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新規ナノ材料の開拓と創製による名城大ブランド構築プログラム
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収容定員

１４，０１０人

名城大学大学院理工学研究科/理工学部、名城大学ナノマテリアル研究センター
人文・社会系

理工・情報系

○

生物・医歯系

本事業では“カーボンナノチューブ発祥の地”である名城大学のナノ材料研究の伝
統をベースに、飯島澄男終身教授の研究グループを中心に新規ナノ材料の開拓と創
製に関する世界レベルの基礎研究を全学体制のもとで進める。成果をホームペー
ジ、模擬講義等、様々な媒体で広報し、本学の将来ビジョン「『学びのコミュニ
ティ』を創り広げる」を実現するために掲げる研究ミッションを推進することで
「世界の名城大」ブランドを構築する。
イメージ図
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２．事業内容（２ページ以内）
（１）事業目的
本学のナノ材料研究のスタートは、1980年代に戦略的創造研究推進事業（ERATO）の林超微粒子プロジェク
トにおいて本学で実施された上田良二教授（当時）によるナノスケールの微粒子に関する研究であった。その
成果は、本プロジェクトの研究員であった飯島澄男終身教授によるカーボンナノチューブの発見によって大き
く花開くこととなる。その後も本学では飯島終身教授が中心となり、カーボンナノチューブやカーボンナノ
ウォール、さらにはグラフェンなどナノカーボン材料の研究を推進し、現在では青色LEDの窒化物半導体と並
び本学を代表する2大材料となっている。2002年度に本学が採択された文部科学省の21世紀COEプログラム「ナ
ノファクトリー」においても、ナノカーボンとナノナイトライド（窒化物半導体）を2本柱として本学に研究
拠点が形成され、多数の優れた成果が上げられた。一方、本学理工学部はその後の改組により、現在は11学科
を有する大組織となっている。それに伴い、ナノカーボンにとどまらず金属ナノ粒子、酸化物ナノチューブ、
酸化物ナノシート等、様々なナノ材料を対象とする研究者が本学で研究を進めるようになった。青色LEDや窒
化物半導体に関する研究は、2014年の赤﨑勇終身教授のノーベル物理学賞受賞を機に知名度が大きく向上し、
昨年度から研究ブランディング事業「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」が始まり，本学のブランド力向上に貢献している。一方、本学のナノ材料分野の研究成果は学界関
係者にはよく知られているものの、一般社会に広く認知されているとは言い難かった。本学の学生調査でも、
本学の教員がカーボンナノチューブを発見したことを知っている学生は少なく、青色LED（窒化物半導体）だ
けでなく、本学のナノ材料研究が世界的にも高いレベルであることを一般社会に印象づけることが、本学のブ
ランド力をさらに向上させ、「世界の名城大」ブランドを確立するための課題であった。
本事業では上記のような背景の中、学長の強いリーダーシップの下、本学が伝統的に得意とするナノ材料
分野の基礎研究を中核に次世代アプリケーションの基盤となる新規ナノ材料の開拓と創製を行うことによ
り、ナノ材料分野においても本学の研究レベルが世界水準にあることを、戦略的・積極的な情報発信を通じ
て国内外に広く周知し、「世界の名城大」を確固たるブランドとして構築することを最終目標とする。具体
的には、研究面では本学・天白キャンパスに「名城大学ナノマテリアル研究センター」を創設し、飯島澄男名
誉センター長の下、本学のナノ材料研究者が結集することで、全学的なバックアップのもと本研究拠点を中心
に新規ナノ材料の開拓と創製を進め、世界的な開発拠点を構築する。本センターには、本事業で整備する研究
装置・研究設備に加え、本学の研究者が保有しているナノ材料研究関連の装置を配置し、効率的・集中的な運
用を行うことで、本事業を強力に推進する。また、国内外の大学や研究所と連携し、学生と教員、外部の研究
者とのトライアングルを構成することによって、刺激のある環境の下、世界レベルの研究を意識させながら、
質の高い研究に学生を参画させる。これまで進めてきたモンペリエ大（フランス）や上海大、浙江大（中
国）、マドラス大（インド）などの欧米やアジアの研究機関との国際交流を継続・発展させることによって、
国際的に開かれた世界レベルの研究拠点を形成する。広報面では、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初めとしたショールームの展開、さらにはメディア発表を通じて研究成
果を広く内外に情報発信する。さらに、小・中・高校での模擬講義・模擬実験を戦略的・積極的に実施し、次
代の科学技術を担う若者への啓発を行い、同時に本学のブランド力の向上を図る。これらに加え、本学のナノ
材料研究のブランディング活動のアイデ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用して
いく。これにより、新しいアイデアをブランディングに取り入れるとともに、本学が高いナノ材料研究を推進
してきたことを在学生に周知・浸透させ、1万5千人を超える学生が在籍する本学の規模を活かしたブランディ
ング活動を進める。
以上のように、本事業では、新規ナノ材料の開拓と創製を通じた戦略的なブランディングにより、本学の
ブランド力を向上し、広い視野をもった質の高い意欲的な入学者を獲得することで、本学伝統のナノ材料研
究を世界最高水準に発展させ、世界的な研究拠点を構築する。同時に、本学の将来ビジョンである「『学び
のコミュニティ』を創り広げる」ため、学問の探求と理論の応用による成果を教育と社会に還元することを
目指す。さらに、研究ブランディング事業「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」とのツインブランド体制を構築し、本学において青色LED（窒化物半導体)とナノ材料の２
つの世界レベルの材料研究が推進されていることを広くアピールし、本学において多様な研究が高度なレベ
ルで行われていることを一般社会に印象づける。両事業が協力してブランディング活動を行うことで、両者
がシナジー効果を発揮する協奏的ブランディングを推進し、確固とした「世界の名城大」ブランド構築を行
うことを目的とする。
【大学の将来ビジョン】 本学は、2016年には開学90周年を迎え、立学の精神である「穏健中正で実行力に富
み、国家、社会の信頼に値する人材を育成する」を、本学の普遍的理念として位置づけ、今日まで創設以来の
伝統に基づく学風を築き上げてきた。現在、この立学の精神を具現化するため、2026年の開学100周年に向け
た戦略プラン【Meijo Strategy-2026(MS-26)】を策定し、様々な改革を推し進めている。この戦略プランで
は、創設時の想いと将来を見据え、「生涯学びを楽しむ」を価値観とし、この理念の下、2026年までに目指す
ビジョンとして、「多様な経験を通して、学生が大きく羽ばたく『学びのコミュニティ』を創り広げる」こと
