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1. はじめに 

日本が 21 世紀のナノテクノロジー産業の推進役として世界をリードするために、ナノテ

クノロジー関連研究・教育機関が集積するつくばに世界最先端のナノテクノロジー研究開発

拠点を整備・拡充するという理念のもとにつくばイノベーションアリーナナノテクノロジー

拠点(TIA-nano)活動が開始された。2010 年度はこの理念を現実のものにするべく運営最高

会議を頂点とした運営体制の確立、各種規約の制定、50 項目のアクションプランを中心に

据えた中期計画の制定等の拠点形成を行った。さらに運営体制中の実施主体である各ワーキ

ンググループ(WG)による拠点活用プロジェクトを遂行した。 

運営体制も固まり、中期計画に沿って順調に立ち上がったTIA-nano活動であるが、2011

年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震によりつくば地区では人的被害こそなかっ

たものの、実験設備を中心に施設に少なからず被害を受けたものの、早急に復旧を行い順

調に研究・教育活動を再開している(別紙 TIA-nano 東日本大地震 被災・復興状況参照)。 

2. 拠点形成 

世界水準の先端ナノテクノロジー研究設備、教育機関の集積するつくば地区に世界的ナノ

テクノロジー研究拠点を作るという理念の下、(独)産業技術総合研究所、(独)物質・材料研

究機構、国立大学法人筑波大学が中核となり日本経済団体連合会の協力も得て「つくばイノ

ベーションアリーナナノテクノロジー拠点」の設立が行われた。本年度は、最初にこの理念

を実現するための体制づくりを行った。 

2.1 運営体制の整備 

2010 年 6 月 30 日に開催された運営最高会議において、図 1 に示す運営体制が整備され

た。 

(1) 運営最高会議  

つくばナノテクノロジー拠点運営の最高意思決定機関として、つくばイノベーションアリ

ーナナノテクノロジー拠点運営最高会議(以下「運営最高会議」という)を設置した。岸輝夫 

東京大学名誉教授を議長とし、山田信博 筑波大学学長、潮田資勝 物質・材料研究機構理事

長、野間口有 産業技術総合研究所理事長、中鉢良治 日本経済団体連合会産業技術委員会共

同委員長を構成員とし、産学官一体で拠点運営における重要事項、運営方針の決定を行う。 

(2) 運営会議、事務局 

運営最高会議の下に、つくばナノテク拠点運営会議(以下「運営会議」という)を設置し、

実務的な拠点運営に関する企画立案及び全体調整を行う。また、運営最高会議の事務処理を

行う事務局を設置した。 
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(3) ワーキンググループ 

運営会議の下にコア研究領域等について、各々の産学官関係者が実務的検討を行う作業部

会(ワーキンググループ: WG)を設置した。本年度は Under One Roof, ナノエレクトロニク

ス、パワーエレクトロニクス、N-MEMS、ナノグリーン、カーボンナノチューブ・ナノ材

料安全評価、大学院連携、知財の各ワーキンググループの設置を行った。 

また、各構成機関において TIA-nano活動担当部署を相次いで設置した。 

 産業技術総合研究所: 2010 年 4月 1日 つくばイノベーションアリーナ推進室を設置 

(2010年 10月 1日 つくばイノベーションアリーナ推進部に改組) 

 筑波大学: 2010年 11月 11日 つくばイノベーションアリーナ推進室を設置 

 物質・材料研究機構: 2010年 12月 1日 つくばイノベーションアリーナ推進室を設置 

2.2 会議の開催実績 

(1) 運営最高会議 

 第 3回運営最高会議(2010年 6月 30日) 

 運営最高会議以下、最高会議、ワーキンググループからなる TIA-nano 運営体制の

制定。 

 つくばイノベーションアリーナナノテクノロジー拠点運営最高会議規約を制定。 

運営最高会議
議長 ：岸輝雄

事務局
事務局長 : 渡邉政嘉

筑波大学
物質・材料研究機構
産業技術総合研究所

運営会議
議長 : 中村道治

筑波大学
物質・材料研究機構
産業技術総合研究所
その他、産業界・
学会の代表者数名

顧問
西 スタンフォード大学教授
平山 ニューヨーク州立大学教授

監事
高柳 東京理科大学理事

知

財

W
G

大
学
院
連
携

W
G

カ
ー
ボ
ン
ナ
ノ
チ
ュ
ー
ブ
・

ナ
ノ
材
料
安
全
評
価W

G

ナ
ノ
グ
リ
ー
ン

W
G

N
-M

EM
S 

W
G

パ
ワ
ー
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
スW

G

ナ
ノ
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
スW

G

U
n

d
er O

n
e R

o
o

f W
G

オブザーバー
内 閣 府
文部科学省
経済産業省

 

図 1: TIA-nano運営体制 
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 H21年度 TIA-nano事業報告。 

 第 4回運営最高会議(2010年 9月 14日, 書面審議) 

 つくばイノベーションアリーナナノテクノロジー拠点運営最高会議規約の各種改訂。 

 第 5回運営最高会議(2010年 10月 12日) 

 TIA中期計画骨子に関する審議。 

 第 6回運営最高会議(2010年 2月 10日, 書面審議) 

 TIA-nano推進協議会の設置に関する審議。 

 第 7回運営最高会議(2011年 2月 18日) 

 第 1期 TIA-nano中期計画の策定。 

 第 8回運営最高会議(2011年 3月 24日, 書面審議) 

 つくばイノベーションアリーナ大学院連携コンソーシアムの設立および設立に関す

る協定の締結に関する審議。 

(2) 運営会議 

 第 1回運営会議(2010年 7月 22日) 

 中村道治氏を運営会議議長に選出 

 運営会議活動方針に関する議論 

 第 2回運営会議(2010年 11月 11日) 

 最高運営会議の報告 

 中期計画とりまとめプランの検討 

 ワーキンググループ検討状況の報告 

 第 3回運営会議(2010年 12月 28日) 

 TIA-nano中期計画に関する議論 

 第 4回運営会議(2011年 2月 4日) 

 TIA-nano第 1期中期計画に関する議論 

 TIA-nano推進協議会の構築に関する議論 

(3) 事務局会議 

 事務局会議準備会(2010 年 6月 14日) 

 第 1回事務局会議(2010 年 7月 22日) 

 第 2回事務局会議(2010 年 9月 2日) 

 第 3回事務局会議(2010 年 9月 28日) 

 第 4回事務局会議(2010 年 10月 26日) 

 第 5回事務局会議(2010 年 11月 9日) 

 第 6回事務局会議(2010 年 11月 30日) 

 第 7回事務局会議(2010 年 12月 14日) 

 第 8回事務局会議(2011 年 1月 11日) 

 第 9回事務局会議(2011 年 1月 25日) 

 第 10回事務局会議(2011 年 2月 8日) 
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 第 11回事務局会議(2011 年 3月 8日) 

