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(様式４) 

１． 基本データ  

【事業名称】 

事業名（和文は４０字以内。） 

（和文）国際ネットワーク形成に向けた次世代セラミックス科学若手研究者育成プログラム 

 

（英文）Young Scientist-Training Program for World Ceramics Network 

 

 

【申請大学】 

大学名（和文）                              

名古屋工業大学 

      (英文)  

Nagoya Institute of Technology 

 

大学長氏名       髙橋 実 

 

 

 

【申請専攻等】（申請大学内の研究科、附置研、研究センター、国際交流担当課等） 

大 学 名（和文）  

名古屋工業大学 

 

  

（英文）  

Nagoya Institute of Technology 

 

  

専攻等名（和文）  

セラミックス科学研究教育院 

 

 

(英文)  

Institute of Ceramics Research and Education 

 

 

【申請大学内のその他の専攻等】（該当がある場合のみ記述してください。専攻等が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文）  

 

 

 

(英文)  

 

 

 

【申請大学以外の協力機関】（該当がある場合のみ記述してください。機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文）  

 

 

  

(英文)  

 

 

 

機関名 （和文）                            

 

 

（英文） 
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【海外パートナー機関】(機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文）  

 

  

(英文)  

 

専攻等名（和文）  

 

  

(英文)  

 

専攻等名（和文）  

構造セラミックス研究センター 

 

  

(英文)  

Centre for Advanced Structural Ceramics 

 

専攻等名（和文）  

材料科学専攻 

 

  

(英文)  

Department of Materials Science and Engineering 

 

 

  

機関名 （和文）  

国立セラミックス工科大学(ENSCI) 

 

 

（英文） 

 

Ecole Nationale Supérieure de Céramique Industrielle (ENSCI) 

 

機関名 （和文）  

リモージュ大学 

 

 

（英文） 

 

Université de Limoges 

 

機関名 （和文）  

インペリアル カレッジ ロンドン 

 

 

（英文） 

 

Imperial College London 

 

機関名 （和文）  

エルランゲン－ニュルンベルグ大学 

 

 

（英文） 

 

University of Erlangen-Nürnberg 
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２．事業実施期間を通じた事業の目標と、そのうちの平成２３年度の事業目標達成状況 

 

科学・技術立国を標榜する我が国が、今世紀最大の課題である環境・エネルギー問題を解決して、持

続発展可能な社会の構築に向けた強いリーダーシップを発揮していくことが求められている。そのため

には、斬新なアイデアに基づいた「ものづくり」を基軸とする基礎研究の推進と産業技術への展開が必

要不可欠であり、なかでも、セラミックスを中心とする材料に対する期待は大きい。そのような環境の

なかで、セラミックス産業が世界一集積する中京地域に立地して、セラミックス科学・工学の発展に貢

献してきた本学は、その特徴を活かし、研究開発と人材育成面で世界の先導的役割を果たしていかねば

ならない。 

本事業では、技術先行型と言われることの多いセラミックス研究を科学として捉え、原子・分子スケ

ールでの構造設計および形態制御を可能にする基礎科学を開拓し、技術との調和のとれた進展を図ると

ともに、深い専門性と実践的な能力を有し、かつ国際性に富んだ若手研究者を育成することをめざす。 

そのために、セラミックス教育の体系化が進んでいる欧州のなかでも、とくに、本学との間で学生の相

互派遣や共同研究等の実績を挙げてきたフランス・国立セラミックス工科大学（以下、ENSCI）、リモー

ジュ大学（以下、UL）、イギリス・インペリアルカレッジロンドン（以下、ICL）、およびドイツ・エルラ

ンゲン－ニュルンベルグ大学（以下、UEN）との間での連携を強化する。 

エネルギー・環境・バイオ関連の材料科学分野での国際共同研究を実施し、研究者が互いに滞在し合

う研究実施の常態化、共通教材の作成、定期的な国際会議およびサマースクールの開催など、「セラミッ

クス国際ネットワーク」の形成を進める。そのような研究環境の中に、若手研究者の相互派遣を中心に

した実践的研究に教育の場を組み込むことで、世界水準の研究レベルを有し、かつ国際的視野を備えた

若手研究者の育成を目標とする。 

 

