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                                      【公表】 

事業名 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

申請大学 

大学名・申請専攻等名 
名古屋大学 
大学院工学研究科附属プラズマナノ工学研究センター 

主担当教員 

所属・職・氏名 

名古屋大学大学院工学研究科電子情報システム専攻（ﾌﾟﾗｽﾞﾏﾅﾉ工学研究ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ長）

教授  堀  勝  

  

１．事業の実施状況 

（１）申請時に提出した事業の目的及び将来構想の概要を記入してください。 

目 的 

 プラズマ技術が適用される学術、産業分野は、広範な産業の基盤として、今後、数十年間は益々競

争が激化していき、プラズマ技術に関する基礎研究とその産業化の成否が国の ものづくり産業の盛衰

を決する時代となる。プラズマナノ工学研究センターと関連専攻では、各国のプラズマのＣＯＥと連

携し学術基盤の構築を推進し、非平衡反応性プラズマの科学を確立し、新たな応用分野を開拓する一

方で、その成果を国内の産業界との共同事業で具現化していく。その将来的な推進と発展には、大学、

企業それぞれにおいてプラズマという学術的にも産業的にも重要な最先端科学技術分野をリードする

国際人の養成が必須である。したがって本事業では、プラズマによる産業応用の根底を成すプラズマ

ナノ科学という新しい学術分野の創成を通して、国際的な視野に立ち、国際連携を活用しながら研究

開発をリードし、また産業へと繋げていく人材の育成を行うことを目的とする。 

 
将来構想 
 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。申請元では，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。プラズマナノ工学研究センターがこれまで進めてきた国

際交流・学生教育を本事業を通して強化・拡充し，活用することで博士課程学生、ポスドクを中心と

する若手研究者の能力開発を図り，将来的には産業界および学界からの人材輩出要請に応える体制を

整えていく。 

 

（２）事業の達成度合について当てはまるものを選択し、その理由を記入してください。 

  

 （１）の目的に対する、５年分の内２ヵ年分の計画については、 

□目標を上回る成果を得た 

■十分に達成された 

   □概ね達成された 

□ある程度達成された 

□ほとんど達成されなかった 

【理由】 

本事業の目的である若手研究者の人材育成に向けて、この 2 年で名古屋大学だけでなく国内の他大

学を含めて延べ１４名の若手研究者・学生の長期派遣を行い、着実に実績を重ねることができた。ま

た、海外研究機関とのさらなる強固なネットワーク形成を進めた。その結果、この 2 年間で当初のパ

ートナー校 3 校に加えてさらに、オランダ・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、オーストラリア・科学産業研究機構物質科学工学研究所をパートナー機関とすることができ、

本 ITP 事業による海外派遣を通した若手育成の体制を整えることができた。 
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（３）若手研究者養成のための組織的な枠組み作りが確立し、実施機関全体として事業実施・支援体

制が整備されているか、また、海外パートナー機関と継続的な連携がとられているか。 

 

①若手研究者養成のための組織的な枠組み作り、及び実施機関全体としての事業実施・支援体制の整

備について 

 

＜パートナー機関との調整における組織的取り組み＞ 

 本事業担当教員および職員をもって ITP 運営委員会を構成し、派遣若手研究者の審査・パートナー

機関との調整にあたっている。本事業担当教員および職員はパートナー機関への若手研究者派遣にあ

たり、電子メールなどの連絡による調整だけでなく、各パートナー機関を実際に訪問し ITP 事業の説

明を行い本事業の趣旨の理解を求めるとともに、パートナー機関側の受け入れ態勢の整備に尽力して

いる。また、名古屋大学本部からも担当理事が本事業のためパートナー機関を担当教員とともに訪問

するなど、名古屋大学としても本 ITP 事業を強くバックアップしている。 

＜若手研究者派遣における事前教育への組織的取り組み＞ 

 若手研究者派遣にあたっては、事前にプラズマ基礎に関する実習を含む教育が重要である。本 ITP

事業を実施しているプラズマナノ工学研究センターは、関連教員が一体となって派遣学生の事前教育

に当たっている。具体的にはプラズマナノ工学研究センター主催のプラズマスクールを開催し、派遣

予定者に出席を求めており、プラズマの基礎から応用に関する教育を行うとともに、プラズマ計測な

どの実習を行っている。 

 

 

②海外パートナー機関との連携について（海外パートナー機関との間で形成したネットワークが活用

できているか、共同企画や海外パートナー機関からの受入等、双方向の交流についても言及して下さ

い。） 

 

 本事業の開始時点で、海外パートナー機関は 3 機関であったが、その後 3 機関を新たに加えて現在

は 6 機関との間でパートナー校の締結を行っているが、以下に本ネットワークを活用した若手研究者

および教員の交流状況について述べる。 

＜若手研究者・学生交流＞  

 これらのパートナー機関との間で形成したネットワークにより、韓国・成均館大学との間では、2

ヶ月間の学生派遣に加えて、毎年 2 回の定期的なワークショップを日本および韓国で開催することで

相互に研究者および学生が訪問しあうことにより、教員レベルだけでなく学生レベルにおいても相互

の“顔”が実際にみえる緊密な交流を進めている。また、ドイツ・ルール大学ボッフム校との間では、

日本側からの学生派遣の他、ドイツ側からの派遣学生の受入を行うなど、学生の相互交流を進めてい

る。 

 さらに、派遣学生のうち博士課程後期課程の学生について、これまでに１名の学生の学位審査にあ

たってパートナー機関の教員が学位審査の副査となり、学位公聴会にも出席して、当該学生の審査に

あたるなど、学生派遣後も継続的な連携を取っており、パートナー機関と強い連携体制をとっている。

＜教員交流＞  

 本事業を実施している名古屋大学プラズマナノ工学研究センターは、本センターを世界におけるプ

ラズマナノテクノロジー研究の一大拠点とすべく活動を行っており、その一環として本センターが主

催する国際会議(International Conference on Plasma Nanotechnology and Science：IC－PLANTS)

を毎年開催している。本国際会議開催にあたっては、本 ITP 事業で形成した国際ネットワークを最大

限に活用しており、毎年本 ITP パートナー機関の多くから多数の教員・研究者が出席している。具体

的には平成 22 年 3 月開催の第 3回 IC-PLANTS においては、パートナー機関全 6機関のうち、アメリカ、

韓国、オーストラリア、ドイツ、連合王国の計５つのパートナー機関から多数の教員・研究者が出席

しており、本 ITP 事業により形成したネットワークが人的交流に極めて有効に活用されている。また、

このような機会は日本の若手研究者・学生がパートナー機関への派遣を希望するきっかけともなって

おり、相互の学生・若手研究者・教員の交流が有効に機能していると考えている。 
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（４）本事業の取り組み成果の国内外への積極的な情報発信に取り組んでいるか。 