を掲げている。本ビジョンでは本学の強みである多様性を生かした学びのコミュニティを通じて、主体性と実
行力を兼ね備えた学生を育成し、社会に貢献していくことを目指している。
このビジョンを実現するため、教育、研究、社会貢献それぞれにミッションを定めている。特に研究ミッ
ションでは、「『学問の探求と理論の応用』を通して、成果を教育と社会に還元する」を設定しており、今
回、本事業で申請する世界レベルのナノ材料研究による研究成果を広く社会に還元し、貢献していく。更にこ
うした高いレベルの研究に学生が関わることで、高度な「学びのコミュニティ」を通じて育った優秀な学生を
社会に輩出し、こうした一連の活動を社会が認知することで本学のブランド価値が高まり、ビジョンを実現し
ていく。
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（２）期待される研究成果
【全学的な優先課題としての背景】
本学では、これまで飯島澄男終身教授によるカーボンナノチューブの発見などナノ材料に関する高い研究レ
ベルを保ってきた。近年も、半導体とカーボンナノチューブの融合体の物性の解明や世界で最も低温での単層
カーボンナノチューブの作製など、画期的な研究成果を継続して挙げている。また、飯島澄男終身教授がセン
ター長を務めていた産業技術総合研究所ナノチューブ応用センターにおいてカーボンナノチューブ量産化技術
の開発が進められ、本学でも2005年に設立したベンチャー企業（株式会社名城ナノカーボン）により、高純度
の単層カーボンナノチューブやグラフェンの販売が始まり、これらナノ材料の実用化への裾野は着々と広がっ
ている。しかし、カーボンナノチューブの構造制御やグラフェンへの異種原子ドーピングの制御は未だ実現し
ておらず、本学においてもナノカーボン材料の基礎研究を今後さらに進めていく必要がある。一方、ナノ材料
分野の研究は、今世紀に入ってから世界的に急速に広まり、金属ナノ粒子、酸化物ナノチューブ、酸化物ナノ
シートなど、様々なナノ材料が世界中で盛んに研究されるようになり、最も注目される分野の一つとなってい
る。本学においても様々なナノ材料を扱う研究者が所属するようになり、飯島澄男終身教授を中心に、特に基
礎研究分野では現在も世界レベルでの研究が進められている。しかし、これまでは各研究者の力を有機的に結
合し結集させ、研究成果の向上につなげる動きが乏しかった。本事業では学長の強いリーダーシップの下、全
学的な体制で世界レベルの研究成果を持続的に上げることで、ナノ材料の草分けとも言える「カーボンナノ
チューブ」の「発祥の地」である本学が、ナノ材料分野の研究レベルをさらに向上し、世界的にも注目される
研究拠点となることを目標とする。本学のブランド力向上のため高度な研究成果を継続して発信しつづけるこ
とが、本事業における研究分野の目的である。
【研究テーマの内容と期待される研究成果】
本事業では、ナノ材料分野の基礎研究、特に各種ナノ材料の生成メカニズムの解明と構造制御を中心に研
究を進め、最終的には構造制御されたナノ材料により構成される、異なる次元を有するナノ材料間の交差・
融合に基づく新規ナノ材料の開拓と創製を目指す。
具体的には、ナノカーボン実用化への鍵となる生成メカニズムの解明とナノカーボンの構造制御に取り組
む。また、新規ナノカーボン材料としてナノカーボン材料に異種原子を導入した混晶型ナノカーボン材料の作
製についても研究を進める。ナノ粒子に関しては、新規手法を用いて遷移金属合金ナノ粒子や遷移金属酸化物
ナノ粒子の作製を行い、粒子サイズ・組成・結晶構造の制御に取り組む。特に、溶液中の反応条件を精密に制
御することで、粒径・組成の均一性の高いナノ粒子構造の形成を目指す。また、本事業で導入するアークプラ
ズマ成膜装置により気相反応を利用した遷移金属合金ナノ粒子の作製に関しても研究を進め、粒径・組成・結
晶構造が制御された合金ナノ粒子の作製を進める。同時に、これら合金ナノ粒子や酸化物ナノ粒子の生成メカ
ニズムに関しても研究を進める。ナノシートに関しては、気相法と溶液法を併用し、遷移金属酸化物ナノシー
トや窒化物ナノシートの作製を行い、シートサイズ・組成・膜厚・結晶構造の制御に取り組む。本事業では溶
液中での剥離手法に改良を加えるとともに、気相法と溶液法を併用することで構造制御された高品質のナノ
シート構造の作製を目指す。さらに得られたナノシートに対し、光学的性質や電子状態などの物性測定を行
い、ナノサイズ化に伴う物性変化を明らかにする。また、ナノシートの生成メカニズムについても明らかにし
ていく。最終的に、作製したナノ粒子（0次元）、ナノチューブ（1次元）、ナノシート（2次元）を用いて異
なる次元を有するナノ材料の融合構造体の作製を行う。具体的にはナノシート間に構造制御されたナノ粒子や
カーボンナノチューブを配置することで、量子効果に由来するナノ材料独自の物性を効果的に発現できる新規
ナノ材料の創製を行う。特に、導電性に優れるナノカーボン材料と多様な光学特性や触媒作用を有する合金ナ
ノ粒子や酸化物ナノシートの融合を目指す。構造・物性の制御された異なる次元をもつナノ材料から成る融合
体の研究は、世界でも未知の領域であり、ナノ材料の研究分野において大きなインパクトを与えることが期待
できる。また、以上の研究成果を画像処理の手法を用いてビジュアル化する。若い世代に本分野の研究成果を
継続的に発信することは極めて重要であるため、「研究成果の見える化」を本事業において推進し、本学のブ
ランド力の向上に活用する。さらに、ナノ材料分野の最新の研究成果を発信するシンポジウムを毎年開催し、
一般社会に対してアピールを行い、本学のブランドイメージを高めていく。上記の研究成果の評価は、学術論
文発表回数、学会発表回数を中心に行う。また、自己点検・評価を本学の研究ブランディング事業実施委員会
が行うとともに、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会が、本事業の研究
成果に対する評価を行う。さらに必要に応じて海外の研究者からの意見を聴取し評価を行う。
【科学的・技術的、社会的・経済的意義、国際的な経済・社会の発展や科学技術の進展への寄与】
上述したように、ナノ材料は現在世界中で盛んに研究が行われているが、生成メカニズムなど基礎的な部分
で未解明な点が多い。また、同じ物質でもナノサイズになることで量子効果等により新たな物性を発現するこ
とが知られており、特に、異なる次元を有するナノ材料融合体の実現を目指し、新規ナノ材料の開拓と創製を
目的とする本事業の学術的・科学的意義は大きく、研究成果は科学技術の進展に大きく貢献すると期待でき
る。また、ナノ材料は、触媒、太陽電池など様々な応用が期待されており、新たな産業を生み出す力となる。
例えば、カーボンナノチューブはまだ実用化の初期段階であるが、構造により半導体や金属にもなり得る上、
電気的・熱的・機械的特性が極めて優れている。そのため、カーボンナノチューブの構造制御技術の実現は、
高効率の太陽電池や高速コンピュータ、さらには、自動車や航空機・宇宙船向けの高強度部材や宇宙エレベー
タの開発につながることから、波及効果は非常に大きい。また、貴金属触媒の代替となる新たな遷移金属ナノ
粒子の開発により、燃料電池の普及や排ガス処理の低コスト化が可能となり、遷移金属ナノシートの組成・構
