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「頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム」 

平成２７年度事後評価資料（実施報告書） 

 

 

 

整理番号 

 

G2403 
関連研究分野  

（分科細目コード）  

マイクロ・ナノデバイス 

  （2103）  

補 助 事 業 名  

（ 採 択 年 度 ）  

最先端国際ナノデバイス研究コンソーシアムへの派遣によるグローバル 

若手研究者の育成 （平成 24 年度採択）  

代表研究機関名 

大阪大学  

代表研究機関以外

の協力機関 

なし  

 

主担当研究者氏名  
菅沼克昭  

 

補助金支出額  

（平成 24年度）  

 

21,209,507 円  

（平成 25 年度）  

 

1 9 ,790,000  円  

（平成 26 年度）  

 

 26,236,829 円  

（合計）  

 

  67,236,336 円  

(公募応募当初の「事業

計画調書」に記載の ) 

若手研究者の  

派遣計画  

（平成 24年度）  

      3 人   

 

（平成 25年度）  

      4 人   

（      3人）  

（平成 26年度）  

    4 人   

（      1人）  

（合計）  

      7 人   

 

若手研究者の  

派遣実績  

（平成 24年度）  

      2 人   

 

（平成 25年度）  

      4 人   

（      2 人）  

（平成 26年度）  

    5 人   

（       3人）  

（合計）  

      6 人   

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 
派遣期間が 300日

未満となり、最終

的に若手派遣研究

者派遣実績のカウ

ントから除外され

た者（外数）  

（平成 24年度）  

      人   

 

（平成 25年度）  

       人   

（       人）  

（平成 26年度）  

       人   

（       人）  

（合計）  

       人    
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１ ． 若手研究者の人材育成についての成果の達成状況 

（１）事業計画調書に記載した期待される成果の概要 

（事業計画調書（１０－１）に記載した若手研究者の人材育成にかかる期待される成果の概要）  

[1] 世界トップレベルのデバイス検証技術を有する imec (Interuniversity Microelectronics  
   Center、ベルギー ) との共同研究により、産業科学研究所（以下、産研）のソフトナ  
  ノマテリアルデバイス創製技術のデファクトスタンダード化（事実上の世界標準）へ  
  の貢献が大いに期待できる。  
[2] グローバル視点に立った独創的な研究開発ができる人材としての活躍が期待でき、産   
   研で計画している、産官学の応用開発・共同研究拠点（研究棟を用意）”On Campus  
   Program”を牽引できる国際レベルの若手優秀研究層の人材になりうる。  
[3] imec には世界中から優秀な研究者が集まってきて、研究成果を競っている。派遣研   
   修期間で培われる世界の優秀な先端ナノデバイス関連の研究者とのグローバル人的

ネットワークの構築によって、将来の国際研究舞台での彼らの活躍が十分期待でき

る。この「グローバル人的ネットワークの形成（欧米では重視されている）の視点」

こそが、従来の我が国の研究関係者に欠如していた部分であり、当プログラムの展

開により、この部分の重要性がより明確になると考えられる。  
[4] グローバル視点での独創的研究開発人材に関する検証は、On Campus Programなど   
   での研究チームにおける「グローバル視点でのアイデア提案と研究遂行上のリーダ    
   ーシップ、優れた研究成果」などにより検証が可能である。また、優れた研究者間  
   人的ネットワーク形成に関しては、「国際連携企画（共同研究の分担、国際会議組  
   織委員など）への参画」、「国際ジャーナルでの論文審査委員」、「重要国際会議  
   での招待講演」などへの機会が与えられることで、検証が可能である。  

 

（２）上述の期待される成果の達成状況の自己評価とその理由 

【自己評価】  

□期待を上回る成果を得た  

■十分に達成された  

□おおむね達成された  

□ある程度達成された  

□ほとんど達成されなかった  

 

【理由】  

上述の項目に関しては、以下の理由により十分に達成されたと考えている。  
[1] 新規デバイス技術の開発に関しては、優れたデバイス検証技術による検証までを含め  
 て初めて信頼できるデバイス開発研究が完成することを産研と imecは証明しつつあり  
 、その具体的な成果は後述の「金属ナノワイヤーを用いたフレキシブル透明電極形成  
 技術」などに見ることができる。このような検証プロセスと一体化したデバイス創製  
 技術のデファクトスタンダード化に向けた動きは急速に進みつつあり、産研 -imec連携  
 による当プログラムはこの動きに大いに貢献して来ている。  
 [2] 最先端エレクトロニクスデバイス研究機関である imecへの派遣は、グローバル視点  
 に立った独創的な研究開発を可能にする人材育成の機会を与えるもので、派遣若手研  
 究者の内の２名は、帰国後に特任准教授、助教として昇任している。彼ら２名に加え  
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 、同じく１年間 imecに派遣された博士課程学生２名は、現在、大阪大学の産学国際連  
 携プログラムであるCOIプログラムの若手の中核として活躍し始めている。なお、当  
 COIプログラムは、本学振頭脳循環プログラムを通じて imec-産研の共同研究の輪が広  
 がり、更に大きな目標を据え平成26年度より大阪大学を拠点として開始されたCOI拠点  
 プログラム「人間力活性化によるスーパー日本人の育成と産業競争力増進／豊かな社  
 会の構築」として結実したものである。  
[3] 世界中から優秀な先端ナノデバイス関連若手研究者を受け入れている imecでの長期  
 間研修によって、将来の国際研究舞台で活躍できるグローバル人的ネットワークの構   
 築が大いに期待され、事実、派遣後の研究においてもこのネットワークによる連携研  
 究が継続され、論文作成や特許申請などが彼らによって実現されている。論文執筆で  
 は、 imec研究者との共同研究の有機半導体デバイス特性に関する論文の高インパクト  
 ファクター・ジャーナル（Advanced Materialsなど）への掲載、国際特許では、 imec研  
 究者との共同研究成果として、「金属ナノワイヤのレーザーパターニング同時焼成技  
 術」に関する国際特許申請を行った。  

[4] グローバル視点での独創的研究開発人材育成に関する検証の例： 2014年4月に米国に  
 おけるMRS春季大会にて”Transparent Electrodes Symposium”を共同主催し（主催：R.  
 Abbel, Holst Centre, K. Suganuma, Osaka University、他）、100件を越える発表を集め成  
 功させ、透明フレキシブルデバイスの世界的な研究の流れを起こしたが、 imec派遣若  
 手研究者（2名）はこのTransparent Electrodes発明に大きく貢献した。  
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２．国際共同研究課題の到達目標及び期待される成果の達成状況 

