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事業の執行概要 
 

ＪＦＣＣは、１９８５年５月に財団法人として設立され、１９８７年に試験研究所

（現：材料技術研究所）の建物が竣工し、ファインセラミックスを主とした材料の研

究及び試験評価事業を本格的に開始した。２００７年には新たにナノ構造研究所を設

立してナノ分野における技術力の強化により、国内有数の研究機関としての地位を確

保した。２０１２年２月に新公益法人制度に基づき非営利・一般財団法人へ移行した。 

 第７次中長期経営計画の初年度にあたる２０２１年度は、特にパンデミックリスク

の発生、拡大とその影響の深刻さを十分に考慮し、産業への応用を通じて、社会に貢

献していくことを目指す姿として再確認し、あらためて世の中の動向・社会ニーズと

財団設立以来３６年培ってきた技術力を踏まえて設定した「戦略技術領域」に重点を

おいて、材料技術研究所とナノ構造研究所の一層の連携強化を図り、最先端解析・シ

ミュレーション技術から新材料創製への指針を得ることに取り組むとともに   

（１）先端かつオンリー・ワンのエキスパート集団を目指し研究力・技術力を一層高

め、（２）社会のニーズ・動向を敏感に捉え自らの研究・試験評価の位置付けを理解の

うえ的確に対応し、（３）「人材育成」と「チームワーク重視」により組織総合力の向上

を図ることに、職員一丸となりスピード感を持ってチャレンジした。 

また、事業環境が厳しさを増す中で、ＪＦＣＣの目指すべきビジョンである「科学

の根源である真理を常に追究し、自らの夢と思いを実現しつつ、産業への応用を通じ

て、社会に貢献していくことを目指す」ことを念頭におき、資金と技術の好循環を生

み出すため、最大限の努力を行った。 

 本年度の事業収支については、収入総額は２，２３４百万円と、予算に対して１８

５百万円上回った結果、収支差は予算より１３０百万円上回る、１５５百万円となっ

た。 

 ２０２１年度の各事業の実施概要は以下のとおりである。 

 

Ⅰ．公益事業 

１．研究開発事業 

 時代的・社会的要請に即した革新的素材の研究開発など、ファインセラミックスを

主とした材料イノベーションの創出に関する基礎・応用研究を実施し、その成果をも

って社会・産業への貢献を図った。 
 

（１）先端技術育成研究 

 戦略技術領域の中長期的な研究戦略の観点に立って、将来の研究の柱となる独創的

発想を重視した基礎的・先行的な研究１１テーマをＪＦＣＣの自主財源で推進した。 
 

（２）政府等からの研究受託 

継続プロジェクトの「AI 的画像解析によるオペランド電子顕微鏡計測技術に関する

研究」など、及び新規プロジェクトの「ファインセラミックスのプロセスインフォマ

ティクス基盤構築」や「電気自動車用革新型蓄電池技術開発」など政府、ＮＥＤＯ、Ｊ

ＳＴ等から継続２１テーマ、新規１０テーマの研究を受託した。 

また、将来の研究の柱となる新規研究分野を創成するための科研費（文科省：日本

学術振興会科研費補助金）等については、継続研究２４テーマを実施し、新規に６テ

ーマを獲得した。 
政府等からの受託収入総額は１，２６７百万円（うち科研費等は７８百万円）とな

った。 
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（３）材料の試験評価方法の開発 

 材料関連の研究開発事業の実施に伴い、パワーデバイス用ウェハ（SiC、GaN）の結

晶欠陥評価、厚膜コーティングの耐剥離性評価、炭素繊維およびセラミックス繊維の

引張り特性評価、５Ｇに対応した電波吸収体/シールド材の評価技術等の開発・向上に

取り組んだ。 
 

（４）標準化事業の推進 

国内的・国際的な標準化活動等を関連機関と連携して推進した。 
 

（５）研究成果発表会の開催・成果集の作成 

２０２１年度ＪＦＣＣ研究成果発表会は、新型コロナウイルス感染の状況を鑑み、

会場での開催を中止し、７月にオンラインで開催し、３７３名の参加を得た。また、

研究成果を広く普及するための成果集を作成し、希望者に配布した。 

 

２．研究技術普及啓発事業 

定期刊行誌「ＪＦＣＣニュース」を３号（No.１３１号～No.１３３号）発行し、関係

先に配付するとともに、幅広く閲覧していただけるようホームページにも掲載した。 

コロナ禍の影響により、「ファインセラミックスシンポジウム２０２１」、「５セラミ

ックス研究機関合同講演会」は２０２０年度に引き続き中止とした。「３研究機関（名

古屋市工業研究所・あいち産業科学技術総合センター・ＪＦＣＣ）による合同発表会

（協賛：名古屋商工会議所）」については２０２１年１１月２４日にオンライン形式で

開催した。また研究の取り組みや成果をより深く普及するために先端技術セミナー を

立ち上げ５月１３日、１０月５日、１２月３日に実施し、延べ４２３名の参加を得た。 

 

３．中小企業技術支援事業 

経済産業省中小企業支援事業「戦略的基盤技術高度化支援事業」において、中小企

業と連携して３件の研究開発を実施した。 

 また、「中部イノベネット」への参画等を通じて中小企業の技術支援を行った。 

 

４．国際交流事業 

例年開催されている中国／清華大学（交流協定締結先）主催の「Joint Workshop on 

Advanced Ceramic Materials」は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、中

止となったため、研究員の派遣、情報交換は実施できなかった。 

また、米国セラミックス学会等の国際学会・シンポジウム等への研究員の派遣は、

新型コロナウイルス感染防止策として渡航が禁止されたため、０名となった。大学等

との共同研究については、オンラインで実施した。 

 

Ⅱ．収益事業 

１．民間受託・共同開発事業 

コロナ禍の影響により、顧客への訪問、技術交流会の実施および見学会の実施等、

直接的な受託拡大活動に大幅な制限がなされた中、ホームページへのＪＦＣＣ ＷＥ

Ｂ見学サイトの新設や先端技術セミナーを通じての研究シーズ、先端設備等のＰＲを

行い、またＷｅｂ会議を活用しての打ち合わせの実施等を行ったものの、結果として

受託額は昨年度から９６百万円減の２１８百万円となった。 
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２．試験評価受託事業 

 民間受託・共同開発事業と同じく、顧客への訪問や技術交流会を通じての直接的な

紹介ができなかったため、ホームページでの情報発信、メールマガジンでの技術紹介

および高機能セラミックス展での試験評価を中心とした展示などで受託拡大活動を行

った。これらの活動と、半導体・電子部品関連の好況が相まって、試験評価受託事業

の依頼が大幅に増加し、前年度より１３３百万円増の４３４百万円となった。  
 

３．施設・機器貸出事業 

産業界の効率的な研究開発の推進に寄与すべく、ＪＦＣＣが所有する原料調製、焼

成、粉体特性測定、電気特性測定、微構造解析等の各種設備の効果的な利用提供を行

った。コロナ禍の影響により企業の出張が抑制される状況が続いたため、機器利用提

供に係る受託額は依頼試験ほどの回復は見らなかったものの、前年度を７百万円上回

る３８百万円となった。  

 

４．広告・宣伝事業 

広報活動については、ホームページにＪＦＣＣ ＷＥＢ見学サイトを新設するなど

拡充を図り、発信力の向上を行った。メールマガジン、メディア関係へのプレスリリ

ースについても積極的に推進した。 

また、「第６回高機能セラミックス展」及び「第６回関西高機能セラミックス展」に

協賛団体として参加し出展を行った。 

 

５．標準物質頒布事業 

 材料特性評価、生産管理の基準となるリファサーモ、リファパウダーなどのＪＦＣ

Ｃ標準物質の頒布を行った。半導体、電子部品関係の好況を受け、コロナ禍にもかか

わらずリファサーモの受注は大幅に増加し、標準物質の頒布金額は過去最高の前年度

比約１５０％の２１６百万円となった。 

 

Ⅲ．事業収支 
本年度は第 7 次中長期経営計画の初年度にあたり、大幅な収入減となった近年の反

省に鑑み、具体的な増収策を検討し最大の努力で実現可能なレベルを目標とし、本年

度予算は２５百万円の収支黒字を計画した。 

今期の事業収入については、政府受託は関係機関と連携しながら、経済産業省、文

部科学省のほか、防衛装備庁等の公募に幅広く提案し、受託拡大を図り、大幅な増収

となった。民間受託事業はコロナの影響からお客様との接触の機会が減ったことや、

大規模の研究から試験評価のサイクルを回す方向に受託が移っていることから大幅な

未達となった。試験評価は、研究開発活動の回復と、上記民間受託からの移行、半導

体、電子部品の好況により、大幅な増収となった。 

一方、支出については最大限の節約に努めた結果、支出総額は２，０７９百万円と

予算より５５百万円の増加にとどまり、収支差は予算より１３０百万円改善して１５

５百万円の黒字となった。 
 

   ２０２１年度収支状況               （単位：百万円） 
 予算 実績 増減 

収入合計 ２，０４９ ２，２３４ ＋１８５ 

支出合計 ２，０２４ ２，０７９   ＋５５ 

収支差    ＋２５   ＋１５５ ＋１３０ 
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１章．法人の概況 

１．設立年月日 

   １９８５年５月７日 設立 

   ２０１２年２月１日 非営利・一般財団法人移行 

 

２．定款に定める目的 

 本財団は、ファインセラミックスを主とした材料イノベーションの創出に関する

基礎・応用研究等を通じ、学術及び科学技術の振興を図り、かつ技術を利用する立

場から、ものづくりに関連する産業を広く振興し、もって我が国経済の発展と国民

生活の向上に貢献することを目的とする。 

 

３．定款に定める事業内容 

  本財団は、前項の目的を達成するため、ファインセラミックスを主とした材料に

関する以下各号の事業を行う。 

(1) 研究開発事業 

(2) 研究技術普及啓発事業 

(3) 中小企業技術支援事業 

(4) 国際交流事業 

(5) 民間受託・共同開発事業 

(6) 試験評価受託事業 

(7) 施設・機器貸出事業 

(8) 広告・宣伝事業 

(9) 標準物質頒布事業 

(10) その他上記各号に関連する事業及び本財団の目的を達成するために必要な事業 

 

４．会員の状況 

（１）普通賛助会員制度  

技術・産業振興に資する制度で、各種事業利用の料金割引、刊行物配布等を内容

としている。２０２１年度の会員の異動は、４企業の入会、１０企業の退会があ

り、当期末の会員数は前年度末に比べ６企業減１３７企業・団体となった。 

（２）特別賛助会員制度 

ＪＦＣＣへの研究員派遣等を通じて、企業等との密接な交流を促進する制度で
ある。２０２１年度は、２企業の退会があり、当期末の会員数は５９企業・団体と
なった。本年度中のＪＦＣＣへの研究員派遣は５企業５人であった。 

 

