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T I Aにおける人材育成

※

筑波大学数理物質系長 服部利明

（TIA人材育成マネジメントグループ 委員長）
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TIAでは、次世代人材育成を目指し、TIAの研究人材・研究設備を活用し、一
つの大学・研究機関だけでは到達できない高水準の教育を目指すTIA連携
大学院事業を推進しています。

筑波大学では、TIA連携大学院体制のもとさまざまな取り組みで、優れた人
材を育成します。
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TIA連携大学院サマーオープンフェスティバル

2013年7月から9月にかけて産総研つくば西事業所に新しく作られたTIA連携棟
を中心に開始され、現在は筑波大学を中心に開催されるイベントです。

学生や若手研究者が最新の知識と技術を修得し、分野横断的な交流を図る機会
となることを目的としています。

2011年度からの筑波大学オナーズプログラムのSummer Lectureや日独シンポ
ジウム、2012年度から始まったパワーエレクトロニクス特別講義（サマースクー
ル）を基に、新たにナノエレクトロニクスサマースクールやナノグリーンサマース
クール、連携大学院シンポジウムなどを加えたイベントとして参加者を集めました。

国内外で活躍する研究者や企業の技術者による講義等が行われてきましたが、
現在、コロナ禍の影響で実習、施設見学などが実施できないイベントもあります。
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•SUMMER LECTURE in 2022 (Nanoscience / Nanotechnology)

•第11回TIAパワーエレクトロニクス・サマースクール

•第10回TIAナノグリーン・サマースクール

•TIA-MEMSサマーセミナー

•高エネルギー加速器セミナー OHO’22

•第8回TIAナノエレクトロニクス・ナノテクノロジーサマースクール

•先端計測・分析サマースクールとTIAナノバイオサマースクールは中止になりました

TIA連携大学院サマーオープンフェスティバル2022

https://tia-edu.jp/summerlec2022/
https://tia-edu.jp/powerele2022/
https://tia-edu.jp/nanogreen2022/
https://tia-edu.jp/tiamems2022/
https://tia-edu.jp/oho22/
https://tia-edu.jp/nanoele2022/
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INSD Summer School 2022, Osaka,Tsukuba ←→ Summer Lectures in 2022 on Nanotechnology/Nanoscience 

Two lectures : Live-hybrid (on site and on line) and other two lectures : On-demand

Open during July 19th and August 9th、Live final test (student presentation) at the end

Let’s participate in the original graduate-level lectures on nano-science and nanoengineering given by lecturers from top foreign universities! 

The R3 Institute for Newly-Emerging Science Design, Osaka University will hold the INSD Summer School 2022 on Nanoscience and 

Nanotechnology with the combination of live-hybrid and on-demand styles, since this year the relaxation of movement restrictions caused by the 

COVID-19 allows us to invite one foreign lecturers abroad to Osaka. The Summer School 2022 is composed of two topics of live lectures and other 

two topics of on-demand lectures that are chosen from our archives recorded in 2018 and 2019. Each set of lectures of seven or eight times will be 

given during July 19th and August 9th. For on-demand style lectures, participating students should finish to view a series of lectures during the 

specified period and each time soon after viewing each lecture, send their answer to the short question for the evidence of viewing. All the final tests 

of student presentation will be given as live-hybrid style with the participation of the lecturers abroad. The ZOOM or Webex system will be used for 

the final presentation. The summer school is aimed at fostering international young talent on nanoscience and nanoengineering. This program is 

shared with the University of Tsukuba by connecting these university students. The lecture documents and recorded lectures will be uploaded on 

URL: http://www.insd.osaka-u.ac.jp/nano/.

