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1. ６大学連携プロジェクトニュースレターの発刊に際して 

          平成２３年度連携運営協議会議長 

                   大阪大学 接合科学研究所長 中田一博 

  

平成２２年度から開始した文部科学省特別経費に係る「特異構造金

属・無機融合高機能材料開発共同研究プロジェクト」は、平成１７年度

～２１年度（５年間）に実施された東北大学金属材料研究所、東京工業

大学応用セラミックス研究所および大阪大学接合科学研究所の３つの

材料系国立大学附置研究所（当時は全国共同利用研究所）がそれぞ

れの研究所の特徴を生かして共通の研究課題に取り組んだ画期的な

プロジェクトである「金属ガラス・無機材料接合技術開発拠点」プロジェ

クトの研究成果をベースとしております。その基盤的研究成果を基に、環境・エネルギー材料開発、

生体・医療材料開発及びエレクトロニクス材料開発の主要３研究課題に対して、それぞれ我が国を

代表する研究機関である名古屋大学エコトピア科学研究所、東京医科歯科大学生体材料工学研

究所、さらに私学から早稲田大学ナノ理工学研究機構の３つの研究機関を新たに加えた６つの研

究所・研究機構の有機的な連携研究により、特異構造金属・無機材料の融合による高機能材料科

学から接合科学、並びにその応用技術に亘る総合的な新学問体系を構築するとともに、実用化に

不可欠な新技術開発の迅速化と進展を図るものです。プロジェクト研究期間は平成２２年度から平

成２７年度までの６年間です。 

 

  6大学連携プロジェクト 

 

 

-1- 

 

  
 

 

    



 2 

当該プロジェクトの現状とその展開についてプロジェクト参加研究機関関係者が全体的なプロジ

ェクト進捗状況の把握等の情報共通化を図るとともに、関連研究者コミュニティー、並びに産業界や

社会一般に広く情報を発信するために、年２回のニュースレター（No.１と No.２）を発行いたします。

No.１はプロジェクトの年度進捗状況を主とし、No.２は年度研究成果を広く分かりやすく社会一般に

公開する観点からの編集を目指しております。 

現在２年目に入っておりますが、６大学６研究所・研究機構の連携のシナジー効果が最大限に発

揮できるように関係各方面からのご意見等も頂戴しつつ、プロジェクト参加者一同鋭意共同研究を

遂行しているところです。 

当該プロジェクトに対しまして皆様方のご支援、ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

 

2. ６大学連携プロジェクト（特異構造金属・無機融合高機能材料開発共同研究プロジェク

ト）の概要 

 

本プロジェクトは、平成２２年度特別経費［大学の特性を生かした多様な学術研究機能の充実］

による「特異構造金属・無機融合高機能材料開発共同研究プロジェクト」（六研究所連携プロジェク

ト）の発足を受け、大阪大学接合科学研究所、東北大学金属材料研究所、東京工業大学応用セラ

ミックス研究所、名古屋大学エコトピア科学研究所、早稲田大学ナノ理工学研究機構、東京医科歯

科大学生体材料工業研究所の有機的な連携をはかりながら、特異構造金属・無機材料の融合によ

る高機能材料科学から接合科学、応用技術にわたる総合的な新学問体系を構築すると共に、環

境 ・エネルギー、エレクトロニクス、生体・医療分野での実用化に不可欠な新技術開発研究を推進

するものです。 
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3. 年間行事（平成２２・２３年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月 平成２２年度 研究課題の募集 

１１月 Visual-JW2010国際会議（11/11-12ホテル阪急エキスポパーク） 

３月 

第１回公開討論会（3/10東京キャンパスイノベーションセンター） 
第１回運営協議会（3/10東京キャンパスイノベーションセンター） 

研究成果報告書の発行 

 

  ５月 平成２３年度 研究課題の募集 

  ６月 
第２回 ６大学連携運営協議会(6/23メルパルク横浜） 
国際会議 STAC5-AMDI2 (6/22-24メルパルク横浜） 

１１月 ６大学連携プロジェクトニュース（６大学合同） Vol.１No.１発行 

３月 

第３回 運営協議会 (3/1 午前千里ライフサイエンスセンター） 
第２回 公開討論会 (3/1 午後千里ライフサイエンスセンター） 

研究成果報告書発行 

年度 六研運営協議会議長 国際会議 

平成２２年度 東工大 阪大 

平成２３年度 阪大 東工大 

平成２４年度 名大 東北大 

平成２５年度 東京医科歯科大 名大 

平成２６年度 早稲田大 東京医科歯科大 

平成２７年度 東北大 早稲田大 

 【6 大学 6 研究所】               6 research institutes at 6 Universities 

大阪大学接合科学研究所    Joining and Welding Research Institute, Osaka Univ. 

