
１．概要（１ページ以内）

学校法人番号 学校法人名 名城大学231019

13120人

青色LEDを起点とした新規光デバイス開発による名城大ブランド構築プログラム

生物・医歯系

5年

名城大学名城大学名城大学名城大学

審査希望分野 人文・社会系

収容定員

本事業では、ノーベル物理学賞受賞者の赤﨑勇終身教授の研究グループを中心に、

青青青青色色色色LEDLEDLEDLEDをををを起起起起点点点点ととととししししたたたた近近近近未未未未来来来来をををを創創創創造造造造すすすするるるる新新新新規規規規光光光光デデデデババババイイイイススススをををを創創創創製製製製し、次のノーベル賞受

賞に繋がる崇高な研究課題や新しいアプリケーション研究領域を全全全全学学学学体体体体制制制制でででで開開開開拓拓拓拓す

る。これらの成果をホームページ、シンポジウム、模擬実験、学生公募による斬新な

プログラム等で広報し、現状、東海地方に留まっている「「「「研研研研究究究究のののの名名名名城城城城」」」」というブラン

ドを全国に展開する。

理工・情報系 ○

タイプB 支援期間

大学名 名城大学

事業名

名城大学　理工学研究科/理工学部、名城大学　光デバイス研究センター

平成28年度私立大学研究ブランディング事業計画書平成28年度私立大学研究ブランディング事業計画書平成28年度私立大学研究ブランディング事業計画書平成28年度私立大学研究ブランディング事業計画書
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２．事業内容（２ページ以内）

