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１．はじめに

東海地域は、自動車産業を中心とした世界屈指のものづくり産業の集積地ですが、当地域が持続的に成

長していくためには、さらに航空機産業等の戦略産業の育成や、これら産業創出の基盤要素となる人材、
技術、集積等の「ものづくりマザー機能」の強化といった対策を講じることが重要となっています（東海産業
競争力協議会 報告書「TOKAI  VISION」から）。

特に地域企業等が持続的にイノベーションを創出するためには、大学の研究開発資源を活用した産学連
携が重要なツールとなります。

経済産業省では、これまで補正予算を措置し、東海地域の大学に対して開放型研究開発拠点の整備を支
援してきました。これら拠点は大学の優れた技術シーズを活用し、地域企業等と連携して製品、市場にイノ
ベーションを興すことを目的としています。

これらの拠点は、これまで各大学で個別に、また研究テーマプロジェクトごとにＰＲしておりましたが、この
たび東海地域としてまとまった形でまとめ、広域的に一層の利活用を促進しようという趣旨で本冊子を作成
ししております。経済産業省の支援により整備した拠点のみならず、文部科学省の支援、地域の支援、また
大学自ら整備した開放型研究開発拠点も紹介しております。
各大学とも広い地域での企業等への利活用や共同研究等に資することを期待しています。

当課としても本冊子を契機に一層の産学連携が進み、当地域から次々とイノベーションが創出される一助
になれば幸いです。

最後になりましたが、本冊子作成にあたり、ご協力いただきました大学関係者の皆様に深く感謝申し上げ
ます。

平成２７年３月
中部経済産業局 地域経済部 産業技術・人材・情報政策課

《お断り》 本冊子は、平成２７年２月の内容をもとに作成しています。

（参考）中部地域／東海地域の研究機関の広域連携ネットワーク事業の紹介

【概要】

・中部地域において、イノベーションの創出を担う機関（大学、高等専門学校、公
設試験研究機関、公的研究機関、技術支援団体 計６１機関が参加）が連携、
協働して、企業支援活動を行っております。

・具体的には「産業技術の芽」（企業との共同研究を目指した技術シーズ集）、
「中部の技術ガイド」（企業の技術課題の解決をサポートする研究者情報）をと
りまとめ、「シーズ発表会」や「無料技術相談」も行っております。

あいち産業科学技術総合センター「地域計測分析機器情報提供システム」 http://www.aichi-bunseki.jp/

【概要】

・東海地域の大学や公設試験研究機関、公的研究機関の
もつ、開放型試験測定装置等を検索できるシステムです。

中部イノベネット http://www.cstc.or.jp/cicn/

名古屋駅前イノベーションハブ http://www.ekimae-innova.jp/

【概要】

・中部地域における大学や公的研究機関技術支援団体が共同して名古屋駅前に設置した
新たな技術開発を目指す企業のための技術相談を含む総合窓口。

・技術開発相談のほか、知的財産の活用促進、研究シーズの情報提供、地域情報の 発信、
勉強会や交流会の開催などを実施しています。
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名古屋大学

グリーンモビリティ連携研究センター （略称：GREMO）

経済産業省 平成２１年度補正予算 「先端イノベーション拠点・技術の橋渡し拠点」
日本学術振興会 平成２５年度 「研究拠点形成事業(B:アジア・アフリカ学術基盤形

グリーンモビリティ連携研究センター
センター長 教授 森川高行

名古屋大学では，私たちが描くグリーンモビリティ社会の実現をめざす研究
拠点として、２０１１年７月に「グリーンモビリティ連携研究センター」を設置しま
した。グリーンモビリティ社会の実現にあたっては，既存の専門領域にとらわ
れない領域の連携と、産学官および地域・国を超えた機関の連携が不可欠と
なります。当センターではこのことを強く意識しながら，最新科学に基礎を置く
研究、基盤基礎を極める研究、および遠い先を見据えたハイリスクな研究な
どを進めています。また、これとともに、当該領域の将来を担うことができる人
材の育成にも努めています。

当センターは、今後とも、アカデミアの立場からグリーンモビリティ社会の実
現に向けて邁進してまいります。当センターの活動に、ご理解とご支援を賜り
ますようお願い申し上げます。

【特徴】
・材料（ナノスケール）から社会システム(都市スケール)にわたる幅広いモビリティ研究
・領域を超えた連携による，新たな創造性の創出
・人材育成（社会人再教育）

【概要】
当センターでは、モビリティを「ビークル・人・インフラから成るシステム」と位置づけ、ナノスケールから都市スケー

ルまでモビリティに関わるあらゆる分野を網羅した国内最大規模のモビリティ研究開発拠点として、「領域を超えた
連携による、新たな創造性の創出」によりグリーンモビリティ社会の実現を目指しています。

開放利用機器 (1,500～12,000円/h) 連携企業（平成２６年１０月現在）
・トヨタ自動車株式会社
・トヨタ紡織株式会社
・株式会社豊田中央研究所
・株式会社デンソー
・株式会社デンソーアイティーラボラトリー
・トヨタテクノミュージアム産業技術記念館
・トヨタテクニカルディベロップメント株式会社
・豊田合成株式会社
・豊田通商株式会社
・新日鐵住金株式会社
・三菱自動車工業株式会社
・マツダ株式会社
・スズキ株式会社
・ヤマハ発動機株式会社

グリーンビークル材料研究施設

電池合成システム

走査型オージェ電子分光分析装置

ドライビングシミュレーター

など他多数の装置群

・日本ミシュランタイヤ株式会社
・一般財団法人ひろぎん経済研究所
・株式会社大垣共立銀行
・株式会社博報堂
・株式会社名城ナノカーボン
・株式会社I.D.Net

三次元CNC測定装置

【センター長からのメッセージ】

成型)」
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【活用事例】

軽量化材料・構造、電池・パワーデバイス、エネルギー・環境、メカトロ・人間特性、情報通信、ＩＴＳ・社会システ
ムの各研究領域ごとに多数の技術シーズを保有しております。一部を下図に示しますが、他の技術シーズに関
しましては、下記ウェブページをご覧いただきますようお願いいたします。
http://www.gvm.nagoya-u.ac.jp/seeds/seeds.html

【地域のプロジェクト】
○ＪＳＴ－ＣＲＥＳＴ ソリューションプラズマの深化とカーボン系触媒の進化
○ＮＥＤＯ ＩＴ融合による新社会システムの開発・実証プロジェクト
○自動運転技術の行動実証実験ワーキンググループ 「アーバンドライブＷＧ」
○ＮＥＤＯ 環境考慮型モビリティ技術経営特別講座

アクセス：
名古屋市営地下鉄名城線 名古屋大学駅より徒歩１５分

連絡先：
名古屋大学グリーンモビリティ連携研究センター
〒 464-8603
所在地 名古屋市千種区不老町
TEL:  052-747-6722 ,FAX： 052-788-6169
Email: info@gvm.Nagoya-u.ac.jp
ＵＲＬ： http://www.gvm.nagoya-u.ac.jp/

産学連携コーディネータ：
私が連携のお手伝いをします。

産学連携コーディネータ：
特任教授 原口哲之理

リサイクル技術

次世代予防安全技術

プローブ情報の高度な利用技術

ナノスケールから都市スケールまで

未来ビークルの
3重ループ構造

次世代電池技術

ころころ転がる液体 超はっ水表面

触媒担持
ナノカーボン

ナノクラスター
大量合成装置

ナノクラスター触媒
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名古屋大学

ナショナルコンポジットセンター （略称：ＮＣＣ）

経済産業省 平成２２年度補正予算「先端イノベーション拠点・技術の橋渡し拠点」

【センター長からメッセージ】

名古屋大学
ナショナルコンポジットセンター
センター長 教授 石川 隆司

複合材の開発競争が世界各国で激化する中、２０１２年４月、名古屋大学では
複合材の世界的研究開発拠点を目指し、ナショナルコンポジットセンターを設立
しました。

日本の産業の未来を担う拠点が名古屋大学に設置された最大の理由は、中部
地方が自動車、航空機などの分野では世界的な産業集積拠点であるからです。
中心となる研究テーマは、自動車用の複合材開発で､熱可塑性樹脂と炭素繊

維を組み合わせた複合材に焦点をあて､高速かつ低コストで量産できる技術開
発に取り組みます。

熱可塑複合材を自動車に応用するには､短時間で大量の部品を生産できる技
術を確立が必要です｡そこで､大型プレス成形機による成形で､自動車のボディな
どの大型部材を高速で生産する技術の研究に挑みます。

また､複合材が使用された製品の耐性を試すために最新装置を導入し､耐雷、
耐火・耐炎試験評価を一体的に行っていきます。この分野では航空機・風車等の
分野も対象にしています。この3要素が揃って評価できる拠点は世界でも類がな
く、複合材評価技術の標準化にも貢献します｡

こうした設備が整うことで､これまで海外でしか実施できなかった大型部材成形
の試作･評価が国内で可能となり、産業空洞化に歯止めをかけるでしょう。そして､
熱可塑複合材を使った新しい分野に挑戦する､次世代の研究者や技術者の育成
にも力を入れていきます。

国内及び海外の研究所とも連携しながら、最終的には世界的な研究拠点へと発
展させることが目標です。

【特徴】
・ＮＣＣは、日本屈指の複合材料の研究開発拠点として、また、ハブ機能（国内外への情報発
信）を発揮するために、異業種、垂直、水平連携によるネットワーキング、コンソーシアム造り、
国内外の大学、研究機関との連携による最新技術動向の把握に努め、ものづくりの実証・評
価を通じた人材育成、中小企業への貢献を目指します。

【基本理念】
・熱可塑性ＣＦＲＰ（ＣＦＲＴＰ）を使用する自動車構造材の実証型研究開発拠点を構築すること
・航空宇宙等分野では、新しい熱可塑性CFRP製造技術の研究と耐雷試験設備の運用を中心
としたプロジェク卜実施
・特に東海・北陸の複合材先端研究拠点のハブとなる研究機関ネットワークを形成すること

【開放利用機器】
大型プレス成形システム、耐雷試験装置 最大電流200KA、炭素繊維複合材 耐火耐炎

試験装置、示差熱分析装置（ＤＳＣ）、熱重量分析装置（ＴＧＡ）、熱機械分析装置（ＴＭＡ）

35,000kN大型プレス成形システム耐雷試験装置（最大電流200kA）炭素繊維複合材 耐火耐炎試験装置
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【企業の活用事例】

■ ＮＣＣ次世代複合材研究会のご案内

・複合材料に関心を有する有志の企業、研究機関等を対象とし、会員企業及び関連研究機関等との交流や情報
提供を通じて新たな研究開発プロジェクトの創出を支援致します。

・年会費は２０万円。随時入会を受け付けております。

《参加のメリット》
①会員限定セミナーへの参加による国内外の最新技術情報の入手
②異業種交流によるビジネスチャンスの獲得
③海外ミッション参加による海外複合材関連企業・研究機関との交流・マッチング
④公的な研究開発支援制度の情報提供と活用支援
⑤会員企業同士のニーズ・シーズの相互発信
⑥産産・産学協働研究開発のコーディネート支援 等

《２０１４年度活動内容》
①ＮＣＣ次世代複合材研究会メンバー技術プレゼン会（６月，１１月実施）
②ドイツの先進複合材関連企業によるセミナー＆マッチング会（ＪＥＴＲＯの協力事業）
（９月開催）

③ＩＰＦ ＪＡＰＡＮ出展（１０月）
④東海・北陸連携キックオフイベント及びＣＦＫバレー（ドイツ企業）を招待した国際セミナー（１１月）
⑤欧州等海外技術動向調査（ＪＦＣ Ｅｕｒｏｐｅ ２０１５、ＮＣＣＵＫ訪問等）（3月）及びＪＦＣ Ｅｕｒｏｐｅでのビジネスマッチング
⑥炭素繊維複合材分野における技術シーズ集の作成
⑦先進企業の成形加工見学会

プレゼン会

技術交流会

・次世代自動車や航空機、風車などの構造部材の開発プロジェクトを行っています。

【研究開発プロジェクト】
＝NEDO 革新的新構造材料等技術開発 熱可塑性ＣＦＲＰの開発及び構造設計・加工技術の開発＝
・２２の企業や研究機関等が参加し、熱可塑性ＣＦＲＰの中間基材の開発、性能評価技術の開発、構造設計技術の開発、成形
加工技術の開発、大物高速成形技術の開発等を行う。

