
２. (２)１)では日本、米国、EC、ドイツ、フラ

ンス、英国のナノテクノロジーにおける研究政策の

概要を紹介した。本節では、これらの国の新たな公

的プログラムにより設立されたナノテクノロジー研

究拠点を紹介する。ナノテクノロジー研究開発の最

大の特徴の一つはナノスケール領域における異分野

学問の融合である。その促進のための体制として、

情報・インフラの中核研究拠点およびそれを取り巻

く機関から成るネットワーク（クラスター、コンソ

ーシアムなどとも呼ばれる）の形成が重視される。

このような体制は産学官連携による事業化・産業化

の加速の観点からも強く指向される。

11）日本の新たなナノテクノロジー研究拠点
日本では第二期科学技術基本計画に基づき、重点

四分野の一つであるナノテクノロジー・材料分野に

おいて新しい施策が開始され、新たなナノテクノロ

ジー研究拠点が創成された。その代表的なものを以

下に紹介する。

（１）ナノテクノロジー総合支援プロジェクト

本プロジェクトは産学官すべての研究者を情報・

インフラ両面において支援すべく、文部科学省によ

り2002年度に開始された。1)情報支援は物質・材料研

究機構内に設立されたナノテクノロジー総合支援プ

ロジェクトセンターが受け持ち、ホームページ、メ

ールマガジンによる情報発信、シンポジウム、セミ

ナーの開催、海外研究者との交流プログラムなどを

行っている。一方インフラ支援に関しては次の14の

研究機関が４種類の大型・最先端施設を共用施設と

して外部の研究者に対して利用機会を無償で提供し

ている。

① 超高圧透過型電子顕微鏡

・物質･材料研究機構

・東北大学／金属材料研究所

・大阪大学／超高圧電子顕微鏡センター

・九州大学／超高圧電子顕微鏡室

② 極微細加工・造形

・産業技術総合研究所

・早稲田大学／ナノテクノロジー研究所

・東京工業大学／量子ナノエレクトロニクス研究

センター

・広島大学／ナノデバイスシステム研究センター

・大阪大学／産業科学ナノテクノロジーセンター

③ 放射光

・SPring-８

高輝度光科学研究センター

日本原子力研究所

物質･材料研究機構

・立命館大学／総合理工学研究機構SRセンター

④ 分子・物質総合合成・解析

・自然科学研究機構／分子科学研究所

・京都大学／化学研究所、ベンチャービジネス・

ラボラトリー、ナノ工学高等研究院

・九州大学大学院／工学研究院

2003年度の共用施設の支援件数は表１のとおりで

ある（文部科学省の支援額は23億円）。

61

ナ
ノ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
分
野
に
お
け
る

新
た
な
日
米
欧
研
究
拠
点

0202

02 ナノテクノロジー分野における
新たな日米欧研究拠点 竹村　誠洋　ナノテクノロジー総合支援プロジェクトセンター

表１　ナノテクノロジー総合支援プロジェクト2003年度
共用施設支援件数（カッコ内は2002年度）



（２）知的クラスター創成事業

本事業は地方自治体の主体性を重視しつつ、国際

競争力強化を目指すため、文部科学省により2002年

度に開始された。2)知的クラスターは大学、公的研究

機関等を核とし、関連研究機関、研究開発型企業等

から構成される。2004年度までの３年間で18のクラ

スターが選定され、おのおのが重点四分野のいくつ

かに特化した研究開発を行っている。このうちナノ

テクノロジー分野に関わるのは次の４地域である

（カッコ内は核となる研究機関）。

・富山・高岡地域：とやま医薬バイオクラスター

（北陸先端科学技術大学院大学、富山医科薬科

