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「頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム」 

平成２５年度事後評価資料（実施報告書） 

 

 

 

整理番号 

 

R2212 
関連研究分野 

（分科細目コード）

構造・機能材料 

（5404）  

補 助 事 業 名  

（ 採 択 年 度 ）  
グリーンビークル材料国際研究プログラム（平成22年度採択） 

代表研究機関名  名古屋大学 

代表研究機関以外

の協力機関 
 なし 

主担当研究者氏名  金武 直幸 

補助金支出額 

（平成22年度） 

 

5,720,000円  

（平成 23 年度） 

 

26,531,000 円  

（平成 24 年度） 

 

19,644,000 円  

（合計） 

 

51,895,000 円  

(公募応募当初の「申

請書」に記載の) 

若手研究者の 

派遣計画 

（平成22年度） 

     ２    人  

 

（平成23年度） 

      ４   人  

（  ２  人） 

（平成24年度） 

      ５    人 

（  ３  人） 

（合計） 

       ６      人  

 

若手研究者の 

派遣実績 

（平成22年度） 

     １   人 

 

（平成23年度） 

      ３   人 

（    １  人）

（平成24年度） 

       ３    人 

（   ３  人）

（合計） 

       ３    人  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 
派遣期間が300日

未満となり、 終

的に若手派遣研究

者派遣実績のカウ

ントから除外され

た者（外数） 

（平成22年度） 

      １   人 

 

（平成23年度） 

    ２    人 

（    １  人）

（平成24年度） 

     ２    人 

（   １  人）

（合計） 

       ３   人  
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１ ． 若手研究者の人材育成についての成果の達成状況 

（１）申請書に記載した期待される成果の概要 

（申請書（９－１）に記載した若手研究者の人材育成にかかる期待される成果の概要） 

■世界 先端研究を融合し、複眼的視点でイノベーション創出ができる。 

世界 先端の融合研究を海外の現場で実践することにより、国際的かつ複眼的視点を養い、それに基づいてイ

ノベーション創出を実現し、学術の新分野および未来自動車の新機軸の構築に貢献できる人材を育成する。

■国際的発信ができ、未来自動車を主導する国際的リーダーシップが取れる。 

学会発表、現地での国際的セミナー開催の運営、および派遣先研究機関との橋渡しを行うことを通じて、国際

的情報発信ができ、未来自動車を主導する国際的リーダーシップが取れる人材を育成する。 

■頭脳循環の担い手となる。 

名古屋地区の世界 先端研究を存分にアピールすることで、「名古屋大学と協力して研究することの大きな意

義」を世界中の研究者に理解させることで、世界各国から優秀頭脳を名古屋大学に誘導し、さらには、世界有

数機関への若手派遣を継続的に行える体制を構築し、推進できる人材を育成する。 

■学術のみならず、産業・地域にも貢献する。 

名古屋大学グリーンビークル材料研究拠点を活用することで、研究成果を学術の振興のみならず、産業・地

域の振興にも反映させ、イノベーションから社会還元までの一連のプロセスを実行できる人材を育成する。

 

（２）上述の期待される成果の達成状況の自己評価とその理由 

【自己評価】 

□期待を上回る成果を得た 

■十分に達成された 

□おおむね達成された 

□ある程度達成された 

□ほとんど達成されなかった 

 

【理由】 以下に述べる能力の育成と活動の実践により、期待される成果は十分に達成されたと判断した。 

１．複眼的思考とブレークスルー能力の育成 

様式１資料２（５）に示す通り、派遣先と派遣元がそれぞれ保有する異なる要素技術を融合させて世界 先

端の国際的融合研究を実施した。この中で若手研究者は異なる要素の先端技術を取り込むことで多面的複眼

的に事象を追求・考察し、課題をブレークスルーする能力を磨くことができた。得られた学術的成果は次世

代自動車のイノベーション創出につながるものであり、新機軸・新分野構築の可能性が期待される。 

２．国際的コミュニケーション力・情報発信・収集力の養成 

派遣先研究者との英語による日常的な議論を通じて英語力と国際感覚を磨き、国際的コミュニケーション能

力を格段に高めた。これをベースに、派遣先との橋渡し的役割を果たすとともに、国際学会での招待講演を

含めた研究発表・研究者間交流を積極的に実践することで、情報の発信・収集能力を向上させた。 

３．国際的ネットワークの拡充と国際的リーダーシップ能力の育成 

世界的研究拠点で活躍する著名な研究者や同世代の研究者との交流および周辺分野への共研拡大により国

際的ネットワークの拡充を図った。さらに、「グリーンビークル・グローバル会議」を企画・運営しつつ、

会議では座長としてリーダーの役割を担った。これにより国際舞台でのリーダーシップ能力を磨いた。 

４．本学への頭脳循環に向けた活動の実践 

前記グローバル会議において派遣者が座長として、担当研究者が説明役として、本学の先端的研究開発への

取組と「グリーンビークル材料研究拠点」をアピールした。さらに、本学独自の研究シーズを織り込んだ共

同研究の成果を順次、国際学会で発表することにより、本学への頭脳循環の魅力をアピールした。しかし、

派遣先には世界の頭脳が集結しており、本学として一層の努力が不可欠であると認識を新たにした。 

５．グリーンビークル産学共同研究の実践による地域・産業への貢献 

本学は、中部地域が将来に亘って自動車開発・生産の世界的中心地であり続けることを支えるために、「グ

リーンモビリティ連携研究センター」を新設した。若手研究者は国際共同研究で培ったポテンシャルを活か

して、同センター等を通じた産学連携研究に参画し、社会還元に向けて地域・産業貢献を果たしている。 
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２．国際共同研究課題の到達目標及び期待される成果の達成状況 