①国内への情報発信 

 本 事 業 の 取 り 組 み に つ い て は 、 プ ラ ズ マ ナ ノ 工 学 研 究 セ ン タ ー ホ ー ム ペ ー ジ

http://www.plasma.engg.nagoya-u.ac.jp/内に本 ITP のページを作成し、事業への取り組み状況を掲

載し、広く本事業の状況を多くの関係者に知っていただく体制を整えている。また、本事業に関連す

る最新情報についても、ページ内に欄を設けることにより、本事業のアップトゥデートな情報が掲載

できるようになっている。 

 さらに、派遣の公募はすべて本ページを中心に行っており、派遣への応募者は本ページの情報を入

手することで応募する体制を整えている。 

 また、本 ITP では、派遣対象者は名古屋大学だけでなく、日本全国の本研究に関連する若手研究者

がその対象となっている。したがって、本ホームページを活用するためには、本ホームページの状況

を国内の若手研究者に広く周知することが肝要である。そこで、本研究に深く関連する分野である応

用物理学会プラズマエレクトロニクス分科会の電子メールネットワークなどを活用し、本 ITP 事業に

よる若手研究者海外派遣事業についての広報活動を行っている。 

 これらの広報活動により、日本国内の本研究関連分野の研究者に本事業は広く知られるようになっ

ており、日本国内からも東京工業大学、千葉大学、九州大学、大阪大学等から ITP 事業による派遣や

共同企画への出席が行われるなどの実績を得ている。 

  

 

②海外への情報発信 

 国際会議での広報活動 

 本事業を推進するにあたっては、海外のパートナー機関とのネットワーク形成が重要である。本事

業においては、我々がこれまでに構築してきた、海外研究機関とのネットワークを活用し、海外への

広報活動を行っている。具体的には平成 20 年にオランダのアイントホーヘン工科大学で開催されたプ

ラズマ COE ネットワーク会議において ITP の活動について報告を行い、本会議に出席した各国の研究

者から大きな反響を得ることができた。特にこの際に、連合王国クイーンズ大学ベルファスト校の B. 

Graham 教授が非常に大きな関心を寄せ、その後の同校との ITP の実施に結びつけることができた。 

 また、本ITP事業を実施しているプラズマナノ工学研究センターが主催している国際会議IC-PLANTS

においても、本 ITP 事業の広報活動を行っており、会議に出席する各国の研究者にも本活動が認識さ

れるようになっている。その中で、オーストラリア科学産業研究機構・物質科学工学研究所の Kostya 

Ostrikov 教授も本 ITP 活動に関心を示し、本 ITP のパートナー機関に加わっている。 

 以上のように、プラズマナノ工学研究センターの海外と連携したさまざまな活動を通して ITP

事業は広く世界の当該研究分野の研究者に知られるようになっており、若手研究者の海外派遣を

行うための環境は整ってきている。 
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２．若手研究者の養成 

（１）海外パートナー機関への派遣者数及び派遣期間について記入して下さい。 
 ・海外パートナー機関との共同企画参加のみの派遣を除く。 

  ・さらに派遣者がいる場合は欄を追加して下さい。 

①平成 20 年度 

 派遣先機関 派遣期間（_日間） 派遣者職名等 

1 成均館大学 
H21年 1月 12日～3月 13日

（61 日間） 

九州大学総合理工学

府博士前期課程 1 年 

2   同上   同上 
名古屋大学工学研究

科博士後期課程 2 年 

3   同上   同上 
名古屋大学工学研究

科博士後期課程 1 年 

4 ルール大学ボッフム校 
H21 年 1月 7日～3月 7日 

（60 日間） 

名古屋大学工学研究

科博士後期課程 1 年 

5   同上   同上 
名古屋大学工学研究

科博士後期課程 1 年 

6   同上 
H21年 2月 13日～3月 13日

（29 日間） 

名古屋大学工学研究

科助教 

 計 6名   

 

②平成 21 年度 

 派遣先機関 派遣期間（_日間） 派遣者職名等 

1 ルール大学ボッフム校 
H21 年 5 月 29 日～ 

7 月 28 日（32 日間）
名古屋大学工学研究

科助教 

2 成均館大学 

H21 年 12 月 3 日～ 

H22 年 1 月 31 日 

（60 日間） 

名古屋大学工学研究

科博士前期課程 1 年 

3   同上   同上 
名古屋大学工学研究

科博士前期課程 1 年 

4 ルール大学ボッフム校 
H22 年 1 月 6日～ 

3 月 6 日（60 日間）
名古屋大学工学研究

科博士後期課程 1 年 

5 テキサス大学ダラス校 
H22 年 1 月 9日～ 

3 月 9 日（60 日間）

東京工業大学総合理

工学研究科博士前期

課程 2年 

6   同上 

H22 年 1 月 7日～ 

3 月 11 日（60 日間）
派遣期間中 2/7～10（4

日間）は一時帰国 

名古屋大学工学研究

科博士前期課程 2 年 

7 
トゥエンテ大学メサプラス研究

所 

H22 年 1 月 10 日～ 

3 月 20 日（60 日間）
派遣期間中 2/3～12（10

日間）は一時帰国 

名城大学理工学研究

科博士前期課程 2 年 

8   同上 

H22 年 1 月 10 日～ 

3 月 16 日（60 日間）
派遣期間中 2/7～12（6

日間）は一時帰国 

名古屋大学工学研究

科博士前期課程 2 年 

 計 8名（前年継続 1名）   
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（２）派遣若手研究者の募集・選考方法について記入して下さい。 

 

①選考結果 

     派遣者数  応募者数 

平成 20 年度 6 人 ／ 8 人 

平成 21 年度 8 人 ／ 8 人 

平成 22 年度 12 人(予定)  ／ 7 名(8 月 1 日現在)

 

②募集・選考方法 

 

＜事前調整＞ 

 パートナー機関に当該年度の学生派遣要領案を送付し、パートナー機関側からの了承を得る。

特に、派遣人数・派遣期間などについて、打ち合わせを行う。 

 

＜募集＞ 

 上記の打ち合わせ結果を元に、本事業を実施しているプラズマナノ工学研究センターのホーム

ページ上に、募集要項を掲示する。さらに、当該研究分野が持つネットワークを用いて関連の研

究者・学生に向けて、電子メールなどにより本事業の情報を発信して派遣者の募集を行う。 

 

＜応募方法＞ 

 応募者は、センターホームページ上から、応募書類を入手し、必要事項を記入のうえセンター

に提出する。記載事項として 

・応募者本人情報 

・応募動機 

・派遣計画 

を和文・英文で記載したものを提出する。 

 

＜選考方法＞ 

 選考は第１次選考と第２次選考からなる。 

・第１次選考 

 応募書類を本センター事務局が取りまとめ、本事業担当教員に送付する。本事業担当教員

は応募書類を審査し、（意欲、英語能力、研究内容）の３つの観点から応募書類を審査・採

点する。採点結果を元に、得点上位者から順に、派遣候補を絞り込む。 

 

・第２次選考 

 第 1次選考に合格した学生を対象に本事業担当教員が名古屋大学において面接を行い、本

人の意思・計画等を聴取する。この面接結果を元に、当該候補者をパートナー機関への派遣

候補者として推薦することの可否を判断する。依頼可となった若手研究者・学生の応募書類

を派遣希望海外パートナー機関に送付する。 

 派遣先教員は、派遣候補者の応募書類および日本側での審査状況に関する情報を入手し、

派遣候補者の受入の可否を判断する。受入可と判断された候補者を正式に本事業による派遣

者とし、派遣の事前準備(英語教育・事前研修)を進める。 
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（３）海外パートナー機関との連携促進状況、及び派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚

に資する具体的な活動内容（単位取得、外国語による学術論文作成、口頭研究発表、実験、インター

ンシップ等）とその効果について記入して下さい。（派遣された若手研究者へのアンケート集計結果な

どがあれば、その抜粋を資料として添付して下さい。） 
 ・海外パートナー機関の数がさらにある場合は、欄を追加して下さい。 

 

平成 21 年度末時点の海外パートナー機関について記入してください。 

① 機関名（国名）：成均館大学（韓国） 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

 成均館大学側の本事業担当者は名古屋大学を含め、日本への訪問が頻繁にあり、学生派遣に

ついての打ち合わせを行っている。また、成均館大学の本事業受入担当者は成均館大学副学長

でもあり、名古屋大学との間での包括的な学生交流の計画を進めるなど、ITP 事業をきっかけ

とした、さらなる連携の拡大が図られている。さらに、成均館大学に派遣された学生の学位審

査に、成均館大学教員が加わるなど、強い連携を保っている。 

 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 これまでに派遣された若手研究者は、成均館大学で新たに開発した高速・均一シリコン薄膜

形成装置の評価・高密度エッチングプラズマによる微細加工におけるプラズマ状態がエッチン

グ形状に及ぼす影響、スパッタ薄膜評価などの実験を進めてきた。これらの研究内容の一部は

博士学位論文の内容となるなど、本事業による若手研究者派遣が、本分野を担う若手研究者の

育成に大いに役立っている。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：   ５ 人、延べ派遣日数：  ３０３日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：   ８ 人、延べ派遣日数：   ２１日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：   ３ 人、延べ受入日数：    ６日）  

② 機関名（国名）：ルール大学ボッフム校（ドイツ） 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

 ルール大学ボッフム校についても、一方的な若手研究者派遣だけでなく、先方から名古屋大

学への教員・学生の受入も行っている。ルール大学の学生の名古屋大学短期滞在においては、

ルール大学ボッフム校側がドイツ国内で獲得した学生派遣プログラム予算を用いており、本

ITP 事業と相補的な役割を果たしている。また、ルール大学ボッフム校側の学生受入支援室も

本 ITP 事業に協力的であり、先方機関への ITP 派遣学生のサポートを行っている。 

 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 これまでに派遣された若手研究者は、大気圧マイクロプラズマの空間分解計測など、プラズ

マの詳細な計測技術の体得を行ってきた。また、さらに本派遣若手研究者がもつレーザー技術

をルール大学の装置に持ち込み、磁化プラズマ中の電界計測を行うなど、若手研究者が自立し

て共同研究を進める事例もあり、本事業による若手研究者派遣が将来の本分野を担う研究者の

育成に重要な役割を果たすことができている、といえる。 

 

 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：   ５ 人、延べ派遣日数：  ２４１日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：   ７ 人、延べ派遣日数：   ３４日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：   ３ 人、延べ受入日数：   ３２日）  
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③ 機関名（国名）：テキサス大学ダラス校（アメリカ） 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

 本パートナー機関の代表となっている Goeckner 教授は、プラズマナノ工学研究センターが実

施する国際会議等に出席するために名古屋大学を訪問するなど、直接名古屋において本 ITP 事

業の打ち合わせを行っている。また、名古屋大学側からも本 ITP 担当教員が数回の訪問を行っ

ており、パートナー機関側への本事業への理解を深めてもらっている。このように日米相互に

研究者が訪問しあうなど、本パートナー機関であるテキサス大学ダラス校との連携は非常に強

い。 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 テキサス大学ダラス校にはこれまでに李、竹内の 2 名が派遣され、Overzet 教授、Goeckner
教授の指導の下で、赤外吸収分光法によるプラズマ診断技術に関する研究等を進めてきた。こ

れらの学生は、その研究計画を上記教授との打ち合わせのもと、その研究計画の立案・実施を

行うなど、派遣期間内における研究実施に積極的に関与している。また、両君は現在博士課程

後期課程に進学しており、本事業による海外派遣が両君の後期課程における研究に役立つとと

もに、今後の自立した研究者としての基礎を固めるための重要な経験となっていると考えられ

る。 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：   ２ 人、延べ派遣日数：  １２０日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：   ８ 人、延べ派遣日数：   ３４日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：   １ 人、延べ受入日数：    ４日）  

④ 機関名（国名）： トゥエンテ大学メサプラス研究所（オランダ） 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

 これまでに、トゥエンテ大学メサプラス研究所の Dr. Severin Le Gac を名古屋大学に迎え、セ

ミナーを開催し、関連分野の研究者との情報交換を行った。セミナー後、派遣予定の若手研究

者とともに派遣時の具体的な研究内容についてディスカッションを行うとともに、今後、どの

ような内容で連携が促進できるかについて協議を進めた。 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 これまでに 2名（渡邊・内藤）の若手研究者を派遣したが、渡邊は Dr. Edwin T. Carlen の指

導のもと、“Selective in-situ immobilization of biomolecular probes for silicon nanowire biosensors”
というテーマで実験を行った。また、内藤は Dr. Severine Le Gac の指導のもと、“Development of 
microvalve using UV-curable polymers”というテーマで実験を行った。両君とも最新設備の整っ

た環境で新しい実験技術を学ぶとともに、一人の研究者として実験アイデアの創出からその実

験計画の立案と実行、さらには論文発表までをも一貫して求められる研究環境の中で、一人前

の研究者を目指す者として多くの研鑽を積んだようである。両君とも博士後期課程に進学した

ことからも分かるとおり、本派遣が一人前の研究者を目指す若手研究者の志を後押ししたこと

は間違いない。 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：  ２  人、延べ派遣日数：  １２０日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：  ３  人、延べ派遣日数：    ９日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：  １  人、延べ受入日数：    ３日）  

⑤ 機関名（国名）：クイーンズ大学ベルファスト校（イギリス） 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

 

 クイーンズ大学ベルファスト校とは平成 21 年 3 月に名古屋大学で開催された国際会議

IC-PLANTS に、クイーンズ大学側の受入代表者が出席している。また、平成 21 年 3 月にパー

トナー機関としての書面の取り交わしを行い、新たなパートナー機関に加わっている。現在、

派遣若手研究者の選考に入っている。 
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○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 

 当該パートナー機関は 21 年度末(22 年 3 月)に新たに本 ITP パートナー機関に加わった。本

年度派遣若手研究者については、現在派遣選考中であり、まだ若手研究者の派遣実施までは至

っていないが、プラズマ基礎研究を志す若手研究者が応募しており、本分野における活動が期

待される。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：     人、延べ派遣日数：     日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：   ３ 人、延べ派遣日数：   １５日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：   ２ 人、延べ受入日数：    ５日）  

⑥ 機関名（国名）：科学産業研究機構物質科学工学研究所（オーストラリア） 

○ パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

 