大学、富山大学、富山県立大学、富山県工業技

術センター）

・長野・上田地域：長野・上田スマートデバイス

クラスター（信州大学）

・名古屋地域：名古屋ナノテクものづくりクラス

ター（名古屋大学、名古屋工業大学）

・京都地域：京都ナノテククラスター（京都大学）

（３）都市エリア産学官連携促進事業

本事業は地域の個性と大学等の「知恵」を活用し

て新技術シーズを生み出し、新規事業等の創出、研

究開発型の地域産業の育成等を目指すため、文部科

学省により2002年度に開始された。3)地域の主体的な

事業計画提案を公募し、本事業の実施地域が選定さ

れる。ここで「都市エリア」とは、研究開発ポテン

シャルを有する都道府県等（政令指定都市を含む）

の中核的な都市とその周辺とする。 実質的には大学

等の公的研究機関が存在し、事業の実施主体となる

中核機関の活用が可能である地域である。また事業

展開の形態により、次の３つのタイプがある。

① 連携基盤整備型：産学官連携基盤整備を目標と

し、課題探索や研究交流等が中心、② 一般型：ある

程度産学官連携事業実績があり、分野特化を前提と

した新技術シーズ創出のための共同研究が中心、③

成果育成型：既に産学官連携事業実績が豊富で、共

同研究と研究成果育成が中心。

2004年度までの３年間に37地域が選定され、おのお

のが重点四分野のいずれかに特化した研究開発を行っ

ている。このうちナノテクノロジー分野に関わるのは

次の８地域である（カッコ内は核となる研究機関）。

① 連携基盤整備型：該当なし

② 一般型

・岩手県：北上川流域エリア「トリアジンチオール

有機ナノ薄膜の高機能発現研究開発」（岩手大学）

・群馬県：桐生・太田エリア「次世代プロセッシ

ングの研究開発」（群馬大学）

・福井県：福井まんなかエリア「ナノメッキ技術

によるエネルギー関連機能性材料創製技術の開

発」（福井大学、福井工業大学、福井工業高等

専門学校、福井県工業技術センター）

・三重県：三重・伊勢湾岸エリア「次世代ディス

プレイ用新機能材料とその応用機器の創製」

（三重大学）

・兵庫県：播磨エリア「プラズマ利用による極厚

DLCおよび高速窒化技術の開発・事業化」（兵

庫県立大学、豊田工業大学）

・和歌山県：和歌山市エリア「次世代エレクトロ

ニクス・デバイス用有機材料の開発」（和歌山

県工業技術センター）

③ 成果育成型

・大阪府：大阪／和泉エリア「ナノ構造フォトニ

クスとその応用」（大阪府立大学、大阪大学、

大阪府立産業技術総合研究所）

・熊本県：熊本エリア「生体適合型マイクロセン

サー（スマートマイクロチップ）の開発」（熊

本大学）

（４）21世紀COEプログラム

本プログラムは「大学の構造改革の方針」（2001年

６月）に基づき、世界最高水準の研究教育拠点を形

成し、研究水準の向上と世界をリードする創造的な

人材育成を図るため、文部科学省により2002年度に

開始された。4)日本学術振興会は21世紀COEプログラ

ム委員会を設け、本プログラムのための「研究拠点

形成費補助金」に関する審査・評価を行っている。

本プログラムでのCOEの分類にナノテクノロジ

ー・材料分野というカテゴリーはないが、この分野

に関連するCOEは2004年度までの３年間でおよそ40

件選定された。

（５）ナノテクノロジー分野別バーチャルラボ

ナノテクノロジーは他の３重点分野、すなわちラ

イフサイエンス、情報、環境の礎となる技術でもあ

り、本プログラムはそれを意識して、科学技術振興
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機構により2002年度に開始された。その名の通り姿

