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　新年あけましておめでとうございます。
皆様方におかれましては、健やかに新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　中部地域の経済は、我が国モノ作りの中心地として戦後最長の景気回復の牽引役となる一方、
原油・原材料価格の高騰や、建築確認手続きの遅延等懸念材料が見受けられます。また、中長期的
には少子高齢化と人口減少や国際競争の激化、環境・エネルギー制約などの課題を抱えております。
　中部経済産業局といたしましては、これらの課題・制約を克服し、中部経済の持続的成長の基盤
をより確固たるものとするため、次の施策に取り組んでまいる所存です。
　第一に、「地域・中小企業の潜在力発揮による成長の底上げ」に取り組んでまいります。昨年１１
月にとりまとめられた「地方経済再生のための緊急プログラム」にあるように農業と商工業の連
携を図り、ヒト・モノ・カネ・ワザ・チエの資源を総動員して地域の活力を引き出す事業活動を関係
省庁と連携して支援してまいります。
　また、中小企業の生産性向上を加速させるため、中小企業地域資源活用プログラムにより、産地
の技術や地域資源を活用した取り組みを支援し、地域産業の活性化や新たな産業の創出を図り成
功事例の紹介・普及に取り組んでまいります。
　さらに、中部地域のモノ作り産業の競争力強化を進め、アジアのモノ作りセンターとして企業ニー
ズに応じた戦略的な企業立地を図るため、昨年６月に施行された「企業立地促進法」を通じて更な
る産業集積の実現に向け、ワンストップサービス体制、人材育成及び事業環境等の整備に尽力し
てまいります。
　第二に、「経済発展の好循環を確固たるものとする基盤の構築」に取り組んでまいります。
　モノ作りはひとづくりであることから、産業人材の育成に力を入れてまいります。アジアから
の能力・意欲の高い人材の受け入れを拡大し、アジアからの優秀な人材が現場で実践的な活躍が
できるよう支援するとともに、日本とアジア諸国の架け橋となるような優秀な産業人材の育成に
取り組んでまいります。
　また、地域の総力を結集した研究開発から事業化までの取り組みを支援するため、産学連携の
促進や産業クラスターの広域的な連携を図りつつ、ロボット、航空機産業、自動車用組込みソフト
など、部品・材料産業の高度化にも大きく貢献する新産業群の創出や既存産業の裾野拡大に取り
組んでまいります。
　併せて、サービス産業が製造業と共に、もう一つの成長エンジンとなるよう取り組んでまいり
ます。
　さらに、産学官挙げて地域の魅力を世界に発信し、海外から有力企業の誘致や、連携促進を促す
グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ活動を一層推進してまいります。
　第三は、「安心・安全の確保」です。安心・安全は競争力の源泉となることから、消費生活用製品の
安全確保や、悪質商法からの消費者保護の強化に取り組んでまいります。具体的には、消費生活用
製品安全法の改正を受け、関係機関と連携し、製造事業者や輸入事業者への制度の普及啓発活動
を通じて、消費者からの信頼確保に努めてまいります。
　本年は北海道洞爺湖においてサミットが開催される年であります。地球温暖化問題への対応は
喫緊の課題であり、同サミットなどを通じて、地球温暖化対策の推進と経済成長の両立に取り組
んでまいります。資源の少ない我が国としましては、環境対策の視点で製品競争力を高めるエコ
プロダクツ（環境適合製品）市場の拡大を推進し、環境制約をむしろ新たなイノベーションの起爆
剤として捉え、技術の革新により環境問題を解決し、競争力強化につながる取り組みを支援して
まいります。
　最後になりましたが、皆様の益々の御発展を祈念するとともに、経済産業行政への御支援と御
協力をお願いいたしまして、新年の挨拶といたします。
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Japan Fine Ceramics Center事業報告事業報告

ファインセラミックスシンポジウム2007開催

　10月18日（木）名古屋国際会議場においてファインセラミックスシンポジウム2007を名古屋市からの受託事業「先
端技術産業振興事業」の一環として開催しました。
　本年度は、『次世代自動車の現状と将来展望　～エコロジー・快適・安全を追求する先端材料～』と題して、次世代自
動車とはいったいどのような自動車で、どのような材料が用いられるのか、次世代自動車のキーテクノロジーである
「エコロジー」・「快適」・「安全」を追求する先端材料の紹介と今後の取り組みを中心に、先端材料が次世代自動車にどの
ような役割を果たすことができるのか、そして先端材料の動向、将来への課題などを第一線でご活躍の方々にわかり
やすくご講演していただきました。過去最大となります約３５０名の方々が参加され、熱心な討議が行われ、意義ある
シンポジウムとすることができました。