科学産業研究機構物質科学工学研究所とは平成 22 年 3 月に名古屋大学で開催された国際会議

IC-PLANTS に、科学産業研究機構側の受入代表者が出席するなど、連携を進めている。また、

平成 22 年 5 月に日本側から ITP 担当教員が科学産業研究機構物質科学工学研究所を訪問し、

パートナー機関としての書面の取り交わしを行った。現在、派遣若手研究者の選考に入ってい

る。 

 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 

 当該パートナー機関は 21 年度末(22 年 3 月)に新たに本 ITP パートナー機関に加わった。本

年度派遣若手研究者については、現在派遣選考中であり、まだ若手研究者の派遣実施までは至

っていないが、プラズマ基礎研究を志す若手研究者が応募しており、本分野における活動が期

待される。 

 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：     人、延べ派遣日数：     日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：   １ 人、延べ派遣日数：    ５日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：   １ 人、延べ受入日数：    ２日）  

⑦ 機関名（国名）： 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

 

 

 

 

 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 

 

 

 

 

 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：     人、延べ派遣日数：     日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：     人、延べ派遣日数：     日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：     人、延べ受入日数：     日）  
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○申請当初より海外パートナー機関の見直しが行われた場合はその理由を記入してください。 

 申請当初のパートナー機関は、 

  ・成均館大学(韓国) 

  ・テキサス大学ダラス校(アメリカ) 

  ・ルール大学ボッフム校(ドイツ) 

の 3 機関であった。 

 

その後、プラズマ応用研究分野のバイオ研究分野への拡がりを視野に入れ、平成 20 年度末ま

でに新たに、 

  ・トゥエンテ大学メサプラス研究所（オランダ）   

  ・クイーンズ大学ベルファスト校（イギリス）   

 をパートナー機関に加えた。 

 

 さらに、平成 21 年度には、プラズマナノテクノロジー分野の連携を強化するため、新たに 

  ・科学産業研究機構物質科学工学研究所（オーストラリア） 

 をパートナー機関に加えている。 
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３．共同企画の実施状況 

共同企画の実施状況について記入して下さい。 

 

① 共同企画名 プラズマ COE ネットワーク会議 

開催場所 
アイントホーヘン工科

大学（オランダ） 
開催期間 平成 20 年 5月 14 日～16 日 

海外パートナ

ー機関 
ルール大学ボッフム校（ドイツ） 

内容（若手研

究者による発

表 等 に つ い

て） 

【概要】 

 本フォーラムは、平成１６年度に名古屋大学の Plasma-Nano COE が主催し

て始まったフォーラムであり、世界各国のプラズマプロセッシングの優れた研

究拠点の研究者・若手研究者が２年に１度の割合で集まり、各機関毎の研究報

告及び打ち合わせの場を設けている。このフォーラムは、相互の機関における

人材交流・国際連携を開始するための具体的な場でもあり、この会議において

International Training Program を各国に紹介し、新たなパートナー機関の可能性

についても探ることを目的とした。 

本会議には、センターより堀勝教授、河野明廣教授、豊田浩孝教授、佐々木浩

一准教授が出席し、河野明廣教授は会議においてプラズマナノ工学研究センタ

ーの活動状況を報告し、その中で ITP の活動についても報告を行った。 

 

【成果】 

 本会議での ITP の紹介は参加各国の出席者に大きな反響を与えることがで

きた。特にフランスのエコールポリテクニクのグループや連合王国北アイルラ

ンドのクイーンズ大学のグループは非常に強い興味を示し、本プログラムによ

る若手研究者派遣の枠組みをさらに拡大することができる下地を作ることが

できた。 

 

② 共同企画名 第七回先端プラズマプロセッシングと診断に関する国際会議 

開催場所 成均館大学（韓国） 開催期間 平成 20 年 7月 4日～6日 

海外パートナ

ー機関 
成均館大学（韓国） 

内容（若手研

究者の発表等

について） 

【概要】 

 本会議は、名古屋大学と韓国成均館大学が中心となって開催しているもの

であり、先進プラズマプロセスおよびプラズマ計測技術に関する両国の最近

の進展を報告・議論を進めるとともに、両国の学生が多数出席し、学生セッ

ションを開催する。このセッションは司会および講演ともに学生が主体的に

行うものである。研究者だけでなく学生相互の交流を深めることができるこ

とは、本会議の重要な目的のひとつである。また、会議開催時において、具

体的な学生派遣の議論を進めることも本企画の重要な目的のひとつである。 

 本会議には日本側から堀勝教授が、また ITP 若手研究者学生によるワークシ

ョップのオブザーバーとして豊田浩孝教授が出席し、本ワークショップの成功

に貢献した。 

【成果】 

 本会議へは日本側からプラズマナノ工学研究センターの教員が多数出席し、

本 ITP のパートナー大学である成均館大学の教員・学生との討論を進めること

ができた。また、本ワークショップに派遣した短期派遣学生は成均館大学のキ

ャンパスや研究設備を直接見学することができ、一部の学生は後に開催された

成均館大学への長期派遣に応募し、平成 21 年 1 月から派遣された。 
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③ 共同企画名 Japan-Germany Student Workshop on Plasma Science and Technology 

開催場所 ルール大学ボッフム校 開催期間 平成 20 年 10 月 12 日～14 日 

海外パートナ

ー機関 
ルール大学ボッフム校（ドイツ） 

内容（若手研

究者の発表等

について） 

【概要】 

本ワークショップ企画は、同じ分野を研究する同年代の日本およびドイツの

若手研究者が会することにより、日本側の参加者とルール大学ボッフム校の学

生の交流を深めるだけではなく、研究手法の習得や、実力向上、将来の新しい

共同研究の芽を育てることを目的として開催されたものである。また、今回の

派遣を通じて、今後のルール大学ボッフム校への長期派遣応募への波及も期待

できる。日本からは学生１０名および名古屋大学プラズマナノ工学研究センタ

ー石島助教が出席し、学生は全員が本ワークショップにおける発表を、石島助

教は本ワークショップの学生運営のオブザーバーとして出席した。なお、本学

生ワークショップの準備および運営は、名古屋大学プラズマナノ工学研究セン

ターおよびルール大学ボッフム校の教員の支援の下、ルール大学ボッフム校お

よび日本側からの派遣学生が行ったものである。 

 

【成果】 

同じ分野を研究する同年代の両国の若手研究者が会する本ワークショップ

は、日本側の参加者とルール大学ボッフム校の学生の交流を深め、研究手法の

習得、実力向上、将来の新しい共同研究の芽を育てることにつながった。帰国

後には、ワークショップでの成果について報告書の提出を義務づけ、それをホ

ームページで公開した。 

さらに、本ワークショップに出席した学生の一部はのちに募集したルール大

学ボッフム校の長期派遣に応募、採用され 2ヶ月の派遣を終了している。 

 

 

 