はない研究拠点であるが、学際研究を促進する新し

い形態の研究プログラムとして紹介する。表２のよ

うに、３つの分野にはおのおの戦略目標が立てられ、

その下に10の研究領域が設定された。5)研究領域ごと

にその運営の責任者である研究総括と複数の研究グ

ループによる研究チームが構成される。各研究グル

ープは自らの研究機関に所属したまま研究を実施す

る。その一方で、これらの研究領域が相互に関連す

べく、研究領域を超えた情報交換・コラボレーショ

ン、合同シンポジウム・領域会議の開催などによる

有機的な運用・連携を図る。

22）米国の新たなナノテクノロジー研究拠点
NNIは新しい発見、技術革新を進めるために、広

い専門分野に予算を配分してきた（大学と他の研究

機関：2/3、政府所属の研究機関：1/4、残りは小企

業や私的な部門へ配分）。研究の進め方は個人研究型、

チーム型研究、センター型研究の３つに大別される。

チーム型研究ではNSFのNIRT（Nanosca l e

Interdisciplinary Research Teams）が代表的であり、

NSFはNNIとしての投資の少なくとも20%を異分野

融合研究に充当している。センター型研究はさらに

広範な分野における人材、インフラを有するセンタ

ーを整備し、人材育成、産学官連携、国際共同研究

を奨励している。NNIの年間投資額は約200万ドルで

あり、その施策のハイライトと言える。

NNIのナノテク研究センターの一覧を表３に示す。6)

NSFはNSECs（Nanoscale Science and Engineering

Centers）および共用施設ネットワーク NNIN

（National Nanotechnology Infrastructure Network）お

よびNCN（Network for Computational Nanotechnology）

を支援する。NSFの研究センターはほとんどが大学に

あるが、学科と研究センターはいわば縦糸と横糸の関

係にあり、教授は一つの学科にしか属さないが、複数

のセンターに属する事ができる（給料は学科からもら

い、研究資金はセンターからもらう形になる）。他に

NASA、DOE、DODのセンターがある。特にDOEは

Lawrence Berkeley National LaboratoryのMolecular

Foundryをはじめ、インフラの拡張が活発である。

またNNIの研究センターには属していないが、

NSFが 支 援 す る 材 料 研 究 セ ン タ ー MRSEC

（Materials Research Science & Engineering Center,

28拠点）、NBTC（Nanobio Technology Center, ６拠

点）も実質的にはナノテク研究センター同様の活動

を行っている（Cornell Univ.のNBTCだけはNNIの

センターに位置づけられている）。また米国国立標

準技術研究所 NIST（National Institute of Standards

and Technology）はナノテク計測法、データベース、

標準化のための研究開発をミッションとし、

Advanced Measurement Laboratoryを最先端ナノ計

測技術のために設立した。ここは装置の設置環境

（温湿度、振動）が世界で最も整っている。さらに

州政府が支援するナノテク研究センターとしてCNSI

（California Nanosystems Institute）がUCLAとUCSB

に設立された。

以下、特に今後の動向を注目すべきナノテク研究

センターについて記す。

（１）NNIN（National Nanotechnology

Infrastructure Network）

NNINはCornell Univ.のCNF（Cornell Nanoscale

Science & Technology Facility）およびStanford

Univ.のSNF（Stanford Nanofabrication Facility）を

中心とする５大学の共用施設から成るNNUN

（National Nanofabrication Users Network）を前身と
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表２　ナノテクノロジー分野別バーチャルラボの研究領域5)



し、2004年１月に開始された。13大学から構成され、

その選定においては人種、地域に関する公平性も配

慮された。7) ～ 11)

まだNNUN（５大学）であった2003年における利

用分野の比率を図１に、利用者数等を以下に示す。

・総利用者数：約2,000

（うちCNF約700、SNF約600）

・大学院生：1,050以上

・ポスドク以上：250以上

・企業：約350（ベンチャー158含む）
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表３　米国NNIのナノテクセンターおよび施設ネットワーク6)



