stony Brook 研究所の Benjamin Chu

博士、生体高分子で有名な米国 Utah 大学の Sung Wan Kim 教授、高分子合成で有名なドイ

ツ Max Planck 研究所の Klaus Mullen 博士）を招待し、世界の研究活動について知見を深

め、研究の総括及び今後の展開に資する機会としたい。参加対象としては、若手人材育成

の観点から、日韓の学生の参加も積極的に行い、日韓を中心とした世界からの参加者計 300

名以上を予定している。このシンポジウムにおいては、この 10 年間のソフトマテリアルの

進歩を議論し、今後の課題を明らかにしたい。学生にとってはソフトマテリアル研究の変

遷を知った上で今後の研究活動の展開に生かすことができるという格好の場となる。また、

このシンポジウムは、日韓の研究者が一堂に会する貴重な機会であるため、本拠点大学交
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流事業の総括に加え、研究の担い手である、助教や博士課程の学生等の若手研究者が現在

の課題と今後の展開について十分に討議を行うといった、将来の国際共同研究の礎となる

交流が行われることも目標としている。 
これまで本事業により日韓で展開してきた共同研究については、緊密な討議を行った上

実験解析結果をまとめ、学会発表、論文発表などに結び付ける。この活動を通じて今まで

に行った研究の総括を行い、将来に向けて今後の研究の活性化および新たな研究交流の発

展に結びつける。 
 本拠点大学交流事業を通じて現在までに韓国側との信頼関係の構築及び相互理解が大い

に進み、着実に、KAIST 及び本学を拠点とした研究交流活動を行うことができた。当事業の

終年度に当たり、これまでの日韓学術交流の実績を踏まえ、築き上げてきた研究成果・

交流活動を発展させるべく、今後の日韓の継続的な交流体制の構築に重点をおいて討議を

進める。 
 
８．平成２１年度研究交流計画概要 
８－１ 共同研究 
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図る予定である。 

1)連鎖的重縮合法によるブロック共重合体の合成 

2009 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新規合成方法の

開発を行う予定である。 

2) ジメタクリレート類の精密重合による立体規則性制御 
Noria の骨格であるレゾルシノールと、その異性体のカテコールを鋳型として、ジビニル

モノマーを合成し、そのラジカル重合により、立体規則性制御をおこなう。さらにメタク

リレート 2 分子を同一のシクロデキストリン内に包接させることで、2 分子を精密に空間配

置した非共有型ジメタクリレートモノマーを合成し、このラジカル重合より、2 分子の空間

配置の重合性への影響を解明する。得られた知識より、精密、かつ簡便な立体規則性制御

方法の確立が期待できる。 

3) アダマンタン骨格を有する高分子の合成 
 熱的、化学的に安定なアダマンタン骨格を主鎖または鎖末端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 1,3-デヒドロアダマンタン類のリビング重合系

の開発を行い、一次構造の明確なポリ(1,3-アダマンタン)を合成することを目的とする。ま

た、末端型については、様々なポリマーの両鎖末端にアダマンタン環を導入することを検

討し、その物性評価（熱分析、表面分析）を行う。  
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 

現在まで開発されている繰り返し法による Asymmetric Star-Branched Polymer の合成で

は、繰り返しの反応点に 1,1-ジフェニルエチレンや 1,3-ブタジエン残基を用いている。そ

のため、スチレンや 1,3-ジエンモノマーから生成する高反応性のリビングアニオンポリマ

ーは全段階で用いることが出来るが、それらの反応点と反応しない比較的低反応性の 2-ビ

ニルピリジン、アルキルメタクリレート、あるいはエチレンオキシドのリビングアニオン

ポリマーを用いることが出来ない。そこで 21 年度には、これらのリビングアニオンポリマ
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ー類にも適用可能な新しい繰り返し法の開発を計画している。現在まで、アルキルメタク