（１）事業計画調書に記載した国際共同研究課題の到達目標及び期待される成果の概要  

（事業計画調書（４－１）に記載した国際共同研究課題の到達目標及び事業計画調書（１０－２）に記載した国

際共同研究において期待される成果概要）  

到達目標 

 産研で研究しているナノカーボンデバイスおよび有機ナノデバイスを集積化し、新た
なバイオセンサデバイス技術や有機フレキシブル技術の創製をめざす。更に imec のデ
バイス作製・検証ラインを用いることにより、これらの技術を世界のデファクトスタン
ダードに導くことを目標としている。また更に、これらに情報処理技術を融合させたバ
イオ・情報・ナノ融合システムを構築することを将来目標に掲げている。  
尚、ここで述べるデファクトスタンダードを達成するには、以下のデバイス・プロセス

要素技術を必要とし、これらの技術開発をimec との共同研究にて行う。 

・次世代医療診断技術に用いるカーボンナノチューブ、グラフェンの特性を活かした超  

 高感度バイオセンサデバイス作製、特定タンパク質を検出するための表面修飾技術等  

 の構築 

・高性能p 型有機半導体とn 型酸化物半導体を組み合わせた高性能フレキシブルCMOS 回 

 路及びRD-ID タグ等のデバイス・プロセス技術の構築 

・世界初のオール印刷ヘルスケアセンサ実現に必要な低温配線ナノインク・ITO 代替透 

 明導電膜と光焼成印刷プロセス技術の構築 

・計算機科学及び情報論の観点から最適なセンシングや情報処理を行う新規高精度、高  

 効率センサーや情報処理デバイス技術の構築 

期待される成果概要  
・優れた国際共同研究機関に参入して行う共同研究で期待される部分：  

（１）当該研究分野の世界の潮流についての知見が容易に得られる点  
（２）その潮流に沿った研究が体験でき、その分野の本流技術・知識を含めた研究を  
   実施できる点  
（３）これらをベースに、産研の先端ナノデバイス技術のデファクトスタンダード化  
   が実現できる点  

・派遣研究者の世界レベルでの共同研究の優れた成果（独創性、リーダーシップについ

ての検証）：  
 （１）インパクトファクターの高い国際ジャーナルへの論文掲載  

（２）論文での第一執筆者  
（３）有力特許の取得  
（４）当該世界トップレベルの国際会議発表及び招待講演など（デバイス分野では電

子デバイス国際会議 (IEDM: International Electron Device Meeting)、大規模集積

回路国際会議 (VLSI Symposium)、半導体回路設計国際会議 (ISSCC: International 
Solid State Circuit Conference)など）  

 

（２）上述の目標等に対する達成状況の自己評価とその理由 

【自己評価】  

□期待を上回る成果を得た  

□十分に達成された  

■おおむね達成された  

□ある程度達成された  

□ほとんど達成されなかった  

【理由】  
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  将来の医療関連で重要となるフレキシブル・センシングデバイス関連の技術研究に

おいて、本プログラム国際共同研究は大きな貢献を見せた。①ウイルスセンサーなど

に有効な超高感度バイオセンシング・デバイスの実現に向けた、電界効果型トランジ

スタのゲート表面への核酸認識分子が固定化可能なデバイス作製プロセスについて

の基盤研究を進めた。②フレキシブル・センサ技術の基盤となるフレキシブル・デバ

イス技術については大きく２つの成果に分けられる： (a) 産研の有する世界最高性能

有機半導体素子作製技術と imec のナノエレクトロニクス技術・性能検証技術を用い、

格段に優れた高速動作を実現する論理デバイス開発を行った。また、n 型有機半導体

デバイスを初めて創製し、さらに、p 型有機半導体と組み合わせることにより優れた

スイッチング特性を示す CMOS 回路の構築に成功した。これらの研究成果は、将来的

に、有機半導体 p/n 接合を用いた高性能フレキシブルデバイスの構築が可能になるこ

とを意味するものであり、この分野での新規なデバイス創製への展開が期待される

（国際特許申請予定）。 (b) 金属ナノワイヤを用いたフレキシブルでストレッチャ

ブルな透明電極の低温パターン形成、ならびに、産研独自の銀塩インクを用いた新た

なレーザー転写印刷技術の構築とパターンの形成に成功している。これらの成果につ

いて、共同学術論文発表、国際特許申請を行った。この成功が基になり、国際材料科

学会議 (MRS)でのシンポジウム Transparent Electrodes Symposium(2014)を誕生させ、成

功に導き、以後、これに続くシンポジウムが世界的に開催されている。これらの成果

で、特に② (b)の技術開発は、世界のデファクトスタンダード化に向かいつつあると言

える。  

  情報関連技術研究については、データマイニング技術をもとに医療用センシング情

報技術、特に脳波センシング・解析技術に関する開発的研究を進めた。 現在、産研

－ imec 間の連携研究は、センシングデバイスの要素技術開発の成果を融合させた「フ

レキシブル・センシングデバイス開発」へ進みつつあり、更に先端情報処理技術を組

み合わせた次のステップである「人にやさしいソフトマテリアル・医療センシングデ

バイス」に向かっている。これにより、産研の特色である医療－材料－デバイス－情

報処理の幅広い科学技術領域の融合を実現し、これからの社会を支える産業技術への

大きな貢献が期待できる。  
    本プログラムでの国際連携研究では、「世界のデバイス分野の潮流」を見据えた研究

が実施され、それらの成果はさらに「人にやさしいソフトマテリアル・医療センシング

デバイス」分野への展開されようとしている。ここでの成果については、後述するよう

に派遣研究者はすでにいくつかの高インパクトファクタージャーナル（ Advanced 
Materials など）への論文発表、国際特許申請などを行って来ており、順調に本プログ

ラムの目標を達成して来ている。また、国際会議発表については、当初目標としていた

IEDM, VLSI Symposium, ISSCC などの 会議での 発表 に代わ り、 IEEE Custom 
Integrated Circuits Conference,2015 （招待講演）、LOPEC-7(Printed Electronics 国際

会議） ,2015 などの関係分野での定評ある国際会議での発表を行っており、共同研究成

果の国際舞台での発表においても目的を果たして来ている。   
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３ ． 今 後 の 展 望 に つ い て  

これまでの実施状況を踏まえて、事業実施期間終了後の展望について記入して下さい。  

①  自己資金、若しくは他の競争的資金等による海外派遣の機会を含む若手研究者の研鑽・育成の事業の継続（又

はその見込み）状況 

  若手研究者の海外体験は、研究に対する国際的視野を広め、国際交流ネットワーク

を構築する機会を与える。産研では、より多くの若手研究者の海外研修機会を与え、

かつ、国際交流ネットワークを広げる目的で「学振研究拠点形成事業」への申請を行

い、25 年度から採択され、この研究拠点形成事業が頭脳循環プログラムと並行して進

行しており、欧米の６研究拠点に若手研究者（院生、助教、准教授）の 1～3 か月派

遣を実施中（11～12 名／年）である。また、総長裁量経費による「産研グローバル若

手育成プログラム」を 24, 25, 26 年度に実施しており、このプログラムについても毎

年 12 名の若手研究者が欧米研究機関に派遣された。産研としては、この３年間で、

本頭脳循環プログラム事業により先導された国際的研究ネットワークの大きな広が

りを得た。今後も、このような若手人材育成海外派遣を継続的に実施する計画である。 
 

 