名城大学名城大学名城大学名城大学

（１）事業目的

（２）期待される研究成果

本学では、「高高高高輝輝輝輝度度度度青青青青色色色色LEDLEDLEDLEDのののの発発発発明明明明」でノーベル物理学賞を受賞した赤﨑勇終身教授の研究グループを

中心に、名城大学内に研究拠点を形成し、世界最短波長半導体レーザ、高効率紫外LED、面発光レーザを

はじめとした数々のフロンティアデバイスを実現してきた。その一方で、新機能光デバイスに対する社会

的ニーズは、従来の一般照明などのコンシューマデバイスや電子通信技術分野だけでなく、エネルギー・

環境・医療・バイオなど応用分野は急激に拡大しつつある。また、入試動向誌などの調査によると、名城

大学が展開している青色LEDをはじめとした世界レベルの研究とその社会的な意義に関する理解の浸透が

不十分であるという課題がある。

本事業では、上記のような背景を基に、学長のリーダーシップの下、本学が誇る赤﨑勇終身教授の研究

グループを中核に近未来を創造する上記のような新しい光デバイスを形成するなど次のノーベル賞に繋が

る国際的な基礎研究、さらには公募により全教員からアイディアを募ることによってアプリケーション研

究を実施する。さらに戦略的な情報発信によって"研研研研究究究究のののの名名名名城城城城大大大大ブブブブラララランンンンドドドド"を構築することを最終目的に事

業を推進する。

具体的には、研究分野においては本学・天白キャンパスに「名城大学 光デバイス研究センター」を創

設し、その研究拠点を中心に、全学的なバックアップのもとで新領域・新機能光デバイスの世界的な開発

拠点を構築する。さらにその拠点内で、現在取り組んでいる光デバイスや新規に開発する光デバイスを民

間企業・ベンチャー企業との共同研究により社会実装をさせることを目的に研究を進める。この研究の推

進においては、学生と企業研究員、研究者のトライアングルを構成することによって質の高い研究に学生

を参画させる。また、これまでに進めてきた国際化事業（窒化物半導体に関する国際シンポジウム(2016

年までに16回開催)やデンマーク工科大学（デンマーク）やレンセラー工科大学（米国）などの欧米の研

究拠点大学との学生・博士研究員の交換派遣）を継続・発展させることによって、国際的に開かれた研究

拠点としての価値を向上させる。

広報面では、広く一般に開かれた国際シンポジウムの開催、ホームページ、モニュメントの製作をはじ

めとしたショールーム展開、さらにはメディア発表などにより研究成果の「見える化」を進める。さら

に、小・中・高校での模擬実験を学生・研究者を中心に戦略的に実施すること、さらに学生のアイディア

を全学的に公募し、学生の柔軟な発想をブランディングに活かすことによって科学技術と大学・大学院の

啓蒙を進める。

以上のように、本事業では新領域・新機能デバイスを創生するための国際的に拓かれた研究拠点を形成

する。さらに戦略的なブランディングによって、意欲を持った質の高い入学希望者を獲得し、世界レベル

の「名名名名城城城城大大大大学学学学のののの光光光光デデデデババババイイイイスススス研研研研究究究究」に触れることや企業との共同研究に参画することによって質の高い人材

を育成する。そして、その学生が社会で活躍し「名名名名城城城城大大大大学学学学をををを卒卒卒卒業業業業ししししたたたた学学学学生生生生はははは質質質質がががが高高高高いいいい」という評価を得、

さらに質の高い学生が入学するという"正のスパイラル"を実現し、それにより「名名名名城城城城大大大大学学学学のののの研研研研究究究究ブブブブラララランンンンドドドド

