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１．工学研究科における戦略的教育研究基盤の整備事業
-----工学研究科附属「ナノ・マイクロ構造科学研究センター」の創設-----

(次世代スーパーコンピュータおよびSPring8-XFEL施設の活用と東北大学との大学間連携)

1）本基盤整備事業実施の理念

本学では、世界最高レベルの各種ナノ・マイクロレベルの超微細加工技術が蓄積されています。工学研究科では
、これら技術の高度化と革新的な応用用途の研究開発の推進を、今後の戦略的基本方針の一つとして、教育研
究基盤を整備することを目標としています。これら超微細加工技術は、適応できる被加工材料が極めて狭い範囲
に限定されているという問題が残されており、実用化の範囲も大きく制限されているのが現状です。このような超微
細加工技術を基盤として、情報・環境・バイオ分野を中心とする未来社会を拓く革新的応用分野の開発を促進させ
るためには、各専攻分野の枠組みを超え、さらには国内外の広範囲な分野の研究者を結集し、一層の複合的な領
域での研究開発の推進が必要とされています。特に、①最適の被加工材料の開発と、②被加工材料に適した超微
細加工技術の最適化、③ナノ計測・評価技術の確立のための研究基盤整備と④若手研究者の人材育成が重要で
す。このため、本学に近接して建設されている国の大型プロジェクト「次世代スーパーコンピュータ」および「SPring8-
XFEL施設」等の活用を積極的に取り入れるとともに、超微細加工技術の開発と連携した材料開発を行うことが重要
で、従来の大学の枠組みを超えた研究者の結集・組織化を目指しています。一方、東北大学においては、H23年度

の開設に向けた、「東北大学金属材料研究所・関西共同研究センター（２研究部門）」（仮称）を新たに設置する計
画があり、現在、これを本学に誘致する計画が検討されています。東北大学は金属材料研究所を中核機関として
、材料科学工学分野で国内最大規模の研究組織を擁しており、同大学との本格的な学術連携は、本学における材
料研究開発能力の強化に大きく寄与するものと考えられます。

以上のような背景から、次世代スーパーコンピュータおよびSPring8-XFEL施設の活用と、東北大学との大学間学
術連携を積極的に取り入れて、平成23年度から５年間の時限付きプロジェクト研究センターとして、「ナノ・マイクロ

構造科学研究センター」を創設します。本研究センターの創設により、工学研究科内の各専攻の枠組みを超え、さ
らには、国内外の大学との学術連携を積極的に推進することにより、材料のナノ・マイクロ構造化と新しい物性発
現との相関性を明らかにし、革新的な応用用途の研究開発活動を開始します。

2）本基盤整備事業計画がカバーする学術分野

＊超微細加工技術とその応用関連分野

本事業計画がカバーする学術分野は、超微細加工に適した新材料の創製と実践的なナノ・マイクロ構造部材の
開発、それら部材の情報・環境・バイオ分野への応用を目指す複合領域とします。これら複合領域は、ナノテクノロ
ジーを支える基盤となるものであり、工学研究科では、これまでに、大型放射光施設SPring8や中型放射光施設
New-SUBARUの活用等により、量子ビームを利用した各種の超微細加工に関連する研究開発を積極的に推進し
ています。今後もこの分野の重点化による教育研究基盤の強化と組織的な人材育成を推進します。

3）これまでの経緯

平成19年 6月： 兵庫県立大学工学研究科における戦略的教育研究基盤整備方針を策定するためのプロジェク
ト委員会を組織。

平成20年 2月： 「量子ビームが拓くナノ・マイクロ構造科学」を教授会に提案。
 「次世代スーパーコンピュータとの連携構想」、「SPｒing8-XFELとの連携構想」と、工学研究科で

蓄積してきた各種の超微細加工技術の高度化とそれを用いた革新的応用用途開発を組み合
わせ、本分野で戦略的に研究基盤の整備を行う方針を決定。

平成20年 7月： 「東北大学金属材料研究所・関西共同研究センター（仮称）構想」
現在の東北大金研大阪センターを平成23年度から改組・拡大し、兵庫県立大学内に２研究
室を設置する構想が検討される。
「金属ガラス」、「ナノ結晶材料」を中心とするナノ・マイクロマテリアル分野の設置で合意。