造制御が実現すれば、キャパシタやLiイオン電池の性能が大きく向上することから、環境・エネルギー問題の
解決につながり、社会的・経済的意義は非常に大きい。さらに、炭素や一部の遷移金属は地球上に豊富に存在
するため、これらを構成元素とするナノ材料はレアメタル問題を解決し、低炭素社会の実現につながることか
ら、国際的な経済・社会の発展への寄与は極めて大きいといえる。

3

名城大学

３．ブランディング戦略（５ページ以内）
１．本学の将来ビジョンと本事業による独自色との関連性
本学では、他大学に先んじて、経営戦略の重要性を学内で共通認識として持ち、2003年からビジョン設定を
含めた戦略プランの検討を開始した。その結果、「MS-15」と通称する2015年をマイルストーンとする戦略プラ
ンを策定し、教育・研究・社会貢献を軸に様々な改革を進めてきた。その成果は、高校生の志願度や実就職率
などの成果指標などにも表れ、中部地区において有数の文理融合型総合大学としてポジションを確立してき
た。その後、目標年としていた2015年を迎えたことから、開学100周年にあたる2026年を目標年とする新たな戦
略プラン、「MS-26」を策定した。このMS-26では、ブランディングにおいても重要視されている①価値、②個
性、③共感性を踏まえた戦略プランとなっている。
具体的には、本学の立学の精神「穏健中正で実行力に富み、国家、社会の信頼に値する人材を育成する」を
普遍的理念として位置付けた上で、本学に関わる全ての人達と共有したい価値観として「生涯学びを楽しむ」
を掲げている。この価値観は、学生に対して、人生を楽しみながら一生涯学び続けていくためにも、在学中に
学ぶ楽しさに気づいてほしいというメッセージを込めている。また、教職員に対しても、「教える楽しさ」、
「研究する楽しさ」、「仕事の楽しさ」を実感しながら日々送って欲しいというメッセージになっている。こ
の価値観は、本法人の創設者の創設時の思いと今日まで脈々と受け継がれてきた精神を現代的、かつ端的に表
現したものである。
こうした価値観を前提として、本学は中部地区有数の総合大学であることを踏まえ、社会との繋がりを含め
た「多様性」が強みであり、その強みを生かして将来ビジョンを設定している。具体的には、2026年をマイル
ストーンとして、多様な経験を通して、学生が大きく羽ばたく「学びのコミュニティ」を創り広げる大学にな
ることを目指しており、本学として、「名城らしい」あるいは「名城ならでは」の多様な経験の場をつくり、
「多様性」を活かした「学びのコミュニティ」を創り広げていくものである。
このビジョン自体は、教育を中心としてはいるものの、当然のことながら教育、研究、社会貢献それぞれの
相乗効果により、実現していくことが重要であり、以下のとおりミッションを掲げている。
（教育ミッション）主体的に学び続ける『実行力ある教養人』を育てる
（研究ミッション）『学問の探究と理論の応用』を通して、成果を教育と社会に還元する
（社会貢献ミッション）社会との『人的交流』を通して、地域の活性化に貢献する
特に研究に関しては、本学は長い歴史の中で、実学を重視し、真に社会へ貢献する研究を進めてきた。この
伝統を礎に、学問を探究するとともに、研究に裏打ちされた教育の実践、応用を通じた実社会への貢献を目指
すことを研究ミッションとして表現している。本学は、これまでMS-15の取り組みの中で、「研究拠点づく
り」、「競争的研究資金の獲得」、「産学官連携強化」を研究の重要テーマに位置付けて取り組み、総合研究
所を基盤として高度な研究成果を広く社会に還元し、一定の成果を上げてきた。今後は、本学が培ってきた強
みを活かしながら、特に、国際化推進の一環として、国際的研究拠点の確立と国際共同研究の推進を重点課題
として支援していくこと、更に、本学が有する自由な発想に基づく独創的な研究を組織レベル、若しくは個人
レベルで展開し、そうした研究成果を広く社会や教育に還元していくことを目指している。
また、本学の基本戦略であるMS-26では、下記の成果体系図によって、ビジョンを軸に体系化しており、「研
究の充実」を戦略ドメインの一つとして位置付けている。
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研究の充実のドメインでは、「研究環境の充実を通して、社会に評価される学術の創造と普及を図り、教育
と社会に還元する」を基本目標とし、国際的な研究拠点の育成と強化、独創的研究の推進と研究成果の社会へ
の発信に取り組んでいる。
本学では、戦略プランであるMS-15の時代から、21世紀COEプログラムに採択された「ナノファクトリー」を
軸に、国際的な研究拠点の育成に力を入れてきた。ここでは、ナノカーボンとナノライドの2つの材料を基軸と
したものであり、カーボンナノチューブの発見者であり、文化勲章の受章者である飯島澄男終身教授が拠点
リーダーを務め、世界に対して本学の研究力の高さを発信してきた。その後、平成26年には、本学の赤﨑勇終
身教授が高輝度青色LEDの発明により、ノーベル物理学賞を受賞したことで、さらに本学の研究力の高さに対す
る社会からの評価も高まった。平成28年度「私立大学研究ブランディング事業」において、「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」が採択され、「世界の名城大」というブラン
ド構築を進めている。
現在、新たなビジョンの実現に向けて取り組んでいるMS-26では、国際的研究拠点づくりを戦略計画に位置づ
けており、①拠点件数、②国外研究機関等との連携・交流・共同研究件数、③国外研究者来学件数を成果指標
として掲げている。国際的研究拠点として、既に「名城大学光デバイス研究センター」を設置しているが、本
事業によって「名城大学ナノマテリアル研究センター」を新設することで、ナノ材料分野において、本学が世
界レベルの研究であることを確固たるものとし、本学の基本戦略が目指す開学100周年に向けて、「世界の名城
大」というイメージを確立し、ビジョンの実現に貢献していくものである。
２．本学が展開するブランディング戦略の概要
（１）現状の本学のイメージ分析
本学の理念及びMS-26戦略プランについては、学内外への浸透に向け、学内の広報誌、学生便覧、その他各種
広報媒体、ホームページ、教職員携帯用のビジョンカード等で周知を図るとともに、戦略プランのイメージを
可視化するため、ビジョンムービーを作成し、学内行事での活用とともに、ホームページでも公開し、周知徹
底を図っている。
また、本学では、MS-26戦略プランにおいて、「組織・経営改革」のドメインに「ブランド力向上」を行動目
標の一つに掲げており、学内外の広報を戦略的に行っている。具体的には全学の会議として、常勤理事会の下
に「広報戦略会議」を設置しており、現状のポジショニングを各種調査などから可視化し、各ターゲットに応
じた年間の広報計画を策定し、具体的な広報を展開している。
現在、本学の社会からのイメージとして、平成26年8月にビジネスパーソン、中学生以上の子を持つ父母、教
育・研究機関従事者を対象として調査した「日経BP調査（大学ブランド・イメージ2016-2017）中部・北陸編」
では、ビジネスパーソンからは、「親しみがある」、「学長・教授陣に魅力がある」、「学部学科が充実」、
