
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）
第１期中期計画 コア研究領域概要版

１．ナノエレクトロニクス

２．パワーエレクトロニクス

３．N-MEMS

４．ナノグリーン

５．カーボンナノチューブ

６．ナノ材料安全評価

７．大学院連携

つくばイノベーションアリーナナノテク拠点
高運営会議事務局



１．ナノエレクトロニクス



１．目標と将来実現する社会像

（１）ナノエレクトロニクスが目指す社会

・IT・エレクトロニクス機器の大幅な低消費電力化により、低炭素社会を実現する。

・ナノエレクトロニクスと他技術を融合させ、環境・食料・医療などの社会的課題を

解決する新しい産業を創出する。

（２）中期目標

つくばにグローバルなナノエレクトロニクスR&D拠点を構築し、オープンイノベー

ションのための共創場を提供する。

新材料を用いたナノエレクトロニクス分野で実用化に向けた研究を加速し、

低炭素社会実現に貢献する新製品および新産業を創出するイノベーションを

起こす。



２．研究開発戦略とロードマップ～拠点構築戦略

a) 現行プロジェクトの推進・拡充

下記４プロジェクトが実施されている（10年現在）。

1. グリーン・ナノエレクトロニクスのコア技術開発（09～13年度、内閣府）

2. 低炭素社会を実現する超低電圧デバイスプロジェクト（10～14年度、経済産業省）

3. 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（09～13年度、内閣府）

4. 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（09～13年度、内閣府）

各研究目標を達成し、成果・技術の蓄積を新プロジェクト獲得と拠点強化につなげる。

b) 新プロジェクトの獲得

プロジェクト数を着実に増やす。鍵はコアコンピタンス等、拠点の魅力。

エマージングな革新材料・プロセス・デバイス研究分野の新プロジェクトを提案する。

c) 連携を軸とした発展

材料分野を中心に研究連携を強化・拡大し、拠点の発展につなげる。

産総研、物材機構、筑波大学の研究面での更なる参画に加えて、

他大学および産業界との連携も強く求められる。

（１）研究計画



２．研究開発戦略とロードマップ～拠点構築戦略

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020

研究プロジェクト

体制・仕組み
（中期計画提言）

先端「グリーン・ナノエレクトロニクスのコア技術開発」

ナノカーボン材料開発と応用

低電圧動作ＣＭＯＳ

バックエンドデバイス（材料開発）

磁性変化／相変化／原子移動型デバイス

三次元ナノカーボン配線

ナノトランジスタ構造

経産省「次世代半導体微細加工評価基盤技術開発」(EUV)