財団法人日本自動車研究所　　総合企画研究部 部長　堀　　政彦　氏

・基調講演「２０３０年にむけた自動車技術～次世代自動車の現状と将来展望～」

トヨタ自動車株式会社　　ＦＣ技術部 主査　大仲　英巳　氏

・講演１ 「燃料電池自動車開発の現状と課題」

株式会社ジーエス・ユアサコーポレーション　研究開発センター　第3開発部 部長　温田　敏之　氏

・講演２ 「リチウムイオン電池の現状と将来展望 
　　　　　～自動車用、鉄道用、産業用リチウムイオン電池について～」

日本ガイシ株式会社　セラミックス事業部 事業部長代理　酒井　　均　氏

・講演３　「ＤＰＦの現状と今後の展開」

株式会社デンソー　情報安全システム開発部　第一開発室 室長　手操　能彦　氏

・講演４　「自動車における安全技術の現状と将来」
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シンポジウム会場内 堀政彦氏による基調講演
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第２９回中小企業振興委員会の開催

　平成１９年１０月２３日（火）１４：００～１６：００　第２９回中小企業振興委員会を開催しました。
　議案は3件で、内容はおおよそ次のとおりです。

議題１ 「中小企業振興事業について」 では、当センターは地域コンソーシアムの事業紹介を含めた平成１８年度実施
状況、平成１９年度実施計画について報告。各委員は所属する公設試験場、地域ファインセラミックス関連団体等の活
動状況を報告し、議論しました。

議題２ 「イノベーションハブ名古屋（仮称）設置について」 では、(独)産業技術総合研究所　渡村信治　産学官コーディ
ネータより、ハブ設置構想の概要、類似機関である札幌・東北サテライトの事例と課題の紹介等、質疑応答を交えて報
告されました。

議題３ 「ＪＦＣＣナノ構造研究所について」 では、４月に発足した研究所設立のいきさつや期待される役割、オープ
ンラボシステムなど特色ある機能について説明した後、電子顕微鏡施設見学を行い、委員会を終了しました。

第１７回企画運営委員会を開催

　ＪＦＣＣの運営について、ご審議、ご意見をいただく企画運営委員会を開催しました。
　今回は、4月に開設したナノ構造研究所の状況説明と新規国プロジェクトの紹介をした後、多数の貴重なご意見をい
ただきました。今後の運営、計画等の参考とさせていただきます。

　１０月１８日（木）名古屋国際会議場において、２０
０７年度賛助会員懇談会を開催しました。
　野嶋理事長の挨拶、センターの現況報告の後、４月に
スタートしたナノ構造研究所の概要説明を行い、微構
造解析技術や計算材料設計技術について理解を深めて
もらうとともに、活用を呼びかけました。また、会員相
互の情報交換と異業種交流の場として、ランダムなグルー
プごとに昼食を取りながら懇談会を行い、活発な意見
交換が行われました。

２００７年度賛助会員懇談会（特別・普通合同）開催
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日時：平成１９年１２月１０日（月）１５：３０～１７：３０
場所：ＪＦＣＣ会議室
議題：１．ナノ構造研究所について
　　　　　① 状況説明
　　　　　② 研究・設備紹介
　　　２．新規国プロジェクトの紹介
　　　　　・マルチセラミックス膜新断熱材料の開発
　　　　　・希少金属代替材料開発プロジェクト
　　　３．総合ディスカッション

賛助会員懇談会
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トピックストピックス

このフェアでは、企業・大学・研究機関等のニーズ・シーズの融合による新規事業創出をめざして「技術シーズ展示
会」が設けられ、ＪＦＣＣは下記7テーマを展示しました。

開催日・場所：１０月１１日　　　名古屋栄ビルディング
主　　　　催：社団法人 中部経済連合会

・ 中経連テクノフェア２００７

企業・研究機関と共同で実施している地域新生コンソーシアム事業「アスベスト飛散がない迅速無害化処理システ
ムの開発」の成果を展示いたしました。

開催日・場所：１０月１７日、１８日、１９日　　東京ビックサイト　
主　　　　催：東京ビックサイト

・ アスベスト対策環境展

ＪＦＣＣの電子ビーム蒸着法によるナノコーティング技術のポスターとサンプルをご紹介しました。

開催日・場所：１０月２５日、２６日　　宇宙航空研究開発機構筑波宇宙センター総合開発推進棟
主　　　　催：宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）