2.3 中期計画制定 

2010～2014年度をTIA-nanoの第 1期と定め、第 1章 TIA-nanoの理念と目的 ～ Vision、

第 2章 TIA-nanoの目標 ～ Mission、第 3章戦略 ～ Strategy、 

第 4章経営 ～ Managementから構成される第 1期中期計画を制定した。 

3. 知財 

3.1 知財戦略基本方針の策定 

H22年度は、知財WGを立ち上げて中期計画を検討した。TIA-nanoの研究成果に係る知

的財産の取り扱いに関する基本方針としては、①オープン＆フレキシブル (オープンイノベ

ーションの着実な推進とフレキシブルな知財システムの両立)、②インテグレーション&パ

ッケージング (TIA-nanoにおける研究成果の情報蓄積とパッケージ化)、③サステイナブル

＆インセンティブ (TIA-nano 参加企業からの資金提供による自立好循環と TIA-nano への

参加インセンティブの付与) の 3つである。 

上記の基本方針の実現に向けて、今後 5年間の中期計画期間において、TIA-nanoにおけ

る産総研、物材機構、筑波大学の研究成果に係る知的財産 (以下、TIA知財) に関し、以下

①～⑤の仕組みを三機関の間で構築することを目指すこととした。 

 

【中期計画期間の目標】 

① TIA知財の情報を一元化する仕組み 

② 一元化した TIA知財の情報を効果的に発信する仕組み 

③ TIA知財に関する問い合わせ等の窓口の一元化 (ワンストップ化)、及び TIA知財のラ

イセンス活動等において三機関が連携する仕組み 

④ TIA-nanoの魅力向上に向けて TIA知財をインテグレーションする仕組み 

⑤ TIA知財を効果的に取り扱う仕組み (三機関の TIA知財の取扱うルールの調和) 

3.2 知財ワーキンググループ開催実績 

 開催日 場所 

第 1回  2010年 11月 8日 産総研 つくば本部・東京本部 

第 2回  2010年 11月 22日 産総研 つくば本部・東京本部 

第 3回  2010年 12月 10日 産総研 秋葉原事業所 

第 4回  2011年 1月 18日 産総研 秋葉原事業所・つくば本部 

4. 人材育成活動 

4.1 大学院連携戦略の策定 

2010年度は大学院連携WGを発足し、TIA連携大学院構想の検討及び今後の活動指針と
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なる第 1期中期計画の「大学院連携戦略」及びそれを実現するための具体的なアクションプ

ランを検討した。主な内容を以下に示す。 

TIA大学院連携コンソーシアムを形成し、産学独の連携による開かれた共同運営システム

を構築するために、以下のアクションプランを立て着実に実施する方向での検討。 

1. ナノテク・ナノサイエンスを基礎とする新原理究明と、その先端技術への融合を実体

験させるグローバルな 5年一貫制カリキュラムの構築 

2. ナノテク分野におけるオールジャパンの知的資源と優れた人材を「つくば」に結集  

3. 各研究コアの産業界を含む、国内外の第一人者を中心としたトップスクール最先端講

義の展開と発信 

4. 国際的に通用するカリキュラム群(海外研修・海外インターンシップ、海外交換プロ

グラム、英語による講義)の展開 

5. 「つくば」ならではの最先端インフラを活用した OJTの展開(最先端ナノエレ施設の

共同利用、国内外企業の冠講座) 

6. 「世界的産学官連携研究センター(仮称)」及び「環境技術研究開発センター(仮称)」

等を核とした「密着型共鳴場」の構築 

7. 「博士課程教育リーディングプログラム」(文部科学省 2011 年度予算)を活用(申請)

し、産業界も含めた連携大学院のネットワークの基盤を形成 

8. 筑波大学・TIA推進室を中心としその体制の充実・強化を図りつつ、上記のアクショ

ンプランを含め参画する産業界、他大学学生・教員のニーズに応じた支援とワンスト

ップサービスを展開 

TIA 大学院連携は「オナーズプログラム」を基盤としてその発展・拡充を図り、Si ベー

スナノエレクトロニクス分野からスタートし、その体制の強化、カリキュラムの充実等の基

盤を着実に形成しつつ、各研究コアの人材戦略との連携を図り、大学院連携の体系的なプロ

グラムとして発展を目指す。 

産業界のニーズを踏まえたカリキュラム具体化の基礎データの収集のため、経団連産業技

術委員会重点化戦略部会、及びWGの協力を得て、ナノエレ・ナノグリーン関連企業約 60

社へのアンケート調査を実施し、調査結果報告書を取りまとめた。 

4.2 大学院連携ワーキンググループ開催実績 

人材育成活動推進のため、大学院連携ワーキンググループ委員会、および関連の議論を以

下のように開催した。 

 開催日 場所 人数 備考 

第 1回WG 2010 年 10月 10日 つくば 12人(+オブ

ザーバー 5

人) 

 

第 2回WG 2010 年 12月 14日 つくば 15人(+オブ

ザーバー 3

人) 
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個別意見照会 2010 年 12 月 21 日

～12月 22日 

 全委員+オ

ブザーバー 

TIA 中期計画人事戦

略について E メール

による照会 

TIA大学院連携コン

ソーシアム運営協議

会(仮称)設立準備検

討会(第 1回) 

2011 年 1月 27日 名古屋 7人  

TIA大学院連携コン

ソーシアム運営協議

会(仮称)設立準備検

討会(第 2回) 

2011 年 3月 8日 東京 4人  

3 学長会議(筑波大

学長、東京理科大学

長、芝浦工業大学長) 

   全 3回開催 

4.3 人材育成関連拠点活用プロジェクト(つくばナノテク拠点 産学独連携人材育成プログラ

ム) 

博士後期課程(原則)を対象にした筑波大学数理物質科学研究科内の専攻横断型のナノエ

レクトロニクス関連分野の大学院教育プログラムである。つくばにある産総研、物財機構、

民間企業と連携して、国際的競争力のある高度な連携教育研究を展開して、次世代のナノエ

レクトロニクスをリードする人材育成を行う。H22 年度は筑波大学、東京工業大学、東京

理科大学が本プログラムに参加し、以下の活動を行った。 

(1) セミナー・シンポジウム等 

開催日 名称 参加者 備考 

2010 年 4月 1日  キックオフミーティング 約 70名  

2010年 6月 18日 第 1回特別セミナー 約 90名 講師：Massimo V. Fischetti 氏

University of Massachusetts, 

Amherst, U.S.A 

2010年 7月 22日 学生-連携コーディネータ

交流会 

  

2010 年 8 月 5 日

～8月 7日 

第 1 回つくばナノテク拠

点シンポジウム  

 