リレートのポリマーだけで構成されている Asymmetric Star-Branched Polymer の例は極め

て少なく、それも 2 成分系に限られていることから、本計画で開発する繰り返し法が開発

出来れば、スターポリマーの合成分野では、大きな進歩が望まれる。さらにその合成法は、

2-ビニルピリジンやエチレンオキシドのリビングポリマーにも適用が期待されることより、

スチレンや 1,3-ジエンモノマー、さらに上記のモノマーより得られるリビングアニオンポ

リマーすべてを導入出来る画期的なスターポリマーの合成法になることが期待される。も

し計画通りに合成法が完成すれば、リビングアニオン重合が可能なすべてのモノマーを用

いた Asymmetric Star-Branched Polymer の全合成が実現出来ることになる。そしてリビン

グアニオンポリマーを用いていることから、他のリビング系では決して実現出来ない精密

合成であることを付け加えておく。樹木状多分岐ポリマーについて、我々が開発した方法

ではスターポリマーの場合と異なり、ポリ（メチルメタクリレート）とその誘導体より構

成されているポリマーに精密合成は限られていた。本年度は方法論の改善と新しい展開を

計画して、ポリスチレンやポリ（1,3-ブタジエン）（ 終的には還元してポリエチレン）か

ら構成された全炭化水素の樹木状多分岐ポリマーの合成を目指す。この方法が実現出来れ

ば、現方法と組み合わせることで、世代毎に異なったポリマーセグメントを導入した全く

新しい世代の概念を取り入れた樹木状多分岐構造を有するブロック共重合体の出現となる。

分子レベルでの相分離、自己組織化による三次元の規則正しいナノ超構造や分子集合体の

創製が期待される。 

 

 

２．機能性ソフトマテリアル 

1) 電子材料 

 ハイパーブランチポリマーの研究として、シリカ粒子にポリロキサンハイパーブランチ

ポリマーをグラフトした材料を作製し、そのもので細胞培養を行う。LSI の高蜜度化はま

すます進んでいる。この高密度化のためにはナノレベルのパターニングが必要であるが、

従来のフォトレジスト技術では限界があり、ブロック共重合体の相分離を使う方法を東工

大と KAIST 双方で開発する。 

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

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、2009 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」および「薄膜の解析と応用」に関する研究において、

引き続き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
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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Pusan National University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。その他、POSTECH とは高分子の構造（薄膜、ブロ

ック共重合体）について、放射光を用いた解析手法に関する研究を進める。さらに、これ

らの実験的な解析だけでなく、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こ

とを検討する。 

終年度にあたり、今までに行った研究の総括を行い、将来に向けて今後の研究の活性

化および新たな研究交流の発展に結びつける。 

４．ソフトマテリアルの成形加工 

 日韓双方で保有する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標に掲げてさ

らに検討を進めてきたが、当交流プログラムの 終年度にあたり、日韓研究者間の緊密

な討議を通じて共同で行った研究成果の公表に努めるとともに、今後の協力体制につい

ても検討を進める。 
 特に、これまで行って来た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 との共同研究については、学会参加などの機会を利用し

て研究者間で緊密な情報交換を行い、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行った実験解析結果をまとめ、学会発表、論文発表

などに結びつける。 

さらに、当グループの日本側研究者が韓国を訪問して国際シンポジウムに参加し、研

究情報の交換を行うとともに、今後、如何に継続して日韓両国の幅広い研究者間の交流

を深めるかにつき、議論を行い、新たな研究交流の発展に努める。 

 

５．エコ－およびバイオ－ソフトマテリアルシステム 
本年度は、本拠点大学交流事業の 終年度であるので、以下に示す前年度からの研究

交流活動を引き続き推進するとともに、本事業の開始以来の成果を取りまとめ、国際会

議での発表や論文としての発表を積極的に行なう。 
近年、日本、韓国を含む先進工業国では、有限化石資源に依存したエネルギー・化学産

業形態を見直し、石油資源から再生可能生物資源、いわゆるバイオマス由来のエネルギ

ー・資源に変換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。このような動

向を背景にして、本年度も以下に示すような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関する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） イオン基、フラーレン基の導入など化学修飾によるバイオベースポリマー材料の

