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                                      【公表】 

事業名 

（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・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 
大学院工学研究科電子情報システム専攻 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 

 

本事業の目的 

 先端プラズマプロセス技術は、最近では、LSI以外にも FPD、フレキシブル電子デバイス、バイオ

デバイス、MEMS/NEMS、マイクロセンサー、さらには太陽電池、燃料電池などのエネルギーの基幹産業

分野、さらには地球温暖化ガス排出抑制や有害ガス･粒子分解、水処理などの環境技術、あるいは滅菌、

生体適合材料などの医療分野などにおいて、高機能な材料創製や処理を行う基盤技術として多用され

るようになってきた。この学術基盤を支えるプラズマ応用工学は学際的領域であり，学問的体系化は

現在途上にあり、その確立は今後の「ものづくり」の競争力を左右する課題であるため、先進各国で

その学術基盤を支え、産業応用を推進し、人材を育成するための研究拠点が 2000年頃から次々と形成

されている。欧米各国や韓国においてはプラズマプロセッシングの研究拠点(COE)が存在しているが、

名古屋大学 21世紀 COEプログラム「先端プラズマ科学が拓くナノ情報デバイス」を継承発展させるた

め昨年設立された名古屋大学工学研究科プラズマナノ工学研究センター(PLANT)が わが国では 唯一

のセンターである。これまで，我が国においてプラズマ応用工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問題を生じた。したがって、本センターおよび関連の専攻にお

けるプラズマ応用工学の若手研究人材の育成が急務となっている。 

 そこで本事業では、成均館大学の FERI と、ルール大学ボッフム校 CPST へ助教、ポスドク、大学院

学生を派遣し、またそれぞれの機関と名古屋大学が連携した共同研究プログラムを推進することで、

国際的な視野に立ち、また国際連携を活用しながら基礎研究をリードし、産業へ繋げていく人材の育

成を行うことを目的とする。 

派遣先機関のドイツ・ルール大学ボッフム校 CPSTではプラズマ計測法の開発やプラズマ科学に関す

る学術基盤を構築しており、カーボンや Siナノマテリアルの応用研究が進められ、特に最近は太陽電

池応用の進展が甚だしい欧州においてプラズマ技術研究のリーダー的な存在となっている。一方、韓

国・成均館大学 FERIでは有機系フレキシブル材料のプラズマプロセス研究開発を産業界からの支援と

公的資金を得て大々的に展開しようとしている。アジアのパートナーでありライバルでもある韓国の

最も先端を走り、さらに新たな大規模プロジェクトを立ち上げる機関（FERI）、あるいは EU の勢力が

拡大する中でそのプラズマ研究の拠点（CPST）において、基礎から応用の現場を体験しながら、自国

の状況、未来を深く洞察する機会を与えることが今後の人材育成につながり、国際コミュニケーショ

ン、プレゼンテーション、論文作成の能力向上は言うに及ばず、数々の研究成果が期待できる。 

名古屋大学は、これらの研究基盤を支えるプラズマ計測、制御の世界的な要素技術を有し、それを

それぞれ派遣先機関の学術研究や応用研究に適用することで要素技術研究を一層深める。この教育プ

ログラムを通じて、本学の技術を差異化技術として一層強固なものとすると同時に、国際的な貢献も

目指す計画である。 

 

本事業の将来構想 

名古屋大学プラズマナノ工学研究センターは，日本学術振興会 21世紀 COEプログラム「先端プラズ

マ科学が拓くナノ情報デバイス」および「自然に学ぶ材料プロセッシングの創成」，および，文部科学

省知的クラスター創成事業「SAMナノパターニングシステム開発」および「ナノアセンブリングシステ

ム開発」の成果を継承・発展させるため，2006年 10月に工学研究科附属の研究センターとして発足し

た。21 世紀 COE プログラムでは，大学院博士課程学生に海外経験を積ませることを通じての研究・発

表能力の開発に重点をおいた活動を展開し，国際会議発表のための助成はもとより，博士課程学生を
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海外の著名な研究機関に一定期間派遣して研究させるプログラムや，海外企業における研究インター

ンシップなどを実施してきた。特に，独国ルール大学ボッフム校とは，プラズマ応用工学分野におけ

る学術交流協定を締結し，博士課程学生の双方向交換を行ってきた実績がある。また，海外研究イン

ターンシップを経験した学生が米国のハイテク企業に職を得た実例もある。一方，文部科学省知的ク

ラスター創成事業では，韓国成均館大学との間で定期的に研究ワークショップを開催し，学生の研究

発表能力開発に活用してきた。さらに，最近では，プラズマ応用分野における世界の COE 間の連携を

図るため，本研究センターを幹事機関としてプラズマ COE 国際ネットワークを組織し，世界的枠組み

での学生交換に関して協議を進めている。 

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。プラズマ応用工学は，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，プラズマ応用工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，プラズマ応用工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，（１）で述べた国際交流・学生教育に関する実績を元に，それらを強化・拡充

し，それらを活用して博士課程学生を中心とする若手研究者の能力開発を図ることにより，産業界か

らの人材輩出要請に応える体制を整えたい。 

 プラズマナノ工学研究センターは，電子情報システム専攻，マテリアル理工学専攻，および化学・

生物工学専攻を母体としており，学内ではこれらの専攻と連携を図りながら本事業を推進する。また，

本センターは，プラズマ応用工学を総合的に教育研究する我が国唯一の研究センターであるため，我

が国全体におけるプラズマ COE としての役割を果たすことによりプラズマ応用工学分野を底上げし，

ものづくり立国としての我が国の国際競争力強化に貢献したい。そのための手段として本事業を活用

し，他大学においてプラズマ応用工学を研究する大学院生から，海外研究機関における研究活動提案

を募集する。一方，海外パートナー機関との連携においては，双方向で学生を交換することとし，パ

ートナー機関からの学生を受け入れる。これにより，自身は海外派遣を受けない修士課程学生や学部

学生ついても，外国人学生との共同研究機会を得ることができ，国際的視点の涵養が可能となる。さ

らに，上の述べたプラズマ COE 国際ネットワークにおける協議を進め，将来的には全世界規模での学

生交換の拠点となることを期したい。 

 

・上述の目的に対する達成状況とその理由 

   