（１）申請書に記載した国際共同研究課題の到達目標及び期待される成果の概要  

（申請書（３－１）に記載した国際共同研究課題の到達目標及び申請書（９－２）に記載した国際共同研究にお

いて期待される成果概要） 

■到達目標 

本共同研究は電動化に必須な4つの要素を世界 先端レベルで達成し、かつアクティブセイフティを担う新規

なバイオデバイスを開発することにより、未来エコカー「グリーンビークル」を実現する。 

■本国際共同研究において期待される成果概要 

（１）革新的電池用新材料の開発：本学の固液界面のナノ構造創製技術と派遣先機関の分子レベル構造制御技

術を融合することにより、革新的電池に求められる独創的な新材料の創製を目指す。 

（２）高効率電力変換を可能にするダイヤモンドパワーデバイスの開発：派遣先が有するドーピング技術と本学

の薄膜形成技術を融合することにより、世界に先駆けてダイヤモンドパワーデバイスを開発する。 

（３）超軽量化材料・加工技術の開発：①材料：派遣先独自の技術であるⅩ線その場観察法と本学の燃焼合成

発泡技術を融合することで、超軽量ポーラス金属材料の開発に向けて発泡プロセスの解明を目指す。 

②加工技術：派遣先が有する高度シミュレーションを我が国の 高レベルの加工技術と融合させることで

高精度加工を可能にする技術を開発する。 

（４）新環境調和型材料の開発：派遣先が保有する世界 先端の高圧技術による高効率実験手法を適用し、そ

れを我が国の材料設計コンセプトと融合させることで、世界に先駆けて新物質合成を行う。 

（５）バイオセンサー技術の開発：派遣先のバイオエレクトロニクス技術と派遣者のマイクロ・ナノバイオデバ

イス技術を融合させ、近未来のアクティブセイフティ技術を可能にするバイオセンサーの開発を目指す。

 

（２）上述の目標等に対する達成状況の自己評価とその理由 

【自己評価】 

□期待を上回る成果を得た 

■十分に達成された 

□おおむね達成された 

□ある程度達成された 

□ほとんど達成されなかった 

【理由】 グリーンビークルの基幹技術である電動化を革新するために必要とされる下記（１）～（４）の開発

に取組み、従来技術の壁をブレークスルーする可能性を持つ新技術の探索・開発に成功し、さらにアクティブセ

イフティの核となる新しいバイオデバイスの概念設計を具現化した。 

（１）革新的電池用新材料の開発：本学の界面構造創製技術と派遣先の分子レベル構造制御の融合により、ペ

プチド分子やバイオポリマー分子を用いた新たな油－水界面での自己組織化薄膜形成に取組み、特異な

膜構造が創製できることをはじめて見出した。 

（２）高効率電力変換を可能にするダイヤモンドパワーデバイスの開発：両機関の独自技術を融合させること

で、高濃度ホウ素をドープした高電気伝導性ダイヤモンド半導体単結晶薄膜の作製に成功した。さらに磁

性体、超電導技術との融合による更なる発展の可能性を見出し、新たな共同研究を展開した。 

（３）超軽量化材料・加工技術の開発：①材料：本学が開発中の燃焼合成発泡法プロセスを対象に、派遣先が

持つＸ線その場解析技術を適用することにより、ミクロスケールの気泡生成・成長挙動の解明に成功した。

②加工技術：本学保有技術をベースに材料固有の物理量を決定する 適な材料試験を確立し、派遣先のシ

ステムと連動させることで、FEM を用いた高精度な加工限界予測システムを提案した。 

（４）新環境調和型材料の開発：新環境調和材料の創製を目的に、超高圧下での新規物質の合成に取組み，過去

に報告の無い新物質であるロジウム窒化物と窒化スズの合成に成功した。 

（５）バイオセンサー技術の開発：派遣先のバイオエレクトロニクス作製技術を習得し、その技術と本学のマイ

クロ・ナノバイオデバイス技術を統合した、新しいバイオデバイスの概念設計を具現化した。 
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３ ． 今 後 の 展 望 に つ い て  

これまでの実施状況を踏まえて、事業実施期間終了後の展望について記入して下さい。 

①  自己資金、若しくは他の競争的資金等による海外派遣の機会を含む若手研究者の研鑽・育成の事業の継続（又

はその見込み）状況 

ⅰ）今回の派遣者 A（博士課程後期課程学生）は、派遣先との共同研究成果を国際会議で発表して研鑽を積むた

めに、平成 25 年 6 月に米国に渡航する機会を得ている。（財団法人の渡航助成金の補助および自己資金） 

ⅱ）今後、JSPS「バイオ資源を活用したグリーンモビリティ材料研究拠点」(研究拠点形成事業 B．アジア・ア

フリカ学術基盤形成型、平成 25～27 年度)事業等に若手研究者を参加させつつ、競争的資金による新事業等の提

案、フンボルト財団奨学金応募推奨等を行い、若手研究者の国際的研究機関での研鑽機会を拡大する方針である。

 

②  本事業の相手側を含む海外の研究機関との研究ネットワークの継続・拡大（又はその見込み・将来構想）状

況（組織において本事業で支援した若手研究者に期待する役割も含めて） 

ⅰ）Berlin 工科大学との研究ネットワークは、派遣者 A が研究成果の共有や国際会議での発表について、メー

ル等による意見交換や議論を重ねることで共同研究を継続しており、今後さらに発展することが期待される。 

ⅱ）Darmstadt 工科大学および Max Planck 化学研究所との共同研究は新規物質の合成を実現するという大きな

成果を達成しており、密な研究ネットワークを構築するに至っている。派遣者 B(助教)は新しい共同研究提案に

向けて派遣中のテーマを拡張した実験に取り組んでおり、研究ネットワークのさらなる拡大・発展が見込まれる。

ⅲ）Dortmund 工科大学は名古屋大学と並んで世界の塑性加工技術をリードする優れた研究機関であることから、

ネットワークの更なる緊密化を目指して、派遣者 C(助教)が共同研究を継続している。 

ⅳ）CNRS Neel 研究所（フランス）および Karolinska 研究所（スウェーデン）と共同研究を継続中。今回のテ

ーマを発展させた新たな共同研究を Johannes Gutenberg 大学（ドイツ）およびパリ 13 大学にて展開中であり、

共同研究先との研究ネットワークの拡大・強化が進んでいる。 

ⅴ）さらに、基幹技術として不可欠な軽量化材料・技術、電池、パワーデバイス等を繋ぐ学際的なグリーンビー

クル研究者ネットワークが重要性を増しており、新たな国際会議開催等により拡大・発展を目指す方針である。

 