②  本事業の相手側を含む海外の研究機関との研究ネットワークの継続・拡大（又はその見込み・将来構想）状

況（組織において本事業で支援した若手研究者に期待する役割も含めて） 

  派遣終了後も、派遣若手研究者と imec 側研究者との交流、共同研究などが継続さ

れており、共同研究論文執筆や共同特許申請などが進行している。imec は有機、ナノ

カーボン、ナノバイオ、及びプリンティッド・エレクトロニクス分野のデバイス検証

ラインを所有する研究コンンソーシアムとしては世界のトップに位置しており、imec
との応用研究連携を希望する機関は後を絶たないが、産研は、2011 年 11 月に imec と

の「包括共同研究契約」を我が国で初めて締結し、以後、特にソフトマテリアルデバ

イス分野、情報処理分野での連携研究を深めて来ている。imec 自体の国際的な連携の

広さから、派遣した若手研究者達は、派遣中に他の機関との交流も開始しており、特

に、ベルギーの Leuven 大学、Gent 大学、オランダの Eindhoven 工科大学などとは、

若手研究者の相互派遣など現在も活発な交流が継続している。  

  また、産研は、2014 年度からスタートした文科省 COI プログラムの大阪大学拠点

の中枢を担っており、その連携海外研究機関の中心として imec が参画している。今

後、COI プログラムにおいても、産研 -imec の連携は継続・強化され、アクティブ・

センシングデバイス開発等の連携研究等を進める計画である。この阪大 COI プログラ

ムでの産研が担う研究分野には、頭脳循環プログラムで imec に派遣された助教、博

士後期課程学生がコアとなる研究メンバーに登録されており、彼らの今後の活躍が期

待されている。  

  学振・頭脳循環プログラムは、新たに、「頭脳循環を加速する戦略的国際ネットワ

ーク推進プログラム」として、２６年度から再スタートしており、複数の海外研究機

関とのネットワーキングによる、派遣・受け入れ共同研究が可能となっている。産研

では、 imec との３年間の連携研究の成果をもとに、 imec も含めた、さらに複数の海

外研究機関との研究ネットワーク形成を図り、「グローバル分子技術研究ネットワー



様式１【公表】                                        

7 
 

ク構築」を目指した新たな展開を計画し、「頭脳循環を加速する戦略的国際ネットワ

ーク推進プログラム」への申請を行っている。  
 

③  本事業で支援した若手研究者の研究人材としての将来性について 

  派遣先における若手研究者の評価は非常に高い。それは、１年あまりの派遣期間で

の共同研究成果が、先進マテリアル分野や先進デバイス分野の国際誌に発表されたこ

とや、特許申請がなされたことなどで裏付けられる。このような成果を生み出してい

る理由としては、産研の有するソフトマテリアル基盤技術・知識と imec の有する優

れた応用技術（デバイス検証ラインなど）との相補的な融合がその大きな理由と考え

られ、従来と異なる観点や技術、知識との融合の重要性を十分認識した結果と言える。

このような融合研究は今後の世界の研究スタイルの一つになりつつあり、これを実体

験して来た派遣若手研究者の将来は明るいと考える。  

  派遣若手研究者は、帰国後も imec 側や関連する大学の若手研究者との研究交流を

継続しており、このような交流・人脈は、今後、彼らの国際舞台での研究活動にとっ

て大きな財産となるだろう。一方で、彼らの国際舞台での貴重な情報発信、交流の深

化で重要な意味を持つ「英語力」についても、派遣前と比較してそれぞれに十分な力

をつけて来ており、国際人としての第一歩をすでに踏み出していると言える。それは、

彼らの定期的な英文レポートからも読み取れる（参考資料○：頭脳循環英文ホームペ

ージ http://www.sanken.osaka-u.ac.jp/labs/kikaku/mission/S-Brain_Circulation_ 

Project/Reports_From_Brain.html 掲載）。今後、彼らの国際舞台での活躍が十分に

期待できる。 
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資料１ 実施体制 

事業実施体制  

フ  リ  ガ  ナ 
担当研究者氏名 所属機関 所属部局  

職名  

（身分）  
専門分野  備考  

 

主担当研究者 

竹谷 E

タ ケ ヤ

A A E純一 E

ジュンイチ

 

A E菅沼 E

ス ガ ヌ マ

A A E克 E

カ ツ

A A E昭 E

ア キ

 

 

担当研究者 

A E松本 E

マ ツ モ ト

A A E和彦 E

カ ズ ヒ コ

 

 

A E菅沼 E

ス ガ ヌ マ

A A E克 E

カ ツ

A A E昭 E

ア キ

 

A E竹谷 E

タ ケ ヤ

A A E純一 E

ジュンイチ

 

 

A E中谷 E

ナ カ タ ニ

A A E和彦 E

カ ズ ヒ コ

 

 

A E鷲尾 E

ワ シ オ

A A E隆 E

タカシ

 

 

A E山口 E

ヤ マ グ チ

A A E明人 E

ア キ ヒ ト

 

 

A E沼尾 E

ヌ マ オ

A A E正行 E

マ サ ユ キ

 

 

A E八木 E

ヤ ギ

A A E康史 E

ヤ ス シ

 

 

A E安蘇 E

ア ソ

A A E芳雄 E

ヨ シ オ

 

 

A E小倉 E

オ グ ラ

A A E基次 E

モ ト ツ グ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   計10名  

 

 

大阪大学 

大阪大学 

 

 

大阪大学 

 

大阪大学 

大阪大学 

 

大阪大学 

 

大阪大学 

 

大阪大学 

 

大阪大学 

 

大阪大学 

 

大阪大学 

 

大阪大学 

 

 

産業科学研究所 

産業科学研究所 

 
 
産業科学研究所 

 

産業科学研究所 

産業科学研究所 

 

産業科学研究所 

 

産業科学研究所 

 

産業科学研究所 

 

産業科学研究所 

 

産業科学研究所 

 

産業科学研究所 

 

産業科学研究所 

 

 

 

教授 

教授 

 

 

教授 

 

教授 

招へい教授 

 

教授 

 

教授 

 

特任教授 

 

教授 

 

教授 

 

教授 

 

特任教授 

 

 

有機ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 

ﾌﾟﾘﾝﾃｯﾄﾞｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 

 

 

ｶｰﾎﾞﾝﾅﾉﾊﾞｲｵ 

 

ﾌﾟﾘﾝﾃｯﾄﾞｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 

有機ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 

 

遺伝子化学  

 

知能情報学  

 

分子生物学  

 

知能情報学  

 

情報処理  

 

ｿﾌﾄﾅﾉﾏﾃﾘｱﾙ 

 

先端 CMOSﾌﾟﾛｾｽ 

 

 

（ H25.3.31まで）  

（ H25.4.1から）  

 

 

 

 

 

 

（ H25.3.31まで）  

 