平成２３年度の事業目標達成状況 

 平成 23年度では、22年度の ITP-Advisory Board合意を基に次のステージへと発展させるべく、共同

研究を活性化させることを目標とした。とくに、定着してきた大学院生派遣に重点を置き、深い専門力・

実践力・国際性を若手研究者・大学院生に涵養すること、国際ネットワーク形成の構築に向け、欧州を

中心に先進セラミックス研究およびその学際的研究に強い機関・部局を組み込んでいくことを視野に入

れた積極的展開をはかった。 

①セラミックス科学研究の実施 

・重点研究課題の推進活性化と共同研究態勢の強化 

セラミックス科学研究教育院（ICRE）の重点研究分野（エネルギー材料・環境材料・バイオ材料・

次世代材料）において、これまでの 2年間の研究成果を基に新たな研究として５テーマに再編した。 

・本プログラムの実施体制の強化 

上記の５つの研究テーマのそれぞれに助教クラスの若手研究者をリーダーに置き、この研究集団

を国際若手セラミストラボとして活動させた。 

②若手研究者育成 

・パートナー機関への派遣 

派遣希望者を全学的に募集し、候補者 16 名を決定し（内、助教 2 名）、それぞれ派遣した。また

一部の派遣者については、次年度以降を見据えてパートナー機関に一週間程度派遣し、共同研究の

事前打ち合わせに参加させた。 

・共同研究セミナー、国際シンポジウムの開催 

ENSCI/UL（２回）、UEN でセミナーとグループ討論を実施した。セラミックスナノチューンテクノ

ロジーに関する若手研究者国際シンポジウム（ISCeNT）を本学で開催した。 

・パートナー機関からの若手研究者の受入れ 

UEN、ICLから若手研究者を国際若手セラミストラボ員として受け入れ、共同研究を推進した。 

・協力関係の強化 

昨年度 ENSCI/UL と締結した単位認定制度を学生１名に対して実施した。また、UEN との大学間学

術交流協定を強化することをねらい、本学学長が UEN を訪問し、学長間で連携に関するミーティン

グを行った。 

③セラミックス専門教材の作成 

平成 22 年度に開催した ITP-Advisory Board によるミーティングで合意した教育システムの共有

化のため、共通教材として有用な先進セラミックス研究の内容について打合せし、全体の概略を決

定し、各研究者へ執筆依頼した。 
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３．平成２３年度 年度事業実施概要 

 

本 ITP 事業は、パートナー機関と連携した共同研究体制を敷き、研究活動を教育の場に組み入れた実

践的な研究活動の中で、世界水準の研究能力と国際的視野を備えた若手研究者を育成していくことにし

ている。パートナー三機関と担当教員の間で、本事業の趣旨を入れた共同研究計画を設定し、その中で

の若手研究者派遣・受け入れ、共同企画によるサマースクール、国際シンポジウム開催等を実施した。 

 

①セラミックス科学研究の実施 

・重点研究課題の推進活性化と共同研究態勢の強化 

ICRE の重点研究分野（エネルギー材料・環境材料・バイオ材料・次世代材料）において、新およ

び継続 ICRE院生を全学より募集し、この中から本プログラムに参画する者を選抜し、若手研究者主

導の研究グループに一部組み入れて研究を推進した。この態勢を強化し、パートナー機関との間で

行なってきた共同研究を充実させ競争力を高めるため、これまでの 2 年間の研究成果を基に新たな

研究として５テーマに再編・構築した。 

・本プログラムの実施体制の強化 

多方面からのアプローチおよび研究ステージに対応した研究力を確保するため、上記の５つの研

究テーマのそれぞれに助教クラスの若手研究者をリーダーとしておき、この研究集団を「国際若手

セラミストラボ」として活動させた。学内およびパートナー機関内の横断的な協力態勢を補強し、

先導的セラミックス研究あるいは学際的研究へと発展させることを狙ったものである。さらに、国

際ネットワーク構築をめざして、次年度以降の発展の基盤を整備するため、パートナー機関からの

若手研究者に加えて韓国、中国、独・ダルムシュタットからも研究者を招聘してシンポジウムを開

催し、連携のパイプを太くした。 

②若手研究者育成 

・パートナー機関への派遣 

派遣希望者を全学的に募集し、応募者に対して書類および面談による審査を実施し、とくに共同

研究計画を中心とした戦略性を重要視して審査し、候補者 16名（内、助教 2名）を決定した。滞在

費を見直すことで派遣人数を 22年度実績より増員させた。助教 1名については、24年度の派遣を検

討しており派遣先での研究を効果的なものとするために、研究課題の事前調査および実験を開始す

るとともに、パートナー機関（ENSCI）に 5日間派遣し、本格派遣に向けた事前打ち合わせを行わせ

た。 

・共同研究セミナー、国際シンポジウムの開催 

ENSCI/UL（２回）、UENでセミナーとグループ討論を実施した。 

 ENSCI/UL（於：リモージュ、平成 23年 6月 16～17日、参加者 17名） 

 UEN（於：エルランゲン、平成 23年 11月 24～25日、参加者 38名） 

 ENSCI/UL（於：名古屋、平成 23年 12月 8日、参加者 25名） 

セラミックス国際ネットワークの構築を目的として、パートナー機関の他、国際的に活躍する若

手研究者が集まるシンポジウム（International Symposium on Ceramics Nanotune Technology: 