平成20年 12月： 上記基盤整備計画と東北大金研関西センター誘致計画を合わせ、「ナノ・マイクロ構造科学研
究センター」の創設を教授会に提案し承認される。

平成21年 3月： 「ナノ・マイクロ構造科学研究センター」の新設を学長に提案。
平成21年 7月： 上記提案が学内で採択され、兵庫県へ正式に提案。
平成21年 12月： 兵庫県重点施策の一つとして認定。
平成22年 2月： 兵庫県議会にて承認 （平成23年度から実施）。
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２． 「ナノ・マイクロ構造科学研究センター」創設に関する構想図

前述の設置理念に基づき、従来の工学研究科内の専攻の枠組みを超え、さらには東北大学との学術連携を

積極的に取り入れて、平成２３年度から５年間の時限付きで、４名の准教授を新たに採用し、「ナノ・マイクロ構
造科学研究センター」を新設します。新設の各研究グループを担当する4名の兼任教授予定者は、既に、工学
研究科の教授から選出され、平成21年12月工学研究科教授会で承認されています。

新採用教員の採用期間 （准教授４名、５年間の任期制）
本センター設置計画に関して、工学研究科に所属する関連分野の教授が、新設研究グループの教授を兼任し、

若手の准教授4名を新たに採用します。本プロジェクトを利用して、世界トップレベルの若手研究者を採用すること
により、本学の将来を担う若手教員の育成を目指します。
本プロジェクトにおいて採用された教員の内、本学の将来を担う優秀な者と評価された教員に対して、工学研究

科では、当該教員を任期の無い専任教員として再任すべく、最大限の努力を払います。その際、当該教員が正式
な専任ポストに着任するまでの間、過渡的な措置として、最長５年間（平成32年度終了時（平成33年3月末日））ま
での任期付再任措置を認めるものとします。

区分 人数 採用時期 任期の有無 任期の年数
教 授 0

准教授 4 H23年4月～H28年3月
（再任後、最長H33年3月末まで)

有 5年
(一回限り再任可）

助 教 0

計 4

兵庫県立大学本部の支援により、産学連携センターが管理し、
姫路書写キャンパスに設置されている「インキュベーションセン
ター」の研究施設の一部を、工学研究科附属「ナノ・マイクロ構造
科学研究センター」の研究施設として時限付きで利用します。