 当期末 前期末比  

普通賛助会員    １３７   △６  

特別賛助会員     ５９   △２  

合 計    １９６ △８ （社・団体） 

 

５．主たる事業所 

  主たる事業所：愛知県名古屋市熱田区六野二丁目４番１号 
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６．役員等に関する事項 

（１）役員名簿 （２０２２年３月３１日現在） 

 

①評議員 

氏   名 所 属 ・ 役 職 
 

◆ 十 倉 雅 和 
◇ 尾 堂 真 一 
◇ 勝 野   哲 
◇ 加 藤 光 久 
◇ 水 野 明 久 

秋 田 重 人 
安 藤 直 樹 
内 田 吉 彦 
小野田 久 彦 
木 村 雅 彦 
郷   泰 彦 
後 藤 光 宏 
小 西 崇 夫 
武 内 幸 久 
永 井   淳 
仲 川 彰 一 
永 田   滉 
西 村 信 治 
福 田 嘉 和 
前 川 睦 敏 
矢 野   仁 
 

  
住友化学㈱ 代表取締役会長 

日本特殊陶業㈱ 代表取締役会長 

中部電力㈱ 代表取締役会長 

元トヨタ自動車㈱ 取締役副社長 

(一社)中部経済連合会 会長 

名古屋市 経済局 参事 

名古屋鉄道㈱ 執行役員 

名古屋商工会議所 専務理事 

東邦ガス㈱ 執行役員 

㈱村田製作所 技術･事業開発本部 先端技術研究開発部 部長 

岐阜県 商工労働部 産業技術課長 

住友電気工業㈱ 常務執行役員  

㈱東芝 執行役上席常務 

日本ガイシ㈱ シニアフェロー 

新東工業㈱ 代表取締役社長 

京セラ㈱ 執行役員  

㈱ノリタケカンパニーリミテド 常務執行役員 

㈱日立製作所 研究開発グループ 基礎研究センタ長 

愛知県 経済産業局 技監 

三重県 雇用経済部 ものづくり産業振興課長 

愛知県陶磁器工業協同組合 副理事長 

（評議員：２１名） 
◆会長（評議員会議長）  ◇副会長（評議員会副議長） 
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②理事 

氏   名 所 属 ・ 役 職 
 

◎ 服 部 哲 夫 

小 川 正 樹 

加 古   慈 

小 島 多喜男 

七 瀧   努 

鍋 田 和 宏 

四 柳    端 

獅 山 有 邦 

髙 田 雅 介 

森   元 秀 

渡 邉 直 哉 

平 山    司 

 

 

元トヨタ自動車東日本㈱ 名誉顧問 

 (一社)中部経済連合会 専務理事 

トヨタ自動車㈱ 先進技術開発カンパニー 材料技術領域 統括部長 

日本特殊陶業㈱ 取締役 上席執行役員 

日本ガイシ㈱ 常務執行役員 

中部電力㈱ 専務執行役員 

東芝エネルギーシステムズ㈱ 取締役常務 

(一財)ファインセラミックスセンター 専務理事 

(一財)ファインセラミックスセンター 専務理事 材料技術研究所長兼ナノ構造研究所長 

(一財)ファインセラミックスセンター 常務理事 事務局長 

(一財)ファインセラミックスセンター 常務理事 

(一財)ファインセラミックスセンター 執行理事 

  （理事：１２名） 

◎理事長（代表理事） 
 

③監事 

氏   名 所 属 ・ 役 職 
 
武 藤 陽 一 
矢 野 友三郎 

 
(公財)中部科学技術センター 専務理事 

(一社)日本ファインセラミックス協会 専務理事  

                            （監事：２名） 
 

（２）役員の異動 

 ①評議員 

１）評議員の選任 

第１２回評議員会（２０２１年６月１５日）において、次のとおり選任について

議決された。 

新任者 前任者 

安藤 直樹 安達 宗徳 

小西 崇夫 畠澤  守 

福田 嘉和 西村 美郎 
  （2021年3月31日辞任） 

小野田久彦 増田 信之 

 

２）評議員の辞任 

２０２１年１２月３１日 川原 伸章 評議員が辞任された。 
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②理事・監事 

１）理事・監事の選任 

第１２回評議員会（２０２１年６月１５日）において、次のとおり交代とその

他の任期満了者の再任について議決された。 

   「理事の選任」 

新任者 前任者 

獅山 有邦 吉田 盛厚 

森  元秀 梅村  晋 
  （2020年12月31日辞任） 

渡邉 直哉 浅野 恭史 

 

２）代表理事・業務執行理事の選定 

２０２１年６月１５日開催の第１２回評議員会での理事の選任を受け、第２

８回理事会において、代表理事(理事長・専務理事)及び業務執行理事(常務理事・

執行理事)の選定について、定款第３１条第２項に定める決議の省略の方法によ

り、次のとおり交代とその他の任期満了者の再任について議決された。 

   「代表理事［専務理事］の交代」 

新任者 前任者 

獅山 有邦 吉田 盛厚 

   「業務執行理事［常務理事］の交代」 

新任者 前任者 

森  元秀 梅村  晋 

渡邉 直哉 浅野 恭史 

 

３）理事の辞任 

２０２２年３月１０日 渡辺 弘之 理事が辞任された。 

 

７．役員会等に関する事項 

（１）評議員会、理事会の開催 

      次のとおり開催され、それぞれの議案が議決承認された。 

      ①評議員会 

     第１２回評議員会 

  ２０２１年６月１５日 Ｗｅｂ会議 

      議決事項 

第１号議案  ２０２０年度決算の承認について 

第２号議案  評議員の選任について 

第３号議案   理事・監事の選任について 

第４号議案   特別顧問・顧問の委嘱について 

第５号議案   理事の報酬総額について 
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第６号議案   理事の退任に伴う退職金の支給について 

報告事項（１） ２０２０年度事業報告について 

    （２） 公益目的支出計画実施報告について 

    （３） 第７次中長期経営計画について 

（４） ２０２１年度事業計画及び予算について 

 

②理事会 

          第２７回理事会 

 ２０２１年５月２８日 Ｗｅｂ会議 

      議決事項 

             第１号議案  ２０２０年度事業報告及び決算の承認について 

第２号議案  公益目的支出計画実施報告書の承認について 

第３号議案  第１２回評議員会の招集について 
 

          第２８回理事会 

 ２０２１年６月１５日 定款第３１条第２項に定める決議の省略の方法による 

      議決事項 

第１号議案 代表理事(理事長･専務理事)及び業務執行理事(常務理

事･執行理事)の選定 
 

          第２９回理事会 

 ２０２２年３月１７日 Ｗｅｂ会議 

      議決事項 

第１号議案  ２０２２年度事業計画及び予算の承認について 

      報告事項（１） ２０２１年度事業進捗状況及び決算見通しについて 

     

（２）その他の委員会等の開催 

   ２０２１年度における委員会等は、以下のとおり開催された。 

①「第９回 理事候補者選考委員会」    ２０２１年 ５月１８日 

②「第１０回 研究技術委員会」      ２０２１年１１月１１日 

③「第１０回 ＪＦＣＣ研究技術等報告会」 ２０２１年１２月１６日 

 

８．職員等に関する事項 

（１）要員数                           (人) 

 2020 年度末 2021 年度末 増 減 

ｂ－ａ ａ ｂ 男 女 

職員・嘱託 ７０ ６９ ５８ １１  －１ 

出 向 者 １１ １０ ９ １  －１ 

合  計 ８１ ７９ ６７ １２  －２ 
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（２）受章・外部表彰 

 １）外部表彰 

  ① 公益社団法人日本セラミックス協会 
「2021 年年会優秀ポスター発表賞 優秀賞」 
松本潮 
 

② 一般社団法人日本ファインセラミックス協会 
「令和 2 年度功労賞」 
安富義幸 
 

③ 公益社団法人日本セラミックス協会 
「国際交流奨励賞 21 世紀記念個人冠賞 井関孝善賞」 
小川貴史 
 

④ 公益財団法人池谷科学技術振興財団 
「2021 年度研究助成」 
小林俊介 
 

⑤ 公益財団法人村田学術振興財団 
「第 37 回（2021 年度）研究助成」 
姚永昭 
 

⑥ 公益社団法人日本セラミックス協会 
「第 46 回学術写真賞 優秀賞」 
姚永昭、石川由加里、菅原義弘、佐藤功二、横江大作 
 

⑦ 公益社団法人日本セラミックス協会 
「第 46 回学術写真賞 優秀賞」 
仲山啓、石川亮（東京大学）、桑原彰秀、小林俊介、本橋輝樹（神奈川大学）、柴田直

哉（ＪＦＣＣ客員研究員／東京大学）、幾原雄一（ＪＦＣＣ客員主管研究員／東京大学） 

 

⑧ 公益社団法人日本セラミックス協会  
第 34 回秋季シンポジウム「先進的な構造科学と分析技術 特定セッション優秀

講演賞」 
仲山啓 
 

⑨ 公益社団法人日本セラミックス協会  
第 34 回秋季シンポジウム「先進的な構造科学と分析技術 特定セッション優秀

ポスター発表賞」 
 大森雄貴 
 

⑩ 公益社団法人日本金属学会 
「第 37 回優秀ポスター賞」 
松本潮、小川貴史、クレイグ・フィッシャー、北岡諭、田中功（ＪＦＣＣ客員主管研

究員／京都大学） 
 

⑪ 公益社団法人日本セラミックス協会 
「永年継続会員賞」 
髙田雅介 
 

⑫ 公益財団法人大倉和親記念財団 
「2021 年度（第 52 回）大倉和親記念財団研究助成 一般部門」 
姚永昭 
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⑬ 公益財団法人大倉和親記念財団 
 「2021 年度（第 52 回）大倉和親記念財団研究助成 若手研究者部門」 

末廣智 
 

⑭ 公益財団法人風戸研究奨励会 
「第 15 回風戸研究奨励賞」 
穴田智史 
 

⑮ 公益社団法人日本金属学会 
「第 72 回金属組織写真賞 優秀賞」 
大森雄貴 
 

⑯ 公益財団法人永井科学技術財団 
「永井科学技術財団賞 奨励賞」 
桑原彰秀 
 

⑰ 公益財団法人永井科学技術財団 
「永井科学技術財団賞 奨励賞」 
和田匡史 
 

⑱ 公益財団法人永井科学技術財団 
「永井科学技術財団賞 研究奨励金」 
穴田智史 
 

⑲ 公益財団法人永井科学技術財団 
「永井科学技術財団賞 特定課題研究奨励金」 
仲山啓 
 

⑳ 公益社団法人日本セラミックス協会 
「Journal of the Ceramic Society of Japan, the Editor-in-Chief Award of 

Distinguished Reviewer in 2021」 
森分博紀 

 

９．許認可に関する事項 

   無し 

 

10．登記事項 

  ２０２１年度中に次のとおり登記を行った。 

①２０２１年 ６月１５日 評議員・理事変更登記 

②２０２１年１２月３１日 評議員変更登記 

③２０２２年 ３月１０日 理事変更登記 

 

