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１． 概要 

日本学術振興会「透明酸化物光・電子材料 

第 166 委員会」では、標記の国際シンポジウ

ムを以下の概要で開催しました。 

○開催期間：2015年 10月 19日～21日 (3日間)) 

○開催場所：茨城県つくば市 つくば国際会議

場 

○発表件数：88 件 (基調講演 1 件、招待講演

19 件、一般口頭講演 5 件、一般ポスター発

表 63 件) 

○参加者数：320 人 (学界 302 人、産業界 18p

人) 韓国：１４人、台湾：４人、中国：３

人、英国：１人、米国：５人、スウェーデ

ン：１人、スイス：２人、トルコ：１人、

ベルギー：１人、チェコ：１人、デンマー

ク：１人、フランス：２人、ドイツ：２人、

ギリシャ：１人、イタリア：２人 
○予算総額：10,808,344 円 (独立法人日本学術

振興会経費負担額 954,486 円を含む) 

 

２．実施内容・成果及び成果公開について 

2015 年 10 月 19 日～21 日の 3 日間、つくば

国際会議場にて、TOEO-9 を開催した。TOEO

では、2011 年 3 月に開催した TOEO-7 が東日

本大震災の翌週であり、外国からの参加者が

減少し、また、当初 3 日間の予定を 2 日間に

短縮して開催した。この影響は、2013 年に開

催した TOEO-8 では緩和されたが、参加者数

は十分回復していなかった。今回は、研究分

野の重なりが大きい一方で相補的な「先進セ

ラミックスの国際会議 (The 9th International 

Conference on the Science and Technology for 

Advanced Ceramics (STAC-9))」との合同開催

により、異分野からの参加を促すとともに、

TOEO-9 としても新しい研究分野への進展を

はかった。 

 

 
集合写真 

 

TOEO-9 & STAC-9 では、基調講演 3 件 (う

ち TOEO-9 1 件)、招待講演 47 件 (19 件)、一

般口頭講演 74 件 (5 件)、ポスター講演 157

件 (63 件)の、計 281 件 (88 件) の論文が発表

され、320 名 の参加者があった。TOEO-9 の

講演数は STAC-9 の１／３程度であるが、こ

れは、TOEO の口頭講演がシングルセッショ

ンで企画され、ほとんどが招待講演であるこ

とによる。一方、一般講演のほとんどはポス

ター講演とし、十分時間をかけて議論できる

工夫をしている。 

基調講演では、STAC-9 から NIMS, Terakura

教 授 が ”Materials Research by Information 

Integration: from analysis-type research to 

exploration-type one”と題する講演を行い、新

材料開発における計算・情報科学の重要性を

報告し、Tokyo Univ, Ikuhara 教授が”Grain 

boundary atomic structures and chemistry in 

oxide ceramics"と題する講演を行い、最先端の

透過電子顕微鏡システムによるセラミックス

材料の微構造と物性研究の進展について報告

した。これらはいずれも、TOEO の主題であ

る透明酸化物研究に関しても最先端の内容で



あり、合同会議の基調講演としてふさわしい

ものであった。TOEO-9 の基調講演としては

NREL, Ginley 博士から”Design and realization 

of new high performance oxides”の講演があり、

エネルギー関連の新材料開発において計算科

学による材料設計の最先端についての報告が

された。 

口頭講演では、Carrier transport, Future of 

TCO (Transparent Conducting Oxide), Optical 

applications, TCO applications, Interface, 

High-performance TCO, New TCOs, TFT 

(Thin-Film Transistor)の各セッションを企画し、

特に、新しい透明酸化物材料、薄膜トランジ

スタ、有機 EL、光学応用に重点をおいたプロ

グラムとした。 

ポスター講演は初日と二日目に 2 度に分け

て開催し、各２時間の時間をとり、十分な議

論ができるように配慮した。ポスター講演は

STAC-9 と同時に隣の会場で開催し、参加者は

どちらの論文も気軽に行き来して聴けるよう

にした。 

 また、学生・若手研究者対象のポスター賞

を設け、英国 UCL の Christian A. Niedermeier

氏が ”The Pronounced Band Gap Bowing of 

NixMg1-xO (0 ≤ x ≤ 1) Thin Films at the 

Percolation Threshold”、金沢工大 Yuki Nishi 氏

が ”Electrochemically deposited Cu2O thin films 

on thermally oxidized Cu2O sheets for solar cell 

applications”の発表で Gold Award を、青山学

院 大  Junjun Jia 氏 が ”Sn-doping Induced 

Structural Changes for Sputtered TiO2 Films”、法

政大 Kei Tsunoda 氏が”Electronic Transports in 

Polarity-Controlled ZnO Thin Films Grown 

Under External Electric Bias during a 

Radio-Frequency Magnetron Sputtering”、フラン

ス  レ ン ヌ 第 一 大 Arnaud Valour 氏

が”Preparation of Nitrogen doped ZnO thin films 

by colloidal route”、大阪大  Issei Suzuki 氏

が ”Fabrication of β-CuGaO2 Thin Films; An 

Oxide Thin-Film Solar Cell Absorber”の発表で

Silver Award を受賞した。 

  
ポスター賞 授賞式。左から 3 人目は Uppsara

大 Granqvist 教授。 

 

 
懇親会の様子 

 

TOEO-9 の発表論文のうち、一般投稿論文

と同じ基準で審査を通過した 10 件が Thin 

Solid Films 誌に掲載された (現在 online 公開

中)。 

 

３．今後の課題について 

透明酸化物分野における海外の著名な研究

者を招へいすることにより、本分野における

世界の研究動向を知ることができた。また、

招 待 講 演 者 及 び International Advisory 

Committeeメンバーには、米国MRS、Euro MRS、

ギリシャで開催される国際会議 Is-TCM など

の委員が多く、今回も、2016 年 5 月にフラン

ス  リールで開催された Euro MRS 会議で

Oxide Session を合同開催することと、その打

ち合わせがあった。 

このように、TOEO を通じて異分野間、国

際的な情報発信、議論は進展している。一方

で、TOEO-7 において減少した外国人参加者

数は回復途上にあり、次回 TOEO-10 (2017 年

開催予定) では、外国人参加者の勧誘をさら

に積極的に行うとともに、TOEO 初の国際共

同研究が進む工夫をする予定である。 


