
 

 

次世代製造技術によるイノベーション 

～ カナダ政府最大の R&D 機構 NRC との共同開発の可能性を探る ～ 

日時：    2020 年 2 月 26 日（水） 09:30-13:45 (開場 09：15) 

場所：    TKP ガーデンシティ PREMIUM 名古屋ルーセントタワー 16F  

主催：    在名古屋カナダ領事館 

カナダ国立研究機構（National Research Council Canada：NRC） 

言語：      日英同時通訳付 

参加費用：  無料 

参加規模： 70 名（先着順となりますので、定員になり次第、〆切らせていただきます) 

お申込み： セミナーは事前登録制です 

 

締め切り：2 月 21 日（金）もしくは定員到達次第 

 

 

※ 発表者との個別面談等のご希望がある方は、セミナー参加申込書（Web サイト）内から 

お申し込みください。  

セミナー参加申込先リンク：https://forms.gle/oAB9KvafajgdFRio6 

 

お問い合わせ  

カナダ国立研究機構 在日事務所  川井 英美        TEL: ０３－６２６９－３４４０ 

メール： Emi.Kawai@nrc-cnrc.gc.ca  

https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gcp-nagoya-lucent-tower/access/
https://forms.gle/oAB9KvafajgdFRio6
mailto:Emi.Kawai@nrc-cnrc.gc.ca


  

  

プログラム 

09:30-09:40 開催ごあいさつ 

Mr. Chénier La Salle,  

Consul and Senior Trade Commissioner, Consulate of Canada in Nagoya 

09:40-09:50 カナダ国立研究機構 NRC との共創  

佐々木 繁、所長、NRC 在日事務所 

09:50-10:15 複合材料構造物（Composite Structures）の低価格化と量産化 

Dr. Simon Baril-Gosselin 

10:15-10:40 一歩先を行く 複合材製造技術（Composite Manufacturing）の自動化 

Dr. Ali Yousefpour 

10:40-11:05 NRC の並列有限要素プラットフォーム： 

製造プロセスのモデリングとシミュレーションの最適化 

Dr. Marjan Molavi-Zarandi 

11:05-11:15 Coffee Break 

11:15-11:40 金属の次世代加工技術：次世代輸送車／輸送機向けの技術 

Dr. Priti Wanjara 

11:40-12:05 次世代電気モーター向け磁性材料の付加製造技術（Additive Manufacturing） 

Dr. Fabrice Bernier 

12:05-12:15 オープン・イノベーションを実践するために、カナダのスタートアップを見出す方法 

Mr. Perry Quan 

12:20-13:45 ブッフェスタイル 懇親ランチ Networking Lunch 

 

※ 発表者との個別面談等のご希望がある方は、セミナー参加申込書（Web サイト）内から 

お申し込みください。 

セミナー参加申込先リンク：https://forms.gle/oAB9KvafajgdFRio6 

 

お問い合わせ： カナダ国立研究機構 在日事務所  川井 英美 

メール： Emi.Kawai@nrc-cnrc.gc.ca  TEL: ０３－６２６９－３４４０  

https://forms.gle/oAB9KvafajgdFRio6
mailto:Emi.Kawai@nrc-cnrc.gc.ca


  

  

09:40-09:50 カナダ国立研究機構 NRC との共創 
NRC は、カナダ国内 22 か所で従業員約 4,000 名が働く、カナダ政府最大の研究開発組織であり、

1916 年設立以降、キャノーラ油や合成インシュリン、カナダムと呼ばれるスペースロボットアーム等の

社会貢献への鍵となる、量子レベルの基礎から応用技術開発まで幅広い研究開発を行っております。 

昨今では、とくに何百もの研究者が、日本とカナダ、両国の経済を向上させるべく、主要構成要素であ

る自動車や鉄道、航空宇宙等の製造分野で、密接な連携をとりながら共同開発を進めています。 

また、カナダの先進的な中小企業（SMEs）へ、日本の研究機関や企業の皆様を結び付ける活動や、資

金提供やアドバイスを積極的に推進しています。 

本セッションでは、先端技術開発で双方の中長期の目標を達成するために、日本国内の国研や企業

などの研究開発組織と NRC が一緒にどのような（共創）活動を始めているのか、現状をご紹介させて

いただきます。 

 