・ ＭＥＭＳ＆ナノテク関連展示会

シンポジウムに併設された展示会に出展し、ＪＦＣＣの概要、各種パンフレットをご紹介しました。

開催日・場所：１２月５日、６日　名古屋市工業研究所　
主　　　　催：第12回資源循環型ものづくりシンポジウム実行委員会

・ 第１２回資源循環型ものづくりシンポジウム併設展示会

● 最先端の電子顕微鏡と第一原理計算で加速する材料・デバイスの研究開発
● 強誘電CaTiO3の第一原理計算
● ガス分離膜の透過機構解析
● 電子ビームPVD法による大型部材へのセラミックスコーティング
● 高温過熱水蒸気を用いたガラスの多孔質構造制御
● ZnO系薄膜を用いた近赤外光デバイスの研究
● ナノ構造研究所

中経連テクノフェア2007 第１２回資源循環型ものづくりシンポジウム

 より多くの方々にJFCCの技術を知っていただくため、各展示会に出展しました。



FIB装置を用いた微小電磁気デバイスの作製技術と
電子線ホログラフィによる定量評価

Japan Fine Ceramics Center研究成果 1研究成果 1
世界最小ソレノイドの作製と
電子線ホログラフィによるその場磁場観察 
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カーボンマイクロコイル（CMC）はその特殊な形状ゆえ、微小な電気－磁気変換デバ
イスへの応用が期待されている。

背 景

技術の
ポイント

基礎
研究

集束イオンビーム（FIB）装置を用いて、カーボンマイクロコイルに電極を配線し、世
界最小のソレノイドを作製する。電子線ホログラフィを用いて、ソレノイドの電気
－磁気変換機能の様子を観察する。

目 的

成 果

達成度

図1.　FIB装置で作製したソレノイド 図2.　ソレノイドから生じた磁場の様子

（1） 微小ソレノイド（直径5μm、長さ15μm）を作製。

（2） 電子線ホログラフィを用いて、電気－磁気変換デバイスとして

　　動作することを確認。

今後の展開 新規磁性材料の
評価に寄与

透過型電子顕微鏡内で、新規磁性体に
局所磁場を印加し、磁区構造の変化を
動的に把握

世界最小のソレノイドの作製および動作確認に成功。

謝　　辞 ： 本研究は、独立行政法人日本学術振興会特別研究員事業の一環として、実施されたものである。 

参考文献 : K.Yamamoto, T. Hirayama, M.Kusunoki, S.Yang, S.Motojima, Ultramicroscopy 106, 
　　　　　314-319 (2006).



酸窒化ガラスを過熱水蒸気処理することにより
三次元連通孔を有する多孔体を製造

Japan Fine Ceramics Center研究成果 2研究成果 2

過熱水蒸気を用いたガラス多孔質構造制御
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酸化ガラスを窒素雰囲気中で溶融・固化した後、過熱水蒸気処理するとガラス表面
が多孔質化する現象が、酸窒化ガラスで起こりうるかは不明である。また、得られる
多孔質体のガス透過性も不明である。

背 景

技術の
ポイント

応用
研究

窒素固溶量既知の酸窒化ガラスを過熱水蒸気処理することによりガラスが多孔質
化することを検証すると共にガス透過性を評価。

目 的

成 果

880℃ 910℃

達成度

＜酸窒化ガラス＞
（Y-Al-Si-O-N）
Tg=910℃

窒素固溶量=1at%

＜酸化ガラス＞
（Y-Al-Si-O）
Tg=890℃

酸窒化ガラス 酸窒化ガラス

酸化ガラス
（多孔質層）

酸化ガラス
（多孔質層）

図1.　過熱水蒸気処理した酸窒化ガラスの断面（500h処理）

1.　過熱水蒸気処理温度により多孔質構造(気孔径、厚さ)が制御可能。酸化ガラ
スのガラス転移温度(Tg)付近での処理により微細な均一気孔径が得られ、
温度上昇に伴い気孔径が増大。

2.　多孔体は三次元連通孔を有しガスが透過。

今後の展開 精密濾過膜等への適用多孔質構造の最適化

過熱水蒸気処理温度を連続的に変化することで異なる細孔径分布
を有する多孔体層の積層化が可能（気孔径傾斜フィルタ等）。

（910℃処理：ガス透過率=3×10-16m2）

謝　　辞 ： 本研究の一部は、JSTのH18年度「シーズ発掘試験」の一環として実施したものである。



カーボンナノチューブ（CNT）を利用した、
エネルギー密度を7倍にできる新規な二次電池理論

Japan Fine Ceramics Center研究成果 3研究成果 3

7

携帯電話に搭載されているリチウムイオン二次電池の誕生から１５年が経っている。
携帯機器の普及に伴い電池性能向上のニーズは益々増大している。しかし、新規理
論がなく研究開発は行き詰まっている。

背 景

技術の
ポイント

基礎
研究

現行のリチウムイオン二次電池のエネルギー密度を「７倍」にできる新規な電池理
論を構築し、社会的ニーズが高い二次電池の高性能化を目的とする研究・開発の基
盤作り、突破口とする。