約 160名  

2010年 9月 10日 第 2回特別セミナー 約 40名 講師：川浦久雄 氏ルネサスエレ

クトロニクス株式会社 

2010年 11月 2日 第 3回特別セミナー 約 90名 講師：西 義雄 氏 University of 

Stanford, U.S.A 
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2011 年 3月 7日 第 2 回つくばナノテク拠

点シンポジウム(オナーズ

学生研究成果発表会) 

約 80名  

(2) 学生海外派遣等 

期間 派遣先 人数 

2010 年 12月 13日～2011 年 3月 23日 Stanford大学 2名 

2011 年 1月 9日～5月 16日 SUNY Albany 校 1名 

5. 国際連携 

5.1 海外ナノテク拠点との連携活動 

TIA構成組織と海外ナノテク拠点との包括協定制定等が行われた。以下に組織毎の連携状

況を示す。 

(1) AIST 

 フランス原子力代替エネルギー庁・最先端技術局 CEA-DRT (Leti)とMOU 締結 (2010

年 5月 21日) 

 Albany NanoTech として知られる米国ニューヨーク州立大学理工学カレッジ(CNSE : 

College of Nanoscale Science and Engineering)とMOU 締結 (2010 年 9月 30日) 

 ベルギーInter-university Microelectronics Center (IMEC)とナノテクノロジー、エレ

クトロニクス等の分野におけるMOU締結(2010年 11月 19日)。 

等 

(2) NIMS 

 上海交通大とMOU を締結 (2010年 4月 2日) 

 Max-Planck-Institute for Polymer Research とMOU締結(2010年 5月 25日) 

 The Institute of Electronic, Microelectronic and Nanotechnology (IEMN)とMOU締

結(2010年 5月 20日) 

 University College London (UCL)とMOU 締結 (2010年 6月 21日) 

 Karlsruhe Institute of Technology (KIT)とMOU締結 (2010年 9月 16日) 

 ニューヨーク州立大学 Albany とMOU 締結 (2010年 11月 19日) 

等 

(3) 筑波大学 

 台湾 台湾国立交通大学と筑波大学大学院数理物質科学研究科が MOU を締結 (2010

年 8月 25日) 

 アメリカ ニューヨーク州立大学 Albany と筑波大学大学院数理物質科学研究科が

MOUを締結 (2010年 9月 27日) 
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 ベルギー IMEC／ルーヴェン・カトリック大学と筑波大学大学院数理物質科学研究科

がMOUを締結 (2011 年 3月 31日) 

 フランス MINATEC／グルノーブル工科大学と筑波大学大学院数理物質科学研究科

がMOUを締結 (2011 年 3月 31日) 

等 

(4) 経団連 

 知的財産委員会企画部会にて IMEC(Interuniversity Microelectronics Center)の石谷 

日本事務所代表より IMEC における知財戦略等の取組みの紹介と意見交換(2010 年 12

月 13日) 

 産業技術委員会重点化戦略部会にてニューヨーク州立大学アルバニー校ナノスケール

科学工学カレッジ(CNSE)の平山教授と Haldar 教授より CNSE における最新の取り組

みの紹介と意見交換(2011年 2月 17日) 

等 

5.2 調査活動 

TIA-nanoをより魅力あるナノテク拠点とするために、内外ナノテク拠点の事例、および

ナノテク戦略の調査を行った。 

 欧米におけるナノテク国際拠点に関する基礎調査 (AIST) 

 わが国におけるナノテク国際研究拠点構築の戦略策定に資する国内事例調査 (AIST) 

 わが国におけるオープンイノベーション実現のための包括的課題調査 (AIST) 

 アジアにおけるナノテクノロジー分野の戦略に関する実体調査 (METI) 

 産業界ニーズを踏まえたカリキュラム具体化のための企業調査 (筑波大学) 

6. 広報活動 

6.1 情報提供活動 

1. ホームページの作成 

TIA-nano 活動を内外に広く紹介するためにホームページ(http://tia-nano.jp)の作成を行

った(日本語/英語)。岸運営最高会議議長のあいさつをはじめ、TIA-nanoの理念、研究体制、

中期計画の紹介、6 つのコア研究領域の紹介、3 つのコアインフラの紹介、各拠点活用プロ

ジェクトの紹介(各プロジェクトのホームページへのリンク)の他、TIA-nano 活動に関連す

るニュースを随時更新し、最新の TIA-nano 活動の周知に努めている。また、3 月 11 日の

地震による原子力発電所事故以後、TIA実施機関により行われている放射能測定サイトへリ

ンクを貼るなどの震災関連情報の発信も行っている。 

2. TIA-nano 紹介 DVDの作成 

TIA-nano 紹介 DVD の作成を行った(日本語/英語)。ダイジェスト版を国際ナノテク展の

TIA-nanoブースで放映。 
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3. パンフレットの改訂 

プロジェクトの進行に伴う内容の見直しを適宜行った。 

6.2 TIA-nano主催シンポジウム 

TIA-nanoとして以下のシンポジウムを主催した。 

開催日 シンポジウム名 開催場所 

2010年 6月 30日 第 1回つくばイノベーションアリーナ(TIA)公開シ

ンポジウム 

経団連会館 国際会

議場 

2011年 2月 14日 第 2回 Albany-TIAワークショップ 産総研 

6.3 イベント出展 

TIA-nanoとして以下のイベントに出展した。 

開催日 イベント名 開催場所 

2010年 10月 5日～

9日 

CEATEC JAPAN 2010 幕張メッセ 

2010 年 11月 4日 産総研オープンラボ 産総研 

2010年 12月 24日、

25日 

SAT10 周年記念 TXテクノロジー・ショーケース in 

つくば 

つくば国際会

議場 

2011年 2月 16日～

18日 

nano tech 2011 国際ナノテクノロジー総合展・技術

会議 

東京ビッグサ

イト 

6.4 後援名義イベント 

2010 年度より TIA-nano 関連組織、関連プロジェクト主催の国際シンポジウム等に

TIA-nano が後援を行う規定が設けられた。以下に 2010 年度に後援を行ったイベントリス

トを示す。 

開催日 イベント名 主催 開催場所 

2011年 2月 3日、

4日 

The 1st CSIS International 

Symposium on Spintronics-based 

VLSIs 

東北大学 東北大学 

2010 年 12 月 9

日、10日 

第 4 回つくば国際コーティングシ

ンポジウム 

物質・材料研究機構、 

産業技術総合研究所 

物質・材料

研 究 機 構 

千現地区 

2011年 2月 9日、

10日 

International Symposium on 

Integrated Microsystems 

(ISIM2011) 

東北大学、 

産業技術総合研究所 

つくば国際

会議場 
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2011年 2月 16日 -FIRST Outreach Program- 

International Symposium on 

Innovative Nanoelectronics & 

Systems 

産業技術総合研究所 東京ビッグ

サイト 

2011年 2月 17日 ナノエレクトロニクス技術フォー

ラム － グリーン・エネルギーとイ

ノベーション創出 － 

JEITA(社団法人 電

子情報技術産業協

会) 