佐々木 繁 Shigeru Sasaki 

佐々木氏は NRC 在日事務所の所長を務めております。NRC 在日事務所は、

日本の国研や企業や大学との共同研究開発を円滑に推進すべく、カナダ国外

第１号の連携事務所として 2019 年 10 月に東京（丸の内）に設立されました。 

佐々木氏は 1981 年に富士通株式会社へ入社、富士通研究所へ配属、2008 年

に取締役、2010 年に常務取締役、2016 年 4 月から 2018 年 12 月末まで富士

通研究所の代表取締役社長、兼任として米国／欧州／中国の各海外研究所の

会長、2018 年には富士通の CTO を歴任しました。  

研究開発では、画像・音声認識と生体認証の分野における技術的な研究開発先駆者であり、世界初

動画像処理、三次元コンピューターグラフィックスとソフトウェア、手のひら静脈生体認証などの分野で

産業応用製品やサービスへとつながる実用的な技術開発を行い、種々の革新的技術的業績が国際

パターン認識学会 (IAPR) のフェローとしても認定されています。 

佐々木氏は 1981 年に岩手大学大学院情報工学修士課程を修了。1988 年には富士通研究所の留学

制度により、米国 Carnegue-Mellon 大学 Computer Science にて１年半客員研究員。学会活動では、

情報処理学会 (IPSJ)、電子情報通信学会 (IEICE) の理事や委員、内閣府の総合科学技術会議

（CSTI）傘下の情報通信技術ワーキンググループ (ICT-WG) などの委員、総務省の情報通信審議会・

情報通信政策部会・イノベーション創出委員会などの委員を歴任。 

  



  

  

09:50-10:15 複合材料構造物（Composite Structures）の低価格化と量産化 

NRC は、複合材料構造物の量産化に向けた課題に取り組み、過去 10 年以上、技術開発と評価を繰り

返し実践してきた結果、より実用的な成果を得ることがでました。具体的には、複合材料製造物特有の 

「プロセスの長時間化」 や 「コスト増」 など、導入を制限してしまう負の要因を緩和できる技術を開発し

ました。この技術は OEM 提供できる状況であり、サプライチェーンと組み合わせることによって、より環

境にやさしく、よりエネルギー効率の高い交通手段も実現できるようになります。 

NRC は、より高い生産率を実現するために、ハイスピード RTM、スタンプフォーミングなど従前の製造

工程をより進化させるために実践してきた 「産業界とのパートナーシップの成功経験」 があります。 

さらに、NRC は、複合材料を使っても価格競争ができるハイブリッドコンポーネント製造向けのシング

ルステップ工程を開発中です。具体的には、複合材料を用いた“Co-stamping Metal Sheets”の開発に

取り組んでおり、複合材料が部分的に硬化する間に、金属を低コスト構造化できます。 NRC は、

“Composite Injection Over-moulding”の開発のリーダーでもあります。これらの先端技術により、複雑

な形状を特徴とした高集積部品を、年間で 50 万ユニットもの大量生産が可能となりました。 

私のプレゼンテーションでは、非常に優れた複合材料構造物の低価格化と量産化を実現した製造ソリ

ューションの概要を紹介します。 

 

Dr. Simon Baril-Gosselin 

シモン・バリル・ゴスリン博士は、先進高分子複合体分野の研究者であり、NRC

の Automotive and Surface Transportation Research に所属。 

博士は、複合材製造で生産効率を高めたい企業や、技術を進化させたい企業

に向けて OEM や技術協力を精力的に行っています。現在、自動車業界で使

用される熱可塑性複合物の大量生産のために、費用対効果の良い製造技術

の開発や評価を続けています。例えば、現在の金属代用品でコスト競争力の

ある複雑な形状を特徴とした高集積部品を、１分１ユニットの割合（年間では

50 万ユニット）で製造できるソリューション技術を実現しています。 

自動車業界に関係する前には、オタワ大学で航空業界用の複合材製造技術の研究を専攻し、機械工

学課程で博士号を取得。その後、ボンバルディア・エアロスペース社と NRC の航空研究センターと共

同研究をしました。一方、“Personal Protection for the Security Materials Technologies program”の推

進リーダーでもあり、個人警護やカナダ軍の装甲車に関する研究指導者かつファースト・レスポンダー

でもあります。  



  

  

10:15-10:40 一歩先を行く 複合材製造技術（Composite Manufacturing）の自動化 

NRC は、複合材料や、その製造プロセスにおいて、産業界、学術界、政府機関など国内外でコラボレ

ーションを進め、多くの R&D プロジェクトで重要な役割を果たしています。  

私のプレゼンテーションでは、材料、構造、プロセス、製造に重点を置いて、NRC の複合材料の性能と

差別化技術を紹介します。具体的に、国内外コラボレーションで実現した２つの成功事例を紹介しま

す。最初は、“automated fiber placement”とその関連技術に焦点を当てた、国内外連携プロジェクトに

よる成果・性能の実現事例です。二つ目は、NRC で新らたに開発中の“Automated Composite 

Manufacturing”向けプロセス検査システムの例です。 

最後に、皆さんと近い将来、共創プロジェクトを設立できることを期待し、お互いが興味と目標を持てる

よう、“Automated Composite Manufacturing”に関して、NRC が目指す方向性を紹介します。 

 