「インキュベーションセンタ－」

2



３． 「ナノ・マイクロ構造科学研究センター」組織表

本学既設の2研究グループと、東北大学から誘致する計画の2研究グループに加えて、新設4研究グループを設置

することにより、従来の専攻や、大学の枠組みを超えた「ナノ・マイクロ構造科学研究センター」を組織します。

研究グループ名 教員予定者 内容

（ナノ・マイクロ加工研究部門）

1)ナノ加工・高機能性構造開発

（NEDO-次世代量子ビーム利用ナノ
加工プロセス技術プロジェクトを実施）

山田 公 兼任教授
豊田紀章 兼任准教授

数十～数千個の原子集団であるクラスターをイオン化し、適当なエネ

ルギーに加速して照射する「クラスターイオンビーム」技術により、極

浅イオン注入・超平坦面形成・高品位薄膜形成などの、各種のナノ加

工・高機能性ナノ構造開発を行う。

2)マイクロ加工・複合センシング

（ＪＳＴ－ＥＲＡＴＯプロジェクト実施中）

前中一介 兼任教授
藤田孝之 兼任准教授

人の安全と健康管理を目的とした複合マイクロセンサ技術の開発を

行う。血圧や脈拍あるいはその波形に代表される個人の体調とその

活動状況や周辺環境の状態を計測する複数のセンサを集積化すると

ともに小型発電機、無線通信素子を統合化し、人の安全と健康を支援

するシステムの構築を目指す。

3)新設研究グループ
①マルチスケールシミュレーション

物質系工学専攻
菅誠一郎 兼任教授
新規採用 准教授

次世代スーパーコンピュータを利用して、原子や分子スケールから、

ナノ、マイクロメートルスケールの材料特性を、大規模計算によりシ

ミュレーションを行い、本プロジェクトで目標とする実践的なナノ・マイ

クロ構造体の機能性と固体物理現象の統合的な理解を目指す。

4)新設研究グループ
②ナノ・マイクロ機械システム

機械系工学専攻
奥田孝一 兼任教授
新規採用 准教授

生体医療応用等を目指した高機能性セラミックス材料、高分子材料、

生体材料や、ナノ・マイクロ構造用材料としての金属ガラスやナノ結晶

材料等を取り扱う。これら材料の機能を、目的とする用途に合わせて

組み合わせ、マイクロドラッグデリバリーシステム等の開発や医療用

マイクロマシン等の、ナノ・マイクロ機械システムの開発を行う。

5)客員研究室 客員教授 超微小形状に加工された材料の特性評価技術と、微細加工後の形状

評価技術の開発を行う。

（ナノ・マイクロ材料研究部門）

1)東北大金研・金属ガラス 東北大教授
東北大准教授/助教

高機能性マイクロ構造部材の開発を目的として、規則的な原子構造

の存在しない金属ガラスに特化して、各種の超微細加工技術に適し

たナノ・マイクロマテリアルの開発を行う。金属ガラスは合金組成の組

み合わせ範囲が極めて広く、各種の機能性を発現させるのに適して

おり、新しい応用用途開発が期待される。

2)東北大金研・ナノ結晶材料 東北大併任教授
(東北大准教授/助教)

高機能性マイクロ構造部材の開発を目的として、ナノオーダの原子規

則構造しか存在しないナノ結晶材料に特化して、各種の超微細加工

技術に適したナノ・マイクロマテリアルの開発を行う。ナノ結晶材料は、

硬質ナノ粒子の相互の干渉作用により、極端な機械的特性や機能性

の発現が見られるため、新しい応用用途開発が期待される。

3)新設研究グループ
③ランダム物質構造解析

電気系工学専攻
佐藤真一 兼任教授
新規採用 准教授

「金属ガラス」や「ナノ結晶材料」のようなランダム構造を有する物質の

性質を理解するには、自然界にあるがままの、ランダムなままの姿を

観察することが必要である。SPring-8やX線自由電子レーザー

(XFEL)を積極的に利用して、ランダム構造を有する物質の超精密構

造解析に特化した研究を実施する。膨大な測定データを、次世代スー

パーコンピュータを利用して高速で解析する。

4)新設研究グループ
④ダイナミック構造解析

物質系工学専攻
川月喜弘 兼任教授
新規採用 准教授

自然界にあるがままの物質は、熱力学的には不安的な状態であり、

その姿を観察するためには、物質が安定状態に向かって刻々と変化

するときの動的（ダイナミック）構造変化を連続的に測定することが必

要である。熱的負荷や応力負荷等を加えられたときのダイナミック構

造変化を連続的に構造解析と、それら構造変化に伴う材料特性評価

を行う。

5)客員研究室 客員教授 上記の材料研究開発グループと連携しながら、膨大な材料データ

ベースから、目的の特性にあった材料設計を行う研究を実施する。

6) カールスルーエ工科大学サテライ
ト研究室

ポスドク研究員を予定 カールスルーエ工科大学の有するLIGAマイクロ加工技術と、本学工

学研究科の有する各種の先端加工技術・材料開発技術と融合させて、

ナノ・マイクロ構造科学の分野での新たな展開を図る。
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４．「ナノ・マイクロ構造科学研究センター」設置工程表