東京ビッグ

サイト 

2011 年 3月 7日 つくばナノエレクトロニクス産学

独連携教育システム 第２回つくば

ナノテク拠点シンポジウム 

つくばナノテク産学

独連携人材育成プロ

グラム 

東京国際フ

ォーラム 

6.5 その他 TIA-nano関連イベント 

開催日 イベント名 主催 開催場所 

2010 年 12 月 1

日 

第 1 回筑波大学研究成果発表フォーラム

2010開催 

筑波大

学 

東京国際フォー

ラム 

7. 研究コアワーキンググループ活動 

7.1 ナノエレクトロニクスワーキンググループ 

8月、9月の２回の準備委員会を経て、9月末からWG会議を計 4回開催し、当WGのミ

ッションと拠点構築ビジョンを議論するとともに、中期計画を検討、策定した。WGメンバ

ーはエレクトロニクス企業だけでなく、材料・装置メーカーや業界団体に拡大した。 

ナノエレクトロニクス分野で海外に対抗できる拠点を構築し、それを存続・発展させるた

めには、何よりもつくば拠点の「売り・魅力」が必要であるが、現状では不十分であり、こ

の強化が最大の課題であることが明確になった。 

拠点がユーザーに提供すべきインフラ機能については、大きな投資をして最先端設備を揃

える必要があるという意見と、投資は小さく抑えるが、新材料を使ったデバイスの基本検証

が実施できれば価値があるという意見が出された。議論の中では後者(基本検証ラインの提

供)の意見が多かった。 

拠点構築に向けた目標・施策を以下の通りとし、これを基に中期計画を策定した。 

 現行プロジェクトの推進・拡充と新プロジェクトの獲得 

コアコンピタンス等、拠点の魅力が鍵になる。 

 連携を軸とした発展 

オープンイノベーションのための協創場を提供する。 

産総研、物材機構、筑波大学の参画と企業、他大学を含めた連携をつくばの魅力にす

る。 
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 基本特性検証ラインの整備 

素子レベル、モジュールレベルでの性能検証を可能にする。 

 産総研中心の新組織体制と組織制度設計 

研究ビジネスモデル策定、大型インフラ運営、つくば蓄積技術による研究支援等を担

う体制の構築が望まれる。 

初年度の活動の中で、当WGが拠点構築活動の主体(実行者)になり得るのかが頻繁に議論

された。この点を継続議論しながら今後の活動を行う。 

<ワーキンググループ開催実績> 

 開催日 開催場所 人数 

第 1回 2010年 9月 29日 秋葉原ダイビル 委員 20名、オブザーバー3名、事務局

2名 

第 2回 2010年 10月 22日 経産省別館 委員 21名、オブザーバー4名、事務局

4名 

第 3回 2010年 11月 19日 秋葉原ダイビル 委員 20名、オブザーバー5名、事務局

4名 

第 4回 2011年 1月 21日 経産省別館 委員 20名、オブザーバー8名、事務局

4名 

7.2 パワーエレクトロニクスワーキンググループ 

H22 年度は、パワーエレクトロニクス WG の立ち上げ、及び、今後の活動の指針となる

五か年計画の草案を起草した。五か年計画については、その内容について随時見直しを図り

ながら、可能な部分から実行に移してゆくこととした。 

主な内容は以下の通りである。 

公開情報を基に、先行する欧州：ECPE、米国：FREEDM、CPES 等の海外研究拠点の

活動について調査。拠点の特長と経営形態についてベンチマークを行った。WGでは、これ

ら海外拠点の事例を基に、日本型拠点が目指すべき姿と TIA パワーエレクトロニクス研究

拠点が目指すべき方向について議論した。 

主な結論 

 産業界にとって魅力ある拠点であること 

 わが国のパワーエレクトロニクス人材輩出の場であること 

 自立した拠点経営であること 

などである。 

また、拠点運営の費用についてのコストシェアの考え方については、突っ込んだ意見交換

を実施できた。また、拠点運営上の課題 (労務管理、インフラ整備、知的財産の扱い) につ

いても意見交換がなされた。これらの詳細については、報告書に整理。課題を明確化できた

ものについては、解決策についてアクションプランとして整理した。 
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<ワーキンググループ開催実績> 

 開催日 開催場所 人数 備考 

第 1回 2010年 10月 20日 秋葉原 12 人(+オブザー

バー1人) 

 

第 2回 2010年 11月 16日 秋葉原 15 人(+オブザー

バー5人) 

 

第 3回 2010年 12月 15日 秋葉原 16 人(+オブザー

バー5人) 

 