SUMMER LECTURE in 2022
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ナノテクノロジー特別講義Ⅰ（2022）
透過電子顕微鏡装置の基礎概念と原理から始めて、電子線散乱・電子線回折の原理、透過電子顕微鏡における像形成の原理
各種解析法を述べた後、透過電子顕微鏡を用いた先端トピックスと応用についても紹介する。
Basic concepts of TEM instrumentation、Electron scattering and diffraction、Image formation in TEM
Analysis in TEM、Advanced topics and applications of TEM

ナノテクノロジー特別講義Ⅱ（2022）
光電子分光と放射光入門、光電子放出の一般論と技術的側面、相互作用ハミルトニアンと遷移確率
局在準位遷移：内殻準位光電子放出、バンド分散：角度分解光電子分光、X線管、放射光、自由電子レーザー
時間分解、準常圧下の光電子放出

ナノテクノロジー特別講義Ⅲ（2022）
半導体の基礎から始めて、半導体には様々な種類があることを紹介する。
その後、p型およびn型の伝導型制御に欠かせない不純物ドーピングへと進む。量子井戸、量子細線、量子ドット等の低次元構造
での現象を解説し、pnダイオード、ショットキーダイオード、MOSトランジスタ等の電子デバイスの動作について学ぶ。
Introduction to the various semiconductor materials and general concepts、Semiconductor doping by diffusion
Semiconductor doping by ion implantation、Basic phenomena in semiconductor optics
Elementary electronic devices

ナノテクノロジー特別講義Ⅳ（2022）
X線や中性子の回折による原子配列や電子密度分布の観測法について、基本的な事柄から化学結合や原子間の相互作用を
示す電子密度の解析法まで含めて幅広く講義をします。
電子や原子核によるX線・中性子の散乱の基本原理から、周期構造による回折、フーリエ変換にもとづく構造解析の原理
などの基礎的事項を分かりやすく解説します。さらに、回折法による構造解析法について紹介します。最後に、特に放射
光X線を利用した最先端計測として電子密度解析の実際について研究トピックスと応用をまじえてついて紹介します。
Symmetry、X-ray Diffraction、Introduction to Electron Density Study、Experimental requirements
Atoms in Molecules
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TIAパワーエレクトロニクスMG（委員長：木本恒暢京都大学教授）は、
TIA人材育成活動の一環として、第11回TIAパワーエレクトロニクス・
サマースクールをWebexを利用して開催しました。

このサマースクールは、次世代パワー半導体デバイスを含めたパワー
エレクトロニクスを専攻する学生（大学院生）や企業の若手を対象と
しており、これまでに延べ 1542 人が受講しています。

第11回TIAパワーエレクトロニクス・サマースクール

2022 年 8 月 26 日～28 日
第一日（8/26）： 基礎（パワエレ基礎、ポスターセッション）
第二日（8/27）： 応用（各分野の現状と展望）
第三日（8/28）： 最先端（海外講師による講義を含む）
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第11回目となるTIAパワーエレクトロニクスサマースクールは、昨年に引き続きWeb講義形式での開催と
なったが、学生、企業から多くの受講希望があり、受講者は123名であった。

カリキュラムは三日間にわたり、１４名の講師によりそれぞれ90分（大学講師）、60分（企業講師）の講義を
いただいた。

世界的にも著名な木本教授、赤木教授、松波教授や、企業の第一線で研究開発に携わる講師による例年
の講義に加えて、新たに、パッケージ技術に関して大阪大学の菅沼教授、Ga2O3に関して株式会社
FLOSFIAの四戸氏、さらには2名の海外講師Prof. Marta Molinas (Norwegian University of Science 

and Technology)、Prof. Alberto Castellazzi（京都先端科学大学）から英語で講義をいただいた。

各講義後は、受講者よる活発な質疑が行われ、また、学生のポスター発表（32件）、およびTPEC企業紹介
（4件）を、入退室自由のブレイクアウトセッション形式で開催した。

TIA パワーエレクトロニクス・サマースクール
スクール長岩室憲幸

（筑波大学教授）
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（参考）数理物質科学研究群TIA連携大学院パワーエレクトロニクスコース