□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】 

本事業を通して、延べ５４名の若手研究者・学生をアメリカ、アジア、オーストラリア、ヨーロッ

パの各国に派遣することができた。本事業の海外派遣を経験した博士課程後期課程学生は企業の研究

者として、あるいは研究機関における研究者として活躍しており、本事業を通してプラズマ応用工学

分野の若手研究者の底上げに大きく寄与したものと考えている。また、本事業を通した共同研究プロ

ジェクトによる成果も得られており、名古屋大学と各国の主要なプラズマ応用研究機関との強固なネ

ットワーク形成を実現することができた。その成果のひとつとして、韓国成均館大学とのジョイント

センターの立ち上げ、共同研究プロジェクトの実施にもつながっている。このように、名古屋大学が

連携した共同研究プログラムを推進することで、国際的な視野に立ち、また国際連携を活用しながら

基礎研究をリードし、産業へ繋げていく人材の育成に貢献できたものと考えている。 
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（２）若手研究者養成のための組織的な取組状況 

 

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

備状況 

 

まず、将来のプラズマ応用研究分野の発展をになう若手研究者を育成する基となる博士課程後期課

程学生の確保を積極的に進めている。これまでに毎年本研究分野を目指す多くの学生が博士課程後期

課程に進学・入学している。 

 次に、今後を担う若手研究者・学生が主体的に研究交流を進めることを期待して、日本および韓国

が交互に開催する Korea-Japan Workshop on Advanced Plasma Processing and Diagnostics & Thin Film 

Technology for Electronic Materials においては、学生自身が運営する学生セッションを設けた。

このセッションの実施によって、若手研究者や学生レベルでの相互交流を促進することができ、次の

世代を担う研究者のレベルでの国際的なネットワーク形成に資することができた。これは、本事業で

得られたネットワークを一時的なものではなく永続的なものにするためにも非常に重要な役割を果た

していると考えている。 

また、本インターナショナルトレーニングプログラム事業終了後である本年は、海外からの研究者

の招聘・講演会・セミナーの開催を計画しており、若手研究者・学生が海外の著名な研究者と身近に

情報交換を行うことができる機会を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②海外パートナー機関との連携状況（海外パートナー機関との間で形成したネットワークの活用状

況、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。） 

 

本事業開始時にはわずかであった海外パートナー機関は、これまでの事業実施により大きく拡大して

おり、現在は当初のパートナー機関である成均館大学校（韓国）、ルール大学ボッフム校（ドイツ）に

加えて、テキサス大学ダラス校（アメリカ）、カリフォルニア大学ロサンゼルス校（アメリカ）、トゥ

ウェ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）、バーリ大

学（イタリア）と非常に多くの機関がパートナー機関となっており、まさにグローバルなネットワー

クとなっている。 

 これらのパートナー機関とのネットワーク活用状況については、単に若手研究者・学生を派遣する

だけでなく、プラズマナノ工学研究センターの国際会議である International Conference on Plasma 

Nanotechnology and Science (IC-PLANTS)への参加などを通したパートナー機関からの研究者・学生

の訪問も盛んに行われており、その成果として成均館大学校からの博士課程後期課程学生の受け入れ

をおこなうなど、非常に密な双方向交流が進んでいる。また、本事業を通して緊密となった名古屋大

学以外の日本国内の本分野若手研究者が、本事業とは異なる予算によってパートナー機関に長期滞在

するなど、本事業で形成されたネットワークは日本の本分野の研究者と海外の重要な研究機関をより

緊密にすることに大いに役立っている。 

 さらに、韓国成均館大学校先進プラズマ表面技術センターと名古屋大学プラズマナノ工学研究セン

ターは、昨年度より共同研究センター（Nagoya University-Sungkyunkuwan University Joint Institute 

for Plasma Nanomaterials）を設立しており、名古屋大学プラズマナノ工学研究センターの分室を成

均館大学校内に設け、学生および研究者が成均館大学校に滞在して、成均館大学校の研究者・学生と

協力して新しいプラズマ装置、プラズマ計測手法および応用に関する共同研究を実施している。 
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（３）本事業による取り組み成果の国内外に対する情報発信の状況 

 

 

 本事業による取り組みによって得られた成果は非常に貴重なものであり、国内のみならず海外にも

広く発信することは非常に重要である。プラズマナノ工学研究センターは以下のような取り組みをお

こなっている。 

 

まず、本事業を実施するにあたって、本事業によって派遣された若手研究者・学生には、帰国後の

報告会での報告および得られた成果をまとめた資料の提出を義務付けた。資料は日本語版だけでなく

英語版の作成も義務付けており、提出された資料はすべて、プラズマナノ工学研究センターのホーム

ページにリンクされた本インターナショナルトレーニングプログラム事業のホームページにおいて、

派遣者氏名とともにすべて掲示されている。本ホームページは日本語版だけでなく英語版も用意され

ているので、海外の多くの研究機関がインターネットを通して本事業内容とともに派遣若手研究者・

学生の派遣の様子を知ることができるようになっている。 

 

 さらに、本事業開始時においてはルール大学ボッフム校および成均館大学校のみがパートナー機関

であったが、当初の派遣事業によって得られた取り組み成果は、その後の本事業実施期間内における

海外パートナー機関の拡大に大いに役立っている。その結果として、本事業当初の２つのパートナー

機関から 4 倍の８機関とパートナー機関として若手研究者・学生の派遣事業を実施することができて

いる。 

 

また、本事業を通して実施することができたプラズマナノ工学研究センター国際会議である

International Conference on Plasma Nanotechnology and Science (IC-PLANTS)は、名古屋大学の研

究成果の海外への情報発信だけでなく本インターナショナルトレーニングプログラム成果の情報発信

という点で重要な役割を果たした。具体的には、本国際会議期間内において、パートナー機関の研究

者が他の海外の主要な研究機関の研究者に対して本インターナショナルトレーニングプログラムの説

明をおこなったところ、さらに多くの研究者が本事業に興味を示すこととなり、その結果としてパー

トナー機関および派遣先が飛躍的に拡大することとなった。このように派遣事業とパートナー機関と

の共同企画が相補的に作用し、さらに良い結果を生み出すことになったと考えている。 

 

以上のように、名古屋大学プラズマナノ工学研究センターは本事業を通して日本におけるプラズマ

応用研究センターとして世界的に広く認知されるに至っており、本センターの重要なミッションのひ

とつであるセンターのグローバル化にも大いに役立っている。 
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２．今後の展望 
・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。（自己資金、若しくは他の競争的資金等

による同様の事業の継続状況等） 

 