マスク・レジスト技術、評価プラットフォーム構築

先端「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」

集積化、回路試作実証

＠つくばＴＩＡ／協力企業

先端「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」

光電子集積化技術開発

＠つくばＴＩA

新体制・組織（産総研主体）

つくばナノエレ・コアコン

ピタンス確立（第一期）

40nm世代の製造技術

90nm世代の回路IP/設計ツール構築

デファクト・スタンダード化

設計・製造プラットフォーム

10Tbps/cm2のI/0

LSI消費電力1/10-1/100

の基盤技術

経産省「低炭素社会を実現する超低電圧デバイスプロジェクト」

つくばナノエレ自立化

（第二期）

設計／製造プラットフォーム化

0.4V動作（マクロ～LSIレベル）

消費電力1/10（2009年比）



２．研究開発戦略とロードマップ～拠点構築戦略

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020

体制・仕組み
（中期計画提言）

ＳＣＲ整備（新材料試作研究ライン）

集積化検証ライン（外部協力企業）

体制強化： 産総研／物材機構／筑波大学 関連研究部門参画

ＪＳＴ・大学との連携

ＣＲＥＳＴとの連携（試作支援など含む）

つくば中心に大学間ネットワーク構築

人材育成（インターンシップなど）

グローバル化

国際連携プロジェクト推進（EUVなど）

外部パートナーマーケテイング

ＣＡＳＭＡＴ試作機能（連携）

パッケージ/実装/ＭＥＭＳ（連携）

共創場の構築

企業と産総研／物材機構／筑波大学の相互活用と新技術の産業化

新体制・組織（産総研主体）

研究プロジェクト成果

つくばナノエレ・コアコン

ピタンス確立（第一期）

つくばナノエレ自立化

（第二期）



（２）インフラストラクチャー

a) 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安定な性能検証。

b) 集積化検証機能の獲得： デバイス企業との連携を目指す。

c) 連携拡大： 材料メーカーとの連携から評価技術を取込み、材料メーカーにはエレク

トロニクス企業との共創場を提供する。

MEMS/パッケージング/実装などで他コア連携を探る。

（３）拠点の体制作り

ナノエレクトロニクス拠点を運営する、産総研中心の新組織体制と組織制度設計が必

要。研究ビジネスモデル策定、大型インフラ運営、ユーザーサービス、つくば蓄積技術

による研究支援等を担う。

企業との連携を拡大し、つくばの魅力を醸成する。

（４）人材育成

研究と人材育成を有機的に統合し、研究プロジェクトに直接関与する仕組みの中で

学生や若手研究者の育成に取組む。

２．研究開発戦略とロードマップ～拠点構築戦略



２．パワーエレクトロニクス



発電・変電・送電

ハイブリッド車 太陽電池、燃料電池 データーセンター

革新的な省電力デバイスが必要

高速鉄道 インバータ家電、照明

優れた性質を持つSiC半導体デバイスの活用により、
国内だけで原子力発電所 数基相当の電力消費を削減可能

★ 低炭素社会の実現に寄与
★ 国際競争力の高い新産業分野の創出（予測：2020年に1兆円の市場）

産業用モータ

電源

１．目標と将来実現する社会像



２．研究開発戦略とロードマップ～拠点構築戦略

◆我が国産業界のパワーエレクトロニクス全体の発展に資すること
◆パワエレ拠点が目指す姿

①自立した拠点経営
②産業界にとって魅力ある拠点 → 拠点の活用でビジネスに勝てる
③優秀なパワエレ人材を育成・輩出
④垂直連携 → 技術・事業リスクの低減と事業化までの期間短縮

ＳｉＣアライアンス
（One Strong Voice)

パワエレ研究拠点
（Open Innovation Hub)

パワエレWG

産業界 大学・国研国PJ



高耐圧（5kV級）デバイス
高信頼デバイス

高温動作（250℃級）、
高機能化

昇華法4インチ

2005 2010 2015 2020 年度

性
能

（
口

径
、

高
効

率
、

高
パ

ワ
ー

密
度

、
高

機
能

、
等

）

デバイス

機器応用

ウエハ

昇華法6インチ
厚膜、高純度エピ

昇華法8インチ
液相法等

EV/HEV、
鉄道、重電

系統
インフラ

2009段階での技術開発項目
第1世代：実用化加速（デバイス量産、システム検証。4インチウエハ高品質化）
第2世代：次世代技術開発（6インチウエハ、高耐圧低損失、高温動作）
第3世代：次々世代技術開発（革新的結晶成長、革新的デバイス構造）