11．申請・届出事項 

  内閣総理大臣あて、以下の書類を提出した。 

２０２１年６月１６日 公益目的支出計画実施報告書等の提出 
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12．寄付金・助成金 

２０２１年度中に実施した助成金等は、９８，２６７千円であった。 

学術研究助成基金助成金･科学研究費補助金(日本学術振興会)  ７８，２５４千円 

戦略的基盤技術高度化支援事業補助金(経済産業省)       １７，３４９千円 

研究助成金（（公財）大倉和親記念財団）           １，５５９千円 

研究助成金（（公財）日本板硝子材料工学助成会）         １０５千円 

研究助成金（（公財）池谷科学技術振興財団）         １，０００千円 
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２章．事業の状況 

Ⅰ．公益事業 

１．研究開発事業 

「先端技術育成研究」及び「政府等からの研究受託」においては、革新的な先端

材料の開発指針を得るべく材料技術研究所のプロセス・材料開発とナノ構造研究所

の微構造解析・計算科学のコラボレーションをより深化させて研究開発を推進した。

また、ものづくりに不可欠な試験評価などの基盤技術の高度化を図った。研究で得

られた成果については、コロナ禍の影響を考慮しつつ研究成果発表会、学会活動な

どを通じて広く公開・普及を行った。 
 

（１）先端技術育成研究 

  本年度も、SDGs や Sociey5.0 など社会の重点課題を意識しつつ、中長期経営計画

の研究技術戦略の観点に立つとともに、これまでＪＦＣＣで培ってきた要素技術を

整理し、かつそれらを技術及び経営の視点から戦略技術領域に分析した上で、以下

の１１テーマ（材料技術研究所５＋ナノ構造研究所６）の先端技術育成研究を自主

財源により実施した。その結果、政府受託２件、民間受託１件獲得の成果につなが

った。   
   

１）材料技術研究所 

1-1)戦略技術領域テーマ 

①高活性常圧プラズマを利用した大気圧コーティング技術の新展開 

  大気圧プラズマを用いたアルミ表面の窒化処理技術を検討した。微構造観察の結

果、プラズマ照射した試料は、表面から AlON/AlN/Al の層構造になっていることが

確認できた。また、プラズマ照射時間を長くすることで AlN 層の厚みは増加し、最

終的に表面の酸化被膜は剥離した。この時の AlN の成長速度は約 3 m/min と見積

もれた 。今後は、熱伝導評価・電気抵抗測定評価を行い、プロセス条件の最適化に

より、独自プロセス技術の構築を目指す。 

 

②粒子間頸部での物質移動と応力形成のモデリング 

表面拡散を考慮した DEM 手法を構築し、異なるサイズの粒子を用いた初期焼結シ

ミュレーションを実施し、粒子径の効果を明らかにした。さらに、粒子間に働く応

力を解析する手法を検討し、応力を評価するモデルを作成した。 

 

③セラミックスのプロセスインフォマティクス構築のための基盤技術開発 

3 点曲げ試験片の応力解析モデルを設計し、荷重を負荷したときの応力分布の解

析を行った。微細組織の力学特性との組み合わせによって、ミクロとマクロの連携

計算技術の開発が期待できる。プロセスシミュレーションの基盤技術として、成形、

乾燥・脱脂、焼結のシミュレーション要素技術を開発した。成形、乾燥・脱脂の組織



14 
 

変化（ミクロ）のシミュレーション技術を開発し、計算パラメータの検討を行った。

焼結の組織変化（ミクロ）シミュレーションでは実験との比較を行い、計算パラメ

ータの妥当性を検証した。 

 

④酸化ガリウムパワーデバイスにおけるキラー欠陥評価法の開発 

高電力密度・高効率のパワーデバイス用半導体材料 β-Ga2O3 において、デバイス

の性能と信頼性を低下させる欠陥種の特定が重要な課題である。β-Ga2O3 の結晶構

造の複雑さと超広いバンドギャップから生じた欠陥評価の困難さを克服し、結晶欠

陥を大面積にわたり簡易に検出するエッチピット法、および非破壊で評価する放射

光 X 線トポグラフィーを確立した。これらの手法を透過電子顕微鏡観察と組み合わ

せることで、更なる高精度な欠陥構造解析ができる。 

 

⑤熱マネジメントのための輻射コントロール膜に関する基礎研究 

金属－絶縁体相転移を示す酸化バナジウム VO2 膜における赤外域の光学定数（屈

折率 n および消衰係数 k）スペクトルの温度応答性をもとに、赤外放射スペクトルに

温度応答性をもたせることができる積層膜の構成を見出した。今後、その応答性向

上および熱マネジメントへ展開するための光学膜設計の可能性を探り、新たなテー

マ提案に繋げる。 
 

２）ナノ構造研究所 

2-1) 戦略技術領域テーマ 

①高精度分子動力学計算の活用に向けた基盤技術構築 

物性を高精度かつ高効率に評価する計算手法の導入、構築、活用を進めた。特に、

構造ユニットマッピング法を構築することで、第一原理分子動力学法により Y2Ti2O7

における酸素イオンの調和的な拡散機構を抽出した。また、様々な Si 粒界を解析す

るため、機械学習ポテンシャル（MLP）を作成し、分子動力学法シミュレーションに

適用した。その結果、MLP が第一原理計算の緩和構造を精度よく再現しており、一般

的な原子間力場と比べ、熱伝導度などの計算値に対する信頼性が高くなることを示

した。更に、山形大学の笠松秀輔助教と共同で、MgAl2O4スピネル用ニューラルネッ

トワークポテンシャルを作成し、大規模な配置探索シミュレーションを実施した。 

 

②SEM 観察および分析条件・手法に関する調査研究 

EBSD 測定にて、電子線スキャン方向と粒子形状との関係による分解能の影響調査

を行った。その結果、扁平形状の粒子を持つ組織を測定する場合、結晶粒界に平行

にスキャンした測定では確認されなかった 70 nm 程度の粒子が、結晶粒界に垂直に

スキャンした測定により確認することに成功した。スキャン方向が異なることで分

解能に影響が出る原因として、EBSD 測定時の試料傾斜による試料内での電子線の広

がりが関係していることが明らかとなった。 

 

③次世代蓄電池材料の開発 

固体電解質である Y 添加 Li5La3Nb2O12の単相合成に成功した。インピーダンス測定
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の結果、過去の文献値と同程度のイオン伝導率を有することを確認した。正極であ

る Mn 添加 Li3NbO4 についても単相の合成には成功したが、充放電容量が既報のデー

タよりも著しく低い結果となった。合成方法や電気化学測定の条件を再検討する。

TiNb2O7負極については合剤電極の最適化も進み、290mAh/g の充放電容量が出るに至

った。 

 

④Python を活用した顕微鏡データ解析の高度化 

電子顕微鏡は、ミクロスケールでの材料評価で使用されるが、問題となるのはそ

の観察結果の妥当性である。それを担保するには、一般的にできるだけ多数のデー

タを取得し統計的に評価を行うこととなるが、電子顕微鏡観察においては難しい課

題である。そこで、エネルギー分散型 X 線分析（EDS）法で得られた微小粒子の定量

マップと Python プログラミングを用いた解析を組み合わせることで、簡単に数 100

個以上の粒子の組成を定量的に評価可能なシステムを構築し、統計的な評価を簡便

に行うことが可能となった。 

 

2-2) 新領域開拓テーマ 

①ガス環境電子顕微鏡による分子吸着解析法の確立 

原子スケール直接可視化による吸着現象の物理解明を目指している。2021 年度に

おいては、派生研究として大気圧走査電子顕微鏡を新規導入し、大気中および液中

での各種反応挙動その場観察法の手法拡大を進めた。特に高信頼性電気化学システ

ムの構築に成功し、液中電気化学反応のナノスケール可視化への手法拡大を進めた。 

 

2-3) Dream テーマ 

①はやぶさ２が持ち帰ったリュウグウサンプルのホログラフィー・TEM 構造観察  

2020 年 12 月 6 日に、はやぶさ２が持ち帰った小惑星リュウグウのサンプルを初

期分析する国際チームのメンバーとして参画し、JFCC が得意とする電子線ホログラ

フィーおよび透過型電子顕微鏡技術を用いて分析を行った。ターゲットは，リュウ

グウに含まれるマグネタイト（Fe3O4）の分析であり、電子線ホログラフィーを用い

て、直径１ミクロン程度の Fe3O4粒子内の磁束分布をクリアに観察することに成功し

た。また、EDS による元素分析や電子線回折による結晶構造解析も行い、Fe3O4 の組

成であることも確認した。小惑星リュウグウは磁場を持っており、その値も、他の

初期分析チームによってマクロ的に計測されているが、本観察によって、その磁場

の主な担い手がマグネタイトであることを直接的に明らかにした。 

 

（２）政府等からの研究受託 

  政府等からの受託事業等については、科学技術イノベーション政策の動向と産業

界のニーズを踏まえて、関係機関と連携しながら、経済産業省、文部科学省のほか、

防衛装備庁等の公募に幅広く提案し、受託拡大を図った。その結果、継続研究２１

テーマ（材料技術研究所１２＋ナノ構造研究所９）に加え、新規に１０テーマ（材

料技術研究所６＋ナノ構造研究所４）の受託を獲得した。総受託額は昨年度を８４

１百万円上回る、１，２６７百万円であった。 



16 
 

  また、将来の研究の柱となる新規研究分野を創成するための科研費（文科省：日

本学術振興会科研費補助金）等についても積極的に応募した結果、継続研究２４テ

ーマ（材料技術研究所１１＋ナノ構造研究所１３）に加えて、新規に６テーマ（材

料技術研究所３＋ナノ構造研究所３）を獲得した。交付額は昨年度を１０百万円上

回り、７８百万円であった。加えて民間財団等からの助成事業については、継続３

テーマ（材料技術研究所２＋ナノ構造研究所１）、新規５テーマ（材料技術研究所４

＋ナノ構造研究所１）を実施した。 
 
 
１）材料技術研究所 

1-1）受託研究【継続】 （１２テーマ） 

①戦略的基盤技術高度化支援事業/大口径・高品質 SiC 単結晶成長のための新規周

波数可変型マルチ高周波誘導加熱炉の開発（2019～2021） 

パワーデバイス用半導体として重要な大口径・高品質 SiC 単結晶成長用の新規加

熱炉の開発を目指し、成長炉の加熱、真空排気系、冷却系、監視系を統合的に制御

するシステムを構築した。また、成長結晶の品質評価を実施した。 

    ［中国経済産業局補助］ 

 

②グリーン・サステイナブルケミカルプロセス基盤技術開発（2012～2021） 

 水を光触媒で分解した実ガス組成（水素＋酸素＋水蒸気）の混合ガスの水素精製を行

い、98%の水素純度を達成し、プロジェクト目標値(96%）をクリアした。 

[新エネルギー・産業技術総合開発機構→人工光合成化学プロセス技術研究組合] 