父母からは、「今注目・旬である」、「親しみがある」、「学長・教授陣に魅力がある」、「学部学科が充
実」、「リーダーシップがある(学生)」、「存在感がある(学生)」、教育・研究機関従事者からは、「研究施
設が充実」、「学長・教授陣に魅力がある」、「立地が良い」、「個性的である(学生)」、「勉強・研究熱心
(学生)」、「集中力がある(学生)」といったイメージが1位となっている。自由意見の中には、「ノーベル
賞」、「理系」、「総合大」といったキーワードも多く、赤﨑勇終身教授がノーベル物理学賞を受賞したこ
と、総合大学としての学部等の幅広さなどが影響しているものと分析している。
また、「大学通信」調べによる大学ランキングでは、「学びたい学部・学科がある大学」と「学生サポート
が充実している大学」において北陸・東海私立大1位、「研究力が高い大学」で北陸・東海私立大3位となって
おり、ここでも総合大学としての特徴やノーベル物理学賞の受賞の影響が伺える。
一方で、大学としても力を注いできた教育ビジョン、国際化などはイメージとして認識されておらず、統一
したイメージづくりも十分でないことが明らかとなった。
また、対象者によってイメージのバラつきも見受けられ、ナノ材料分野における世界レベルの研究力の高
さ、総合大学としての多様性など、本学の個性が十分に伝わっていないことも明らかとなった。
（２）分析に基づくブランディング戦略の展開
前述の本学に対するイメージ分析に基づき、本学の総合大学としての個性を生かしつつ、世界レベルの研究
の高さをテコに、教育ブランドと社会貢献ブランドを相乗効果によって高め、「世界の名城大」という統一し
たブランドイメージをつくり上げていくことを目指す。そのためにも、ユニバーシティ・アイデンティティを
確立することが必要であり、
下図のように、理念（Mind
Identity）【立学の精神：穏健
中正】、行動指針（Behavior
Identity）【価値観：生涯学び
を楽しむ】、シンボル（Visual
Identity）【開学100周年に向け
た統一シンボル】によって個性
を確立し、多様性と研究力の
高さを軸にした「世界の名城大」
という統一したイメージを構築
する。
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具体的には、本学では理念や価値観に基づき、組織の志として、開学100周年に向けたMS-26戦略プランを策
定しており、この体系化された成果体系図に基づき、ブランド構築を進めていく。その際、下図のとおり、本
学の強みである
「研究ブランド」、特にナノ
材料分野における世界レベル
の研究力の高さをテコに、
「教育ブランド」、「社会貢
献ブランド」を連携させ、
「研究・教育ブランド」、
「研究・社会貢献ブランド」、
「教育・社会貢献ブランド」
の獲得イメージの目標を設定
し、MS-26に掲げるミッション
と融合させることで、「世界
の名城大」というイメージを
確立していく。
また、現在、本学で
は、国際化に向けた戦略
計画をスタートさせており、
欧米やアジアの大学や研究機
関との交流の中で多様性を強
化する取り組みも行っている。
国際的にも開かれた世界レベ
ルの研究拠点を形成していく。
３．ブランディング戦略の対象と効果
上記のブランディング戦略を進めるにあたり、開学100周年に向けたMS-26のPDCAサイクルを回していくこと
を前提とする。MS-26では、対象とするターゲットを想定した上で、5つの戦略ドメイン（人材の確保と育成、
教育の充実、研究の充実、社会貢献、組織・経営改革）を設定しており、そのターゲット（在学生、高校生
等、研究機関、小学・中学・高校生、社会、企業採用担当、在学生、卒業生、教職員）をイメージ戦略に基づ
くブランドコンセプトごとに整理した。また、ブランドコンセプトごとのターゲット及び期待する行動等は、
以下のとおりである。

6

名城大学
４．ブランディング戦略の工程と達成目標
本学では、開学100周年に向けた戦略プラン、MS-26がスタートして2年が経過し、ビジョンの実現に向けて
様々な改革を進めている。この戦略プランでは、戦略計画ごとに成果指標を設定し、毎年のプロセス管理をし
ており、最終的なビジョンの実現に向けたKPI（Key Performance Indicator）として、①学生の大学に対する
満足度、②学生の学修成果、③就職満足度、④卒業後の帰属意識、⑤教職員の帰属意識の5つを掲げている。
大学の基本戦略として、これらKPIを向上させると共に、今回のブランディングによる大学のイメージ戦略を
強化していくため、下記のとおり、研究ブランディングのための情報発信、プロモーション等を進め、5年後の
目標値の達成に向けて取り組む。以下に第一段階から第四段階を記す。
〔第一段階〕
新たな国際的研究拠点として「名城大学ナノマテリアル研究センター」を設置し、新規ナノ材料の開拓と創
製に関する
世界レベルの基礎研究を全学体制で進め、平成28年度「私立大学研究ブランディング事業」に採択された
「名城大学光デバイス研究センター」と併せて研究成果の見える化と情報発信を進める。
○新規ナノ材料の開拓と創製に関する基礎研究の研究成果の情報発信と年間目標
・学術論文発表件数（目標：年間 20件）
・学会発表件数（目標：年間 53件）
・専用ホームページによる研究内容の発信（目標：年間アクセス件数 11,400件）
・本事業のメディアによるPR（目標：年間 10件）

〔第二段階〕
○ブランディングターゲット毎のプロモーション等とプロセス指標
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〔第三段階〕
○ブランディングターゲット毎の関心・共感の獲得
・各ターゲット層に対するイメージ調査について、民間の調査結果の活用に加え、本学独自のアンケー
ト調査を定期的に実施し、「世界の名城大」というブランドの下に、多様性、研究力の高さといった
イメージの獲得状況を把握する。
・「大学ブランド・イメージ調査（北陸・東海編）／ビジネスパーソンベース」（日経BPコンサルティ
ング）において、平成33年度までに3位以内を目指す。（【現在】2016-2017年調査: 9位）
・高校生に聞いた大学ブランドランキング「進学ブランド力調査（㈱リクルートマーケティングパート
ナーズ）」志願したい大学ランキングにおいて、平成33年度までに東海エリア1位を目指す。
（【現在】進学ブランド力調査2016：2位）

〔第四段階〕
○ブランディングターゲット毎の協力・評価の獲得

５．達成目標を把握する方法
現在、本学ではMS-26戦略プランに基づくプロセス指標は毎年、学生へのアンケートや各部署からのレポー
ティング等により把握し、アニュアルレポートとして纏めるとともに、次年度の戦略プラン策定に繋げる独自
の内部質保証の仕組みを持っている。この戦略マネジメントシステムと併せて、今回のブランディング戦略に
基づく取り組みについては、ターゲットごとのプロモーションの成果指標を年度ごとに集約し、定量的な数値
を把握するとともに、各プロモーション事業の質的データも必要に応じて把握していく。
更に、指定するターゲットからの本学に対するイメージ把握については、民間会社のイメージ調査結果を活用