（ H25.4.1から）  

産研から東大に転

出  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ H26.4.1追加）  
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①  相手側となる海外の研究機関と研究者 

国名 研究機関名  相手側研究者氏名  
職名  

（身分）  
備考  

ベルギー  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オランダ  

  imec (Leuven) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Holst Centre 

 (imec関係研究所 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  計  2 機関  

 Peter Peumans 

 

 Liesbet Lagae 

 

 Paul Heremans 

  

 Stefan de Gendt  

  

 Cedric Huyghebaert 

 

Fabian Kloosterman 

 

 

 

 Irya Yakimets 

 

 Jaap Lombaers 

 

 Pim. Groen 

 

 Paul Blom, 

 Program director 
“Human++” , PhD 
 
 Program manager, 
 Professor of KU  
 Leuven), PhD 
 
 imec fellow & 
director, Professor of 
KU Leuven, PhD 
 
 Program manager,PhD  
 
 
 Research scientist 
 PhD 
 
 
 Group Leader, PhD 
 
 
 
 
 
 
 

 Program manager,   

 PhD 

 

 Managing director,   

 PhD 

 

 Program manager,   

 PhD 

 

 Adviser of Holst 

Centre,  Director of  

Max plank-Mainz(兼務）, 

PhD 

派遣者⑤を指導  

 

 

上記派遣者の研究支援  

 

 
派遣者①、派遣者⑥を指

導  
 
 

上記派遣者の研究支援  
 
 

上記派遣者の研究支援  
 
 

 
派遣者④の指導  
および研究支援  

 
 
 

 
 
  

派遣者②、派遣者③を指
導  
 

 
上記派遣者の研究支援  
 

 
 
上記派遣者の研究支援  

 
 
 

上記派遣者の研究支援  
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資料２ 若手研究者の人材育成にかかる資料 

（１）若手研究者の選抜方針・基準、選抜方法の概要 

  当派遣プログラム対象者は、プログラムが掲げる研究テーマ（ソフトマテリアルデバ

イス創製）に近い研究を行っている産研在籍の博士後期課程学生７０名、助教４３名の

うちの約１／３である。海外派遣での研究遂行には、専門知識、研究実績に加えて、英

語会話能力が要求される。このため、国際会議発表経験があること、英検（TOEFL など）

受験し高得点を得ていること、などを目安に、関連分野教授からの推薦を得た。担当教

授からの説明ならびにＴＶ会議システム（当プログラム経費にて初年度に購入）を利用

しての imec 側の研究者とのインタビューなどを実施した。応募者はいずれも積極性が

あり、自己紹介や行いたい研究内容などの imec 側へのメール連絡なども評価され、派

遣研究者として承認された。対象は、日本人大学院生、助教を優先とするが、博士課程

留学生も 、 候補に含めることとし、実際上、３年間で２名の留学生が派遣された。  
 

 

（２）若手研究者海外派遣時の支援体制の概要 

  （若手研究者の海外派遣が促進されるよう組織としてどのようなバックアップ体制を 

とったかについて記載してください。） 

  派遣者の研究テーマ、研究方針に関しては、派遣担当者（研究分野教授）が十分対応

し、事前に派遣先の研究指導者との研究テーマ設定や進め方についての連絡を３者間で

行った。派遣渡航に際しては、派遣者に大阪大学海外渡航危機管理マニュアル本を配布

し、危機管理、海外保険などの内容説明のセミナーを担当者出席のもとで実施した。担

当者は必ず、派遣期間中に一度は派遣研究者の派遣先を訪問し、プログラムの目標達成

に向けての研究状況の把握、現地指導者との面談などを行った。また、訪問時には、小

セミナーを開催し、派遣者の研究内容、進行状況についての英語によるプレゼンテーシ

ョンを課した。  
 

 

（３）若手研究者海外派遣計画の見直し（増減）状況とその理由 

当初計画では、初年 24 年度は imec 研究拠点ルーベンへの 2 名の派遣（テーマ：有機

半導体デバイス、カーボン系バイオセンシングデバイス）とアイントホーヘンへの 1 名

の派遣（テーマ：金属ナノワイヤ透明導電膜）、25 年度はルーベンへの新規派遣１名（テ

ーマ：バイオセンシングデバイス）、26 年度はルーベンへ 3 名の新規派遣（テーマ：有

機半導体デバイス、バイオセンシングデバイス、センシングデータ情報処理）の計 7 名

の派遣を計画した。  
24 年度にルーベンに派遣予定の博士後期課程学生の１名（カーボン系バイオセンシン

グデバイス研究）については同テーマでの共同研究進展状況により派遣不必要となった

ため 24 年度の派遣は 2 名に止まった（学振海第 48 号・事業内容変更承認）。25 年度以

降は派遣人数調整のため計画の一部見直しを図り、25 年度にルーベンに 1 名（センシン

グデータ情報処理）、アイントホーヘンに１名（金属ナノワイヤ透明導電膜）を新規に

派遣し、26 年度にはバイオセンシングデバイスのテーマでルーベンに 1 名、有機半導体

デバイス系テーマで同じくルーベンに 1 名を新たに派遣した。結果、３年間で６名を imec
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研究拠点に派遣し、「ソフトマテリアル・デバイス創製」に関する基盤研究を実施でき

た。  
 

 

（４）若手研究者の育成にかかる成果の概要 

①  派遣された若手研究者の成果 

（資料４に記載するような研究成果の発信状況等だけではなく、将来的に主要な研究者としての活躍が

見込まれるか等の観点も含めて記載してください。）  

  産研からの派遣若手研究者（特に 24~25 年度派遣）は、各１年間の imec での連携研

究の成果を各分野での著名ジャーナルに投稿し掲載されている（資料４参照）。また、

国内外の国際会議においてそれらの成果の講演を行って来ている。これらの成果をもと

に、１名は助教から特任准教授に昇格し、１名は博士課程修了後ただちに助教に採用さ

れており、imec で行ってきた研究に関しては imec 研究者と継続して研究を進めている。

また、競争的資金獲得にも積極的な取り組みを見せている。  

  派遣若手研究者は、世界的な先端エレクトロニクス・デバイス開発の中心的なコンソ

ーシアムである imec での１年間の研究を通じて、先端応用研究の持つイノベーション

に対する戦略性や適応性を学び、また、連携研究の真の意味の重大さなどを肌で感じ取

ってきたことは、彼らの報告などからも読み取れる。これらは、これからのグローバル

化された世界で我が国の研究者がイノベーション展開の過程で要求される事項である

が、派遣若手研究者は早い時期にこれらを体験したと言える。今後の彼らの研究展開で

これらの経験が十分生かされることが期待され、また、欧州地域の当分野若手研究者と

の間での将来的な国際連携研究ネットワークの形成が期待できる。  
 

②  派遣した機関・組織の成果 

（機関等として組織的に若手研究者を育成する枠組みが構築されたか、機関等の研究者の評価におい

て、海外での研究実績を重視するシステムが構築されたか等の観点も含めて記載してください。）  

  産研の助教、講師、准教授の人事選考においては、最近では、「海外研究歴」の項目

を別途、調書欄に追加しており、人事選考においてもより積極的に国際化の現状に合わ

せつつある。当プログラムは、今後の我が国の研究開発の国際性、国際競争力強化に必

要な人材育成にも大いに貢献すると共に、今後の我が国の産学連携国際コンソーシアム

の形成拠点形成の大きなトリガーとなる。更にこの共同研究成果は、ソフトナノマテリ

アル・エレクトロニクス分野の医療関係への応用展開に大きく寄与すると考えられ、こ

の分野の研究成果が強く要望されている阪大 COI プログラムでの参画研究室・人事採用

（助教）に有効に働き、本派遣研究者１名はその助教として採用されている。  

  また、産研中期目標として、「グローバル若手人材育成」を掲げており、本頭脳循環

プログラムはこの目標に沿った活動と言える。  
 

 