・平成21年12月の工学研究科教授会において、本研究センターに新設する４研究グループの責任者として、４
名の兼任教授予定者が選出されました。平成22年度中に、これら兼任教授予定者が中心となり、本研究センタ
ーの中核となる4名の准教授を採用します。
・平成22年１月の教授会において、後述のように、本研究センター開設に向けた設置準備委員会の設立が承認さ
れ、准教授の人事や研究室の改修工事等の各種の施設整備作業を行うことになりました。
・平成22年3月の教授会において、上記設置準備委員会のメンバーが選出され、平成23年4月の開設に向けて、
本学的な準備作業に着手することになりました。
・本研究センターの中核設備として、専用の小規模スーパーコンピュータの設置を予定しています。これは、次
世代スーパーコンピュータやSPring8-XFEL等の利用に際し、膨大な計算結果や測定結果等の格納と、それら
のデータを用いた2次解析用計算機およびハード開発用研究設備として利用する予定です。

東北大学金研専有部分 定員 新規に改修する面積 場所
・金属ガラス研究グループ

・ナノ結晶材料研究グループ

改修 教授１

准教授/助教１
教授（併任）１
(准教授/助教１)

教授研究室兼実験室
：32m2×１室

実験室（准教授研究室も含む）
：64 m2×４室

インキュベーションセ
ンター

新研究センター専有部分 定員 新規に改修する面積 場所
・事務室 改修 常勤事務員１

非常勤事務員１
事務室兼コピー室：24m2 オープン実験棟、

その他
・マルチスケールシミュレーション 改修 教授（兼任）１

准教授１
准教授研究室：24m2

実験室：48m2

オープン実験棟、
その他

・ナノ・マイクロ機械システム 改修 教授（兼任）１
准教授１

准教授研究室：24m2

実験室：48m2

オープン実験棟
その他

・ランダム構造解析 改修 教授（兼任）１
准教授１

准教授研究室：24m2

実験室：48m2

オープン実験棟、
その他

・ダイナミック構造解析 改修 教授（兼任）１
准教授１

准教授研究室：24m2

実験室：48m2

オープン実験棟、
その他

「ナノ・マイクロ構造科学研究センター」設置に伴う施設整備計画
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５．工学研究科附属「ナノ・マイクロ構造科学研究センター」設置準備委員会

所属・職名 氏名 委員の主な役割

1)工学研究科・教授 山崎 徹 委員長・研究センター長予定者

2)工学研究科・教授 当該専攻長

電気系・高橋 豊

機械系・福井 啓介

物質系・川月 喜弘

研究センター教員選考部会長

3)工学研究科・教授 評議員・経理委員長
山崎 徹

研究センター施設整備部会長

4)工学研究科・教授 評議員・教務委員長
格内 敏

研究センター教育研究連携部会長

5)工学研究科・教授 山崎 徹 研究センター東北大学連携部会長

6)工学研究科・客員教授 山田 公 ナノ・マイクロ加工研究部門・兼任教授予定者
ナノ加工・高機能性構造開発研究グループ

7)工学研究科電気系工学専攻・教授 前中 一介 ナノ・マイクロ加工研究部門・兼任教授予定者
マイクロ加工・複合センシング研究グループ

8)工学研究科物質系工学専攻・教授 菅 誠一郎 ナノ・マイクロ加工研究部門・兼任教授予定者
マルチスケールシミュレーション研究グループ

10)工学研究科機械系工学専攻・教授 奥田 孝一 ナノ・マイクロ加工研究部門・兼任教授予定者
ナノ・マイクロ機械システム研究グループ

11)工学研究科電気系工学専攻・教授 佐藤 真一 ナノ・マイクロ材料研究部門・兼任教授予定者
ランダム物質構造解析研究グループ

12)工学研究科物質系工学専攻・教授 川月 喜弘 ナノ・マイクロ材料研究部門・兼任教授予定者
ダイナミック構造解析研究グループ

専門部会名 部会長 構成委員
1)新研究センター教員選考部会 当該専攻長

電気系・高橋 豊

機械系・福井 啓介

物質系・川月 喜弘

当該専攻長１名、常任委員３名、兼任教授予定
者６名、新研究センター長予定者1名の計１１名

2)新研究センター施設整備部会 評議員・経理委員長
山崎 徹

評議員１名、専攻長３名、共同利用機器センター
長1名の計５名

3)新研究センター教育研究連携部会 評議員・教務委員長
格内 敏

評議員１名、各系教務委員１名の計４名

4)新研究センター東北大学連携部会 山崎 徹 各系教授１名の計３名

平成22年１月の工学研究科教授会において、本研究センター開設に向けた設置準備委員会の設立が承認
され、准教授の採用人事や研究室の改修工事等の各種の設置準備作業を行うことになり、同3月の教授会に
おいて、委員会の全メンバーが決定されました。