目 的

成 果

達成度

CNTのような電気伝導性材料からなる万華鏡型構造体において、電解液接
触面の先端にリチウムイオンのような電荷担体イオン（0.15nm）は通過で
きるが、電解液溶媒分子（0.6nm）及び陰イオン（0.5nm）は通過できない微孔
（0.3nm）を複数個設ける。

今後の展開 現行の「７倍」の性能
をもつ次世代二次電
池理論の確立と検証

本理論を計算科学により傍証し、
更には各種実験で判明した事象と
の整合性を検証

次世代二次電池に関する新規理論の構築

従来の開放型負極 名古屋工業大学川崎准教授
フラーレン／ＣＮＴの実験

引用

新規理論の負極

電解液

0.3nm先端孔
0.3nm隙間

ＣＮＴＣＮＴ

グラファイト層

※約2倍の容量が実現できた

フラーレン
Liイオン

溶媒和したLiイオン

特　　許 ： 特願2005ｰ330431、特願2007ｰ013906

高容量次世代二次電池に関する新規理論



機械的特性評価と三次元Ｘ線ＣＴ/構造解析との
組合わせにより、骨構造と骨強度の関係を解析する

Japan Fine Ceramics Center研究成果 4研究成果 4

高分解能Ｘ線ＣＴデータによる大腿骨骨頭の三次元構造解析
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骨折に係わる骨粗鬆症の診断や骨疾患の治療効果の判定には簡便な
骨密度が使用されているが、骨の微細構造が骨強度に大きく影響する。

背 景

技術の
ポイント

基礎
研究

大腿骨骨頭から切出した海綿骨の、骨構造パラメータ解析、
及び圧縮応力vs変位の解析による骨構造と骨強度等の解析。

目 的

成 果

達成度

図1. 大腿骨モデル図
図3. 高分解能X線CT
　　 三次元構築像 図4. 大腿骨骨頭の３次元解析結果

図2. 骨頭部海綿骨（加工後）

圧縮応力,MPa

圧縮応力,MPa

骨
梁
間
隙
,μ
ｍ

骨
密
度
,％

（1）海綿骨の骨密度と圧縮強度、骨梁幅等に相関がみられる。

（2）圧縮強度の低い骨は、骨梁間隔が広く、ばらつきが大きい。

今後の展開 骨折予防処置・指導及び
診断システム開発に寄与

大腿骨骨等の構造解析のデータ
ベース構築

参考文献 : 伊東昌子，鶴崎久美子，林邦昭，他　日骨形態誌，9, 103-08 (1999)．

10mm 10mm

10mm



オープンラボ用個室ナノ構造研究所増築棟

Japan Fine Ceramics Center
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ナノ構造研究所ニュースナノ構造研究所ニュース

クラスター計算機

ナノ構造研究所用研究棟の増築棟が１２月２８日に、無事完成いたしました。今後は装置の導入を順次進めていき
ます。

1．　ナノ構造研究所増築棟完成

第一原理計算（実験結果を用いず、量子力学の原理のみによる理論計算手法）用計算装置として、ワークステーショ
ンを並列化したクラスター計算機を導入しました。受託研究の他にオープンラボシステム等を通じて、皆様にご活用
いただくことを考えています。

2．　クラスター計算機（第1期）を導入

構成

高速計算ノード　43台

ＣＰＵ

メモリ

ネットワーク

性能

ファイルサーバー　2台

ＣＰＵ

データ格納サイズ

ネットワーク

： Xeon-5355（クワッドコア、2.66GHz）×2

： 32ＧＢ（DDR2 667MHz）

： 1000Base-T 2ポート、 InfiniBand（10Gbps）1ポート

： 68G FLOPS（1台あたり）、

  2924G FLOPS（システム全体）　

  1秒間に２兆９２４０億回の演算を行えます。

： Core2 Duo-2.66GHz

： 6TB

： 1000Base-T 6ポート

  （4ポートをボンディング接続し高速化）　

  二重サーバーによるデータ保護

システム

InfiniBandネットワーク（10Gbps）主として並列処理計算用負荷

平準化機構（システムソフトウェアtorqueにより実現）

ソフトウェア

VASP、MadeA、MT/PHONON、Interface Builder、

MS CASTEP、MS Visualizer、Materials Explorer 4.0 Ultra、

ICSDデータベース　等
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ナノ構造研究所ニュースナノ構造研究所ニュース

