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（様式５） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成 24 年 2 月 6 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  兵庫県立大学・大学院工学研究科  

（ふりがな）    お  の  だ    みつよし 

職・氏 名  小野田 光宣           
 
 
 

1． 事 業 名 相手国名（ インド ）とのセミナー（振興会対応機関： DST ） 

 

 

2． セミナー名  バイオエレクトロニクスと有機ナノ技術がもたらす環境保全に関する日印セミナー  

 

 

3． 期   間  平成 23 年 12 月 7 日 ～ 平成 23 年 12 月 10 日（ 4 日間） 

 

 

4． 開 催 地      姫路市  

（都市名と会場名）  イーグレ姫路 アートホール                                      

 

5． 参加者数    日本側  19   名 
（代表者を含む） 

 相手国側  14   名    計 36 名 
 

 その他の国  3   名 
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6．セミナー参加者 

  (1) 日本側参加者（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏    名 所属・部局・職名 専    門 

*金藤 敬一 

*岩本 光正 

*八瀬 清志 

 

*早瀬 修二 

*間中 孝彰 

*三ツ石方也 

*岸田 英夫 

*永松 秀一 

*宇戸 禎仁 

 藤井 彰彦 

 梶井 博武 

市川  結 

部家  彰 

 多田 和也 

 工藤 一浩 

 藤井 雅治 

 富岡 明弘 

 田口 真樹 

 

他 大学院生 

九州工業大学・生命体工学・教授 

東京工業大学・理工学・教授 

独立行政法人産業技術総合研究所・ 

ナノシステム研究部門・部門長 

九州工業大学・生命体工学・教授 

東京工業大学・理工学・准教授 

東北大学・多元物質科学研究所・准教授 

名古屋大学・工学（系）・准教授 

九州工業大学・情報工学・助教 

大阪工業大学・生命工学・准教授 

大阪大学・工学（系）・准教授 

大阪大学・工学（系）・助教 

信州大学・繊維学・准教授 

兵庫県立大学・工学（系）・准教授 

兵庫県立大学・工学（系）・准教授 

千葉大学・工学（系）・教授 

愛媛大学・工学（系）・教授 

大阪電気通信大学・工学（系）・教授 

奈良先端科学技術大学院大学・ 

物質創成科学・博士後期課程学生 

約 20 名 

有機エレクトロニクス 

電子材料物性工学 

有機薄膜デバイス 

 

有機デバイス 

有機材料電子・光物性 

高分子光機能 

光物性 

有機デバイス工学 

生体材料 

電気電子工学材料・デバイス 

有機デバイス工学 

有機半導体材料科学 

半導体物性, 薄膜, 表面処理 

電気電子材料 

有機電子分子素子 

有機電子材料工学 

環境電子工学 

分子フォトニクス材料 
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  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名 Delhi Technological University・Professor・Bansi Dhar Malhotra     

 

(3) 相手国参加者（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

   

  

(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 

Schekhar 

Bhansali 
 
Alex V. Zakharov 

 
 
Rongbin Ye 

Florida International University College of 

Engineering and Computing・Professor (USA)
 
The Russian Academy of Sciences・Professor

(Russian Federation) 
 
Iwate University・Graduate Student  

(from Korea) 

Bioengineering 

 
 
Material Science 

 
 
Material Engineering 

氏   名 所 属・職 名 専    門 

*Venckatachalam 

Ganesh 
 
*Ved Varun 

Agrawal 
 
*Amlam J. Pal 

 
 
*Prasenjit Sen 
 
*K. George 

Thomas 
 
*Anju Chadha 

 
 
Aditya Sharma 
 
Rachna Sharma 
 
Md. Azahar Ali 

 
 
Pratima R. 