ISCeNT）を国際若手セラミストラボの企画により本学で開催した（平成 24 年 3 月 7～9 日、参加者

138名：海外より 12名）。 

・パートナー機関からの若手研究者の受入れ 

UENより助教クラス１名、博士研究員 1名、ICLより１名の博士研究員を国際若手セラミストラボ

員として受け入れ、共同研究を推進した。また、大学院進学予定で次年度本学への派遣を想定して

いる学部生も 2週間滞在し、実験研究を行った。 

・協力関係の強化 

昨年度 ENSCI/ULと締結した単位認定制度を本格稼働させるため、学生 1名が 6ヵ月間 ENSCIに滞

在し、講義科目を受講・試験に合格して単位取得した。この制度を今後も継続させ、将来的にダブ

ルディグリーへ発展させる計画である。 

また、本学学長が UEN を訪問し、学長間で連携に関するミーティングを行い、材料系学科のみな

らず、工学部全般、及び医学部との連携も強く進めることで合意した。 

③セラミックス専門教材の作成 

共通教材として先進セラミックス研究の内容について協議を重ね、全体の概略をまとめた。各研

究者へ執筆依頼しているところであり、24年度に第１版を発行する予定である。 
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４．平成２３年度の具体的成果 

４－１．若手研究者育成に対する組織的取り組み状況 

前年度より ITP推進室に専任の担当職員を配置して対応してきたことで順調に派遣事業が機能した。

派遣前に心得なども伝達・確認するようにしている。 

本事業は、派遣する若手研究者をパートナー機関との間で行う共同研究に参画させ、実践的な研究活

動の中で実践力と国際性を養っていくことを特徴にしている。22年度の ITPアドバイザリーボードミー

ティング合意に基づき、各機関が連携して教育研究を強く進めるため、プロジェクト提案を積極的に進

めている。22年度より実施しているJSPS頭脳循環を活性化する若手研究者海外派遣プログラムでもUEN、

ENSCI に助教 2 名が長期滞在して共同研究を進めている。また、日仏二国間共同研究プロジェクトも始

まり、交流を深めているほか、24年度からの日独二国間共同研究プロジェクトも採択された。このよう

に着々と連携が深まっている。 

ENSCI/ULとの単位認定制度が本格的にスタートしたことも大きい。今後は修士レベルだけでなく、博

士レベルでも学生のモチベーションを向上させるための仕組みづくりの協議を始めつつある。 

前年度まで進めてきた若手研究者が提案して推進する若手セラミストラボの研究についてヒアリン

グを行い評価した上で、さらなる発展を期待して整理再編し、新テーマをスタートさせた。ICRE院生の

中から若手研究プロジェクトに参画する者を選抜し、研究グループに一部組み入れて研究（2 年間）を

推進させている。具体的には下記の５テーマが進行中である。 

1：次世代エネルギー用パワーデバイス材料 

2：磁性・強誘電体ドメイン制御による新規熱電材料 

3：ナノ構造解析に基づいたスピン伝導物質 

4：バイオインターフェースを制御する材料表面の創製 

5：三次元細胞集合体を形成する足場材料 

また、アドバイザリーボードミーティングで了解した、韓国、中国との将来的な関係構築を睨んで、

パートナー機関と協力して、若手研究者の企画による International Symposium on Ceramics Nanotune 

Technology: ISCeNT を開催し、138 名の参加があった。とくに、ITP 派遣者の成果報告セッションはパ

ートナー機関他、国内外の招聘者から高い評価を得た。 

以上のように、組織的・計画的に連携活動を展開し、若手研究者派遣の効果が相乗的に現れる仕組み

作りが進んでいる。 

 