・その他（学部生、公的機関、外国など）：250以上

・33州からの利用者

・学外利用者比率：約50%

・平均利用者負担：4,000ドル/年

他に利用者に関する特徴は以下の通りである。

・過去平均で約20%の年増加率であり、特に企業

利用者数の増加率は50%を超える。

・全ての分野において増加しているが、特に材料

（特にナノエレクトロニクス向け）およびその

プロセス・評価における増加が著しい。

・CNFだけで毎年250人の新規利用者の訓練が行わ

れていることから教育・訓練施設的性格も強い。

なお、学内利用者比率が約50%であり、彼らも支

援対象となることから、メンバー大学にとってメリ

ットが大きいことは確かである。

運営に対するNSFの支援額はNNUNの時代には

240万ドル（1998年）から600万ドル（2003年）に増

加した。NNINになってからは5年間で7,000万ドル強、

すなわち平均1,400万ドル/年と見込まれている。こ

こで、これらの研究拠点に対するNSFからの資金は

ビルの建設には使用されないことを付け加えてお

く。多くの場合、建設費は州政府の資金または寄付

により賄われている。例えばCornell Univ.のDuffield

Hallの建設には6,250万ドルかかったが、これは全て

卒業生等の寄付により賄われた。これはNSECs、

NCNにもあてはまる。

NNINに限らず、一般に米国の大学では設備の共

用化が促進される傾向があるが、その大きな理由は、

各教授が設備の維持管理コストを削減して研究者を

一人でも多く雇おうとするためである。汎用性が高

く、しかも利用機会がさほど多くない設備を共用施

設に提供し、設備利用料のみを支払って済ませるこ

とを選択する。共用設備を扱うテクニシャンの人件

費は設備利用料によって賄われている。

なお、サービスの質を前述のわが国のナノテクノ

ロジー総合支援プロジェクトの共用施設（2003年度

の支援額23億円、外部利用者のみの支援、804件の

支援、利用者負担ゼロ）と比較すると、サービス１

件あたりの平均支援額、提供設備、内容いずれにお

いてもわが国の方が高いと言える。

（２）Center for Biological and Environmental

Nanotechnology (CBEN), Rice University

NSECsの一例として、近年、研究・施策両面にお

いて活躍が目立つRice Univ.のCBEN（Center for

Biological and Environmental Nanotechnology）を紹

介する。12)CBENでは表４に示すように、ナノ材料の

バイオ・環境分野への適用に関する研究が中心であ

ると同時に、その安全性に関する研究も盛んであり、
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図１　米国NNUNの利用者数分野別割合（2003年）11)

表４　Center for Biological and Environmental Nanotechnology （CBEN）の研究テーマ12)



米国の主導的立場にある。全米標準協会のナノテク

ノロジー標準化パネル ANSI（American National

Standard Institute）－ NSP（ Nanotechnology

Standard Panel）13)（2004年９月発足）にも強い影響

力を持つ。年間予算は３百万ドル以上である。

（３）2005年の新たなNSEC

NSFの新たな支援領域として、Nanoscale Science

and Engineering: Program Solicitation for FY 2005

に、14) ハイリスク・ハイリターンと位置づけられた８

つの研究・教育領域が挙げられている。

・Biosystems at the Nanoscales

・Nanoscale structures, Novel Phenomena, and

Quantum Control

・Nanoscale Devices and System Architecture

・SNB（Silicon Nanoelectronics and Beyond）

・Nanoscale Processes in the Environment

・Multi-scale, Multi-phenomena Theory, Modeling

and Simulation at the Nanoscale

・Manufacturing Processes at the Nanoscale

・Societal and Educational Implications of Scientific

and Technological Advances on the Nanoscale

さらに2005年度に向けては、これらの中から２つ

に着目して次の２つのNSECを公募した。

・CHM（Center on Hierarchical Manufacturing）：

ナノスケール製造プロセスのセンター

・CNS（Center for Nanotechnology in Society）：

ナノテクノロジーの社会的影響のセンター

CNSについてはArizona State Univ.を中心とする

グループ、South Carolina Univ.を中心とするグルー

プなどが応募したと彼ら自身から聞いている。彼ら

は日欧とのネットワーク構築にも積極的であり、お

のおのが人文社会学者によるナノテクノロジー国際

会議を主催している。

33）ドイツのナノテク研究拠点
ド イ ツ で は 連 邦 教 育 研 究 省 BMBF

（Bundesministerium für Bildung und Forschung）

からの資金を中心として運営される専門分野ごとの

研究拠点ネットワーク CCN（Competence Centers

for Nanotechnology）が国家戦略上の要である。15)