④ 共同企画名 第八回先端プラズマプロセッシングと診断に関する国際会議 

開催場所 テクノプラザ（岐阜県） 開催期間 平成 21 年 1月 20 日～21 日 

海外パートナ

ー機関 
成均館大学（韓国） 

内容（若手研

究者の発表等

について） 

【概要】 

 本ワークショップは、名古屋大学と韓国成均館大学が中心となって開催し

ているワークショップである。本ワークショップでは、先進プラズマプロセ

スおよびプラズマ計測技術に関する両国の最近の進展を報告・議論を進める

とともに、両国の学生が多数出席し、学生セッションを開催する。このセッ

ションは司会および講演ともに学生が主体的に行うものである。本ワークシ

ョップの開催により研究者だけでなく学生相互の交流を深めることができる

ことは、本ワークショップの重要な目的のひとつである。 

 

【成果】 

 本会議へは日本側からプラズマナノ工学研究センターの教員、九州大学、大

阪大学、長崎大学などから多数の教員、学生が出席した。また、韓国側からも

教員、学生１７名など多数の参加者があった。ITP のパートナー大学である成

均館大学の教員・学生との討論を進めることができた。 
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⑤ 共同企画名 2nd International Conference on Plasma Nanotechnology and Science 

開催場所 名古屋大学 開催期間 平成 21 年 1月 22 日～23 日 

海外パートナ

ー機関 
ルール大学ボッフム校（ドイツ）、成均館大学（韓国） 

内容（若手研

究者の発表等

について） 

【概要】 

 本国際会議は、プラズマナノ工学研究センターが主催する国際会議であり、

平成 19 年 3月に第 1回の国際会議が開催された。プラズマナノテクノロジー

に関して国際的に著名な国内外の研究者を招聘し、議論を行う。本国際会議は

毎年開催を計画しており、本センターの国際的な研究交流活動の重要な柱のひ

とつに位置づけているものである。本国際会議は、研究者だけでなく本センタ

ーに関連する研究室の若手研究者にとっても、国際的な研究活動の動向を知る

とともに、海外派遣における具体的な研究内容に関する打ち合わせをするため

にも重要な機会となる。 

 

【成果】 

 本会議にはプラズマナノ工学研究センターの教員、関連専攻の学生はもちろ

んのこと、国内外から１２９名(うち海外１３名)の出席が得られた。その中に

は ITP パートナー校であるドイツ ルール大学ボッフム校および韓国 成均

館大学の教員 学生も含まれており、パートナー校に対して名古屋大学プラズ

マナノ工学研究センターのアクティビティを示すことができ、パートナー大学

からさらに強固な信頼を得ることができた。また、本会議を通して ITP の広報

活動を行ったところ海外の研究者から本プログラムへの強い関心が示され、本

プログラムの活動をより多くの研究者に認識させることができた。 

⑥ 共同企画名 第九回先端プラズマプロセッシングと診断に関する国際会議 

開催場所 成均館大学（韓国） 開催期間 平成 21 年 7月 9日～11 日 

海外パートナ

ー機関 
成均館大学（韓国） 

内容（若手研

究者の発表等

について） 

【概要】 

 本会議は、名古屋大学と韓国成均館大学が中心となって開催しているもの

である。本会議では、先進プラズマプロセスおよびプラズマ計測技術に関す

る両国の最近の進展を報告・議論を進めるとともに、両国の学生が多数出席

し、学生セッションを開催する。このセッションは司会および講演ともに学

生が主体的に行うものである。本ワークショップの開催により研究者だけで

なく学生相互の交流を深めることができることは、本ワークショップの重要

な目的のひとつである。 

 日本側からは、本ワークショップおよび ITP 若手研究者・学生によるワーク

ショップのオブザーバーとして堀勝教授が出席し、本ワークショップの成功に

貢献した。 

 

【成果】 

 本会議へは日本側からプラズマナノ工学研究センターの教員が多数出席し、

本 ITP のパートナー大学である成均館大学の教員・学生との討論を進めること

ができた。また、本ワークショップには日本側から多数の学生も参加しており、

学生主催のワークショップを通して、成均館大学の学生と交流するとともに、

キャンパスや研究設備を直接見学することができた。これは、今後のさらなる

若手研究者の交流に資するものと考えている。 
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⑦ 
共同企画名 第十回先端プラズマプロセッシングと診断に関する国際会議 

開催場所 長崎大学 開催期間 平成 22 年 1月 8日～10 日 

海外パートナ

ー機関 
成均館大学（韓国） 

内容（若手研

究者の発表等

について） 

【概要】 

 本ワークショップは、名古屋大学と韓国成均館大学が中心となって開催し

ているワークショップである。本ワークショップでは、先進プラズマプロセ

スおよびプラズマ計測技術に関する両国の最近の進展を報告・議論を進める

とともに、両国の学生が多数出席し、学生セッションを開催する。このセッ

ションは司会および講演ともに学生が主体的に行うものである。本ワークシ

ョップの開催により研究者だけでなく学生相互の交流を深めることができる

ことは、本ワークショップの重要な目的のひとつである。本企画には ITP 担

当教員も参加し、開催地である長崎大学の教員とも連携して会議の運営を行

った。また、ITP 担当教員のワークショップ、学生セッションにおける質疑に

より、会議の内容をより高いものとしている。 

【成果】 

 本会議へは日本側からプラズマナノ工学研究センターの教員、九州大学、大

阪大学、長崎大学などから多数の教員、学生が出席した。また、韓国側からも

教員、学生の多数の参加者があった。ITP パートナー大学である成均館大学の

教員・学生との討論を進めることができた。 

 

⑧ 共同企画名 3rd International Conference on Plasma Nanotechnology and Science 

開催場所 名城大学（名古屋市） 開催期間 平成 22 年 3月 11 日～12 日 

海外パートナ

ー機関 

成均館大学（韓国）、テキサス大学ダラス校(アメリカ)、 

ルール大学ボッフム校（ドイツ）、クイーンズ大学ベルファスト校(連合王国) 

内容（若手研

究者の発表等

について） 

【概要】 

 本国際会議は、プラズマナノ工学研究センターが主催する国際会議であり、

平成 19 年 3 月に第 1回の国際会議が開催された。プラズマナノテクノロジー

に関して国際的に著名な国内外の研究者を招聘し、議論を行う。本国際会議は

毎年開催を計画しており、本センターの国際的な研究交流活動の重要な柱のひ

とつに位置づけているものである。本国際会議は、研究者だけでなく本センタ

ーに関連する研究室の若手研究者にとっても、国際的な研究活動の動向を知る

とともに、海外派遣における具体的な研究内容に関する打ち合わせをするため

にも重要な機会となる。 

【成果】 

 本会議にはプラズマナノ工学研究センターの教員、関連専攻の学生はもちろ

んのこと、国内外から１４０名(うち海外２０名)の出席が得られた。特に海外

からは著名な研究者を多く招くことができ、会議の内容は参加者から高い評価

を得ている。その中には ITP パートナー校である韓国 成均館大学、オースト

ラリア 科学産業研究機構の教員も含まれており、これらのパートナー校に対

して名古屋大学プラズマナノ工学研究センターのアクティビティを示すこと

ができた。これにより、本センターと海外パートナー機関との信頼関係は極め

て強固なものとなっている。また、日本側の多くの学生・若手研究者にとって

は海外の第 1 線で活躍する研究者と議論をすることができる貴重な機会とな

った。 
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４．学術面の成果及び成果の発表状況 

派遣若手研究者による研究成果発表について記入して下さい。 

 
①学術雑誌等（紀要・論文集等も含む）に発表した論文又は著書 

・査読がある場合、印刷済及び採録決定済のものに限って記載すること。査読中・投稿中のものは除く。 

・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。 

1 

著者名 近藤 真悟 

題 名 
Studies on Growth Mechanism of Carbon Nanowalls Formed by 
Plasma-enhanced Chemical Vapor Deposition 掲載誌名 博士学位論文 