約 5 年間にわたる本インターナショナルトレーニングプログラムにより、多くの若手研究者・学生

の海外派遣を実施することができた。本事業を通して各国に派遣された若手研究者・学生は、派遣経

験により研究における研さんだけでなく人間的にも一回り大きくなって帰国しており、貴重な経験を

得ることができている。この点からも若手研究者・学生の派遣事業は本事業に関連する分野にとって

も今後の本事業関連分野の今後の発展と産業界における活躍にとっても極めて重要なものであった。 

 

また本事業を通して、プラズマナノ工学研究センターは海外の多くの主要な研究機関との強固なネ

ットワーク形成も実現することができ、本センターにとって非常に貴重な資産となっている。今後は、

これまでの事業を通して得られた貴重なネットワーク資産をもとに、若手研究者派遣と世界各国のプ

ラズマ応用研究機関とのネットワーク形成を継続的に進めていきたい。 

 

現在、プラズマナノ工学研究センターは名古屋大学の概算要求によって文部科学省からの資金支援

を得ている。また、本センター関係教員による文部科学省「新学術領域研究」も開始されており、活

発な外部資金獲得も進めている。また、他の若手研究者派遣事業にも応募する予定である。これらの

資金を原資に今後も学生及び若手研究者の派遣事業を継続していく。 

 

また、本インターナショナルトレーニングプログラム事業を通して、プラズマナノ工学研究センタ

ーは日本における様々なプラズマ応用研究の中心的な機関として世界各国からも認知されており、海

外研究者の日本への招聘も行いやすい環境を形成することができている。今後は世界のプラズマ応用

研究者を本研究センターに招聘し、世界の最新の研究成果を得ることができる講演会、さらには学生

に向けた基礎セミナーなどの開催も行うことで、若手研究者や学生が世界の研究者や研究動向をより

身近なものとできるような環境をさらに整えていきたい。 

 

さらに、本事業を通した一つの成果として、韓国・成均館大学校との間のジョイントセンター（Nagoya 

University-Sungkyunkwan University Joint Institute for Plasma Nanomaterials）の設立が挙げら

れる。昨年設立された本ジョイントセンターは韓国政府の資金援助により設立されたものであり、韓

国・成均館大学校内にオフィスを置き、名古屋大学プラズマナノ工学研究センターの韓国におけるセ

ンター分室の役割も果たしている。本事業では太陽電池、新規ナノ材料開発などのグリーンイノベー

ション研究を進めており、この事業を通して日本側から研究者・学生が成均館大学校に派遣され共同

研究をおこなっている。このようなパートナー機関先の外部資金を基とした共同研究プロジェクトの

スタートには、インターナショナルトレーニングプログラム事業による若手研究者派遣が大きく貢献

しており、今後はこのようなパートナー機関先の外部資金を基とした共同研究プロジェクトも、韓国

だけでなく他の世界のパートナー機関とともに積極的に進めていきたい。 

 

上記のようなセンターの活動を通して、日本および世界から研究者が集まるような環境づくりを目指

すことは、今後のプラズマ応用研究分野の日本の若手研究者の育成に大きく資するものと考えている。 
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資料１．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 
 ・海外パートナー機関との共同企画参加のみの派遣を除きます。 

  ・さらに派遣者がいる場合は欄を追加して下さい。 

 

①第 1年度（平成 20年度） 

 派遣先機関 派遣期間（_日間） 派遣者職名等 

1 韓国・成均館大学 平成 21年 1月 12日～平

成 21年 3月 13日（61日

間） 

九州大学大学院総合

理工学府 

博士前期課程 1年 

2 韓国・成均館大学 平成 21年 1月 12日～平

成 21年 3月 13日（61日

間） 

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 2年 

3 韓国・成均館大学 平成 21年 1月 12日～平

成 21年 3月 13日（61日

間） 

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 

4 ドイツ・ルール大学 ボ

ッフム校 

平成 21年 1月 7日～平成

21年 3月 8日（61日間） 

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 

5 ドイツ・ルール大学 ボ

ッフム校 

平成 21年 1月 7日～平成

21年 3月 8日（61日間） 

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 

6 ドイツ・ルール大学 ボ

ッフム校 

平成 21年 2月 13日～平

成 21年 3月 14日（30日

間） 

名古屋大学大学院工

学研究科電子情報シ

ステム専攻・助教 

7 （計 6名）   

 

 

②第 2年度（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 平成 21年 5月 29日～平

成 21年 7月 28日（61日

間） 

名古屋大学大学院工

学研究科・電子情報シ

ステム専攻  

助教 

2 成均館大学 平成 21年 12月 3日～平

成 22年 1月 31日（60日

間） 

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 

3 成均館大学 平成 21年 12月 3日～平

成 22年 1月 31日（60日

間） 

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 

4 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（60

日間） 

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 

5 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（60

東京工業大学大学院

総合理工学研究科創
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日間） 造エネルギー専攻 

博士前期課程 2年 

6 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（64

日間） 

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 

7 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（70日

間） 

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 

8 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（66日

間） 

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 

9 （計 8名）   

 

 

③第 3年度（平成 22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 平成 22年 8月 15日～平

成 22年 10月 13日（60

日間） 

九州大学大学院   

システム情報科学府

博士前期課程 1年 

2 ルール大学 ボッフム校 平成 22年 10月 1日～平

成 22年 11月 29日（60

日間） 

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 

3 ルール大学 ボッフム校 平成 22年 10月 1日～平

成 22年 11月 29日（60

日間） 

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 

4 トゥエンテ大学 メサプ

ラス研究所 

平成 22年 10月 2日～平

成 22年 12月 10日(10月

2日～11日:他用務) （60

日間） 

千葉大学大学院                                 

工学研究科 共生応用

化学専攻 

博士前期課程１年 

5 トゥエンテ大学 メサプ

ラス研究所 

平成 22年 10月 3日～平

成 22年 12月 10日(10月

3日～11日:他用務) （60

日間） 

東京大学生産技術研

究所 大学院工学系

研究科応用化学専攻  

博士前期課程２年 

6 クイーンズ大学 ベルフ

ァスト校 

平成 22年 12月 2日～平

成 23年 1月 30日（60日

間） 

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 1年 

7 成均館大学 平成 22年 12月 22日～平

成 23年 2月 19日（60日

間） 

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 
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8 テキサス大学 ダラス校 平成 23年 1月 25日～