アクセス：
名古屋市営地下鉄 名古屋大学駅下車 徒歩7分

〒４６４－８６０３ 名古屋市千種区不老町
名古屋大学内ＶＢＬ棟４階
Tel：052-783-1255
Ｅ-mail: ywatanabe@nisri.jp 

産学連携コーディネータ：
私が連携のお手伝いをします。

（公財）名古屋産業科学研究所
中部ＴＬＯコーディネーター 渡辺 裕吉
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文部科学省 平成２４～３３年度 ナノテクノロジープラットフォーム事業

名古屋大学

名古屋大学ナノテクノロジープラットフォーム

◆分子・物質合成プラットフォーム

◆微細加工プラットフォーム

◆微細構造解析プラットフォーム

【各プラットフォーム代表者からのメッセージ】

微細構造解析プラットフォーム実施責任者：教授 山本剛久

超高圧反応科学走査透過電子頭微鏡をはじめ，最先端の電子顕微鏡がそろっています。金属、

セラミックス、有機薄膜などの結晶構造解析、元素分析、電子状態解析、微小電磁場解析等を試

料の作製から支援します。最近では、生体試料の形態学的、および分子生物学的研究への利用

も増えています。データの取得から解析まで、担当教員とコンサルティングを行いながら進めます

ので安心してご活用下さい。

微細加工プラットフォーム実施責任者：教授 岩田聡

各種材料群（半導体材料，磁性体材料，誘電体材料，セラミックス系材料，有機系材料など）に

対して「薄膜の形成」、 「マイクロ・ナノレベルの微細加工」および「材料特性の評価」が可能です。

最先端の多様な装置群の利用だけでなくノウハウの提供により、新規ナノ材料、ナノプロセス、ナ

ノデバイスの研究開発を幅広く支援します。まずはお気軽に御相談下さい。

分子・物質合成プラットフォーム実施責任者：教授 馬場嘉信

グリーンイノベーションやライフイノベーションを創出するナノバイオおよび有機・高分子系分野

での新規分子物質の合成研究の支援に取り組んでいます。化学、材料分析のほか「ナノバイオ

分子・材料評価」、「キラリティー評価」、「高分子薄膜構造評価」などの幅広い分野でノウハウも含

めて支援いたします。ぜひご利用下さい。

【特徴】

名古屋大学は、上記３種の技術領域すべてに参画している東海地方で唯一の機関です。これらの領域が協働し、一貫した

サポート体制を形成することで、課題解決に向けた最短のアプローチを提案します。また、名工大、豊田工大、分子科学研究

所などの他機関との連携も進めており、幅広い利用者を受け入れることが可能です。

【概要】

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業では、最先端の研究設備を有する全国の大学、研究機関が一

体となって設備の共用体制を構築し、我が国のナノテクノロジー研究の更なる発展に寄与することを目的としてい

ます。本事業では主に、産業界の研究・開発者を対象に、ナノテクノロジー研究において基本となる３種の技術領

域（①「微細構造解析」、②「微細加工」、③「分子・物質材料」）に関する最先端の計測、評価、加工設備を高度な

技術支援とともに提供します。

【装置・支援一覧】

＜微細構造解析プラットフォーム＞

・反応科学超高圧電子顕微鏡 ・収差補正電子顕微鏡

・ホログラフィー電子顕微鏡 ・高速加工観察分析装置（FIB-SEM)

・電子分光走査透過電子顕微鏡 ・集束イオンビーム加工機

・試料作製装置群 ・試料作製支援

・電子顕微鏡観察、解析、コンサルティング支援
反応科学
超高圧電子顕微鏡

電子分光
走査透過電子顕微鏡
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【装置・支援一覧（続き）】

＜微細加工プラットフォーム＞

・ナノスケール/マイクロスケール微細パターン形成

・ナノドット・ナノ構造等の配列/ナノ配線・ナノ電極形成

・プラズマを用いた各種材料の工ツチング及び、表面処理

・各種電子・光デバイス構造作製

・MEMS・NEMS 構造作製

・各種材料 (半導体材料、磁性材料、金属材料、有機材料など) の

薄膜作製

＜分子・物質合成プラットフォーム＞

・レザーラマン分光光度計 ・原子間力顕微鏡

・NMR 装置 (500 MHz、 700 MHz) ・液体クロマトグラフィー

・質量分析装置(ESI、MALDI-TOF) ・超解像顕微鏡

・ X 線回折装置 (粉末、単結晶、斜入射) ・蛍光顕微鏡電気泳動システム

鏡微顕光蛍射反全・置装析分素元・

・液体クロマトグラフィー ・ナノバイオ分子・物質設計支援

スパッタリング装置 X線光電子分光装置

レーザーラマン分光光度計 NMR装置

【企業の活用事例】

超高感度磁気センサとして、平面基

板タイプの超小型 MI センサ素子の

開発を進めています。

V溝を超えて形成したAu ライン &

スペースのSEM 像

＜微細構造解析＞ ＜微細加工＞

＜分子・物質合成＞

インクジェット技術とマイクロ流体デバイスによる集積化 DNA
解析技術

DNA ドロプレット形成に最適な DNA 溶液とインクジェット技

術の融合により、DNA 解析試料量を従来の数万分の１に

低減し、DNA 解析の集積化と高速化に成功しました。

毛髪のメラニン組織の

3次元構造

超高圧電子顕微鏡で

毛髪メラニン内部の

3D構造を明らかに

しました。

産学連携コーディネータ：

私が連携のお手伝いをします。

産学連携コーディネータ ： 大住 克史

連絡先 ：
名古屋大学 学術研究・産学官連携推進本部

〒464-8601

所在地 ： 名古屋市千種区不老町

TEL ： (052)747-6792

FAX ： (052)747-6796

URL ： https://www.aip.nagoya-u.ac.jp/
industry/consult/consultation/index.html

お問合せは、上記 URL にアクセスいただき

「技術相談申込フォーム」に、ご記入下さい。 アクセス：地下鉄名城線 「名古屋大学」駅下車 徒歩 5 分
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名古屋大学

プラズマナノ工学研究センター
～大気圧プラズマによる超高速・超機能化異種材料接合オープンプラットフォーム～

経済産業省 平成２５年度補正予算「地域イノベーション協創プログラム補助金（大学等に対する施設・設
備の整備支援）」

名古屋大学大学院工学研究科附属
プラズマナノ工学研究センター

センター長 教授 豊田 浩孝

多様な活性種【ラジカル、イオン、電子、光子】の集合体であるプラズマ

は、大規模集積回路、太陽電池、白色照明、燃料電池、自動車・航空機お

よび環境など、ほぼ全ての産業を根底から支える最重要の基盤技術の一

つとなっています。最近では医療、薬、農水産においても新しいプラズマの

応用が勃興し、新たなライフイノベーションを起こすことが期待されていま

す。名古屋大学には半世紀にわたるプラズマ科学研究の伝統があり、 「プ

ラズマナノ工学研究センター」は国内唯一の産業応用の大型研究センター

として、産業応用を目指したプラズマ科学の基礎及び応用に関する教育研

究拠点として世界を先導しています。独自開発の小型ラジカルモニタや多

様なプラズマ源を駆使して、国内外の企業・大学と多くの共同研究を展開

しています。特に平成２６年度より開始した地域イノベーションプラット

フォームでは、東海地域の皆様と連携したイノベーション創出に向け、活

動を展開しています。

【センター長からメッセージ】

【特徴】

（１）独自開発による先進プラズマ装置を駆使したイノベーションの創出

（２）波長可変レーザーや、独自開発の小型ラジカルモニタなどによる、プラ

ズマ中の活性種の密度、エネルギーおよび空間分布の高精度計測

（３）多様な表界面解析技術

（４）国内外の企業・大学との多数の共同研究実績

（５）世界の先端研究機関22拠点および国内機関２８拠点との連携ネット

ワーク

（６）名古屋市・プラズマ技術産業応用センター（PLACIA）、知の拠点あいち、

三重県工業研究所、名古屋市工業研究所などの公設試との密接な連

携体制

【概要】

設立：平成１８年１０月

場所：ＩＢ電子情報館・西棟４階

延床面積：７００㎡

※平成２７年４月より、新設されるナショナル

イノベーションコンプレックス（ＮＩＣ棟）に移設

予定。（延床面積：２,０００㎡）

プロセスで使える、唯一の

小型ラジカル計測装置。

１ポート型と対向ポート型が

あり、計測対象プラズマや

用途によって選択が可能です。

一般的な誘導結合型プラズマ

（ICP）方式と比較して10～100倍

のラジカル密度（N2の場合）を

生成可能な、分子線エピタキシ

装置用リモート型ラジカル源。
１ポート型

【独自開発した先進プラズマ装置および分析機器】

■小型ラジカルモニタ ■高密度ラジカル源
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・一般的な大気圧プラズマ（誘電体

バリア放電）よりも１０～１００倍のラ

ジカル密度（O2の場合）を生成しつつ

荷電粒子によるダメージを防ぐことで、

良好な異種接合の加工が可能です。

■超高密度非平衡大気圧プラズマ源 ■超高分解能電界放出型走査型電子顕微鏡

・低加速電圧（1 kV）で空間分解

能～1.1 nmの高分解能観察が可

能なセミインレンズSEMです。エ

ネルギー分散型Ｘ線分析装置（Ｅ

ＤＸ）や電子線後方散乱回折装

置（EBSD）も搭載しており、組成

や構造の解析が可能です。

【企業の活用事例】

例：銅電極と鉛フリーはんだとの接合前処理 例：大気圧プラズマの粒子計測

酸化された銅電極表面を

超高密度大気圧プラズマ

によって還元し、はんだと

の良好な接合を実現でき

ます。ラジカルモニタによる

粒子種の密度・分布計測、

高分解能SEMによる接合

界面解析により、科学的な

接合技術開発が可能です。
プラズマ源からのガス
流れの動的解析

半導体プロセスに用いられる真空プラズマの高精度な粒子解析（密度・分布計測）とその制御から、大気圧プラ

ズマを用いた接合、医療、農業などの様々な応用まで、多様な分野でプラズマプロセスによるイノベーションを創出

しています。例えば、樹脂、ＣＦＲＰ、金属、セラミックス、半導体等の異種素材の接合とその分析に活用できます。

H. Inui, et al., Appl. Phys. Express 3, 
pp. 126101-1:3 (2010).

酸素ラジカルの絶対密度の
２次元空間分布の計測例

F. Jia, et al., Plasma Source Sci. 
Technol. 23, 025004 (2014).

【先端プラズマ技術研究会（金三会）】

毎月第3週金曜日、名古屋大学大学院工学研究科附属プラズマナノ工学研究センターが、先進プラズマ科学技術

に関する産業界のニーズにお応えすべく、最新の研究成果をご紹介します。

２０１５年の講演実績

・２月２０日（金） 名古屋大学 工・電子情報システム専攻 堀勝教授（プラズマ科学） ［前センター長］

・３月２０日（金） 名古屋大学 工・機械理工学専攻 梅原徳次教授（トライボロジー） ［副センター長］

連絡先：
名古屋大学大学院工学研究科附属
プラズマナノ工学研究センター
〒４６４－８６０３
名古屋市千種区不老町
名古屋大学 ＩＢ電子情報館 西棟４Ｆ

ＵＲＬ： http://www.plasma.engg.nagoya-u.ac.jp
E-mail: contact@plasma.engg.nagoya-u.ac.jp

地域イノベーションオープンプラットフォーム
事務局
ＵＲＬ： http://www.plasma.engg.nagoya-u.ac.jp

/img/open.pdf
E-mail: open@plasma.engg.Nagoya-u.ac.jp
TEL: 052-789-3460, FAX: 052-789-3462

アクセス：
地下鉄名城線・名古屋大学駅下車・徒歩１分
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名古屋大学

多様化・個別化社会イノベーションデザイン拠点
～ 高齢者が元気になるモビリティ社会 ～ （名古屋ＣＯＩ拠点）

文部科学省 平成２５年度 革新的イノベーション創出プログラム （ＣＯＩ ＳＴＲＥＡＭ）

【拠点長からのメッセージ】

革新的イノベーション創出プログラム （ＣＯＩ ＳＴＲＥＡＭ）とは：
■１０年後の社会を見据えたビジョン主導型のチャレンジング・ハイリスクな研究開発を支援するプロジェクト

■平成２５年度は１２拠点が発足
■文部科学省と独立行政法人科学技術振興機構（ＪＳＴ）からの支援と企業からのリソース提供による運営

【研究内容】

持続可能な高齢社会では、高齢者が年齢格差・地域格差・個人差なく元気に生活できることが不可欠
と考え、当拠点では高齢者が自らの意思で移動できるモビリティの創出を中心とした社会ビジョンの
実現を目指しています。