高性能化、高機能化 
（３） 水素結合や極性基間会合などの物理架橋の導入や、粘土、グラファイトなどの無

機物との複合化によるバイオベースポリマー材料の高性能化、高機能化 
（４） 薬物・遺伝子送達系、細胞培養・組織再生用足場材料などの高性能医用高分子材

料の開発と機能評価 
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８－２ セミナー 
  JSPS-KOSEF 拠点大学交流事業先進的高分子材料と技術 2010 を 2010 年 1 月 25 日から 1

月 27 日の予定で、韓国済州島で開催する。本セミナーでは、基調講演に高分子構造で有

名な米国 Stony Brook 研究所の Benjamin Chu 博士、生体高分子で有名な米国 Utah 大学の

Sung Wan Kim 教授、高分子合成で有名なドイツ Max Planck 研究所の Klaus Mullen 博士

を招待し、韓国からの参加者 200 名、日本からの参加者 120 名、その他の国からの参加者

20 名を予定している。 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

研究者交流は行わない。 
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９．平成２１年度研究交流計画総人数・人日数 
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）  93/370    93/370 

韓国(KOSEF) 0/0     0/0 

       

       

       

合計 0/0 93/370    93/370 

 

※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 

 0／0  （人／人日） 
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１０．平成２１年度研究交流計画状況 

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 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Sang Youl Kim 

Dept. of Chemistry, KAIST, Professor 

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

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） 

〈人／人日〉 

 1/3  1/3 

韓国(KOSEF) 

〈人／人日〉 

0   0 

 

〈人／人日〉 

    

合計 

〈人／人日〉 

0 1/3  1/3 

② 国内での交流      0 人／0人日 

２１年度の研 

究交流活動計画

及び期待される

成果 

本年度は 終年度であるため、韓国へ訪問し、研究の総括等の打ち合

わせを行う。その他、国際会議の会場で将来に向けた議論を行う予定で

ある。また、研究活動で議論すべき事項が生じた場合には、チャット等

の手段で議論を行う予定である。 

研究活動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

料の展開を図る予定である。 

1)連鎖的重縮合法によるブロック共重合体の合成 

2009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

の新規合成方法の開発を行う予定である。これにより、耐熱性ブロッ

ク共重合体の合成が可能となり、材料面での展開が期待できる。 

2) ジメタクリレート類の精密重合による立体規則性制御 
Noria の骨格であるレゾルシノールと、その異性体のカテコールを鋳

型として、ジビニルモノマーを合成し、そのラジカル重合により、立

体規則性制御をおこなう。さらにメタクリレート類 2 分子を同一のシ

クロデキストリン内に包接させることで、2 分子を精密に空間配置し

た非共有型ジメタクリレートモノマーを合成し、このラジカル重合よ

り、2 分子の空間配置の重合性への影響を解明する。得られた知識よ
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り、精密、かつ簡便な立体規則性制御方法の確立が期待できる。 