価値価値価値価値」を高めていくということが目的である。

本学では、これまで赤﨑勇終身教授を中心に青色LEDの発明後も高性能紫外LED、青色レーザ、紫外レー

ザ、LED量産性・再現性に優れた白色LEDなど革新的な光デバイスを発明してきた。また、青色LEDは豊田

合成㈱と、紫外LEDにおいてはベンチャー企業（創光科学）を起業するなどして社会実装を進めてきた。

その一方で、窒化物半導体光デバイスに対する期待は、事業目的に記載したようにさらに拡がりつつあ

る。本事業では、長年この分野で世界的な成果を残してきた赤﨑勇終身教授の研究グループを中心に、本

学がこの分野においてイニシアティブを取るのに極めて重要であると考え、戦略的な取り組みを進めると

提案するのが本事業における研究分野の目的である。

期待される研究成果として、これまで未踏である波長・光強度・変調速度・応答速度領域（新領域）さ

らには照明および通信を1つの素子で担うなどの新機能を持つ光デバイスの実現が期待できる。特に、現

在開発中の面発光レーザ、ハイパワーレーザ、紫外レーザ、窒化物半導体太陽電池などは、この分野にお

いて世界的にトップレベルの研究成果を残しており、次世代のエネルギー・環境・医療・バイオなどに不

可欠なデバイスとして社会実装が期待できる。本学では赤﨑勇終身教授を中心に、世界的に見て独自の光

デバイスを発明し、それを大学発ベンチャー企業として起業し、最終的に社会実装するというスキームを

長年実施してきた。本研究拠点では、それを学長のリーダーシップの下、全学的な体制に移行しながら、

研究成果の社会実装を進め、それを「研究による大学ブランドの向上」に繋げる。また、最先端な科学技

術を社会的に発信することは極めて重要なことであり、得られた研究成果を目に見える形で情報発信して

いくことを進める。その取り組みとして、本拠点で創生された新領域・新機能光デバイスに関する研究成

果のモニュメントを制作し、「研究成果の見える化」を推進し、それを大学の研究ブランドの向上に活用

する。さらに、最新の科学技術を発信するシンポジウムを年に1回本学で開催し、一般社会に対してのア

ピールを行い、それによって大学のブランドイメージを高めていく取り組みを進める。

上記の研究成果の測定方法としては、学術論文発表数や学会発表数は当然のこと、産業界や行政機関か

らのアンケートを実施することによって適切に判断可能であると考えられる。自己点検・評価は研究ブラ

ンディング事業実施委員会が行う。外部評価に関しては、他大学の研究者・企業研究者・経済界・行政機

関からなる外部評価委員が評価する。また必要に応じて海外の研究者からの意見を聴取する。



名城大学名城大学名城大学名城大学

本事業では、研究ブランディング事業実施委員会と、"光デバイス研究センター"を中心に、「光デバイ

ス研究の名城大学ブランド」ひいては"名城大学の研究ブランド価値"を高めるべく、以下の取り組みを行

う。

＊研究推進部門＊研究推進部門＊研究推進部門＊研究推進部門

学生に積極的に大学院・修士課程および博士課程への進学をエンカレッジし、下記（1）および（2）の

研究や、企業との共同研究に参画することによって、学生の質の向上をはかる。そして、最終的に、その

研究を実施した学生が社会で活躍することによって「名城大学を卒業した学生は質が高い」という評価を

獲得し、さらに意欲を持った質の高い学生が入学する“正のスパイラル”を実現し、それにより「名城大

学の光デバイス研究ブランド価値」を高めていく取り組みを進める。

（1）次のノーベル賞に繋がる国際的な基礎研究

赤﨑研究グループを中心に新規光デバイスの創製を進める。これまで、赤﨑研究グループでは1989年の

pn接合青色LEDの発明（ノーベル賞に繋がった成果)に続いて、電流注入誘導放出(世界初・事実上の世界

初の青色半導体レーザ：1995年)、紫外LED（350nm帯の世界最高効率：2003年、250-280nm帯の世界最高効

率：2008年）、紫外半導体レーザ（世界初・世界最短波長：1996年、世界最短波長：2004年）、青紫色面

発光レーザ（世界最高出力：2015年）、電子線励起型青色半導体レーザ（世界初：2016年）、さらには超

高感度紫外線受光素子（新原理：2012年）など世界の光デバイス研究を牽引する成果を残してきた。これ

らの研究開発を発展させ、さらに、現在の技術では未踏とされる波長領域・光強度領域における新領域光

デバイスなど、次のノーベル賞に繋がるような崇高な研究課題を掲げて研究を遂行する。

（2）近未来を創造する新しい光デバイスのアプリケーション研究

農学部・薬学部をはじめとした本学全教員にアイデアを募り、本光デバイス研究センターで開発した上

記の光デバイスのアプリケーションに関しての研究を進める。また、企業との共同研究を進め、社会実装

に向けた取り組みを強化する。

＊ブランディング部門（広報・普及活動）＊ブランディング部門（広報・普及活動）＊ブランディング部門（広報・普及活動）＊ブランディング部門（広報・普及活動）