合同講演会 山本和生副主任研究員による講演

１２月６日（木）ＪＦＣＣ研修室にて、「量子力学と材料科学」をテーマに合同講演会を開催いたしました。約７０名
のご参加をいただき、活発な質疑応答が行われました。

3．　4セラミックス研究機関（東工大－名工大－ＮＩＭＳ－ＪＦＣＣ）合同講演会を開催

・電子線ホログラフィを用いた磁性ナノ粒子アレイ中超強磁性現象の直接観察

　　　　ナノ構造研究所　副主任研究員　山本和生

・透過電子顕微鏡と第一原理計算によるナノ材料・デバイスの研究開発　

　　　　ナノ構造研究所　所長代理　平山　司

Ⅰ. 財団法人 ファインセラミックスセンター

・サイアロン蛍光体

　　　　ナノセラミックスセンター･グループリーダー　広崎尚登　氏

・ＢＮナノチューブの創製と機能発現

　　　　フェロー　板東義雄　氏

Ⅱ. 独立行政法人 物質・材料研究機構

・酸素ラジカルおよび水素化物陰イオン　～ ナノポーラス結晶C１２A７を機軸として ～

　　　　応用セラミックス研究所　准教授　林　克郎　氏

・炭素材料の面白さ　～　異方性制御とナノ化　～

　　　　応用セラミックス研究所　教授　安田榮一　氏

Ⅲ. 国立大学法人 東京工業大学

・クラスタームマンガンスピネル中のMnクラスターの軌道・電荷秩序とLiの拡散

　　　　大学院工学研究科　教授　石澤伸夫　氏

・酸化亜鉛ナノニードルの低温形成と光・磁気・電子デバイスへの応用

　　　　大学院工学研究科　教授　種村眞幸　氏

Ⅳ. 国立大学法人 名古屋工業大学

講演プログラム

主　催 ：国立大学法人 東京工業大学 応用セラミックス研究所
国立大学法人 名古屋工業大学 セラミックス科学研究教育院
独立行政法人 物質・材料研究機構
財団法人 ファインセラミックスセンター 材料技術研究所・ナノ構造研究所
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天津でのISO／TC150会議に参加して

材料技術研究所　研究統括部
担当部長　水野峰男

TC150総会終了後の執行部と日本代表団

　ISOのTC150は1972年に設立された。「外科用インプ
ラント」を対象とし、生体内に埋入して使用するインプ
ラント材料、部材に係わる標準化を推進している。幹事
国はドイツ（DIN）が、チェアは英国が務める。主要参加
国はアメリカ、欧州諸国であり、欧米企業と各国の規格
化団体が有力メンバーとなり、ISO規格化を継続的・積
極的に推進している。
　筆者はTC150の中にあるサブコミッティ（SC）1（材料）、
SC4（関節部材）とSC7（再生医工学製品）の日本委員で
あり、中国天津市で開催された第35回ISO／TC150の会
議に参加した。

1． 国際標準化ISO／TC150

　JFCCは経済産業省・NEDOから受託した基準創成・基
準認証研究開発事業の研究成果に基づき、2001年より
TC150にISO規格提案を行っている。
　インプラント用セラミックス材料の規格としては、
高純度アルミナのISO6474およびイットリア安定化ジ
ルコニア用のISO13317があったが、長期信頼性を保証
する特性が欠けていた。そこでJFCCから2001年、疲労
特性評価法とその最低具有値を追加提案し、既に各ISO
規格に取り入れられている。
　更にJFCCから2002年、材料の生体活性を実験室内で
評価するアパタイト形成能の評価方法も新規規格とし
て提案した。しかし、数々の抵抗があり審議対象の規格
として承認されるまでに3年を要した。これがようやく
今回の天津会議で、ISO23317規格として発行されたこ
とを確認した。5年間を費やしたが、日本が1995年に
TC150に加入して以来、同規格は日本発新規提案とし
て初めてのISO規格となった。
　この数年は規格化推進のノウハウを蓄え、日本が国
際ネットワークの一員としてようやく認められ、規格
化が順調に進むようになったことを感じる。

2． JFCCとTC150国際標準化との関わり

　毎年、通常9月に開催されるTC150会議は、月曜日の
朝に始まり金曜日の昼まで会場に缶詰となる。総会の他、
多くのSCとWGの会議が平行して行われる。

　日本からのTC150会議参加者は増加しており、今回
は日本代表の堤京大教授を始め、国立等の研究所、企業
等の22名にも達した。さて、今回関係する会議の予定を
調べてみると、月から金曜の総ての会議に出ざるを得
ないことが判明した。
　規格審議の実態は、多数の国の委員が自由に英語で
主張しあい、合意事項を決議文としてまとめることで
ある。このため、英文読解力だけではなく、いろいろな
訛りの英語が飛び交う中で、瞬時にヒアリングし、日本
委員（！）として自分の意見をとりまとめ、これを理解
してもられるようにスピーキングする能力が必要であ
る。留学経験の
ない筆者程度の
英語力では、荷
が重いが、少し
でも軽くするに
は予習、模擬練
習と事前打ち合
わせ（根回し）が
必須となる。
　3日目の夜に
はTC150主催の
ディナーが開催
され、天津市要
人の中国式のな
が～い中国語の
挨拶と逐次通訳、
中国楽器による
室内楽演奏が印
象に残った。
　今回はJFCC 
提案等の規格化
が進展し、日本
が国際幹事を務
めるSC7が順調
に活動を開始す
ることになり、
かなりの目に見
える成果があっ
た。