個別意見

調整 

2010 年 12 月 24 日

~2011年 1月 20日 

  事務局による全委員の意

見聴取及び調整 

7.3 N-MEMSワーキンググループ 

2010 年度は、TIA-NMEMS WG の立ち上げ、および中期計画の策定を行った。3 回の

WG全体会、4回の幹事会および個別意見聴取によって意見整合を図った。ユーザーである

産業側にとって魅力ある NMEMS拠点をどのような仕組みで構築するか、産業界、産総研、

技術研究組合の各々の立場で意見を出し合い、結論に至った。 

 8 インチを中心とする MEMS 最新設備、研究インフラの構築・整備・管理機能、知恵

と経験をもたらす研究人材、の 3つで構成される「つくば R&Dプラットフォーム」を

ベースに、産学連携によるイノベーションを創出する場を提供する仕組み作りを行う。 

 産学連携によるマイクロナノ分野のイノベーションを実現する場を提供するための仕

組みとして、「マイクロナノオープンイノベーションセンター(MNOIC)」を発足させる。

また、その機能を支援する企業グループとして「NMEMSアライアンス」を組織化する。 

 NMEMS 拠点において実施される国／NEDO プロジェクトを通じて早期に成果をビジ

ネスに展開すると同時に、知恵・経験の蓄積を図り、ユーザーにとって魅力ある技術的

強みを獲得する。 

 当面はマイクロマシンセンター／MEMS 協議会の財政的な支援を受けながら運営を本

格化させ、将来的には自立的な拠点運営を目指す。 

<ワーキンググループの開催実績> 

 開催日 場所 参加人数 備考 

第 1回 2010年 7月 15日 MMC(秋葉原) 21人  

第 2回 2010年 12月 7日 産総研つくば東事業所 25人  

第 3回 2011年 3月 15日   震災で書面審議に変更 

上記の他、2010年 9月 8日~2010年 11月 22日の期間に幹事会を 4回開催し重要課題に

関する意見調整を行った。また、中期計画提出前に WG 事務局から個別に意見調整を行っ

た。 
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7.4 ナノグリーンワーキンググループ 

ナノグリーンWGの活動概要を以下に示す 

 ワーキンググループの設立趣意について確認、以下のとおり合意した。「ナノテクノロ

ジーを活用した材料技術のブレークスルーによる、低炭素社会実現のための革新的な環

境技術の開発とその実用化」 

 中期計画の策定を通して、場の形成の実現にむけたアクションプランを制定した。プロ

モータの配置をはじめとして、来年度より具体的な活動を開始する予定である。 

 ナノグリーンコア領域での最適な形の知財の取扱について、独自に検討した。今後も議

論を継続する。 

 環境・エネルギーに関する大学院プログラムの連携可能性について検討した。今後も議

論を継続する。 

<ワーキンググループの開催実績> 

 開催日 場所 参加人数 

第 1回 2010年 9月 22日 NIMS千現地区 役員会議室 9名+オブザーバー4名 

第 2回 2010年 11月 12日 NIMS千現地区 役員会議室 14名+オブザーバー8名 

7.5 カーボンナノチューブ・ナノ材料安全評価ワーキンググループ 

H22 年度は、カーボンナノチューブ・ナノ材料安全評価 WG の立ち上げ、及び、今後の

活動の指針となる五か年計画の草案を起草した。 

カーボンナノチューブ並びにナノ材料安全評価について、海外で先例となる拠点は無く、つ

くばイノベーションアリーナのコンセプトを本拠点の中で、下記の目標をどのように具現化

し、日本型研究拠点を構築するか検討を行った。 

研究コアの目標 

1. カーボンナノチューブ 

低炭素社会の実現に資する超軽量・高強度融合材料をはじめとする様々な産業応用を可能

にする単層カーボンナノチューブ (CNT) の量産化、高品質化・部材化を図り、未来の省エ

ネルギー社会の実現を目指す。 

2. ナノ材料安全評価 

事業者による自主的取組と行政による法規制枠組みが補完的に組み合わさり、社会におけ

る工業ナノ材料の安全性を確保したうえで、イノベーションを推進するような体制を構築す

る。 

カーボンナノチューブ・ナノ材料安全評価拠点で実施される国／NEDO プロジェクトを

通じて、成果をビジネス化に繋げ、拠点運営の自立化を図る。そのために、 

 産業界にとって魅力ある拠点であること。 

 わが国のカーボンナノチューブ・ナノ材料安全評価人材輩出の場であること。 
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を目指す。 

＜ワーキンググループ開催実績＞ 

 開催日 開催場所 人数 備考 

第一回 2010年 11月 19日 丸の内 10人(+オブザーバ

ー7人) 

 

第二回 2010年 12月 20日 丸の内 15人(+オブザーバ

ー9人) 

 

第三回 2011年 1月 21日 丸の内 

 

9 人(+オブザーバ

ー8人) 

 

8. モニタリング指標実績 

<中期計画で目標が定められた数値> 

 2010Fy実績 目標 

総事業規模 107.4億円1,2 第 I期総額 1000億円以上 

公的資金割合 95.6% 2014Fy 末で 70～80% 

TIA拠点活用プロジェクト数 18 30 

連携企業数 59 3 累積 300 

外部研究者数 468 2014Fyに 1000名 

TIA連携大学院生数 15 4 累積 500名 

 

                                            
1 一部プロジェクトは総額/研究期間を 2010年度資金として計算。 
2 つくばイノベーションアリーナナノエレクトロニクスコンソーシアムを含む 
3 コア研究領域毎に重複を排除した数値の合算。複数のコア研究領域にまたがる企業については研究に独

立性があるとみなして重複あり。 
4 TIA連携大学院は発足していないため、拠点活用プロジェクトつくばナノテク拠点産学独連携人材育成

プログラムに参加した学生数を示す。 
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<中期計画で目標を定められていないが追跡すべき数値> 

 外国人研究者数: 31 

 海外企業連携数: 0 

 論文発表数: 59 

 特許出願数: 9 5 

9. TIA拠点活用プロジェクト(研究開発関連)報告概要 

[グリーン・ナノエレクトロニクスのコア技術開発] 

産業界 22名、産総研 28名からなる研究チームを発足させるとともに、7大学、2公的研

究機関との共同研究体制を構築した。産業界から設備を移設して産総研設備と融合・一体化

し、プロジェクト遂行の環境を整えた。低電圧動作 CMOS、ナノカーボン材料、バックエ

ンドデバイスの研究を進めた結果、以下の進展があった。 

低電圧動作 CMOSでは、Ⅲ-Ⅴ族半導体や Geなど新材料を用いたデバイスの実現に向け、

試作環境の立上げと要素プロセス技術の開発を行った。リーク電流を抑えるため、急峻なス

イッチング特性をもつデバイス構造の探索に着手した。ナノカーボンでは、半導体・金属カ

ーボンナノチューブ(CNT)の選択合成法を検討し、プロセス条件の指針等を得た。グラフェ

ン成長への触媒の効果など、プロセス条件の影響を明らかにした。CNT 縦方向配線を利用

した素子を試作し、不揮発性スイッチング動作を確認した。バックエンドデバイスは、相変

化デバイスの成膜技術と膜質評価について実験と理論計算を行った。計算から新しい相変化

材料を見出した。材料検討用デバイスを作製し、小さな動作電流を確認した。 

                                            
5 出願準備中の案件は除く 
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[フォトニクス・エレクトロニクス融合システム基盤技術開発] 

本研究では、フォトニクス・エレクトロニクス融合システム技術基盤として、将来のコン

ピュータ等集積回路における、省電力化、高速化、ダウンサイズ化の限界を打破するために、

フォトン(光子)とエレクトロン(電子)の振舞いを融合させたデバイスおよびシステムを実現

する技術基盤の確立を目指している。 

デバイスに関しては、つくばの産総研内 SCR(スーパークリーンルーム)施設にて、研究試

作環境を立ち上げると同時に、ナノ・フォトニクスデバイスの研究試作を開始した。変調器、

受光器、光源実装、光導波路の試作を行い、つくばの研究試作ラインの条件出しを行うと同

時に、これまでに各機関で培ってきたノウハウを結集したデバイスを製作することが可能に

なった。 

集積化に関しては、つくばの産総研内 SCR を中心に、最先端研究開発支援プログラム加

速・強化事業と連携し、試作外注を活用して、フォトニクス・エレクトロニクス融合回路の

第一次試作を行い、約 5mm 角チップで、目標であった 0.1mm2/ch 集積度を実証すること

ができた。シリコン上に光源まで搭載したフォトニクス・エレクトロニクス融合回路として、

世界初の実証となった。 

[省エネルギー・スピントロニクス論理集積回路の研究開発] 

産総研西事業所のスーパークリーンルーム(SCR)に新材料保護膜 CVD 装置、磁場中アニ

ール炉を導入し、立上げを行った。また評価設備を事務棟 3階と 5E棟に導入し、立上げを

行った。 

[低炭素社会を実現する超低電圧デバイスプロジェクト] 

