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(様式４) 

１． 基本データ  

【事業名称】 

事業名（和文は４０字以内。） 

（和文）プラズマナノ材料・デバイスプロセス基盤研究人材育成プログラム 
 

（英文）Program for incubating young researchers on Plasma Nanotechnology 

    Material & Device Processing  

 

【申請大学】 

大学名（和文）            名古屋大学              

 

      (英文)  

Nagoya University 

 

大学長氏名 

濵口道成 

 

 

【申請専攻等】（申請大学内の研究科、附置研、研究センター、国際交流担当課等） 

大 学 名（和文）  
名古屋大学 
 

  

（英文）  
Nagoya University 
 

  

専攻等名（和文）  
大学院工学研究科附属プラズマナノ工学研究センター 
 

 

(英文)  
Plasma Nanotechnology Research Center， 
Graduate School of Engineering 
 

 

【申請大学内のその他の専攻等】（該当がある場合のみ記述してください。専攻等が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文）  
大学院工学研究科電子情報システム専攻 
 

 

(英文)  
Department of Electrical Engineering and Computer Science， 
Graduate School of Engineering 
 

専攻等名（和文）  
大学院工学研究科化学･生物工学専攻 
 

(英文)  
Department of Applied Chemistry, Chemical Engineering and Biotechnology， 
Graduate School of Engineering  
 

専攻等名（和文）  
大学院工学研究科マテリアル理工学専攻 
 

(英文)  
Department of Materials, Physics and Energy Engineering， 
Graduate School of Engineering 
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【申請大学以外の協力機関】（該当がある場合のみ記述してください。機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文）  

 

 

  

(英文)  

 

 

 

【海外パートナー機関】(機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文）  
プラズマ科学技術センター 
 

  

(英文)  
Center for Plasma Science and Technology (CPST) 
 

機関名 （和文）  

成均館大学 
 

（英文）  

SungKyunKwan University 
 

専攻等名（和文）  

先進プラズマ表面技術センター 
 

（英文）  

Center for Advanced Plasma Surface Technology (CAPST) 
 

機関名 （和文）  

テキサス大学ダラス校 
 

（英文）  

University of Texas at Dallas 
 

専攻等名（和文）  

先進材料プロセシング国際センター 
 

(英文)  
International Center for Advanced Materials Processing (ICAMP) 
 

機関名 （和文）  

トゥエンテ大学 
 

（英文）  

University of Twente 
 

機関名 （和文）                            

 

 

（英文） 

 

 

 

機関名 （和文）  

ルール大学ボッフム校                            

 

（英文）  
Ruhr-Universität Bochum 
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専攻等名（和文）  
メサプラス研究所 
 

(英文)  
MESA+ Institute for Nanotechnology 
 

機関名 （和文）  

クイーンズ大学ベルファスト校 
 

（英文）  

Queen’s University, Belfast  
 

専攻等名（和文）  
プラズマ物理センター 
 

(英文)  
Centre for Plasma Physics 
 

機関名 （和文）  

科学産業研究機構 

 
（英文）  

The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization(CSIRO) 
 

専攻等名（和文）  

物質科学工学研究所 
 

(英文)  
Materials Science and Engineering 
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２．事業実施期間を通じた事業の目標と、そのうちの平成２１年度の事業目標達成状況 