第１世代

第１世代

第１世代

10W/cｍ3

第２世代

第２世代

第２世代

25W/cｍ3

METI新材料パワー半導
体

METI新材料パワー半導
体

NEDOプロジェクト目

標
（開発実証）

NEDO次世代パワエレ

（開発実証）

産業変革研究イニシアティブ
SiC素子の量産により、システム開発を促

進し、よってSiC市場の拡大を図る。

先端研究開発
支援プログラム

先端研究開発
支援プログラム

超高耐圧（10kV～）デバイス
バイポーラ動作

家電、照明
汎用インバータ
IT電源、パワコン

中耐圧（1kV級）デバイス

第３世代

第３世代

第３世代

50W/cm3

２．研究開発戦略とロードマップ～技術ロードマップ



３．人材戦略

○パワーエレクトロニクス人材は「絶滅危惧種」であると
の認識を共有。先進パワーエレクトロニクス人材育成をＴ
ＩＡが中核となって再構築する。

○先進パワエレ全体の研究課題の整理。課題と基礎・基盤
技術の抽出。その結果を受けて、適切な人材育成テーマを
設定する。

○拠点に整備された設備を全国の大学や研究開発独法に開
放し、学生及び若手研究者の研究教育の場を創出する。

○先進パワーエレクトロニクスについて、産業界からの寄
付講座を検討する



４．グローバル戦略

OPENCLOSE

国内

グローバル

現在 近い将来

将来

グローバル連携による世界展開
（我が国産業の発展に資する時期）

SiCは、当面、海外への技術流出

防止を 優先とする

国際標準化

SiCアライアンスによる

プロジェクト連携

知財網の構築
標準化の推進



３．N-MEMS



１．NMEMS拠点の目標と将来実現する社会像

15

MEMS は､小型で省ｴﾈﾙｷﾞｰ性に優れた高性能の部品を作ることが出来るため､通信､自動車等の既存の産業分野における部品の小型

化･高機能化･省エネルギー化のための代替部品やバイオ分野における部品の小型化による新規部品としてのニーズが高まると見込ま
れている｡また､MEMS は、トップダウンプロセスである微細加工と、ボトムアッププロセスであるナノ・バイオプロセスとを融合したマイク
ロ・ナノ統合製造技術の確立により、その応用範囲を急速に広げ国家・社会的課題である「環境・エネルギー」、「医療・福祉」、「安全・安
心」分野で新しいライフスタイルを創出する革新的キーデバイスとして広く浸透すると予測される｡

MEMSの特徴および将来の社会像

実現が期待されるデバイス群

参照：経済産業省 技術戦略マップ2010「MEMS分野」

①エネルギーマネジメントに資するセンサ技術
②構造物・防災センシング技術
③農業センシング
④人間の健康に資するセンシング技術
⑤MEMSによるモバイルプラットフォーム技術
⑥自動車・輸送機器センシング技術

６つの応用事例 課題解決型システム

・少子高齢化への対応
・各種センサー群の高機能化・低価格化

さらにサービスロボットの実現に向けて

H18年度MMC調査



２．デバイス開発を推進するための２つの課題

16

・ベルギーIMECやフランスLETI、米国BSACなど、 新設備と優秀な研究者を揃えた研究所が顧客としての企業と共同研究を精力的に

進めており、日本からもパートナーとして積極的な協業を推進している企業が出るようになった。
・上記のような海外研究機関では、pre-competitiveな領域での協業、multi-disciplineによる協業、また、MEMSのようにアプリケーション
オリエンティッドなデバイスでは特に重要な、バリューチェーンを跨る協業など、いわゆる「オープンイノベーション」が標榜され、成果を上
げつつある。
・以上のような海外の動きに対抗するには、日本にも産学が結集して「オープンイノベーション」を実行できる場を構築し、国際競争力を獲
得する必要がある。

（１）海外MEMS研究拠点に対抗する国際競争力の獲得

（２）イノベーション創出を支援するNMEMS拠点の構築

・MEMSは半導体と同様、装置産業的な側面があり、リスクを取って大規模投資を実行し、
新設備を持てるかどうかで得られる成果が左右される。
・日本にも各地に大学、産総研など、著名な研究機関があるが、一つ一つを見ると予算規模
が限られ、上記のような海外研究機関の規模には追いつけなくなりつつある。
・また、日本では大学や産総研などの基礎研究と産業側の商品化との間にギャップがあり、
そのギャップを埋める取組みが求められている。
・MEMS協議会においてMEMS-DDC（Design-Development-Center）構想が検討されてい
た。MEMSはアプリケーションオリエンティッドなデバイスであり、サプライチェーンにおける新
規デバイスのアイディア発掘、設計・試作検証の能力を強化するために考えられていたもの
である。
・NMEMS拠点においては、MEMSのアプリケーションオリエンティッドという特徴から、アプリ
ケーションのユーザーから、システム、デバイス、ファンドリー、製造装置・材料まで跨る「オー
プンイノベーション」を実現できる場を整備することが特に重要である。



３．研究開発戦略・ロードマップ ２つの課題に対する解決策

17

・NMEMS拠点では、知恵・経験・知財・ 新設備・製造プロセスを集積したつくばR&Dプラットフォームを産総研つくば

に構築する。
・このつくばR&Dプラットフォームを活用し、ユーザー側を含む企業、大学、産総研などの研究所が結束して産学連携

によりイノベーション創出を可能とする仕組み作りを進める。

NMEMS拠点の構築・活用



４．NMEMS拠点の構築

18

①産総研 集積マイクロシステム研究センターにおける8インチを中心とする 新のMEMS製造装置および評価検査装置群

②それら装置群が 良の状態で使用できるように研究インフラを構築・整備・管理する機能
③高いレベルで研究を遂行できる研究力、すなわち産総研研究者や大学研究者などがもたらす蓄積された知恵や経験および知財