【特徴】

バックキャスト 社会のあるべき姿から課題を見いだし、研究を推進します。

アンダーワンルーフ
ひとつ屋根の下、大学と企業が一体となって、研究に取り組むイノベー
ション拠点を構築します。

社 会 実 装
研究成果を社会で実現することで、社会課題の解決だけでなく、新たな価
値の創出も目指します。

当拠点が掲げる１０年先の社会ビジョン「高齢者が元気になるモビリティ社会」を
実現するためには、大学と企業が出口指向で協調し、地域や行政が一緒になって新しい
価値を創出し、それを社会に実装することが重要だと考えています。

新たな産学モデルの構築に向け皆様のご理解とご支援をよろしくお願い申し上げます。

名古屋ＣＯＩ拠点長 江崎研司
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【安全に、安心に、楽しく行こう】

【参加機関】

（中核機関）名古屋大学
（参画機関）政策研究大学院大学、東京大学、東京工業大学、東京農工大学、愛知県立大学、

愛知県、豊田市、産業技術総合研究所、旭硝子（株）、（株）デンソー、（株）東芝、
トヨタ自動車（株）、（株）豊田中央研究所、パナソニック（株）、富士通（株）

【研究事例】

交通事故リスクは、加齢に伴う心身
機能の低下により高まります。この
リスクを低減するため、運転支援技術
や健康状態のセンシング技術を開発
しています。

例えば、走行中の車同士をネット
ワークでつなげることで、最適な運転
をアシストしたり、運転中のストレス
を測定して事故を未然に防ぐことを
可能とする技術を開発しています。

外出手段の創出
だけでなく、その人が行きたくなる

【町に出よう】

場所への誘導サービスを作り出し、それを可能に
する技術を開発しています。

例えば、個人の心身状態や好みに合わせた誘導を
行うため、日常生活の中でさりげなく健康状態の
測定や好みの収集が行える技術を開発しています。

【施設・設備（予定）】

〔ナショナル・イノベーション・コンプレックス施設（ＮＩＣ施設）〕
本施設には、企業の研究開発拠点や地方自治体、連携機関のオフィスを設置し、大学と企業・地域を結ぶネット

ワークを構築します。
竣工予定：平成２７年 ６月 構造：ＳＲ 階数：８階建て 延床面積：１５，６２４㎡

１Ｆ 展示＆交流スペース、自動車関連の実験設備等
２～３Ｆ 産学連携フロア
４～５Ｆ 研究・実験フロア
６Ｆ COIフロア（各グループ＆ユニット）

７～８Ｆ 産学協同研究講座フロア
※名古屋ＣＯＩ拠点は１Ｆ、３Ｆ、５Ｆ、６Ｆ、７Ｆに展開予定

2

アクセス：
アクセス：
地下鉄名城線「名古屋大学」駅下車すぐ

国立大学法人 名古屋大学
名古屋COI拠点事務室

連絡先：

竣工予定：
平成２７年６月

開発した技術を社会に実装し、【元気にいこう】

交通インフラや制度・仕組みに反映するための
取り組みを行政等と連携して行っています。

例えば、開発した技術で地域の課題が本当に解決
可能かどうかを検証していくモデルコミュニティ
などの整備をしています。

〒４６４－８６０１
名古屋市千種区不老町
インキュベーション施設２階２０５号室
（平成27年4月以降にNIC施設に移転）

ＴＥＬ：０５２－７８９－６３７３
ＦＡＸ：０５２－７８８－６００４
ＵＲＬ：http://www.coi.nagoya-u.ac.jp/
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名古屋大学

文部科学省 平成２４年度 「橋渡し研究加速ネットワークプログラム」
厚生労働省 平成２４年度 「臨床研究中核病院整備事業」

持続可能なネットワーク型中部先端医療開発拠点の形成
（名古屋大学医学部附属病院 先端医療・臨床研究支援センター）

【センター長からのメッセージ】

先端医療・臨床研究支援センター
センター長 教授

名古屋大学医学部附属病院
病院長

石黒 直樹

名古屋大学医学部附属病院（名大病院）では、２００２年に設立した遺伝子・再生
医療センターと２００３年に設立した臨床研究推進センターを統合し、２０１０年先端
医療・臨床研究支援センターを立ち上げ、先端医療開発を進めています。

この間、わが国初の純国産技術による遺伝子治療や細胞・再生医療を実施する
など大きな成果を挙げてきました。また、同センターは国際標準化機構
ISO9001:2008、及びISO13485：2003の認証を取得し、品質とＧＭＰを担保したバイ

オマテリアルの調製を可能にするとともに、標準手順書（ＳＯＰ）等の文書管理のも
とで質の高い多くのプロジェクトを支援してきました。これらの活動が評価され、２０
１２年にはシーズ開発からファースト・イン・ヒューマンまでを主に担当する橋渡し研
究支援（ＴＲ：トランスレーショナルリサーチ）拠点（文部科学省）とヒトを対象にした
臨床研究から実用化までを支援する臨床研究中核病院（厚生労働省）にそれぞれ
選ばれました。これにより名大病院ではシーズ開発から保険診療まで一気通貫し
た先端医療開発体制が整いました。

さらに名大病院は自らが核となり、２０１２年、中部７大学と１国立研究センターか
らなる中部先端医療開発円環コンソーシアムを立ち上げ、他大学・他研究所との
連携を強化するとともに、次世代医療の開発とそれに関わる人材の育成に全力を
挙げています。

名大病院には名古屋大学大学院医学系研究科を含め先端医療開発に関連した
１００を超えるシーズがあり、それぞれ特許の取得ないし出願を果たしています。こ
れらを順次、効率よく臨床応用へと進めていくためには更なる組織の機能強化と
人材育成が求められます。先端医療開発はヒトの力で成し遂げられるものです。
「ヒトの育つ」組織を目指したいと思います。
今後は、このセンターを中心に名古屋大学の叡智を結集して21世紀の医療を切

り開く先端医療技術の開発と臨床応用を推進し、最高水準の医療を国民に提供す
ると共に、それを支える人材育成に努める所存であります。

【概要】
先端医療・臨床研究センターは、「診療・

教育・研究を通して社会に貢献します」と
いった名古屋大学医学部附属病院の理
念と、「次代を担う新しい医療を開拓しま
す」といった基本方針に則り、シーズ発掘
から保険診療に至るまでのプロセスを一
気通貫的に支援する組織として２０１０年
に設立しました。

現在、臨床研究を行う医師、看護師、臨
床疫学担当者、生物統計・バイオインフォ
マティクス担当者、知的財産担当者、プロ
ジェクトマネージャー等の専任化を進める
と共に、病院収益を投入してシーズ発掘、
育成、支援を行い、学内外のＲ＆Ｄ
（Research＆Development）パイプラインの
形成を進めています。

【組織図】
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2015/3/5

アクセス：
連絡先：
名古屋大学医学部附属病院
先端医療・臨床研究支援センター

【事務局】
所在地
〒４６６－８５６０
名古屋市昭和区鶴舞町６５
名古屋大学医学部附属病院内

TEL: ０５２－７４４－２９４２
FAX：０５２－７４４－１３０３
E-mail:camcr@med.nagoya-u.ac.jp
ＵＲＬ：http://www.nu-camcr.org

【活動】
①多施設共同による臨床試験の企画、調整、実施及び評価
②共同倫理審査委員会の開催
③先端医療開発に関わる人材の育成
④産学連携による企業とのマッチングと知的財産管理の支援

ＪＲ中央線「鶴舞」駅、地下鉄鶴舞線「鶴舞」駅 下車 東側

中部地域の大学等の協同事業 中部先端医療開発円環コンソーシアム

【概要】

「中部地域の大学等が協働して、社会のニーズに応えた新た
な医療技術や医療機器を迅速に開発し、いち早く患者に提供す
る。もって我が国のみならず人類の健康と平和に貢献すること」
を目的に、愛知医科大学、金沢医科大学、金沢大学、岐阜大学、
富山大学、名古屋市立大学、名古屋大学、浜松医科大学、藤田
保健衛生大学、三重大学の１０大学と、国立長寿医療研究セン
ターと名古屋医療センターの、１２施設が結集したコンソーシア
ムです。

【企業の活用事例】
以下のプロジェクトテーマを支援しています。

分類 プロジェクトテーマ

タウ凝集阻害剤の創出

アミロイドß蛋白質重合阻害剤の創出

膵癌根治切除不能症例に対する核酸医薬局注療法の有効性に関する研究

悪性脳腫瘍の抗がん剤耐性分子を標的とする核酸医薬の開発

新規迅速急性腎障害診断法の開発

干渉部位解析コンピュータシステムを用いた骨格矯正手術シミュレーション技術の開発

尿失禁に対する脂肪組織由来幹細胞が作り出す微小環境因子を活用した治療法の開発

Runx2を活性化する薬剤の骨芽細胞分化能および骨形成能に関する検討

培養骨髄細胞移植を併用した骨延長術

腫瘍切除等顎骨欠損症例に対し、予後QOL向上に向けた顎骨再生医療法の最適化研究

非培養自己ヒト皮下脂肪組織由来間葉系細胞を用いた腹圧性尿失禁治療の有効性に関する研究

抗原特異的細胞障害性Ｔリンパ球を用いた免疫細胞療法の開発

造血細胞移植後難治性ウイルス感染に対するウイルス抗原特異的細胞傷害性T細胞を用いた治療法の開発

骨髄移植後のステロイド抵抗性GVHDに対する、間葉系幹細胞による新規治療法の安全性と有効性に関する臨床研究

造血幹細胞移植後の再発白血病細胞に対する、アロ反応性NK細胞輸注療法の安全性と有効性に関する臨床研究

脂肪由来細胞を用いた再生および免疫抑制治療の開発～腎臓病および難治性自己免疫疾患への応用～

医薬品

医療機器

構造再生

機能再生
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エコトピア科学研究所 超高圧電子顕微鏡施設

名古屋大学

近年エネルギー・環境問題が、我々の研究開発の現場での重要な視点として

位置づけられ、本学当施設も、これらのニーズに応えるような社会に役立つ

電子顕微鏡施設を目指しています。ナノメートルスケールでの材料評価のた

めの有効な手法である透過型電顕微鏡には従来、①試料厚さを0.1μm以下に

する必要がある、②真空中でなければ観察出来ない、③平面像しか得られな

い、などの問題がありました。本学の電子顕微鏡研究グループはこのような

問題点を認識し、それらを少しでも軽減する試みとして反応科学超高圧走査

透過電子顕微鏡を2010年に完成させました。

応用例として、自動車エンジン排ガス浄化用触媒、リチウム電池や燃料電

池などの材料開発、細胞一個丸ごとの内部組織構造立体構築など、今後の我

が国の高付加価値経済成長の一助となる大型装置として既にいくつもの成果

を挙げつつあります。

【施設長からのメッセージ】

超高圧電子顕微鏡施設

施設長 教授 武藤俊介

【特徴】

超高圧電子顕微鏡電子顕微鏡施設は、エコトピア科学研究所、工学研究科、理学研究科の教授７名を筆頭

として准教授４名、技術職員２名からなる装置理論、生物、無機材料などの広範な専門分野の教員で構成

され、試料作製から電子顕微鏡観察、解析作業、コンサルティングなど幅広く企業の研究開発事業を支援

します。

【概要】

超高圧電子顕微鏡施設では、反応科学超高圧電子顕微鏡以外にも高性能な電子顕微鏡群と、FIB装置をは

じめとする試料作製装置群を揃えています。これらの装置群は、名古屋大学全学サポートセンター、文部

科学省ナノテクノロジープラットフォーム微細構造解析プラットフォーム事業などを通じ、産学官の研

究・開発者を対象に、ナノテクノロジー研究において最先端の電子顕微鏡技術を提供することが出来ます。

【開放利用機器】

・反応科学超高圧電子顕微鏡 ・収差補正電子顕微鏡

・ホログラフィー電子顕微鏡 ・電子分光電子顕微鏡

・高速加工観察分析装置(FIB-SEM)  ・試料作製装置群

反応科学超高圧電子顕微鏡 収差補正電子顕微鏡 高速加工観察分析装置
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【活用事例】

次世代半導体材料 シリコンカーバイト(SiC)の原子像

○はシリコン原子、●は炭素原子

（ 0.1nm は、1/10,000,000,000 メートル）

細胞分裂時に出現する染色体

（マウス由来の増殖細胞）

リチウムイオン電池正極活性物質表面の化学分析マップ

a： Li の全体マップ、b： 劣化した部分のLi 鉄鋼材の結晶方位を示した立体構築像

1μm

当施設には超高圧電子顕微鏡を初めとして多数の高性能電子顕微鏡があります。
排ガス浄化用の触媒反応の直接観察、金属材料の酸化・還元反応、燃料電池材料観察、金属・セラ