４－２．海外パートナー機関との協力体制構築状況 

・ENSCI/ULとの単位認定制度をスタートさせた。本年度参加者は本学からの1名（6ヵ月滞在）である。

博士レベルについては、サーティフィケート制度も含めて検討している。 

・UENに本学学長が表敬訪問し、材料系を越えた広い範囲で連携を進めることで互いに了解した。リエゾ

ンオフィス等の設置も視野に入れている。 

・パートナー機関との間で、エネルギーセラミックス、セラミックスプロセス、環境低負荷電子材料お

よびバイオ材料に関する共同研究を推進した。 

・パートナー機関（UL、ICL、UEN）から若手研究者を受け入れた（4名）。 

・共同研究成果を中心にセミナーとグループ討論をENSCIと1回、UENと1回共同開催した。 

・International Symposium on Ceramics Nanotune Technology: ISCeNT を本学主催で開催した。この

シンポジウムには ITP派遣者（全員がそれぞれ研究内容を報告）による報告会も含めた。 

・IWAC05を平成 24年 9月 10～11日にロンドンで開催することを決定し、各パートナー機関への周知を

行っている。 

・教育教材としての利用も視野に入れ、本プログラムの成果等を含めたパンフレットの作成を開始した。

第1版の内容について決定するところまで進み、パートナー機関の各研究者に原稿執筆を依頼した。次

年度早々にとりまとめ、発行する予定である。 
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４－３．学術面の成果及び成果の発表状況 

（本事業の一環として発表したもの、又は発表予定のものを記入してください。なお、印刷物がある場合

は一部添付してください。） 
 
【派遣者：石川洋平、派遣先：ENSCI】 
1. Y. Ishikawa, T.Hayakawa, M.Nogami 

“Cathodoluminescence properties of Pr3+-doped perovskite-type transparent red luminescent thin 
films processed by a sol-gel method,” 
Thin Solid Film, in preparation. 

【派遣者：漆原大典、派遣先：ENSCI/UL】 
2. D. Urushihara, M. Kaga, T. Asaka, H. Nakano, K. Fukuda, 

“Synthesis and Structural Characterization of Al7C3N3-Homeotypic Aluminum Silicon 
Oxycarbonitride, (Al7- xSix)(OyCzN 6-y - z) (x ~ 1.2, y ~ 1.0 and z ~ 3.5)”  
J. Solid State Chem., 184, 2278-2284 (2011).  

3. D. Urushihara, T. Asaka, T. Takeda, N. Hirosaki, K. Fukuda, 
“Electron Density Distribution and Crystal Structure of Ca1-x /2AlSi(N3- xOx):Eu2+ (x ~ 0.11)” 
Powder Diffraction Suppl., 26 (S1), S38-S43 (2011).  

【派遣者：濱口竜太、派遣先：ENSCI/UL】 
4. K. Fukuda, T. Asaka, R. Hamaguchi, T. Suzuki, H. Oka, A. Berghout, E. Béchade, O. Masson, I. 

Julien, E. Champion, P. Thomas  
“Oxide-Ion Conductivity of Highly c-Axis-Oriented Apatite-Type Lanthanum Silicate Polycrystal 
Formed by Reactive Diffusion between La2SiO5 and La2Si2O7”  
Chem. Mater., 23, 5474-5483 (2011).  

【派遣者：椎葉寛将、派遣先：ICL】 
5. M. Nakayama, K. Iizuka, H. Shiiba, S. Baba, M. Nogami 

"Asymmetry in Anodic and Cathodic Porlariztion Profile for LiFePO4 Positive Electrode in
 Rechargeable Li Ion Battery" 
J. Ceram. Soc. Jpn. 119, 692-686 (2011) 

【派遣者：井村廉平、派遣先：UEN】 
6. T. Yokota, Y. Tsuboi, R. Imura, S. Kito, M. Gomi  

“Influence of magneto-electric coefficient for magnetic and electric charge injection properties in 
magneto-electric MIS capacitors” 
Materials Science and Engineering 18, 092003-1-4  (2011) 

【派遣者：小幡亜希子、派遣先：UEN】 
7. A. Obata, T. Kasuga, J.R Jones 

“Hydroxyapatite Coatings Incorporating Silicon Ion Releasing System on Titanium Prepared by Using 
Water Glass and Vaterite” 
J. Am. Ceram. Soc., 94, 2074-2079 (2011).  

8. A. Obata, J.R Jones, A. Shinya, T. Kasuga 
“Sintering and Crystallization of Phosphate Glasses by CO2-laser Irradiation on Hydroxyapatite  
Ceramics” 
Inter. J. Appl. Ceram. Technol., In press.  