ここには産官学の主要な研究拠点はほとんど全て含

まれると考えてよい。各ネットワークの中では、公

的研究機関グループに属するナノテク研究拠点が中

心的役割を果たす。なお、この他に地場産業の振興

を主目的の一つとする、各地方の研究拠点ネットワ

ークがあるが、本稿ではその紹介を割愛する。

（１）CCN（Competence Centers for Nanotechnology）

CCNの一覧を表５に示す。2003年9月30日までの

５ヵ年は６ネットワークであったが、10月１日から

９ネットワークに増加した。各CCNは会員制である

が、おのおのが複数の主要拠点を有している。CCN

への総資金における連邦政府支援比率は旧体制では

100%であったが、現体制は50%となり、残りは州政

府等から調達する。資金はNanomatを除いてすべて

VDIから供給される。Nanomatはその中心が

Karlsruhe研究センター FZK（Forschungzentrum

Karlsruhe）のINT（Institute for Nanotechnology）

が中心であるが、国立研究所 HGF（Helmholtz-

Gemeinschaft）に所属するため、資金はVDIを経由

せずに直接連邦政府から供給される。16) , 17)

CCNの一例として、現体制において初めて設立さ

れたナノバイオテクノロジーの拠点NanoBioTechを紹

介 す る 。 NanoBioTechは 、 Nanotechnology :

Functionality by means of chemistry から派生し、

Nano+Bio Center、Kaiserslautern工科大学 TU

Kaiserslautern（Technische Universitat Kaiserslautern）、

NanoBioNet e.V. 、tp21が主要メンバーである。資金源

は連邦政府、EC、Rhinelang-Palatinate州、Saarland州、

大学である。NanoBioTechの研究を除く運営資金は３

年間で95万ユーロであり、ワークショップ、会議等の

イベントおよびネットワーク活動のための資金が含ま

れる。Nano+Bio Centerは本ネットワークの拠点とな

るセンターで、クリーンルームを含む専用研究棟を

TU Kaiserslautern構内に持つ。TU Kaiserslauternでは

NanoBioTechのディレクターであるZieglerの研究室が

活動の主体となる。NanoBioNet e.V.は（狭義の）ネッ

トワーク運営を行う機関である。tp21 -Your

technology partner for the 21st Centuryは中小企業で構

成されるグループである。

（２）公的研究機関

２.(２)１)で述べたとおり、ドイツには４つの

大 き な 公 的 研 究 機 関 グ ル ー プ WGL

（Wissenschaftsgemeinschaft G. W. Leibniz）、HGF
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（Helmholtz-Gemeinschaft deutscher Forschungszentren）、