③  本事業で支援した若手研究者の研究人材としての将来性について 

ⅰ）派遣者 A（博士課程後期課程学生）：今までに海外渡航の経験も無い状況であったが、海外の研究機関で着

実に実験を推進し、海外研究者と研究討論できるまでに成長できたことは、研究者としての人材資質を裏付けて

いると考える。帰国後も、共同研究の継続や共同研究成果の国際会議発表などを意欲を持って推進しており、研

究者として独り立ちする人間力も養われたものと期待している。 

ⅱ）派遣者 B（助教）：超高圧地球科学と無機合成化学をバックグラウンドとする超高圧化学という新しい学術

領域を世界に先駆け独自に展開している新進気鋭の研究者である。今回、上記関連分野の２つの世界的拠点への

派遣を志望し、両拠点において主体的に研究を推進した。その結果，学術上インパクトの強い新物質の合成と物

性解明に成功し高い評価を得た。このように、派遣者は本事業に参画することにより、世界的若手研究者の一人

として認識され、今後はこれまで以上に活躍することが期待され、近い将来日本のみならず世界をリードする研

究者となると確信している． 

ⅲ）派遣者 C（助教）：派遣者は、「革新的ネットシェイプ鍛造加工技術の開発」のテーマで Dortmund 工科大

学と共同研究した。この中で軽量化部材製造の一つとして期待のかかる中空鍛造に着目し、名大で研究していた

破壊による加工限界の予測を高精度化する問題に挑戦した。先方の研究者との意見交換をうまく行って新しい材

料試験法を開発し，新予測手法の確立に向けて現在も研究を継続している。研究に対して常に積極的で、実験手

法のみならず解析(CAE)にも精通しており、この先の日本の塑性加工分野を担う研究者の一人として大いに期待

がもてる。今回の派遣体験により語学力、国際感覚も養うことができ、間違いなく活躍する人物と考えている。
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資料１ 実施体制 

①  事 業 実 施 体 制  

フ リ ガ ナ 
担当研究者氏名 所属機関 所属部局 

職名 

（身分）
専門分野 備考 

主担当研究者 

金武
カネタケ

 直
ナオ

幸
ユキ

 

 

担当研究者 

浅野
ア サ ノ

 秀文
ヒデフミ

 

植田
ウ エ ダ

 研二
ケ ン ジ

 

宮脇
ミヤワキ

 哲也
テ ツ ヤ

 

石川
イシカワ

 孝司
タ カ シ

    

齋藤
サイトウ

 永宏
ナガヒロ

    

長谷川
ハ セ ガ ワ

正
マサシ

 

馬場
バ バ

 嘉信
ヨシノブ

 

 

計 8名 

 

名古屋大学 

 

 

名古屋大学 

名古屋大学 

名古屋大学 

名古屋大学 

名古屋大学 

名古屋大学 

名古屋大学 

 

大学院工学研究科 

 

 

大学院工学研究科 

大学院工学研究科 

大学院工学研究科 

大学院工学研究科 

エコトピア科学研究所

大学院工学研究科 

大学院工学研究科 

 

教授 

 

 

教授 

准教授

助教 

教授 

教授 

教授 

教授 

 

材料構造制御工学 

 

 

ナノスピン制御工学 

ナノスピン制御工学 

ナノスピン制御工学 

材料加工工学 

水の先進ナノ理工学 

材料高圧力プロセス工学 

応用計測化学 

 

 

 

 

 

(H24.11.26追加)

(H24.11.22追加)

計 ８ 名     

 

②  相手側となる海外の研究機関と研究者 

国名 研究機関名 相手側研究者氏名 
職名 

（身分） 
備考

 

アメリカ 

 

フランス 

 

ドイツ 

 

ドイツ 

 

ドイツ 

 

ドイツ 

 

ス ウ ェ ー

デン 

 

 

 

 

 

 

 

ノースウエスタン大学 

 

フランス国立科学研究センター(CNRS) 

 

ベルリン工科大学 

 

ドルトムント工科大学 

 

ダルムシュタット工科大学 

 

マックス・プランク化学研究所 

 

カロリンスカ研究所・国立メディカルナ

ノサイエンス研究センター 

 

 

 

 

     計 ７ 機関 

 

Samuel I. Stupp  

 

E. Bustarret 

 

John Banhart 

 

A. Erman Tekkaya 

 

Ralf Riedel 

 

Mikhail Eremets 

 

Agneta 

Richeter-Dahlfors 

 

 

 

 

 

 

教授 

 

常勤研究員 

 

教授 

 

教授 

 

教授 

 

グループリーダ

ー 

教授 

（センター長）
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資料２ 若手研究者の人材育成にかかる資料 

（１）若手研究者の選抜方針・基準、選抜方法の概要 

① 選抜方針・基準：具体的な選択基準は、ⅰ） 低限必要な英語能力、ⅱ）学協会からの受賞歴を

重視した研究能力、ⅲ）目的意識および意欲および派遣先での研究計画、ⅳ）派遣元である担当

研究者の推薦度、Ⅴ）若手研究者自身がこれまで計画したプロジェクト研究の企画・実績および

本共同研究への取り組み方針、とした。 

 