 
４－４．今後の課題・問題点 

 派遣者の英語による報告会でも研究成果が上がり、また英語のスキルも格段に向上していることが実感

された。国際会議等での論文発表も増えつつある。今後、更に派遣による若手研究者育成、国際若手セラ

ミストラボ活動を充実して研鑽させ、セラミックス国際ネットワーク構築に向けて進めていく。 

ただし、学術論文執筆までには至っていないものも多く、より一層の意識改革をさせる必要がある。派

遣後の連携活動を若手研究者がさらに展開させていくよう、常にアドバイス・支援していく。 
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５．若手研究者の派遣実績（年度を跨いで引き続いて派遣した場合は、全期間について記載すること） 

 

派遣先機関 

 

派遣期間 

 

派遣者所属・職名等 

インペリアル・カレッジ・ロンドン 

（英国 ロンドン） 

平成 23年 2月 28日～

平成 23年 6月 30日 

名古屋工業大学大学院             

セラミックス科学研究教育院 

物質工学専攻                 

博士後期課程１年 

国立セラミックス工科大学院 

（仏 リモージュ） 

平成 23年 6月 14日～

平成 23年 6月 18日 

名古屋工業大学大学院             

セラミックス科学研究教育院                

物質工学専攻                 

博士前期課程１年 

国立セラミックス工科大学院 

（仏 リモージュ） 

平成 23年 8月 28日～

平成 24年 2月 23日 

名古屋工業大学大学院             

セラミックス科学研究教育院                

未来材料創成工学専攻                 

博士前期課程１年 

エルランゲン－ニュルンベルグ大学 

（独 エルランゲン） 

平成 23年 9月 1日～平

成 23年 11月 30日 

名古屋工業大学大学院             

セラミックス科学研究教育院                

物質工学専攻                 

博士前期課程 2年 

エルランゲン－ニュルンベルグ大学 

（独 エルランゲン） 

平成 23年 11月 23日～

平成 23年 11月 27日 

名古屋工業大学大学院 

セラミックス科学研究教育院 

未来材料創成工学専攻 

助教 

国立セラミックス工科大学院 

（仏 リモージュ） 

平成 23年 12月 10日～

平成 23年 12月 15日 

名古屋工業大学大学院 

セラミックス科学研究教育院 

未来材料創成工学専攻 

助教 

インペリアル・カレッジ・ロンドン 

（英国 ロンドン） 

 

 

平成 23年 10月 7日～

平成 24年 1月 7日 

 

 

名古屋工業大学大学院             

セラミックス科学研究教育院                

物質工学専攻                 

博士前期課程 2年 

国立セラミックス工科大学院 

（仏 リモージュ） 

平成 23年 10月 10日～

平成 24年 1月 8日 

 

名古屋工業大学大学院             

セラミックス科学研究教育院                

物質工学専攻                 

博士前期課程 2年 

国立セラミックス工科大学院 

（仏 リモージュ） 

平成 23年 11月 1日～

平成 24年 1月 29日 

 

名古屋工業大学大学院             

セラミックス科学研究教育院                

未来材料工学専攻                

博士前期課程 2年 

インペリアル・カレッジ・ロンドン 

（英国 ロンドン） 

平成 23年 10月 17日～

平成 24年 1月 14日 

名古屋工業大学大学院             

セラミックス科学研究教育院                

未来材料工学専攻                

博士前期課程 2年 

エルランゲン－ニュルンベルグ大学 

（独 エルランゲン） 

平成 23年 10月 1日～

平成 23年 12月 29日 

名古屋工業大学大学院             

セラミックス科学研究教育院                

物質工学専攻                 

博士前期課程 1年 

エルランゲン－ニュルンベルグ大学 

（独 エルランゲン） 

平成 23年 10月 3日～

平成 23年 12月 31日 

名古屋工業大学大学院             

セラミックス科学研究教育院                

物質工学専攻                 

博士前期課程 1年 
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エルランゲン－ニュルンベルグ大学 

（独 エルランゲン） 

平成 23年 11月 1日～

平成 24年 1月 29日 

名古屋工業大学大学院             

セラミックス科学研究教育院                

物質工学専攻                 

博士前期課程 1年 

エルランゲン－ニュルンベルグ大学 

（独 エルランゲン） 

平成 23年 10月 3日～

平成 23年 12月 31日 

名古屋工業大学大学院             

セラミックス科学研究教育院                

未来材料工学専攻                 

博士前期課程 1年 

国立セラミックス工科大学院 

（仏 リモージュ） 

平成 23年 12月 5日～

平成 24年 2月 2日 

名古屋工業大学大学院             

セラミックス科学研究教育院                

未来材料工学専攻                 

博士前期課程１年 

インペリアル・カレッジ・ロンドン 

（英 ロンドン） 

平成 23年 10月 17日～

平成 24年 1月 15日 

名古屋工業大学大学院             

セラミックス科学研究教育院                

未来材料工学専攻                 

博士前期課程 1年 

 