MPG（Max-Planc-Gesellschaft）、FhG（Fraunhofer-

Gesellschaft）があり、ナノテクノロジー研究開発の重

要性の認識の高まりにつれて、各グループがナノテク

ノロジーに特化した研究拠点を構築している。例えば

WGLではINM（Institutes for New Materials）、HGFで

は前述のFZKのINT、MPGではInstitute for Solid State

Research and Metals Research、FhGではInstitute for

Bio-medical Technology等が代表的である。彼らの拠

点構築の取り組みは従来の枠組みの中にとどまること

なく、重点分野のシフト、グループ内ネットワーク強

化、人材導入・育成等の組織改革、インフラ構築等に

関して積極的である。例えばFZKにおいて、かつての

研究領域の中心は原子力であったが、今はナノテクノ

ロジーにシフトしている。さらに研究開発のみならず、

社会的影響の分野においても、安全衛生のITG

（Institute for Toxicology and Genetics）、社会学のITAS

（Institute for Technology Assessment and Analysis）が

元来は原子力対応でありながら、今はナノテクノロジ

ーにシフトしつつあり、INTとの連携を強めている。

33）フランス
フランスのナノテクノロジーではCNRSおよびCEA

の研究拠点から構成される施設ネットワーク R3N

（Reseau National en Nanosciences et en Nanotechnologies）

とR3NのメンバーでもあるCEA-LETIを中心とする

MINATECが国家戦略上の中心拠点である。18)

（１）R3N（Reseau National en Nanosciences

et en Nanotechnologies）

R3Nは当初４つの国立科学研究センター CNRS

（Central National de la Recherche Scientifique）お

よび１つの原子力庁 CEA（Commissariat a l'energie

atomique）、合計研究センターから構成されていた。

・LAAS（Laboratoire d'Analyses et de'Architectures

des Systemes）, Toulouse：バイオおよびIT産業

向けマイクロシステム

・ LPN（ Laboratoire de Photonique et de

Nanostructures）,  Marcoussis：フォトニクスお

よびナノ構造19)

・IEF（Institut d'Electronique Fondamentale）,

Orsay：基礎エレクトロニクス

・IEMN（Institut d'Electronique, de Microelectronique

et de Nanotechnologies）, Lille：ナノエレクトロ

ニクスおよびマイクロ波

・CEA-Leti , Grenoble：マイクロエレクトロニクス

これらに昨年新たに次の研究センターが加わった。

・FEMTO-ST（Franche-Comte Electronique

Mecanique Thermique et Optique - Sciences et

Technologies）, Besancon：メカニクスおよび光

エレクトロニクス

さらにR3Nはこれらが位置する５つの地域（LPN

とIEFはいずれもパリ郊外）を核にして、新たな研

究センターを加えて発展していく予定である。

（２）CEA-LETI（Laborotoire d'electronique et dr

technologie de l'information）および MINATEC

（Micro and Nanotechnology Innovation Center）

Grenobleはエレクトロニクス分野におけるフランス

のナノテク拠点が集まっている。その中でもCEA-

LETIは基礎科学と産業化の間をとりもつ、大変重要

な役割を果たしている。その概要は次の通りである。20)

・職員数：正規900、提携（企業派遣、ポスドクな

ど）600（CEA全体：15,000、Grenoble地区：3,200）

・年間予算：1億6000万ユーロ（うち1/3が政府資

金）（CEA 全体：30億ユーロ、Grenoble地区：2

億5,000万ユーロ）

・成果：新興企業数30、特許180/年（CEA全体の
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約55%）