するとともに、本学独自のアンケートによる「イメージ調査」を実施することで補完していく。そして、プロ
モーション活動等の結果としてのブランディングターゲット毎の協力・評価の獲得状況についても、毎年、学
内データを戦略プランに掲げるKPI指標と合わせて集約し、これらの結果を全学の「広報戦略会議」及び「研究
ブランディング事業実施委員会」において、プロセス及び達成度の自己点検・検証を行い、プランの改善に繋
げ、PDCAサイクルを回していく。このことによって、より多くの人々に、本学が多様性、研究力の高さをキー
ワードとして「世界の名城大」というイメージを持ってもらい、本学に対する協力・評価を得て、本学が開学
100周年(2026年)をマイルストーンとするビジョンの実現を目指す。
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４．事業実施体制（２ページ以内）
【学内の実施体制】
図に示すとおり、本事業は学長を議長とする大学協議会で審議され、学長のリーダーシップの下、展開され
る。また、「研究ブランディング事業実施委員会」が本事業を総括し、研究は飯島澄男終身教授を名誉セン
ター長、丸山隆浩教授をセンター長とする「ナノマテリアル研究センタ―」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さ
れる。「ナノマテリアル研究センター」には、名誉センター長、センター長に加え、本事業に参画する本学の
ナノ材料研究者が所属し、本事業を集中的・効率的に推進する。
ブランディング活動に関しては、「MS-26基本戦略部会」が策定したMS-26に係る基本戦略に基づき、本学の
広報関連の実務を担当する事務組織「渉外部」が所管する「広報戦略会議」が、本学のブランド戦略・広報戦
略を主導する。「広報戦略会議」は、関連部署と連携しながら、「研究ブランディング事業実施委員会」をサ
ポートし、ブランディング活動を進めていく。「広報戦略会議」は、本学常勤理事・副学長・渉外部事務部長
に加え、経営や財政に関連する組織の長がメンバーとなり構成されている。また、「MS-26基本戦略部会」
は、「名城戦略会議」の部会の一つであり、常勤理事や副学長、学部長らがメンバーとなり構成されている。
研究活動に関しては、事業計画書に基づき、「研究ブランディング事業実施委員会」が本事業の研究活動を
企画し、「ナノマテリアル研究センター」が、本学教員の研究活動をサポートする事務組織「学術研究支援セ
ンター」の支援を受けながら実施する。
本事業のPDCAサイクルは、研究活動に関しては、「計画（Plan)」・「評価（Check)」は「研究ブランディ
ング事業実施委員会」が行い、「実施（Do)」・「改善・行動（Action)」を「ナノマテリアル研究センター」
が行う。ブランディング戦略に関しては、「計画（Plan)」・「評価（Check)」は「広報戦略会議」が行い、
「実施（Do)」・「改善・行動（Action)」を「研究ブランディング事業実施委員会」が「渉外部」と連携して
進める。また、事業全体のPDCAサイクルに関しては、学長の強いリーダーシップの下、「研究ブランディング
事業実施委員会」が「計画（Plan)」を策定し、「実施（Do)」・「改善・行動（Action)」を「ナノマテリア
ル研究センター」と「渉外部」が中心になって行う。「評価（Check)」は、外部評価委員の意見を聴取しなが
ら「研究ブランディング事業実施委員会」が行う。
【自己点検・評価体制】
自己点検・評価は、「研究ブランディング事業実施委員会」にて行う。
【外部評価体制】
学外の評価委員として、北川宏京都大学教授や楠美智子名古屋大学教授をはじめとする、ナノカーボン材料
やナノ材料に精通した学界関係者や、本田史郎東レ㈱化成品研究所所長、稲垣伸二㈱トヨタ中央研究所シニア
フェローなどの企業関係者、さらには中部経済産業局などの行政機関関係者を選任している。外部評価委員に
は年に1回程度の頻度で意見聴取を行い、事業の進捗状況のチェックを通じて、本事業の有機的な推進を図
る。
【外部との連携体制】
ナノ材料の高度な分析を、文部科学省ナノテクノロジー・プラットフォーム分子・物質合成の運営責任者で
ある横山利彦教授（分子科学研究所）と連携し、本プラットフォームの協力を仰いで進めていく。本プラット
フォームの支援などにより、分子科学研究所・名古屋大学・名古屋工業大学など近隣の大学や愛知県科学技術
交流財団などの公的機関に加え、京都大学や立命館大学などとも連携し、研究を推進して行く。また、ナノ材
料分析において有効な、高輝度光を利用した分析が可能な放射光施設での実験や解析も実施する。そのため、
あいちシンクロトロン光センターやSpring-8を利用した分析を行う。その際、放射光施設での実験に精通して
いる名古屋大学の田渕雅夫教授らと連携して行う。さらに、国際共同研究に関しても積極的に進める。これま
で国際交流のある上海大学（中国）・浙江大学（中国）・マドラス大学（インド）・ケンブリッジ大学（英
国）や共同研究を行ってきたモンペリエ大（フランス）やパンジャブ大（インド）との連携は強力に推進す
る。さらには、大学院生の海外派遣や相互派遣による交流を通じて、研究レベルの向上と国際化を図る。
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５．年次計画（３ページ以内）
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平成29年度
【研究活動】 新規ナノ材料の開拓と創製に向け、必要な実験装置導入の準備を行い、国際的
な研究基盤形成のための環境を整備する。また、従来のナノカーボン材料分野の基礎研究を推
進する。達成目標：ナノマテリアル研究センターを設立し全学体制を構築する。金属触媒粒子
からの単層カーボンナノチューブの生成過程の解明と触媒金属種による単層カーボンナノ
チューブの構造制御を実現する。ナノ材料系学術論文発表件数：20件、学会発表件数：53件、
受託研究・共同研究の受入れ：100件
【ブランディング戦略】 ホームページの作成等を通じて、本学のナノ材料の研究レベルを国
内外に発信するための環境整備を行う。達成目標：本学のホームページへのアクセス件数：前
年度比１％増、日経BPによる本学のイメージ調査：前年度よりランクアップ、高校への模擬講
義・実験開催数：前年度比10%増、入学志願者数：中部地区１位維持、在学生の本学への好感
度：前年度比10％増、実就職率：全国私大トップクラスの維持、地域連携協定件数：前年度比
【研究活動】 新規ナノ材料の開拓と創製による国際的な研究拠点形成に必要な実験装置の導
入を行う。具体的には、合金ナノ粒子や酸化物ナノ粒子を作製するためのアークプラズマ成膜
装置を導入する。また、作製したナノ材料のサイズや構造・結晶性など物性を評価するAFM-ラ
マン装置を導入する。同時にナノカーボン材料に関する基礎研究、特にカーボンナノチューブ
やグラフェンの生成メカニズムの解明と構造制御の実現に向けた研究を進める。以上を効率的
に進めるため、研究ブランディング事業実施委員会の下に既設の「光デバイス研究センター」
と並列して「ナノマテリアル研究センター」を設置する。本センターには本学のナノ材料分野