② 選抜方法：主担当研究者を中心とする人財企画開発委員会を立ち上げ、上記の各項目についてグ

ループ内委員会にてまず書類審査を行い、その資料を基に、さらに面接を行った。 

 

（２）若手研究者海外派遣時の支援体制の概要 

  （若手研究者の海外派遣が促進されるよう組織としてどのようなバックアップ体制を 

とったかについて記載してください。） 

① 派遣元研究室による支援 

・博士課程後期課程学生に対しては、派遣先との連絡・調整、研究計画策定の指導、銀行口座開設や

保険加入などについての具体的なアドバイス等を派遣前に行い、現地での研究生活が円滑にスタ

ートできるよう、支援した。 

・担当研究員および関連専門分野の本学教授が派遣先を訪問し、研究の計画・内容についての議論、

および研究施設の見学を行い、研究室間および本学との関係を密にする方策を講じた。 

 

② 材料教室としての支援 

派遣者の海外派遣期間中の学務、教務等を材料教室として分担する体制を敷ことにより、派遣中

の教育業務等に気遣いすることなく、共同研究に没頭できる環境を整えた。 

 

③ 事務部門による支援 

人事掛、経理掛と連携し、渡航関連書類の作成、グリーンビークル・グローバル会議の経費支払

い等を計画的かつ円滑に処理する体制を整え、実行した。 

 

④ 危機管理  

研究目的等のために海外渡航する者も対象とした包括的危機管理のための、本学の「海外安全ハ

ンドブック」を派遣者に配布し、注意を喚起した。 

 

（３）若手研究者海外派遣計画の見直し（増減）状況 

当初、6 名の若手研究者の海外派遣を計画したが、3 名がそれぞれ以下の理由により、派遣期間が

300 日未満となった。これにより、 終的な派遣者数は 3 名となった。 

① 派遣期間中に他大学に転出することが決まり、派遣継続が困難になった。 

② 当初設定した共同研究の目標が予定より早く達成され、さらなる発展のためには磁気特性の解明

が不可欠となった。そこで、派遣者の滞在期間を短縮し、新テーマ領域を専門にする研究者を担

当研究者に指名して、共同研究を拡大・発展させた。 

③ 本学が有する設備等を用いた研究が不可欠であることが判明し、派遣先と合意のうえ、研究初期

の数ヶ月、本学にて実験を実施した。それにより、派遣日数が規程未満となった。 
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（４）若手研究者の育成にかかる成果の概要 

①  派遣された若手研究者の成果 

ⅰ）研究成果 

○世界トップレベルの研究機関との間で、グリーンビークルの基本的課題をブレークスルーするための

国際共同研究を実施し、次代を拓く独自で新規な学術的成果を達成することができた：a.高電気伝導性

ダイヤモンド半導体単結晶薄膜作製法の開発(論文 3 編、国際学会発表 3 件、うち招待論文１編、招待

講演 1 件)、b.高圧高温プロセスによる新規窒化物の合成（査読中論文１編、国際学会発表 1 件、国内

学会発表 1 件）、c.発泡材料の気泡生成・成長挙動の解明（国際学会発表 1 件）、d.高精度な加工限界

予測技術の開発、e.油-水界面での特異な自己組織化膜の創製、f.新しいバイオデバイスの概念設計。 

ⅱ）研究能力・研究マネジメント能力の向上 

○著名な研究者から同年代の研究者まで直接接し、議論することにより、専門的知識・技術の向上はも

とより、研究の構想・計画立案から進め方まで多々学ぶことができ、研究能力を格段に向上させた。 

○個人の自由な発想に基づく研究力と、チームとして成果を産み出すチーム研究力の両立が、世界と競

える科学的成果創出のキーであることを実感し、今後の研究マネジメントの貴重な指針を得た。 

○日本とは根本的に異なる海外の研究システムを体験して、我が国の研究戦略等の強みと弱みが明確に

認識でき、それらの再構築に向けて意識を新たにした。 

ⅲ）国際ネットワークの形成・拡大 

○派遣先研究機関の研究者とのネットワーク形成：研究計画・実験結果・論文／学会発表に関する議論、

および派遣元研究室の研究内容紹介などで、派遣者の専門能力・人柄等が共同研究者や周辺の研究者に

伝わり、深い信頼関係が築けた。これにより、研究者間の永続的な密なネットワークの形成が実現した。

○招待講演・学会発表を通じたネットワーク拡大：学会発表等が、派遣先の共同研究者以外の教授や他

機関の研究者の高い関心を呼び、同教授主催のワークショップでの招待講演の実施、および磁性体分野、

超伝導分野の研究者との共同研究に繋がり、派遣先機関を越えて研究ネットワークを拡大できた。 

○異分野の研究者・産業界技術者とのネットワーク形成：グリーンビークル・グロール会議を開催し、

産業界の開発動向紹介、軽量化材料・加工技術、バイオセンサー、電池およびパワーデバイス材料の研

究発表と交流を行った。グリーンビークルに関する学際的な研究者・技術者ネットワークが形成できた。 

ⅳ）キャリアアップ 

○我が国が研究開発の国際競争力や大学の世界展開力の強化等を実現するためには、国際感覚が豊かで

国際舞台でリーダーシップを発揮できる優れた研究者を数多く輩出することが不可欠である。当該派遣

者はその期待に応え得る能力を高度に磨いているので、今後のキャリア形成に有益である。 

 