設置準備委員会名簿

専門部会の構成
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６．ナノ・マイクロ加工研究部門

1）ナノ加工・高機能性構造開発研究グループ
（NEDO-次世代量子ビーム利用ナノ加工プロセス技術プロジェクトを実施、）

山田 公 兼任教授（工学研究科・客員教授）

豊田紀章 兼任准教授（工学研究科・電気系工学専攻准教授）

クラスターイオンビームを用いたナノ加工

(下図)。

クラスターイオンビームは、数十から数千個の原子の集団からなるイオンを固体表面に照射して、ナノメートル
の精度で表面の改質や加工を行う新しい技術です。クラスターイオンは、弱い分子間力によって結合した原子の
集団からなり、電子の照射によって作られます。加速したクラスターイオンを固体表面に照射するとき、作用エネ
ルギーは加速エネルギーの数十-数千分の１程度になり、材料を必要以上に傷つけることなく加工することができ
ます。またクラスターイオンには特有のラテラルスパッタ効果があり、原子レベルの平坦化が可能になります。さら
に、一度にたくさんの原子を固体表面にぶつけることができるので、速い速度で加工することができ、表面の化学
反応も促進することができます。
クラスターイオンビームには様々な用途が考えられます。例えば、材料表面の平坦化です（下図）。これまでは
研磨は機械的な手法が主流でしたが、クラスターイオンビームでは半導体や磁性体、またSiCのような超硬質材
料でも、表面に傷をつけることなく加工することができます。また、小型化が進む光デバイスの加工では、工具の
小型化に限界がありますが、クラスターイオンビームはいくらでも細くできるので、微細加工が可能になります。
現在、クラスターイオンビームの超低エネルギー照射効果とラテラルスパッタ効果の特徴を生かして、原子を表
面に打ち込む半導体極浅接合形成、表面の平坦化や表面改質、高品位の薄膜形成などに生かされています。さ
らに機能性デバイスの開発に向けて応用研究を進めています。

最近の研究テーマ
（１）大電流ガスクラスターイオンビームの発生技術
（２）クラスターイオン・固体相互作用の解明
（３）低損傷・高密度薄膜の形成技術開発
応用分野
（１）半導体分野：半導体基板精密加工、極浅接合形成、低損傷エッチング技術
（２）超精密加工分野：難加工材料の超平坦化加工、非接触形状創製
（３）薄膜形成分野：高精度光学素子、極薄保護膜
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2) マイクロ加工・複合センシング研究グループ
（ＪＳＴ－ＥＲＡＴＯプロジェクト実施中, 平成19年度～２３年度）

前中一介 兼任教授（工学研究科・電気系工学専攻教授）

藤田孝之 兼任准教授（工学研究科・電気系工学専攻准教授）

尐子化や高齢化、生活習慣病など近年の社会環境の変化に伴う問題が多発し、安全や福祉、健康の維
持に大きな関心が寄せられています。孤独死や過労死あるいは不注意によって引き起こされる大事故、不
健全な生活による疾患等を未然に防ぐためには、個人の体調や行動、その環境などを多角的かつ常時継
続的に把握し、必要な措置を速やかに行うことが望まれます。人手を介さずにこれらのことを行うためには、
人体に装着したセンサにより状態や環境を計測し、得られた情報を処理すると共にデータを遠隔地の病院
や肉親に無線ネットワークを利用して安全・確実に転送できるシステムの構築が有効となります。このような
システムの構築は、センサの統合化技術や低消費電力回路技術、発電技術や電源管理技術、無線通信技
術や生体の状態を把握し処理するための情報処理技術など、広範囲なセンシング融合技術の開発により
初めて実現できるものです。
本研究領域では、血圧や脈拍あるいはその波形に代表される個人の体調とその活動状況や周辺環境の
状態を計測する複数のセンサを集積化するとともに小型発電機、無線通信素子を統合化し、人の安全と健
康を支援するシステムの構築を目指します。