 

③エネルギー・環境新技術先導プログラム/未踏チャレンジ2050／AlNを用いたヘテロ

接合型超高耐圧・大電流パワーデバイスとAlN結晶評価技術の開発（2017～2022） 

半導体の中で最も広いバンドギャップをもつ AlN を材料とする超高耐圧・大電流

かつ高温動作可能なパワーデバイスの実現に向けて、高品質の結晶成長とデバイス

作製を支える AlN 結晶評価技術の開発に取り組んだ。エッチピット法、放射光Ｘ線

トポグラフィー、透過型電子顕微鏡、多光子顕微鏡等最先端の評価技術を融合する

ことにより、基板全面にわたる結晶欠陥を多面的に評価し、高精度な欠陥情報が得

られた。以上の結果を結晶成長にフィードバックすることで、結晶品質の大幅な向

上を実現した。          ［新エネルギー・産業技術総合開発機構委託］ 

 

④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・応用加工技術の開

発/自動車向リサイクルCF適用化技術の開発（2018～2022） 

 燃料電池車用 CFRP 製水素タンクを対象に、過熱水蒸気処理による炭素繊維回収の

検討において、回収した炭素繊維の引張強度の評価結果より処理条件の最適化を図

った。また、回収した炭素繊維表面に残留した炭素樹脂残渣については、過熱水蒸

気中における炭素樹脂残渣と炭素繊維の分解速度の違いを利用して定量を行った。 

 [新エネルギー・産業技術総合開発機構委託→新構造材料技術研究組合]  
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⑤水素利用等先導研究開発事業/水電解水素製造技術高度化のための基盤技術研究

開発/高温水蒸気電解技術の研究開発（2018～2022） 

固体酸化物形電解セル（SOEC）および電解システムの高効率化、耐久性向上を目

指した開発を行った。高耐久酸素極材料の開発を行い、従来材料と比較して耐久性

が向上した酸素極材料の開発に成功した。また、金属セパレータからの Cr 被毒を

抑制するための、金属セパレータへの導電性酸化膜コーティング技術開発に着手し

た。 ［新エネルギー・産業技術総合開発機構委託→東芝エネルギーシステムズ］ 

 

⑥エネルギー・環境新技術先導研究プログラム／電磁波によるプロセスセンサー装

置の研究開発（2019～2021） 

これまで電磁波伝搬特性（S パラメータ）から複素誘電率を導出する解析は単一材

料に限定されていたが、複数の多層構造においても複素誘電率を解析できる新たな

手法を構築した。これにより電磁波を透過する酸化物窓材で密閉された空間中の高

温高圧「液相水・水蒸気」の GHz 帯における複素誘電率を導出できた。それら複素

誘電率の温度・圧力依存性を活用することで、蒸気配管などにて液相水と水蒸気が

混在する環境での液相水の厚さ、すなわち乾き度を非接触でモニタリングできる可

能性を見出した。        ［新エネルギー・産業技術総合開発機構委託］ 

 

⑦課題設定型産業技術開発費助成事業／次世代複合材創製・成形技術開発プロジェ

クト／１４００℃級ＣＭＣ材料の実用化研究開発（2020～2022） 

次世代航空機エンジン用 CMC 材料の環境遮蔽コーティング（EBC）には、エンジン

内に取り込まれた火山灰・砂等の溶融物（CMAS）に対して優れた耐食性を有するこ

とが必要である。そこで、熱力学的視点と速度論的視点の両面から耐 CMAS 性に優れ

る EBC 材料を予測するとともに、そのモデル候補材料が耐 CMAS 性に優れることを実

験的に実証した。        ［新エネルギー・産業技術総合開発機構－IHI］ 

 

⑧戦略的創造研究推進事業/先端的低炭素化技術開発（ALCA）/次世代蓄電池/無機

固体電解質を用いた全固体リチウム二次電池の創出/全固体電池用原料粉末プロ

セスの高度化（2018～2022） 

量産性に優れた全固体電池製造プロセスとして期待されるセラミックス製造プロ

セスについて、原料として用いる粉体の高度化を目的に、高活性な酸化物粒子の開

発を目指す。噴霧熱分解法により分散性のよい固体電解質粉末を合成した。また、

固体電解質粉末表面に低温焼成電解質をコーティングし、コアーシェル型の粉末を

合成するとともに、界面抵抗を低減した焼結体の特性評価を行った。 

        ［科学技術振興機構委託］ 

 

⑨科学技術試験研究委託事業/全固体電池を実現する接合プロセス技術革新/材料の

易焼結化や反応相生成を制御する表面層形成などを可能とする粉末製造・粉末表

面制御プロセスの開発（2019～2025） 

 全固体型リチウムイオン二次電池の実用化にあたって、セラミックス製造プロセ

スにおいて重要となる原料粉末合成プロセス開発を行った。特に、イオン伝導性結
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合層を用いる複合材料系を対象として、噴霧熱分解および粉末表面被覆による複合

原料粉体の開発を進めるとともに、被覆粒子を用いた焼結体の特性評価を行った。 

          ［文部科学省委託→物質・材料研究機構］ 

 

⑩安全保障技術研究推進制度委託事業／反転ＭＯＳチャネル型酸化ガリウムトラン

ジスタの研究開発（2020～2024） 

反転MOSチャネル型FETの高耐圧化、大電流化を阻害する結晶欠陥、特性を劣化さ

せる結晶欠陥を明らかにし、基板作製、エピ成長、デバイス作製にフィードバック

するために、放射光Ｘ線トポグラフィー法でデバイス動作中の欠陥挙動をリアルタ

イムで観察する装置開発を行い、リアルタイム観察を検証した。 
［防衛装備庁－ノベルクリスタルテクノロジー］ 

 

⑪安全保障技術研究推進制度委託事業／ナノ構造デザインによる赤外輻射スペクト

ル制御（2020～2022） 

シリサイド薄膜中への金属ナノ粒子分散によって「表面プラズモン現象」を発現

させ、赤外域における屈折率を世界最高レベルに高めるために最適な金属ナノ粒子

の設計指針を得た。さらに、その赤外高屈折率を活用することで任意の赤外波長域

における輻射率を選択的に高める光学膜を作製し、輻射ピークを実証した。 

［防衛装備庁］ 

 

⑫知の拠点あいち重点プロジェクトⅢ期／GaN パワー半導体材料とワイヤレス給電等の

研究開発／GaNパワーデバイスの高性能化と高機能電源回路の開発（2019～2021） 

GaN 単結晶基板の高品質化を図るための加工法の開発を目的とし、ウエハ表面に

残存したスクラッチから転位が発生しエピ膜表面まで達することを証明した。また、

転位起源となるスクラッチを多光子励起顕微鏡法で検出可能なことを示した。 

             ［愛知県→科学技術交流財団］ 

 

1-2）受託研究【新規】 （６テーマ） 

①戦略的基盤技術高度化支援事業/次世代パワーデバイス用結晶中欠陥の３次元非

破壊検査装置の開発（2021～2023） 

次世代パワーデバイス用結晶中欠陥の３次元非破壊検査装置の開発を目的とし

て PＬトポグラフ偏光顕微鏡の光学系を構築した。また、開発した装置の精度検証

のために転位の 3 次元分布や各種転位の面内分布を測定した教師試料（GaN, SiC）

を作製した。                      ［近畿経済産業局］ 

 

②戦略的基盤技術高度化支援事業/自動車の高度自動運転化に寄与する新規フレキ

シブル形状ミリ波吸収体の開発（2021～2023） 

  ミリ波吸収帯（炭素繊維を含む導電性不織布）の複素誘電率を解析可能にし、そ

のデータをもとに電磁波吸収性能の角度依存性、TE 波 TM 波モード依存性などを解

析した。導電性不織布の電気抵抗率と複素誘電率の相関性も明らかにし、炭素繊維

の配合設計に関する指針を示した。 ［四国経済産業局－高知県産業振興センター］ 
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③地熱発電導入拡大研究開発／超臨界地熱資源技術開発／光ファイバーDAS による

超臨界地熱資源探査技術開発（2021～2023） 

超臨界条件下に光ファイバーを浸漬した状態で、光源波長 1000～1600nm に対す

る光透過損失をその場観察できる評価装置を設計開発し、種々の被覆光ファーバー

の損傷劣化をモニタ出来ることを示した。 

［新エネルギー・産業技術総合開発機構］ 

 

④NEDO 先導研究プログラム/マテリアル革新技術先導研究プログラム/ファインセラ

ミックスのプロセスインフォマティクス基盤構築（2021～2022） 

 計算科学を活用したファインセラミックス部材の製造プロセス最適化手法である

プロセスインフォマティクス技術の基盤技術構築を目的として、中核技術となるプ

ロセスシミュレーション技術を開発し、シミュレーションのためのデータ群の取得

方法、実実験との比較によるシミュレーションの妥当性評価を行った。 

［新エネルギー・産業技術総合開発機構］ 

 

⑤未来社会創造事業/先進複合材料の因子分類による疲労負荷時の複合劣化機構の

解明と寿命予測（2021） 

 SiC 繊維強化 SiC マトリックス複合材料を対象とした新規の非破壊検査方法として、

マイクロ波を利用した損傷検出手法について検討した結果、マイクロ波に対する反射

係数と周波数依存性を測定することで、化学的損傷を検出できることを明らかにした。 

［科学技術振興機構委託］ 

 

⑥安全保障技術研究推進制度委託事業／熱制御の高度化による革新的遮熱コーティ

ングシステムの基盤構築（2021～2023） 

輻射熱反射を利用した遮熱コーティングシステム創成の一環として、モデル候補

材の化学組成を制御することにより、実験的に所望の結晶系にすることが可能であ

ることがわかった。また、機械学習により所望の結晶系を有する未知の化学組成を

予測するための基本スキームを決定した。さらに、電子ビーム PVD 法により上記シ

ステムを創生するための要素プロセスを検討した。       ［防衛装備庁］ 

 

1-3）科研費等研究【継続】 （１３テーマ） 

①レーザー照射によるダイヤモンド-SiC 複合材料の創製と反応メカニズムの解明

（2019-2021） 

レーザー照射による SiC-ダイヤモンドの複合材料を作製し、熱伝導特性を評価 

した。レーザーを照射することで反応焼結 SiC 中にダイヤモンドが均質に分散した 

複合材料を作製することに成功した。作製した材料の熱伝導率は、ダイヤモンドの 

粒径、体積分率に依存して 10-200W/mK の範囲で変化することを明らかにした。 

                ［日本学術振興会科研費 学術研究助成基金助成金］ 
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②高強度マトリックスを有する酸化物系セラミックス基複合材料の開発（2019-