発行所 名古屋大学 巻号  頁 ～ 発行年 2010年 2月 査読 有・無

2 

著者名 文 昶盛 

題 名 
Studies on Advanced Plasma Processing for Etching and Deposition 
Technologies in Fabrication of Microelectronics 掲載誌名 博士学位論文 

発行所 名古屋大学 巻号  頁 ～ 発行年 2010年 2月 査読 有・無

3 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無

4 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無

5 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無

6 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無

7 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無

8 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無

9 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無

10 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無

11 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無

12 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無
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②国際会議における発表 
・発表者名（参加研究者を含む全員の氏名を、論文等と同一の順番で記載すること）、題名、発表した学会名、開催場所、発表時

期を記載すること。共同発表者がいる場合は、全ての発表者名を記載し、主たる発表者に○印を付すこと。 

・口頭・ポスターの別、発表者決定のための審査の有無を区分して記載すること 

・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。 

1 

発表者名 ○中村ウィリアム誠、Hiroshi Sato, Hiroomi Miyahara, Hidefumi, Matsuzaki, Kazunori Koga, 白谷正治 

題 名 
High Deposition Rate of Highly Stable a-Si:H Films for The Third 
Generation of Photovoltaics 口頭・ポスター 審査 有・無

学会名 
第七回先端プラズマプロセッシングと診断

に関する国際会議 
場所 成均館大学 20 年 7月 

2 

発表者名 ○渡邊 均、平松 美根男、堀 勝 

題 名 
Fabrication of nanowall using radical injection plasma enhanced 
chemical vapor deposition and its electrochemical evaluation 口頭・ポスター 審査 有・無

学会名 
第七回先端プラズマプロセッシングと診断

に関する国際会議 
場所 成均館大学 20 年 7 月 

3 

発表者名 ○乾 裕俊、松平雄人、加納 浩之, Naofumi Yoshida, 堀 勝 

題 名 
Characterization of ac exited nonequilibrium atmospheric pressure 
plasma with ultra high electron density for glass surface cleaning 口頭・ポスター 審査 有・無

学会名 
第七回先端プラズマプロセッシングと診断

に関する国際会議 
場所 成均館大学 20 年 7月 

4 

発表者名 ○文 昶盛、竹田 圭吾、関根 誠、節原裕一 

題 名 Development of combinatorial plasma etching process system 口頭・ポスター 審査 有・無

学会名 
第七回先端プラズマプロセッシングと診断

に関する国際会議 
場所 成均館大学 20 年 7月 

5 

発表者名 ○井関 紗千子、Keiji Yamamoto，Takayuki Ohta，伊藤 昌文，加納 浩之、東島 康裕、堀 勝 

題 名 
Contributions of UV light to Sterilization Using Nonequilibrium 
Atmospheric Pressure Plasma 口頭・ポスター 審査 有・無

学会名 
第七回先端プラズマプロセッシングと診断

に関する国際会議 
場所 成均館大学 20 年 7月 

6 

発表者名 竹内 和歌奈 

題 名 
Control of Graphene Sheet Structure Using Oxygen Gas Addition to C2F6/H2 
Plasma 口頭・ポスター 審査 有・無

学会名 
第七回先端プラズマプロセッシングと診断

に関する国際会議 
場所 成均館大学 20 年 7月 

7 

発表者名 近藤 真悟 

題 名 
Growth Mechanism of Carbon Nanowalls Synthesized by Irradiations of Ions 
and Radicals 口頭・ポスター 審査 有・無

学会名 
第七回先端プラズマプロセッシングと診断

に関する国際会議 
場所 成均館大学 20 年 7月 

8 

発表者名 中村ウィリアム誠 

題 名 
High Deposition Rate of Highly Stable a-Si:H Films for The Third Generation 
of Photovoltaics 口頭・ポスター 審査 有・無

学会名 
第七回先端プラズマプロセッシングと診断

に関する国際会議 
場所 成均館大学 20 年 7月 

9 

発表者名 乾 裕俊 

題 名 
Characterization of ac exited nonequilibrium atmospheric pressure plasma 
with ultra high electron density for glass surface cleaning 口頭・ポスター 審査 有・無

学会名 
第七回先端プラズマプロセッシングと診断

に関する国際会議 
場所 成均館大学 20 年 7月 

10 

発表者名 文 昶盛 

題 名 Development of combinatorial plasma etching process system 口頭・ポスター 審査 有・無

学会名 
第七回先端プラズマプロセッシングと診断

に関する国際会議 
場所 成均館大学 20 年 7月 

11 

発表者名 山本 洋 

題 名 
Evaluating damages on porous SiOCH film during H2/N2 plasma ashing 
process 口頭・ポスター 審査 有・無

学会名 
第七回先端プラズマプロセッシングと診断

に関する国際会議 場所 成均館大学 20 年 7月 
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12 

発表者名 渡邊 均 

題 名 
Fabrication of nanowall using radical injection plasma enhanced 
chemical vapor deposition and its electrochemical evaluation 口頭・ポスター 審査 有・無

学会名 
第七回先端プラズマプロセッシングと診断

に関する国際会議 
場所 成均館大学 20 年 7月 

13 

発表者名 大平 真 

題 名 
Shape change of carbon nanowalls grown using inductively coupled 
plasma-enhanced chemical vapor deposition 口頭・ポスター 審査 有・無

学会名 
第七回先端プラズマプロセッシングと診断

に関する国際会議 
場所 成均館大学 20 年 7月 

14 

発表者名 井関 紗千子 

題 名 
Contributions of UV light to Sterilization Using Nonequilibrium 
AtmosphericPressure Plasma 口頭・ポスター 審査 有・無

学会名 
第七回先端プラズマプロセッシングと診断

に関する国際会議 
場所 成均館大学 20 年 7月 

15 

発表者名 趙 研 

題 名 
Nano-surface analysis of polymers exposed to low-damage plasmas 
inductively sustained with low-inductance antenna modules 口頭・ポスター 審査 有・無

学会名 
第七回先端プラズマプロセッシングと診断

に関する国際会議 
場所 成均館大学 20 年 7月 

16 

発表者名 今西 康雄 

題 名 
High-rate deposition of ZnO thin-films at atmospheric pressure by 
an inductively coupled microplasma source 口頭・ポスター 審査 有・無

学会名 
Japan-Germany Student Workshop on Plasma 
Science and Technology 場所 ルール大学ボッフム校 20 年 10 月

17 

発表者名 桐生 慎也 

題 名 
Development of microplasma assisted focused electron beaminduced 
deposition 口頭・ポスター 審査 有・無

学会名 
Japan-Germany Student Workshop on Plasma 
Science and Technology 場所 ルール大学ボッフム校 20 年 10 月