最近の研究テーマ
（１） MEMS(Micro Electro Mechanical Systems)技術による次世代慣性センサ
（２） MEMS技術によるマイクロミラーとその応用
（３） センサ用特殊集積回路の設計と応用
（４） センサ集合化による複合センシングシステム

http://www.jst.go.jp/erato/project/msy_P/msy_P-j.html より抜粋。
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7．東北大学金属材料研究所との学術連携
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東北大学金属材料研究所附属研究施設大阪ｾﾝﾀｰの紹介

大阪ｾﾝﾀｰの設置理念

大阪センターは東北大学と大阪府とが連携し、ナノ金属材料の学術研究とその工業的視点に基づいた
実用化を目的として、２００６年４月に東北大学金属材料研究所附属研究施設として大阪に設立しました。
センターの研究は、関西地区の研究機関との学術交流を通じて、ナノ金属材料の基礎的特性の把握と理
解を深めることに加え、これらの材料を産業界、とりわけ大阪地区の中小企業とともに実用化することを目
指します。

対象分野として特に構造用および環境用の金属材料を重点に置き、その高機能化と製造技術の開発が
あげられます。あわせて、金属基盤材料の開発を目指した学術研究教育を実践することで、高度研究者お
よび技術者の養成を行うことも目的としています。このような産学官が連携した国内でも初めての広域連
携を通じて、金属素材産業の活性化と学術研究の推進に取り組むことを目的としています。

大阪ｾﾝﾀｰの主なメンバー

新素材創製分野 (正橋研究室)
教 授 正橋 直哉

新素材製造分野 (早乙女研究室)
教 授 早乙女 康典

新素材加工分野 (高杉研究室)
教 授 高杉 隆幸

新素材企画部 (今野研究室)
教 授 今野 豊彦(センター長)

応用生体材料分野 (中平研究室)
教 授 中平 敦

応用構造材料分野 (古原研究室)
教 授 古原 忠

〒599-8531
大阪府堺市中区学園町1-2 府立大産学官
連携機構内801号室
電話072-254-6372 FAX072-254-6375

現在、大阪府立大学内に設置されて
いる東北大学金属材料研究所附属
大阪センター

http://www.osakacenter.imr.tohoku.ac.jp/index.htmlより抜粋。
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平成２１年度 日本学術振興会
若手研究者海外派遣事業・組織的な若手研究者等海外派遣プログラム採択課題

「ナノ・マイクロ構造科学研究基盤形成のための
国際的若手研究者育成支援プログラム」
（実施期間：平成22年3月1日～平成25年2月28日）

本工学研究科では、平成23年度4月の発足を目指して、「ナノ・マイクロ構造科学研究センター」の設置構想を
立案し、新たに4名の准教授の採用を準備しています。本プログラムでは、新研究センターの設置準備に合わ
せて、①本学若手研究者（助教クラスの教員および大学院生）を海外の最先端の研究機関に派遣し、超微細加
工技術の高度化と、それを用いた革新的応用用途開発の中心となる若手研究者の育成を図るとともに、本事業
による若手研究者派遣を通して、②大学院博士後期課程への進学者数の拡大と、海外のポスドク研究者の受
入先の拡大を組織的に図り、継続的な若手研究者の育成を目指しています。
以上の目的を達成するため、本事業計画では、超微細加工技術の世界的中心拠点であるカールスルーエ工
科大学（Karlsruhe Institute of Technology, KIT）を本学との基幹交流組織と位置付け、①双方にサテライトラ
ボを設立し、②これを活動拠点として、日本とドイツ双方の大学のネットワークを活かした、多国間の学術・教育
交流の拡大を図ります。これにより、広範囲な国際的研究教育拠点を形成し、新たな研究の展開と将来の大学
後継者となる若手研究者の戦略的な育成を目指します。
本プログラム実施期間中に、工学研究科に所属する助教、ポスドク研究員および大学院生を中心に、総勢68

