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二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成 ２２年 １０月 ２６日 

 

独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

                                     セミナー代表者所属・部局    京都大学・化学研究所    

（ふりがな）            くらた  ひろき 

職・氏 名   准教授・倉田 博基     
 
 
 

1． 事 業 名 相手国名（ ポーランド ）とのセミナー（振興会対応機関： PAN  ） 

 

 

2． セミナー名  第８回ミクロ・ナノ解析に関する日本‐ポーランド合同セミナー            

 

 

3． 期   間  平成 ２２ 年 ９月 ６日 ～ 平成２２ 年９月８ 日（３日間） 

 

 

4． 開 催 地 

（都市名と会場名） 京都府宇治市・おうばくプラザ                                   

 

5． 参加者数   日本側               20 名 
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（代表者を含む） 

相手国側      7 名    計 33 名 
 

その他の国            6 名 
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6．セミナー参加者 

  (1) 日本側参加者（振興会により経費を負担された参加者に＊印を付けてください。） 

氏    名 所属・部局・職名 専    門 

＊石丸 学 

磯田 正二 

一色 俊之 

倉田 博基 

西城 浩志 

 

＊助台 榮一 

＊高橋 平七郎 

松田 健二 

＊渡辺 清一 

 

＊塩尻 詢 

友清 芳二 

北野 保行 

奥西 栄治 

坂口 紀仁 

 

西村 克彦 

古井 光明 

渡辺 克己 

渡辺 奈月 

清水 勇輔 

田辺 栄司 

大阪大学・産業科学研究所・准教授 

京都大学・物質-細胞統合システム拠点・客員教授

京都工芸繊維大学・工芸科学部・准教授 

京都大学・化学研究所・准教授 

近畿大学・生物理工学部・教授 

 

岡山理科大学・工学部・教授 

北海道大学・客員教授 

富山大学・理工学研究部・教授 

北海道大学・エネルギー変換マテリアル研究セン

ター・教授 

京都工芸繊維大学・名誉教授 

九州大学・特任教授 

広島工業大学・特任教授 

日本電子株式会社・研究員 

北海道大学・エネルギー変換マテリアル研究セン

ター・准教授 

富山大学・理工学研究部・教授 

富山大学・理工学研究部・准教授 

富山大学・大学院・院生 

九州大学・大学院・院生 

富山大学・大学院・院生 

広島県産業科学研究所・副主任研究員 

材料物性 

結晶化学 

ナノ構造科学 

結晶化学 

カソードルミネッセンス

顕微鏡法 

金属物性 

金属材料 

ナノ材料組織制御工学 

材料物理 

 

結晶物理 

材料科学 

材料科学 

電子顕微鏡学 

材料科学 

 

材料科学 

材料科学 

材料科学 

材料科学 

材料科学 

材料科学 

 



     

  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名  電子工学研究所・准教授・Andrzej Czerwinski              

 

(3) 相手国参加者（代表者の氏名の前に○印を付してください。また、振興会により経費を負担された参加者に

＊印を付けてください。） 

氏   名 所 属・職 名 専    門 

＊Kazimierz Przybylski 

＊Jan Dutkiewicz 

＊Lidia Litynska-Dobrzynska 

＊Piotr Dluzewski 

＊Danuta Stroz 

＊Andrzej Czerwinski 

＊Marek Wzorek 

AGH University of Science and Technology・Professor 

Institute of Metallurgy and Material Science・Professor

Institute of Metallurgy and Material Science・Professor

Institute of Physics of PAN・Professor 

University of Silesia・Professor 

Institute of Electron Technology・Associate Professor

Institute of Electron Technology・Researcher 

電子顕微鏡学・固体化学

電子顕微鏡学・ナノ材料

電子顕微鏡学・金属学 

電子顕微鏡学・固体物理

金属学・電子顕微鏡学 

半導体・電子顕微鏡学 

電子顕微鏡学・材料科学

   

  

(4) 日本または相手国以外の国の参加者 

氏   名 所属・職名（国名） 専    門

Torranin Chairuangsri 

Surasak Kuimalee 

Shen-Chuan Lo 

Ming-Wei Lai 

Wei-Chih Li 

Sarka Mikmekova 

Ching Mai University・Associate Professor（タイ） 

Ching Mai University・PhD student（タイ） 

Industrial Technology Research Institute・Researcher（台湾） 

Industrial Technology Research Institute・Researcher（台湾） 

National Taiwan University・Researcher（台湾） 

Institute of Scientific Instruments of the ASCR Researcher

（チェコ） 

 

金属学 

金属学 

ナノ材料解析

ナノ材料解析

ナノ材料科学

材料科学 
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7．セミナー概要（セミナーの目的・内容・成果等を簡潔に記載してください。） 

本セミナーは、電子顕微鏡を中心としたミクロ・ナノ材料解析手法を、さまざまな材料（金属、セラ

ミックス、半導体、有機材料等）の研究に積極的に利用する研究者を召集し、最新の研究成果と関連情

報を報告し、ミクロ・ナノ分析に共通する問題点などを徹底的に討議することを目的に開催された。 

主な討議内容としては、高分解能透過電子顕微鏡（HRTEM）による構造解析とレーザー照射その場

観察法の新展開、走査型透過電子顕微鏡（STEM）による原子配列構造の直接観察、電子エネルギー損

失スペクトル（EELS）による局所領域の電子状態解析、エネルギー分散型 X 線スペクトル（EDS）に

よる局所組成分析とマッピング、走査型電子顕微鏡（SEM）による表面構造解析とカソードルミネッセ

ンス（CL）や電子ビーム誘起電流（EBIC）測定による半導体デバイス材料の発光特性の解析、電子顕

微鏡による３次元トモグラフィー解析などが取り上げられた。さらに、近年急速に進歩し普及しつつあ

る球面収差補正技術を利用した、超高分解能観察の現状と将来展望についても議論された。ミクロ・ナ

ノ解析の対象になった系としては、超合金や Al 系、Mg 系、Ni 系合金のミクロ組織構造、ステンレス

鋼中の析出物の構造と組成、III-V 族半導体ナノ構造体の構造、SiC やシリサイド薄膜の粒界や界面構

造、さらには金属微粒子をはじめとするナノ材料の構造、超伝導体を複合した合金材料の組織と特性な

どについて幅広い議論が行われた。また、電子顕微鏡観察には欠かせない薄膜試料作製についても、集

束イオンビーム装置を用いた研究が紹介された。 

 近年は新規機能の発現を目的とした異種材料のハイブリッド化が進展しているため、今回のセミナー

のように異なる材料に対して、共通の電子顕微鏡学的手法で研究する研究者間の情報交換は非常に貴重

であった。特に、専門分野から離れた視点からの議論は新鮮で、学際的な交流が促進された結果、新

たな視点で個々の研究分野を展開させる契機となり、今後のミクロ・ナノ解析技術の発展に繋がる成

果が得られた。 

 また、日本、ポーランド以外のアジア近隣国から５名の参加者を得ることができ、関連研究者間の交

流が深められたと同時に、今後の国際共同研究の可能性を議論できたことは大きな収穫であった。