2021） 

  酸化物系セラミックス基複合材料の作製に用いられるアルミナ前駆体について、

空気中に比べて過熱水蒸気-酸素雰囲気中では分解温度が大幅に低下することを明

らかにした。さらに相転移も促進される傾向にあり、より低温で安定相であるα-

Al2O3相のみが得られることを確認した。 

［日本学術振興会科研費 科研費補助金 物質・材料研究機構研究分担研究］ 
 

③耐熱・耐環境セラミックスの高機能化（2019-2023） 

 高温酸素ポテンシャル勾配下に曝された酸化物保護膜中の膜厚方向の粒界の電子

的輸率を決定する手法を構築した。また、この手法を用いて、アルミナ膜の粒界の

電子的輸率は、膜厚方向に対して一定でなく、膜内の酸素ポテンシャルと粒界偏析

元素種に依存することを明らかにした。さらに、耐熱性に優れる低熱伝導性酸化物

に対して、結晶系と粒内コアのナノドメインの有無の作り分けを可能にした。 

［日本学術振興会科研費 科研費補助金］ 

 

④機能コアの材料科学（2019-2023） 

 機能コアの概念に立脚した新しい材料科学の学理構築の一環として、計画研究班

間の連携研究や設備有効利用の促進を図った。 

［日本学術振興会科研費 科研費補助金 名古屋大学分担研究］ 

 

⑤ガラス精密研磨用砥粒の寿命特性に関する研究（2020-2022） 

ガラス精密研磨用セリア系砥粒の寿命特性を評価するために、昨年度までに合成

条件を確立した La 固溶セリア球状粒子について、長期研磨試験が可能な量の合成

を行った。 

                ［日本学術振興会科研費 学術研究助成基金助成金］ 

 

⑥磁場援用エアロゾルデポジションによる非磁性セラミックス膜の結晶配向制御

（2020-2022） 

エアロゾルデポジション法において、基板に対する原料粒子衝突角度を変化させ

ることにより、形成されるセラミックス膜の結晶配向性の制御が可能であることを

確認した。また、結晶配向性に及ぼす磁場印加の影響について評価解析を進めた。 

                ［日本学術振興会科研費 学術研究助成基金助成金］ 

 

⑦二次元ナノ構造酸化チタンの表面欠陥と形態制御および抗感染性医用材料への応

用（2020-2022） 

機能元素修飾した酸化チタンをナノシート化することで、生体親和性および抗感

染性機能の制御だけでなく、多様な素材と形状を有する部材表面への被覆が期待で

きる。今年度は、ナノシートの抗菌性試験を実施し、抗感染性機能の評価を行っ

た。                   ［日本学術振興会科研費 学術研究助成基金助成金］ 
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⑧ワイドバンドギャップ半導体結晶の加工導入欠陥構造・導入メカニズムの解明

（2020-2022） 

 加工時にワイドバンドギャップ半導体に導入される欠陥の 3次元構造を解明する

ことを目的に、スクラッチで導入された欠陥の 3 次元構造を評価し、スクラッチ周

辺に導入された転位が形成するパターンの幅や深さとスクラッチ幅の関係を明らか

にした。バーコビッチ圧入で導入される転位発生の荷重閾値が転位種によって異な

ることを明らかにした。    ［日本学術振興会科研費 学術研究助成基金助成金］ 

 

⑨炭化ケイ素系ガス分離膜の細孔径チューニング技術開発と評価（2020-2024） 

有機金属原料を変えることなく、合成条件の変更による細孔径制御技術の開発に

成功した。                ［日本学術振興会科研費 学術研究助成基金助成金］ 

 

⑩次世代パワー半導体β型酸化ガリウムの大面積転位検出分類法の開発（2020-2022） 

高耐圧・高効率の次世代パワー半導体材料 β-Ga2O3は単斜晶構造をとるため、結

晶対称性の低さから複雑な欠陥構造が生じる。結晶の高品質化、およびデバイス故

障解析の観点から、大面積に分布する欠陥を評価する技術の確立が急務である。本

研究は、非破壊手法である X線トポグラフィーを利用し、直径数インチの単結晶ウ

エハに内在する結晶欠陥を高精度に検出・分類する技術を開発した。 

                ［日本学術振興会科研費 学術研究助成基金助成金］ 

 

⑪太陽光から熱・電気エネルギーを創るハイブリッド変換デバイスの開発（2020-2022） 

一つのデバイスで太陽光を熱および電気エネルギーに変換できる新規な材料シス

テムの実現を目指した。従来の太陽熱システムにおける「集熱レシーバ」のデバイ

ス構成を基本として、「光励起熱電子放出」による発電メカニズムを発現させる新た

な機能を与える材料デバイスの設計を推進した。 
                ［日本学術振興会科研費 学術研究助成基金助成金］ 

 

⑫低損失パワーデバイス用半導体材料β- Ga2O3の転位評価技術の開発（2020-2022) 

Si 並みのコストで SiC と GaN を超える性能を目指すパワー半導体 β-Ga2O3におい

て、結晶構造の複雑さに加え、バンドギャップの広さに起因するバンド端発光の困

難さから、有効な転位評価技術は確立されていない。本研究では、直径数インチの

β-Ga2O3 基板の全面から、簡易且つ短時間で全ての貫通転位を正確に検出すると同

時に、転位のデバイスにおける働きを大きく左右する 2 つの構造特性：バーガース

ベクトルと転位線伸展方向を評価できるエッチピット法を確立した。 

                      ［日本板硝子材料工学助成会助成金］ 

 

⑬励起環境下で構造及び発効特性変化する GaN 結晶中転位の同定（2020-2021） 

スクラッチ中の導入欠陥構造の変化をその場観察するためのプロトタイプ装置を

作製し動作を確認した。光励起によって伸長・拡張等の構造変化を引き起こす GaN

結晶中の転位を同定し、その構造変化のメカニズムを明らかにすることを目的とし

て、光励起に対する各種転位の物性変化を調べ、構造が変化するタイプ、光学特性
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の変化するタイプ、変化しないタイプの 3 種があることを見出した。 

                ［大倉和親記念財団助成金］ 

 

1-4）科研費等研究【新規】 （７テーマ） 

①セグメント構造酸化チタンコーティングによる抗菌性と生体親和機能の創成

（2021～2023） 

酸化チタンコーティング時の温度と雰囲気ガス種を制御することにより、セグメ

ントの構造と化学組成の制御が可能であることを明らかにした。また、コーティン

グ条件を制御することにより、抗菌性が発現することを確認した。 

［日本学術振興会科学研究費補助金］ 

 

②高効率水素製造を可能とするガス分離セラミックス多孔体に関する研究（2021～

2023） 

数十 nm の孔径を有する多孔体を用いることで水素と二酸化炭素を効率的に分離

する研究が行われている。均一孔径で高気孔率の多孔体の作製が困難であることか

ら実用化が困難となっている。多孔質球状アルミナ粒子を用いた 200nm 程度の均一

孔径を有し、50%以上の気孔率の多孔体の合成に成功している。本研究では、この

技術を応用し、10nm 程度の均一孔径を有し、50%以上の気孔率の多孔体を合成し、

水素ガスの分離特性を評価する。 

［日本学術振興会科研費学術研究助成基金助成金］ 

 

③超温度場セラミックス材料創成科学（計画研究）（2021～2025） 

電子線やレーザーの照射によって発生する特異な温度場を「超温度場」として取

り上げ、セラミックス材料プロセスへの応用を目的として、固相プロセス、液相プ

ロセス、気相プロセスにおける超温度場の特長とプロセスのメカニズムに関する研

究を行った。              ［日本学術振興会科学研究費補助金］ 

 

④多波回折条件下の明視野放射光Ｘ線トポグラフィーによるβ型 Ga2O3パワーデバ

イス内の格子欠陥の動的観察（2021～2022） 

絶大な省エネ効果をもたらす次世代のパワー半導体材料 β-Ga2O3においては、デ

バイスの性能と信頼性に悪影響を与える結晶欠陥の低減が重要な課題である。本研

究では、β-Ga2O3の欠陥を高精度で評価するために、欠陥による結晶面の湾曲に起

因する X 線回折の乱れを利用することで、動作中のβ-Ga2O3デバイスにおける欠陥

の三次元形態と格子構造をリアルタイムで取得する X線トポグラフィー法の確立に

取り組んだ。上記手法に基づき、電圧電流印加下の欠陥挙動を非破壊で「動的」に

モニタリングする技術を開発し、欠陥によるデバイス劣化の有無とその機構の解明

に繋げる。                   ［村田学術振興財団助成金］ 

 

⑤噴霧熱分解法によるガン治療用クエン酸内包多孔質マグネタイト微粒子の合成（2021） 

抗癌剤治療において、磁性微粒子はドラッグデリバリーシステムの薬剤担持機能

性磁性微粒子として研究が進められている。噴霧熱分解法を用いて、多孔質の磁性
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微粒子内に癌細胞死滅効果を有するクエン酸が内包されたマグネタイト磁性微粒子

を合成し、その温熱特性の評価を行った。        ［東京医科歯科大学］ 

 

⑥次世代パワー半導体材料における結晶欠陥の非破壊三次元可視化技術の開発

（2021～2022） 

カーボンニュートラルの実現に向けて、電力を無駄なく使用するためのパワーデ

バイスに更なる高性能と高信頼性が求められており、デバイス作製のもととなる半

導体単結晶の高品質化が喫緊な課題である。本研究は、結晶の格子歪みによる X 線

回折方向の乱れを利用する X線トポグラフィー法を基に、次世代の電力変換と制御

を担う先進パワー半導体材料 SiC、GaN、β-Ga2O3の結晶欠陥を非破壊で三次元可視

化する技術の確立に取り組んだ。         ［大倉和親記念財団助成金］ 

 

⑦レーザー直接加熱によるダイヤモンド粒子分散SiC複合材料の創製（2021～2022） 

レーザー照射で作製したダイヤモンド-SiC 複合材料における熱伝導率の結果を

理論計算と比較を検討した。その結果、実験で得られた熱伝導率の値は

Hasselman-Johnson の理論式から得られた値とおおよそ一致した。 

［大倉和親記念財団助成金］ 

 

２）ナノ構造研究所 

2-1）受託研究【継続】 （９テーマ） 

①燃料電池等利用の飛躍的拡大に向けた共通課題解決型産学官連携研究開発事業／

共通課題解決型基盤技術開発／プラットフォーム材料の解析及び解析技術の高度

化の技術開発（2020-2024） 

触媒粒子を用いた STEM 観察条件の最適化、観察データから原子間距離の解析・

可視化及び単結晶による計測精度の妥当性評価を行い、ラボの XRD による格子定数

変化と同程度の精度で原子変位が計測できることを確認した。Pt 及び Pt3Co の単結

晶試料を用いて原子間距離計測を実施した。粒子表面近傍での原子変位は最表面に

存在するステップ構造の場所（テラスやエッジ）に依存して変化することが確認さ

れた。                     ［新エネルギー・産業技術総合開発機構委託］ 

 