ミックス材料や生物試料の立体構築像など最先端の研究活動が可能です。

連絡先：
名古屋大学エコトピア科学研究所

超高圧電子顕微鏡施設

〒468-8603

所在地 ： 名古屋市千種区不老町

TEL ： (052)789-3631 or 3632

FAX ： (052)789-3174

URL ：http://hvem.nagoya-microscopy.jp/

E-mail：nanoplat@Nagoya-microscopy.jp

利用のご相談は「名古屋大学 微細構造解析

プラットフォーム」にご連絡下さい

アクセス：地下鉄名城線 「名古屋大学駅」下車徒歩５分
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名古屋工業大学

窒化物半導体マルチビジネス創生センター

経済産業省 平成２２年度補正予算「イノベーション拠点立地支援事業（「技術の橋渡し拠点」整備事業）」

【センター長からメッセージ】

窒化物半導体マルチビジネス創生センター
センター長 教授 江川 孝志

名古屋工業大学 窒化物半導体マルチビジネス創生センターは、「名古屋工業
大学（極微デバイス機能システム研究センター）」が世界に先駆けて研究開発を
進めてきた独自技術である「GaN/Siパワーデバイス」の技術の確立、実用化・事

業化を目指して、「技術の橋渡し」拠点となることを目的とし、平成２５年９月２０
日に発足しました。
従来のパワーデバイスでは、基板材料として主にシリコン(Si)半導体が使われ

ており、多種多様な分野で省エネルギーや性能向上に大きな役割を果たしてい
ます。しかしながら、今後、世界中の人々が快適な生活を求め、電力エネルギー
の需要が増大するものと考えられる中、Si半導体だけではそのような状況に対応

することが困難となっています。このような状況において、「持続可能な社会」を
実現するため、より一層の省エネルギー化を促進し、電力エネルギーを無駄なく
有効に利用できるパワーデバイスとして、「改良型Siパワーデバイス」、すなわち
「 GaN/Si パワーデバイス」の実用化がいま切実に求められています。
本センターにて得られた研究成果は従来のSi半導体と窒化物半導体との集積

化デバイスなどへ展開する予定であり、日本の半導体産業の再生、雇用の確
保・創出、国際競争力強化及びパワーデバイス市場への導入・普及によるCO2削

減、低炭素社会の構築、グリーンイノベーションの実現、国際標準化の促進、人
材育成、さらには新しい産学官連携モデルの実践へ貢献することを目指しており
ます。

【特徴】
・本センターは、名古屋工業大学の「シリコン基板上窒化ガリウム結晶成長技術」を
利用して窒化物半導体パワーデバイスを開発するもので、この超先端技術の実用
化は半導体の省エネ化、小型化の切り札となります。

・業界としては珍しい、８インチ×６枚、６インチ×７枚の結晶成長装置を各１台、計
２台配備しており、Si基板上窒化物半導体の量産技術の研究を国内の大学で唯一
行うことができます。
・８インチ径のプロセスが実施できるクリーンルームを有しています。

【概要】
設立：平成２５年９月
建築規模：鉄骨造 地上３階建 延床面積 ２，３５６㎡
１Ｆ 結晶成長、デバイス加工作業のフロア（クリーンルーム有）
２Ｆ 企業入居ルーム
３Ｆ 評価・分析装置

参加企業：株式会社アルバック、大陽日酸株式会社、
エピメーカー、デバイスメーカー等

【開放利用機器】
・有機金属気相成長装置、有磁場ICP高密度プラズマエッチング装置、ロードロック式
スパッタ装置、赤外線ランプ加熱装置、電子ビーム描画装置、大型X線回折装置、環
境制御型走査プローブ顕微鏡、高速PLマッピング装置、高精度表面形状測定システ
ム、ほか

8インチ径Si基板上AlGaN/GaN HEMTエピ

クリーンルーム内 設備
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【企業の活用事例】
・半導体は、家電製品、携帯電話、パソコン、自動車など全ての分野に利用されており、「産業の米」と言われています。

・実用化、製品化が期待される分野：
○エアコンなどの白物家電

（電源の省エネ化・小型化）
○パソコン

（電源のアダプターレス化）
○次世代自動車

（省エネ化・小型化・軽量化）
○モーター駆動用パワーデバイス

等の産業分野
○スマートグリッド等の新エネル
ギー分野

【技術シーズの概要】
名工大において、Si基板上にＧａＮを結晶成長させる技術を開発しました。高温で成長した中間層や歪超格子を用いることに

より、ＧａＮとSiの間の熱膨張係数差や格子定数差による不整合を緩和することが可能となりました。
パワーデバイス用ＧａＮ半導体においても、大口径化の目処がつきました。

・主にＳｉ材料が使用されていますが、
性能限界に達しており、例えば高耐
圧でも低い抵抗を示すのはＳｉよりも
ＧａＮが優れます。

・本センターで行っているＳｉ基板上Ｇ
ａＮヘテロエピタキシャル成長技術に
より、既存のＳｉ生産ラインを活用する
ことができ、設備投資を最小に抑え、
エネルギー効率の高い窒化物半導
体デバイス（ＧａＮ/Ｓｉデバイス）を生
産することが可能となります。

【地域のプロジェクト】 ＝科学技術交流財団（ＪＳＴ）「スーパークラスタープログラム」＝
・平成２５年度から創設した、（独）科学技術振興機構（ＪＳＴ）の「スーパークラスタープログラム（研究成果展開事業）」に愛知地
域（中核機関（公財）科学技術交流財団）がコアクラスターとして選定されました。研究テーマのうち、「GaN系半導体のパワー

デバイス応用に関する研究開発」を名古屋工業大学 江川教授が担当し、一般財団法人ファインセラミックスセンター（ＪＦＣＣ）
等と連携しつつ、企業と共同研究を進めています。

アクセス：
ＪＲ中央本線「鶴舞」駅下車。
名大病院口（電車の進行方向の突き当たりの出口）から東へ400ｍ
地下鉄鶴舞線鶴舞駅、地下鉄桜通線吹上駅もご利用いただけます。

産学連携コーディネータ：
私が連携のお手伝いをします。

土屋 洋一

連絡先：
国立大学法人名古屋工業大学

産学官連携センター
所在地：
〒４６６－８５５５
愛知県名古屋市昭和区御器所町
電話 ０５２－７３５－５６２７（土屋）
E-mail : c-socc@adm.nitech.ac.jp

URL: http://nitride-
center.web.nitech.ac.jp/wordpress/

次世代自動車への応用

家庭用電源家庭用電源

エンジン

モーター

ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ 電池ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ用ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ

モーター駆動
→大電流が要求される
＝コスト的に問題なければSiCが優位？（GaN/GaN→縦型デ
バイスも候補、GaN/Si→横型デバイスが適用されるかは今
後の技術開発次第）

電池バッテリーマネジメント
→中電流でよい。応答性が必要。
＝応答性と低コスト化が必要であり、GaN/Si 
が有利

操作系（電動パワーステアリング、パワーウィンドウ、
ルーフ・ドア、電動シート、ワイパー、サンルーフ）
→電動モーター化による省エネ利便性の向上
＝低コスト化でGaN/Siが有利

室内装備（エアコン、ラジエータファン）
→最適化駆動
＝省スペース化・低コスト化でGaN/Siが有利

電力配分（ヘッドライト、ターンライト、
室内灯リレー）
→電子化による小型軽量化、レイ
アウトフリー
＝低コスト化でGaN/Siが有利

電池

●将来の次世代自動車の車載システムにおいては、DC-DCコンバータなどモーター駆動に直結する主
機、バッテリー・エアコン・パワステ等の小型主機や補機など、多くのパワーデバイスを必要とする。
●その中で、GaN/Siを用いた横型デバイスは、圧倒的なコスト競争力を活かして、小型主機や補機な
ど、広範囲への適用が期待される。
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名古屋工業大学

大型設備基盤センター

文部科学省 平成２５年度～ 先端研究基盤共用・プラットフォーム形成事業

【センター長からメッセージ】

大型設備基盤センター
センター長 教授 種村 眞幸

名古屋工業大学 大型設備基盤センターは、分析機器を始めとする大型研
究教育設備を計画的に導入・管理し、それらの学内外の共同利用を推進す
ると共に、機器分析センターとしての役目を担っています。現在、本センター
内では、６０台の物理分析、化学分析の装置が稼働しており、学内者の分析
利用はもとより、学外の皆様の分析依頼（本学では「受託試験」と呼ばれま
す）に広くお応えしています。

本センターが参画する、文部科学省事業「先端研究基盤共用・プラット
フォーム形成事業」は学外利用推進の典型的な例で、本センターが所有する
最新鋭の表面分析装置１１台を、企業等学外の皆様に広くご活用頂くことで
材料開発の高度化に寄与できれば、というものです。「良品と不良品で表面
の形状、組成に何か違いは？」という入口から、化学結合状態、結晶性、不
純物等にいたる掘り下げた分析まで、専門の研究員が分析からその解析・
解釈まで丁寧に対応しています。

材料開発、故障解析に分析は欠かせません。とは言うものの、「表面分析
装置１１台、ましてやセンター内の装置６０台のどの装置で何をどう分析すれ
ばよいのか見当もつかない！」 ご安心ください。本センターのホームページ
（ http://irc.web.nitech.ac.jp/index.html ）の「受託試験案内」でお問い合わ

せ頂ければ、ワンストップサービスでご相談にお応えします。是非お気軽に
ご利用頂けましたら幸いです。

【特徴】
・大型設備基盤センターは、大型研究教育設備の学内外の共同利用を推
進し、併せて大型研究教育設備の計画的整備を図ることを目的として、
平成１９年４月に設置されました。

・主な業務は、
大型研究教育設備の計画的整備方針策定
大型研究教育設備の一元管理・共同利用推進
計測分析技術に関する基礎研究ならびに開発研究

です。

・本センターは、物理・表面計測系、化学分析・生命科学系、サービス系の
３つの系で構成され、それぞれ測定室・実験室を有しています。

【概要】
設立：平成１９年４月
建築規模：鉄骨造 地上４階建 延床面積 １，５９９㎡
１Ｆ ２６１㎡
２Ｆ ６１７㎡
３Ｆ ３５７㎡
４Ｆ ３６４㎡

【開放利用機器】
走査電子顕微鏡、透過電子顕微鏡、軟Ｘ線分光分析装置、

電子プローブマイクロアナライザー、走査型プローブ顕微鏡、
X線回折装置、二次イオン質量分析装置、 X線光電子分光分

析装置、高分解能核磁気共鳴装置、質量分析装置、熱分析
装置、電子スピン共鳴装置、赤外分光光度計、レーザーラマ
ン分光分析装置、ICP発光分光分析装置など６０台の装置
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【企業の活用事例】
大型設備基盤センターでは物理・表面計測系、化学分析・生命科学系、サービス系の３つを主体として、高信頼性

かつ高精密な評価技術を有します。有機的に構築された高性能な計測分析機器を完備し、基礎から応用まで一貫
した体制で依頼測定を行っています。 これらの機器をご利用いただき、貴社の研究開発成果の飛躍的発展にお役
立てください。

利用装置：X線光電子分光装置（XPS (ESCA)）→
種々の固体材料表面の組成、化学結合状態の分析が可能。深さ方向分析、面分析、

線分析ができます。太陽電池材料、熱電変換材料、水素吸蔵材料、水素透過材料、
カーボンナノチューブ、電子材料、セラミックスのように幅広い材料の分析にご利用頂
けます。

観察事例（元素分布測定）

アクセス：
ＪＲ中央本線「鶴舞」駅下車。
名大病院口（電車の進行方向の突き当たりの出口）から東へ400ｍ
地下鉄鶴舞線鶴舞駅、地下鉄桜通線吹上駅もご利用いただけます。

→ 利用装置：電子プローブマイクロアナライザー
（FE-EPMA）
金属、半導体、セラミックス、鉱物、材料などの組成

分析、定量分析等が可能。線分析、面分析、相分析
もできます。自動車産業、半導体産業、高分子・金属
材料産業、電子機器産業などでの分析にご利用頂
けます。

【地域のプロジェクト】

・先端研究基盤共用・プラットフォーム形成事業「表面分析装置の共同利用による材料開発の高度化」（文部科学省事業）
http://hyomen.web.nitech.ac.jp/index.html
表面分析装置を共同利用頂くことで、材料開発の高度化や故障解析によるよりよい製品作りといったことを、地域の企業と一
緒に取り組んでいます。

・ナノテクノロジープラットフォーム事業（分子・物質合成プラットフォーム）「スマートマテリアル創成支援」（文部科学省事業）
http://nano.web.nitech.ac.jp/