3) アダマンタン骨格を有する高分子の合成 
 熱的、化学的に安定なアダマンタン骨格を主鎖または鎖末端に導入

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 1,3-デ

ヒドロアダマンタン類のリビング重合系の開発を行い、一次構造の明

確なポリ(1,3-アダマンタン)を合成することを目的とする。また、末端

型については、様々なポリマーの両鎖末端にアダマンタン環を導入す

ることを検討し、その物性評価（熱分析、表面分析）を行う。アダマ

ンタンはダイアモンドの基本骨格であり、アダマンタン骨格の高分子

研究が人工ダイアモンド創成という成果に繋がることが期待できる。

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 

現在まで開発されている繰り返し法による Asymmetric Star-Branched 

Polymer の合成では、繰り返しの反応点に 1,1-ジフェニルエチレンや

1,3-ブタジエン残基を用いている。そのため、スチレンや 1,3-ジエン

モノマーから生成する高反応性のリビングアニオンポリマーは全段階

で用いることが出来るが、それらの反応点と反応しない比較的低反応

性の 2-ビニルピリジン、アルキルメタクリレート、あるいはエチレン

オキシドのリビングアニオンポリマーを用いることが出来ない。そこ

で 21 年度には、これらのリビングアニオンポリマー類にも適用可能な

新しい繰り返し法の開発を計画している。現在まで、アルキルメタク

リレートのポリマーだけで構成されている Asymmetric Star-Branched 

Polymer の例は極めて少なく、それも 2 成分系に限られていることか

ら、本計画で開発する繰り返し法が開発出来れば、スターポリマーの

合成分野では、大きな進歩が望まれる。さらにその合成法は、2-ビニ

ルピリジンやエチレンオキシドのリビングポリマーにも適用が期待さ

れることより、スチレンや 1,3-ジエンモノマー、さらに上記のモノマ

ーより得られるリビングアニオンポリマーすべてを導入出来る画期的

なスターポリマーの合成法になることが期待される。もし計画通りに

合成法が完成すれば、リビングアニオン重合が可能なすべてのモノマ

ーを用いた Asymmetric Star-Branched Polymer の全合成が実現出来る

ことになる。そしてリビングアニオンポリマーを用いていることから、

他のリビング系では決して実現出来ない精密合成であることを付け加

えておく。樹木状多分岐ポリマーについて、我々が開発した方法では

スターポリマーの場合と異なり、ポリ（メチルメタクリレート）とそ

の誘導体より構成されているポリマーに精密合成は限られていた。本

年度は方法論の改善と新しい展開を計画して、ポリスチレンやポリ

（1,3-ブタジエン）（ 終的には還元してポリエチレン）から構成され

た全炭化水素の樹木状多分岐ポリマーの合成を目指す。この方法が実

現出来れば、現方法と組み合わせることで、世代毎に異なったポリマ

ーセグメントを導入した全く新しい世代の概念を取り入れた樹木状多
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分岐構造を有するブロック共重合体の出現となる。分子レベルでの相

分離、自己組織化による三次元の規則正しいナノ超構造や分子集合体

の創製が期待される。 

日本側参加者数  

108 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

（韓国）国（地域）側参加者数 

28 名 （１３－２（韓国）国側「参加研究者リスト」を参照） 

（    ）国（地域）側参加者数 

 名 （１３－３（   ）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

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Hong Ku Shim 

Dept. of Chemistry, KAIST, Professor 

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

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） 

〈人／人日〉 

 1/3  1/3 

韓国(KOSEF) 

〈人／人日〉 

0   0 

 

〈人／人日〉 

    

合計 

〈人／人日〉 

0 1/3  1/3 

② 国内での交流      0 人／0人日 

２１年度の研 

究交流活動計画

及び期待される

成果 

本年度は 終年度であるため、韓国へ訪問し、研究の総括等の打ち合わ

せを行う。その他、国際会議の会場で将来に向けた議論を行う予定であ

る。また、研究活動で議論すべき事項が生じた場合には、チャット等の

手段で議論を行う予定である。研究活動は以下の通りである。 

1) 電子材料分野 

 ハイパーブランチポリマーの研究として、シリカ粒子にポリロキサ

ンハイパーブランチポリマーをグラフトした材料を作製し、そのもの

で細胞培養を行う。LSI の高密度化はますます進んでいる。この高密度

化のためにはナノレベルのパターニングが必要であるが、従来のフォ

トレジスト技術では限界があり、ブロック共重合体の相分離を使う方

法を東工大と KAIST 双方で開発する。この技術が顕在化した暁には現

在 1台 10 億円の露光システムがいらなくあり、ＬＳＩ高密度化の革命

的技術となる。 

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
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高分子固体電解質膜の高性能化が望まれている。これまで、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、2009 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。この技術が完成すれば、現在の携帯電話のバッテリー寿命が飛