の研究者が結集し、現在各研究者が個々に保有しているナノ材料研究用装置を一括して保守・
管理・運営することで、各研究者間の連携の強化と装置利用の効率化を図り、有機的な連携の
下、ナノ材料分野の研究を強力に進められる体制を構築する。さらに、ナノ材料の解析には高
感度の分析手法が必須のため、学内の実験装置に加え、文部科学省ナノテクノロジー・プラッ
トフォーム事業等の支援なども活用し、分子科学研究所など他機関と連携することで高度なナ
ノ材料解析を進める。また、高輝度光を用いることで高感度・高分解能分析が可能な放射光施
設を積極的に利用し、あいちシンクロトン光センタ―など放射光施設での分析も進める。
【ブランディング戦略】 本学のナノ材料の研究成果をアピールするためのホームページを作
成する。また、一般に公開されたシンポジウムを開催し、カーボンナノチューブの発見に始ま
るナノ材料研究と本学との関わりや、過去の優れた研究成果を積極的に広報し、情報発信す
る。さらに近隣の小・中・高校で模擬講義・実験を実施し、ナノ材料とその特異性・重要性を
理解してもらう啓発活動を実施する。ブランディング活動に関しては、前年度から開始してい
る本学の研究ブランディング事業「青色LEDを起点とした新規光デバイスによる名城大ブラン
ド構築プログラム」を推進する光デバイス研究センターと協力して進めることで、「ナノ材
料」と「青色LED」を本学のツインブランドとして広く広報し、本学には世界レベルの材料研
究が複数存在し、活発な研究活動を行っていることを強くアピールする。これにより東海地区
のみならず国内における本学のプレゼンスを高め、全国から質の高い学生の獲得を目指す。
【目標達成度の測定方法】 研究活動に関しては学術研究審議委員会と、ブランディング戦略
に関しては広報戦略会議と連携し、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。また、外部評価委員の意見を聴取し、客観的に目標達成度を測定する。
平成30年度
【研究活動】 新規ナノ材料の開拓と創製に向けた環境整備を進めつつ、ナノカーボン材料と
ナノ粒子に関する研究を推進する。達成目標：グラフェン生成の初期過程を明らかにする。溶
液法および気相法により、直径10 nm以下の均一性の高い合金ナノ粒子と酸化物ナノ粒子の作
製を実現する。ナノ材料系学術論文発表件数21件、学会発表件数：56件、受託研究・共同研究
の受入れ：前年度3件増
【ブランディング戦略】引き続き、ホームページの更新、シンポジウムの開催等を通じて、ブ
ランディング活動を推進する。達成目標：本学のホームページへのアクセス件数：前年度比
１％増、本事業のホームページサイトへのアクセス件数：前年度比5％増、本事業主催シンポ
ジウムへの来場者数：前年度比１0％増、日経BPによる本学のイメージ調査：前年度よりラン
クアップ、高校への模擬講義・実験開催数：前年度比10%増、入学志願者数：中部地区１位維
持、自己点検・評価の得点率：前年度比2％増、外部評価の得点率：前年度比2％増、在学生の
本学への好感度：前年度比10％増、実就職率：全国私大トップクラスの維持、地域連携協定件
数：前年度比20％増
【研究活動】 ナノマテリアル研究センターの体制の整備を進めつつ、平成29年度に導入した
実験装置を整備し、新規ナノ材料の開拓に向け実験を開始する。ナノマテリアル研究センター
には、本事業で購入した装置に加え、本学の研究者が保有している電子顕微鏡等のナノ材料研
究用装置を集約し、本学のナノ材料研究者が有機的に連携して研究を実施できる強固な体制を
構築する。また、若手研究者の養成に向けて、博士研究員を雇用し、また、国内外から研究員
を受け入れ、研究拠点の構築を進める。さらに、文部科学省のナノプラットフォーム事業の支
援なども活用し、名古屋大学や分子科学研究所、あいちシンクロトロン光センターなど、他機
関と連携しながらナノ材料研究を推進する。
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合金ナノ粒子と酸化物ナノ粒子の作製と生成メカニズムの解明に関する研究に着手する。溶
液反応を精密に制御することで、粒径・組成・結晶構造の均一性の高い酸化物ナノ粒子の作製
を行う。また、気相反応を利用したナノ粒子作製も行い、粒径・組成の均一性の高い合金ナノ
粒子の作製を行う。さらに、作製したナノ粒子の微細構造解析を行い、ナノ粒子の生成メカニ
ズムを明らかにする。これに加え、溶液中での剥離法を用いて、酸化物ナノシートの作製と組
成制御に関する研究に着手する。また、引き続きカーボンナノチューブやグラフェンなどナノ
カーボン関係の研究も進め、生成メカニズムの解明や、異種元素ドープグラフェンの作製、さ
らには合金ナノ粒子を触媒として用い、カーボンナノチューブの構造制御の実現を目指し研究
を推進する。
【ブランディング戦略】 引き続きホームページや一般向けのシンポジウム開催を通じて、本
学のナノ材料研究に関する情報発信を行う。また、近隣の小・中・高校で模擬講義や模擬実験
を開催し、ナノ材料の特異性・重要性・将来性を理解してもらうための啓発活動を実施する。
さらに、本学の学生や教職員を対象に、ナノ材料を活用した新しいブランディング手法を公募
し、学内の学生に対する情報発信と新たな手法によるブランディングに着手する。本公募を通
して、学内に対しても本学の研究レベルの高さを周知することで、本学学生のプライド（誇
り）とロイヤリティ（忠誠心）を高め、1万人5千人以上の学生が在籍する本学の規模を活かし
た長期的視野に基づくブランディング活動を実施する。以上のブランディング活動は光デバイ
ス研究センターと協力して実施し、「青色LED」と「ナノ材料」のツインブランド体制の下、
相乗効果による協奏的ブランディングにより本学のブランド力のさらなる向上を図り、全国か
ら質の高い学生の獲得を目指す。
【目標達成度の測定方法】 研究活動に関しては学術研究審議委員会と、ブランディングに関
しては広報戦略会議と連携し、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。また、外部評価委員の意見を聴取し、客観的に目標達成度を測定する。
平成31年度
【研究活動】 引き続き新規ナノ材料の開拓と創製を進めるとともに、酸化物ナノチューブの
作製、酸化物ナノシートの混晶化における組成制御など新たな研究展開を図る。達成目標：グ
ラフェンへの窒素原子ドーピングを実現する。また、酸化鉄および酸化チタンナノチューブの
構造制御技術を開発する。ナノ材料系学術論文発表件数：22件、学会発表件数：59件、受託研
究・共同研究の受入れ：前年度3件増
【ブランディング戦略】 ホームページ等を通じたブランディング活動に加え、前年度の公募
による新たなブランディング手法を展開する。また、中間年度のため、一般を対象にしたアン
ケートを実施し、研究ブランディング事業による本学のブランド力の向上についての検証を行
う。達成目標：本学のホームページへのアクセス件数：前年度比１％増、本事業のホームペー
ジサイトへのアクセス件数：前年度比5％増、本事業主催シンポジウムへの来場者数：前年度
比１0％増、日経BPによる本学のイメージ調査：前年度よりランクアップ、高校への模擬講
義・実験開催数：前年度比10%増、入学志願者数：中部地区1位維持、自己点検・評価の得点