東北大学金属材料研究所          Institute for Materials Research, Tohoku Univ. 

東京工業大学応用セラミックス研究所   Materials and Structures Laboratory, Tokyo Institute of Tech 

名古屋大学エコトピア科学研究所      Eco Topia Science Institute, Nagoya Univ. 

早稲田大学ナノ理工学研究機構      Institute for Nanoscience and Nanotechnology, Waseda Univ. 

東京医科歯科大学生体材料工学研究所   Institute of Biomaterials and Bioengineering, Tokyo Medical 

and Dental Univ. 

研究プロジェクト            Research and Development Project 

 

１ 環境・エネルギー材料開発分野  Development of Materials for Environment and Energy System. 
 

２ エレクトロニクス材料開発分野   Development of Electronics Materials 
 

３ 生体・医療材料開発分野      Development of Bio-Medical Materials 
 

４ 特異構造高機能材料合成・接合分野 Development of Novel Structured Advanced Materials and 

Integration Technologies 

 

. 

平成２２年度 
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運営協議長議長と国際会議運営の大学

の担当 
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4. 共同研究課題（平成２３年度） 

   前年度に引き続き下記の共同研究が進行中です。 

 

1. 環境・エネルギー材料開発分野    計 ２１件   

 

 

 

 

 

 

2. エレクトロ二クス材料開発分野    計 １６件  

 

 

 

 

 

 

3. 生体・医療材料開発分野     計 ２４件  

 

 

 

 

 

 

 

4. 高機能材料プロセス・接合・応用分野    計 １３件  

 

 

 

 

 

 

5. 国際会議 STAC5-AMDI2 の報告 

東京工業大学応用セラミックス研究所と６大学連携プロジェクトが共催の国際会議 Joint 

Conference of The 5th International Conference on the science and Technology for Advanced 

Ceramics [STAC5] and The 2nd International Conference on Advanced Materials Development 

and Integration of Novel Structured Metallic and Inorganic Materials [AMDI2]が平成２３年６月２

２日から２４日までメルパルク横浜にて開催されました。 

 招待講演１１件を含む６大学連携プロジェクトの研究成果は、Novel Structured Metallic and 

Inorganic Materials I 、II、III、IV のセッション（Room Fuji）で行われました。最新の研究成果が紹

介されるとともに活発な議論が行われる有益な機会となりました。またポスターセッションでは６

大学連携プロジェクトに関連する５０件のポスター発表があり、各研究所が持つ技術シーズとニ

ーズの摺り合わせが行われました。活発な議論はその後のバンケットまで引き続き行われまし

た。 

 

代表的な課題  

１． 金属ガラスの燃料電池用膜電極接合体への応用および新規触媒の開発 

２． ソリューションプラズマを用いたサブナノクラスターの合成と環境エネルギー材料への

応用―サブナノクラスター担持体の開発と触媒性能評価 

３． 金属ガラスの表面処理と固体高分子形燃料電池用セパレータ材への展開 

 

 
代表的な課題  

１． アモルファス合金のプレーナ-ファブリケーションと電気特性の検討 

２． SiC 上の高密度カーボンナノチューブの電気抵抗測定 

３． Cu 系金属ガラスと Cu メッキ膜の密着力改善 

４． 無機金属・半導体の特異構造を利用した光電子デバイス開発 

代表的な課題  

１． 生体活性向上のためのレーザーによるTi基金属ガラスおよびチタン合金等の金属の

表面改質 

２． 金属ガラスの表面・界面制御による生体硬組織・軟組織への接合 

３． ポリエチレングリコール電着固定化およびフェムト秒レーザー照射による血液適合デ

バイスの開発 

 

 

代表的な課題  

１． 異相界面の接合形成プロセス技術の開発  

２． 結晶金属／金属ガラスクラッド材料の開発 
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国際会議 STAC5-AMDI2 参加者集合写真 

 

6. 第２回運営協議会の報告 

第２回特異構造金属・無機融合高機能材料開発共同研究プロジェクト（６大学連携プロジェクト）運

営協議会が各大学の運営委員、評価委員及び若干名のオブザーバーの参加のもと、平成２３年６月

２３日メルパルク横浜にて開催されました。各大学の代表者からプロジェクトの進行状況の報告が行

なわれ、その後運営方針や今後の予定について協議されました。また評価委員から本プロジェクトの

広報活動について貴重なご意見、ご提案を戴きました 

 