人以上の若手研究者を海外の最先端の研究機関に派遣し、超微細加工技術の高度化と、それを用いた革新的
応用用途開発の中心となる若手研究者の育成を図ります。

（カールスルーエ工科大学との学術交流協定）
•全学学術交流協定(2005年9月29日)：放射光、超微細加工、材料開発の3分野における協力体制。
•工学研究科との追加協定(2008年7月15日）：相互のサテライトラボ設置に関する追加協定。

８．国際交流組織の構築と若手研究者の育成
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9．カールスルーエ工科大学との学術連携

11



カールスルーエ工科大学
サテライト研究室(兼会議室）

カールス
ルーエ工大
サテライト
研究室

カールスルーエ工科大学サテライト研究室（兼会議室）の表札

国際
連携
１

国際
連携
２

国際
連携
３

産
学
連
携
１

産
学
連
携
２

カールスルーエ工科大学サテライト研究室、
国際連携研究室（3室）・産学連携研究室（2室）の設置

開所式：平成22年3月31日（水）
場所：姫路書写キャンパス本館5階
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編集後記

本事業計画は、平成19年度より、工学研究科長の諮問委員会として組織された、「競争的大型外部資金導入プ

ロジェクト」において多くの議論を積み重ねてまとめられた内容です。工学研究科で実施されている各種の研究項
目から、その特徴を整理し、本研究科において最も得意な分野をさらに強化することにより、世界最高レベルの教
育研究基盤を整備することを、第一の目標としてきました。一方、ほぼ同じ時期に、東北大学総長 井上明久教授
（姫路工業大学工学部金属材料工学科・昭和45年卒業）から、「東北大学金属材料研究所関西共同研究センタ

ー（仮称）」の設置構想について提案があり、両者の構想が融合して本計画がまとめられました。当初は、将来の
夢を語り合うような議論の積み重ねでしたが、平成21年度に本計画が兵庫県新行革プランの新規事業に採択さ

れ、その後は、我々も対応が追いつかないほどのスピードで実現に向けて動き出しました。このため、本計画の
詳細については、必ずしも皆様に十分にお伝えする機会がなかったと反省しております。本冊子により、工学研
究科で構想されている教育研究基盤整備事業計画を改めてご理解頂ければ幸いに存じます。

工学分野の研究開発は、それが実際の社会生活に応用されてはじめて価値あるものと認められます。本事業
計画で重点分野とした超微細加工技術においても、これを広く社会生活に還元するためには、さらなる広範囲な
複合分野での研究開発が必要であり、様々な専門分野の優れた研究者を結集することが必要です。このため、
各専攻の枠組みや、さらには、大学の枠組みを超えて、真に必要な人材を結集し、実践的な研究組織を作ること
が必要と考えました。本計画における兵庫県立大学、東北大学およびカールスルーエ工科大学との学術連携構
想は、大学間の枠組みを超えた人材の結集により、実用化までを見据えた超微細加工技術の高度化を目指すも
のであり、今後の大学間の連携の在り方を模索する、新しい試みであるといえます。

今後、「ナノ・マイクロ構造科学研究センター」の設置に向けて、本格的な準備作業が進められることになります
が、引き続き、皆様のご理解とご支援をお願い致します。最後に、本教育研究基盤整備の推進に関して、平成21

年度兵庫県立大学特別教育研究助成金「部局独自事業費」および「国際交流推進費」により支援して頂きました
ことを記し、深く感謝の意を表します。

平成22年3月25日

工学研究科長

内田 仁

競争的大型外部資金導入プロジェクト座長

山崎 徹
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兵庫県立大学 大学院工学研究科
〒671-2280 

兵庫県姫路市書写2167

TEL: 079-266-1661, FAX: 079-266-8868

ホームページ： http://www.eng.u-hyogo.ac.jp/

表紙の背景は、高分解能透過電子顕微鏡で観察したナノ結晶合金の組織写真