3． ISO／TC150会議にて

TC150主催ディナー

会場のホテルでの日本代表団
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生簀と魚・貝・海老の食材置き場で物色中

生簀の中のロブスター

　さて、堅い話は以上とし、思いつくことを書き連ねた
い。天津は人口900万人の中央直轄市（省と同格）である。
会場のマリオット系の高級ホテルはとてもすばらしい
のであるが、天津旧市街から40ｋｍも離れた工業特別
区の中にポツンとあった。
　第1の印象：高級ホテルの他には綺麗とはいえないた
だの町並みしかない。隣に併設の展示場があるが、歴史・
文化を感じさせるものは何もない。
　第2にクルマも多く空気が悪い。煙って霞んでいる。
北京の大気汚染も有名であり、オリンピック開催、特に
マラソン走者は鼻・喉・肺が黒くなりそうである。
　高級ホテルだけにバスローブがあり、プール、サウナ、
ジャグジー、トレーニング室が完備し無料で使用でき、
泳いではサウナを利用させていただいたが、周りには
何もない。あとの楽しみは毎日2時間のランチタイムと
17時以降のディナーしかない。ホテルのレストランは
高いので、昼と夜は毎日、歩いて周りのレストランに出
かけることになる。
　3回行った店を含めて5ヶ所の中華レストランのほと
んどは、地元の客でよく混んでいた。毎回１０人前後で
いくため、その都度いろいろな料理を味わえる。一人数
百円から最高でも2千円程度で済み、程度の差はあるも
のの毎日食べても飽きることなく美味しかった。但し
英語が通じず、意味不明瞭な簡略体の中国漢字が多い
ため、確信をもっては注文できないが、どんな料理が出
てくるかわからないことも楽しみといえる。
　生簀を備え、魚、貝等の海鮮料理を売りとするレスト
ランが多かった。従業員はやたら多い。若いウェイトレ
スが１０名くらい店内で待ち受け、中央に回転板のつ
いた中華らしい円卓に案内される。その後、生簀と魚・貝・
海老が並べられた場所に行き、食材を選び、その場で調
理法を指定する。円卓に戻ると、後は何が出てくるかを
期待して待つことになる。

　タコは八帯魚、イカは墨魚、ハタは石班魚、エビは青蝦、
ロブスター（豪州産？）は青龍、紋甲イカもどきは大海
兔（中国漢字が簡略体なので日本人には読みにくい）と、
見た目ですぐわかる。食材の脇に材料一斤当たりの食
法（調理法）別価格表があるが、これには読み解きが必
要である。
　帰国後、中国料理用語辞典で調べてみた。一斤は５０
０グラムとわかった。清蒸とは塩味で蒸すこと、「火」の
右に「局」を合わせた漢字は蒸し焼き、「火」の右に「乍」
を合わせた漢字は揚げ物、干焼とは煮物・煮込み物、爆
は揚げてから強火で炒めること、醤爆は揚げてから甜
味噌を入れて強火で炒めることとわかった。
　たとえば、海老は一斤当り揚げ物28元・辛子炒め38元
であり、タコのニンニクまたはニラ入り爆は28元・醤爆
は36元となる（１元は約18円）。
　最後の夜は日本代表団の打ち上げを豪華にという筆
者の提案で、大きなロブスター（多分豪州産）と渡り蟹（日
本産とそっくり）にも挑戦することになった。ロブスタ
ーは228元／斤、蟹はその1/3程度と非常に高そうであ
るため、誰もが遠慮していた食材であった。結果的には、
自己採点で今回、私見独断偏見評価ではミズラン星3つ
という最高の二皿となった。特に中華風ロブスターは、
味・風味・噛み心地・見た目に優れ非常に美味しく、好評
であった。
　現在この文を書きながら思い返すと、ロブスター料
理と、天津空港で堂々とみやげ物として売られていた
日本産名物のはずの“天津甘栗”が一番思い出に残って
いる。
　最後に、今回の出張において日本代表団メンバーと
しての職責は十二分果たしたことに自己満足すると共
に、多々ご支援ご協力をいただいたファインセラミッ
クス国際標準化推進協議会(JFIS)、日本規格協会をはじ
め多くの皆様方に、深謝いたします。