平成 23年 3月 29日(2

月 11日～15日: 修士論

文発表のため一時帰

国) （59日間） 

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 

9 テキサス大学 ダラス校 平成 23年 1月 25日～

平成 23年 3月 29日(2

月 11日～15日: 修士論

文発表のため一時帰

国) （59日間） 

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 

10 科学産業研究機構 物質

科学工学研究所 

平成 23年 1月 27日～

平成 23年 3月 28日（61

日間） 

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 

11 科学産業研究機構 物質

科学工学研究所 

平成 23年 1月 27日～

平成 23年 3月 28日（61

日間） 

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 

12 クイーンズ大学 ベルフ

ァスト校 

平成 23年 1月 30日～

平成 23年 3月 29日（59

日間） 

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 

13 （計 12名）   

 

 

④第 4年度（平成 23年度） 

 派遣先機関 派遣期間（_日間） 派遣者職名等 

1 カリフォルニア大学ロサ

ンゼルス校 

平成 23年 6月 15日～

平成23年12月 19日(11

月 21日～28日:他用務)

（180日間） 

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 3年 

2 テキサス大学 ダラス校 平成 23年 10月 31日～

平成23年12月 29日（60

日間） 

京都大学大学院 工学

研究科電子工学専攻 

先進電子材料分野 博

士前期課程 2年 

3 クィーンズ大学 ベルフ

ァスト校 

平成 23年 12月 5日～

平成 24年 2月 2日（60

日間） 

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 

4 成均館大学 平成 23年 12月 9日～

平成 24年 2月 6日（60

日間） 

名古屋大学大学院 工

学研究科マテリアル理

工学専攻材料工学分野  

博士前期課程 1年 

5 成均館大学 平成 23年 12月 9日～

平成 24年 2月 6日（60

日間） 

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 
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6 成均館大学 平成 24年 1月 2日～ 

平成 24年 3月 1日（60

日間） 

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 

7 トゥエンテ大学 メサプ

ラス研究所 

平成 24年 1月 8日～ 

平成 24年 3月 17日(2

月 10日～19日: 修士論

文発表のため一時帰

国)（60日間） 

広島大学大学院 先端

物質科学研究科 半導

体集積科学専攻 

博士前期課程 2年 

8 トゥエンテ大学 メサプ

ラス研究所 

平成 24年 1月 8日～ 

平成 24年 3月 8日（61

日間） 

東京大学大学院 工学

系研究科 応用化学専

攻  

博士前期課程 1年 

9 クィーンズ大学 ベルフ

ァスト校 

平成 24年 1月 9日～ 

平成 24年 3月 8日（60

日間） 

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 2年 

10 テキサス大学 ダラス校 平成 24年 1月 14日～

平成 24年 3月 21日(2

月 9日～14日: 修士論

文発表のため一時帰

国) （62日間） 

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 2年 

11 ルール大学 ボッフム校 平成 24年 1月 25日～

平成 24年 3月 24日（60

日間） 

名古屋大学大学院 工

学研究科電子情報シス

テム専攻  

助教 

12 ルール大学 ボッフム校 平成 24年 1月 27日～

平成 24年 3月 26日（60

日間） 

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 2年 

13 ルール大学 ボッフム校 平成 24年 1月 27日～

平成 24年 3月 26日（60

日間） 

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 2年 

14 （計 13名）   

 

 

⑤第 5年度（平成 24年度） 

 派遣先機関 派遣期間（_日間） 派遣者職名等 

1 カリフォルニア大学 ロ

サンゼルス校 

平成 24年 6月 2日～ 

平成 24年 8月 9日(6月

21日～29日: 学位取得

に係る手続きのため一

時帰国) （60日間） 

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３年 

2 テキサス大学 ダラス校 平成 24年 11月 19日～

平成 25年 1月 22日(12

月 16日～19日: 修士論

文発表のため一時帰

国) （61日間） 

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 

3 テキサス大学 ダラス校 

 

平成 25年 1月 15日～

平成 25年 3月 15日（60

名古屋大学大学院 工

学研究科 電子情報シ
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日間） ステム専攻   

博士前期課程 1年 

4 クイーンズ大学 ベルフ

ァスト校 

平成 24年 11月 5日～

平成 25年 1月 8日（65

日間） 

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 

5 クイーンズ大学 ベルフ

ァスト校 

平成 24年 11月 5日～

平成 25年 1月 8日（65

日間） 

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 

6 成均館大学 平成 24年 7月 2日～ 

平成 24年 8月 30日（60

日間） 

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 2年  

7 成均館大学 平成 24年 8月 21日～

平成24年10月 20日（61

日間） 

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  

8 成均館大学 平成 24年 9月 27日～

平成24年11月 26日(11

月 3日: 私事)（60日間） 

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 2年 

9 成均館大学 平成 24年 10月 19日～

平成24年12月 17日（60

日間） 

名古屋大学大学院 工

学研究科電子情報シス

テム専攻 豊田研究室  

博士前期課程１年 

10 成均館大学 平成 24年 12月 7日～

平成 25年 2月 9日(12

月 30日～1月 3日: 私

事のため一時帰国) 

（60日間） 

名古屋大学大学院 工

学研究科電子情報シス

テム専攻 堀・関根研

究室 助教  

11 トゥエンテ大学 メサプ

ラス研究所 

平成 24年 8月 31日～

平成 24年 11月 7日(9

月 24日～10月 1日: 修

士論文発表のため一時

帰国) （61日間） 

広島大学大学院 先端

物質科学研究科 半導

体集積科学専攻 ナノ

デバイス・バイオ融合

科学研究所  

博士前期課程 1年 

12 トゥエンテ大学 メサプ

ラス研究所 

平成 24年 10月 22日～

平成24年12月 22日（62

日間） 

東京大学大学院 工学

系研究科 社会基盤学

専攻 生産技術研究所 

修士課程２年 

13 ルール大学 ボッフム校 平成 24年 11月 23日～

平成 25年 1月 21日（60

日間） 

名古屋大学大学院 工

学研究科電子情報シス

テム専攻 堀・関根研

究室  

博士後期課程 1年  

14 ルール大学 ボッフム校 平成 24年 11月 23日～

平成 25年 1月 21日（60

日間） 

名古屋大学大学院 工

学研究科電子情報シス

テム専攻 堀・関根研

究室  

博士後期課程 1年  

15 バーリ大学 化学科 平成 24年 11月 19日～ 名城大学大学院理工学
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平成 25年 2月 24日(2

月 3日～10日: 修士論

文発表のため一時帰

国) （90日間 

研究科 電気電子工学

専攻 伊藤・太田研究

室 博士前期課程 2年 

16 （計 15名）   

 

 

⑥第 6年度（平成  年度） 

 派遣先機関 派遣期間（_日間） 派遣者職名等 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    
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（２）派遣若手研究者の選考状況 

 