本事業で得られた研究成果・研究業績を、多くの学生・市民が実感できる環境を整え、本学の社会的意

義や本学のブランド価値を高めるための以下の取り組みを行う。

（1）最新の成果をホームページ、シンポジウム、ショールームなどで一般に向けて積極的に公開する

本事業の進捗や成果を逐一ホームページで公開し、最新の研究情報を国内外・社会・本学学生に向けて

発信する。さらに本研究拠点で実現した技術を社会で理解してもらうためのシンポジウムを開催する。本

学では2015年4月に、赤﨑勇終身教授、天野浩名古屋大学教授、池上彰教授によるノーベル賞受賞記念講

演会(参加者：1500人)を開催した。また、本シンポジウムは読売新聞や朝日新聞、中日新聞をはじめとし

た新聞各社、さらにはNHKをはじめとしたテレビ局など多くのマスメディアを介して情報の発信を行っ

た。このような赤﨑勇終身教授を中心としたシンポジウムを戦略的に開催する。また、必要に応じて小・

中・高校をはじめとした様々なチャンネルを利用して、模擬講義なども戦略的に行う。これらの取組によ

り、本事業の進捗や成果を学内外に広くアピールし、名城大学の研究ブランド向上をはかる。

また科学技術に対しての社会の関心を高める上で、得られた成果の「見える化」は極めて重要である。

本学では学内にノーベル賞受賞記念コーナーを設け、ノーベルメダルのレプリカをはじめ、ノーベル賞に

繋がった研究成果、さらには最新の研究成果を展示するコーナーを2015年に設置した。さら2016年には青

色LEDを用いたモニュメントを本学・理工学部・建築学科の生田京子准教授のグループが製作し、同受賞

記念コーナーに設置することによって、青色LEDの技術の「見える化」を進めている。本事業では、それ

をより戦略的に発展させ、本研究グループで創造してきたデバイスを用いたモニュメントの案を全学的に

募り作製する。また、これらの取り組みをホームページや戦略的なメディア戦略を活用し、本事業の光デ

バイス研究の成果の理解を深め、最終的に本学の研究ブランドを高めることを目指す。

（2）小・中・高校などへの模擬実験による啓発活動

本学では本年から、大学の独自予算で青色LEDを用いた模擬実験を行う取り組みを進めている（本年

は、本学で実施済、名古屋経済大学高蔵高等学校・半田工業高等学校で実施予定）。本事業では、その取

り組みを拡充し、小・中・高校への模擬実験を行い、先生や生徒に対して青色LEDをはじめとした光デバ

イスに関しての興味を持ってもらう取り組みを進め、意欲を持った質の高い入学希望者の獲得を進める。

（3）学生公募による斬新なアイディアを活用したプログラムの構築

学生から名城大学の光デバイスブランドの向上に関するアイディアを公募し、学生の柔軟な発想を活か

したブランディング事業の展開を進める。このような取り組みを通して、学生が「ノーベル賞受賞」とい

う高い研究水準が一般社会に対してもたらすメリットを理解し、それを社会に発信することによって、質

の高い入学生の獲得や、一般社会における「名城大学の研究ブランド」の向上をはかる。

[評価・測定方法][評価・測定方法][評価・測定方法][評価・測定方法]

ブランディングの取組が適切に行われているかの測定方法として、名城大学の学生、企業研究者、小・

中・高の教員、さらにはシンポジウム参加者へのアンケートを実施する。また、赤﨑研究グループの大学

院修士課程・博士課程の進学率は学生の満足度および研究に対する意識に直結する値であることから、客

観的・数値的な測定方法(目標：修士課程進学率90%、博士課程進学者1～2名/年)として活用する。さら

に、外部評価委員の意見等をもとに客観的な測定を行い、PDCAのサイクルを循環させる。

（３）ブランディングの取組



３．事業実施体制（１ページ以内）

[学内の実施体制][学内の実施体制][学内の実施体制][学内の実施体制]

以下の図に示すとおり、本事業は学長を議長とする大学協議会が最終決定と責任を担う。また、「研究

ブランディング事業実施委員会」(平成28年7月16日施行)が本事業を総括し、事業は竹内哲也教授をセン

ター長とする「名城大学 光デバイス研究センター」が推進する。研究ブランディング事業実施委員会

は、学長・副学長（研究担当）・参画組織の長を含む事業推進に関わるメンバーで構成し、光デバイス研

究センターには「研究推進部門」と「ブランディング部門」を設置する。

本事業の「計画(P)」・「評価(C)｣は研究ブランディング事業実施委員会が行い、「実施(D)」・「活動

(A)」を「光デバイス研究センター」が行う。また、本学の学術研究の政策・制度・助成および評価等の

総括を行う「学術研究審議委員会」、本学の広報に関して企画立案しブランドを構築を目的とする「広報

戦略会議」との連携、さらには外部有識者・外部評価者の意見を聴取しながら本事業を推進する。

[自己点検・評価体制][自己点検・評価体制][自己点検・評価体制][自己点検・評価体制]

　自己点検は、「研究ブランディング事業実施委員会」で評価を行う。

[外部評価体制][外部評価体制][外部評価体制][外部評価体制]