CEA-LETIの研究開発活動の分野別比率は、シリ

コン系エレクトロニクスが60%、光エレクトロニク

ス部品が20%、バイオ・医療および通信システムが

合わせて20%である。特にシリコン系エレクトロニ

クスでは“Nanotec 300”と呼ばれる300mmウェー

ファー技術開発が主体である。

CEA-LETIからの新興企業の代表格が絶縁膜上単

結晶シリコン層 SOI（Silicon on Insulators）の専門

メーカーSOITECである。21)SOITECは1992年に創業

し、初年度売り上げ140万ユーロであったが、生産

能力の拡大により1999年度から2000年度にかけて

1,630万ユーロから4,330万ユーロに急増し、さらに

2002年度には1億140万ユーロに達した。

MINATECはGrenobleでのマイクロ・ナノテクノ

ロジー研究開発をさらに強化するために2001年に設

立された。21)CEA-LETI 、INPG（Institut National

Polytechnique de Grenoble）、および地方自治体、民

間企業から構成され、2001年に活動を開始し、現在

総額1億7,000万ユーロをかけて、教育・研究・産業

化を司る新施設をCEA-LETIの横に建設中である

（2006年２月操業開始予定）。新センターは60,000g

の敷地に建設され、うちクラス10～1,000のクリーン

ルームが合計2,645g、実験室が3,473g造られる。新

施設完成後のMINATECには4,000人が従事する計画

であり、うち教育はINPG中心で1,000人、研究は

CEA-LETIが中心で1,500人、産業化は民間企業中心

で1,000人が担当する。

44）英国
英国では大学が公的研究拠点の中心である。

（１）研究評議会（RC）が支援するナノテク研究センター

IRCs（Interdisciplinary Research Collaborations）

はEPSRCが支援する研究センターのグループであ

り、Nanotechnology IRCとBionanotechnology IRC

の２つがある。Nanotechnology IRCではUniv. of

Cambridgeがリーダーで、Univ. College London

Univ. of Bristolがパートナーである。22) ～ 24)彼らは次の

４つの core projectsを持つ。

・SPM（Characterization of nanostructures by

Scanning Probe Microscopy）

・Nanofabrication

・Computational methods for molecular nanotechnology

・Smart biomaterials

一方Bio-nanotechnology IRCではUniv. of Oxfordが

リーダーで、Univ. of York、Univ. of Glasgow、

National Institute for Medical Researchがパートナー

である。彼らは次の３つの研究領域を持つ。

・Molecular motors

・Functional membrane proteins

・Nano-electornics & photonics

この他にESPRCにはPlatform Grants、Networks、

Nanotechnology Trainingなどに向けた資金がある。

おのおのの概要は以下のとおりである。

① Platform Grants

５つの研究領域をリードする大学の長期的研

究および国際ネットワーク作りのための資金を

与える。

・Nanostructured surfaces: Univ. of Birmingham

・Thin film ferroelectronics for Nanotechnology

Applications: Cranfield Univ.

・Nanocharacterization and nanofabrication of

materials: Univ. of Oxford

・Soft nanotechnology: Univ. of Sheffield

・Rapid prototyping of templated nanomaterials:

Univ. of Southampton

② Networks

研究者間のコミュニケーション、異分野融合、

技術移転などの促進を目的とするネットワーク

を支援する（カッコ内は核となる研究機関）。

・Ferroelectric Materials Network（Univ. of Leeds）

・ Biomedical applications of micro and

nanotechnology（Univ. of Newcastle upon Tyne）

・Molecular Machines in nanotechnology（Univ.

of Portsmouth）

③ Nanotechnology Training

大学院修士課程を対象とする教育・訓練を支

援する。

・Nanoscale Science and Technology：Univ. of Leeds

・Microsystems and Nanotechnology：Cranfield Univ.

・Nanomaterials: Imperial College London

・Microengineering: Heriot-Watt Univ.

・Life Science Doctorial Training Center in Bio-

Nanotechno logy（博士課程向け）：Bio -

Nanotehcnology IRC

68

各
国
の
物
質
・
材
料
研
究
に

関
わ
る
公
的
な
研
究
機
関

ⅢⅢ



引用文献

69

ナ
ノ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
分
野
に
お
け
る

新
た
な
日
米
欧
研
究
拠
点

0202

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

文部科学省ナノテクノロジー総合支援プロジェ

クトセンター, http://www. nanonet. go jp/

文部科学省、知的クラスター創成事業平成16

年度版（2004年４月）.

文部科学省、都市エリア産学官連携促進事業

実施地域一覧表（2004年）.

http://www. mext. go. jp/a_menu/kagaku/

chiiki/city_area/index. htm

文部科学省ナノテクノロジー総合支援プロジェ

クトセンター、21世紀COEプログラム.

http://www. nanonet. go. jp/japanese/info/

nanoproject. html?org=2040

科学技術振興機構、戦略的創造研究推進事業

におけるナノテクノロジー の取り組み.

http://www. jst. go. jp/kisoken/nano. html

Nanoscale Science, Engineering and

Technology Committee（NSET）, The National

Nanotechnology Initiative Strategic Plan（2004

年12月）.