<事業実施期間を通した事業目標> 

 高機能新規ナノ材料およびナノデバイスの創成とその応用技術の実現には，物質を原子・分子レ

ベルに分解し制御する高度プラズマプロセシング技術が不可欠である。プラズマナノ科学は，プラ

ズマ理工学，電子工学，応用物理学，応用化学，プロセス工学などを基礎とする学際的領域であり，

その学問的体系化は現在途上にある。これまで，我が国において，プラズマナノ科学を総合的に教

育研究する機関が皆無であったことは，この分野の学問的体系化を遅らせ，また，この分野を修め

た人材の輩出に関する産業界からの要請に十分に応えられないという問題を生じた。名古屋大学で

は，プラズマナノ工学研究センターの発足を機に，プラズマナノ科学の総合的教育研究を行い，産

業界からの人材輩出要請に応えるための体制作りに着手している。プラズマプロセシングは国際競

争が極めて厳しい分野のため，将来本分野をリードする人材には国際的視野が不可欠であり，産業

界もそのような人材を求めている。 

 本事業では，プラズマナノ工学研究センターのこれまでの国際交流・学生教育に関する実績を元

に，複数の博士課程学生あるいはポスドクをルール大学ボッフム校、成均館大学、テキサス大学ダ

ラス校、トゥウェンテ大学メサプラス研究所、クイーンズ大学ベルファスト校プラズマ物理センタ

ーに派遣する。ルール大学ボッフム校およびクイーンズ大学ベルファスト校はプラズマの基礎研究

において著しい成果を挙げており，そこでの研究やセミナーへの参加を通じてプラズマに関する基

礎的スキルを向上させる。プラズマの応用研究を主眼とする成均館大学への派遣によりプラズマ応

用技術の最先端を研究させ，将来重要となるプラズマ応用技術を洞察する機会を与える。また、バ

イオに関連したプラズマプロセスの研究に力をいれているテキサス大学ダラス校およびバイオデ

バイス研究の中心機関のひとつであるトゥウェンテ大学メサプラス研究所への派遣によりプラズ

マ新規応用技術を学ぶ機会を与える。これら五機関への若手研究者の派遣を通して，博士課程学生、

ポスドクを中心とする基礎力と応用力のバランスの取れた若手研究者の能力開発を図り，産業界お

よび学界からの人材輩出要請に応える体制を整えることを目標とする。 

 

＜平成２１年度の事業目標達成状況＞ 

＜海外ネットワーク構築＞ 

 本年度は、前年度から構築を進めている海外ネットワークをさらに充実させるため、トゥエンテ

大学メサプラス研究所、連合王国 クイーンズ大学ベルファスト校およびオーストラリア 科学産

業研究機構を新たなパートナー機関に加えた。これにより、従来の北米、アジア、ヨーロッパだけ

でなくオセアニアにもネットワークの構築を進めることができた。さらに本ネットワークに対する

関心が米国の他大学からも伝わっており、本 ITP 事業が世界的に知られるようになっている。 

＜学生、若手研究者海外派遣＞ 

 上記により構築されたネットワークをもとに、本年度は、ドイツ ルール大学ボッフム校、韓国

成均館大学、米国 テキサス大学ダラス校、オランダ トウェンテ大学 それぞれに 2名ずつを約

2 ヶ月派遣する事業計画を立て、本計画にしたがって若手研究者を派遣した。派遣にあたっては、

事前研修として英語教育研修および研究活動の糧となる計測に関する研修を行った。また、担当教

員によるパートナー機関訪問を行い、実地において学生の研究状況の調査を行った。なお、派遣学

生及び若手研究者に帰国後の報告書提出を求めており、近日中に本事業のホームページに掲載する

予定である。 

＜海外パートナー校との共同企画＞ 

本年度は、本事業による海外パートナー校との共同企画として以下を開催した。 

１ “3rd International Conference on Plasma Nanotechnology and Science” 2010 年 3 月 

２ “International Workshop on Advanced Plasma Processing and Diagnostics & Thin Film 

Technology for Electronic Materials”2009 年 7 月および 2010 年 1 月 

 

これらの、海外パートナー機関を含めた国際会議、ワークショップにより、本事業担当者とパート

ナー校との緊密な交流・意見交換を図ることができた。特に上記１の国際会議においては、パート

ナー機関から 3 名の教員が名古屋を訪問しており、ITP ネットワークが単に形式的なものだけでな

く、具体的に相互の交流が実施されるものになっている。 
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３．平成２１年度 年度事業実施概要 

 

本年度の事業実施概要 

＜ネットワーク構築活動＞ 

 本年度はパートナー機関として新たに追加したトウェンテ大学メサプラス研究所、連合王国 ク

イーンズ大学ベルファスト校について、プラズマナノ工学研究センター長 堀 勝教授、同センタ

ー兼任豊田浩孝教授、渡慶次学准教授、工学研究科 引字勝美経理課長、今井宏忠人事掛長が訪問

し、本 ITP に関する説明を行った。これらの訪問によって、本 ITP に対するパートナー機関の理解

を得て学生派遣の下地作りを進めることができた。 

 さらに、新たなパートナー機関としてオーストラリア 科学産業研究機構を訪問し、関係者に本

事業を説明するとともに、次年度からの具体的な学生派遣についての打ち合わせを行った。 

 

＜若手研究者派遣＞ 

 本年度は、ドイツ ルール大学ボッフム校、韓国 成均館大学、米国 テキサス大学ダラス校、オ

ランダ トウェンテ大学にそれぞれ２名ずつの若手研究者派遣を行った。 

 派遣にあたっては、本 ITP のホームページのほか、関係する学会のネットワークを通して広く広

報を行い派遣若手研究者の募集を行った。そして、応募者に対して書類などの審査を行ったうえで、

派遣若手研究者を決定した。派遣が決定したのち、英語教育機関による英会話学習を行うとともに、

名古屋大学プラズマナノ工学研究センターが主催するプラズマスクールを受講させるとともに、本

スクールにおいて行われたプラズマ計測実習への参加を行わせた。 

また、派遣終了後は報告書を提出させ、これらを本 ITP ホームページに掲載する予定である。 

 