Dr. Ali Yousefpour 

アリ・ユセフプアー博士は、機械工学での博士号取得。1995 年より、海洋や自

動車、航空宇宙分野に活用できる高分子セラミックを使った複合材料による構

造の設計、分析、製造、そして試験に携わっています。 

博士は、NRC の Aerospace Research Center に所属し、次世代製造技術を進

化させることに注力し、最近では特に、航空宇宙構造向け“thermoplastic and 

thermoset composite materials”へ重点的に取り組んでいます。また、 

複合材料の次世代製造技術に関するテクニカルジャーナルやカンファレンスへ

数多くの論文を投稿しており、2010 年 5 月にシアトルで行われた第 55 回国際 SAMPE シンポジウムと

展示会では General co-Chair の大役をこなしました。 

博士は、現在、NRC の Aerospace Research Center で、Composites Products Team のリーダーでシニ

ア研究員です。チームの関心は航空宇宙研究開発とデモンストレーションプロジェクトにあります。具体

的には、自動化された複合材生産、新型ナノ素材、中間センサー、複合物形成／結合プロセス、シミュ

レーション／デジタル化、複合物修正、非破壊検査、構造的かつ全面的な試験、パフォーマンスの評

価など、幅広い先端技術開発です。 

  



  

  

10:40-11:05 NRC の並列有限要素プラットフォーム： 

製造プロセスのモデリングとシミュレーションの最適化 

25 年以上の歳月を経て、NRC のシミュレーションと数値モデリングのチームは、世界的に認知されて

いる最先端技術 「自由表面流（free surface flows）、熱伝達（heat transfer）、相変化（phase change）、

非線形固体力学（non-linear solid mechanics）を含む複雑かつ複数の同時発生する物理モデルの応

用技術（complex multi-physics applications）」 を開発してきました。 

現在では、“complex multi-physics”の分析を高速に処理できる独自開発した並列有限要素プラットフ

ォーム DFEM へ実装されています。 

このソフトウェアは、プラスチック射出成形（plastic injection molding）、金属の鋳造（ die casting for 

metals）や、付加製造（additive manufacturing）のような製造プロセスのシミュレーションをはじめ、電動

輸送車／輸送機用のバッテリーの温度管理や連続溶融亜鉛メッキ（continuous galvanizing baths）の

管理などに至るまで幅広く利活用されています。 

私のプレゼンテーションでは、 製造プロセスやモデリングとシミュレーションを最適化できる数値シミュ

レーションツールの概要と、「多目的マルチフィジクストポロジーの最適化（multi-objective and multi-

physics topology optimization）、複合材形成（composite forming）、レーザーパウダーベッド付加製造

（laser powder bed fusion additive manufacturing）のような次世代製造シミュレーション」など、NRC の

最近の研究活動の概要を紹介します。 

Dr. Marjan Molavi-Zarandi 

マージャン・モラヴィ－ザランディ博士は、NRC の研究員で、流体力学、熱伝

導、有限要素方法、プロセス最適化、複合形成、付加製造を専門にモデル化

や数値シミュレーション研究において、非常に豊かな経験を持っています。 

博士は、カナダの Concordia 大学の機械工学科で修士号、2013 年 McGill 大

学の機械工学科で博士号を取得後、付加製造に関する第１回カナダ産業研究

協議会 （CRIAQ604) に貢献しました。また、ボンバルディア・エアロスペース社

の Advanced Structure Core Engineering 部門でポスドク・フェローとして、追加

製造（additive manufacturing）向けの様々な航空機のパーツを軽量化するために、トポロジーとサイズ

の最適化を実現しました。2015 年にはシーメンスカナダ社へポスドク・フェローとして入社し、ガスター

ビン関連部品向けのレーザーパウダーベッド付加製造（laser powder bed fusion additive 

manufacturing）のシミュレーションができる高精度有限要素モデルの開発に携わりました。 

2016 年以来、NRC の数値モデルとシミュレーションチームで、流体と構造、熱伝達、最適化、複合形

成、付加製造プロセスの数値モデル化を通して、様々な製造関連を支援するとともに、自身の研究開

発テーマの追求をおこなっています。 



  

  