６．担当教職員の出張実績 

 

出張先機関 

 

出張期間 

 

出張者所属・職名等 

エルランゲン－ニュルンベルグ大学 

（独 エルランゲン） 

 

 

平成 23年 11月 23日～

平成 23年 11月 27日 

名古屋工業大学大学院 

セラミックス科学研究教育院 

未来材料創成工学専攻 

教授 

インペリアル・カレッジ・ 

ロンドン 

（英 ロンドン） 

平成 23年 10月 16日～

平成 23年 10月 20日 

 

 

名古屋工業大学大学院 

セラミックス科学研究教育院 

未来材料創成工学専攻 

教授 

エルランゲン－ニュルンベルグ大学 

（独 エルランゲン） 

 

 

平成 23年 11月 23日～

平成 23年 11月 27日 

 

 

名古屋工業大学大学院 

セラミックス科学研究教育院 

未来材料創成工学専攻 

教授 

インペリアル・カレッジ・ロンドン 

（英 ロンドン） 

 

 

平成 23年 10月 16日～

平成 23年 10月 20日 

 

名古屋工業大学大学院 

セラミックス科学研究教育院 

未来材料創成工学専攻 

教授 

エルランゲン－ニュルンベルグ大学 

（独 エルランゲン） 

 

 

平成 23年 11月 23日～

平成 23年 11月 27日 

 

 

名古屋工業大学大学院 

セラミックス科学研究教育院 

未来材料創成工学専攻 

教授 

エルランゲン－ニュルンベルグ大学 

（独 エルランゲン） 

平成 23年 11月 23日～

平成 23年 11月 27日 

 

 

名古屋工業大学大学院 

セラミックス科学研究教育院 

物質工学専攻 

准教授 

国立セラミックス工科大学院 

（仏 リモージュ） 

平成 23年 12月 11日～

平成 23年 12月 17日 

 

 

名古屋工業大学大学院 

セラミックス科学研究教育院 

未来材料創成工学専攻 

准教授 
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エルランゲン－ニュルンベルグ大学 

（独 エルランゲン） 

平成 24年 2月 28日～

平成 24年 3月 4日 

 

 

名古屋工業大学大学院 

セラミックス科学研究教育院 

未来材料創成工学専攻 

准教授 

インペリアル・カレッジ・ロンドン 

（英 ロンドン） 

平成 24年 1月 18日～

平成 24年 1月 22日 

 

 

名古屋工業大学大学院 

セラミックス科学研究教育院 

物質工学専攻 

准教授 

エルランゲン－ニュルンベルグ大学 

（独 エルランゲン） 

平成 23年 11月 23日～

平成 23年 11月 27日 

 

名古屋工業大学 

国際交流センター 

教授 

 

７．海外パートナー機関からの受入実績 

 

主たる受入先 

 

受入期間 

 

所属・職名等 

セラミックス科学研究教育院 

未来材料創成工学専攻 

（春日敏宏 教授） 

平成 23年 10月 1日～

平成 23年 6月 30日 

 

エルランゲン-ニュルンベルグ大学            

(独 エルランゲン)     

上級研究員 

セラミックス科学研究教育院 

物質工学専攻 

（柿本健一 准教授） 

平成 23年 7月 30日～

平成 23年 8月 12日 

エルランゲン-ニュルンベルグ大学            

(独 エルランゲン)     

助教（グループリーダー） 

セラミックス科学研究教育院 

物質工学専攻 

（柿本健一 准教授） 

平成 23年 7月 30日～

平成 23年 8月 12日 

エルランゲン-ニュルンベルグ大学            

(独 エルランゲン)     

学部生（大学院進学予定） 

セラミックス科学研究教育院 

未来材料創成工学専攻 

（春日敏宏 教授） 

平成 23年 12月 1日～

平成 23年 12月 16日 

 

インペリアル・カレッジ・ロンドン 

(英 ロンドン)  

博士研究員 
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８．共同企画実施状況 

 

企 画 名 ENSCI/UL-NITech共同研究セミナー（Workshop in France） 

開 催 期 間 平成 23年 6月 16日 ～ 平成 23年 6月 17日（２日間） 

開 催 地 リモージュ 

日
本
側
責
任
者 

氏 名 福田功一郎 

所属機関・職名 名古屋工業大学・教授 

（
※
日
本
以
外
で 

 
 