＜パートナー校との共同企画＞ 

１ “3rd International Conference on Plasma Nanotechnology and Science” 2010 年 3 月 

本会議はプラズマナノ工学研究センターが主催する会議であり、パートナー機関である韓国成均館

大学、ドイツ ルール大学ボッフム校からも多数の教員、学生が出席して 140 名を超える参加者で

会議を成功裡に終えることができた。 

 

２ “International Workshop on Advanced Plasma Processing and Diagnostics & Thin Film 

Technology for Electronic Materials”2009 年 7 月および 2010 年 1 月 
 
韓国成均館大学と名古屋大学を中心とした日韓双方の研究者、学生が最新の成果について報告、討

論を行った。また、本年度第 2回のワークショップは、名古屋と韓国のほぼ中間に位置する長崎大

学にて開催し、日本側からは名古屋大学だけでなく、九州大学、大阪大学、首都大学東京、長崎大

学など本分野に関連する多くの研究者、学生が参加した。さらに昨年度に続いて本年度も本 ITP 派

遣者による学生ワークショップを開催し、若手研究者間の交流を深めることができた。 
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４．平成２１年度の具体的成果 

４－１．若手研究者育成に対する組織的取り組み状況 

本 ITP 活動を進めている名古屋大学プラズマナノ工学研究センターは、派遣した若手研究者に対

しては英語および本研究分野に関する基礎講義、実習を進めるなど、派遣に必要となる教育に対し

て組織的に取り組んでいる。また、派遣後には報告書を提出させるなど、派遣後の学生のフォロー

もすすめてきた。なお、本年度の若手研究者派遣が平成 22 年 3 月まで実施されていたため年度中に

開催することができない派遣報告会については、平成 22 年度早々に開催する予定となっている。本

報告会において派遣若手研究者の今後の研究の進め方に関する討論を行うとともに、博士前期課程

学生については後期課程への進学への指導を行うなど、今後本研究分野の次世代を担う若手研究者

の育成に積極的に取り組む予定である。 

また、さらに長期的には派遣博士課程後期課程学生の博士論文作成において派遣先教員にも討論

に加わっていただくことを本 ITP の覚書文書にも記載しており、本年度は、本事業で派遣された博

士課程後期課程学生の学位論文審査において、韓国 成均館大学 J.G. Han 教授に論文副査を担当

いただき、学位論文の審査および名古屋大学において行われた博士学位論文公聴会における質疑に

加わっていただいた。このような国際的な論文審査員による博士学位論文公聴会は、本派遣学生が

所属する専攻においてははじめてのものであり、学生の国際的視野を広げる点で非常に有意義なも

のとなっている。 

４－２．海外パートナー機関との協力体制構築状況 

 

  

 本年度は、昨年度に引き続き本プログラムの海外研究機関とのネットワーク構築を進めた。本年

度は、オランダ トウェンテ大学メサプラス研究所、連合王国 クイーンズ大学ベルファスト校を

訪問し、学生派遣に介する覚書を取り交わした。また、オーストラリア 科学産業研究機構を訪問

し、平成 22 年度の学生派遣実施に向けて打ち合わせを行った。このように本年度は、本 ITP に対

するパートナー機関の理解を得て学生派遣の下地作りをさらに推し進めることができた。 

 また、すでに昨年度からパートナー機関となっているドイツ ルール大学ボッフム校、韓国 成

均館大学 アメリカ テキサス大学ダラス校については、若手研究者派遣期間中に本 TIP 事業担当

教員が先方を訪問し、プログラムの実施状況、受け入れ先機関の教員の意見聴取などを行い、今後

の若手研究者長期派遣をより円滑に進めるための議論を行った。 
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４－３．学術面の成果及び成果の発表状況 

（本事業の一環として発表したもの、又は発表予定のものを記入してください。なお、印刷物がある場合

は一部添付してください。） 

長期及び短期の派遣若手研究者からは報告書の提出を行わせており、これらについては本 ITP ホ

ームページに掲載するとともに、本年度の ITP 報告書冊子体にもあわせて掲載を行っている。 

また、短期派遣として韓国及びドイツに派遣した学生については、本派遣において行ったワーク

ショップでの講演のアブストラクトが公表されている。これらのアブストラクト集についても、本

報告書に添付する。 

さらに、本派遣による研究の成果として、以下の会議における発表を行った。 

 The spring meeting of the german physical society (Hannover) 

 Title: Neutral and ion kinetics in a radio-frequency helicon discharge 

 Authors: Y. Celik, D. Luggenhlscher, M. Aramaki, K. Ogiwara, M. Tanaka, and U. Czarnetzki1