産学連携コーディネータ：
私たちが連携のお手伝いをします。

宇佐美 隆生

上蓑 義則
安井 孝志（専任教員）

連絡先：
国立大学法人名古屋工業大学

大型設備基盤センター

所在地：
〒466-8555 愛知県名古屋市昭和区御器所町

TEL 052(735)5533 FAX 052(735)5536
Email:kiki@adm.nitech.ac.jp

ＵＲＬ：
http://irc.web.nitech.ac.jp/index.html
http://hyomen.web.nitech.ac.jp/
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名古屋工業大学

名工大ナノテクノロジープラットフォーム

文部科学省 ナノテクノロジープラットフォーム事業
分子・物質合成プラットフォーム（平成２４～３３年度）

～ 名工大スマートマテリアル創成支援 ～

【プロジェクト代表者からメッセージ】

名古屋工業大学大学院
未来材料創成工学専攻

教授 日原 岳彦

２０１２年度から開始された「文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業」は、ナ
ノテクノロジーに関する最先端の研究設備とその活用のノウハウを有する２５機関３８組
織が緊密に連携して、「微細構造解析プラットフォーム」、「微細加工プラットフォーム」及
び「分子・物質合成プラットフォーム」の３つのネットワークと「センター機関」を構成し、全
国的な設備の共用体制を共同で構築するものです。

名古屋工業大学は分子・物質合成プラットフォームの実施機関です。「名工大スマート
マテリアル創成研究所」を学内に設置し、ナノテクと関係がある以下の５つの研究分野
で、先端研究設備の外部利用や共同研究を実施しております。

①複合ナノ粒子の気相合成（日原・濱中）
②生物分子関連の新規化合物合成（増田・小澤・猪股）
③メスバウアー分光（壬生・田中）
④ナノカーボンの環境に優しい合成と評価（種村・Kalita・Sharma）
⑤分子合成テンプレート創成と評価（江龍・宮川・Rius Suñé ）

【特徴】
エネルギーデバイス、ライフサイエンスの機能的な分子・物質の合成、ある

いは、元素戦略的磁性材料、スピントロニクス材料の創成に関する研究課題
や分析評価を実施するための先端研究設備を公開しております。
専門教員によるサポートのもとで、装置利用や技術相談がご利用頂けます。

【概要】
①気相法による複合ナノ粒子の合成、および、各種分光分析法を複合的に
使用した光デバイス材料の電子物性・光物性の評価

②微生物等の細胞の認識・識別・構造解析が可能なナノ構造解析装置によ
る新規化合物の合成と生物分子との相互作用等の詳細な解析

③ナノスケールの微粒子、析出物、薄膜などの局所物性評価

④種々の基板表面へのナノカーボンの室温形成と評価、高結晶性ナノカー
ボンの低温合成、および、有機半導体との融合デバイスの開発と評価

⑤各種基板材料の超平滑面の形成、および、分子合成用マイクロラボ創成
と分子合成挙動評価

【開放利用機器】
・プラズマ・ガス凝縮クラスター堆積装置、高分解能透過電子顕微鏡、３次非線形
感受率測定装置、原子間力顕微鏡、特型表面ナノ構造形成装置、特型走査電
子顕微鏡装置、高周波透磁率測定装置、振動試料型磁束計、メスバウアー分
光装置、質量分析装置（ESI-MS)、電子スピン共鳴装置、精密形状測定/局所
磁気測定/局所電気特性評価装置、他

メスバウアー分光装置

特型表面ナノ構造形成装置
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【企業の活用事例】

・固体蛍光体を用いた真空紫外ランプ（下図参照） （東北大学、九州工業大学、 （株）トクヤマ、名古屋工業大学）
・単結晶の曲面CMP加工 （下図参照） （BTT （株） 、名古屋工業大学）
・ナノカーボン探針の電気特性評価 （オリンパス（株） 、名古屋工業大学）
・カリウムドープポリアセチレンの磁気測定に及ぼす微量不純物の影響

（（株）イムラ材料開発研究所、広島大学、名古屋工業大学）
などの共同開発・研究事例があります。

利用可能な設備を複合的に活用していただき、貴社の研究開発成果の飛躍的発展にお役立てください。

下図は、民間企業との共同開発で得られたSiC単結晶の

刃先を具備する切削工具刃（バイト）です。無歪加工性に
優れ、プラスティックのような柔軟材料の加工にも威力を
発揮します。刃先のSiC単結晶は、無振動研磨加工機と高
度なノウハウによって得られました。（担当：江龍教授）

下図は、共同研究の成果として得られた固体型紫外光源で
す。固体型として世界最短波長の光源の開発に成功しまし
た。有害ガスを利用する水銀ランプやエキシマランプの代替
になります。さらに、照射対象に熱ダメージを与えず、安定
性と長寿命化に優れます。（担当：種村教授）

【地域のプロジェクト】
・「文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業」には、名古屋大学、豊田工業大学、自然科学研究機構分子科学研究所な
ど愛知県の複数の研究機関が参画しています。

アクセス：
ＪＲ中央本線「鶴舞」駅下車。
名大病院口（電車の進行方向の突き当たりの出口）から東へ400ｍ
地下鉄鶴舞線鶴舞駅、地下鉄桜通線吹上駅もご利用いただけます。

連絡先：
国立大学法人名古屋工業大学

未来材料創成工学専攻
所在地
〒466-8555
愛知県名古屋市昭和区御器所町

電話 ０５２－７３５－５２９８（日原）
電話 ０５２－７３５－５６２７（沖原）

ＵＲＬ：
http://nano.web.nitech.ac.jp/index.html

産学連携コーディネータ：
私たちが連携のお手伝いをします。
沖原 理沙
日原 岳彦（担当教員）
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豊橋技術科学大学

エレクトロニクス先端融合研究所 （略称：EIIRIS（アイリス））

文部科学省 運営費交付金特別経費

【所長からのメッセージ】

エレクトロニクス先端融合研究所
所長 教授 石田 誠

エレクトロニクス先端融合研究所（Electronics-Inspired Interdisciplinary 
Research InStitute : EIIRIS）は本学の強みである「エレクトロニクス基盤技術分

野」（センサ・LSI・光デバイス）と、それを用いて研究開発を展開する「先端的応用
分野」との新たな融合を目指した異分野融合研究拠点です。

主な活動の中には、社会人を対象とした「集積回路技術講習会」、「集積化
MEMS技術講習会」、「窒化物半導体デバイスプロセス講習会」、社会人学び直し
事業「ゲノム分子生物学講習会」などを開催し、教育・トレーニング体制も充実して
います。また、本学のSeedsと産業界のNeedsとのマッチングの機会として、EIIRIS
プロジェクト研究テーマに関する報告会等を毎年定期的に開催し、その中で研究
開発施設の見学・説明会にて概要と特徴等を見聞していただいています。

新しい産業分野や異分野融合領域への取り組み、センサ・LSI・MEMSデバイス
等を事業分野に応用したい、または新しい事業企画の際に講習会等を利用し学
習・トレーニングを体験してみたい、とお考えの企業の方は是非ご利用をご検討下
さい。

1

【特徴】
１）通称LSI工場：LSI、センサ、MEMSデバイスの設計からマスクの

作製、CMOS等のウェーハプロセス、評価までの一貫したプロセ
スが可能であり、更には異種材料の融合も可能な、世界でも類を
見ない施設を有し、異分野融合研究を展開している。

２）次世代シークエンサー：ゲノム解析が可能な環境を有し、学外か
らの試料の解析も行っている。また、次世代シークエンス技術応
用研究会を立ち上げ、実用化、ものづくりに向けた共同研究、産
学官連携活動を積極的に展開している。

【概要】
＜EIIRIS-1（エレクトロニクス先端融合研究棟）＞
設立：平成２２年１０月
建築規模：鉄骨造 地上３階建 延床面積 １５００㎡

＜EIIRIS-2（ベンチャービジネスラボラトリー）＞
設立：平成１５年４月
建築規模：鉄骨造 地上３階建 延床面積 ２３００㎡

【開放利用機器】
１）LSI工場：

インテリジェントセンサ、MEMS、μTAS、光デバイスにおける設計、

マスク作製、各種ウェーハプロセス、計測評価装置、パッケージン
グまでのプロセスが可能。化合物半導体や機能性材料の製作も
可能である。設備利用方法や費用に関しては要相談。

２）次世代シークエンサー：

２台の次世代シークエンサーIllumina社Miseq、LifeTechnologies
社IonProtonを運用管理。設備利用方法や費用に関しては要相談。
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【企業の活用事例】

１）LSI工場で研究開発されたセンサ、MEMSデバイス
は、様々な分野で活用されつつあります。医療、ヘ
ルスケア、農業科学、環境、災害などの先端的応用
分野との新たな融合拠点を形成しつつあります。こ
れらの分野における共同研究をはじめ、デバイスの
作製・評価、講習会等のトレーニング、技術相談に
も対応し、外部連携機能も充実しています。

２）次世代シークエンサーにおいては専任のスタッフを
配置し、学内外の共同研究・共同利用を進めていま
す。環境微生物・細胞等のゲノム解析において成果
を挙げています。また、講習会による次世代シーク
エンサーの教育活動も実施しています。ものづくり
産業への展開等の技術相談にも対応しております。

植物工場
センサ応用

植物工場の外観

アクセス：
豊橋駅まで：名古屋駅から新幹線ひかりで約２０分、

JR東海道線または名鉄本線で約５０分
豊橋駅から：豊鉄バス２番乗場から、豊橋技科大線に乗車

「技科大前」で下車、約３０分

2015/3/13

連絡先：
豊橋技術科学大学
エレクトロニクス先端融合研究所
研究推進アドミニストレーションセンター

所在地
〒441-8580
愛知県豊橋市天伯町雲雀ヶ丘１－１
TEL/FAX: 0532-81-5133
ＵＲＬ： http//www.eiiris.tut.ac.jp

リサーチアドミニストレーター：

私が連携のお手伝いをします。

リサーチアドミニストレーター：土谷 徹
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名古屋市立大学

名古屋市立大学病院 医療デザイン研究センター

【センター長からメッセージ】

名古屋市立大学病院
医療デザイン研究センター

センター長 教授 國本 桂史

医療デザイン研究センター

[MEDICAL DESIGN RESEARCH CENTER]の使命は、先端デザイン領域か
らのアプローチにより、医療ヘルスケア分野においての諸問題の実践的な
「解決」と、困難な状況の「克服」を目指し、医療ヘルスケア産業のこれから
のビジョンを明確にし、明確なゴールを形成していくことです。
そして医療ヘルスケア分野においての基礎課題と、社会課題への対応を、
オープンプラットフォーム型の新しいカタチの産官学の融合により進めてい
く次世代型の研究センターです。
医療を熟知した医師の知と、インビジブルな未来をイメージできるデザイ
ナーの知と、製造へつなぐエンジニアの知が統合されることにより、人間の
医療環境が革新できると考えます。現状の医療機器から、より先進的に精
緻な未来形を創り出すために、いま産官学の具体的な共創が必要である
と考えます。

経済産業省 平成２５年度補正予算「地域イノベーション協創プログラム補助金（大学等に対する施設・設
備の整備支援）」

【特徴】
・本センターは、医療分野における革新的機器、システム等の研究開発、臨床研究及びこれらの推進に

必要な人材の育成を実施するオープンイノベーション拠点として、医療福祉環境の向上と地域社会の発
展に貢献することを目的としています。医療現場である病院内に研究拠点を整備することにより、医師を
はじめとする医療スタッフとのディスカッションや医療現場での検証・評価を通じて、医療機器製品の効
率的な開発モデルを構築していきます

【センター事業の概要】

【開放利用機器】
高精細インクジェット３Ｄプリンター、医療画像データ処理用ＥＷＳ

◯研究・開発事業

◯臨床導入の橋渡し、臨床試験の支援

◯研修会、講演会、ワークショップ等の開催

◯コンサルティング及び製品開発支援

◯補助金事業等の申請及び支援

設置場所: 名古屋市立大学川澄キャンパス
西棟1階 医療デザイン研究センター

メーカー名: Stratasys社
形 式:  OBJET500 CONNEX3
主な仕様 : 造形サイズ（490×390×200mm）

積層ピッチ（最小0.016mm）
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【企業の活用事例】
・LARYNGOSCOPE

使いやすく人体を傷つけない新型喉頭鏡

経験値の浅い医療従事者が使用する医療現場の変化に適応できるようにデザイン設計して操作性を向上した喉
頭鏡である。適切な力でコントロールできるなどの操作性を向上し、気管挿管ミスの解消を行う。
ブレード部を透明化し、光源は高輝度LEDを使用して光量・拡散角を広げて術者の視野を向上することができ、災