4． 天津



Japan Fine Ceramics Center派遣研究員のページ派遣研究員のページ

　昨年4月付けで日本ガイシ（株）より出向してまいりました今井と申します。現在、研究統括部に所属し、シンポジウ
ム・セミナーの企画運営等の普及啓発・中小企業振興事業、研究開発事業に携わっております。
　出向元の日本ガイシでは主に電力事業関連で碍子に関する材料開発に従事してきました。高強度碍子・導電釉碍子・
避雷碍子等の商品開発を通じて素地・釉薬等のトラディショナルな材料開発の他、酸化亜鉛バリスタ等ファインセラ
ミックスの材料開発も実施してきました。特に酸化亜鉛バリスタは避雷碍子に内蔵する素子としてその均一性改善に
苦労したことが思い出されます。
　これらの商品開発では事業化、その先の利益創出が大いに重要となるため、性能・特性は当然として効率化、コスト、
信頼性等が要求されます。そのため、各企業とも品質工学、信頼性工学、ロス削減等効率的な開発手法を積極的に導入
しており、私はこの推進にも努めてきました。
　商品開発の川上である基礎・応用研究分野にも当然これらを考慮する必要があると考えます。ＪＦＣＣは利益を目
的としない公益法人でありますが、コスト意識は特に重要です。今後は事業に結びつく研究をより効率的に遂行する
ことが求められると思います。
　しかし、研究の効率化は重要なことですが、時には回り道をすることも必要ではないかと思います。酸化亜鉛バリス
タのように思いがけない実験の失敗から予期せぬ研究成果が生まれることもあります。これは研究者が鋭い洞察力・
先見性が備わっていた結果でもありますが・・・。私もいろいろ回り道をしましたが、これらの経験及び技術が皆様のお
役に立てればと考えております。
　また、普及啓発及び新興事業を通じて研究成果の情報発信を行うとともにシンポジウム及びセミナーで新技術・先
端技術の普及に努め、ＪＦＣＣの地位向上にも努めたいと考えております。まだ、ＪＦＣＣを十分理解できる段階には
至っておりませんが、よろしくご指導の程御願い申し上げます。

ＪＦＣＣに出向して

材料技術研究所　研究統括部
担当部長・主席研究員　　今井　修
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　２００７年4月1日に出向して参りました、経営戦略部の荒川と申します。どうぞ宜しくお願いします。かつて学生
のころ無機材料を専攻したこと、出向元で研究開発のようなものを経験したことがＪＦＣＣの１メンバーとして迎え
ていただいた「ご縁」のようです。ただ、時はＪＦＣＣに多くの課題を与え、第2の飛躍を要求しており、確実に次段のロ
ケットを点火し、この難局を乗り越えなければなりません。この貴重な「ご縁」をとても大切にしたいと思っておりま
す。
　さて、弊財団は、様々の形で皆様よりお預かりした原資によって成り立っております。それは、直接支えて頂いてい
る方々からの賛助会費と寄附金、あるいは事業成果の対価としての受託金、さらには見知らぬ人たちのかけがえのな
い税金でもあります。これらを計画的かつ効果的に活用し、財団としての役割を果たすことが「経営戦略部」のmission
と理解しております。その名の重みに潰されないよう心して頑張りたいと考えています。
　ところで、私事になりますが、現在、瑞穂区の借家に住んでおります。生まれて初めて名古屋市民になったわけです
が、コーヒーとサッカーが大好きな夫婦にとって、この地は天国であります。週末の朝のモーニングサービス探検での
驚きとスタジアムの歓声に包まれることは、至福の時を感じると言っては、少し大袈裟でしょうか。ここでの新しい生
活を楽しみ、また少しでもＪＦＣＣのお役に立てるよう努めますので、皆様からのご指導、ご鞭撻のほどお願い申し上
げます。

ＪＦＣＣの１メンバーとして、
そして名古屋市民として

経営戦略部
部長・主幹研究員　　荒川　健二
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６月１日付

　出向受入
　　材料技術研究所　　研究統括部

９月３０日付

　退職（嘱託期間満了）
　　材料技術研究所　　エンバイロンメンタル・マテリアル部

　出向元復帰
　　材料技術研究所　　エレクトロ・マテリアル部　主席研究員

１０月１日付
　客員研究員委嘱
　　客員研究員

１１月１日付
　嘱託採用
　　材料技術研究所　　研究統括部　特別技術アドバイザー
　　事務局

石井　清夏（（株）ルネッサンス・エナジー・インベストメント）

加藤　智樹

田中　　滋　（（株）日立製作所)