18 

発表者名 黒田 裕樹 

題 名 
Control of Plasma Etching Process through Substrate Temperature 
Measured by Optical Fiber-type Low-coherence Interferometer 口頭・ポスター 審査 有・無

学会名 
Japan-Germany Student Workshop on Plasma 
Science and Technology 場所 ルール大学ボッフム校 20 年 10 月

19 

発表者名 宮脇 雄大 

題 名 
Damages on organic Low-k films due to VUV, UV radiation, 
radical and ion in dual frequency capacitively coupled plasma 口頭・ポスター 審査 有・無

学会名 
Japan-Germany Student Workshop on Plasma 
Science and Technology 場所 ルール大学ボッフム校 20 年 10 月

20 

発表者名 松平 雄人 

題 名 
Development of Novel Nonequilibrium Atmospheric Pressure 
Plasma with Ultrahigh Electron Density ( 1016 cm−3 ) and Its 
Applications 

口頭・ポスター 審査 有・無

学会名 
Japan-Germany Student Workshop on Plasma 
Science and Technology 場所 ルール大学ボッフム校 20 年 10 月

21 

発表者名 緒方 健 

題 名 
Experimental and numerical characterizations of Strip-line 
Microwave Micro Atmospheric Plasma (SMMAP); concerning 
flow-type and non-flow-type 

口頭・ポスター 審査 有・無

学会名 
Japan-Germany Student Workshop on Plasma 
Science and Technology 場所 ルール大学ボッフム校 20 年 10 月

22 

発表者名 玉井 裕二 

題 名 
Mass spectrometric investigation and growth mechanisms of 
chemical species in the downstream region of Ar/CF4/H2 plasmas 口頭・ポスター 審査 有・無

学会名 
Japan-Germany Student Workshop on Plasma 
Science and Technology 場所 ルール大学ボッフム校 20 年 10 月

23 

発表者名 山口 剛 

題 名 
Behavior of Radicals in Dual Frequency Capacitively Coupled 
Etching Plasma 口頭・ポスター 審査 有・無

学会名 
Japan-Germany Student Workshop on Plasma 
Science and Technology 場所 ルール大学ボッフム校 20 年 10 月
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24 

発表者名 渡邊 均 

題 名 
Formation of carbon nanostructures employing non-equilibrium 
atmospheric pressure plasma CVD 口頭・ポスター 審査 有・無

学会名 
Japan-Germany Student Workshop on Plasma 
Science and Technology 場所 ルール大学ボッフム校 20 年 10 月

25 

発表者名 朱 秋石 

題 名 
Study on Sn-Fueled Discharge Produced Plasma (DPP) 
Extreme Ultraviolet (EUV) Source 口頭・ポスター 審査 有・無

学会名 
Japan-Germany Student Workshop on Plasma 
Science and Technology 場所 ルール大学ボッフム校 20 年 10 月

26 

発表者名 渡邊 均 

題 名 Carbon nano-material for bio applications 口頭・ポスター 審査 有・無

学会名 
第八回先端プラズマプロセッシングと診断

に関する国際会議 
場所 テクノプラザ（岐阜県） 21 年 1月 

27 

発表者名 山本 洋 

題 名 SiOCH etching and its damage in ULSI 口頭・ポスター 審査 有・無

学会名 
第八回先端プラズマプロセッシングと診断

に関する国際会議 
場所 テクノプラザ（岐阜県） 21 年 1月 

28 

発表者名 松平 雄人 

題 名 
Surface cleaning for flexible electronics employing atmospheric pressure 
plasma 口頭・ポスター 審査 有・無

学会名 
第八回先端プラズマプロセッシングと診断

に関する国際会議 
場所 テクノプラザ（岐阜県） 21 年 1月 

29 

発表者名 黒田 裕樹 

題 名 A real time controlling of surface temperature and radicals in ULSIs 口頭・ポスター 審査 有・無

学会名 
第八回先端プラズマプロセッシングと診断

に関する国際会議 
場所 テクノプラザ（岐阜県） 21 年 1月 

30 

発表者名 宮脇 雄大 

題 名 
Evaluating damages on organic low-k films due to VUV, UV radiation, radical 
and ion in dual frequency capacitively coupled plasma 口頭・ポスター 審査 有・無

学会名 
第八回先端プラズマプロセッシングと診断

に関する国際会議 
場所 テクノプラザ（岐阜県） 21 年 1月 

31 

発表者名 宮脇 雄大 

題 名 
Damage-free ashing using dual frequency capacitively 
coupled Ar / O2 plasma 口頭・ポスター 審査 有・無

学会名 
第九回先端プラズマプロセッシングと診断

に関する国際会議 
場所 成均館大学 21 年 7月 

32 

発表者名 宮脇 雄大 

題 名 
Damage-free Ashing on Low-k Film Using Dual Frequency Capacitively 
Coupled Ar/O2 Plasma 口頭・ポスター 審査 有・無

学会名 
第九回先端プラズマプロセッシングと診断

に関する国際会議 
場所 成均館大学 21 年 7月 

33 

発表者名 
○内藤豊裕，Rerngchai Arayanakool, Severine Le Gac，加地範匡，岡本行広，渡慶次学，Albert van den Berg, 
 馬場嘉信 

題 名 
光硬化性樹脂を用いたダイヤフラム型ニューマティックバルブの作製

法 
口頭・ポスター 審査 有・無

学会名 
第 21 回化学とマイクロ・ナノシステム 

 研究会 
場所 東京大学本郷キャンパス 22 年 6月 
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５．今後の展望 

（１）当初目的を達成するための今後の事業実施計画（概要）について、これまでの実施状況を踏ま

えて、改善点・改善方法について触れながら記入してください。また、事業実施期間終了後の展望に

ついて記入して下さい。 

 

＜今後の事業計画の概要＞ 

 これまでの本事業の実施により、海外研究機関との強固なネットワーク構築に成功するとともに、

若手研究者の派遣を着実に行うことができた。これまでの実績を元に、今後は以下のように事業を実

施する計画である。 

 

１）若手研究者派遣の継続とさらなるネットワーク構築 

 これまでに構築したパートナー機関とのネットワークにより、若手研究者の派遣を継続して進め

る。 本派遣を今後も実効的なものとするため、本センターの主催する国際会議の開催やワークショ

ップの開催により、これまで構築したネットワークをより強固なものとする。また、これらの会議開

催を通して、本 ITP 事業の海外における広報活動をさらに進めるとともに、新たなパートナー機関の

開拓も視野に入れていく。 

 

２）派遣後の若手研究者・学生のサポート体制の構築 

 これまでの海外派遣で今後も継続的に若手研究者の育成に力を注がなければならない。これは新た

な研究者の派遣だけでなく、これまでに派遣された若手研究者の長期的なサポートも視野にいれなけ

ればならない。すなわち、これまでの派遣実績を生かして派遣若手研究者がさらにパートナー機関と

の継続的な連携活動を続けることが必要である。 

 そのため、これまでに行ってきた博士課程後期課程派遣学生の学位取得における海外パートナー機

関の教員の審査への参加をさらに継続して行う。そして、このような機会を通して、博士学位取得後

の派遣学生が、パートナー機関やパートナー機関と連携を進めている他の海外研究機関にポスドクと

して応募を行うなどの可能性を検討する。 

具体的には、これまでにプラズマナノ工学研究センターが構築したネットワークを用いて海外研究機

関を含めたグローバルな形でのポスドク公募情報をホームページ上で公開するなど、若手研究者がさ

らに海外で研鑽を積むことのできる機会を提供するなどの活動を検討する。 

 