②  派遣した機関・組織の成果 

ⅰ）組織的に若手研究者を育成する枠組みの構築：世界トップレベルの研究機関での共同研究が研究者

の能力向上に極めて有効であり、それが組織的支援体制を敷くことで、日常的な教育・研究に支障を及

ぼさずに実現できることを実体験した。本プログラムを成功事例として位置づけ、今後も競争的資金事

業への計画的な提案等を通じて資金獲得を行いながら、海外派遣を展開する方針である。 

ⅱ）組織としての国際ネットワークの強化向上：本事業により、グリーンビークル材料研究で先端的研

究を行っている主な研究機関とのネットワークが形成できた。現在はさらに、新興国研究機関（平成 25

年度採択 JSPS 研究拠点形成事業 B 型）、欧州の大学等へとネットワークを拡大・強化している。 

ⅲ）組織としての人事面等における海外での実績に対する評価のとらえ方の変化：本プログラムの実施

を契機に、材料教室においても採用・昇格評価において海外での研究実績をプラス評価することが定着

化しつつある。そのような採用実績も増加してきた。 



様式１                                      (資料２) 

8 

（５）若手研究者の派遣実績の詳細 

派遣者①： 助教    

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

１）共同研究目標 

派遣先に集積された超高圧合成化学などの 先端の知見や世界トップレベルの高圧合成

技術と、派遣者の研究グループが有するダイヤモンド・アンビル・セルに代表される高温・

高圧合成技術とを融合させることにより、 

① 先進的『高圧高温合成技術を駆使した新しいグリーンビークル用環境調和型材料開発』

に向けて新しい材料合成研究を進展させる。 

② 超高圧をキーワードにした新しい材料開発の研究分野を開拓する。 

 

２）共同研究における派遣者の役割 

① 高温高圧合成装置の建設および 適化を担当。高圧合成実験および高圧下におけるその

場観察はマックス・プランク研究所で、常圧に回収した試料の分析はダルムシュタット工

科大学で行う。 

② ドイツ・ダルムシュタット工科大学・材料科学研究所の Ralf Riedel 教授とドイツ・マ

ックス・プランク化学研究所・Mikhail Eremets 博士の両研究グループは、それぞれ固体

化学および超高圧物質科学を柱に研究活動をしており、派遣者が両グループをつなぐ役割

も担う。 

 

（具体的な成果） 

１）学術・工業的成果 

新物質創製を目指して、新規スズ窒化物の高温高圧合成、新規貴金属窒化物の高圧合成、

高分子前駆体の超高温高圧処理による炭窒化化合物の合成に取り組み、以下の成果・結果を

得た。 

① 新規スズ窒化物の高温高圧合成：新しい 14 族窒化物の合成を目指す研究の一環として、

マックス・プランク研究所内に設置した高温高圧合成装置を用いて合成を実施した。合成

した窒化物の精密構造をラマン散乱測定、X 線回折測定、透過型電子顕微鏡等により多面

的に計測し、現在詳細を解析中である。 

② 新規貴金属窒化物の高圧合成：常圧下では窒化物を形成しない白金族元素のうち、まだ

報告されていないロジウムの新規窒化物の高圧合成に挑戦した。合成した窒化物はヨーロ

ッパ・シンクロトン放射光施設（ESRF）を活用して解析し，結果を論文にまとめた（現在

査読中）。 

③ 高分子前駆体の超高温高圧処理による炭窒化化合物の合成：100 万気圧領域で新しい炭窒

化物の合成を試みた。現在のところ既存の物質のみしか生成していないことが確認され

た。名古屋大でも実験設備を整え引き続き取り組んでおり、現在、高圧その場観察が可能

なラマン散乱測定装置が完成した段階である。 

 

２）成果発表 

① 高温高圧合成したスズ窒化物は、ラマン散乱測定から明らかに既存のスズ窒化物とは異

なるシグナルを得た。これまでの研究結果は 2012 年 9 月にリューデスハイム（ドイツ）



様式１                                      (資料２) 

9 

で開催されたワークショップで発表した。今後、構造が明らかになった段階で理論計算の

グループとも協力し物性予測等にも取り組み、論文としてまとめる予定である。 

② ロジウムの新規窒化物の合成においては、新物質の合成に成功し、ドイツ化学会の欧文

誌（Angewandte Chemie International Edition）に投稿済みである。この成果は国内の

講演大会でも発表した。 

 

３）国際的ネットワークの構築 

Riedel 教授ら共同研究者との、理論、実験の両面からの新物質合成に関する議論で信頼を

勝ち取り、派遣先両機関の研究者と緊密なネットワークを形成した。さらにドイツの学会発

表で関心を集めて、当該分野の専門家とのネットワークも拡大した。 

 

派遣先 

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者）

派遣期間  

合計 
平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

ド イ ツ 、 ダ ル ム シ ュ タ ッ ト 工 科 大 学 、

Institute of Materials Science 、 Ralf 

Riedel 教授 

6 日 41 日 91 日 138 日 

ドイツ、マックス・プランク化学研究所、

Mikhail Eremets 博士 

9 日 186 日 92 日 287 日 

 

 派遣者②： 博士課程後期課程学生  

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

１）共同研究目標 

ポーラス金属は超軽量材料として期待されているが、実用化のためには、発泡時の気孔性

状の制御や気孔の成長挙動についての詳細な知見が重要である。派遣先では、X 線その場観

察法などを用いた、ポーラス金属の発泡メカニズムの解明および気孔制御手法に関する独自

の研究開発を活発に行っている。派遣先のこれら独自技術を名古屋大学におけるポーラス金

属の研究開発と融合する技術・知的循環を試み、グリーンビークル用超軽量材料としてポー

ラス金属の製造を実用化に繋げる。 

 

２）共同研究における派遣者の役割 

① John Banhart 教授のグループの下に滞在し、派遣先独自の技術である X 線その場観察法

の技術を習得する。 

② ナノセラミック粒子を添加したポーラス金属の製造プロセスの研究開発を実施する。 

 

