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文部科学省ナノテクノロジー総合支援プロジェクト  

第一回ナノテクノロジーサマースクール「量子効果素子の物理」の開催について 

 

平成１７年５月２５日 

 

文部科学省 

ナノテクノロジー総合支援プロジェクトセンター 

（運営：独立行政法人物質・材料研究機構） 

 

概要 

この度、文部科学省「ナノテクノロジー総合支援プロジェクト」ではナノテクノロ

ジーに関するサマースクール「量子効果素子の物理」を開催することとなりました。

これまでナノテクノロジーと情報・通信分野との融合分野がナノテクノロジー全体の

研究開発を牽引してきており、今後もいっそう重要な最先端技術分野となることから

世界的に注目され、熾烈な研究・開発競争が進められています。 

 

我が国は、この分野の研究開発において世界の主導的な地位を維持・拡大し続ける

必要があり、次代を担う若手研究者の人材育成が非常に重要であります。そこで本プ

ロジェクトでは、これからの我国の研究開発を担う大学院の修士および博士課程の学

生を主な対象として、量子力学と情報・通信分野を支えている電子デバイスや光デバ

イスなどの基礎から最先端微細デバイスおよびその極限を理解するとともに、ナノ領

域で制御する量子を用いる新しい情報通信原理へとつながるナノテクノロジーの先端

融合研究分野を学ぶ第一回サマースクール「量子効果素子の物理」を開催します。 

 

これまでの自分の研究を突き詰めるだけでなく、観点の異なる研究分野を知り刺激

を受けることは新しい発想を促し、従来技術の延長では克服が困難な問題の解決やま

ったく新しい応用分野の創生を促す事が期待されます。今回のサマースクールは、現

在の情報・通信分野を支える電子デバイスや光デバイスなどの量子効果の基礎からそ

の極限の物理を理解するとともに、その先の量子による情報通信原理までを我国一流

の研究者に系統立て講義してもらい、次世代を切り開く新しい発想を学んでもらうも

のです。 

記 

 

１．主  催：文部科学省 ナノテクノロジー総合支援プロジェクトセンター 

２．開催日時：平成１７年８月１１日（木）～２３日（火） 

３．場  所：財団法人人材開発センター富士研修所 

（http://www.nikkeiren.or.jp/fujiken/） 

〒403-0006 山梨県富士吉田市信屋1400  
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４．募集人数：３０名程度（選考委員会の審査により選別） 

５．募集対象：我が国の大学に在籍する修士および博士課程の学生、および修士課程

修了相当の知識を有する者（博士学位を有する者を除く）で、全日程

に参加できる者 

６．受講料：無料 

７．宿泊および食事：宿泊は人材開発センター富士研修所の宿泊施設（１部屋２名の

相部屋） 

宿泊費および食費の受講者負担はありません 

８．旅  費：学生には大学所在地からの往復旅費を支給する 

９．募集期間：平成1７年５月２５日（水）より ６月１７日（金）（必着）まで 

１０．応募方法：ナノテクノロジー総合支援プロジェクトセンターのホームページ 

(http://www.nanonet.go.jp/japanese/event/)より応募用紙を 

ダウンロードし、必要事項を記入してE-Mailにて下記まで申し込むこと 

 

 

 

問い合わせ先： 

〒305-0047 茨城県つくば市千現１－２－１ 

独立行政法人物質・材料研究機構 

広報室 

TEL 029-859-2026 FAX 029-859-2017 

 