率：前年度比2％増、外部評価の得点率：前年度比2％増、在学生の本学への好感度：前年度比
10％増、実就職率：全国私大トップクラスの維持、地域連携協定件数：前年度比20％増
【研究活動】 気相法と溶液法を併用し、合金ナノ粒子や酸化物ナノ粒子の粒径・組成・結晶
構造の制御を行う。また、ナノシートの研究では、酸化物ナノシートに加え、窒化物ナノシー
トの作製に着手し、これらナノシートの組成・膜厚制御や結晶性の向上を図る。一方、酸化物
ナノシートを基に酸化物ナノチューブ構造の作製とその物性評価にも取り組む。ナノカーボン
材料についても引き続き研究を実施し、カーボンナノチューブの構造制御やグラフェンの結晶
性の改善を目指す。また、新たにナノカーボンへの異種原子の導入による混晶化の研究も開始
する。これらナノ材料の分析には、本事業の支援を受けてナノマテリアル研究センターに配備
した各種実験装置を使用し、また、文部科学省のナノテクノロジー・プラットフォーム事業の
支援などを活用し、分子科学研究所など他機関の分析装置も利用して研究を進める。さらには
放射光を用いた高度な解析を行うことで、ナノカーボン・ナノ粒子・ナノシートの生成メカニ
ズムの解明を進める。若手研究者育成のための博士研究員の雇用を継続しつつ、国際共同研究
を推進し、国際的な認知度を高めるとともに、また、国際的に開かれた研究拠点としての役割
を強化する。
【ブランディング戦略】 引き続き、本事業による研究成果をホームページ・一般向けシンポ
ジウムや小・中・高校での模擬講義・模擬実験を通じて情報発信する。また、これらの行事を
メディアを通じて積極的に情報発信することで本学のブランド力の向上を図る。また、前年度
に公募したナノ材料に関する新規ブランディング手法の結果を下に、新たなブランディング手
法について検討を行い、新手法を用いてのブランディングを実施する。「青色LED」によるブ
ランド力向上を推進する光デバイス研究センターとも連携し、協奏的効果によるブランド力向
上を戦略的に図る。さらに、中間年度であるため一般向けにアンケートを実施し、本事業によ
る本学のブランド力の向上に関して検証を行う。
【目標達成度の測定方法】 研究活動に関しては学術研究審議委員会と、ブランディングに関
しては広報戦略会議と連携し、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。また、中間年度であるため、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、本学のブランドイメージの向上が進んでいるかを調査し中間評価の指
標として活用する。外部評価委員からの意見を聴取し、客観的に目標達成度を測定する。
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平成32年度
【研究活動】 ナノマテリアル研究センターを中核とし、引き続き新規ナノ材料の開拓と創製
を進める。さらに次元構造の異なるナノ材料をパーツとして組み合わせる次元交差・融合化に
関する研究に着手する。また、画像処理技術を応用し、「研究成果の見える化」も進める。達
成目標：ナノシートとナノ粒子の積層化の実現、ナノ材料の可視化の実現。ナノ材料系学術論
文発表件数：23件、学会発表件数：62件、受託研究・共同研究の受入れ：前年度3件増
【ブランディング戦略】 中間評価の結果をふまえ、引き続きナノ材料の特異性・重要性につ
いて、ホームページ等を通じて一般向けに情報発信し、本学のブランド力を向上させる。公募
により決定したブランディング手法にも取り組む。達成目標：本学のホームページへのアクセ
ス件数：前年度比１％増、本事業のホームページサイトへのアクセス件数：前年度比5％増、
本事業主催シンポジウムへの来場者数：前年度比１0％増、日経BPによる本学のイメージ調
査：前年度よりランクアップ、高校への模擬講義・実験開催数：前年度比10%増、入学志願者
数：中部地区1位維持、自己点検・評価の得点率：前年度比2％増、外部評価の得点率：前年度
比2％増、在学生の本学への好感度：前年度比10％増、実就職率：全国私大トップクラスの維
持、地域連携協定件数：前年度比20％増
【研究活動】 引き続きナノ材料の生成メカニズムの解明について研究を進める。また、異な
る次元構造を有するナノ材料から成るナノ構造融合体の作製に着手する。具体的には、0次元
物質であるナノ粒子と2次元物質であるナノシート、あるいは、1次元物質であるカーボンナノ
チューブと2次元物質であるナノシートなど、異なる次元構造をもつナノ材料を積層させ、融
合化を図ることで、各々のナノ材料の機能を効率よく発現する新規ナノ構造体を開拓し創製す
る。当年度は、この新規ナノ構造体の構造設計と、積層手段の開発を行う。国内外の研究機関
と連携し、国際連携拠点としての役割を強化し、より強固な研究拠点の構築を行う。また、
「研究成果の見える化」も進め、ブランディング活動にも活用する。
【ブランディング戦略】 中間審査の結果を踏まえ、引き続き本事業による研究成果をホーム
ページ・一般向けシンポジウムや小・中・高校での模擬講義・模擬実験を通じて情報発信す
る。また、これらの行事をメディアを通じて積極的に情報発信することで本学のブランド力の
向上を図る。公募により決定したブランディング手法についても、引き続き取り組む。さら
に、研究ブランディング事業「青色LEDを起点とした新規光デバイス開発による名城大学ブラ
ンド構築プログラム」が最終年度に実施する一般に公開されたシンポジウムにおいて、本事業
の取り組みを紹介し、世界レベルの材料研究の拠点を２つ有する本学の特徴をアピールし、協
奏的ブランディングを進め、ブランド力の向上を図る。
【目標達成度の測定方法】 研究活動に関しては学術研究審議委員会と、ブランディングに関
しては広報戦略会議と連携し、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。外部評価委員からの意見を聴取し、客観的に目標達成度を測定する。
平成33年度
【研究活動】 本事業の研究活動の集大成として異なる次元構造をもつナノ材料から成るナノ
構造融合体を実現する。画像処理技術を発展させ、「研究成果の見える化」を実現する。達成
目標：ナノシートとナノチューブの積層構造の実現とその可視化の実現。ナノ材料系学術論文
発表件数：24件、学会発表件数：前年度比65件、受託研究・共同研究の受入れ：112件
【ブランディング戦略】 これまでの取り組みに加え、最終年度につき、一般に公開されたナ
ノ材料に関するシンポジウムを開催し、本事業の成果を広くアピールする。達成目標：本学の
ホームページへのアクセス件数：前年度比１％増、本事業のホームページサイトへのアクセス
件数：前年度比5％増、本事業主催シンポジウムへの来場者数：前年度比１0％増、日経BPによ
る本学のイメージ調査：前年度よりランクアップ、高校への模擬講義・実験開催数：前年度比
10%増、入学志願者数：中部地区1位維持、自己点検・評価の得点率：前年度比2％増、外部評
価の得点率：前年度比2％増、在学生好感度：80.0％、実就職率：全国私大トップクラスの維
持、トムソンロイター論文引用度指数「材料科学分野」国内1位、地域連携協定件数：22件