これまでに、学外の評価委員として大野雄高名古屋大学教授、藤岡洋東京大学教授や片山竜二大阪大学

教授など革新的な光デバイスに精通した学界関係者や牛田豊田合成㈱グループリーダー、久世旭化成㈱エ

レクトロニクス研究所所長などの企業関係者、名古屋商工会議所等の経済界、中部経済産業局などの行政

機関の関係者、さらには国際的な活動を目指し、スウェーデンのリンチョビン大学のBo Monemar教授、フ

ランスのBernard Gil教授などに意見聴取を行ってきた。これらの外部評価委員のアドバイスは年に1回程

度の頻度で意見聴取を行い、有機的な活動ができるように進める。

[外部との連携][外部との連携][外部との連携][外部との連携]

名古屋大学の天野浩教授は2010年まで本学に在籍しており、その後も強固な研究での連携を進めてお

り、結晶創製やデバイスプロセス、さらには光デバイスの開発において多数の共同研究を実施してきた。

本事業ではその関係をさらに強固なものにし、本学の研究ブランド向上に寄与をさせていく。さらに、三

重大学の三宅教授などとは研究連携を進めており、それらの実績を活かして研究を進めていくことを予定

している。また、国際共同研究に関しても積極的に進めていく予定である。特にこれまで、国際共同研究

や大学院生・博士研究員の相互派遣を行ってきたデンマークのデンマーク工科大学やアメリカのレンセ

ラー工科大学などの連携は強力に推進する。上記の研究機関は結晶創製(名古屋大・三重大)、デバイスプ

ロセス(デンマーク工科大・レンセラー工科大)において補完関係が成り立ち、シナジー効果が期待でき

る。また、社会実装を念頭に、民間企業やベンチャー企業から企業研究員を受け入れ共同研究を推進す

る。

名城大学名城大学名城大学名城大学

大学協議会

学長

強固なPDCAサイクルの構築

研究ブランディング事業実施委員会

学長・副学長・参画組織の長を含む事業推進に

関わるメンバーで構成し、研究事業・ブランディン

グ事業の総括を行う

外部評価のメンバーには大野雄高名古屋大学

教授、藤岡洋東京大学教授、片山竜二大阪大

学教授さらにはBo Monemarリンチョビン大学（ス

ウェーデン）教授やBernard Gilモンペリエ大学

（仏）教授など世界レベルの研究者、企業関係者、

さらには行政・経済界の関係者を選出

学術研究支援センター等

事務体制

研究ブランディング研究ブランディング研究ブランディング研究ブランディング事業事業事業事業

実施実施実施実施委員会委員会委員会委員会

副学長・学部長・研究科長

外部有識者

外部評価

光デバイス研究センター

名誉センター長：赤﨑勇

（理工学研究科・終身教授）

センター長：竹内 哲也

（理工学部・教授）

研究推進部門

ブランディング部門

名古屋大学・三重大学・民間企業・ベンチャー企業

デンマーク工科大学・レンセラー工科大学(米)

