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【概要】 

 

１． 西永 慈郎 助教 （Jiro Nishinaga） ： 11：00～11：40（質疑応答含む） 

 

「新しい半導体デバイスの開発にむけて」 

現代社会の目覚ましい発展は、長期にわたっ

て微細化によって発展を続けてきた無機半

導体デバイスの賜物といっても過言ではな

い。しかし、この微細化も限界を迎え、さら

なる発展は難しい状況となっている。一方、

世界的な環境問題やエネルギー問題への意

識は高まり、“持続可能な社会”形成のため

の技術開発は、国を超えて人類共通の解決す

べき問題となっている。いままでの半導体デ

バイスは使用時の高速化・省エネ化という視

点のみで材料選択されてきたが、今後は製造時の環境負荷の少ない材料が重要となりつつあ

る。有機半導体デバイスは、現状、無機デバイスと比べ劣る点が多いが、環境調和性の優れ

た材料も多く、今後市場を開拓すると予想されている。そこで無機半導体と有機半導体の特

徴をそれぞれ解説し、有機発光素子や有機太陽電池について紹介する。また、我々が研究し

ている無機半導体と有機半導体のハイブリットシステムについて概説し、今後の展開を紹介

する。 

 

" New devices using organic and inorganic semiconductor hybrid systems. " 

 

Semiconductor miniaturization has developed the highly-networked information society 

for long time, but the transistors are going to reach the limit of miniaturization in near 

future. In these days, for “sustainable development”, the reduction of environmentally 

load during the fabrication process has become one of the most important issues in the 

present semiconductor technology. Organic semiconductors are organic compounds with 



semiconductor properties, and various investigations have been done for their unique 

properties. In this talk, I discuss the characteristics of inorganic and organic 

semiconductors, and introduce the working principle of an organic light-emitting diode 

and an organic solar-cell. Next, in order to develop the new semiconductor devices, the 

hybrid systems of organic and inorganic semiconductors are discussed. 

 

２．ブガエワ アンナ 助教 （Anna Bugaeva） ： 11：50～12：30 （質疑応答含む） 

 

「アイヌ語の充当―小さな言語の類型論への大きな挑戦―」 

 

アイヌ語は、北海道に数人の母語話者しかい

ない消滅の危機に瀕した少数言語である。本

発表は、アイヌ語に見られる充当の統語的、

意味的なタイプの多様性を紹介し、アイヌ語

の充当に関する普遍性と特殊性を明らかにす

ることを目的とする。充当とは動詞に顕在的

な標識を付加することにより、周辺的な意味

役割を持つ参与者を直接目的語に昇格させる

構文である。英語の与格移動構 He gave a 

ppepepp pp pe ・He gave pe a ppepepp にほ

ぼ似た構文であるが、与格移動構文では動詞(give)が顕在的な標識を伴わないという相違が

ある。アイヌ語には、e-, kp-, p-という三つの充当接頭辞がある。何れもその動詞の取り

得る目的語の数を一個増やす統語的機能を持っている。自動詞にこれらがつくと他動詞にな

り、他動詞にこれらがつくと三項他動詞になる。意味上、これらは、驚くほど様々な格関係

を表し得る。充当の具体的な機能を完全に予測することはできないが、基体動詞の意味タイ

プによってある程度推定が可能である。例えば、接頭辞]e-には次のような機能がある。(a) 

内容] e-ippypak 「～について話をする」、 (b) 場所 e-hppke 「～に寝る」、(c) 道具 e-pippp 

「～で遊ぶ」、等。ここではアイヌ語の充当接頭辞の多機能性について文法化を踏まえた説

明をし、これが現在の充当についての類型論に対する大きな挑戦となることを示す。 

 

" Ainu applicatives: a major challenge for linguistic typology from a minor language " 

 

Ainu is a critically endangered minority language spoken only by a few native speakers 

in the Island of Hokkaido. In this presentation, I will describe the variety of syntactic 

and semantic types of applicatives in Ainu focusing on their typological relevance. The 

applicative is typically characterized as a syntactic construction signaled by overt verbal 



morphology which allows the coding of a semantically peripheral argument or adjunct as 

a direct object. It is similar to Dative shifting of English: He gave a present to me � He 

gave me a present with the main difference that Dative shifting lacks marking on the 

verb (gave). Applicatives in Ainu are derived by means of the prefixes e-, ko-, and o-. The 

syntactic function of these prefixes is valency-increasing (intransitives become 

transitive and transitives become ditransitive), but the concrete semantic function may 

vary depending on the lexical meaning of the base verb, e.g. the prefix e- has been 

attested with the following functions: (a) e-isoytak ‘tell story about’ (Content), (b) e-hotke 

‘lie at’ (Location), (c) e-sinot ‘play with’ (Instrument) etc. I will account for the 

polyfunctionality of Ainu applicatives in terms of their grammaticalization and show 

that they pose a major challenge to the existing typology of applicatives. 