①選考結果 

  派遣者数 応募者数 

第 1年度（平成 20年度） 6 ／ 10 

第 2年度（平成 21年度） 8 ／ 10 

第 3年度（平成 22年度） 12 ／ 12 

第 4年度（平成 23年度） 13 ／ 13 

第 5年度（平成 24年度） 15 ／ 15 

第 6年度（平成＿年度）  ／  

 

②募集・選考方法 

 

＜募集方法＞ 

 募集にあたっては、プラズマナノ工学研究センターのホームページ欄を作成し、本活動を広報する

とともに、応用物理学会プラズマエレクトロニクス分科会などの関連学会のネットワークを通じて、

関係者に対する周知をおこなうなど、積極的な広報活動をおこなった。 

 

＜選考方法＞ 

選考方法についてはプラズマナノ工学研究センター内における協議をもとに以下のルールを設け

た。なお ITP 派遣希望者の応募に際しては、応募フォームを準備しホームページにアップし、応

募者はこのフォームに従って申請書類を作成し、容易に応募が可能となるようにした。 

 

派遣者選抜ルール 

１ 短期派遣の希望者は、連絡先のほか“応募動機および目的”および“講演題目及び概要”を

それぞれ和文および英文で記載した所定の申請書類を締切までに提出する。 

２ ITP事務局は、申請内容を取りまとめる。 

３ 選抜のための申請書類の“評価担当者”には ITP運営委員のうち教員全員がこれに当たる。 

４ 評価担当者は、申請者の意欲、英語能力、研究内容をそれぞれ 5段階で評価する。 

５ 評価結果のうち、得点の高いものから順に派遣者として採用する。 

６ 派遣者のうち最下位が同点の場合は、名古屋大学学外者を優先する。 

７ ６で決定ができない場合は、年少者を優先する。 

８ ７で決定ができない場合は、評価担当者間で協議の上決定する。 
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（３）海外パートナー機関との連携状況、及び海外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（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。 

 

①   機関名（国名）：ルール大学ボッフム校（ドイツ連邦共和国） 

○パートナー機関との連携状況（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。） 

  

本事業を通して、パートナー機関先の教授である U. Czarnetski 教授はほぼ毎年名古屋大学を訪問

しており、最新の成果に関する情報交換など頻繁な交流をおこなっている。 

 

 

 

 

○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 

 

 パートナー機関はレーザー等を用いたプラズマ分光計測において世界的にも著名な研究期間であ

り、日本側から派遣された研究者は半導体レーザーを用いたプラズマ中のガス温度計測等の研究を

実施した。これらの研究を通して、プラズマの分光計測に関する基礎だけでなくレーザーの調整方法

などの技術的ノウハウなども獲得できており、本派遣を通して文献などでは得られない貴重な研究

経験を得ることができている。 

 

 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：   12人、延べ派遣日数：    693日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：   10人、延べ派遣日数：     52日）  
研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：     7人、延べ受入日数：       16日）  

②  機関名（国名）：成均館大学（大韓民国） 

○パートナー機関との連携状況（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。） 

 

本パートナー機関とは平成 24 年から共同で研究センター (Nagoya University-Sungkyunkuwan 

University Joint Institute for Plasma Nanomaterials)を成均館大学校内に設立し、日本側からの人的

および物的援助と韓国側の資金援助も得ながら共同研究センターにおける研究活動を開始してい

る。この枠組みをもとに名古屋大学から多数の研究者が成均館大学校を訪問し、共同研究を実施し

ている。 

 

 

○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 

 

これまでにない周波数帯であるUHF周波数帯を用いたプラズマCVD法に関する研究を進めており、

名古屋大学からは水素ラジカル計測装置を成均館大学に貸し出し、UHFプラズマの計測研究および

膜質との相関に関する研究を進めている。 

 これにより、派遣学生は膜評価手法の習得等において貴重な経験を得ている。 

 

 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    15人、延べ派遣日数：   904日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：     9人、延べ派遣日数：     27日）  
研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：     14人、延べ受入日数：    42日）  
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③  機関名（国名）：テキサス大学ダラス校（アメリカ合衆国） 

○パートナー機関との連携状況（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。） 

 

パートナー機関先の代表である、M。Goeckner 教授は、名古屋大学プラズマナノ工学研究センター

の国際会議である IC-PLANTS の機会を利用して、ほぼ毎年名古屋大学を訪問しており、その際に

学生派遣の状況などの情報交換を行うとともに、最新の研究成果の情報を得ることができている。 

 

 

○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のパートナー機関はプラズマの気相計測および表面反応計測において著名

であり、派遣学生は主に赤外吸収分光法を用いたプラズマ中の化学活性種(ラジカル)の計測に関す

る研究を進めた。派遣学生の派遣元の研究室では吸収分光法を用いたプラズマ中の原子測定をお

こなっている。テキサス大学ダラス校で得られた赤外吸収分光計測手法は基本原理は同じであるも

のの、波長が大きく異なっており、派遣によって得られたプラズマ計測技術は、帰国後の派遣学生の

研究の発展に大きく寄与している。 

 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    8人、延べ派遣日数：    485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：    40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）  

④  機関名（国名）：トゥエンテ大学（オランダ王国） 

○パートナー機関との連携状況（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。） 

 

トゥウェンテ大学メサプラス研究所は、樹枝材料を用いてマイクロ分析チップ向けの低コスト素材に

関する研究を進めている。パートナー機関の受け入れ教授とは頻繁な連絡を取り合い、継続的に研

究を進めることができた。 

 

 

○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 

 

本パートナー機関に派遣された学生は、医療現場にて用いられるような分析用マイクロチップにｌ関

する研究を派遣元の大学において進めている。派遣先であるメサプラス研究所はこのような研究を

ヨーロッパで進めている著名な研究機関であり、派遣学生にとってはヨーロッパにおける研究の状況

を自ら学ぶための非常に良い機会であった。具体的には、ポリスチレン樹脂のホットエンボス加工に

関する研究、ポリスチレン樹脂に磁性粒子を含有させる研究など、マイクロチップの医療現場での実

用化に向けた系統的な研究を進めることができた。派遣者はヨーロッパにおける当該分野の著名な

研究者と直接議論をおこなう機会を得てさまざまな情報を得ることができ、その後の派遣者の派遣

元における研究の発展に寄与するところが大であった。 

 

 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    8人、延べ派遣日数：    500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：    0 人、延べ受入日数：    0 日）  
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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。） 

 