 

 

 

＜本事業終了後の展望＞ 

 名古屋大学プラズマナノ工学研究センターは、日本におけるプラズマ応用研究の中心拠点として活

動を続けている。若手研究者の人材育成はプラズマナノ工学研究センターの掲げる活動の重要な柱の

ひとつであり、本 ITP 事業の終了後も本センターが研究・人材育成の拠点として活動を続けているこ

とを目指していく。そのため、海外のパートナー機関との連携を通した国内外の外部資金の獲得によ

る若手研究者派遣の継続、日本の若手研究者の海外での研究活動を行う際の橋渡し的存在として、活

動を継続してゆく予定である。 
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（２）年度別計画について記入して下さい。（年度別の具体的な事業実施計画について記入してくださ

い。） 

 

①平成 22 年度 

（海外派遣計画） 

派遣先（機関名・部局名等）      派遣予定者の身分（人数）      派遣期間（日単位） 
成均館大学 

・先進プラズマ表面技術センター      博士課程学生、若手研究者（2名）     60 日 

ルール大学ボッフム校 

・プラズマ科学技術センター        博士課程学生、若手研究者（2名）     60 日 

テキサス大学ダラス校 

・先進材料プロセシング国際センター    博士課程学生、若手研究者（2名）     60 日 

トゥエンテ大学・メサプラス研究所     博士課程学生、若手研究者（2名）     60 日 

クイーンズ大学・プラズマ物理センター   博士課程学生、若手研究者（2名）     60 日 

科学産業研究機構・物質工学研究所     博士課程学生、若手研究者（2名）     60 日 

 

（海外パートナー機関との共同企画） 

企画名               開催時期     開催場所（国名）   参加者数（見込み）

IC-PLANTS2011          平成 23 年 3月     日本         300 名 
第 11 回先端プラズマプロセッシング 

と診断に関する国際会議   平成 22 年 7 月         韓国          60 名 
第 12 回先端プラズマプロセッシング 

と診断に関する国際会議   平成 23 年 1 月         日本          60 名 

 

（計画の目的及び概要） 

 本年度は、これまでに進めてきた海外パートナー機関への若手研究者の派遣を継続的に実施する。

また、プラズマナノ工学研究センター国際会議(IC－PLANTS)および先端プラズマプロセッシングと診

断に関する国際会議を開催し、海外の研究機関とのネットワーク形成の維持に努める。さらに、昨年

度の若手研究者派遣機関 4 機関に加え、さらに本年度は 2 機関を追加して計 12 名の若手研究者派遣

を行う。さらに、もう 1機関の新規のパートナー機関の模索を行う。 

  

 

 

②平成 23 年度 

（海外派遣計画） 

派遣先（機関名・部局名等）      派遣予定者の身分（人数）      派遣期間（日単位） 
成均館大学 

・先進プラズマ表面技術センター      博士課程学生、若手研究者（2名）     60 日 

ルール大学ボッフム校 

・プラズマ科学技術センター        博士課程学生、若手研究者（2名）     60 日 

テキサス大学ダラス校 

・先進材料プロセシング国際センター    博士課程学生、若手研究者（2名）     60 日 

トゥエンテ大学・メサプラス研究所     博士課程学生、若手研究者（2名）     60 日 

クイーンズ大学・プラズマ物理センター   博士課程学生、若手研究者（2名）     60 日 

科学産業研究機構・物質工学研究所     博士課程学生、若手研究者（2名）     60 日 

 

（海外パートナー機関との共同企画） 

企画名               開催時期     開催場所（国名）   参加者数（見込み）

IC-PLANTS2012          平成 24 年 3月     日本         300 名 
第 13 回先端プラズマプロセッシング 

と診断に関する国際会議   平成 23 年 7 月         韓国          60 名 
第 14 回先端プラズマプロセッシング 

と診断に関する国際会議   平成 24 年 1 月         日本          60 名 
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（計画の目的及び概要） 

 本年度は、前年度に開拓した新たな海外パートナー機関への若手研究者の派遣を含め、計 14 名の

若手研究者の派遣を実施する。また、プラズマナノ工学研究センター国際会議(IC－PLANTS)および先

端プラズマプロセッシングと診断に関する国際会議を開催し、海外の研究機関とのネットワーク形成

の維持に努める。 

 また、本 ITP 事業で派遣された若手研究者に対して海外でのさらなる研究滞在の希望を調査する。

さらに、これまでに構築した本研究分野の国際ネットワークを利用し、ホームページなどでポスドク

希望の公開を行う、あるいは本事業担当者がパートナー機関を訪問する等を通して、プラズマナノ工

学研究センターが窓口となってポスドク希望者と希望先のパートナー機関との調整を行う。 

 

 

③平成 24 年度 

（海外派遣計画） 

派遣先（機関名・部局名等）      派遣予定者の身分（人数）      派遣期間（日単位） 
成均館大学 

・先進プラズマ表面技術センター      博士課程学生、若手研究者（2名）     60 日 

ルール大学ボッフム校 

・プラズマ科学技術センター        博士課程学生、若手研究者（2名）     60 日 

テキサス大学ダラス校 

・先進材料プロセシング国際センター    博士課程学生、若手研究者（2名）     60 日 

トゥエンテ大学・メサプラス研究所     博士課程学生、若手研究者（2名）     60 日 

クイーンズ大学・プラズマ物理センター   博士課程学生、若手研究者（2名）     60 日 

科学産業研究機構・物質工学研究所     博士課程学生、若手研究者（2名）     60 日 

 

（海外パートナー機関との共同企画） 

企画名               開催時期     開催場所（国名）   参加者数（見込み）

IC-PLANTS2013          平成 25 年 3月     日本         300 名 
第 15 回先端プラズマプロセッシング 

と診断に関する国際会議   平成 24 年 7 月         韓国          60 名 
第 16 回先端プラズマプロセッシング 

と診断に関する国際会議   平成 25 年 1 月         日本          60 名 

 

（計画の目的及び概要） 

 

 本年度は、本事業の最終年度として、これまでの若手研究者の派遣実施、プラズマナノ工学研究セ

ンター国際会議(IC－PLANTS)および先端プラズマプロセッシングと診断に関する国際会議を開催し、

これまでの ITP 事業を継続的に進める。 

 また、前年度から行う ITP 派遣者のポスドク派遣の調整なども引き続き行う。 

  

 さらに、本事業を今後も継続的に実施するために、海外パートナー機関との打ち合わせ(海外およ

び国内の外部資金の可能性の検討など) を行い、本派遣事業の継続のための取り組みを進めたい。 

 

 最後に、本事業の最終年度として、最終報告書を作成し関係研究機関に配布する。 

 