害時の暗所でも容易に使用できる。
50年以上の長期間イノベーションされていない医療機器の一つである喉頭鏡は麻酔・集中治療・救急などの医療

現場において、適切な換気が維持できない患者に対し、気管に挿入したチューブから酸素を供給する気道確保法の
一つ：気管挿管時に使用する医療機器である。主に気管挿管に使用されるが、気道に詰まった異物の除去や口腔
内の観察にも使用する。喉頭鏡使用時は大きな力を必要とする為、患者・医師双方にとって負担が大きく、これによ
る合併症の危険が高い。たくさんの施術者が使用感に対して満足せず、機器への慣れや経験値に頼ってきた医療
機器の一つである。その構造や形態をデザインという視点からアプローチし、形態、物理機能の拡大、使いやすさの
向上を目指し、負荷が少なく、力の弱い医療従事者にも使用しやすく、必要な部位に確実に働く喉頭鏡を開発できた。

従来型製品 3Ｄモデルの設計 試作品の検証作業 新型喉頭鏡

【地域のプロジェクト】 ＝医療デザイン研究開発機構による産学官連携＝
・産学官連携により医療研究開発事業を推進するために、医療デザイン研究センターのもとに企業が参加する医療デザイン研
究開発機構を設置します。医療現場からのニーズをもとに新たな医療機器の開発を進める環境を提供します。

・中部経済産業局が主催する「メディカルデザインワークショップ」により、医療原盤における最適で新しい機器のコンセプトモデ
ルを作成します。

・名古屋市工業研究所との連携により、医療分野に限らず幅広い企業とのマッチングを推進していきます。

2015/3/9 2

アクセス：
地下鉄 桜通線 桜山駅（市立大学病院）下車 3番出口
市バス 「市立大学病院」下車
栄バスターミナル（オアシス21のりば） 【4番のりば】栄26号

系統「博物館」行
金山12号系統「妙見町」または「金山」行

連絡先：
名古屋市立大学病院
医療デザイン研究センター事務局
所在地：
〒４６７－８６０２
名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄１番地
電話 ０５２－８５３－８４４０
ＦＡＸ ０５２－８５１－４８０１
Ｅ-ｍａｉｌ ｍｄｒｃ＠ｍｅｄ.ｎａｇｏｙａ－ｃｕ.ａｃ.ｊｐ

八熊通 桜山
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中京大学

人工知能高等研究所

【研究所長からのメッセージ】

人工知能高等研究所
所長 教授 輿水 大和

【特徴】
人工知能高等研究所は、中京大学工学部に所属する教

員が研究員となっています。工学部は前身である情報理工
学部、情報科学部を基礎に発展し、情報技術分野で約２５
年にわたる実績があります。実績に基づき情報を核とした
広く工業(全般)の諸分野に亘る研究(ロボットや画像認識な
ど)を積極的に推進しています。

【概要】
設立：平成２年４月
建築規模：鉄筋コンクリート 地下１階 地上7階
延床面積：４，９７７㎡
１Ｆ 事務室、会議室、など
２Ｆ ＭＶＡラボ、共同研究室
４Ｆ 共同研究室
６Ｆ 産学協同研究室、インキュベーション

研究室、産学協同研究室
研究スペース利用料 ６７０円/㎡ （月額）
一般管理費・水道光熱費 １,１００円 /㎡ （月額）

インキュベーション
研究スペース利用料 免除（月額）
一般管理費・水道光熱費 ３５０円/㎡ （月額）

参加企業（平成２６年１０月現在）
（共同研究）
トヨタ自動車(株)、カシオ計算機(株)、ミズノ(株)、富士重工
業(株)、東洋ゴム工業(株)、明治電機工業(株)、村田機械
(株)、三友工業(株)、(株)小坂研究所、コグネックス(株)、
(株)槌屋、村田機械(株)、他。（順不同）

建物、設備の写真

中京大学 人工知能高等研究所は、工学部に付置された研究所です。

設立当初より社会に開かれた研究所として活動を進めてきました。設立の
理念は、「産学協同」、「幅広い人間研究」、「自由な研究環境」、「若手研
究者の育成」および「コンソーシアム」であり、１９９１年の設置から四半世
紀にわたり活動を続けてきましたが変わることのない理念です。

本研究所では人工知能研究のみならず、広く情報科学、一般的な工学
分野に亘るテーマを扱う研究所として発展して参りました。シーズの多くは
教員の研究活動から生まれたものです。また社会のニーズに応えるため
テーマ設定されることも多いようです。活きた研究はニーズとシーズがタイ
ムリーに一致した果実であると考えています。

本研究所の所員は工学部教員だけではなく、共同研究のためにお集ま
りいただいている本学他学部、他大学や公設研究機関および企業の研究
者の方々です。研究所は研究支援を行うのみならず、研究遂行の仲間と
の交流の場を設けています。さらにはそれらを活性化するため、広報・啓
蒙活動を続けています。
また、共同研究により利用可能なMVRラボ(Machine Vision and Robotics 

Lab)と呼ぶ研究施設があります。この施設は画像処理装置、ロボットなど

を備えており、これらは共同研究を通じて整備されてきました。むろん、研
究所の研究スペースは入居者の方々の研究スペースとして利用できます。

本研究所は、このような研究所の理念や姿勢に共感して、積極的な共同
研究にご参加くださる企業や研究者の方々の参画をお待ちしております。

人工知能高等研究所(左)と工学部棟
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【企業の活用事例】
様々な共同研究が実施されています。人工知能高等研究所に所属する所員(教員)が企業と行っているユニークな

共同研究を２例紹介します。１つは、愛知県の主要産業である自動車分野での貢献です。画像技術と人工知能技術
が使われています。もう１つは、人工知能高等研究所と工学部とが一体化した研究環境を提供しており、先進的実
用的な実験が可能であることを示唆する研究事例です。

［１］エンジン部品欠陥検出技術の開発（トヨタ自動車(株)、(株)豊田中央研究所との共同研究）

自動車部品の特に円筒形状部の内面にある微小なキズを自動検出する研究です。日本の基幹産業であり、世界に誇る品質
を持つ自動車は、わずかなキズも見逃さない自動検査システムがその一端を担っています。研究のユニークな点は、実際の検
査員の動きや視知覚を科学的に解析し、この検査をロボット化・自動化する技術を開発したところです。開発されたシステムは、
目視検査の完全自動化、効率化、精度向上に寄与するものとして、今後の発展が期待されています。

画像理解や画像処理に関する大学での研究シーズが実際の製造現場における検査に実利用できることを実証した点が高く
評価され評価され、この分野で権威のある「小田原賞」を受賞しています。

［２］端末の位置推定に関わる研究（明治電機工業（株）との共同研究）
スマホやケータイなどのモバイル端末が盛んに利用されています。モバ

イル端末の位置推定において、屋内では地上基地局を使った位置検出
が必要になります。電波を使った位置検出では、3局以上の基地局と移
動局の間の見通しが得られる必要があります。しかし、屋内には障害物
が多く、見通し確保のためには極めて多くの基地局を配置する必要があ
りました。本研究では、反射波を利用することにより、障害物があっても
少ない基地局（最少は1基地局）で高精度の位置検出を簡易に実現する
技術を研究開発しています。
本研究開発では、電波暗室内(右写真)で電波を発生させ、位置推定手

法の実験を行っています。

【地域のプロジェクト】 ＝竹炭プロジェクト＝
竹炭による微粒子の吸着性能を検証するプロジェクトです。本プロジェクトは中京大学に設置されている社会学研究所、体育

学研究所および企業との共同研究です。理論的な研究だけではなく、問題を解決するための実地検証を積極的に行っています。
また、それぞれの研究所の特徴を活かした役割分担で、プロジェクトを遂行しています。

具体的には、豊田キャンパス周辺に放置された竹林を活用して微粒子吸着性能に優れた「竹炭」を製作し、それをセシウムな
どの放射性物質の除去に応用することを目的としています。

２０１３年度は、豊田キャンパス内に実験用の炭焼き窯を建設し、そこで製作した竹炭サンプルを用いてセシウム吸着性能を
調べました。また、竹炭の製品化方法を特許出願しました。２０１４年度は、企業と共同で実際に竹炭入りの不織布袋を製品化
するとともに、除染への利用可能性について、福島県汚染地区の現地関係者らと意見交換をしました。現在、現地での実証実
験を計画しています。

連絡先：
中京大学 研究支援課
所在地
〒466-8666
愛知県名古屋市昭和区八事本町101-2
中京大学 名古屋キャンパス

TEL: 052-835-8632
FAX：052-835-7641
URL:http://www.chukyo-u.ac.jp/research_2/liaison/
Email:okada-shouji@mng.chukyo-u.ac.jp

アクセス:
名古屋地下鉄名城線、鶴舞線 八事駅下車 徒歩0分

人工知能高等研究所
〒470-0393 豊田市貝津町床立101
中京大学 豊田キャンパスリエゾンオフィス(産学連携)
TEL:0565-46-6660 FAX:0565-46-6669
研究所HP URL:http://www.iasai.sist.chukyo-u.ac.jp/

アクセス：
名鉄豊田線浄水駅下車 スクールバス10分
愛知環状鉄道線貝津駅下車 徒歩8分

産学連携コーディネータ：
岡田庄治

産学連携コーディネータ：
私が連携のお手伝いをします。
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豊田工業大学

豊田工大ナノテクノロジープラットフォーム

文部科学省 平成２４～３３年度 ナノテクノロジープラットフォーム事業 微細加工プラットフォーム

【プロジェクト代表者からのメッセージ】

大学院工学研究科
教授 佐々木 実

大学、研究機関が保有する最先端の装置・設備及び教員・技術支援員が有す
る最先端技術を、企業、他大学、他研究機関に活用いただくための事業です。

本学における最近の支援件数は年間50件に至っています。 大学規模は小さ
いものの保有装置が多く、利用者には、プラットフォーム事業で言う登録装置に加
えて、他の保有装置の多くも利用いただける制度となっています。来学して装置
類を利用して頂くのが、ノウハウを習得して頂く意味でも最良ですが、委託加工に
も対応しています。依頼内容に合わせて、装置のハード的な微修正を行うことも
可能です。

また、日程が合えば、基本的な微細加工を経験して頂く実習（熱電対デバイス
の製作と評価）も実施しております（毎年9月頃）ので、是非併せてご検討下さい。
本学ホームページには更に詳しい情報が掲載されています。

企業における開発品の試作と評価、新規設備導入前の機能評価、研究・技術
相談などに活用いただけると良いと思います。

本学は地下鉄駅から徒歩圏内にあり、駐車場は無料で、アクセスの利便性も高
い所に位置しております。

なお、２０１５年７－９月にクリーンルームの引越を予定していますのでご注意く
ださい。

【特徴】
クリーンルームを備え、電子線描画や酸化・拡散炉など、

微細加工に必要な標準設備とシリコン系（3～4インチ対
応）素子の半導体プロセス設備を備えています。また、Ⅲ-
Ⅴ族、カーボン、磁気材料等を用いたナノ構造の加工・形
成・評価用の特異的な設備・装置群を有しております。新
規にマスクレス露光装置を導入するなど、最新設備等の
充実も図っています。

また、企業で実務経験のある技術職員が技術指導・委託
加工に対応するほか、多種多様なナノテクノロジーを持ち、
先端研究を推進する研究者（教員）が支援協力を致します。

シリコン微細加工技術と様々な材料のナノ構造体とのハ
イブリッド化が可能で、加工・形成・評価等の一連の支援
活動が一か所で行えることを特徴と致します。

【研究設備】
支援登録装置３０台。その他の大学保有装置＊も利用可能。

＊：http://www.toyota-ti.ac.jp/kenkyu/setsubi/index.html

電子ビーム描画装置
クレステックCABL-8200TFE
CABL-2000
・Ｓｉ、ガラス等各種基板

登録装置群
《成膜》

・スパッタ（金属，絶縁体）蒸着装置
・電子ビーム（金属）蒸着装置
・分子線エピタキシー装置
・カーボン用プラズマ成膜装置

《リソグラフィ》
・電子ビーム描画装置
・マスクアライナ装置
・マスクレス露光装置

《熱処理・不純物処理》
・シリコン専用の各種熱処理（酸化，拡散）装置一式
・イオン打ち込み装置

《エッチング》
・Reactive Ion Etching 装置（非Boschプロセス）
・Deep Reactive Ion Etching装置（Boschプロセス）

《計測・分析》
・電界放出形走査電子顕微鏡（FE-SEM）

（電子線後方散乱回析（EBSD）付属）
・表面計上測定器（段差計）

・非接触３次元表面形状・粗さ測定機
・走査型プローブ顕微鏡
・多目的X線回折装置 一式
・フーリエ変換型赤外分光光度計 一式 他

マスクレス露光装置（H26.2設置）
大日本科研MX-1204
・5ｍｍ角～150ｍｍ角基板対応
・φ4インチ内の2μｍ L&S 全面描画
時間30分程度
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CNT on tipAFM / STM probe