事業内容に関すること： 

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-2-2虎ノ門30森ビル2Ｆ 

文部科学省 ナノテクノロジー総合支援プロジェクトセンター 

（運営：独立行政法人物質・材料研究機構） 

人材育成グループ長 岡村 茂 

電話03-5404-3286 Fax 03-5404-3290 

E-Mail: OKAMURA.Shigeru@nims.go.jp 



文部科学省第一回ナノテクサマースクール「量子効果素子の物理」カリキュラム 
 
１．Keynote lecture                   東京大学 教授 榊 裕之 
２．量子力学の基礎 
 １）量子力学のコンセプト              早稲田大学 教授 塚田 捷 
 ２）量子効果の発現と機能操作            早稲田大学 教授 塚田 捷 
３．ポテンシャル操作による電子の操作          東京大学 教授 平川 一彦 
４．量子効果光デバイスの物理 
 １）レーザーの基礎・電子と光の相互作用         富士通研究所 菅原 充 
 ２）量子ドットの物理と量子ドットレーザー        富士通研究所 菅原 充 
５．量子効果電子デバイスの物理 
 １）MOSデバイスの基本               東京大学 教授 平本 俊郎 
 ２）MOSデバイスにおける量子効果と移動度      東京大学 教授 高木 信一 
 ３）極限微細MOSデバイスにおける量子輸送現象   筑波大学 助教授 佐野 信行 
 ４）極限MOSデバイスと単電子トランジスタ      東京大学 教授 平本 俊郎 
６．スピントロニクスの物理 
 １）スピントロニクスの理論              東北大学 教授 白井 正文 
 ２）スピントロニクスの実際              東京大学 教授 田中 雅明 
７．量子情報処理の物理 
 １）量子暗号と量子テレポーション           大阪大学 教授 井元 信之 
 ２）量子通信のアルゴリズム              大阪大学 教授 井元 信之 
 ３）量子計算と量子ビット              慶応大学 助教授 伊藤 公平 
 ４）量子アルゴリズム                慶応大学 助教授 伊藤 公平 
 ５）単一量子の検出                  東京大学 教授 樽茶 清吾 
 ６）単一量子の操作                  東京大学 教授 樽茶 清吾 
 
 
トピックス講義 
 １）電子デバイスの Now & future    NEC基礎・環境研究所 所長 曽根 純一 
 ２）情報量の進展と社会構造の変化：ユビキタス社会に見えるもの      調整中 
 ３）ナノテク研究の世界動向           ナノテク支援センター 鈴木 敦 
 ４）量子情報処理技術の Now & future:超伝導量子ビット 

 NTT物性基礎研究所 所長 高柳 英明 
 ５）量子情報処理技術の Now & future:量子暗号 

 三菱電機 情報技術総合研究所 長谷川 俊夫 
 
 
 
 
 ※ 都合によって変更する場合もあります。 



文部科学省 第一回ナノテクノロジーサマースクール「量子効果素子の物理」講義時間割 
 
 
 

 
 

○ 講義は１コマ９０分 
○ 受講生には自分の研究内容について、一人５分程度の口頭発表およびポスター発表をしてもらいます。 

 
 
 
 
 
 

８月１７日（水） ８月１8日（木） ８月１９日（金） ８月２０日（土） ８月２１日（日） ８月２２日（月） ８月２３日（火）

朝食 朝食 朝食 朝食 朝食 朝食 朝食

量子ﾄﾞｯﾄの物理
菅原

極限MOSﾃﾞﾊﾞｲｽ
佐野

ｽﾋﾟﾝﾄﾛﾆｸｽの理論
白井

ｽﾋﾟﾝﾄﾛﾆｸｽの理論
白井

ｽﾋﾟﾝﾄﾛﾆｸｽの実際
田中

ｽﾋﾟﾝﾄﾛﾆｸｽの実際
田中

単一量子の操作
樽茶

MOSﾃﾞﾊﾞｲｽの量子効果
高木

極限MOSﾃﾞﾊﾞｲｽ
佐野

量子暗号と量子通信
井元

量子通信のｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑ
井元

量子計算と量子ﾋﾞｯﾄ
伊藤

量子ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑ
伊藤

Closing lecture

昼食 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食

微細極限MOSとSET
平本

量子暗号と量子通信
井元

量子計算と量子ﾋﾞｯﾄ
伊藤

単一量子の検出
樽茶

単一量子の操作
樽茶

　

夕食 夕食 夕食 夕食 夕食 夕食

ﾕﾋﾞｷﾀｽ社会に
見えるもの

ﾅﾉﾃｸ研究の
世界動向

同室者組替え
超伝導量子ﾋﾞｯﾄ

高柳
量子暗号
長谷川

Topics

８月１１日（木） ８月１２日（金） ８月１3日（土） ８月１４日（日） ８月１５日（月） ８月１６日（火）

朝食 朝食 朝食 朝食 朝食

Keynote lecture
榊

量子力学の発現
塚田

ポテンシャル操作
平川

量子ﾄﾞｯﾄの物理
菅原

量子力学のｺﾝｾﾌﾟﾄ
塚田

量子力学の発現
塚田

電子と光の相互作用
菅原

MOSﾃﾞﾊﾞｲｽの基本
平本

昼食 昼食 昼食 昼食

量子力学のｺﾝｾﾌﾟﾄ
塚田

ポテンシャル操作
平川

電子と光の相互作用
菅原

MOSﾃﾞﾊﾞｲｽの量子効果
高木

夕食 夕食 夕食 夕食 夕食

ﾎﾟｽﾀｰ発表会
受講生

ﾎﾟｽﾀｰ発表会
受講生

電子ﾃﾞﾊﾞｲｽの
Now & Future
曽根

同室者組替え
ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ
講師＆学生

Dinner & 懇親会

Excursion

Check in