開
催
の
場
合
） 

開

催

責

任

者 

氏 名 

（ 英 文 ） 
E. Bechade  

所属機関・職名 

（ 英 文 ） 
ENSCI・Professor 

概要及び成果 

【概要】 

目的 

派遣予定の大学院生、担当教員、およびパートナー教授・パートナー機関学生等が参加して、イオン

伝導性セラミックス材料研究に焦点を絞って様々な角度から議論し相互理解を深める。6 月 16 日はセ

ミナー形式の報告会とし、6 月 17 日は個別に共同研究打合せと成果の発信に向けた討論を行い、若手

研究者・大学院生の専門性を高め、またコミュニケーション力向上をはかる。 

 

フランス機関からの参加者 

E. Bechade (ENSCI)、A. Berghout (Univ. de Limoges)（他、大学院学生 9名） 

名古屋工業大学からの参加者（＊は本会経費負担者） 

福田功一郎、中山将伸、浅香透、籠宮功、野上正行、漆原大典＊ 

 

本会経費により参加した参加者の役割や貢献 

漆原大典：蛍光材料に関する自身の研究紹介と次年度派遣を睨んだ共同研究の可能性検討 

 

【成果】 

共同研究内容を中心としたセミナー形式で実施した。研究施設視察とパートナー教員を囲んでのグル

ープ討論・共同研究打ち合わせも行った。各グループに分かれて研究の具体的な進め方および研究資金

獲得に向けての詳細な打合せも行い、かなり深く交流が進んだ。同行の学生にはコミュニケーション力、

専門性の研鑽を意識させる良い機会となった。 

 

＊その他、参加者リスト（様式は任意。本会経費負担者には印を付けること）、日程等、セミナー関連資料

があれば添付すること 
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企 画 名 2nd German-Japanese Seminar on Advanced Ceramic Materials 

開 催 期 間 平成 23年 11月 24日 ～ 平成 23年 11月 25日（２日間） 

開 催 地 エルランゲン 

日
本
側
責
任
者 

氏 名 春日敏宏 

所属機関・職名 名古屋工業大学・教授 

（
※
日
本
以
外
で 

 
 

開
催
の
場
合
） 

開

催

責

任

者 

氏 名 

（ 英 文 ） 
Peter Greil 

所属機関・職名 

（ 英 文 ） 
University of Erlangen-Nürnberg 

概要及び成果 

【概要】 

目的 

派遣中の大学院生と若手教員、およびパートナー教員・学生等が参加して、次世代環境材料、エネル

ギー材料、バイオ材料の研究に関して様々な角度から議論し相互理解を深める。大学院生の意識向上と

コミュニケーション力向上をはかる。 

 

ドイツ機関からの参加者 

P. Greil, A. Boccaccini, U. Lohbauer, A. Roosen, W. Peukert, T. Fey, C. Brabec 

（他、大学院学生 13名） 

名古屋工業大学からの参加者（＊は本会経費負担者） 

髙橋実、五味学、春日敏宏＊、石澤伸夫＊、岩本雄二＊、柿本健一＊、中山将伸、籠宮功、永田謙二、

小幡亜希子＊、前田浩孝、萩尾生＊、横田壮司（UEN滞在中）、岩田拓馬＊（UEN滞在中）、服部光太郎
＊（UEN滞在中）、河村知可子＊（UEN滞在中）、井村廉平＊（UEN滞在中）、河合晃伸＊（UEN滞在中） 

 

本会経費により参加した参加者の役割や貢献 

春日敏宏、石澤伸夫、岩本雄二、柿本健一：ITPの将来構想と共同研究・派遣計画について打合せ 

小幡亜希子：ITP派遣による成果報告と新たな共同研究テーマの探索 

萩尾生：派遣計画についての打合せと大学間連携の進展に向けた事務レベル打合せ 

岩田拓馬、服部光太郎、河村知可子、井村廉平、河合晃伸：派遣中に参加。現在の研究進捗状況

報告と今後の計画についての討論 

 

【成果】 

共同研究内容を中心としたセミナー形式で実施した。研究施設視察とパートナー教員を囲んでのグル

ープ討論・共同研究打ち合わせも行った。研究資金獲得に向けての詳細な打合せも行い、かなり深く交

流が進んだ。参加した学生は全て UEN派遣中であり、教員-パートナー教員-派遣者の共同研究打合せも

効果的に進んだ。学生にとってはコミュニケーション力、専門性の研鑽を意識させる良い機会となった。 

 

＊その他、参加者リスト（様式は任意。本会経費負担者には印を付けること）、日程等、セミナー関連資料

があれば添付すること 
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企 画 名 ENSCI/UL-NITech共同研究セミナー（Workshop in Nagoya） 