産学官を連携した大学院教育として、筑波大学連携大学院（連携機関:産総研）と2つ
の寄附講座（トヨタ自動車・デンソーパワーエレクトロニクス寄附講座、富士電機パ
ワーエレクトロニクス寄附講座）の組み合わせによる「TIA連携大学院パワーエレクト
ロニクスコース」を2013年4月に開設しました。
パワーエレクトロニクスを体系的に学問として修得させ、企業との共同研究や人材連
携を密にすることで、実践的研究を経験した学生が企業で活躍するとともに、日本の
高度なパワーエレクトロニクス技術の継承・発展の礎となることを
目的としています。
本コースは、「つくばパワーエレクトロニクスコンステレーション」
（TPEC）を母体とした産学官連携の民活型共同研究体の協力
のもとに実施しています。
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筑波大学エネルギー物質科学研究センター（センター長：神原貴樹教授）
は、TIA人材育成活動の一環として、第10回TIAナノグリーン・サマース
クールをZoomを利用して開催しました。

このサマースクールは、グリーンイノベーションにおける特定のトピック
について、基礎的内容から最先端の研究の詳細まで幅広く情報を収集でき
る機会です。これまでに延べ １７８人が受講しています。

第10回TIAナノグリーン・サマースクール
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■日程表 ※プログラム内容は都合により変更になることがあります。予めご了承ください。

第１日 ８月２９日（月）方法：ZOOMによるオンライン講義

時間 9:30-9:40 9:40-11:10

休
憩

11:20-12:50

内容 始業式
光刺激に応答する

物質・材料
【講義】

量子ビームを用いた
固体表面における
化学反応の観察

【講義】

講師 則包恭央
産業技術総合研究所

雨宮健太
高エネルギー加速器

研究機構

第２日 ８月３０日（火）方法：ZOOMによるオンライン講義

時間 9:00-10:30

休
憩

10:40-12:10

昼
食

13:10-14:40

休
憩

14:50-17:00（予定）

内容
熱電特性の評価手段
としてのフォノン計測

【講義】

ナノ空間を反応場
とする化学変換

【講義】

ナノカーボン材料の
機能化と

有機太陽電池の開発
【講義】

ナノグリーン
プレゼンテーション

セッション

講師 筒井智嗣
高輝度光科学研究センター

安田弘之
産業技術総合研究所

松尾 豊
名古屋大学

第３日 ８月３１日（水）方法：ZOOMによるオンライン講義

時間 9:00-10:30

休
憩

10:40-12:10 12:10-12:20

内容
透過型電子顕微鏡入門

【講義】

高輝度放射光による
材料解析
【講義】

修了式

講師 竹口雅樹
物質・材料研究機構

坂田修身
高輝度光科学研究センター

講義名 講師名 所属 講義概要

光刺激に応答する
物質・材料

則包恭央 産業技術総合研究所

光エネルギーを化学反応に利用することにより、材料の様々な物性を
変化させることが可能であり、特に可逆的な光刺激応答性材料が注目
されている。ここでは、光刺激に応答する仕組みと、近年のトピックスを
紹介する。光反応を利用した超分子、液晶、高分子、相転移材料、接
着材料、自己修復材料、光で動く材料等について紹介する。

量子ビームを用いた
固体表面における
化学反応の観察

雨宮健太 高エネルギー加速器研究機構

前半は、放射光をはじめとする量子ビームの特徴を紹介した後に、化
学種の同定や定量的な観察に威力を発揮する、X線吸収分光法の基
礎・原理を解説する。後半は、主にX線吸収分光法を用いた表面化学
反応観察の最前線について、より実際の反応に近い条件下での反応
観察を目指した、最近の進展を含めて紹介する。放射光や量子ビーム
の使用経験が無くても理解できる平易な内容である。

熱電特性の評価手段
としてのフォノン計測

筒井智嗣 高輝度光科学研究センター

近年、フォノンエンジニアリングやサーマルマネジメントという言葉に代
表されるように物質中のフォノンに関する注目度がエンジニアリングの
分野でも高まっている。一方、フォノンの計測は、中性子非弾性散乱で
は半世紀以上前から行われてきたが、X線においては第3世代放射光
光源のおかげでようやく可能となった。本講義では、X線や中性子とい
う量子ビームを用いたフォノン計測法について紹介し、フォノンによる熱
伝導度が重要である熱電材料におけるフォノン研究の現状について紹
介する。

ナノ空間を反応場
とする化学変換

安田弘之
産業技術総合研究所

触媒が身の回りの様々な物質、製品の製造や環境問題の解決に幅広
く利用されていることを学ぶとともに、後半はナノグリーンの観点から、
ナノスケールで構造を精密制御した触媒を用いた環境に優しいグリー
ンな化学合成について、最近の実用化例、研究例を紹介しながら解
説する。