躍的に伸びるとともに、燃料が尽きてもキオスク等で入手できることか

ら電池切れの心配がなくなることになる。 

日本側参加者数  

142 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

（韓国）国（地域）側参加者数 

73 名 （１３－２（韓国）国側「参加研究者リスト」を参照） 

（    ）国（地域）側参加者数 

 名 （１３－３（   ）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 & 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 Ougisawa, Tokyo Institute of Technology, Associate Professor

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Sung Chul Kim 

Dept. of Chemical & Biomolecular Engineering, KAIST, Professor 

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

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） 

〈人／人日〉 

 0  0 

韓国(KOSEF) 

〈人／人日〉 

0   0 

 

〈人／人日〉 

    

合計 

〈人／人日〉 

0 0  0 

② 国内での交流      0 人／0人日 

２１年度の研 

究交流活動計画

及び期待される

成果 

本年度は国際会議を開催するので、特に研究者交流は行わない。国際会

議の会場で将来に向けた議論を行う予定である。また、研究活動で議論

すべき事項が生じた場合には、チャット等の手段で議論を行う予定であ

る。研究活動は以下の通りである。 

「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 Pusan National University 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。また、POSTECH とは高分子の構造（薄膜、ブ

ロック共重合体）について、放射光を用いた解析手法に関する研究を

進める。さらに、これらの実験的な解析だけでなく、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ことを検討する。相乗効果が

期待され、単独ではできなかった結果が期待される。 
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終年度にあたり、今までに行った研究の総括を行い、将来に向け

て今後の研究の活性化および新たな研究交流の発展に結びつける。 

日本側参加者数  

67 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

（韓国）国（地域）側参加者数 

35 名 （１３－２（韓国）国側「参加研究者リスト」を参照） 

（    ）国（地域）側参加者数 

 名 （１３－３（   ）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

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

O Ok Park 

Dept. of Chemical & Biomolecular Engineering, KAIST, Professor 

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

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） 

〈人／人日〉 

 0  0 

韓国(KOSEF) 

〈人／人日〉 

0   0 

 

〈人／人日〉 

    

合計 

〈人／人日〉 

0 0  0 

② 国内での交流      0 人／0人日 

２１年度の研 

究交流活動計画

及び期待される

成果 

本年度は国際会議を開催するので、特に研究者交流は行わない。国際会

議の会場で将来に向けた議論を行う予定である。また、研究活動で議論

すべき事項が生じた場合には、チャット等の手段で議論を行う予定であ

る。研究活動は以下の通りである。 

平成 12 年度から 20 年度までの交流の結果、高分子材料の溶融成形加

工における分子配向、結晶化を伴う高次構造形成、ナノコンポジットの

製造条件と熱・力学物性の関係、多相系・ブレンド系高分子材料、液晶

系高分子材料など、多くの分野で、日韓の研究者が共通の興味を抱いて

いることが確認された。また、共同研究のため日韓の研究者が相互に長

期滞在し集中的に実験を行った。これら日韓交流・情報交換の実績を踏

まえ、当プログラムの 終年度に当たり，今後の日韓の継続的な交流体

制の構築に重点をおいて討議を進める。 

 特に、これまで行って来た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 との共同研究について

は、学会参加などの機会を利用して研究者間で緊密な情報交換を行い，

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

徴を活かして行った実験解析結果をまとめ、学会発表、論文発表などに

結びつける。 

さらに、韓国で開催する国際シンポジウムの機会を利用して、研究の担
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い手である、助教や博士課程の学生が十分に討議を行い、現在の問題と

今後の展開に付いて情報交換を行うとともに、今後、継続的に日韓の研

究協力体制を保持するための方策について議論を行う。 

日本側参加者数  

40 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

（韓国）国（地域）側参加者数 

21 名 （１３－２（韓国）国側「参加研究者リスト」を参照） 

（    ）国（地域）側参加者数 

 名 （１３－３（   ）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-& 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 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Tae Gwan Park 

Dept. of Biological Science, KAIST, Professor 

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

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） 

〈人／人日〉 

 0  0 

韓国(KOSEF) 

〈人／人日〉 

0   0 

 

〈人／人日〉 

    