（具体的な成果） 

１）学術・工業的成果 

① 派遣先独自の技術であるⅩ線その場観察法を習得し、それを利用することにより燃焼合

成発泡法における発泡過程の観察に成功した。 

② ドイツ・シンクロトロン放射光施設（BESSY）、およびフランス・欧州放射光施設（ESRF）

の放射光装置を利用した高精度Ｘ線その場観察等、派遣先の独自技術を活かした研究によ

り、燃焼合成発泡法における発泡過程を実証的に解明できた。 
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２）成果発表 

これらの共同研究成果は、ポーラス材料に関する国際会議である Metfoam2013 において発

表した。さらに、派遣先研究者との共著論文として現在執筆中である。 

 

３）国際的ネットワーク構築・情報発信への取組等 

グリーンビークル・グローバル会議（本学およびドルトムント工科大学の共同主催、共同

議長：名古屋大学・金武教授、ドルトムント工科大学 Prof. Tekkaya、2011 年 11 月にドル

トムント工科大学にて）において、軽量化材料セッションで座長を務め、国際会議でリーダ

ーシップを発揮した。併せて、他分野研究者との交流によりネットワーク形成と異分野技術

の情報獲得を図った。 

 

派遣先 

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者）

派遣期間  

合計 
平成 22 年度 平成 23 度 平成 24 年度 

ドイツ、ベルリン工科大学、材料科学研究

所、John Banhart 教授 

0 日 

 

299 日 67 日 366 日 

 

 派遣者③： 助教    

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

１）共同研究目標 

車両の軽量化に必要不可欠な高強度材料・軽金属の高精度加工技術を対象として、加工プ

ロセス・材料開発・シミュレーションの各技術連携により、機械加工等の後工程を必要とせ

ず材料歩留まり、省エネ、CO2 削減に貢献することができる革新的ネットシェイプ加工技術

の開発に取り組む。  

具体的には、軽量高強度 Al 合金および高張力鋼、超高張力鋼を、派遣先が有する世界屈

指の CAE をツールとして取り込み、サーボプレスを駆使して、 適設計により個々の部品

の極限までの軽量化を図ると同時に、従来の 50 数ミクロンの加工精度を 10 ミクロン以下に

まで高精度化することを目指す。 

 

２）共同研究における派遣者の役割 

① 派遣先の先進的 CAE システムを用いて鍛造品の寸法精度に及ぼす加工条件の影響調査：

シミュレーションのオペレーティングは派遣者自身が派遣先の研究スタッフとともに行

い、Prof. Tekkaya が参加する成果ミーティングを毎週行った。 

② FEM 解析における加工限界予測を高精度に行う包括的なシステム確立に必要とされる、材

料固有の物理量を決定する 適な材料試験の開発を行った． 

 

（具体的な成果） 

１）学術・工業的成果 

① 寸法精度に影響を及ぼす加工因子の特定を CAE システムによって明らかにし、その成果

を金型の設計および作製に反映させた。 

② 革新的ネットシェイプ鍛造技術を確立するためには、CAE、特に FEM 解析における加工限

界予測を高精度に行う包括的なシステムの開発が不可欠である。その中で重要な地位を占
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める材料固有の物理量を決定する 適な材料試験の確立に取り組み、所望の材料に対して

新規開発した材料試験を行い、派遣先のシステムと連動させることで、FEM を用いた高精

度な加工限界予測を可能にする方法を提案した。その結果、これまでに前例のない、材料

試験から 終的なパラメーター同定まで一貫したシステムを開発でき、全プロセスをほぼ

自動的に完結することが可能になった。 

 

２）成果発表 

得られた成果はドルトムント工科大学側と名大側、それぞれで国内外の学会で発表し、そ

こで得られたコメントや意見を集約した上で論文の投稿を行う予定である。名大側では関連

内容を国内学会で成果発表した。この発表では派遣者が純粋に実施した内容のみを取り上げ

たため，あえて共著という形を取らずに国内学会での討議を行い，今後の展開への方針を探

った． 

 

３）国際的ネットワーク構築・情報発信への取組等 

グリーンビークル・グローバル会議の企画・運営：グリーンビークル・グロール会議の開

催（本学およびドルトムント工科大学の共同主催、共同議長：名古屋大学・金武教授、ドル

トムント工科大学Prof. Tekkaya、2011年11月にドルトムント工科大学にて）にあたり、そ

の企画・運営を派遣先研究者と協力して担当し、グリーンビークル材料・技術研究の国際的

ネットワーク構築を進めた。さらに同会議において金属加工セッションの座長を務め、国際

会議でのリーダーシップを発揮した。併せて、異分野技術の情報獲得を図るとともに、研究

者間の交流を実施し、グリーンビークル研究者ネットワークの構築に努めた。 

 

派遣先 

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者）

派遣期間  

合計 
平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

ドイツ、ドルトムント工科大学、Institute 

of Forming Technology and Lightweight 

Construction、A. Erman Tekkaya 教授 

0 日 63 日 306 日 

 

369 日 
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資料３ 国際共同研究の計画概要・方法 

（１）実施期間中における研究のスケジュールと実施内容の概要 

【平成２２年度】 

・「高効率電力変換を可能にするダイヤモンドパワーデバイスの開発」（共同研究先：フランス国立科学

研究所、以下、括弧内は共同研究先）：派遣先にて研究実施計画を打合せた後、研究に着手。 

・「高圧高温合成技術を駆使した新しいグリーンビークル用環境調和型材料開発」（Darmstadt 工科大学

および Max Planck 化学研究所）：派遣先にて研究実施計画の打合せおよび研究設備の確認等を実施。 

 

【平成２３年度】 

・新規に、「燃焼合成発泡のその場観察による発泡過程の解明」（Berlin 工科大学）、「細胞内シグナ

ル伝達・誘導を分子レベルで可視化するナノデバイスの開発」（Karolinska 研究所）および「革新的ネ

ットシェイプ鍛造加工技術の開発」(Dortmund 工科大学)に着手。 

・継続研究として、「高効率電力変換を可能にするダイヤモンドパワーデバイスの開発」および「高圧

高温合成技術を駆使した新しいグリーンビークル用環境調和型材料開発」を実施。 

 