パートナー機関の代表である、Bill Graham 教授は IC-PLANTS にも頻繁に参加し、名古屋大学もし

ばしば訪問している。IC-PLANTS では成果発表を行うだけでなく、若手研究者や学生向けにチュー

トリアル講演をおこない、若手研究者の育成についても支援をしてもらっている。 

 

 

○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 

 

クイーンズ大学においては、プラズマの基礎研究が盛んであり、本インターナショナルトレーニングプ

ログラムによって派遣された学生は、液中プラズマの基礎過程に関する研究を進める他、クイーンズ

大学にて行っているプラズマシミュレーターを用いたプラズマの物理・化学過程のシミュレーションに

関する技術を習得している。これらの成果は、帰国後、研究室におけるシミュレーション研究の発展

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：    6人、延べ派遣日数：   369日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：    4人、延べ派遣日数：    21日）  
研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：    2人、延べ受入日数：     8日）  

⑥  機関名（国名）： カリフォルニア大学ロサンゼルス校（アメリカ合衆国） 

○パートナー機関との連携状況（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。） 

 

パートナー機関の代表である Chang 教授は、プラズマエッチングに関する研究を精力的に進めてお

り、本プログラムに深い理解を示しており、半年近い学生の受け入れをおこなった。 

 

 

○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 

 

本プログラムにより派遣された学生は、主に新しい半導体デバイスの加工プロセス、特にエッチング

プロセスに関する研究を進めた。本研究分野は、これからの実用化を目指す新しいデバイスに関す

る加工プロセス研究であり、派遣学生の研究テーマである半導体エッチングプロセス研究に非常に

よくマッチしているとともに、派遣学生の当該研究分野に関する視野を大きく広げるのに役に立った。

派遣学生はその後、博士課程における研究分野を役立てることのできる研究を企業において進めて

おり、本プログラムによる派遣は、この点でも当該研究分野の発展に大きな効果があったと考えられ

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：     240日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：     0人、延べ派遣日数：     0日）  
研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：     0人、延べ受入日数：     0日）  
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⑦  機関名（国名）：バーリ大学（イタリア共和国） 

○パートナー機関との連携状況（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。） 

 

パートナー機関のFracassi教授およびFavia准教授の研究のひとつとして、プラズマを用いた表面修

飾により、より化学活性の高い触媒表面を形成する研究がある。両教授は国際会議等を利用して名

古屋大学をしばしば訪問し、当該分野に関する研究討論や学生派遣に関する打ち合わせをおこなっ

た。 

 

 

○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 

 

本プログラムによって派遣された学生は、パートナー機関が得意とする化学分野を基礎とした研究を

おこなった。特にプラズマにより非常に高機能な表面触媒を形成、これにより大気汚染物質を除去す

る研究を進めた。プラズマ‐表面相互作用は物理的にも化学的にも非常に複雑な過程であり、この

研究をバーリ大学で行うことは、当該研究に新たな視点を加えることに大いに役立った。 

 

 

 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    1人、延べ派遣日数：    90日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：    2人、延べ派遣日数：    10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）  

⑧  機関名（国名）：科学産業研究機構（オーストラリア連邦） 

○パートナー機関との連携状況（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。） 

 

パートナー機関の代表である K. Ostrikov 博士はプラズマを用いたナノ材料の開発において世界的

に著名な研究者である。Ostrikoｖ博士は名古屋をたびたび訪問し、研究の最新成果に関する情報交

換を行うとともに、本プログラムによる学生派遣に関する打ち合わせも併せておこなうなど、本プログ

ラムの実施においてパートナー機関からも支援をいただいた。 

 

 

○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 

 

派遣学生はナノ材料開発に用いられるプラズマの分光計測、質量分析などの計測に関する研究を

おこなった。これらの研究は博士課程後期課程における研究課題のひとつとなり、派遣学生が帰国

後の派遣元における研究に大きく寄与している。 

 

 

 

 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    2人、延べ派遣日数：    122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：     8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）  
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○海外パートナー機関の見直し状況（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

の理由を記入して下さい。見直しを行っていない場合は、「該当なし」と記載して下さい。） 

 

＜パートナー機関の追加＞ 

 

本プログラム開始当初である平成２０年度はは 2 機関をパートナー機関としていたが、プログラムの

充実と研究ネットワークの世界的な展開を図るため、積極的なネットワーク形成活動をおこない、さ

らに新たな研究分野のパートナー機関を追加した。初年度を含めてパートナー機関の追加は以下の通

りである。 

 

＜平成２０年度＞（開始当初） 

○韓国・成均館大学 

フレキシブルエレクトロニクスの産業応用へ向けた韓国の大規模プロジェクトをリードする研究

機関 

○ドイツ・ルール大学ボッフム校 

レーザーを用いたプラズマ中の超高感度電界計測等の計測基礎・応用研究で欧州の代表的な研究

機関 

 

＜平成２１年度＞（追加） 

○アメリカ・テキサス大学ダラス校 

プラズマ表面反応過程の基礎的研究およびプラズマ応用に関する研究を積極的に展開している研

究機関 

○オランダ・トゥウェンテ大学メサプラス研究所 

プラズマのバイオ応用をめざした研究を行っている欧州で著名な研究機関 

 

＜平成２２年度＞（追加） 

○オーストラリア・科学産業研究機構 物質科学工学研究所 

プラズマを用いた新しいナノ材料開発に積極的に取り組んでいる研究機関 

○イギリス・クイーンズ大学ベルファスト校 

プラズマ物理の基礎研究および液中プラズマ研究をおこなっている国際的にも著名な研究機関 

 

＜平成２３年度＞（追加） 

○アメリカ・カリフォルニア大学ロサンゼルス校 

半導体プラズマプロセスの基礎研究など、気相・表面反応過程について幅広く研究をおこなって

いる研究機関 

 

＜平成２４年度＞（追加） 

○イタリア・バーリ大学化学科 

プラズマを用いた表面材料改質と生体適合材料の開発を積極的に進めている国際的に著名な研究

機関 

 

なお、パートナー機関への研究者派遣においては、すべてのパートナー機関に対して事前に担当教

員の訪問をおこない、本派遣事業の説明をおこなうとともに、受け入れ状況の確認も行って、受け入

れ態勢に問題がないことも確認をおこなっている。 

オーストラリア・科学産業研究機構 物質科学工学研究所については、平成 22 年度に追加した後、

先方の所内状況の変化により派遣受け入れが困難となったため平成23年度からパートナー機関からは

ずさせざるを得なかったが、本事業を通して延べ 8 研究機関、最終的には合計７つの研究機関をパー

トナー機関として派遣を実施することができた。これらの見直し（追加）の結果、最終的にアメリカ

２、アジア１、ヨーロッパ４のパートナー機関への派遣が可能となり、研究分野を充実させるだけで

なく地理的にもパートナー機関を世界的に幅広く展開することができた。 
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資料２．共同企画の実施状況 