様式１【公表】                                  （資料２) 

12 

（５）若手研究者の派遣実績の詳細【 氏 名 の み 非 公 表 】  ※派遣者毎に作成すること。 

派遣者①： 助教（～H27.1）、特任准教授（H27.2～）  

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

エレクトロニクス・デバイス開発共同研究実績で世界のトップにある imec に派遣し、本

プログラム研究の目的の一つである高性能フレキシブルデバイス創製のための基盤とな

るプロセス技術の研究を進めた。 

 

（具体的な成果） 

高性能フレキシブル CMOS 回路及び RFID タグ等のデバイス・プロセス技術の構築に関

する研究テーマでは、p 型有機半導体デバイスの高性能化、特に金属電極 /有機半導体界

面の接触抵抗を低減し、n 型酸化物半導体に匹敵する性能を引き出すことが重要となる。

今回の imec で行った実験により、従来に比べ一桁程度低い、有機トランジスタにおける

世界最小の接触抵抗を実現することに成功した。これにより、世界最速の有機トランジ

スタ回路の作製に成功し、CMOS 回路駆動に目処を付けることができた。また、接触抵

抗の低減メカニズムに関しても、有機半導体特有の非常にユニークな現象が関わってい

ることが示唆された。これらの研究課題に関する２本の論文を準備中である。 

 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 24 年度  平成 25 年度  平成 26 年度  

ベルギー・ルーベン市、imec、バイオエ

レクトニクス、 Paul Heremans 

 

26 日  

    

282 日  

 

0 日 

    

308 日  

 

派遣者②： 博士後期課程学生（～H26.3）、助教（H26.4～） 

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

フレキシブル・デバイス回路設計に必要な基盤技術であるプリンティッド・エレクトロ

ニクスに関する研究活動を、当分野で先端的技術を有している imec にて 1 年間実施し

た。最終年度においても研究のまとめなどでの交流を行った。 

（具体的な成果） 

フレキシブルストレッチャブル配線に関する研究テーマにおいて、ホルストセンターの

レーザープロセス技術の知見を得るとともに、新規材料である銀ナノワイヤの印刷配線

作製に取り組んだ。研究支援グループや研究指導者との密な連携をとることで、印刷技

術を確立し、配線の焼結も印刷プロセス内で実現可能にした。銀ナノワイヤ配線を用い

たフレキシブルストレッチャブル配線を実現し、LED デバイスの作製に成功した。今後

も、研究指導者と連絡を取り合い、学会や論文作成、特許作成等の活動を行う。 

 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 24 年度  平成 25 年度  平成 26 年度  

オランダ・アイントホーヘン、ホルスト

セ ン タ ー 、ロ ー ル  to ロ ー ル プ ロセ ス , 

Iryna Yakimets 

 

14 日  

    

312 日 

 

13 日  

    

339 日 
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派遣者③： 博士後期課程学生  

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

フレキシブル・デバイス回路設計に必要な基盤技術であるプリンティッド・エレクトロ

ニクスに関する研究活動を、前任派遣者に引き継いで平成 26 年 1 月から imec にて実施

した。 

 

（具体的な成果） 

「銀塩のレーザーパターニングによるストレッチャブル配線形成」という研究テーマを

実施した。  
 ・Holst Centre で実験化学薬品および実験器具を調達し、阪大産研開発の銀塩の合成に  
  成功した。  
 ・銀塩の熱分析装置による評価、並びに溶媒を選定し銀塩インク化した。 

 ・合成した銀塩インクを用い、一連のレーザー転写実験を行った。 

印刷手法による配線形成において、高粘度インクを用いると高導電性配線を得られる。

オランダ、Holst Centre研究所のRajesh Mandamparambil研究員指導の下、非接触式レー

ザー印刷技術（LIFT: Laser Induced Forward Transfer )と銀塩インクを融合させ、非

接触印刷では本来不可能だった高粘度インク印刷を行い、LIFTに最適な銀塩インクの開

発および印刷配線の評価を行った。最適化を行った銀塩インクは、微細な液滴を形成し

た。印刷後、焼成した配線は線幅141 μmにおいて加熱焼成を経ずに電気抵抗率11.6 μ

Ω cmを達成し、接触式印刷で得られる従来の配線と同程度の値であった。得られた非接

触式の印刷配線技術は、3次元配線などプロセス柔軟性の向上に寄与し、フレキシブル・

ストレッチャブルデバイス開発に大いに貢献できると期待される。 

成果発表等：  

・共同論文を作成中 

 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 24 年度  平成 25 年度  平成 26 年度  

オランダ・アイントホーヘン、ホルスト

セ ン タ ー 、ロ ー ル  to ロ ー ル プ ロセ ス , 

Iryna Yakimets 

 

0 日 

 

79 日 

 

285 日 

 

364 日 
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派遣者④： 博士後期課程学生  

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

本プログラム研究の展開上必要となる、特に脳情報センシング技術・脳情報伝送技術

の研究に関するセンサデータのオンライン分析 (データマイニング )の共同研究を、

imec にて平成 25 年 12 月から実施した。  
 

（具体的な成果） 

人間の行動パターンの認識・予測に関する高精度脳情報センシング技術・脳情報伝送技

術の研究が重要となっており、計画、ルーティング、ナビゲーションに関係する脳機能

の理解を目的とした以下の研究を imec と連携して進めた。  
・ -海馬の神経活動再生の可能性の研究  
・ -高速で頑健な神経デコーダを構築し、動物の将来の行動を見積もる研究  
成果：  

imec研究グループと共同研究を行い、データマイニングと機械学習の研究技術を脳科学

分野へ応用した。本研究成果は、健康・安心・安全を保障するための人間の行動パター

ンの認識・予測に関する高精度脳情報センシング技術・脳情報伝送技術の研究にとり重

要である。  

成果発表等：  

・学会発表  

Long-Term Human Mobility Prediction Using Simple Sensors” Spring Workshop on 

Mining and Learning, 2014年3月10日~3月12日, オステンド、ベルギー  

・共同論文執筆、共同特許申請等を計画中 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 24 年度  平成 25 年度  平成 26 年度  