②燃料電池等利用の飛躍的拡大に向けた共通課題解決型産学官連携研究開発事業／

超高効率プロトン伝導セラミック燃料電池デバイスの研究開発（2020-2024） 

高性能プロトン伝導セラミック燃料電池用空気極母材の候補であるペロブスカ

イト型遷移金属酸化物 LaMO3（M=V-Ni）を対象として、密度汎関数理論に基づく

第一原理計算を用いてプロトンの固溶性を評価した。プロトン挿入サイトは、近

傍の酸素との水素結合形成を仮定し初期構造を網羅的に作成して、緩和計算を実施

した。その結果、代表的電極材料 Fe,Co,Ni 系は電子伝導性が高いものの、プロト

ンが結晶内に比較的入りにくいことが示唆された。一方、今までプロトン伝導体と

してあまり注目されていなかった V 系と Cr 系の水和エネルギーは、代表的プロト

ン伝導体 BaZrO3の値と同程度であり、プロトン固溶性の高い母材であることが示唆

された。                    ［新エネルギー・産業技術総合開発機構委託］ 
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③ムーンショット型研究開発事業／地球環境再生に向けた持続可能な資源循環を実

現／窒素資源循環社会を実現するための希薄反応性窒素の回収・除去技術開発

（2020-2029） 

触媒活性と深く関わるゼオライト触媒特性は、その骨格構造を構成するシリコン原子と

アルミニウム原子の分布状態に依存することが知られている。本年度は、ゼオライト骨格

構造中の又Si/Alの比率を高い空間分解能（10nm以下）で定量的に計測する手法を確立

した。この解析手法をプロジェクトメンバーが試作したゼオライト結晶やその前駆体の組

成分析に応用した。また、NOｘ脱硝触媒の解析を高効率・高精度に行うために、モデルゼ

オライトの作製を進めた。       ［新エネルギー・産業技術総合開発機構委託］ 

 

④RE 系超電導線材の磁場中高特性化技術開発における微細構造解析に関する研究

（2016～2021） 

有機酸塩塗布熱分解法による、BaZrO3 ナノ粒子を導入した(Y,Gd)Ba2Cu3Oy 超電導線材

作製のための熱処理条件最適化条件を探るため、熱処理条件が異なる複数のサンプルを

産総研から提供いただき、これらについて、主に、透過型電子顕微鏡観察と、エネルギ

ー分散X線分光法により組織を明らかにした。    ［産業技術総合研究所委託］ 

 

⑤未来社会創造事業/エネルギー損失の革新的な低減化につながる高温超電導線材

接合技術/高温超電導線材接合技術の超高磁場 NMR と鉄道き電線への社会実装

/REBCO 系超電導線材接合部および接合部周辺の微細組織解析（2017～2026） 

  イットリウム系超電導線材を超電導接合した部位について、SEM、後方散乱電子線

回折および TEM/STEM 観察から、結晶欠陥構造と歪との関連を解明した。これらの観

察結果から、超電導接合結晶形成に関する設計指針を明らかにした。 

              ［科学技術振興機構委託］ 

 

⑥戦略的創造研究推進事業/チーム型研究（CREST）/実験と理論・計算・データ科

学を融合した材料開発の革新/実験と計算科学の融合による革新的プロトン伝導

性無機化合物の創製/計算を用いたプロトン伝導性無機化合物開発手法の革新

（2018～2023） 

非ペロブスカイト型新規プロトン伝導性材料の探索を目的とし、第一原理計算に

よる候補材料のスクリーニングを実施した。まず、ICSD の結晶構造データベース

に存在する 23,000 以上の化合物から、非ペロブスカイト型の立方晶系酸化物を抽

出した。ここから系統的な第一原理計算を行うことで、水和しやすくかつ長距離拡

散可能なプロトン伝導経路が形成され得る母結晶候補を絞り込んだ。これらの母結

晶を対象に、高濃度に固溶可能と期待されるアクセプター元素種の探索を行った。

その結果、ユーリタイト構造を有する Bi3Ge4O12がプロトン伝導性酸化物となること

を予測した。この結果を踏まえて、実際に合成実験と電気化学測定を行い、新規プ

ロトン伝導体であることを確認した。 

第一原理計算によりペロブスカイト構造を有するホスト化合物 27 種類における

水和エンタルピーを計算した。エネルギーと欠陥構造に関するデータベースを構築
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し、ランダムフォレストによる回帰分析を行うことで水和反応に重要なミクロな化

学構造因子の決定を行った。           ［科学技術振興機構委託］ 

 

⑦戦略的創造研究推進事業／チーム型研究（CREST）／革新的力学機能材料の創出

に向けたナノスケール動的挙動と力学特性機構の解明/原子分解能観察によるソ

フト/ハード界面の接着・破壊機構の解明/原子分解能(S)TEM による異種界面の

微細構造・化学状態観察（2019～2024） 

接着の物理をナノスケールで解明するために、高分子/無機界面の原子スケール

解析を目指している。接着界面モデルとなる各種無機結晶上でのエポキシ接着サン

プルを作製し、界面構造の解析を行った。一方で電子顕微鏡解析において課題とな

る樹脂材料の電子線照射損傷について定量的解析を行い、低損傷解析の最適条件構

築を進めている。                ［科学技術振興機構委託］ 

 

⑧科学技術試験研究委託事業/ナノ材料の界面・構造制御プロセスサイエンス/プ 

ロセス―結晶構造データベース化（2019～2025） 

本プロジェクトの標準物質としている 3 種類のカルボン酸（デカン酸、ヘキサン

酸、ミリスチン酸）によって表面修飾された単分散 CeO2ナノ粒子の粒子径分分布を

電子顕微鏡観察法（TEM 法）で計測した。また、その測定結果を動的光散乱法

（DLS 法）によって計測された粒径分布と比較したところ、両者の測定結果が極め

て高い精度で一致した。測定原理から、通常有機物修飾されたナノ粒子を DLS 法で

計測すると有機物分だけ大きく計測されることから、これらの一致について今後詳

細に議論する予定である。また、その他に、カルボン酸修飾 CeO2ナノ粒子の安定

性、セラミックスナノフィルターの細孔閉塞構造についても検討を行った。 

［文部科学省委託→東北大学］ 

 

⑨安全保障技術研究推進制度委託事業／ＡＩ的画像解析によるオペランド電子顕微

鏡計測技術に関する研究（2020～2024） 

本研究で目標とする先端材料の電子顕微鏡オペランド観察（材料やデバイスを実

際に使われている状態に近い状態で観察）を実現するための新規高性能電子顕微鏡

（本体）を導入した。また、電子線照射量が極めて少ないために不鮮明になってい

る画像を高速解析し鮮明な画像にするためのソフトウエアを用いて、目標とする高

速画像解析を実現させる見通しを得た。            ［防衛装備庁］ 

 

2-2）受託研究【新規】 （４テーマ） 

①電気自動車用革新型蓄電池開発／フッ化物電池の研究開発、亜鉛負極電池の研究

開発（2021～2025） 

フッ化物電池の電極活物質および電解質の高性能化に係る走査型透過型電子顕

微鏡（STEM）法と電子エネルギー損失分光（EELS）法を組み合わせた電子状態計測

技術、大気非曝露による TEM 試料作製技術の高度化を行った。各拠点で開発された

電極活物質および電解質などを対象として STEM EELS 法を主とした電子顕微鏡解析

技術を用いた構造解析を実施した。 
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亜鉛負極電池における亜鉛極の電気化学反応時の微構造解析を行うため、大気圧

走査電子顕微鏡（A-SEM）により新規電気化学反応観察（EC-SEM）システムを構築し、

これまで実施した電気化学透過電子顕微鏡（EC-TEM）との比較評価を行なった。

その場 EC-SEM 観察により硫酸銅および硫酸亜鉛水溶液からの金属電析形態（銅

もしくは亜鉛）を観察したところ、EC-TEM とほぼ同等の空間分解能を有してい

ることが確認された。       ［新エネルギー・産業技術総合開発機構］ 

 

②NEDO 先導研究プログラム/エネルギー・環境新技術先導研究プログラム/電力貯蔵

用高安全・低コスト二次電池の研究開発（2021～2022） 

本研究は、全固体 Na イオン電池を堅牢かつ大型化するプロセス技術および高性能

化を目指した評価技術の開発を目的としている。電中研、豊島製作所が前者を、工

学院大学と JFCC が後者を担っている。本年度は、電中研が作製した全固体 Na イオ

ン電池の full cell を SEM-FIB 内で充放電する基本技術を確立し、SEM-EDS を用い

て Na 分布のオペランド観察に世界で初めて成功した。 

［新エネルギー・産業技術総合開発機構］ 

 

③科学技術試験研究委託事業/顕微イメージングソリューションプラットフォーム

（2021～2025） 

大学からの依頼に基づき、地球近傍小惑星「リュウグウ」から採取された試料の

元素分析や磁力線分布解析を行った。また、企業からの依頼により半導体材料の電

位分布解析を行った。              ［文部科学省－北海道大学］ 

 

④安全保障技術研究推進制度委託事業／全固体電池の開発に向けた電極－電解質の

ナノ構造界面設計（2021～2023） 

 高性能固体電池の設計指針を得ることを目指すために、化学溶液法を用いてモデ

ル電池材料を合成した。正極材料や固体電解質材料の合成条件を検討するとともに、

モデル基板と正極膜との界面構造について走査透過電子顕微鏡による構造解析を実

施した。また、理論計算を用いて、固体電解質の結晶構造モデルについて精密化を

行った。                          ［防衛装備庁］ 

 

2-3）科研費等研究【継続】 （１４テーマ） 

①焼成不要の環境低負荷水熱法による緻密化プロセスの開発（2018～2021） 

  セラミックス微粉末を原料とする新規水熱反応により、より低温での緻密体形成

プロセスの開発を目指している。この新規水熱法により作製した緻密体についてナ

ノスケール組織観察を行い、目的とする緻密体の形成を確認した。 

［日本学術振興会科研費 学術研究助成基金助成金 大阪府立大学分担研究］ 

 

②グラフェンサンドイッチ構造を用いた科学反応の直視解析法の開発（2019-2022） 

グラフェンサンドイッチ構造による液中観察技術の確立に向け、化学気相成長法

による高品質グラフェンの合成を進めている。これまで銅箔の両面に生成したグラ

フェンの片側を溶液プロセスなどで除去する必要があり、これが単層グラフェンの
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汚損の原因になっていた。今回、折り目を付けたニッケル箔を銅箔上に配置して合

成を行うことで、銅箔上面に生成されるグラフェンを抑え、As Grown な片面 CVD

グラフェンの安定生成に成功した。 

［日本学術振興会科研費 学術研究助成基金助成金］ 

 

③簡易卓上型電子ビーム誘起蒸着システムの構築と酸化物薄膜ナノデバイス創製

（2019-2022） 

卓上型走査電子顕微鏡 (SEM)を用いて自由度の高い電子ビーム誘起蒸着

(Electron Beam Induced Deposition：EBID)システムの構築を行ってきた。この構

築した EBID システムを用いて、タングステンおよび機能性酸化物のデポジション

を行い、電子顕微鏡を用いた堆積物の構造解析を行った。 

           ［日本学術振興会科研費 科研費補助金］ 

 