7. 第２回６大学連携プロジェクト公開討論会のご案内 

第２回６大学連携プロジェクト公開討論会が平成２４年３月１日も大阪で開催されます。成果

を公開することで各研究機関や企業との連携を模索していきます。詳細は今後ＨＰなどでご案

内する予定です。 

会議名：第２回６大学連携プロジェクト公開討論会 

日時： ２０１２年３月１日(木） 

会場： 千里ライフサイエンスセンター (大阪) （URL：http://www.jwri.osaka-u.ac.jp/~prj1/） 

 

8. 各分野の行事、トピックス（平成 23 年度） 

（１）環境・エネルギー材料開発分野 

☆ 環境・エネルギー材料開発分科会 

日時： １２月１４日(水) 

場所：名古屋大学 ES 総合館 033 室 

（２）エレクトロ二クス材料開発分野 

☆ 第１回エレクトロニクス材料開発分野会議 

日時： ６月１４日(火) 

場所：早稲田大学研究開発センター 120-5 号館 ASMeW 121 会議室 

☆ 第２回エレクトロニクス材料開発分野会議 

日時：９月１７日（土）   

場所：早稲田大学研究開発センター 120-5 号館 ASMeW 121 会議室 

☆ 第３回エレクトロニクス材料開発分野分科会  

日時：１２月６日（火）  
場所：早稲田大学研究開発センター１２０－５号館 
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（３）生体・医療材料開発分野 

☆ 代表者会議 

日時：６月２３日（水） 

場所：メルパルク横浜 

内容：研究進捗の現状確認と今後の推進について 

☆ 動物実験講習会 

日時：８月３日（水） 

場所：東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 ３階第一会議室 

内容：動物実験の基本と規制（講師：高久田和夫教授） 

☆ 生体・医療材料開発分野分科会 

日時：平成２４年１月６日（金） 

場所：東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 ３階第一会議室 

内容：各機関の研究報告及び討論と今年度のまとめに関する会議 

 

9. 各研究所の行事、トピックス（平成 23 年度） 

（1）大阪大学接合科学研究所 

☆ 接合科学研究所 研究成果報告会 

日時：１２月２２日（木） 

内容：課題数２１件の研究成果報告 

（2）東北大学金属材料研究所 

☆ 本プロジェクトの大きな成果として科学技術振興機構(JST)の先端的炭素化技術開発

(ALCA）の蓄電デバイス部門で「固体金属軽量高蓄電体の開発」が大阪大学接合科学研

究所との連携研究で採択された。 

（3）東京工業大学応用セラミックス研究所 

☆ ６研連携プロジェクト体運営委員会 

      日時：４月２７日、５月２５日、６月２８日、７月２６日、９月２６日、１０月１７日 

（4）名古屋大学エコトピア科学研究所 

☆ International Symposium on EcoTopia Science 11 (ISETS’11)  

（エコトピア科学に関する国際会議２０１１） 

      日時：１２月９（金）、１０（土）、１１（日）  

場所：名古屋大学 IB 館、ES 館 

 環境・エネルギー材料に関する関連セッションで研究成果を 23 件発表 

（5）早稲田大学ナノ理工学研究機構 

☆ ８月 ホームページ開設 http://www.all-nano.waseda.ac.jp/6daigakurenkei/ 

☆ １１月１日 ニュースレター発行 

（6）東京医科歯科大学生体材料工学研究所 

☆ 本事業成果報告会 

日時：平成２４年１月６日（金） 

場所：東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 ３階第一会議室 

内容：研究報告及び討論 

 

 

編集後記 

     ６大学全体ニュースの発刊は今回が初めてであ

り、編集に手間取りましたが、ようやく皆様に届ける

ことが出来ました。プロジェクトも２年目に入り、各大

学間の共同研究が、益々活発になっています。今

後、ニュースの発行などを通して社会への情報発信

にも努めていきたいと思います。  
（文責：大阪大学・小林） 

 連絡先  小林 明 

 大阪大学接合科学研究所 

 特異構造金属・無機融合高機能材料開発 

 共同研究プロジェクト拠点 

 〒567-0047 大阪府茨木市美穂が丘 11-1 

 Tel: 06(6879)8694   Fax: 06(6879)8694 

 http://www.jwri.osaka-u.ac.jp/~prj1/ 
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