連携機関

連携・協力

名城大学

全教職員

全学生

アプリケーション研究

ブランディング

広報戦略会議広報戦略会議広報戦略会議広報戦略会議

学術研究審議委員会は、名城大学の学術研究

の政策・制度・助成および評価の総括を行う

�研究ブランディング事業実施委員会が「企画」

「評価」（P、C）

� 「研究センター」は「実施」「活動」（D、A）

広報戦略会議、外部有識者、外部評価者の意見

を聴取しながら施策を進める

学術研究審議委員会学術研究審議委員会学術研究審議委員会学術研究審議委員会

公募



４．年次計画（２ページ以内）

目

標

[研究基盤の整備][研究基盤の整備][研究基盤の整備][研究基盤の整備]　平成28年度に定めた仕様を基に、装置の導入を進め拠点形成を進める。

[[[[研研研研究究究究推推推推進進進進部部部部門門門門]]]] 平成28年度に引き続き、新機能・新領域デバイスの基盤技術確立を進める。

平成29年度は、半導体レーザの波長領域の拡大を目指し、特に医療・バイオ分野において重要で

ある紫外レーザにおいて未踏領域である200nm帯の半導体レーザを実現することを目標に研究を

進める。また、マイクロサイズのLEDやレーザを実現しディスプレイや革新的な照明など従来実

現されていない光デバイスの実現を目指す。また、アプリケーション研究に関しては、全学的な

取り組みによって新しい取り組みを進める。

[[[[ブブブブラララランンンンデデデディィィィンンンンググググ部部部部門門門門]]]] ホームページの充実、ショールームの充実、一般に公開された光デバ

イスに関するシンポジウムを開催する。また模擬実験に関しては、実施校の全国展開を進めるこ

と、さらには斬新なアイディアを募り、新しい情報発信方法を確立する。

実

施

計

画

[[[[研研研研究究究究基基基基盤盤盤盤のののの整整整整備備備備]]]] 平成28年度に定めた仕様を基に、装置の導入を進め拠点形成を進める。ま

た、その他の研究装置に関しても整備を進める。また、若手研究者の養成に向けて博士研究員を

数名雇うこと、さらに共同研究を進めている企業研究者を研究員として受入、革新的なデバイス

の創製が可能な体制を構築する。

[[[[研研研研究究究究推推推推進進進進部部部部門門門門]]]] 平成28年度に引き続き、新機能・新領域デバイスの基盤技術確立を進める。

紫外レーザに関しては、これまで研究を進めてきた紫外レーザに関して各種パラメータを最適化

することによって200nm帯という未踏波長の半導体レーザの実現を目指す。また、マイクロサイ

ズのLEDやレーザなど従来実現されていないデバイスの開発を企業との共同研究で実施する。紫

外線センサに関しては応用分野の拡大を進める。さらにアプリケーション研究に関しては、農学

部や薬学部など全学教員にアイディアを公募し、斬新なアイディアを募る。

[[[[ブブブブラララランンンンデデデディィィィンンンンググググ部部部部門門門門]]]] ホームページ・ショールームの充実に加え、一般に公開された光デバ

イスに関するシンポジウムを開催する。また、模擬実験の実施校に関してはホームページで公募

し、名城大学の「光デバイス研究」に関する知名度向上という取り組みの全国展開を進める。さ

らに、学生の柔軟なアイディアを公募し、新しい情報発信、さらには文系学生を含む名城大の学

生が「光デバイス研究」に関して考える取り組みを行う。上記のような取り組みを通して、名城

大生の満足度や社会認知度を高め、ブランドイメージの向上につなげる。

[[[[目目目目標標標標達達達達成成成成のののの測測測測定定定定方方方方法法法法]]]] 学術研究審議委員会および広報戦略会議の協力の下、研究ブランディ

ング実施委員会が上記の目標に対しての達成度を確認する。またシンポジウム参加者にアンケー

トを実施し、ブランドイメージの向上が期待通り進んでいるかを確認する。また、客観的な指標

として外部評価委員からの意見を聴取することによって目標達成度を測定する。

名城大学

平成28年度

平成29年度

[[[[研研研研究究究究基基基基盤盤盤盤のののの整整整整備備備備]]]] 新領域・新機能光デバイスの基盤技術を開発する国際的な研究基盤に必要

な装置導入に向けた準備を進める。