④高度計測の統合利用による蓄電固体界面の物理化学局所状態の解明（2019-2023） 

新学術領域研究の標準電池試料である LiCoO2/LATP/FMO の全固体 Li イオン電池を

TEM 内で充放電させ、LiCoO2/LATP 界面近傍の電位分布をオペランド観察することに

成功した。また、位置分解 TEM-EELS を用いて、界面に近い LATP 側で Li が 100～200 

nm 程度溜まっていることがわかった。この Li 溜まりが、充放電のサイクル特性に大

きく影響していることがわかった。  

［日本学術振興会科研費 科研費補助金 東北大学分担研究］ 

 

⑤光電場を可視化する電子顕微鏡法の開発（2019-2021） 

本研究では、TEM 内で光干渉をさせ、光定在波内に生じる周期的な電場分布を電子

線ホログラフィーで直接観察するチャレンジングな基礎研究である。今年度は、TEM

内でレーザー光を入射するための基本技術の開発を行った。レーザーの波長は 405 

nm で、TEM 内で 2 波干渉および 4 波干渉させる治具の作製を行った。 

［日本学術振興会科研費学術研究助成基金助成金］ 

 

⑥多孔結晶内カチオンコアの蛍光発現機構の解明（2020-2021） 

レアアースフリーの新規蛍光体として期待される銀交換型ゼオライトについて、

蛍光特性発現メカニズムを明らかにするべく、ナノ構造解析を行なった。これまで

にゼオライト細孔内での構造が不明であった銀交換 FAU 型ゼオライトについて原子

スケール電子顕微鏡観察を行い、特異なクラスターカチオン構造を明らかにした。

また領域内の連携により、電子線への耐性が低いイオン電導セラミックスの電子顕

微鏡解析などを進めた。            ［日本学術振興会科研費 科研費補助金］ 

 

⑦Operando 電子線ホログラフィーによる有機 EL デバイス内部の電位分布直接観察

（2020-2022） 

昨年度導入した有機半導体膜作製装置を用いて、発光する有機多層膜を作製し、

位相シフト電子線ホログラフィーを用いて、α-NPD/Alq3 内の電位分布を定量的に

観察した結果を論文にまとめた。また、この有機多層膜の光劣化前後での電位分布
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も同様に観察し、α-NPD 膜に劣化の原因があることを突き止めた。  

           ［日本学術振興会科研費 科研費補助金］ 
 
⑧深層学習による超解像SEM画像を用いたナノ構造高解像度三次元解析（2020～2022） 

SRGAN と呼ばれる深層学習手法を用いて画像超解像の検討を実施した。教師画像

枚数と生成画像の関連、教師画像の種類（形態）と生成画像の関連等について詳細

な検討を実施した。     ［日本学術振興会科研費 学術研究助成基金助成金］ 

 

⑨２つの可干渉光源と高度情報科学を用いた透過電子顕微鏡ダメージレス観察法の

開発（2020～2022） 

本研究で目標とする新しいダメージレス観察方法をシミュレーションで検討し、

電子顕微鏡で予備的実験を実施した。 

［日本学術振興会科研費 学術研究助成基金助成金］ 

 

⑩歯周病原細菌外膜小胞の産生機構と遠隔臓器における慢性炎症・発がん連関の解

明（2020～2022） 

国立感染症研究所と共同で、細菌等の表面に産出される微小粒子について動的な

観察を行うことを目的としている。本年度は、LIVE/DEAD 染色を行うことで SEM 観察

を受けたグラフェンサンドイッチ内の大腸菌の生死判別を試みた。その結果、死細

胞を示す標識物質が電子線照射によって変性を受けた可能性が高く、本染色による

生死判別は難しいと結論付けた。 

［日本学術振興会科研費 科研費補助金 国立感染症研究所分担研究］ 

 

⑪ヒドリド導電体の物質科学－低温作動化に向けた物質設計指針の構築（2020～2022） 

新奇なヒドリド導電体の開発を目的として酸水素化物 Ba2YHO3 におけるアニオン

欠陥形成エネルギーの系統的な計算を実施した。また LaH3-x におけるヒドリド空孔

の安定配置を決定するため、対称性を考慮した H 空孔の独立な配置を探索、網羅的

第一原理計算を実施し、H空孔の優先導入サイトを明らかにすることに成功した。 

［日本学術振興会科研費 科研費補助金 分子科学研究所分担研究］ 

 

⑫２元化合物強誘電体の分極反転機構（2020～2022） 

元東京工業大学（現産総研）の伊藤満名誉教授との共同研究により２元化合物強

誘電体の分極反転機構について研究を行っている。今年度は、ウルツ鉱型結晶構造

を有する２元化合物についてマテリアルズインフォマティクスによる材料探索を行

い、強誘電体としての可能性のある材料の抽出を行った。現在、これらの材料に対

して合成検討を産総研との共同で実施しいている。 

［日本学術振興会科研費 科研費補助金 産業技術総合研究所分担研究］ 

 

⑬能動変調型・環境 TEM による『純』反応ダイナミクスのオペランド観察技術の開

発（2017～2021） 

  ガス中・液中など種々環境下での試料観察が可能な環境顕微鏡（ETEM）は、電子
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線照射の影響が問題であった。それを解決する新しい電子顕微鏡システム開発を行

っている。本年度は、電子線照射による試料環境への影響低減について開発検討を

行った。              ［日本学術振興会科研費 科研費補助金］ 

 

⑭汎用卓上 SEM を用いた電子ビーム誘起蒸着システムと酸化物デバイス創製

（2020-2021） 

卓上 SEM 装置（TM4000、日立ハイテク社）にターボ分子ポンプの増設することで、

チャンバーの真空度向上を実施した。チャンバー内部の高真空化により、電子ビー

ム誘起蒸着法により堆積させた物質中の残留カーボンを減少させることに成功した。 

                ［大倉和親記念財団助成金］ 

 

2-4）科研費等研究【新規】 （４テーマ） 

①前駆体からの Li 電池単結晶固体電解質薄膜の設計とナノ構造解析（2021～

2023） 

 Li 電池用固体電解質の原料となる前駆体溶液を調製し、単結晶基板上に成膜し、 

焼成温度と結晶性の相関について検討を開始した。今後は、結晶内部の格子欠陥な

どの構造解析を実施し、最適プロセス条件を抽出することによって高性能固体電解質

薄膜の設計指針を得る。   ［日本学術振興会科研費学術研究助成基金助成金］ 

 

②蛍石型酸化物における低温構造の探索（2021～2023） 

酸化物結晶系において、第一原理計算とニューラルネットワークポテンシャルを

連携した構造探索手法の適用検討を実施した。また、Y2Ti2O7パイロクロア型酸化物

を対象とし、分子動力学計算を用いて、協調的な酸化物イオン拡散メカニズムを明

らかにした。今後、構築した計算手法を蛍石型酸化物の低温秩序構造の探索や物性

予測に適用する。      ［日本学術振興会科研費学術研究助成基金助成金］ 

 

③実空間における超精密原子位置計測技術の開拓（2021～2023） 

 走査型透過電子顕微鏡法（STEM）を用いて、精密原子位置計測技術の構築を実施

した。標準物質 SrTiO3を用いて、原子位置精度の評価を行った。STEM 画像取得に

おける各種条件を最適化することにより、原子位置精度を 30％向上させることに

成功した。        ［日本学術振興会科研費学術研究助成基金助成金］ 

 

④電子ビーム誘起蒸着法を用いた機能性酸化物成膜手法の開発（2020-2021） 

卓上型走査電子顕微鏡を用いた電子ビーム誘起蒸着を行うため、真空経路および

ガスインジェクションシステムの改良を実施した。この構築した電子ビーム誘起蒸

着システムを用いて、機能性酸化物のデポジションを行った。また、堆積物中の残

留カーボンをプロセス制御により減少させる手法の確立に取り組んだ。 

        ［池谷科学技術振興財団助成金］ 
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（３）材料の試験評価方法の開発 

  材料関連の研究開発事業の実施に伴い、パワーデバイス用ウェハ（SiC、GaN、AlN）

の結晶欠陥評価、電磁波によるプロセスセンシング、走査型電子顕微鏡による評価

技術等の開発・向上に取り組んだ。 

 

（４）標準化事業の推進 

日本ファインセラミックス協会（ＪＦＣＡ）、日本工業標準調査会（ＪＩＳＣ）、

ファインセラミックス国際標準化推進協議会（ＪＦＩＳ）、日本粉体工業技術協会（Ａ

ＰＰＩＥ）、産業技術総合研究所（ＡＩＳＴ)、日本セラミックス協会（ＣＳＪ）、大

阪科学技術センター付属ニューマテリアルセンター（ＮＭＣ）等と連携して、標準

化連絡協議会、標準化本委員会、ＩＳＯ／ＴＣ２０６（ファインセラミックス）関

係委員会、ＩＳＯ／ＴＣ１５０（外科用インプラント）関係委員会、ＪＩＳ・ＩＳＯ

対応の熱伝導率等の関係委員会の委員として、日本規格であるＪＩＳ化、国際規格

であるＩＳＯ規格化について、積極的に標準化を推進した。 
 

（５）ＪＦＣＣ研究成果発表会の開催・成果集の作成 

２０２１年度ＪＦＣＣ研究成果発表会は、新型コロナウイルス感染の状況を鑑み、

会場での開催を中止し、７月にオンラインで開催し、３７３名の参加を得た。 

・開催日：２０２１年７月１５日（木） 

・口頭発表：１４件 

・ポスターセッション：４１件 

研究成果を広く普及するために成果集を２,０００部作成し、希望者および研究技

術普及啓発事業で配布した。 

 

２．研究技術普及啓発事業 

（１）定期刊行物の発行 

「ＪＦＣＣニュース」No.１３１号（２０２１年４月号）、No.１３２（２０２１年８

月号）、No.１３３（２０２２年１月号）を印刷発行し、関係先に配付するとともにホ

ームページにも掲載した。 

 

（２）講演会等の開催 

①「ファインセラミックスシンポジウム」の開催 

１０月に開催を予定していた「ファインセラミックスシンポジウム２０２１」は、

新型コロナウイルス感染の状況を鑑み、中止した。 

 

②「第１９回５セラミックス研究機関合同講演会」の開催 

２０２１年度のＪＦＣＣ、東京工業大学、名古屋工業大学、物質・材料研究機

構、産業技術総合研究所の「５セラミックス研究機関合同講演会」を名古屋工業大

学で開催予定あったが、コロナ禍の影響により２０２２年度に延期となった。 
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③セミナーの開催 