つくばR&Dプラットフォームの整備

NMEMS拠点において産学連携によるマイクナノ分野のイノベーション実現の場を提供するマイクロナノ・オープンイノベーションセンター
（MNOIC）を設置していく。さらに、MNOICを利活用しつつ拠点運営を支援する企業の集まりとしてNMEMSアライアンスを結成していく。

NMEMS拠点において産学連携によるイノベーション実現を提供する仕組み：MNOIC

【My ファブの役割】
・ 新のMEMS設備が集積された拠点であり、

特に大口径ウエハーに対応できる。
【My ラボの役割】

・リスクが取れる設計・試作拠点である。
【産学連携の場の役割】
・大学と産業のギャップを埋める機能が欲しい。
・オープンイノベーションの拠点でありたい。

当面、MNOICは、研究開発、ファンドリーサー
ビス、人材育成の３つのサービスを提供するこ
とを目指す。特に研究開発に関しては、以下
のようなテーマに取り組む。

新規デバイス開発
共通基盤技術開発
量産技術開発
製造設備のブラッシュアップ

MNOICの役割



５．国プロの推進と成果の展開・蓄積

19

BEANSプロジェクト（2008年～2012年）

・バイオ・有機材料融合プロセス技術の開発
・３次元ナノ構造形成プロセス技術の開発
・マイクロ・ナノ構造大面積・連続製造プロセス技

術の開発
・異分野融合型次世代デバイス製造技術知識

データベースの整備

Gデバイス＠BEANSプロジェクト（2010年）

高機能センサネットシステムの開発
・センサーネットワークシステムの構築
・８インチラインの構築
低環境負荷型プロセス技術開発
・低環境負荷型深堀エッチング技術開発
・低環境負荷型集積化プロセス基盤技術開発
・スマートファブシステム技術開発

先端研究開発支援プログラム「マイクロシステム
融合研究開発」（2009年～2013年）

・超並列電子線描画装置
・試作コインランドリ
・ヘテロ集積化量産試作
・高効率MEMS融合製造技術



４．ナノグリーン



１．目標と将来実現する社会像



２．研究開発戦略とロードマップ～拠点構築戦略



２．研究開発戦略とロードマップ～技術ロードマップ



２．研究開発戦略とロードマップ～技術ロードマップ



３．人材戦略

大学 諸外国

新学位プログラム

ポスドク

海外武者修行

学位取得

産業界中核３機関

コーディネーター

自社採用
インターンシッ

プ

場における
相互作用

研究者としての成長

アドバイザー研究者

RA研究者 研究者

研究者



４．グローバル戦略

米国

欧州

東アジア

新興国

TIA
ナノグリーン

トップ研究者の招聘
先行拠点のノウハウ

産業競争力の
維持・向上

経済効果

世界トップレベルの頭脳
循環のハブ

先端研究成果の活用

新技術により生まれる
製品の輸出
ベンチャー企業創出

グローバル企業との
連携
人材の獲得

大型連携拠点構築による
知的資産の集積

大型連携拠点構築による
知的資産の集積

知的資産の集積に引きつけられた諸外国の利害関係者に広く門戸を開き、
産業競争力の維持向上、経済効果の創出につなげる



５．カーボンナノチューブ



１．目標と将来実現する社会像

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．研究開発戦略とロードマップ～拠点構築戦略

用途開発の基盤技術の開発
（東レ、帝人、NEC、ゼオン、
住友精密、産総研）

A B C ナノテク関連企業・アカデミア

カーボンナノチューブ研究拠点
・試料提供、用途開発のための研究開発環境

単層CNT量産（ｽｰﾊﾟｰｸﾞﾛｰｽ法量産実証プラント）
600g/日

用途開発
（基盤プロセス）

部材化

デバイス化

単層CNTサンプル提供

（各社内で実施）

CNT供給

基盤技術の共同開発
共用インフラの提供
CNT情報
CNT専門家の人材育成

技術共同研究組合（TASC)