合計 

〈人／人日〉 

0 0  0 

② 国内での交流      0 人／0人日 

２１年度の研 

究交流活動計画

及び期待される

成果 

本年度は国際会議を開催するので、特に研究者交流は行わない。国際会

議の会場で将来に向けた議論を行う予定である。また、研究活動で議論

すべき事項が生じた場合には、チャット等の手段で議論を行う予定であ

る。研究活動は以下の通りである。 

本年度は、本拠点交流事業の 終年度であるので、今までに行なって

きた環境共生型生分解性高分子材料及び医用高分子材料に関する基礎

的研究、生分解性、生体適合性を持つ機能性分岐ポリマー材料に関する

基礎的研究、さらには高性能医用高分子材料の開発と機能評価に関する

研究を日韓共同にて引き続き強力に推進し、発展させるとともに、交流

事業の 終年度としての研究成果の取りまとめを行なう。 
特に、近年重要性を増しつつある再生可能な生物資源、いわゆるバイ

オマス由来の資源を用いる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関する日韓間の学術交流と共同研

究を行う。具体的には 
（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）イオン基、フラーレン基の導入など化学修飾によるバイオベース

ポリマー材料の高性能化、高機能化 

（３）水素結合や極性基間会合などの物理架橋の導入や、無機物などと

の複合化によるバイオベースポリマー材料の高性能化、高機能化
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（４）薬物・遺伝子送達系、細胞培養・組織再生用足場材料などの高性

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実施する。 
地球環境問題とエネルギー・資源の確保は日韓に共通する 21 世紀の重

要研究課題である。日本と韓国はともに自主石油資源をほとんど持た

ず、またプラスチック廃棄物による環境破壊の問題も日韓が共通して抱

える問題である。したがって、バイオベースの生分解性プラスチックを

はじめとする環境共生型高分子材料を日韓共同で開発・研究することの

意義は大きい。具体的には、 
研究課題（1）には、東京工業大学、東京大学、慶応義塾大学、Hanyang 

University 等の間で今まで進めてきている微生物産生及び化学合成生分

解性高分子材料の研究を含み、今までの研究で使用してきた石油由来の

出発原料のバイオベース原料への切り替えを検討するとともに、新規生

分解性高分子材料の創製と、構造、物性及び生分解性の評価を行う。そ

の結果、生活用品として使用可能な材料の創成が期待できる。 
研究課題（2）には、東京工業大学、慶応義塾大学、群馬大学、Hanyang 

University 等の間で今まで進めてきている新規生分解性高分子アイオノ

マーの研究を含むほか、さらにフラーレン基、グラファイトなどを導入

した新規生分解性高分子の創製と構造、物性及び生分解性の評価を行う。

その結果、高付加価値を持つバイオポリマーの発信が期待できる。 
 研究課題（3）には、東京工業大学、KAIST、Pusan  National University

等で進めているハイパーブランチポリマー、星型ポリマー、さらには物

理架橋による高分子相互貫入網目構造材料など、また大阪大学、東京工

業大学、Pusan  National University、Inha University などで進めて

いる高性能生分解性高分子ナノ複合材料などの研究が含まれる。その結

果、新しいゲルの概念の構築が期待できる。 
 研究課題（4）では、九州大学、東京医科歯科大学、KAIST などで進め

ている遺伝子デリバリー系への応用を目指したカチオン性高分子材料、

分子包接現象を利用したドラッグデリバリー用高分子マトリクス材料、

さらには東京工業大学、筑波大学、KAIST、Sungkyunkwan University
などで進めている組織工学用スカホールド材料としての応用を目指した

生分解性高分子ヒドロゲルの開発･研究について、一層の日韓連携を進め

る。その結果、再生医療への大きな貢献が期待できる。 

今年度は韓国の済州島にて 2010 年１月に開催予定のシンポジウム

(APMT2010)に本グループから十数名の研究者を派遣して一層の学術交流

を進めるとともに次世代の交流の礎を構築する。 

日本側参加者数  

75 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

（韓国）国（地域）側参加者数 

25 名 （１３－２（韓国）国側「参加研究者リスト」を参照） 

（    ）国（地域）側参加者数 

 名 （１３－３（   ）国側「参加研究者リスト」を参照）
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１０－２ セミナー 
―実施する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） JSPS-KOSEF 拠点大学交流事業先進的高分子材料と技術