開 催 期 間 平成 23年 12月 8日 ～ 平成  年  月  日（１日間） 

開 催 地 名古屋 

日
本
側
責
任
者 

氏 名 福田功一郎 

所属機関・職名 名古屋工業大学・教授 

（
※
日
本
以
外
で 

 
 

開
催
の
場
合
） 

開

催

責

任

者 

氏 名 

（ 英 文 ） 
Pillippe Thomas 

所属機関・職名 

（ 英 文 ） 
ENSCI・Professor 

概要及び成果 

【概要】 

目的 

本年度 6月に開催したイオン伝導性セラミックス材料研究に焦点を絞った共同研究セミナーの第2回

を日本で開催する。派遣予定の大学院生、担当教員、およびパートナー教授・パートナー機関学生等が

参加して議論し相互理解を深める。 

 

フランス機関からの参加者 

P. Thomas (ENSCI)、P.M. Geffroy (Univ. de Limoges)、A. Berghout (ENSCI) 

名古屋工業大学からの参加者（本会経費負担なし） 

福田功一郎、中山将伸、浅香透、籠宮功、野上正行、R.Jalem（大学院生）、 

（他、本学大学院生、学部生 16名） 

 

【成果】 

共同研究内容を中心としたセミナー形式で実施した。パートナー教員を囲んでのグループ討論・共同

研究打ち合わせも行った。参加した学生も積極的に議論に参加し、自身の研究活動への意欲を向上させ

る良い機会となった。 

 

＊その他、参加者リスト（様式は任意。本会経費負担者には印を付けること）、日程等、セミナー関連資料

があれば添付すること 
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企 画 名 

International Symposium on Ceramics Nanotune Technology for Young 

Researchers 

開 催 期 間 平成 24年 3月 7日 ～ 平成 24年 3月 9日（３日間） 

開 催 地 名古屋 

日
本
側
責
任
者 

氏 名 春日敏宏 

所属機関・職名 名古屋工業大学・教授 

（
※
日
本
以
外
で 

 
 

開
催
の
場
合
） 

開

催

責

任

者 

氏 名 

（ 英 文 ） 
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概要及び成果 

【概要】 

目的 

国際ネットワークの構築に向けた取組みのひとつとして、パートナー機関の研究者に加えて、世界的

に活躍中の若手研究者を招聘し、セラミックスの現状と将来展望を議論する。主として若手研究者の発

表で構成し、国際的な活躍の場への一歩とさせる。 

さらに、本年度 ITP派遣した学生のショートコミュニケーションのセッションを設け、成果報告もさ

せる。 

 

参加者 

パートナー機関：Martyn A. McLachlan (ICL)、Julian R Jones (ICL)、Ulrich Lohbauer (UEN)、 

Tobias Fey (UEN)、J.R. Duclere (UL) 

それ以外の機関：Gavin Jell (University College London, UK)、Emanuel Ionescu (Technische 

Universität Darmstadt, Germany)、Gabriela Mera (同左)、Yiping Guo (上海交通大学・

中国)、Kim Sung-Soo (忠南国立大学・韓国)、Kisuk Kang (ソウル国立大学・韓国)、 

Dana Rohanova（Institute of Chemical Technology, Prague） 

国内機関：石川由加里 (ファインセラミックスセンター)、不動寺浩 (物質・材料研究機構)、 

福島 学 (産業技術総合研究所)、大幸裕介 (兵庫県立大学) 

名古屋工業大学：春日敏宏、岩本雄二、五味学、福田功一郎、柿本健一、中山将伸、他、 

学生を含め計 118名、その他聴講 4名 

 

【成果】 

世界的に活躍中の若手研究者を招聘し、次世代デバイス開発へ向けた材料創製をテーマとして、セラ

ミックスナノチューンテクノロジーの現状と将来を議論するシンポジウムとした。国際若手セラミスト

ラボの若手教員が中心に企画・開催した。最先端の研究が紹介され、討論時間を大幅にオーバーするほ

ど活発な議論が行われ、若手研究者の研究への強い意欲が会場に伝わり、これからの派遣希望者にも大

きな刺激となった。また、ITP派遣者による国際共同研究成果の報告も行われ、数ヵ月という短い派遣

でありながら成果が上がっていることが理解できた。またコミュニケーション力が飛躍的に向上したこ

とを実感させられた。 

 

＊その他、参加者リスト（様式は任意。本会経費負担者には印を付けること）、日程等、セミナー関連資料

があれば添付すること 