 

①  共同企画名 第三回プラズマ COEネットワーク・ワークショップ 

開催場所 オランダ アイント

ホーヘン工科大学 

開催期間 平成 20年 5月 14日～16日（3日間） 

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） 

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

一准教授が出席した。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、その中でインターナショナルトレーニングプログラ

ムの活動についても報告をおこなった。 

また、他の出席者もセンターの活動について個別に討論をおこなうとともに、

その中でインターナショナルトレーニングプログラムの活動紹介を進めた。 

本会議でのインターナショナルトレーニングプログラム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

ニクのグループやイギリス北アイルランドのオープン大学のグループは非常

に強い興味を示しており、今後、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 韓国 成均館大学 開催期間 平成 20年 7月 3日～5日（3日間） 

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） 

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

インターナショナルトレーニングプログラム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、

2009年 1月から派遣された。 

 

③  共同企画名 Japan-Germany Student Workshop on Plasma Science and Technology 

開催場所 ドイツ ルール大学

ボッフム校 

開催期間 平成 20年 10月 12日～14日（3日間） 

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） 

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。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予定した。 

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。 
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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 岐阜県岐阜市  

テクノプラザ 

開催期間 平成 21年 1月 20日～21日（2日間） 

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） 

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。本インターナショナルトレーニン

グプログラム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。 

 

⑤  共同企画名 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（2日間） 

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） 

 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

はインターナショナルトレーニングプログラム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た。これにより、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、本会議を通してインターナショナルトレーニン

グプログラムの広報活動をおこな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 The 9th Korea-Japan Workshop on Advanced Plasma Processing and 

Diagnostics & Thin Film Technology for Electronic Materials 

 第９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（ 3日間） 

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） 

 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、

本インターナショナルトレーニングプログラム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で

あった。 

 

⑦  共同企画名 The 10th Korea-Japan Workshop on Advanced Plasma Processing and 

Diagnostics & Thin Film Technology for Electronic Materials 

第１０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（長崎市） 開催期間 平成 22年 1月 8日～10日（ 3日間） 

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） 

 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。本インターナショナルトレーニングプロ

グラム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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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（2日間） 

海外パートナ

ー機関 

成均館大学(韓国)、科学産業研究機構(オーストラリア)、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） 

  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。その中にはインターナショナルトレーニングプログラムパート

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た。 

 

⑨  共同企画名 The 11th International Workshop on Advanced Plasma Processing and 

Diagnostics 第十一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 チェジュ、韓国 開催期間 平成 22年 7月 8日～9日（ 2日間） 

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） 

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

インターナショナルトレーニングプログラム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、

2009年 1月から派遣された。 

 

⑩  共同企画名 The 12th International Workshop on Advanced Plasma Processing and 

Diagnostics  

第十二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 福岡市、日本 開催期間 平成 23年 1月 4日～6日（ 3日間） 

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） 

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、学生など多数の参加者があった。本インターナショナルトレーニングプロ

グラム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。 

 

 

⑪ 共同企画名 International Conference on Plasma Nanotechnology and Science 

開催場所 高山市、日本 開催期間 平成 23年 3月 10日～12日（3日間） 

海外パートナ

ー機関 

クイーンズ大学ベルファスト校(イギリス)、成均館大学(韓国) 

 

内容（若手研

究者の発表等

について） 

 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、国内外から約１００名の出席が得られた。その中にはインターナシ

ョナルトレーニングプログラムパートナー校であるクイーンズ大学ベルファ

スト校の教員も含まれており、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た。 
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⑫ 共同企画名 The 13th International Workshop on Advanced Plasma Processing and 

Diagnostics第十三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 大田広域市、韓国 開催期間 平成 23年 7月 21日～22日（2日間） 

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） 

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

インターナショナルトレーニングプログラム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、

派遣された。恒例となっている Student Sessionも開催され、日韓双方から学

生の講演発表があった。 

 

 

⑬ 共同企画名 The 14th International Workshop on Advanced Plasma Processing and 

Diagnostics第十四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 福岡市、日本 開催期間 平成 24年 1月 7日～8日（ 2日間） 

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） 

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、学生など多数の参加者があった。本インターナショナルトレーニングプロ

グラム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。Student Sessionも開催され、日韓双方から学生の講演発表があっ

た。 

 

 

⑭ 共同企画名 The 5th International Conference on Plasma Nanotechnology and Science 

開催場所 愛知県 犬山市 開催期間 平成 24年 3月 9日～10日（ 2日間） 

海外パートナ

ー機関 

クイーンズ大学ベルファスト校(イギリス)、ルール大学ボッフム校(ドイツ)、 

テキサス大学ダラス校(アメリカ) 

内容（若手研

究者の発表等

について） 

 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、国内外から約１００名の出席が得られた。その中にはインター

ナショナルトレーニングプログラムパートナー校であるクイーンズ大学ベ

ルファスト校、ルール大学ボッフム校、テキサス大学ダラス校からの 4名の

教員も含まれており、それぞれの分野の最新の研究成果についての講演が行

われた。またその他にもフランス、イタリアなど世界各国から多数の出席者

を得ることができた。 

また、今回の会議においてはチュートリアルセッションも設けられ、クイー

ンズ大学ベルファスト校グラハム教授、フランスエコールポリテクニク シ

ャベール教授からの講義が行われた。本講義はビデオに録画し、今後若手研

究者の派遣における教育教材としてホームページにアップして活用するこ

ととなった。 

 

 

⑮ 共同企画名 The 15th International Workshop on Advanced Plasma Processing and 

Diagnostics  第十五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 水原市、韓国 

 

開催期間 平成 24年 6月 7日～8日（ 2日間） 

海外パートナ

ー機関 

成均館大学(韓国) 
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内容（若手研

究者の発表等

について） 

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

インターナショナルトレーニングプログラム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。さらに、この機会を利用し

て、名古屋大学プラズマナノ工学研究センターと成均館大学先進プラズマ表面

技術センターの間の共同センターについて打ち合わせをおこなった。さらに、

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、派遣された。 

 

⑯ 共同企画名 The 16th International Workshop on Advanced Plasma Processing and 

Diagnostics   

第十六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 岡崎市、日本 開催期間 平成 25年 1月 26日～27日（2日間） 