[[[[研研研研究究究究推推推推進進進進部部部部門門門門]]]] 新領域・新機能デバイスの発展を目指す。具体的には面発光レーザや紫外線

センサーなど本研究グループで創生されたデバイスの実用化に向けた研究開発を進める。

[[[[ブブブブラララランンンンデデデディィィィンンンンググググ部部部部門門門門]]]] ホームページの整備や本学のノーベル賞受賞記念コーナー（ショー

ルーム）の整備を行う。また、一般に公開された光デバイスに関するシンポジウムを開催し、名

城大学の「光デバイス」研究の理解を進める。

[[[[研研研研究究究究基基基基盤盤盤盤のののの整整整整備備備備]]]] 新領域・新機能光デバイスの基盤技術を開発する国際的な研究基盤に必要

な装置導入に向けた準備を進める。具体的には、新機能光デバイスを実現するために最も重要な

半導体結晶を作製するための装置を導入する。特に新領域・新機能の光デバイスを実現する上

で、結晶作製条件を広げることが最も重要であり、そのために必要な仕様を満たした装置を導入

する。

[[[[研研研研究究究究推推推推進進進進部部部部門門門門]]]] 面発光レーザや紫外線センサーなど本研究グループで創生されたフロンティ

アデバイスの実用化に向けた研究開発を進める。特に、面発光レーザにおいては照明などのエネ

ルギー効率改善が可能な数mW/チップという青色面発光レーザでは世界最高出力のデバイスを実

現することを目標に研究を進める。紫外線センサーに関しては、サンプル出荷が進められている

紫外LEDと組み合わせることによって、医療やバイオ分野などに適用可能なアプリケーションを

切り開くことを目標に研究を進める。

[[[[ブブブブラララランンンンデデデディィィィンンンンググググ部部部部門門門門]]]] ホームページの整備に加え、ショールームの整備、さらには一般に公

開された光デバイスに関するシンポジウムを開催し、名城大学の光デバイスに関する研究を広報

し情報発信させる。また、近隣の小・中・高校での模擬実験を実施し、一般社会に対して光デバ

イスに関する理解を進め、質の高い学生の獲得を目指す。

[[[[目目目目標標標標達達達達成成成成のののの測測測測定定定定方方方方法法法法]]]] 研究活動に関しては学術研究審議委員会、ブランディングに関しては

広報戦略会議の協力の下、研究ブランディング実施委員会が上記の目標に対しての達成度を確認

する。また、客観的な指標として外部評価委員からの意見を聴取し目標達成度を測定する。

実

施

計

画

目

標



名城大学

目

標

[研究基盤の整備][研究基盤の整備][研究基盤の整備][研究基盤の整備]　国際連携拠点としての役割を発展させる。

[[[[研研研研究究究究のののの推推推推進進進進]]]] 新機能・新領域デバイスの作製技術の発展。国際共同研究の推進、社会実装を

進める。

[[[[社社社社会会会会にににに向向向向けけけけたたたた情情情情報報報報発発発発信信信信]]]] ホームページ・ショールーム・模擬実験・学生公募による情報発信

の中から「選択と集中」による事業展開を進める。また、最終年度であるので一般に公開された

光デバイスに関するシンポジウムを開催し、本拠点の成果報告を行う。

実

施

計

画

[研究基盤の整備][研究基盤の整備][研究基盤の整備][研究基盤の整備]　国際連携拠点としての役割を発展させる。

[[[[研研研研究究究究推推推推進進進進部部部部門門門門]]]] 新機能・新領域デバイスの作製技術の発展。国際共同研究の推進、社会実装

を進める。

[[[[ブブブブラララランンンンデデデディィィィンンンンググググ部部部部門門門門]]]] ホームページ・ショールームに関しては本学の恒久的な施設・制度と

して活用できる仕組みを構築する。また、模擬実験に関してはブランディングの要となる事業で

あることから、小・中・高校生が興味を持ってもらえる様な取り組みを継続する。さらに、5年

間取り組んできた成果を基に、名城大卒の学生が社会で活躍することによって、「優れた人材を

輩出する名城大学」というブランドイメージの構築を目指す。

[[[[目目目目標標標標達達達達成成成成のののの測測測測定定定定方方方方法法法法]]]] 最終年度報告会を兼ねた一般に開放したシンポジウムを開催し、得ら

れた成果を公表し、それに対してのアンケートを実施することによって社会に対してのブランド