J. Bordogna, National Nanotechnology

Infrastructure Network（NNIN）Informational

Meeting（2003年１月）. 

http://www. nsf. gov/news/speeches/

bordogna/03/jb030130nninjsp

National Science Foundation（NSF）, National

Nanotechnology Infrastructure Network

（NNIN）, Program Solicitation, NSF 03-519

（2003年）.

Cornell Nanoscale Facility（CNF）, Nanometer,

Vol. 14, No. 3（2003年９月）.

Cornell Nanoscale Facility（CNF）, Cornell

Nanoscale Facility 2003-2004 Research

Accomplishments（2004年）.

S. Tiwari, The National Nanotechnology

Infrastructure Network（NNIN）, National

Nanotechnology Initiative: From Vision to

Commercialization（2004年４月）.

Center for Biological and Environmental

Nanotechnology（CBEN）.

http://cohesion. rice. edu/centersandinst/cben/

American National Standards Institute

（ANSI）, ANSI Nanotechnology Standards

14)

15)

16

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

Panel Holds First Meeting（2004年）.

http://www. ansi. org/news_publications/

news_story. aspx?menuid=7&articleid=783

National Science Foundation（NSF）, Nanoscale

Science and Engineering（NSE）, Program

Solicitation, NSF 03-043（2003年）.

Bundesministerium fur Bildung und Forschung

（BMBF）, Nanotechnology Conquers Market：

German Innovation Initiative for

Nanotechnology（2004年）.

竹村誠洋、ドイツKarlsruhe研究センターにお

けるナノテクノロジー（1）. ナノテクノロジー

研究所（Institute of Nanotechnology）. 

http://www. nanonet. go. jp/japanese/

mailmag/2004/055c. html

竹村誠洋、ドイツの Karlsruhe 研究センター

におけるナノテクノロジー（2）. NanoMat.

http://www. nanonet. go. jp/japanese/

mailmag/2004/059c. html

Ministère délégué à la Recherche, Programme

Nanosciences - Nanotechnologies（2004年12月）.

J. Marzin, Laboratory of Photonics and

Nanostructures（slides）（2004年10月）. 

D. Holden, Technological research in micro

and Nanotechnologies at CEA-Leti（slides）

（2004年10月）. 

Soitec, Pamphlet of Soitec（2004年7月）.

Micro and Nanotechnology Innovation Center

（MINATEC）, Pamphlet of MINATEC（2004年）.

Department of Trade and Industry（DTI）,

New Dimensions for Manufacturing：A UK

Strategy for Nanotechnology（2004年６月）.

Enigineering and Physical Sciences Research

Council（EPSRC）, Nanotechnology（2004年９月）.

J. Ryan, Panel Discussion：International

comparison of strategies, 7th International

Conference on Nanostructured Materials

（slides）（2004年６月）. 

高橋清：「半導体工学」、

S. M. Sze：Physics of Semiconductor Device,

High-Speed Semiconductor Device,

Semiconductor Device, 他.

http://www.nanonet.go.jp/
http://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/chiiki/city_area/index.htm
http://www.nanonet.go.jp/japanese/info/nanoproject.html?org=2040
http://www.jst.go.jp/kisoken/nano.html
http://www.nsf.gov/news/speeches/bordogna/03/jb030130nninjsp
http://cohesion.rice.edu/centersandinst/cben/
http://www.ansi.org/news_publications/news_story.aspx?menuid=7&articleid=783
http://www.ansi.org/news_publications/news_story.aspx?menuid=7&artileid=783
http://www.nanonet.go.jp/japanese/mailmag/2004/055c.html
http://www.nanonet.go.jp/japanese/mailmag/2004/059c.html