ベ ル ギ ー 、 ル ー ベ ン 市 、 imec、  NERF 

（ Nero-Electronics Research Flanders）、

Fabian Kloosterman 

 

0 日 

 

120 日 

 

184 日 

 

304 日 

 

派遣者⑤： 博士後期課程学生  

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

超高感度バイオセンシング・デバイスの実現に向けて、電界効果型トランジスタのゲー

ト表面への核酸認識分子が固定化可能なデバイス作製プロセスについて検討した。 

（具体的な成果） 

imecが先に構築しているasap3と呼ばれる半導体素子上のFINFETを、DNA検出FINFETに組

み替えることを計画した。まず、ゲート表面へのDNA結合分子の固定化を行うため、化学

修飾出来るようにゲートを保護するシリコン酸化膜の除去、ソースおよびドレインへの

電極の取り付け等の技術を習得した。ソースおよびドレインへの電極としてAl蒸着を試

み、蒸着条件等を絞り込んだ。今後も、研究指導者と連絡を取り合い、学会や論文作成、

特許作成等の活動を行う。 

成果発表等：  

・シンポジウム参加、学会発表等を予定  

・共同論文、共同特許等も検討・作成中 
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派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 24 年度  平成 25 年度  平成 26 年度  

ベルギー・ルーベン市、imec、バイオエ

レクトニクス、 Liesbet Lagae 

 

0 日 

 

0 日 

 

314 日 

 

314 日 

 

 

派遣者⑥： 助教  

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

ベルギーimec の Paul Heremans 教授らと共同で、派遣者が合成した新奇 n 型半導体材料

を用いた有機電界効果トランジスタ素子を作製しその特性評価を行った。 

 

（具体的な成果） 

素子作製条件を最適化することで、従来よりも高い性能を示すトランジスタデバイスが

得られた。相補型回路の作製について、その構造と動作についての議論の後に素子の試

作を行った。実デバイス化により、派遣者の合成した材料が十分にn型半導体としての機

能を果たすことが明らかとなった。また、デバイス化にあたり半導体材料に求められる

特性が明確となり、今後の材料設計に対する大きな指針が得られた。  

成果発表等：  

・シンポジウム参加 Joint Symposium MPIP-Osaka University 2014, 18 November, 2014. 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 24 年度  平成 25 年度  平成 26 年度  

ベルギー・ルーベン市、imec、バイオエ

レクトニクス、  Paul Heremans 

 

0 日 

 

0 日 

 

332 日 

 

332 日 
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資料３ 国際共同研究の計画概要・方法 

（１）実施期間中における研究のスケジュールと実施内容の概要 

 当産研と imec との共同研究は、双方の相補的なポテンシャルを融合させた研究である。

当プログラム研究の方向としては、医療デバイス関連の「ソフトナノマテリアル融合エレ

クトロニクス領域」の研究を目指しており、バイオマテリアル、有機半導体材料などの合

成手法やプリンテッド技術、データベース情報処理の知識を生かした新規デバイス共同開

発のための要素技術の確立を目的とした研究であり、３年間で６名の若手研究者の派遣に

よって、これらの共同研究が進められた。プロジェクトの前半では、プロジェクト開始１

年前から実施されつつあった imec との共同研究（高性能有機半導体によるフレキシブル

半導体デバイス構築、フレキシブルマテリアルとナノ配線）を更に展開させ、本共同研究

目標に繋げる研究を進めた。後半は、新規のバイオセンシングデバイス、センサー情報処

理に関する共同研究をスタートさせた。  
以下に、派遣研究で掲げた具体的研究課題をプログラム年次進行順に記述する。  

①高性能 p 型有機半導体と n 型酸化物半導体を組み合わせた高性能フレキシブル CMOS 回

路及び RD-ID タグ等のデバイス・プロセス技術の構築、高速動作を実現する論理デバイ

スの構築  

②世界初のオール印刷ヘルスケアセンサ実現に必要な低温配線ナノインク・ストレッチャ

ブル配線と ITO 代替透明導電膜、レーザー・光焼成印刷プロセス技術の構築  

③計算機科学及び情報論の観点から最適なセンシングや情報処理を行う新規高精度、高効

率センサーや情報処理デバイス技術の構築  

④次世代医療診断技術に用いるカーボンナノチューブ、グラフェンの特性を活かした超高

感度バイオセンサデバイス作製、特定タンパク質を検出するための表面修飾技術等の構

築 

 

（２）成果の概要 

①25～26 年度に助教１名を imec(Leuven)に派遣し、従来に比べ一桁程度低い、有機トラ

ンジスタにおける世界最小の接触抵抗を実現することに成功した。これにより、世界

最速の有機トランジスタ回路の作製に成功し、n 型酸化物半導体との組み合わせによる

CMOS 回路駆動に目処を付けることが出来た。その他、接触抵抗の影響を考慮した独自

の有機トランジスタ・デバイスシミュレーション技術や、有機半導体特有の長距離表

面拡散現象を利用した新しいデバイス作製手法など、興味深い研究テーマの創出にも

成功している。 

また、26 年度に助教１名を imec(Leuven)に１年間派遣し、新奇 n 型半導体材料を用

いた有機電界効果トランジスタ素子の高性能化と CMOS 回路の構築に関する研究を実

施した。素子作製条件を最適にすること優れた性能を示すトランジスタ素子が得られ、

従来より 5 倍近く高い電子移動度を示した。このトランジスタ作製技術を応用して、

新奇 n 型有機半導体と p 型有機半導体を組み合わせた CMOS 回路を の 作製した結果、

非常に高いゲインを有する優れたスイッチング特性が得られた。これらの結果から、

派遣者の合成した材料が十分に n 型半導体としての機能を果たすことが明らかとなる

と同時に、デバイス化にあたり半導体材料に求められる特性が明確となり、今後の材
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料設計に対する大きな指針が得られた。これにより、さらなる高性能 n 型有機半導体

の創出とそれに伴う CMOS デバイスの高性能化が期待される。  

 

③  博士後期課程２年生を 25～26 年度の１年間、imec-Holst Centre に派遣し、阪大で開

発した銀ナノワイヤを Host Centre で合成してインクを作製し、非接触式のレーザー

印刷（LIFT: Laser Induced Forward Transfer )を用いてストレッチャブル配線の形

成に成功した。続いて派遣した博士２年学生は、LIFT と阪大が有する銀塩インク技術

を融合し、非接触印刷では本来不可能だった高粘度インク印刷を行い、最適な銀塩イ

ンクの開発や印刷配線の評価を行った。 

 