【平成２４年度】 

・新規共同研究として、「革新的電池用新材料の開発」（Northwestern 大学）を開始した。 

・継続研究として、「高効率電力変換を可能にするダイヤモンドパワーデバイスの開発」、「高圧高温

合成技術を駆使した新しいグリーンビークル用環境調和型材料開発」、「燃焼合成発泡のその場観察に

よる発泡過程の解明」、および「革新的ネットシェイプ鍛造加工技術の開発」を実施。 

 

（２）成果の概要 

１）学術的貢献 

グリーンビークルの基幹技術である電動化を革新するために必要とされる下記（ⅰ）～（ⅴ）の開発

、およびアクティブセイフティの核となる新しいバイオデバイスの開発に取組み、以下の学術的成果を

達成した。 

（ⅰ）革新的電池用新材料の開発：本学の界面構造創製技術と派遣先の分子レベル構造制御の融合によ

る新材料のシーズ探索を目的に、ペプチド分子やバイオポリマー分子を用いた新たな油－水界面で

の自己組織化薄膜形成に取組み、特異な膜構造を新規に創製できることを見出した。油－水界面で

の自己組織化薄膜の形成はこれまでに例がなく、革新的電池材料への応用に留まらずに、新たな学

術領域の開拓に繋がることが期待される。 

（ⅱ）高効率電力変換を可能にするダイヤモンドパワーデバイスの開発：派遣先が有するドーピング技

術と本学の薄膜形成技術を融合することにより、電気伝導性に優れた単結晶ダイヤモンド半導体薄

膜作製手法の確立に成功した。さらに磁性体との融合、超電導技術との融合による可能性を見出し

、新たにJohannes Gutenberg大学（ドイツ）およびパリ13大学との共同研究に発展させた。ダイヤ

モンド半導体の研究開発は将来技術の創出に向けて各国の大学・研究機関が鎬を削っており、本開

発はその先端を拓く技術として、学術・工業上の価値が高い。さらに、磁性体や超電導との融合研

究は新たな学術領域を拓くものとして大いに期待される。  

（ⅲ）超軽量化材料の開発：本学が開発中の燃焼合成発泡法プロセスを対象に、派遣先が持つＸ線その

場解析技術を適用することにより、ミクロスケールの気泡生成・成長挙動の解明に成功した。燃焼

合成発泡技術は究極の超軽量化技術として期待が高まっているが、気泡生成・成長プロセスが未解

明であったために、物性と構造の制御が困難であった。本研究は、その課題のブレークスルーを可

能にし、実用化プロセスの開発およびポーラス材料設計に新たな道を開くものであり、基礎工学的

な成果として今後広範な応用が期待される。 
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（ⅳ）超軽量化加工技術の開発：本学の保有技術をベースに材料固有の物理量を決定する 適な材料試

験を確立し、派遣先のシステムと連動させることで、FEM を用いた高精度な加工限界予測システム

を提案した。このような高精度な予測技術は、従来の材料加工の限界を超える革新的ネットシェイ

プ加工技術の開発に繋がるものであり、工学的に重要な意義を持つ。 

（ⅴ）新環境調和型材料の開発：新環境調和材料の創製を目的に、両機関の技術融合による超高圧下で

の新規物質の合成に取組み，過去に報告の無い新しい物質であるロジウム窒化物と窒化スズの合成

に成功した。超高圧化学による新物質創製は、画期的な物性を発現する新規材料の探索を目的に多

くの基礎化学者が取り組む新しい学術領域である。本研究成果は、その学術領域の発展に寄与する

先駆的発見として評価される。 

（ⅵ）バイオセンサー技術の開発：派遣先のバイオエレクトロニクス作製技術を習得し、その技術と本

学のマイクロ・ナノバイオデバイス技術を統合した、新しいバイオデバイスの概念設計を具現化し

た。高齢化社会の到来により、車の安全性確保には運転者の健康診断／アドバイスを含めた先進的

アクティブセイフティ技術の実現が必須である。本研究成果には、それに応える将来の革新技術と

して大きな社会的インパクトが期待される。 

 

２）国際的ネットワークの構築 

（ⅰ）派遣先研究機関とのネットワーク形成：派遣者自身が派遣先で研究計画・実験結果・論文／学会

発表に関する議論を深く行うと同時に、派遣元研究室の研究内容紹介などで、派遣者の専門能力・

人柄等が共同研究者や周辺の研究者に伝わり、深い信頼関係が築けた。さらに担当研究者や本学の

教授が派遣先を訪問して派遣先で講演や施設見学等を行い、交流を深めた。これらにより、派遣先

研究機関との密なネットワーク形成が実現した。 

（ⅱ）学会発表等を通じたネットワーク拡大：学会発表等が、派遣先の共同研究者以外の教授や他機関

の研究者の高い関心を呼び、同教授主催のワークショップでの招待講演の実施、および磁性体分野、

超伝導分野の研究者との共同研究に繋がり、交流が広がった。これらにより、派遣先機関を越えて

研究ネットワークを拡大できた。 

（ⅲ）異分野の研究者・産業界技術者とのネットワーク形成：派遣先研究者、欧州の派遣先以外の研究

者、本学研究者および産業界技術者（欧州トヨタ自動車）に働きかけて、グリーンビークル・グロ

ール会議（本学および Dortmund 工科大学の共同主催、共同議長：名古屋大学・金武教授、Dortmund

工科大学 Prof. Tekkaya、2011 年 11 月 Dortmund 工科大学にて）を開催し、産業界の技術開発動向

の紹介、軽量化材料および加工技術、バイオセンサー、電池およびパワーエレクトロニクスの研究

発表と交流を行った。このことにより、学術的には異分野に位置付られるグリーンビークル基幹技

術間の相互理解が深まり、学際的な研究者ネットワークを形成できた。 

 