ナノカーボン材料の
機能化と
有機太陽電池の開発

松尾 豊 名古屋大学

有機半導体の物性について解説し，物性測定のやり方について解説
する。また、有機系太陽電池について、用いる材料の特徴、発電メカ
ニズム、太陽電池特性の評価法、その歴史から最近の研究のトレンド
まで解説する。

ナノグリーン
プレゼンテーション
セッション

初貝安弘
笠井秀隆
小林航

筑波大学
ナノグリーン分野（太陽電池、燃料電池、触媒などのエネルギー変換
デバイス）において研究内容のプレゼンテーションを基に、新規技術を
討議し、将来技術の開拓を試みる。

透過型電子顕微鏡
入門

竹口雅樹 物質・材料研究機構
透過型電子顕微鏡(TEM)の基礎・原理と最前線のTEM手法・技術とそ
の研究応用例を紹介する。TEMの使用経験が無くても理解できる平易
な内容である。

高輝度放射光による
材料解析

坂田修身 高輝度光科学研究センター

高輝度放射光X線は材料解析に広く使われているが、合金ナノ触媒と
GaN半導体ウエハを例に取り上げ、結晶性の評価や電子状態の解析
の実際を紹介する。特に、測定や解析を少し工夫するだけで、新しい
情報を得られることをお伝えしたい。

■講義概要・講師一覧

※プログラム内容は都合により変更になることがあります。予めご了承ください。

第10回TIAナノグリーン・サマースクール

ＴＩＡ連携大学院サマー・オープン・フェスティバル２０２２

～日本のイノベーションシステムを変革～

https://tia-edu.jp/wp/wp-content/uploads/2022/06/nanogreen2022_ver3.pdf#より
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その他のサマースクール

第9回ＴＩＡナノエレクトロニクス ・
ナノテクノロジーサマースクール

筑波大学生のみ
春学期C金曜４，５限

筑波大学 総合研究棟B 筑波大学大学院数理物質科学研究群

高エネルギー加速器セミナー
OHO’22

９/６（火)～９(金)
現地視察とオンライン

（ハイブリット）
高エネルギー加速器研究機構,総合研究大学院大学
公益財団法人高エネルギー加速器科学研究奨励会

TIA-MEMSウィンターセミナー 2023/２/２（木）
東京ビッグサイト会議棟

102会議室
TIA MEMS MG
一般財団法人マイクロマシンセンター



第14回 TIAシンポジウム 13第14回 TIAシンポジウム

「筑波大学大学院 理工情報生命学術院 数理物質科学研究群 応用理工学学位プログラム
NIMS連係物質・材料工学サブプログラム」は、国立研究開発法人物質・材料研究機構との連
携のもとで運営される筑波大学大学院博士課程の学位プログラムです。

「筑波大学大学院 理工情報生命学術院 数理物質科学研究群 国際マテリアルズイノベー
ション学位プログラム」は、２０２２年４月より協定を締結した産総研、NIMS、KEK等との協働大
学院として運営される筑波大学大学院博士課程の学位プログラムです。

そのほか、筑波大学の連携大学院の紹介（一例）
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TIA人材育成の今後（大学院教育以外の取り組み）

TIA連携大学院では、筑波大学数理物質科学研究群のカリキュラムの中で行わ
れてきたが、一方で、TIAの中心となっているナノテクノロジーの分野では我が国
の半導体戦略、特に「次世代半導体技術者の養成」が喫緊の課題となっている。

今後、そのような人材養成については、広く理工系の人材育成のための大学院
教育の整備以上に、各機関のセミナー、ワークショップ、産総研のSCR、東北大
学の次世代放射光施設等最先端実験研究施設を活用した実践的トレーニング、
先端マテリアルリサーチリソースにおける技術指導等を通じて、現場が必要とす
る人材を速やかに養成するための取り組みを充実させていかなければならない。

このために、筑波大学及びTIAがどのような役割を果たすのか、今後検討を進め
ていきたい。