新型コロナウイルス感染の状況を鑑み、ＪＦＣＣ、名古屋市工業研究所、あいち

産業科学技術総合センターの「３研究機関による合同発表会（協賛：名古屋商工会

議所）」を２０２１年１１月２４日にオンライン形式で開催した。 

また、研究の取り組みや成果をより深く普及するために「先端技術セミナー」を

立ち上げ、２０２１年５月１３日、１０月５日、１２月３日にてカーボンニュート

ラルやコロナ対策をキーワードとして実施し、延べ４２３名の参加を得た。 

 
３．中小企業技術支援事業 

（１）技術相談 

ＪＦＣＣ内に技術相談窓口を常設し、中小企業からのファインセラミックスに関

する製造技術、評価技術、利用技術、製造企業の紹介等広範囲にわたる技術相談に

対応した。本年度は、中部地区のみならず全国から１２８件の技術相談を受けた。

なお、コロナ禍の影響もあり面談が困難となったため、Ｗｅｂ会議を活用して技術

指導を行うことで企業の課題解決を支援した。 

 

（２）人材育成 

中小企業の技術向上に役立つ人材育成をサポートすることを目的とするが、本年

度の受け入れはなかった。 

 

（３）共同研究開発の推進 

   経済産業省中小企業支援補助事業「戦略的基盤技術高度化支援事業」（通称サポ

イン）において、中小企業と連携して以下の３件の研究開発を実施した。 

・大口径・高品質 SiC 単結晶成長のための新規周波数可変型マルチ高周波誘導加

熱炉の開発 

・次世代パワーデバイス用結晶中欠陥の３次元⾮破壊検査装置の開発 

・自動車の高度自動運転化に寄与する新規フレキシブル形状ミリ波吸収体の開発 

 

（４）「イノベーションハブ関連事業」への参加 

中部地域８県の研究機関、産業支援機関が連携し、名古屋駅前のウインクあいち

に共同の活動拠点として設置した｢中部イノベネット｣に参加し、技術シーズ発表会

や窓口担当コーディネータ会議を通じて、イノベーション創出に資する活動を実施

した。 
 

４．国際交流事業 

（１）国際交流ネットワークの構築 

①清華大学とのセミナーの開催 

例年１１月に開催される中国／清華大学（交流協定締結先）主催の「Joint 

Workshop on Advanced Ceramic Materials」は、新型コロナウイルス感染症拡大の

影響を受け、中止となり、研究者の派遣、情報交換は実施できなかった。 
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②海外訪問者の受入れ 

  新型コロナウイルス感染防止策として世界的に渡航が禁止されたため、海外から

の訪問はなかった。 

 

（２）研究員の招請及び派遣 

①海外派遣 

  研究員の海外派遣はなかった。 

 

②海外研究員の受入 

海外研究員の受入はなかった。 

 

（３）国際的な共同研究開発 

本年度は、ドイツ／ウルム大学、イギリス／バース大学との共同研究をオンライ

ンで継続して実施した。 

 

 

Ⅱ．収益事業 

１．民間受託・共同開発事業 

 コロナ禍の影響により、昨年度に引き続き顧客への訪問、技術交流会の実施および

見学会の実施等、直接的な受託拡大活動に大幅な制限がなされた中、ホームページを

通じての研究シーズ、先端設備等のＰＲ、Ｗｅｂ会議を活用しての打ち合わせの実施

等を行ったものの、結果として受託額は昨年度から９６百万円減の２１８百万円とな

った。 
 
（１）受託・共同研究 

本年度は、主に以下の分野を中心に、３３社・４１件の研究等を受託した。 

①球面収差補正走査透過型電子顕微鏡による高分解の微構造解析 
②第一原理計算による材料開発に関する研究 
③機能材料の微構造観察に関する研究 

④機能性セラミックス界面の第一原理計算による原子構造解析 

  ⑤焼結シミュレーションに関する研究 
  ⑥新規焼結プロセスに関する研究 
   ⑦コーティング技術に関する研究 
   ⑧リサイクル技術に関する研究 
   ⑨半導体結晶の品質評価に関する研究 
  ⑩分離膜の評価に関する研究 
      
（２）オープンラボ利用  
  「オープンラボ」制度は、ＪＦＣＣを「企業の研究分室」として活用していただく

制度である。企業が研究開発を進めるにあたり、企業の研究員又は研究チームを一

定期間ＪＦＣＣに派遣し、ＪＦＣＣの設備、施設を活用しながら企業の研究を行っ

ていただくものである。設備の活用ばかりでなく、研究の進め方や実験結果の解析
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等について、ＪＦＣＣ研究員がサポートし、技術研修、人材育成としての効果も持

つように進めている。企業側からの要望に柔軟に対応し、各種条件に関して相談を

行い、利用しやすい形に深化させるべく努力を重ねていることを評価いただき、本

年度は１１件のご利用をいただいた。 
 

２．試験評価受託事業 

 「機械的特性評価」「熱的特性評価」「電磁気特性評価」「焼結体合成」「セラミックス

の精密加工」「非破壊試験」「微構造解析」「試作」など、研究と一体となって開発し、

設立以来蓄積した評価・試験技術を活用して、依頼内容に応じた「精度の高い信頼性

のあるデータ」を提供し、産業界の研究開発に寄与した。 

民間受託・共同開発事業と同じく、顧客への訪問や技術交流会を通じての直接的な

紹介ができなかったため、ホームページでの情報発信、メールマガジンでの技術紹介

および高機能セラミックス展での試験評価を中心とした展示などで受託拡大活動を行

った。これらの活動と、半導体・電子部品関連の好況が相まって、試験評価受託事業

の依頼が大幅に増加し、前年度より１３３百万円増の４３４百万円となった。   

 

３．施設・機器貸出事業 

（１）機器の利用提供 
産業界の効率的な研究開発の推進に寄与すべく、ＪＦＣＣが所有する原料調製、

焼成、粉体特性測定、電気特性測定、微構造解析等の各種設備の効果的な利用提供

を行った。コロナ禍の影響により企業の出張が抑制される状況が続いたため、機器

利用提供に係る受託額は依頼試験ほどの回復は見られなかったものの、前年度を７

百万円上回る３８百万円となった。  

 

（２）常設展示ホールの充実 

セラミックス製品・部品・材料等の常設展示ホールにおいて、賛助会員企業と協

調しながら展示の見直しに努めた結果、１社が展示内容を更新したほか１社が撤退

した。 

総合的なセラミックス関連技術、ホログラフィー電子顕微鏡の紹介により、会員

企業様の事業 PR に役立つだけでなく、セラミックス産業・技術に関する知識の普及・

啓発に大いに役立つように努めている。 

 

４．広告・宣伝事業  

（１）ホームページ・メールマガジンの充実 

 ホームページに研究成果集、プレスリリース情報、技術紹介その他の情報を詳細

かつタイムリーに掲載して情報発信の強化を図るとともに、利用者にわかりやすく、

利用しやすいようにページの全面改定を行った。併せてホームページ内にｗｅｂ見

学欄を設け、コロナ禍において仮想的に所内見学ができる環境を整えた。また、メ

ールマガジンは３０報を発行し、トピックス、保有特許およびシーズ技術の紹介す

ることで積極的な広報活動を行った。 
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（２）マスメディアへのＰＲ活動の促進 

プレスリリース等の積極的な広報活動により、ＪＦＣＣ関連の記事７件が新聞掲

載された。 

 

（３）展示会・イベント等への参加 

２０２１年６月２３日～２５日、インテックス大阪で開催された「第６回関西高

機能セラミックス展」、および、２０２１年１２月８日～１０日、幕張メッセで開催

された「第６回高機能セラミックス展」に協賛団体として参加、出展し、評価技術を

中心に紹介を行った。 

 

（４）見学会及び技術交流会の開催 

①見学会の開催   

日本セラミックマシナリー協会（２０２１年１２月）、中部大学（２０２１年１２

月）、及び、賢材研究会（２０２２年３月）、等、２８件の見学会により、１４８名の

見学者をＪＦＣＣに受け入れた。 

 

②技術交流会の開催 

コロナ禍の影響もあり、面談形式での技術交流会は実施しなかったが、一部企業

についてはオンライン形式での技術交流会を実施した。 

 

（５）技術相談 

ＪＦＣＣ内に無料技術相談窓口を常設し、電話、電子メール、ホームページ等か

らファインセラミックスに関する製造技術、評価技術、利用技術、製造企業の紹介

等広範囲にわたる技術相談に対応した。本年度は、１２８件の技術相談を受けた。 

また、コロナ禍の影響もあり来訪しての面談が困難な中、Ｗｅｂ会議を活用して

技術指導を行うことで企業の課題解決を支援した。 

 

５．標準物質頒布事業 

ＪＦＣＣの目的の一つであるファインセラミックスの統一的な試験、評価面への寄

与のため生産管理の基準となる以下の４種類の標準物質を継続的に頒布した。 

・リファサーモ（共通熱履歴センサー） 

   ・リファパウダー（粒度分布測定用標準粉体） 

   ・マイクロ波帯における複素誘電率測定用標準物質 

   ・熱拡散率測定用標準物質 

標準物質は継続的な需要があり、コロナ禍にもかかわらずリファサーモの受注は順

調に増加し、標準物質の頒布金額は大幅に増加し、前年度比約１５０％の２１６百万

円となった。 
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Ⅲ．当期の事業収支及び直近５年間の正味財産増減の推移 

本年度は第 7 次中長期経営計画の初年度にあたり、黒字収支を計画した。今期の事

業収入については、政府受託は関係機関と連携しながら、経済産業省、文部科学省等

と広く受託拡大を図り、大幅な増収となった。民間受託事業はコロナの影響からお客

様との接触の機会が減ったことや、大規模の研究から試験評価に受託が移っているこ

とから大幅な未達となった。試験評価は、研究開発活動の回復と、上記民間受託から

の移行、半導体、電子部品の好況により、大幅な増収となった。この結果、総収入は

２，２３４百万円、総支出は２，０７９百万円で収支差は１５５百万円の黒字となっ

た。また、正味財産の期末残高は前年度から６７百万円増加し、８，４６８百万円と

なった。 

 

【当期の収支内訳】                   （単位：百万円） 

 予算 実績 増減 

政府受託 １，１７０ １，２６７ ９７ 

民間受託 ３５０ ２１８ △１３２ 

試験評価受託 ３３０ ４７２ １４２ 

その他 １９９ ２７７ ７８ 

（うち標準物質頒布） （１４１） （２１６） （７５） 

収入合計 ２，０４９ ２，２３４ １８５ 

人件費 ７３０ ６９５ △３５ 

管理費 ２３１ ２３１   ０ 

設備費 ８２ ７４ △８ 

事業経費 ９８１ １，０７９ ９８ 

支出合計 ２，０２４ ２，０７９ ５５ 

収支差 ２５ １５５ １３０ 

 

【直近５年間の正味財産推移】                              （単位：百万円） 
 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

資産合計 9,741 9,516 9,255 9,062 9,684 

負債合計 597 582 604 661 1,216 

正味財産合計 9,144 8,934 8,651 8,401 8,468 

 

 

 

 

Ⅳ．事業報告の附属明細書 

 附属明細書に記載すべき事項は存在しないので作成しない。 

 