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） 

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、学生な

ど多数の参加者があった。さらに、オーストラリア、タイなど幅広い国からの

参加者があり、教員だけでなく学生にとっても海外の研究動向を知る絶好の機

会となった。最後に、本インターナショナルトレーニングプログラムのパート

ナー大学である成均館大学の教員が出席しており、本年度韓国に派遣された学

生との間で討論を進めることができた。また、若手研究者・学生が運営する

Student Sessionも設けられた。 

 

⑰ 共同企画名 The 6th International Conference on Plasma Nanotechnology and Science 

開催場所 下呂市、日本 開催期間 平成 25年 2月 2日～3日（ 2日間） 

海外パートナ

ー機関 

ルール大学ボッフム校(ドイツ)、バーリ大学(イタリア) 

内容（若手研

究者の発表等

について） 

 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、国内外から約１００名の出席が得られた。その中にはインター

ナショナルトレーニングプログラムパートナー校であるルール大学ボッフ

ム校、イタリア バーリ大学からの教員も含まれており、それぞれの分野の

最新の研究成果についての講演が行われた。またその他にも米国、フランス

など世界各国から多数の出席者を得ることができた。 
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資料３．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 

 
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。 

・海外パートナー機関の研究者との共著論文には、文頭の番号に○印を付して下さい。 

1 

著者

名 
Dirk Hegemann, Enrico Körner, Shang Chen, Jan Benedikt, and Achim von Keudell 

題 

名 

Functional plasma polymers deposited in capacitively and 

inductively coupled plasmas 
掲載誌

名 

Applied Physics 

Letters 

発行

所 

AIP Publishing 

LLC 

巻

号 

Volume 

100,Issue5 
頁 pp051601-051601-3 発行年 2012 年 

査

読 
有 

2 

著者

名 

Takuya Takeuchi, Carles Corbella, Simon Grosse-Kreul, Achim von Keudell, Kenji Ishikawa, 

Hiroki Kondo, Keigo Takeda, Makoto Sekine and Masaru Hori 
 

題 

名 

Development of the sputtering yields of ArF photoresist after the 

onset of argon ion bombardment 
掲載誌

名 

Journal of Applied 

Physics 

発行

所 

AIP Publishing 

LLC 

巻

号 
Vol. 113 頁 pp014306-014306-6 発行年 2013 年 

査

読 
有 

3 

著者

名 
Mao Fukuyama, Yumi Yoshida, Jan C.T. Eijkel, Albert van den Berg and Akihide Hibara 

題 

名 

Time-resolved electrochemical measurement device for 

microscopic liquid interfaces during droplet formation 

掲載誌

名 

Microfluidics and 

Nanofluidics, in 

press. 

発行

所 

Springer Berlin 

Heidelberg 
巻

号 

Volume 

14, Issue 6 
頁 pp 943-950 発行年 2013 年 

査

読 
有 

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 

 

 

 

 

 

http://apl.aip.org/
http://apl.aip.org/
http://apl.aip.org/resource/1/applab/v100
http://apl.aip.org/resource/1/applab/v100
http://link.springer.com/journal/10404/14/6/page/1
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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）、題名、発表した学会名、開催場所、発表時期を記

載して下さい。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○印を付して下さい。 

・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。 

・海外パートナー機関の研究者との共同発表には、文頭の番号に○印を付して下さい。 

1 

発表者名 Y. Celik, D. Luggenhlscher, M. Aramaki, K. Ogiwara, M. Tanaka, and U. Czarnetzki 

題 名 Neutral and ion kinetics in a radio-frequency helicon discharge ポスター 審査 無 

学会名 
The spring meeting of the german physical 

society 
場所 Hnnover, Germany,  2010 年 3 月 

2 

発表者名 Mao Fukuyama, Yumi Yoshida, Jan C.T. Eijkel, Albert van den Berg and Akihide Hibara 

題 名 
Ion transfer at Microscopic Liquid Interfaces During Droplet 

Generation 
ポスター 審査 無 

学会名 JAIMA Discussion 場所 Tokyo, Japan, 2011 2011 年 9 月 

3 

発表者名 福山真央, 吉田裕美, Jan C.T. Eijkel, Albert van den Berg, 火原彰秀 

題 名 マイクロ液滴生成の界面電気化学解析 口頭 審査 無 

学会名 第 72回分析化学討論会 場所 鹿児島, 日本, 2012 2012 年 5 月 

4 

発表者名 Mao Fukuyama, Yumi Yoshida, Jan C.T. Eijkel, Albert van den Berg and Akihide Hibara 

題 名 Electrochemical Analysis of Microdroplet Formation ポスター 審査 無 

学会名 MicroTAS 場所 Okinawa, Japan, 2012 2012 年 10 月 

5 

発表者名 福山真央, 吉田裕美, Jan C.T. Eijkel, Albert van den Berg, 火原彰秀 

題 名 
マイクロ流路油水二相流におけるイオン移動ボルタンメトリ

ー 
ポスター 審査 無 

学会名 第 28回イオン交換研究発表会 場所 東京, 日本, 2012 2012 年 10 月 

6 

発表者名 福山真央, 吉田裕美, Jan C.T. Eijkel, Albert van den Berg, 火原彰秀 

題 名 マイクロ流路内油水界面測定用電気化学デバイス ポスター 審査 無 

学会名 
第 58回ポーラログラフィおよび電気分

析化学討論会 
場所 東京, 日本, 2012 2012 年 11 月 

7 

発表者名 
Takuya Takeuchi, Carles Corbella, Simon Grosse-Kreul, Achim von Keudell, Kenji Ishikawa, Hiroki 

Kondo, Keigo Takeda, Makoto Sekine and Masaru Hori 

題 名 
Real-time variation of sputtering yield of Ar ion for ArF photoresist 

during Ar plasma exposure 
ポスター 審査 有 

学会名 ISPlasma2013 場所 Nagoya, Japan, 2013 2013 年 1 月 

8 

発表者名  

題 名  口頭・ポスター 審査 有・無 

学会名  場所    年  月 

9 

発表者名  

題 名  口頭・ポスター 審査 有・無 

学会名  場所    年  月 

10 

発表者名  

題 名  口頭・ポスター 審査 有・無 

学会名  場所    年  月 

11 

発表者名  

題 名  口頭・ポスター 審査 有・無 

学会名  場所    年  月 

12 

発表者名  

題 名  口頭・ポスター 審査 有・無 

学会名  場所    年  月 

 

 

 