ピエゾ抵抗センサ付きプローブの先端にＣＮＴを成長した。

10 µm

スピントルク応用磁性ナノワイヤ

I

アモルファス磁性合金を超高真空マグネトロンス
パッタ成膜し、電子線描画装置によるパターン形
成とリフトオフにより、磁性細線を形成した。

MEMSのSi犠牲層エッチング用に従来から、輸入に頼り高価なXeF2

を使っている。国内生産可能なNOとF2を用い、F2 + NO → F + 
FNOのプラズマを使用しない発熱反応により、省エネ・低コストの
エッチングを実現した。現在、大面積ウェハ加工の実用化に向け、
企業と共同で装置開発を行っている。

基板温度により
エッチレート、形
状、表面化学組
成が大幅に変化
する性質がある。

Gaussian03
B3LYP/6-31 G +(d)
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300 230 27

Temperature, T [。C]
180 110 80 06 04

Vertical etch rate, Ev

Lateral etch rate, EL

ナノプラットフォーム
平成24年度『秀いでた利
用６大成果』受賞

【企業の活用事例】
・以下の様々な活用があります。

アクセス：連絡先：
ナノテクノロジープラットフォーム
豊田工業大学 研究支援部 （山下、芹澤）

所在地：
〒468-8511
名古屋市天白区久方二丁目12－1
TEL： (052) 809 - 1723
FAX：(052) 809 - 1721
E-mail： nanoplatform_office@toyota-ti.ac.jp

URL： http://www.toyota-ti.ac.jp/kenkyu/ 
nanoplatform/nanoplatform_front_page.html

名古屋駅
地下鉄桜通線（32分）

相生山
豊田工業

大学豊田・
赤池方面 原

地下鉄
鶴舞線（3分）

市バス
(10分)

高坂小学校
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名城大学

ＬＥＤ共同研究センター

経済産業省 平成２１年度補正予算「イノベーション拠点立地支援事業（「技術の橋渡し拠点」整備事業）」

【センター長からメッセージ】

名城大学
ＬＥＤ共同研究センター長

加鳥 裕明

ＬＥＤの可能性を一緒に研究しませんか？

省エネルギーの照明をはじめ、ディスプレイ、信号などさまざまな産業分野で注
目を集めているＬＥＤ。その汎用性は今後の産業の発展に大きく寄与するものと
期待されています。
名城大学は青色発光ダイオードを発明した赤﨑勇終身教授をはじめ、ＬＥＤに

関する研究者により数多くの研究成果を創出してきました。そして２０１１年４月、
これまで蓄積した研究成果を広く社会に還元するため、「ＬＥＤ共同研究セン
ター」を設立しました。

同センターは産学官連携による実用化を見据えた共同研究を数多く推進するこ
とにより、ＬＥＤ関連技術の研究開発拠点として、新たな産業の創出や地域産業
の活性化に貢献することを目的としています。

新たな事業の開拓を狙う企業との共同研究や、ＬＥＤ関連技術の知見・ノウハ
ウを習得することを目的とした企業への技術指導など、「産＝企業」と「学＝名城
大学」の連携による共同研究を幅広く募集し、産業活性化の一旦を担う拠点をめ
ざします。

【特徴】

企業・研究機関との共同研究推進拠点として以下の３つを
モットーに運営しています。

【概要】

設立：平成２３年４月
所在地：名城大学科学技術創生館１階
建築規模：鉄筋コンクリート造 地上３階建 延床面積１，４８３㎡
研究設備：ＬＥＤ関連共通研究実験設備、クリーンルーム（クラス１０，０００）

（MOCVD装置、結晶成長その場観察装置、
スパッタリング装置、マスクアライナー、真空蒸着装置、
熱処理装置、研磨装置、レーザースクライバー装置、
PLマッピング装置、X線回折装置、ナノインプリント、
コンフォーカル顕微鏡 等）
ミーティングルーム、レンタルルーム

※ＬＥＤ共同研究センターの利用には、名城大学との研究交流
（共同研究・受託研究・技術指導など）が前提となります。

参加企業：８社（平成２７年１月現在）

○より出口に近い（実用化を見据えた）応用研究開発拠点

○地域産業活性の発信拠点（＝大学の社会貢献）

○時代のニーズに対応する最先端技術開発

MOCVD装置 スパッタリング装置
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【企業の活用事例】

名城大学では、２０１４年ノーベル物理学賞受賞者である赤﨑勇終身教授をはじめ、ＬＥＤに関する研究者により数多くの
研究成果を創出しています。今後も企業との共同研究により、世界中で普及が見込まれるＬＥＤに対して、超省エネルギー、
超高演色性、長寿命、低コストを実現する技術開発を行っていきます。

新規参入の問題点

○莫大な初期投資費用（例:MOCVD-数億円）
○条件導出が非常に困難
（nmオーダーでの制御が必要）
・専門知識を有する人材が不可欠
・各工程の最適化には時間が必要
・最適化・時間短縮のためには評価装置の
導入も必要

センター利用のメリット

○ＬＥＤ開発事業の初期検討～準量産までが安価
な費用で可能

○著名な大学教授との技術的相談が可能
○評価装置が充実
○基礎実験データの共有による開発期間の短縮
が可能

名城大学が保有する技術はこう広がっています

2015/3/9

アクセス：
鉄道をご利用の場合
名古屋駅から地下鉄鶴舞線「塩釜口／名城大学前」駅下車
1番出口徒歩約 3分

お車をご利用の場合
名古屋第二環状自動車道（名二環）「植田」IC下車 5分

連絡先：
名城大学学術研究支援センター
産官学連携グループ

所在地
〒468-8502
愛知県名古屋市天白区塩釜口1丁目501番地
電話 052-838-2036
ＵＲＬ http://led.meijo-u.ac.jp/

産学連携コーディネータ：
私たちが連携のお手伝いをします。

産学連携
コーディネータ：

河合 和彦

産学連携
コーディネータ：

松吉 恭裕
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金型創成技術研究センター

文部科学省 平成１８年度～２２年度 科学技術振興調整費事業

G-CADET

岐阜大学

【センター長からのメッセージ】

金型創成技術研究センター
センター長

教授 山下 実

【特徴】

【概要】
◆設立：平成１８年７月

◆研究分野
・金型材料･加工

金型材料，金型の損傷機構，金型の加工技術
・固相創形

板金プレス，鍛造など固相成形技術
・液相創形

鋳造，射出成形など液相成形技術
・金型要素

成形機械，金型の要素，制御技術

◆教育分野
・学部４年生

金型設計・製作の基本スキルの取得
・大学院博士前期課程生

先進的金型の開発・設計能力、
ものづくり俯瞰力の取得

・金型技術者(企業)
社会人大学院への入学、共同研究実施

・カリキュラムの特徴
金型専門科目とリンクした実践的実習、
インターンシップ(大学院)など

◆当センター附属工場
・５軸制御マシニングセンター
・ワイヤカット放電加工機
・成形平面研削盤

・立形マシニングセンター
・光学式精密ならい研削盤
・電気式高性能射出成形機
・箱型乾燥機

・型彫り放電加工機
・操作フライス盤
・リニアモータ駆動ワイヤ放電加工機
・マグネットチャック、定盤、バイス、作業台・ＣＮＣ円筒研削盤

※これらの機械装置は
　すべて企業から寄贈
　いただいたものです。

学生金型グランプリ
「金賞」受賞
(射出成形金型部門)

岐阜大学金型創成技術研究センターは、金型技術の高度化・伝承を継続的
かつ着実に実行し、創造的かつ意欲ある若手技術者を育成する知の拠点として
活動してきました。技術立国日本の原動力として、最先端の金型技術を常に追
求するとともに、それを担える人材の育成に取り組んでいます。
平成１８年の設立より、全国に先駆けて在校生と社会人の金型人材養成教育

に取組み、毎年約二十数名もの若手技術者をものづくり企業に輩出しています。
設備面においては、金型・工作機械関連企業の皆様方からの多大なご支援と

ご協力のおかげで、CAD設計から製作、成形トライに至るまでの充実した教育環
境を整えています。
ものづくり現場の課題やニーズに対応するとともに、次世代に向けた金型技

術の研究と人材育成に取り組むことで、日本のものづくりを支えてまいります。
また、平成26年度には次世代金型研究会を立ち上げ、地域の金型関連企業

等の技術開発力強化に向け産学連携による共同研究にも積極的に取り組んで
います。

金型技術で地域産業界の優秀なプレーイングマネージャーとして活躍する人材の育成を目指
して、「金型に関連する各種分野の研究」と「在学生と金型関連技術者（企業）に対する教育」を
行っています。また、企業との共同研究、各種補助金事業への協力を積極的に推進しています。

センターでの実践的教育を実施！
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【企業の活用事例】
　鋳造、鍛造、射出成形、板成形、プレス加工、金型など様々な分野で企業等と共同研究に取り組んでいます。

　・Ｆ社との共同研究事例（国の競争的資金を活用）

板からトリプルカップ成形

　板素材に鍛造工程を適用した板鍛造を高度化することにより、複雑な三次元形状を持ったトリプルカップを、従来成形法
よりも工程数が少なく、環境負荷低減が可能な成形技術を開発。また、低い工具面圧で成形できることを確認。

工程削減

成形トン数減

【地域のプロジェクト】

本センターは、地域の特長・強みである「ものづくりマザー機能」の強化

に向けて、ものづくり産業にとっての基盤技術である「次世代金型技術」
に関する取組を支援しています。

次世代金型研究会発足

ものづくり企業を支援

交流や情報交
換の場の提供

技術や最新の
金型技術情報

の提供

共同研究への
支援

競争的資金
獲得支援

会員募集中

〒501-1193
所在地 岐阜市柳戸１番１
TEL: ０５８－２９３－２０２５
FAX：０５８－２９３－２０２２
E-mail：sangaku@gifu-u.ac.jp
URL: http://www.sangaku.gifu-u.ac.jp/

問合せ先：
岐阜大学産官学連携推進本部

総合
相談窓口

産官学連携推進本部

お問い合わせ・ご相談等のワンストップ・ウィンドウ

アクセス：
岐阜大学・病院線 所要時間：約３０分 運賃：３２０円
ＪＲ岐阜駅前～名鉄岐阜駅前～（忠節橋経由）～岐阜大学（下車）～
岐阜大学病院
乗車バス停名：ＪＲ岐阜駅北口バスロータリー９番のりば／
名鉄岐阜駅５番のりば

岐阜大学 金型創成技術研究センター
TEL・FAX:058-293-2496  

E-mail:gcadet@gifu-u.ac.jp
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岐阜大学

複合材料研究センター（略称：ＧＣＣ）
文部科学省 平成２３～２７年度 地域イノベーション戦略支援プログラム
文部科学省、平成２５年度～３３年度 ＣＯＩ拠点研究プロジェクト 革新材料による次世代インフラシステムの構築
ＮＥＤＯ 平成２５年度～２９年度 革新的新構造材料等技術開発プロジェクト

複合材料研究センター
センター長
教授 三宅 卓志

複合材料のうち、特に炭素繊維で強化したＣＦＲＰは、今後１０年以上にわたって年２０％近い成長を
続けると言われています。そのような将来性の高い材料を、是非使ってみたいと考えておられる方も多
いと思います。一方で、何から手を着けて良いか
わからない、あるいは、実際に使おうとしてみたものの苦戦を強いられているといった声も聞きます。

こうした中、当センター（略称ＧＣＣ）では、新しい材料ＣＦＲＰを使いこなすために、『まず、形にしてみ
る』ことを目標に、ものづくりに必要な技術を一続きにチェーン化して開発することを目指しています。そ
れとともに、そのチェーン化に不可欠な仲間づくりを精力的に行っています。複合材料を用いたものづく
りに必要な技術の開発を、すべて自前で行うことはできません。従って、優れたものづくり技術を有する
企業の皆様の協力を得て、企業等をネットワーク化することで、アイデアを迅速に形にしてトライできる
仕組みづくりに向けて活動しています。

現在、ＧＣＣでは、何に使ってもうれしい『高耐久、長寿命なＣＦＲＰ』を目指して、その技術開発、製品
開発を、研究分科会形式で行っています。ここで、生まれたアイデアを、センターの試作支援とものづく
りネットワークにより、形にまでもっていく試みを行っています。ＣＦＲＰを使った開発アイデアはあるが、
どうやって作れば良いのかと悩んでいる企業の方や、優れたものづくり技術はあるが、ＣＦＲＰで何を作
れば良いのかと悩んでいる企業の方々に是非、研究分科会にご参加ください。お待ちしています。