本プロジェクトは 2010 年 8 月にスタートした。ロジック集積回路の超低電圧動作(0.4V

以下)に向け、LSIの配線層(BEOL)に集積可能な抵抗変化型の BEOLデバイス(CMOSにア

ドオンし高付加価値化)と集積化基盤技術を開発する。(* BEOL: Back End Of Line、多層配線工程) 

つくば産総研のスーパークリーンルームに集結し、産総研チームの協力のもと、300mm

ラインを活用するための指針を策定した。11 月中旬に新規導入以外の装置が稼働可能とな

り、基本プロセス(BEOL)が実現できることを 4カ月ほどで確認した。BEOL共通プラット

フォーム構想の下、BEOL デバイス製造プロセスを最大限共通化できるよう、デバイス構

造、パターンレイアウトなどを検討し、複数テーマで共用できるマスクの設計に反映させた。

また、集積化基盤技術開発では、外部施設でのデバイス試作を行い、デバイス動作を確認し

た。 

3月 11日の東日本大震災の影響(新規導入設備の立上げ等)を受けたため、事業実施期間を

延長する計画変更を経済産業省に申請し承認された。現在、一部の装置を除いて震災以前の

状態に戻っているが、デバイス一貫試作には至っておらず、7月末を再開の日と予定してい

る。 

[低炭素社会を実現する新材料パワー半導体プロジェクト] 

６インチ対応 SiC 高品質ウェハ作製技術(バルク、加工、エピ)、3～5kV 級高耐圧 SiC 
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MOSFET技術 

[低炭素社会創成へ向けた炭化珪素 (SiC) 革新パワーエレクトロニクスの研究開発] 

超高耐圧 SiC パワー半導体の実用化により、電気エネルギーの有効利用、ひいては、環

境負荷低減を実現することを目指す基盤技術の研究開発を行う。特に、欠陥・物性制御技術

や SiC 超厚膜・多層エピタキシャル成長結晶の作製技術を確立するとともに、電力インフ

ラ系パワーエレクトロニクス構築を念頭に置いた超高耐圧(10kV 超級)パワーデバイス基盤

技術の研究開発を行う。 

[マイクロシステム融合研究開発] 

MEMSと LSIや高周波デバイスなどの異種デバイスを集積化した、ヘテロ集積化デバイ

スを実現するため、「ヘテロ集積化量産試作」および「高効率 MEMS 融合製造」技術の研

究開発を推進した。本年度は、8 インチおよび 12 インチの試作ラインの整備を進めると共

に、後工程、パッケージング、評価装置などを導入した。これらにより、ヘテロ集積化デバ

イスおよびその製造プロセスの開発に着手した。 

[高機能センサネットシステムと低環境負荷型プロセスの開発] 

 高機能センサネットシステム開発 

最先端 8 インチシリコンウェハベース MEMS ラインを、わが国ナノテク研究開発拠

点を目指すつくばイノベーションアリーナ NMEMS 内に設置し、さらにこの 8 インチ

ラインを対象にして、エネルギーマネジメントを考慮したセンサネットシステムの導入 

 低環境負荷型プロセス技術開発 

MEMS製造プロセスの低環境負荷化の観点から重要となる以下の MEMS設計・製造

技術の開発:1) ウェハ等貼合せ(接合)技術開発, 2) スマートファブシステム技術開発, 3) 

スマートプロトタイピング技術開発 

[ナノテクノロジーを活用した環境技術開発] 

環境エネルギー問題へのインパクトが直接的でかつ大きい、太陽光エネルギーから出発す

るエネルギーフローに関わる一連の材料技術である太陽光発電、光触媒による燃料製造、電

力貯蔵用二次電池、及び燃料電池を出口側の対象として、開発指針を与える基礎となる計算

科学手法、及び高度その場解析技術を駆使して、出口課題の実用化に向けて必要なブレーク

スルーのための共通基盤課題である表面・界面現象の理解と制御技術を確立し、飛躍的な効

率向上、安全性改善等の課題解決を目指す。 

[低炭素研究ネットワーク基盤整備事業] 

低炭素研究ネットワーク基盤整備事業(LCnet)とは、グリーン・ナノテクノロジーに関す

る研究成果・知見を結集し、環境技術の実用化を加速させるため、課題解決型研究ネットワ

ークの基盤整備を行うものである。具体的には、機能と役割分担に応じ性格の異なるハブ拠

点とサテライト拠点という 2種類の拠点形態を設定し、それぞれの拠点に必要な機器・装置

を整備するとともにハブ拠点を中心としたすべての拠点が参画するネットワークを構築す
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るものである。以下、直接的な具体的活動は次の通り。 

 共用装置群 28点の導入・立ち上げ 

 装置共用化推進のためのポータルサイト立ち上げ 

 支援メニューの整備(「共同研究」、「技術補助」、「技術代行」、「機器利用」、「技術相談」

の５形態を揃え、多様なご要望に対応できる体制を整える等) 

 装置課金システムの整備(装置毎の時間単位使用料金リストの作成など) 

＊H22年度に機器・装置整備を完了し、H23年度よりネットワーク事業を開始する。 

[低炭素社会を実現する超軽量・高強度融合材料プロジェクト] 

本研究開発では、単層カーボンナノチューブ(単層 CNT)という新しい炭素材料において、

各種産業応用において優れた特性を引き出すべくその形状を多様に制御する技術を開発す

ることにより、低炭素社会の実現に資する超軽量・高強度融合材料をはじめとする様々な産

業応用を可能にする単層 CNTの高品質化・部材化を図り、未来の省エネルギー社会の実現

を目指した単層 CNT産業創成のための基盤研究を行う。具体的には、直径、金属・半導体、

純度、比表面積など種々の特性が作り分けされ、各種用途に応じてそれぞれの要求特性を満

たす最適な形状の単層 CNTの合成技術の開発並びに、成形加工・分散技術、既存材料と融

合する技術を開発するため、以下の研究開発項目を実施した。 

研究開発項目①「CNTの形状、物性等の制御・分離・評価技術の開発」 

研究開発項目②「CNTを既存材料中に均一に分散する技術の開発」 

研究開発項目③「ナノ材料簡易自主安全管理技術の構築」 
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1. はじめに 