価値の高まりを測定する。また、外部評価委員からの意見を聴取することによって、研究成果お

よび名城大学ブランドの客観的な評価を行う。

実

施

計

画

[[[[研研研研究究究究基基基基盤盤盤盤のののの整整整整備備備備]]]] 博士研究員・企業から派遣されてきた研究員、本学学生、研究者のトライ

アングルによって斬新な光デバイスを実現できる体制を構築する。

[[[[研研研研究究究究推推推推進進進進部部部部門門門門]]]] 新機能・新領域デバイスの作製技術の発展をはかる。特に、本年度は動作温

度領域の拡大を企図しながら研究を進める。また平成29年度に導入した新規結晶製造装置の技術

を活用して、複数の機能を持つ（新機能）デバイスの開発に重点をあてて研究を推進する。さら

に、国際共同研究を推進し、国際的に開かれた拠点としての役割を強化する。

[[[[ブブブブラララランンンンデデデディィィィンンンンググググ部部部部門門門門]]]] ホームページ・ショールームの充実に加え、一般に公開されたシンポ

ジウム、模擬実験、学生公募による情報発信を引き続き行う。

[[[[目目目目標標標標達達達達成成成成のののの測測測測定定定定方方方方法法法法]]]] 学術研究審議委員会および広報戦略会議の協力の下、研究ブランディ

ング実施委員会が上記の目標に対しての達成度を確認する。また、中間年度である本年度に、名

城大学生、企業研究者、小・中・高の教員に対してアンケートを実施し、本拠点の認知度などを

はかることによって中間評価の指標として活用する。さらに、客観的な指標として外部評価委員

からの意見を聴取することによって目標達成度を測定する。

目

標

[研究基盤の整備][研究基盤の整備][研究基盤の整備][研究基盤の整備]　国際連携拠点としての役割を発展させる。

[[[[研研研研究究究究推推推推進進進進部部部部門門門門]]]] 新機能・新領域デバイスの作製技術の発展。国際共同研究の推進、社会実装

の取り組みを進める。

[[[[ブブブブラララランンンンデデデディィィィンンンンググググ部部部部門門門門]]]] 平成30年度に実施したアンケートを基に、ホームページ・ショールー

ム・一般に公開されたシンポジウム・模擬実験・学生公募による情報発信など中から「選択と集

中」による事業内容の見直しや発展を進める。

実

施

計

画

[[[[研研研研究究究究基基基基盤盤盤盤のののの整整整整備備備備]]]] 国際連携拠点としての役割を発展させる。具体的には欧米をはじめアジア

などからの研究者の受け入れなどを進める取り組みを行う。

[[[[研研研研究究究究推推推推進進進進部部部部門門門門]]]] 平成30年度までに実現したデバイスを民間企業やベンチャー企業との共同研

究によって社会実装するための取り組みを進める。さらに紫外レーザにおいては未踏領域のカ

バー、面発光レーザにおいては短波長・長波長化、紫外線センサにおいては動作領域の拡大など

を進める。

[[[[ブブブブラララランンンンデデデディィィィンンンンググググ部部部部門門門門]]]] 平成30年度に実施したアンケート結果を基に、名城大学の光デバイス

研究に関するブランディングにおいて情報発信の手法に関しての選択と集中を検討する。

[[[[目目目目標標標標達達達達成成成成のののの測測測測定定定定方方方方法法法法]]]] 学術研究審議委員会および広報戦略会議の協力を仰ぎ、研究ブラン

ディング事業実施委員会が上記の目標に対しての達成度を確認する。さらに、客観的な指標とし

て外部評価委員からの意見を聴取することによって目標達成度を測定する。

目

標

[研究基盤の整備][研究基盤の整備][研究基盤の整備][研究基盤の整備]　平成29年までに導入した装置の活用できる体制の構築する。

[[[[研研研研究究究究推推推推進進進進部部部部門門門門]]]] 新機能・新領域デバイスの作製技術、アプリケション研究、さらには企業と

の共同研究を通して研究成果の社会実装を進める。さらに、国際共同研究の推進する。

[[[[ブブブブラララランンンンデデデディィィィンンンンググググ部部部部門門門門]]]] ホームページの内容の更新、ショールームの充実をはかる。さらに一

般に公開された光デバイスの充実、模擬実験の発展、新しい情報発信の取り組みを進める。

平成32年度

平成30年度

平成31年度