４－４．今後の課題・問題点 

昨年度に引き続き、本 ITP による若手研究者派遣において、博士課程前期課程あるいは後期課程学

生の派遣期間の設定が重要な課題である。派遣期間中における在籍大学の受講講義の欠席による単

位の問題、また派遣期間中の在籍大学内での研究の休止の問題などがあり、本年度の派遣期間は 2

ヶ月のみとなった。一方で、派遣先大学からは派遣先での研究の進捗を勘案すると 2 ヶ月よりも長

期の派遣を希望しており、派遣先での研究と在籍大学内での研究の事前協議が必要である。 
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５．若手研究者の派遣実績 

 

 

派遣先機関 

 

派遣期間 

 

派遣者所属・職名等 

 

ルール大学 

ボッフム校 

平成 21 年 

5 月 29 日～7月

28 日 

 

名古屋大学大学院工学研究科・助教 

 

 

成均館大学 

 

平成 21 年 12 月

３日～平成 22

年１月 31 日 

名古屋大学大学院工学研究科電子情

報システム専攻 

博士前期課程１年 

 

成均館大学 

 

平成 21 年 12 月

３日～平成 22

年１月 31 日 

名古屋大学大学院工学研究科電子情

報システム専攻 

博士前期課程１年 

 

ルール大学 

ボッフム校 

平成22年 1月 6

日～平成22年3

月 6 日 

名古屋大学大学院工学研究科電子情

報システム専攻 

博士後期課程１年 

 

テキサス大学 

ダラス校 

平成22年 1月 9

日～平成22年3

月 9 日 

東京工業大学大学院総合理工学研究

科創造エネルギー専攻 

博士前期課程 2年 

 

テキサス大学 

ダラス校 

平成22年 1月 7

日～平成22年3

月 11 日 

名古屋大学大学院工学研究科電子情

報システム専攻 

博士前期課程 2年 

 

トゥエンテ大学 

メサプラス研究所 

平成 22 年 1月

10 日～平成 22

年 3月 20 日 

名城大学大学院 理工学研究科電気

電子工学専攻 

博士前期課程 2年 

 

トゥエンテ大学 

メサプラス研究所 

平成 22 年 1月

10 日～平成 22

年 3月 16 日 

名古屋大学 大学院工学 

研究科化学・生物工学専攻 

博士前期課程 2年 
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６．担当教職員の出張実績 

 

出張先機関 

 

出張期間 

 

出張者所属・職名等 

 

成均館大学 

 

平成21年 7月 9

日～11 日 

 

名古屋大学大学院工学研究科電子情

報システム専攻・教授 

 

トゥエンテ大学 

メサプラス研究所 

 

平成 21 年 11 月

17 日～19 日 

 

名古屋大学大学院工学研究科電子情

報システム専攻・教授 

 

トゥエンテ大学 

メサプラス研究所 

 

平成 21 年 11 月

17 日～19 日 

名古屋大学大学院工学研究科事務部

総務課 

第二人事掛・掛長 

 

クイーンズ大学 

ベルファスト校 

 

平成 21 年 12 月

5 日～9日 

 

名古屋大学大学院工学研究科電子情

報システム専攻・教授 

 

クイーンズ大学 

ベルファスト校 

 

平成 21 年 12 月

5 日～9日 

 

名古屋大学大学院工学研究科電子情

報システム専攻・教授 

 

クイーンズ大学 

ベルファスト校 

 

平成 21 年 12 月

5 日～9日 

 

名古屋大学大学院工学研究科事務部

経理課・経理課長 

 

 

成均館大学 

 

平成 22 年１月

22 日～23 日 

 

名古屋大学大学院工学研究科電子情

報システム専攻・教授 

 

トゥエンテ大学 

メサプラス研究所 

 

平成22年 2月 1

日～3日 

 

名古屋大学大学院工学研究科  

化学・生物工学専攻・准教授 

 

テキサス大学 

ダラス校 

 

平成22年 2月 3

日～5日 

 

名古屋大学大学院工学研究科電子情

報システム専攻・教授 

 

テキサス大学 

ダラス校 

 

平成22年 2月 3

日～5日 

 

名古屋大学大学院工学研究科電子情

報システム専攻・教授 

 

ルール大学 

ボッフム校 

 

平成22年 3月 2

日～5日 

 

名古屋大学大学院工学研究科電子情

報システム専攻・教授 

 

ルール大学 

ボッフム校 

 

平成22年 3月 2

日～5日 

 

名古屋大学大学院工学研究科電子情

報システム専攻・教授 

 

科学産業研究機構 

物質科学工学研究所 

 

平成 22 年 3月

22 日～24 日 

 

名古屋大学大学院工学研究科電子情

報システム専攻・教授 
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