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大地震は東北地方を中心に東日本太平洋

側地域に様々な被害をもたらした。TIA-nano を構成する産業技術総合研究所、

物質・材料研究機構、筑波大学の存在するつくば市も震度 6弱の揺れに襲われ、

幸いにも人的被害は発生しなかったが、建築物や実験施設等に大小様々な被害

を及ぼした。本文書では地震による被害と 6 月末時点での復旧状況について記

す。 

2. 各コア研究領域の被災・復興状況 

2.1. ナノエレクトロニクス 

<被災状況> 

産総研つくば西事業所のスーパークリーンルーム(SCR)棟では、フィルターユ

ニット(FFU)の一部落下や空調設備の破損等が生じた。ガス・薬品などの集中監

視が維持されたため、二次災害が懸念される状況に至っていないことが早期に

確認できた。 

プロセス・評価装置には、固定治具の破断などの大きな損傷はなかったが、

石英治具やウエハ搬送部材等、内部機構の損傷が高い頻度で発生した。高精度

精密機器、特に液浸 ArF エキシマー露光装置をはじめとする露光装置について

は、停電による精密部材のひずみ発生等、復旧に時間を要する損傷が生じた。 

事務棟の各種顕微鏡には、固定治具の破断を伴う大きな位置ずれが発生した。 

<復興状況> 

外部電力供給の復旧後、クリーンルーム内陽圧運転とドラフト類の排気等を

開始した。3月末から温湿度の維持運転を開始するとともに、液化ガスラインの

パージを行い損傷がないことの最終確認を行った。 

5月中旬からクリーン運転に移行するとともに、個別機器の補修作業を本格化

させた。深刻な部材不足により今秋まで立ち上げ困難な設備もあるものの、代

替プロセスの手配も含めて 7 月末には当初予定の復旧作業が完了する見込みで

ある。一部プロセスモジュールについては既に検証ロットが投入されている。 

復興に際しては、産総研・情報通信エレクトロニクス分野及びナノデバイス

センターがホストとなって 4 月に SCR 棟復興対策本部を組織し、技術組合や

SCR 関係プロジェクトの全面的な参画の下、整合的な取り組みを進めてきた。

また、下部組織であるインフラ復興タスクフォース、節電運用タスクフォース
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において、復旧作業手順の調整や夏期節電対策を進めている。 

2.2. パワーエレクトロニクス 

〇概況：3月 11日の地震発生直後、クリーンルーム全体を緊急停止。その後、

施設内外の安全を確認しながら復旧を進めた。産総研として優先度を高めて復

旧工事を進めた結果、SiC 量産試作ラインについては 7 月から本格運転を再開

したところ。 

 

〇ユーティリティ：地震に伴って発生した建物に付随するユーティリティの

被害としては、天井走行クレーンの脱輪、天井からの水銀灯落下(落下に伴う機

器損傷も発生)、スクラバ破損、薬液漏洩やそれに伴う汚損、ガス配管や廃液配

管の損傷、等。特に、天井走行クレーンの脱輪は、天井からの落下などの二次

災害の危険性が高いために固定措置が取られるまでは、室内立入禁止となり、

復旧作業遅れの要因となった。クリーンルームの空調停止が長時間に及んだた

め、内部の除染作業にも時間を要した。また、廃液・廃水配管の損傷は、埋設

部分の修理に時間を要したために、復旧は最後となった。(6 月中旬で全ての実

験室で復旧完了)現時点では、復旧措置を終了している。 

 

〇実験装置：実験装置の被害では、高温部を有する装置を中心に、大きな被

害が発生。(停電に伴い、高温部の冷却不良が発生したため、高温部の部材に損

傷が発生。)また、装置固定用のアンカーボルトの抜け、プロセス用ガス・冷却

水・廃液の配管の損傷や継ぎ手の緩みなどが発生した。空調や換気の停止等に

よる、装置の汚損や性能(精度)低下もみられた。実験装置に関しては、除染・修

理・調整が終了したものから、稼働を再開したが、廃液・廃水の配管損傷の復

旧作業が完了するのを待ってからの再開となった装置も多かった。現在では、

研究活動は再開しているが、修理用部品が未着のために、稼働できていない装

置が一部に存在している。なお、7～9 月は、節電を目的に設備運用に工夫をし

ている。 
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2.3. N-MEMS 

<被災状況> 

産総研つくば東地区にある MEMS 試作ライン(4 インチ、8 インチ)は、地震

直後の目視による確認では破損が見られなかった。研究排水処理施設が破損。

ガスライン一部破損。施設／機器の破損よりも、電力削減対策が課題。 

<復旧状況> 

MEMS 試作ラインはグリーン再生(ピーク消費電

力 30％以上削減)を目指している。クリーンルーム

内のレイアウトの一部変更を行った。また、クリー

ンルームの送風量削減および設定温度を 26 度とす

ることで 4 インチライン、8 インチライン共に省エ

ネ運転対応を行う。電力モニタリング(見える化)と

消費電力の高い装置のリストアップ、さらに超省エ

ネで力マネジメント(待機電力削減、クリーンエア送

風のオンデマンド制御)を実施。クリーンルーム設定値(温度湿度、クリーン度)

が及ぼす消費電力への影響を調査し、ピーク消費電力 30％以上削減のための対

策確認を行った。 
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研究排水はタンクに貯めて処理を行うバッチ処理に変更して対応しているが、

従来の研究排水ラインは使用不可能な状態である。 

4インチラインはほぼ全面復旧(EB電源部品交換完了、ステッパ部品交換待ち、

6 月末完了)ガス漏洩試験等安全確認完了している。8 インチラインに関しても

ほぼ全面復旧、ユーティリティチェックとガス供給準備は完了した。大面積リ

ソグラフィ、大面積深堀エッチング等主要装置の条件出しが 7月中に完了予定。

自動レジスト塗布現像装置は 7 月末完了予定。安全管理設備(空気呼吸器、ガス

検知センサ)は確認中。 

被災大学、研究機関(茨城大学等)の MEMS 試作ライン、設計環境の提供を開

始した。 

 

2.4. CNT 

<被災状況> 

産総研つくば中央地区第 5事業所にあるCNT量産実証プラントは外見上の大

きな破損が見られなかったが、全長 12mの大型装置が 20mm移動するなどの影

響が見られた。 

TASC 関連では DIPS 法 CNT 合成装置等一部に大きな被害が発生。また、

TASC が西事業所で使用している部屋の一部でアスベスト落下の可能性が生じ

た。 

<復興状況> 

CNT 量産プラントは 3/28 に電力投入が可能となってから順次動作確認およ

び復旧工事を行い、4/20 までに完了、試運転・条件出しの後、5/23 の週より本

格生産を開始した。 

TASC 関連設備は位置ずれ・傾きの大きかった装置は組み立てなおし、ガス

配管も全て作り直した上で復旧を行った。西事業所に関しては余震によるアス

ベスト落下対策を実施した。 

2.5. ナノ安全 

＜被災状況/復旧状況＞ 

◎地震の被害としては、一部の備品の床への落下が見られた程度で被害総額は

約 150万であった。これらの修理はすでに終えた。 

 

◎実験ユニットは、ナノ材料のユニット外への飛散を防ぐために複数の排気装

置を備えているため、フル稼働時の温湿度調整にはかなり大きな電力の消費が

見込まれる。このため、実験評価ユニットにおいては排気装置の使用を一部に

制限する、温湿度調整や電力消費の著しい実験装置の稼働は慎重に判断する等
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の対策が必要となる。 