2010 
（英文） JSPS-KOSEF Core University Program Advanced 
Polymeric Materials and Technology 2010 (APMT2010) 

開催時期 平成 22 年 1 月 25 日 ～ 平成 22 年 1 月 27 日（3 日間） 
開催地（国（地域）名、

都市名、会場名） 
（和文）韓国 済州島 新羅ホテル 
（英文）Korea, Jeju, Shilla Hotel 

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

相手国開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本開催以外の場合は必

須) 

Sung Chul Kim・KAIST・Professor 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
(  韓国  ) 

   
日本 

<人／人日> 

A. 91/364 
B. 
C. 

 
韓国 

<人／人日> 

A.  
B.  
C. 71/213 

 
 

<人／人日> 

A.  
B. 
C. 

 
合計 

<人／人日> 

A. 91/364 
B. 
C. 71/213 

A.セミナー経費から負担 

B.共同研究・研究者交流から負担 

C.本事業経費から負担しない（「参加研究者リスト」に記載されていない研究者は集計しな

いでください。） 
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セミナー開催の目的 本年度は本拠点交流プログラムの 後の年度であり、台湾や中国

のアジアの研究者はもとより、米国やヨーロッパから基調講演者

を招待して、全世界の研究者に認知させた国際会議を開催してこ

の 10 年を総括することを目的とする。 

期待される成果 本国際会議は本拠点交流プログラムのコーディネーターである、

柿本雅明と Sung Chul Kim が開催責任者となるが、開催地が韓国

であることから実際の運営は韓国側が行うこととなる。招待講演

者として日本人と韓国人のみならず、アメリカ人やヨーロッパ人、

台湾人や中国人を想定している。さらに、日韓の学生の参加も積

極的に行い、この 10 年間のソフトマテリアルの進歩を議論する。

これにより、今後の 10 年間に課題が明かになるとともに、学生に

とってはソフトマテリアル研究の変遷を知る恰好の場となると期

待できる。 

セミナーの運営組織 開催責任者： Sung Chul Kim、柿本雅明 

プログラム責任者： Sang Youl Kim、Sang Ouk Kim、扇澤敏明 

事務局： Sung Lee、Jun Young Lee、鞠谷雄士 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容 外国旅費         金額 17,300,000 円

その他経費           2,000,000 円

消費税              800,000 円

                        合計 20,100,000 円

（  ）国（地域）側 内容              金額 

（  ）国（地域）側 内容              金額 
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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                  

派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

韓国 

<人／人日> 

 

<人／人日> 
計 

日本 

<人／人日> 

 0  0 

韓国 

<人／人日> 

0   0 

 

<人／人日> 

    

合計 

<人／人日> 

0 0   

②  国内での交流      0 人／ 0 人日 
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１１．平成２１年度経費使用見込み額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 0 

国内旅費、外国
旅費の合計は、
研究交流経費の
５０％以上であ
ること。 

外国旅費 17,500,000 

謝金 0  

備品・消耗品購入費 3,090,000  

その他経費 2,550,000  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

800,000  

計 23,940,000 
研究交流経費配
分額以内である
こと 

委託手数料 2,394,000 

研究交流経費の
１０％を上限と
し、必要な額で
あること。 
また、消費税額
は内額とする。 

合  計 26,334,000  

 

 

１２．四半期毎の経費使用見込み額及び交流計画 

 

 経費使用見込み額（円） 交流計画人数〈人／人日〉 

第１四半期 200,000 2/6 

第２四半期 0 0/0 

第３四半期 10,000,000 0/0 

第４四半期 13,740,000 91/364 

 合計 23,940,000 93/370 

 
 