11:15-11:40 金属の次世代加工技術： 次世代輸送車／輸送機向けの技術 

昨今、無人で垂直に離発着できる次世代電動輸送車／輸送機（eVTOL）の需要が増えつつあり、従前

の輸送車技術では限界があるため、自動車産業界から航空宇宙産業界に対して、高性能化技術とそ

の量産化可能な製造技術の要望が増えてきています。我々は、次世代輸送車／輸送機開発に向けた

技術開発に注力しています。  

NRC は、これら産業界の要望を満足できる知見と技術開発成果を提供します。具体的には、摩擦撹拌

溶接技術（Friction Stir Welding）、線型摩擦溶接技術（Linear Friction Welding）、電子ビーム付加製造

技術（Electron Beam Additive Manufacturing）、超高速金属加工技術（Ultra High Speed Machining）な

どです。 

 

Dr. Priti Wanjara 

プリティ・ワンジャラ博士は、2002 年に NRC へ入社し、現在ではシニア研究員

かつプロジェクトマネージャーです。 

研究業績からも分かるとおり、彼女は、金属／合金の金属物性の研究に携わ

ってきたことで、航空宇宙、自動車、発電業界での次世代製造技術、とくに溶

接プロセス設計に関して豊富な経験知を持っています。彼女の業績は、様々な

アルミニュウム、マグネシウム、鉄、ジルコニウム、銅、ニッケル、チタン系材料

の溶接中の凝結とミクロ構造的な現象を理解することに重点を置いています。

その中でも特筆すべきことは、電子ビーム付加製造技術、線型摩擦溶接技

術、摩擦撹拌溶接技術におけるパイオニアである、ということです。 

彼女は、査読付きの論文誌や国際会議において 200 件以上の論文や、100 件以上の NRC 内部技術

文書の筆頭者／共著者になっています。また、国際的にも次世代製造技術を牽引する材料科学者とし

て認知されており、彼女の研究と技術開発成果が産業化されたことで、カナダでの“Innovative 

Processing Capabilities”を設立することができました。 

彼女は、“ASM International”、“the Canadian Institute of Mining”、“Metallurgy and Petroleum 

(CIM)”、および “the Canadian Welding Bureau” のフェローでもあります。また、“the ASM Silver 

Medal”、“ASM Canada Council Brian Ives Lectureship”、“G. MacDonald Young Award”、 “Metallurgy 

and Materials Society Brimacombe Award”、 “Silver Medal; and the Queen Elizabeth II Diamond 

Jubilee Medal”など多くの受賞歴があります。 

彼女は、McGill 大学の冶金学および材料工学の課程で、工学学士と博士の学位を取得しています。  



  

  

11:40-12:05 次世代電気モーター向け磁性材料の付加製造技術（Additive Manufacturing） 

NRC は、付加製造技術（additive manufacturing）を利用して、硬質磁性材料や軟質磁性材料による製

造を行うソリューション技術を開発しています。とくに、コールドスプレー付加製造技術（CSAM）は、複

雑な形の永久磁石を、組立てもせずに、ローターの表面へ直接に形成でき、しかも高い形成率と高い

機械強度を持たせて効率的に形成するのに利用できます。この技術を活用することで、新しい電気モ

ーターを開発できるようになります。 

これまでに開発されてきたモーターよりも、優れた性能を実現できます。噴射材料による磁気特性の改

善は、近い将来、素晴らしい性能向上ができると期待されています。私のプレゼンテーションでは、噴

射材料の磁気特性、新しいトポロジーの性能比較、そしてその研究活動の現状を紹介いたします。 

 

Dr. Fabrice Bernier 

ファブリス・バーニャー博士は、NRC の Automotive Surface Transportation 

Research Center で、次世代電気モーターグループのリーダーとしてグループ

を牽引しています。このグループは、現実と理想の技術的ギャップの改善に取

り組み、輸送車／輸送機向けの電気モーターを実現・普及させることに注力し

ています。彼は、NRC の専門知識を活かし、電気モーター業界のニーズに応

え、カナダ製の次世代電気モーターが業界でのサプライチェーンの鍵となるよ

うに、産業界、学術界、政府機関とのパートナーシップを実践し、業界全体を巻

き込んでいく責任があります。 

彼は、NRC のパウダーフォーミングチームの Research Officer でもあり、先端

的特性を実現する技術開発や、異なるパウダーフォーミングプロセスの開発も先導しています。 

新材料や付加製造技術によって製造される磁性部品のような関連技術は、彼が開発したのです。 

ファブリス氏は、モントリオール理工科大学（École Polytechnique de Montréal）の冶金工学科にて博士

号を取得しています。 