2.6. ナノグリーン 

＜被災状況＞ 

 物材機構に拠点を構築するナノグリーンコア研究領域では、エキシマレーザ

ー、メトラー精密天秤、PLD 成膜装置、走査型電子顕微鏡、ガスクロマトグラ

フ、XRDなどに破損が見られた。また、低炭素研究ネットワーク事業で導入さ

れたばかりの先端電子顕微鏡用の構成設備なども破損した 

＜復旧状況＞ 

先端電子顕微鏡用に関しては第 1次補正予算の措置で修理を開始、その他の装

置類に関しては国からの支援状況を確認しつつ修理を進めている。 

3. 各機関の被災・復興状況 

3.1. 産業技術総合研究所 

＜被災状況＞ 

TIA の活動拠点となる産総研つくば地区では、研究排水設備や排気処理設備

などに被害が見られた。特に研究排水に関しては300箇所以上損傷が見られた。

つくば中央第二事業所本館 M 棟は損傷が激しく倒壊の可能性がある。その他

TIA 関連ではつくば中央地区第二事業所 本部情報棟 9F の執務室が内装パネル

の倒壊などにより一時使用不能になった。その他の個別の施設、装置類に関し

ては各コア研究領域の被災状況を参照。 

＜復旧状況＞ 

復旧と同時に研究再構築を目指して取り組みを行なっている。 

3/11 の地震から 3/22 までは自宅待機の措置をとった。3/23 からは勤務時間

8:30～17:00としていたが、順次勤務時間を拡大し、現在は原則朝 6時から、夜

間 20 時までで勤務することとなっている(管理監に届けることによりそれ以外

の時間での勤務も可能)。  

電気、情報通信基盤、上中水、都市ガスは復旧済み。研究排水に関しては順

次修復を行っているが、全ての修復が完了するのは 7 月中旬の見込み。復旧状

況は随時イントラネットに記載して情報周知を行っている。 

倒壊の可能性がある第二本館M棟は 4階以上を取り壊す予定。TIA推進部の

執務室は一時本部情報棟 6Fに仮移転していたが、現在は倒壊したパネルを撤去

し元の情報と 9Fで執務を行っている。 

夏季ピーク電力削減のために各事業所(つくば中央第 1~8 事業所、東事業所、

西事業所)単位で削減目標を定め、立ち上げ装置の選別や、緊急時に立ち下げを
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行う装置の順序付けなどを行い対処している。さらに、夏期休暇を事業所単位

での輪番休暇とすることでピーク電力削減を行う。 

3.2. 物資・材料研究機構 

＜被災状況＞ 

NIMS全体としての被害額は 10億円程度。ライフラインは早期に復旧しほぼ

被害はない。TIA執務室のある NIMS研究本館管理棟は被害軽微。 

＜復旧状況＞ 

大型共用設備や施設を中心に震災復興の第 1 次補正予算により約 4 億円が

措置され、修理や補修を進めている 。また、補正予算で措置されていないもの

についても、安全管理上補修を要する設備、共用度の高い設備等、優先度の高

い設備について平成 23 年度の運営費交付金により補修を進めている。節電対

策としては、大電力を使用する実験装置(桜地区のハイブリッドマグネット等)

の運転自粛等を実施すると共に、電気炉の使用停止、PCの省電などの工夫を行

い、省電シミュレーションを行ったその結果、夏季一律 15％の電力削減に対応

できる見込みがたち、この計画に従って実行する予定。 

3.3. 筑波大学 

＜被災状況＞ 

人的被害は皆無であった。物的被害は筑波キャンパスにて要注意判定の建物

が 5棟、復旧費用は約 46億円の見込み。 

＜復旧状況＞ 

 安全の観点から 3 月中は学生の入構を規制していたため、卒業式・学位授与

式は中止となったが、4/1 からは入構規制を解除し、新入生オリエンテーション

を 4/7、講義は学生群については 4/13, 大学院生については 4/11 に開始と予定

通りに行った。入学式に関しては講堂の損傷のため 4/20に延期し大学陸上競技

場で執り行なった。 

 学生のケアに関しては震災直後にライフラインの途絶した学生宿舎に住む学

生を学内他地区に移送、自治体と連携し水・食料を確保した。学生・保護者の

不安解消のためのメンタルケア、情報提供を行い、震災などによる休学を今年

度限り各研究組織の判断で認めた(休学期間の授業料は免除)。被災地学生、海外

留学生で授業開始に間に合わない場合は履修上の配慮を行なっている。さらに、

被災した他大学生に対して科目等履修生または特別研究学生として受け入れを

行なっている。 

 夏季のピーク電力削減に関しては、H22年度実績の 75％までの抑制を 6月下

旬から 9 月上旬まで実施し、そのために電力使用状況をリアルタイムで把握・
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情報共有するための基盤整備を行った。 


	1. はじめに
	2. 拠点形成
	2.1 運営体制の整備
	2.2 会議の開催実績
	2.3 中期計画制定

	3. 知財
	3.1 知財戦略基本方針の策定
	3.2 知財ワーキンググループ開催実績

	4. 人材育成活動
	4.1 大学院連携戦略の策定
	4.2 大学院連携ワーキンググループ開催実績
	4.3 人材育成関連拠点活用プロジェクト(つくばナノテク拠点 産学独連携人材育成プログラム)

	5. 国際連携
	5.1 海外ナノテク拠点との連携活動
	5.2 調査活動

	6. 広報活動
	6.1 情報提供活動
	6.2 TIA-nano主催シンポジウム
	6.3 イベント出展
	6.4 後援名義イベント
	6.5 その他TIA-nano関連イベント

	7. 研究コアワーキンググループ活動
	7.1 ナノエレクトロニクスワーキンググループ
	7.2 パワーエレクトロニクスワーキンググループ
	7.3 N-MEMSワーキンググループ
	7.4 ナノグリーンワーキンググループ
	7.5 カーボンナノチューブ・ナノ材料安全評価ワーキンググループ

	8. モニタリング指標実績
	9. TIA拠点活用プロジェクト(研究開発関連)報告概要
	1. はじめに
	2. 各コア研究領域の被災・復興状況
	2.1. ナノエレクトロニクス
	<被災状況>
	<復興状況>

	2.2. パワーエレクトロニクス
	2.3. N-MEMS
	<被災状況>
	<復旧状況>

	2.4. CNT
	<被災状況>
	<復興状況>

	2.5. ナノ安全
	＜被災状況/復旧状況＞

	2.6. ナノグリーン
	＜被災状況＞
	＜復旧状況＞


	3. 各機関の被災・復興状況
	3.1. 産業技術総合研究所
	＜被災状況＞
	＜復旧状況＞

	3.2. 物資・材料研究機構
	＜被災状況＞
	＜復旧状況＞

	3.3. 筑波大学
	＜被災状況＞
	＜復旧状況＞