【研究活動】 ナノシートとナノチューブを複合化した新規ナノ構造融合体の作製を行い、単
独ではもち得なかった機能を発現する新規ナノ材料の開拓を行う。国際共同研究も推進する。
また、画像処理技術を応用し、新規ナノ構造体をビジュアル化することで、「研究成果の見え
る化」をさらに進める。
【ブランディング戦略】 研究ブランディング事業「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」と協力し、ホームページやショールームを本学の恒
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、模擬講義・模擬実験について
は、日本の将来を支える人材育成においても重要な事業であることから、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、本学の在学生・卒業生に対してもブランディ
ングを進め、在学生・卒業生を通じての本学のブランド力の向上を図る。同時に本学の卒業生
が高い研究能力を活かして国際的に活躍することによって、「研究の名城大」「世界の名城
大」というブランドイメージの構築を目指す。
【目標達成度の測定方法】 最終年度の報告会を兼ねた一般に公開されたシンポジウムを開催
し、それに対してのアンケートを実施することで、社会におけるブランド力の向上を測定す
る。研究活動に関しては学術研究審議委員会と、ブランディングに関しては広報戦略会議と連
携し、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。外部評
価委員からの意見を聴取し、客観的に目標達成度を測定する。
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６．既選定事業との関連（該当する場合のみ：１ページ以内）
① 既選定事業の進捗状況： 本学では，「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」が平成28年度より本事業に選定されている。初年度となる平成28年度は、大学のブランド力
の向上のため、ブランディング事業および研究開発拠点の整備について、以下を実施した。
１）大学ブランディングの事業：本事業に関するホームページを製作し、一般公開した。また、本学天白キャ
ンパスの校友会館に赤﨑・天野ノーベル賞記念展示室を開所した。さらに、学生や一般市民向けに光デバイス
に関するシンポジウムを開催した。本学の吉久学長や竹内センター長の挨拶や講演などが行われ、学内外から
150名以上の参加者があった。これに加え、高校での模擬実験2件と、小学生を対象としたノーベル物理学賞受
賞記念事業「学びを楽しもう」を本学ナゴヤドーム前キャンパスで開催し、模擬講義を行った。メディア展開
として、中日新聞に光デバイス研究センターの研究内容の紹介や光デバイス研究センター主催のシンポジウム
の案内や内容が掲載された。本学の光デバイス研究の認知度に関するアンケート調査も行った。
２）研究開発拠点の整備：本学天白キャンパスの14号館を活用し、新領域・新機能光デバイスの世界的な開発
拠点の構築を進めた。平成29年度に導入するMOVPE装置をはじめとした光デバイス作製に必要な装置の導入の
ため、付帯設備の整備を行った。また、現有の装置を用いて光デバイスに関する研究を進め、世界最高出力を
誇る4.2 mWの青紫色窒化物半導体面発光レーザの実現やGaN系電子線励起レーザの実現などの成果を残した。
さらに量子殻活性層、分極ドーピングやトンネル接合など光デバイス応用に関する検討も行った。一方、光デ
バイスの社会実装を念頭におき、複数の企業との連携を進め共同研究の締結を行った。さらに、ドイツ・ベル
リン工科大学から研究員の受け入れを行い、韓国の漢南大学に大学院生を派遣するなど国際連携も進めてい
る。
②既選定事業と今回の申請事業の内容の関連性：既選定事業は「高輝度LEDの発明」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が、これまで本学において実現してきた世界最短波長半導体レーザ、高
効率紫外LED、面発光レーザなど様々なフロンティアデバイスの実績を基に推進するものである。これに対し
本事業は、1980年代に戦略的創造研究推進事業（ERATO）の林超微粒子プロジェクトにおいて本学で実施され
た上田良二教授（当時）によるナノスケールの微粒子に関する研究や、飯島澄男終身教授によるカーボンナノ
チューブの発見をベースに、伝統的に本学の得意分野であるナノスケールの観察と評価に関する技術を基盤と
し、新規ナノ材料の創成を中心とする基礎研究を通じて、ナノ材料分野での名城大ブランドを構築するもので
あり、既選定事業との研究内容の重複はない。
③大学の将来ビジョンに照らして、複数の独自色を打ち出す必要性の有無：本学では大学開学100周年にあた
る「2026年」を達成年度とする将来ビジョン「MS-26（Meijo Strategy 2026）」を策定している。本プランで
は立学の精神「穏健中正」の理念を基に「多様な経験を通して、学生が大きく羽ばたく『学びのコミュニ
ティ』を創り広げる」ことを2026年に目指す将来像としている。これを実現するため、「教育ミッション」
「研究ミッション」「社会貢献ミッション」の３つのミッションを推進している。「研究ミッション」では
「『学問の探求と理論の応用』や研究環境の充実を通して成果を教育と社会に還元すること」を目標としてい
る。本事業ではナノ材料の基礎研究に立ち返ることで学問を探求し、また、理論の応用も可能になることか
ら、本ミッションに合致した内容となっている。さらに、研究活動を通じて在学生が社会との交流を深めるこ
とができるため、「社会貢献ミッション」にも合致している。以上より、本事業の内容は本学の将来ビジョン
に合致した内容を含み、２つの独自色を打ち出すことで、「世界の名城大」ブランドの構築に大きく近づくこ
とから、本事業を実施することの必要性は非常に高い。また、トムソン・ロイター社の調査によると、20102014年の材料科学分野の論文引用度指数で本学が国内1位となったが、これは、ナノ材料と窒化物半導体とい
う2つの世界レベルの材料研究を本学が推進してきた結果であるといえる。2つの高いレベルの研究をアピール
することで、本学が多様な材料研究を世界水準で推進していることを一般社会に強く印象づけ、両者のシナ
ジー効果による協奏的ブランディングが期待できることから、「世界の名城大」ブランドを確立するためにぜ
ひとも必要である。
④複数事業を全学的に実施・支援する体制の整備状況：本事業は既選定事業と同様に学長を議長とする大学
協議会で審議され、学長のリーダーシップの下、展開され、「研究ブランディング事業実施委員会」が本事業
を統括する。事業は飯島澄男終身教授を名誉センター長とする「名城大学ナノマテリアル研究センター」が推
進する。本センターのメンバーは、既選定事業「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」を推進する「光デバイス研究センター」との重複はない。
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