③博士後期課程 2 年学生を 25～26 年度の１年間、imec(Leuven)に派遣し、脳波センサ情

報解析の基礎研究を実施した。増分カーネル圧縮アルゴリズムを開発し、脳信号の解読

解速度を 300 倍に高めた。その結果、海馬神経作用の時間的パターンを用いて、ラット

の位置を 2 次元でリアルタイムに解読する事が可能になった。また、その平均的な誤差

は 10ｃｍ未満である。確定密度推定に必要とされる時間を 60％以上短縮する一方、新

しいカーネル併合メソッドを用いる事により、この技術によって生じる推定エラーは許

容範囲内である。 開発したアルゴリズムと上記の結果に関する研究論文は、現在投稿

中である。  

 

④博士後期課程１年学生を imec(Leuven)に 26 年度１年間派遣し、imec のデバイス創製研究   
 部門との連携により、カーボンナノチューブ、グラフェンの特性を活かした超高感度のバ   
 イオセンシング・デバイスの実現に向けてのセンサー表面修飾の技術獲得実験を進めた。 
 電界効果型トランジスタのゲート表面への核酸認識分子が固定化可能なデバイス作製プ  
 ロセスについて検討し、imec が構築している asap3 と呼ばれる半導体素子上の FINFET を、 
 DNA 検出 FINFET に組み替える研究を計画・実施した。ゲート表面への DNA 結合分子の  
 固定化のため化学修飾を目的としたゲート保護・表面処理、ソースおよびドレイン電極の  
 作成などの技術習得を行い、DNA 検出 FINFET の研究を進めた。当派遣研究での技術習  
 得は、今後の DNA センシングに関する博士課程研究で重要な位置を占める。 

 

 

 

（３）本事業を契機として新たに始まった国際共同研究 

                         （件） 

合計 うち、相手先機関以外 

7 7 



様式１【公表】                                  (資料４) 

18 

資料４．共同研究成果の発表状況 

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 

 

論文名・著書名 等 
（論文名・著書名、著者名、掲載誌名、査読の有無、巻、最初と最後の頁、発表年（西暦）について記入して

ください。）  

（以上の各項目が記載されていれば、項目の順序を入れ替えても可。）  

・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して下さい。査読中・投稿中のものは除きます。 

・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。  

・著者名について、責任著者に「※」印を付してください。また、主担当研究者には二重下線、担当研究者に

ついては  下  線  、派遣した若手研究者については  波  線  を付してください。  

・共同研究の相手側となる海外の研究機関との国際共著論文等には、番号の前に「◎」印を、また、それ以外

の国際共著論文については番号の前に「○」印を付してください。  

・当該論文の被引用状況について特筆すべき状況があれば付記して下さい。  

１ Split-Gate Organic Field-Effect Transistors for High-Speed Operation,T.Uemura※ , 

T.Matsumoto, K.Miyake, M.Uno, S.Ohnishi, T.Kato, M.Katayama, S.Shinamura, M.Hamada, M.-J. 

Kang, K. Takimiya, C.Mitsui, T.Okamoto,  J.Takeya※ : Split-Gate Organic Field-Effect 

Transistors for High-Speed Operation, Advanced Materials, 査読有 ,26, 2983-2988 (2014). 

２ High-Mobility Organic Transistors with Wet-Etch-Patterned Top Electrodes: A Novel Patterning 

Method for Fine-Pitch Integration of Organic Devices, K. Nakayama, M. Uno※ , T. Uemura, N. 

Namba, Y. Kanaoka, T. Kato, M. Katayama, C. Mitsui, T. Okamoto,  J.Takeya※ : Advanced Materials 

Interfaces, 1, 査読有 ,1300124 (2014). 

３ Control of nucleation and surface diffusion of pentacene by evaporation through submicron 

stencil mask, P.Fesenko, C.Rolin, V.Flauraud, S.Xie, J.Brugger, J.Genoe, P.Heremans※ : 

submitted to Physical Review B, under review. 

４ On the extraction of charge carrier mobility in high-mobility organic transistors,T.Uemura※ , 

C.Rolin, T-H. Ke, P.Fesenko, J.Genoe, P.Heremans※ , J.Takeya※ , submitted to Advanced 

Materials, under review. 

５ Nonlinear Contact Resistance in High Performance Organic Thin-Film Transistors, C.Rolin※ , 

J.Genoe, P.Heremans※ , T.Uemura, J.Takeya※ : in preparation for Organic Electronics. 

６ Self-Healing Effect on Organic Thin-Film Transistors, T. Uemura※ , C. Rolin, T-H. Ke, J. 

Genoe, P. Heremans※ ,  J. Takeya※ , in preparetion for Advanced Materials. 

７ Self-Interconnected Organic Thin-Film Transistors with Utilizing a Surface Diffusion 

Phenomena, T. Uemura※ , C. Rolin, T-H. Ke, P. Fesenko, J. Genoe, P. Heremans※ ,  J.Takeya※ , 

in preparation for Organic Electronics. 

８ Predictability Analysis of A periodic and Periodic Model for Long-Term Human Mobility Using 

Ambient Sensors, Danaipat Sodkomkham※ , Roberto Legaspi, Ken-ichi Fukui, Koichi Moriyama, 

Satoshi Kurihara, and Masayuki Numao※  the authors present an analysis of the effectiveness 

of periodic and aperiodic predictive models on human mobility data. Springer 出版済 ,査読

有 , Lecture Notes in Artificial Intelligence 8940 pp.131-151, Nov. 2014.  

９ Simultaneous Printing and Nanowelding of Metal Nanowires via a Non-contact Laser Technique 

Teppei Araki※ , Rajesh Mandamparambil※  Dirk Martinus Peterus van Bragt, Jinting Jiu, 

Hirotaka Koga, Tsuyoshi Sekitani, Jeroen van den Brand, Katsuaki Suganuma※  

Submitted (2015) 
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②学会等における発表 

 

発表題名 等 
（発表題名、発表者名、発表した学会等の名称、開催場所、口頭発表・ポスター発表の別、審査の有無、発

表年月（西暦）について記入してください。）  

（以上の各項目が記載されていれば、項目の順序を入れ替えても可。）  

・発表者名は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。共同発表者がいる場合

は、全ての発表者名を記載し、主たる発表者名は「※」印を付して下さい。発表者名について主担当研究

者には二重下線、担当研究者については  下  線  、派遣した若手研究者については  波  線  を付し

てください。  

・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して下さい。  

・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。  

・共同研究の相手側となる海外の研究機関の研究者との国際共同発表には、番号の前に「◎」印を、また、

それ以外の国際共同発表については番号の前に○印を付してください。  

１ Hall Effect and Charge Carrier Coherence in High-Mobility OFETs,MRS Spring Meeting,T. 

Uemura※  and J. Takeya ,San Francisco, USA.,口頭発表 ,招待 ,April 1-5, 2013. 

２ シンポジウム「有機半導体におけるスピン自由度と電荷ダイナミクス」 -はじめに -,植村隆文※ , 

日本物理学会  2013 年秋季大会 , , 徳島大学口頭発表 ,審査無 , 2013/9/25-28. 