３）共同研究成果の発信 

 共同研究成果はこれまでに 3 編を学術論文として、また６件を学会発表として発信している。現在、

論文１編が査読中、論文 3 編が執筆または準備中である。 

 

（３）本事業を契機として新たに始まった国際共同研究 

                         （件） 

合計 うち、相手先機関以外 

２ ２ 
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資料４．共同研究成果の発表状況 

①学術雑誌等（紀要・論文集等も含む）に発表した論文又は著書 

論文名・著書名 等 
（論文名・著書名、著者名、掲載誌名、査読の有無、巻、最初と最後の頁、発表年（西暦）について記入し

てください。） 

（以上の各項目が記載されていれば、項目の順序を入れ替えても可。）  

・査 読 がある場 合 、印 刷 済 及 び採 録 決 定 済 のものに限 って記 載 して下 さい。査 読 中 ・投 稿 中 のものは除 きます。 

・さらに数 がある場 合 は、欄 を追 加 して下 さい。 

・若 手 派 遣 研 究 者 が著 者 （又 は共 著 者 ）となっている場 合 、当 該 の著 者 名 に下 線 を付 してください。 

・共 同 研 究 の相 手 側 となる海 外 の研 究 機 関 の研 究 者 との共 著 論 文 等 には、文 頭 の番 号 に○印 を付 して下 さい。 

１ Ferromagnetic Schottky junctions using diamond semiconductors 

K. Ueda, T. Soumiya and H. Asano, Diamond Relat. Mater. 25 (2012) 159-162.   

（ネール研究所で取得したデータが Fig.1 に含まれており、謝辞に Bustarret 博士が加わっ
ている）（査読有） 

② “Electrical-field induced magnetization manipulation mediated by strain in Nickel 
nanostructures on pre-poled PMN-PT”, S. Finizio, M. Foerster, C.A.F. Vaz, C. Mix, M. 
Mawass, O. Tkach, G. Jakob, M. Kläui, M. Buzzi, F. Nolting, T. Miyawaki, J. Hockel, G.P. 
Carman, S. Valencia, and F. Kronast, SPIN, 1 (2013) 1–12. (招待論文 ) （査読有） 

③ The effect of magnetocrystalline anisotropy on the domain structure of patterned Fe2CrSi 
Heusler alloy thin films,   T. Miyawaki, M. Foerster, S. Finizio, C. A. F. Vaz, M.-A. 
Mawass, K. Inagaki, N. Fukatani, L. LeGuyader, F. Nolting, K. Ueda, H. Asano, and M. Kläui, 
Journal of Applied Physics 114 (2013) 073905-1 - 073905-5  (査読有 ) 

４  

５  

６  

７  

８  

９  

10 
 

 

12  

13  
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②学会等における発表 

発表題名 等 
（発表題名、発表者名、発表した学会等の名称、開催場所、口頭発表・ポスター発表の別、審査の有無、発

表年月（西暦）について記入してください。） 

（以上の各項目が記載されていれば、項目の順序を入れ替えても可。）  

 

・発表者名は参加研究者を含む全員の氏名を、論文等と同一の順番で記載すること。共同発表者がいる場合

は、全ての発表者名を記載し、主たる発表者に○印を付して下さい。  

・口頭・ポスターの別、発表者決定のための審査の有無を区分して記載して下さい。  

・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。  

・若手派遣研究者が発表者 (又は共同発表者 )となっている場合、当該の発表者名に下線を付してください  

・共同研究の相手側となる海外の研究機関の研究者との共同発表には、文頭の番号に○印を付して下さい。

１ Synthesis of new metal nitride under high pressure and temperature:exploration for new carbon 
group nitride,  
○ Ken Niwa, 6th International Workshop on Spinel Nitrides and Related Materials in 
Conjunction with the Marie Curie ITN 7th Framework Programme FUNEA, Ruedesheim / 
Rhine, Germany, 9th September – 14th September 2012 (Oral), (審査無 ) 

② 超高圧下直接窒化法による Marcasite 型ロジウム窒化物の合成とその弾性的性質,  
○丹羽健，鈴木健太郎，長谷川正，Mikhail Eremets，Dmytro Dzivenko，Ralf Riedel,日本
セラミックス協会 2013 年年会, 東京工業大学（大岡山キャンパス）, 2013.3.17-19（口
頭）, （審査無） 

③ Combustion foaming of Al-Ti intermetallics studied in situ by fast X-ray radioscopy,  
○Y. Arakawa, C. Jimenez, F. Garcia-Moreno, J. Banhart, A. Rack, M. Kobashi, N. Kanetake, 
Metfoam 2013, North Carolina, 口頭発表（審査有） , 2013/6/25 

④ High temperature operation of diamond Schottky diodes above 750 degrees 
○K. Ueda, K. Kawamoto, T. Soumiya E. Bustarret, and H. Asano , SSDM (International 
conference on Solid State Devices and Materials) 2012, ポスター発表（PS-14-7）, 25-27 Sep. 
2012, Kyoto, Japan.（審査有）    

５ High temperature characteristics of diamond devices 
○K. Ueda and H. Asano , 1st French-Japanese Workshop on Diamond power devices, 招待講
演（7-1） , 19-21 June 2013, Chamonix, France.（ネール研究所 Pernot 教授主催）（審査無）

⑥ Strain mediated electric field manipulation of spin structures in nickel nanostructures on 
PMN-PT, ○S. Finizio, M. Foerster, M. Buzzi, T. Miyawaki, O. Tkach, J. Hockel, F. Nolting, 
G. Carman, and M. Kläui, Joint Euroｍpean Magnetic Symposia, Rhodes, Greek, 26 August 
2013 (ポスター , 査読有 , Accepted). 

７  

８  

９  

10  

11  

12  

 