【センター長からのメッセージ】

1

【特徴】
当センターでは、軽量・高強度に加え複合材料が有する優れたsustainability（持続可能性）をさらに高めるための技術開発

に力を注いでいます。

これら技術を総括的に開発することで、複合材料を幅広い用途で競争力のある材料とする特色ある取組を展開しています。

【概要】
設立：平成２４年４月
施設概要：総合研究棟Ⅱ（平成２６年８月竣工）

建物面積 1,650㎡ 延床面積 5,907㎡
１階 機器分析センター
２階 ＧＣＣ（プロジェクト研究室、共同実験室、

試料準備室、セミナー室）
３・４階 インキュベーション施設

ＧＣＣが得意とする

５つの技術

その①

その②

その③

メンテナンス不要

壊れにくく、長寿命

劣化を修復して再使用できる

その④

その⑤

そもそもの使用量を減らす

解体しやすく、リサイクルして再利用できる

複合材料の研究内容を加速する ３グループ・７研究分科会

Tailored Design 研究分科会

接着・接合・界面研究分科会

要求どおりの性能実現と中空部材の作製に、

複雑形状の接合構造実現および長寿命･易解体を
めざす、

・組物技術による連続繊維加工技術
・高速含浸中間材料
・引き抜き等による中空成形

・バブル等を用いた界面処理技術
・界面制御による高強度化、長寿命化
・異種材料の接合と易解体技術

航空機・自動車向け（振動・衝撃吸収等）

複合部材研究分科会

次世代自動車のキー部材の開発をめざす、

高精度成形金型技術研究分科会

地域の金型技術の集積を活用する、

・金型創成技術研究センターとの連携研究
・高精度成形のための高耐久性金型

・CFRP/金属ハイブリッド衝撃吸収部材

安全な炭素繊維取り扱い作業環境のために、

リサイクル繊維の再使用技術確立のための、

リサイクル繊維の活用分野開拓のための、

・リサイクル炭素繊維を用いた強靭化コンクリート開発
・繊維強化モルタルを用いた劣化箇所補修技術

・不連続繊維開繊技術
・配向制御不織布、再紡績糸化技術

・in-vitro評価技術
・作業環境アセスメント技術

炭素繊維粉塵の生体影響評価分科会

インフラ利用研究分科会

リサイクル繊維ハンドリング技術研究分科会

主な設備：

組物機械 炭化炉 焼成炉【研究内容】
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【企業の活用事例及び地域のプロジェクト】

ＧＣＣが有する７つの研究分科会では、複合材料を用いた製品開発を目指す企業等にＧＣＣパート
ナーズとしてご参加いただき、実務型の研究活動を通して新しい情報や技術を獲得するとともに、
その成果をメンバー間で共有していただけます。 【３６機関４６名参加（2014年12月末現在）】

ＧＣＣパートナーズ

進捗レベル 活動内容 期間 経費 形態

フェーズ０

フェーズ１

フェーズ２

Ａ．関連分野の最新技術情報調査、共有（研究動向、開発動向）
Ｂ．企業間の情報交換
Ｃ．大学開発の中間材料、技術シーズ供与
Ｄ．新規装置や新規材料のトライ（見学、サンプルトライ）

Ａ．参加企業間共同による開発
Ｂ．研究分科会としてＲ＆Ｄプロジェクト提案、応募
Ｃ．研究分科会として他機関、他研究会と連携、共同研究

Ａ．開発目標技術のベンチマーク
（可能性の早期見極めのための予備試験）

Ｂ．特許出願
Ｃ．サンプル作製

１年間

１～２年間

２～３年間

無料
or
少額実費

実費

外部資金
＋
自己資金

セミオープン

（ミーティング毎の
守秘）

セミクローズド
（守秘契約）

クローズド
（共同研究契約）

『研究分科会のご紹介』
界面の接着性向上に取組んでいる研究分科会では、ナノバブルを利用した炭素繊維の表

面処理により界面接着強度が約2倍と、大幅に向上するという成果が得られています。

また、リサイクル繊維や不連続繊維の取扱い技術について研究を行っている研究分科会では、
不連続繊維を分繊して複合材とすることにより、未分繊のものに比べ衝撃吸収能が、約4倍に向上するなど、も
のづくり試作に適用できそうな成果が徐々に挙がりつつあります。

産業界

自動車・航空機、
繊維、機械など

官

ぎふ技術革新センター運営協議会
（会員８９機関）

東海北陸地域の三大学が連携協定締結
～東海・北陸連携コンポジットハイウェイ構想～

学

金

産

【主な事業】
・共同研究助成
・研究交流
（研究会・セミナー）
・センター利用助成

ナショナルコンポジット
センター（ＮＣＣ）
名古屋大学

産官学連携

複合材料研究
センター（ＧＣＣ）

岐阜大学
革新複合材料研究
開発センター（ＩＣＣ）

金沢工業大学

アクセス：
岐阜大学・病院線 所要時間：約３０分 運賃：３２０円

ＪＲ岐阜駅前～名鉄岐阜駅前～（忠節橋経由）～岐阜大学（下車）
～岐阜大学病院
乗車バス停名：ＪＲ岐阜駅北口バスロータリー９番のりば／
名鉄岐阜駅５番のりば

〒501-1193
所在地 岐阜市柳戸１番１
TEL: ０５８－２９３－２０２５
FAX：０５８－２９３－２０２２
E-mail：sangaku@gifu-u.ac.jp
URL: http://www.sangaku.gifu-u.ac.jp/

問合せ先：
岐阜大学産官学連携推進本部

総合
相談窓口

産官学連携推進本部

お問い合わせ・ご相談等のワンストップ・ウィンドウ

岐阜大学 複合材料研究センター（ＧＣＣ）事務室

TEL・FAX: 058-293-2495
E-mail: g_cc@gifu-u.ac.jp
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三重大学

みえ“食発・地域イノベーション”創造拠点

文

【部門長からのメッセージ】

部門長
（地域イノベーション学研究科 教授）

矢野 竹男

社会連携研究センター研究展開支援拠点地域研究支援部門は、2010年
に三重県と三重大学とで申請した、独立行政法人科学技術振興機構（JST）
地域産学官共同研究拠点整備事業「みえ“食発地域イノベーション”創造
拠点」の事業採択に伴い、「食品素材探索ラボ」および事務局の役割を担う
部門として、２０１１年４月に設立されました。

当部門には、高速液体クロマトグラフ質量分析装置、飛行時間型高性能
ガスクロマトグラフ質量分析装置、四重極型ガスクロマトグラフ質量分析装
置、フーリエ変換赤外分光顕微システム、共焦点レーザー走査顕微鏡を始
めとする大型分析機器を多数配備しており、学内外の研究者の方に当設
備を有効に活用していただけるよう整備をしています。

これらの分析機器を活用して、企業の皆様と共に食品の新しい「価値」を
みつける。そんな役割を担う「食品素材探索ラボ」です。

地域産業界のパートナーとして、地域産業界全体が連鎖的にイノベー
ションを誘発し、地域社会の活性化に貢献することを目指します。

部科学省 平成２２年度 「地域産学官共同研究拠点整備事業」

三重大学社会連携研究センター研究展開支援拠点地域研究支援部門

【特徴】
農・商・工・医連携機能
特色ある地域の天然資源（農林水産物など）を活用し

た高付加価値食品を開発することから、新商品のブラ
ンド構築までを総合的に支援する。

地域密着型の事業化支援機能
地域の事情を熟知した「産学官連携プロデューサー」

が地域内連携の中心的な役割を果たすことで、地域の
特徴を活かした総合的な産業振興を支援する。

ハイブリッド型支援機能
大学の研究開発・人材育成機能と、県試験研究機関

（公設試）の技術支援・機器開放機能を補完的に融合
することで、中小企業に対し一気通貫型の技術支援を
行う。

【概要】
設立：2011年4月
独立行政法人科学技術振興機構（ＪＳＴ） 地域産学

官共同研究拠点整備事業の採択を受け、三重県と三
重大学が協力することで三重県内の多様な地域資源
の活用により、県内の食品関連産業の技術高度化に
向けた共同研究等の起業支援を実施する拠点となる
施設である。三重大学が「食品素材探索ラボ」および事
務局の役割を担っている。

【開放利用機器】
・高速液体クロマトグラフ質量分析装置 (HPLC-MS/MS)
・ガスクロマトグラフ装置 (GCMS)
・ガスクロマトグラフ質量分析装置（GC-TOF）
・フーリエ変換赤外分光システム
・高速液体クロマトグラフ
・におい識別装置
・リアルタイムPCRシステム
・ハンディNIR（近赤外分光器）
・共焦点レーザー走査顕微鏡 他

高速液体クロマトグラフ質量分
析装置 (HPLC-MS/MS)

ガスクロマトグラフ装置
(GCMS)

ガスクロマトグラフ質量分析
装置（GC-TOF）

におい識別装置
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【企業の活用事例】

＜冷凍ゴマサバを用いた水産ねり製品製造方法の研究＞

三重県で多く獲れる低利用魚ゴマサバに着目、安価で安定的な原料として、
冷凍ゴマサバを使用した新規ねり製品を開発することを目的に、新たなすり身
の製造方法の開発とその技術の分子レベルでのメカニズムを明らかにするこ
とを試みた。ゴマサバなどの赤身魚では、加熱ゲル化を阻害するプロテアーゼ
などの筋形質タンパク質が多く、水産ねり製品とする際の問題となっている。こ
れの対処方法として、アルカリ晒しが開発されているが、本研究において、冷
凍魚では、アルカリ晒しの効果が十分でないことを明らかにした。さらに、凍結
ゴマサバにおいては、擂潰時に炭酸ナトリウムを添加することによって、アルカ
リ晒しを施しても製品化が困難であった凍結ゴマサバ肉のゲル形成能を向上
できることを明らかにした。また、タンパク質レベルの解析からは、炭酸ナトリウ
ムの添加効果が主にミオシンの溶出性を上げるものであることが明らかになっ
た。＊

※写真出展：三重県水産研究所ホームページ（上下）

今後、企業等が食品の機能性表示をする際には、科学的根拠に基づくことが必要となることから、当部門のよう
な大学内の研究開発支援部門（機能性評価・論文発表等が可能＊＊）が益々有用となってくる。

＊本研究成果は特許出願（特願2012-197300）すると共に、日本食品工学会誌 14巻1号 (2013)に発表した。尚、本研究に関わった企業の
経営者はこの成果を基に三重大学地域イノベーション学研究科より博士号を取得している。
＊＊上記事例以外にも、三重県水産研究所と共同で、養殖魚の鮮度保持技術に係る研究を行い、その成果の一部は、Int J Anal Bio-Sci
Vol.2, 77-86(2014)に、また、アレルゲン検知法に関連し、Biosci Biotechnol Biochem Vol.75, 1639-43(2011), Biosci Biotechnol Biochem
Vol.76, 980-85(2012), Jap. J Food Chem. & Safety Vol.22, (2015)(accepted) に発表している。

【地域のプロジェクト】 ＝みえ“食発・地域イノベーション”創造拠点＝
三重県は、古来より「美し国（うましくに）」と呼ばれ、山海の多様な天然資源に恵まれている。また、県内で事業所

数が最も多い産業も食品製造業であり（H19工業統計）、「食」は正に地域の主力産業である。このため、地域の天

然資源を活用した食品産業の高付加価値化と新たな食品関連産業の創出を通して、三重県に特色ある連鎖的な地
域活性化を地域内の産学官関係者の連携を通して実現する拠点として、「みえ“食発・地域イノベーション”創造拠
点」を設置した。

三重大学と三重県が中核となり、三重県商工会議所連合会、三重県食品産業振興会、三重県薬事工業会、ＪＡ三
重中央会とともに「みえ食発イノベーション推進会議」を設け、拠点の基本方針の策定と運営を行う。推進会議は三
重大学内に事務局を設置し企業支援等の業務を担当する。

本拠点の形態は、三重大学と、三重県公設研究所がそれぞれの強みを活かし、両機関の機能を補完しあうハイブ
リッド型の拠点である。さらに、本拠点は、技術支援・共同研究の拠点であると共に、地域内における研究開発を総
合的にコーディネートする機能を持つ。

アクセス：
近鉄名古屋線 江戸橋 下車 徒歩約１５分

津駅前バス乗り場から
三交バスで「三重大学」下車

連絡先：
三重大学 社会連携研究センター
研究展開支援拠点 地域研究支援部門
みえ“食発・地域イノベーション創造拠点”事務局

所在地
〒514-8507
三重県津市栗真町屋町1577
e-mail : crdi@crc.mie-u.ac.jp
TEL & FAX : 059-231-9873
ＵＲＬ：http://www.crc.mie-u.ac.jp/mie-
shokuhatsu/index.html
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