３ C10DNTT トランジスタにおける接触抵抗の経時的減少と性能改善 ,T. Uemura※ , C. Rolin, P. 

Fesenko, T-H. Ke, K. Many, S. Steudel, J. Genoe, P. Heremans, K. Takimiya, J. Takeya ,  

第 61 回応用物理学会春季学術講演会 , 青山学院大学 ,口頭発表 ,審査無 , 2014/3/17-20. 

４ 高性能有機トランジスタの新たな可能性と imec 最新研究動向 , 植村隆文※  

2014 年 , 第 1 回 PE 研究会 ,大阪大学 ,口頭発表 ,審査無 , 2014/5/14. 

５ 自己修復機能を有する  高速有機トランジスタと imec 研究動向 ,植村隆文※ ,第 6 回ハイエンド有

機半導体研究開発研修センター研究会 , ＪＲ品川イーストビル（株式会社ダイセル） ,口頭発表 ,

審査無 , 2014/5/28. 

６ 有機トランジスタの基礎，植村隆文※ ,第 1 回屈曲型パイ電子系研究会（WBPC2014）, 関西大学 , 口

頭発表 ,審査無 , 2014/7/19-20. 

７ 高 移 動度 有機 トラ ン ジス タ にお ける 接触 抵 抗の ゲ ート 電圧 依存 ,T. Uemura※ , C. Rolin, P. 

Fesenko, T-H. Ke, K. Many, S. Steudel, J. Genoe, P. Heremans, J. Takeya ,  

第 75 回応用物理学会学術講演会 , ,北海道大学 ,口頭発表 ,審査無 , 2014/9/16-20. 

８ :Gate-Voltage Dependence of Contact Resistance on High-Performance Organic Transistors 

International Workshop, T. Uemura※ , C. Rolin, P. Fesenko, T-H. Ke, K. Many, S. Steudel, 

J. Genoe, P. Heremans, J. Takeya  on Field-Effect Transistors and Functional Interfaces 

(FET2014), Kashiwa, Japan,ポスター発表 ,審査無 , Oct. 17-21, 2014. 

９ Nonlinear contact resistance in high performance organic thin film, C. Rolin※ , J. Genoe, 

P. Heremans, T. Uemura, J. Takeya , Nonlinear contact resistance in high performance organic 

thin film transistors The 2015 E-MRS Spring Meeting, Lille, France,口頭発表 ,審査有 , May. 

11-15, 2015. 

10 Development of High-Performance Organic Transistors and its Application for Flexible 

Electronics (tentative), The 22nd International Display Workshops,T. Uemura※ ,The 22nd 

International Display Workshops, Otsu, Japan,口頭発表（招待） ,審査無 , Dec. 9-11, 2015. (講

演予定 ) 

11 Development of High-Performance Organic Transistors; Fundamental Carrier Transport and 

Application (tentative),T. Uemura※ ,IEEE Custom Integrated Circuits Conference, San Jose, 

USA., 口頭発表 (招待 ),審査無 , Sep. 28-30, 2015. (講演予定 ) 



様式１【公表】                                  (資料４) 

20 

12 Development of organic semiconductors for n-type OFETs, M.Nitani, Joint Symposium 

MPIP-Osaka University 2014, Institute for Polymer Research in Mainz, Max Planc,口頭発表 , 

審査無 , Nov.2014. 

13 Synthesis of Ultra-long Silver Nanowires and Application to Transparent Electrode, T. 

Araki※ , J. Jiu, M. Nogi, T. Sugahara, K. Suganuma, The 2013 International Conference on 

Flexible and Printed Electronics, Jeju, Korea,ポスター ,審査無 ,2013.9 

14 Laser induced forward transfer of silver nanowires networks, T. Araki※ , R. Mandamparambil, 

I. Yakimets, J. van den Brand, J. Jiu, K. Suganuma, SPIE Photonics Europe 2014, 9135-31, 
Brussels, Belgium,口頭発表 ,審査無 ,2014.4.16 

15 Patterned additive laser transfer of silver nanowires for stretchable electronics, T. 

Araki※ , R. Mandamparambil, I. Yakimets, J. van den Brand, J. Jiu, K. Suganuma, 2014 MRS 

Spring Meeting & Exhibit, CC8.06, San Francisco, California,口頭発表 ,審査無 ,2014.4.23 

16 Printed silver nanowires track by laser process 

Teppei Araki※ , Rajesh Mandamparambil, Iryna Yakimets, Jeroen van den Brand, Masaya Nogi, 

Hirotaka Koga, Jinting Jiu, Tsuyoshi Sekitani, and Katsuaki Suganuma 

The 2014 International Conference on Flexible and Printed Electronics, Beijing, China, 

O-375, 口頭発表 ,審査無 ,2014.10.22 

17 銀ナノワイヤを用いたストレッチャブル配線材料と実装技術  

荒木徹平※ , S&T 出版 , ストレッチャブル配線・電極の材料・実装技術と応用展望  

東京  神田 ,口頭発表 , 招待 , 2015.10.22  

18 ストレッチャブル配線材料およびレーザー転写印刷技術の開発、荒木徹平※ , プリンテッド・エ

レクトロニクス (PE)研究 , 東京  代々木 , 口頭発表 ,招待 ,2015.1.16 

19 ストレッチャブル配線の材料とプロセス技術 ,  荒木徹平※ , 技術情報協会 , 伸縮性導体の材料設

計と印刷技術 ,セミナー  No.504206, 東京  五反田 , 口頭発表 ,招待 ,2015.4.3 

20 Laser-induced forward transfer of silver nanowires networks, T.Araki※ ,Rajesh 

Mandamparambil, Holst Ctr. (Netherlands) and Technische Univ. Eindhoven (Netherlands); 

Iryna Yakimets, Jeroen van den Brand, Holst Ctr. (Netherlands); Jinting Jiu, Katsuaki 

Suganuma , Osaka Univ. (Japan). SPI PHOTONICS EUROPE, , Conferences & 

Courses,[9135-31],Brussels,Belgium ,口頭 , 審査無 ,14-17 Apr.2014 

21 ULTRAFLEXIBLE INTEGRATED CIRCUITS FOR IMPERCEPTBLE BIO-SENSORS,  T.Araki※ , DATE15, 

Grenoble, France, 口頭発表 , 審査無 , March 9-13 2015, 

22 Non-contact printing of silver nanowires for stretchable/ transparent electrodes 

Teppei Araki※ , Rajesh Mandamparambil, Iryna Yakimets, Jeroen van den Brand, Masaya Nogi, 

Hirotaka Koga, Jinting Jiu, Tsuyoshi Sekitani, and Katsuaki Suganuma 

LOPEC 7th International Exhibition and Conference for the Printed Electronics Industry, 

Printed Electrodes I, Munich, Germany, Oral,審査有 ,2015.3.4  

23 Synthesis of long silver nanowires for flexible applications fabricated at low temperature 

Teppei Araki※, BIT’s 4th Annual World Congress of Advanced Materials (WCAM) -2015, Sector 

5-4: NanoThin Films and Coatings, Chongqing, China,Oral, Invited ,2015.5.29  

 

 