Solanki 
 
Manjo K. Patel 
 
Gopal Ji 
 
Kaleeswaran 

Swamynathan 

Central Electrochemical Research Institute・

Scientist 
 
National Physical Laboratory・Scientist 

 
 
Indian Association for the Cultivation of 

Science・Professor 
 
Jawaharlal Nehru University・Professor 
 
Indian Institute of Science Education and 

Research  
 
Indian Institute of Technology Madras・

Professor  
 
National Physical Laboratory・Scientist 
 
National Physical Laboratory・Scientist 
 
Indian Institute of Technology Hyderabad・

Scientist 
 
National Physical Laboratory・Scientist 

 
 
National Physical Laboratory・Scientist 
 
Banaras Hindu University・Graduate Student
 
Raman Research Institute・Scientist 

Bio-nanotechnology 

 
 
Biomaterial 

 
 
Molecular electronic device 

 
 
Molecular electronics 
 
Biotechnology 

 
 
Biosensor 

 
 
Biomaterial 
 
Biosensor 
 
Bioelectronics 

 
 
Bioengineering 

 
 
Bioelectronics 
 
Organic synthesis 
 
Organic electronics 
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7．セミナー概要（セミナーの目的・実施状況・成果等を簡潔に記載してください。） 

・本セミナーを通じて, “次世代エレクトロニクスの実現に向けて分子機能を念頭に置いたナノ分子エ

レクトロニクスの現状と課題についてさまざまな観点, 視点からインドおよび他国研究者と自由に討議

し, 積極的に交流することで情報交換を行い, 相互に親睦をはかること。”を目的とした。 

・インド側参加者が利用したインディアンエアー航空機のフライトスケジュールに合わせてのインド出

発となり, 日本（関西国際空港）到着が会議開催初日の7日（水）11時50分頃との連絡があり, 急遽開催

時刻を変更した。セミナーの開催プログラムと内容は次の通りである。 

  12月7日（水） 15:00-18:00 参加登録受付 

  16:00-16:10 開会式 

  16:10-16:50 基調講演（キャリア輸送と界面評価技術） 

  16:50-18:30 ナノセンサーとデバイス 

  19:00-20:00 歓迎会 

12月8日（木） 9:00- 9:50 特別講演（生体エレクトロニクス） 

 9:50-12:00 ナノ構造体 

 13:00-15:10 有機デバイス 

 15:30-18:00 環境と生体 

 18:30-20:00 懇親会 

12月9日（金）  9:00- 9:40 基調講演（電気化学／機械変換素子） 

 9:40-10:40 作製技術 

 10:50-12:00 分子電子素子 

 13:00-14:50 生体材料 

 14:50-15:00  閉会式 

 15:00-16:00 見学会 姫路城改修工事（天空の白鷺）見学 

12月10日（土） 8:00-終日 公式エクスカーション（京都観光：嵯峨野・金閣寺・清水寺） 

 

・21世紀は, 環境・エネルギー・ライフサイエンス・バイオ・通信・ナノテクノロジーの時代といわれ, 

わが国でも重点分野と位置づけた政策がとられている。本セミナーは, まさにこれらの分野を包含した

講演, 意見交換がなされたと考える。日本側からは, 有機材料を積極的にエレクトロニクス応用しよう

とする次世代エレクトロニクス技術を念頭に置いた講演が主としてなされた。一方, インド側からは, 

ライフサイエンスやバイオ技術など人類を中心とする生命とエレクトロニクスの融合を念頭に置いた

生体エレクトロニクス技術に関する講演が多くなされた。このように日本とインドの間には研究領域の

違いが若干見られるものの, いずれも有機材料を対象としている研究であり, 研究に対する取り組みの

違いは, 国民性, 習慣や文化などの違いが出ているのかも知れない。しかし, いずれにしても本セミナー

は地球環境問題を念頭においた有機エレクトロニクスや生体エレクトロニクスに関する研究報告の場

であり, 相互の講演を聴講し, 意見交換できたことで更なる学問的, 技術的な進展があると確信した。 