山本　剛久

林　　宏爾
神野　隆司

人の動き
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○　中国科学院　広州能源研究所　太陽能源部門　招聘主席教授称号
　　受賞者　： 種村　榮

○　社団法人　日本セラミックス協会　窯業標準化委員会および原料部会　貢献賞
　　受賞者　： 鈴木　佐知子
　　受賞題目：日本セラミックス協会規格
　　　　　　　「ファインセラミックス用炭化けい素微粉末中の環境影響成分の化学分析方法」
　　　　　　　JCRS-1110-2007　の作成に貢献

表　彰

中国科学院称号授与状 表彰状（鈴木佐知子）
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開催要項

（株）フジクラ　材料技術研究所　化学機能材料開発部　　主査　松井　浩志　氏

大面積色素増感太陽電池の開発

日　時

会　場

参加費

申込方法

問合せ先

各回５０名

（財）ファインセラミックスセンター研修室

（第8回：愛知県陶磁器工業協同組合会議室　〒489-0805瀬戸市陶原町1-8　TEL:0561-82-4151）

無料（ただし、賛助会員外の方は資料代として１千円／１回）

ホームページ　http://www.jfcc.or.jp/26_event/index.html#07seminar

（財）ファインセラミックスセンター　事務局　TEL:052-871-3500  FAX:052-871-3505

主催　（財）ファインセラミックスセンター、名古屋市

－ ２００７年度先端技術基礎セミナー開催のご案内 －

「 エレクトロニックデバイスの最前線 
～今後のデバイス動向とそれを支える先端技術～ 」

　２００７年度先端技術基礎セミナーを開催しています。第6回終了後にはＪＦＣＣ所内見学会を予定しております。
是非ご参加くださいますようご案内申しあげます。

開催日時

第6回講座終了後　JFCC所内見学会

＊第6回と第7回の時間が前後しております。ご注意ください。

回 内容・講師

三菱電機（株）　先端技術総合研究所　サブプロジェクトグループマネージャ　　高見　哲也　氏

SiCパワーデバイスの技術動向

名古屋大学　工学研究科　結晶材料工学専攻　　教授　浅野　秀文　氏

（会場：愛知県陶磁器工業協同組合会議室）

先端磁性材料とスピンエレクトロニクス応用

 2008年 1月17日(木)

15:10～16:40
6

2008年 1月17日(木)

13:30～15:00
7

 2008年 2月15日(金)

18:30～20:00
8

第1～5回は終了いたしました
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ＪＦＣＣニュース第８９号　　発行日　２００８年１月１日
　　　　　　　　　　　　　　発行所　（財）ファインセラミックスセンター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒４５６－８５８７　名古屋市熱田区六野２－４－１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL　（０５２）８７１－３５００（代）　ホームページアドレス　http://www.jfcc.or.jp
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13：00～13：05

開催要項

プログラム

日立製作所　フェロー　　外村　彰　氏

ＪＦＣＣ　材料技術研究所長・ナノ構造研究所長　　種村　榮挨拶

14：15～14：40 休憩

16：25～17：30 現電子顕微鏡室・新電子顕微鏡棟見学

13：05～14：00
特別講演　「電子顕微鏡の新しい革新の波」

ナノ構造研究所　所長代理　　平山　司
14：00～14：15

ナノ構造研究所概要説明

ナノ構造研究所　客員主管研究員　　幾原　雄一（東大教授）

14：40～15：15

走査透過電子顕微鏡（STEM）による界面研究の新展開

ナノ構造研究所　所長代理　　平山　司
15：15～15：50

電子線ホログラフィーによる半導体・磁性材料の機能解析

ナノ構造研究所　客員主管研究員　　田中　功（京大教授）
15：50～16：25

情報科学手法と第一原理計算の統合による新しいセラミックス研究

日　時

場　所

定　員

参加費

懇親会

申込方法

問合せ先

2008年１月25日（金）　13：00 - 17：30

（財）ファインセラミックスセンター研修室

100名

無料

講演会終了後（17：30 ～ 18：30）、ＪＦＣＣ食堂で開催いたします

ホームページ掲載の参加申込書に、氏名・団体名・e-mailアドレスなどをご記入いただきＦＡＸでお申込みください。

（財）ファインセラミックスセンター　ナノ構造研究所　　　TEL：052-871-3500　　FAX：052-871-3599

第１回ナノ構造研究所講演会

　企業・大学・独立行政法人等において研究・技術職に携わる方々を対象に、講演会を開催いたします。併せまして、現
電子顕微鏡室および2007年12月末完成の新電子顕微鏡棟をご案内します。