応用技術開発

①垂直連携型研究開発体制の確立
②オープンイノベーションによる水平連携の拡大
③標準化、評価・安全でのリーダーシップの獲得（ナノ安全研究コアと協力）



２．研究開発戦略とロードマップ～技術ロードマップ

2020年2015年 2025年

カーボンナノチューブによる
低炭素社会

カーボンナノチューブによる
低炭素社会

導電性ゴム導電性ゴム

パワー半導体
放熱板

パワー半導体
放熱板

導電性樹
脂材料

導電性樹
脂材料

ＯＡ機器
ロール

ＯＡ機器
ロール

CNT形状制
御･分離技術

CNT形状制
御･分離技術

CNT分散･融
合化技術

CNT分散･融
合化技術

蓄電デバイス電極蓄電デバイス電極

高強度ＣＮＴ
繊維

高強度ＣＮＴ
繊維

ＣＮＴ航空機ＣＮＴ航空機

高性能熱交換器高性能熱交換器

半導体金属分離
ベンチプラント

半導体金属分離
ベンチプラント

ハイブ
リッド車

ハイブ
リッド車

印刷エレクトロニクス印刷エレクトロニクス

省エネ電子回路省エネ電子回路

スーパーグロース商業生産スーパーグロース商業生産

300トン/年

スーパーグロース生産プラントスーパーグロース生産プラント

20トン/年

電池部材電池部材

ＣＮＴ導電繊維ＣＮＴ導電繊維

透明導電性フィルム

300kg/年

eDIPS パイロットプラント生産eDIPS パイロットプラント生産 eDIPS商業生産eDIPS商業生産

10トン/年 300トン/年

eDIPS ベンチプラントeDIPS ベンチプラント

300kg/年

eDIPS パイロットプラント生産eDIPS パイロットプラント生産 eDIPS商業生産eDIPS商業生産

10トン/年 300トン/年

eDIPS パイロットプラント生産eDIPS パイロットプラント生産 eDIPS商業生産eDIPS商業生産

10トン/年 300トン/年

eDIPS ベンチプラントeDIPS ベンチプラント

高強度ＣＮＴ複合部材高強度ＣＮＴ複合部材

融合材料の試料配布を実施し、産学での研究開発を促進する

ISO（国際標準化機構）
TC229（ナノテクノロジー）
WG3（環境・安全分科会）

自主安全管理手法の開発 + 手法の国際標準化自主安全管理手法の開発 + 手法の国際標準化



３．人材戦略

①本研究コアにおいては、基礎研究だけでなく、量産から融合、応用へ向け
た開発まで関与、経験することで、産業界でも価値を認められる実用化技術
を備える研究者の輩出に貢献する。
②それら研究者または社員による連携大学院での講義などを進める。

CNT 開発

応用研究

基礎研究



４．グローバル戦略

①単層CNTを融合させた新機能材料の市場投入加速化並びにCNT研究開発・ナノ安
全評価の研究拠点構築とCNTアライアンス（仮称）の組織化
研究コアで製造されるCNT,部材を幅広に世界に提供し、グローバル市場で、日本企

業の優位性を引き出す。
②知財戦略
研究コアで開発する合成技術、複合化技術をコア技術として、日本企業がノウハウを
ブラックスボックス化（または知財で技術を囲い込む）。

③国際標準化戦略
ISO/TC229、OECD等での、評価・安全でのリーダーシップの獲得（ナノ安全研究コア
と協力）。



６．ナノ材料安全評価



１．目標と将来実現する社会像

行政 事業者

工業ナノ材
料の 適な
ガバナンス

OECD ISO

法規制
枠組み

自主的
取組

研究機関・大学
（産総研など）

社会

目標：事業者が自主的にカーボンナノチューブ（CNT）等ナノ材料の安全性を示すた

めの手法を確立。

将来像：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。

※OECD：経済協力開発機構（Organisation for Economic Co-operation and Development）
※ISO：国際標準化機構（International Organization for Standardization）



２．研究開発戦略とロードマップ～拠点構築戦戦略

ナノ材料安全WG

戦略策定と制度設計
中期計画・アクションプラン
人材＆グローバル戦略

ナノ材料安全研究拠点

NEDO pj「ナノ粒子特性評価手

法の研究開発」(2006-2010)

★簡易で迅速な有害性評価手法の開発

★安価で簡便な暴露評価手法の開発

★自主管理基準濃度の導出手法の確立

★材料の安全性評価レポートの作成

★製品ライフサイクル安全性評価手法

★国際機関や欧米法規制動向の調査

国内の他の研究
機関・研究プロ
ジェクトとの連携

欧米・アジアの関
連研究プロジェク
トとの連携

事業者や事業者
団体との連携

これまでの研究実績

オープンイノベーション拠点



２．研究開発戦略とロードマップ～技術ロードマップ

簡易で迅速な
有害性評価
手法の開発

安価で簡便な
暴露評価手法
の開発

自主安全管理
手法の確立と
ケーススタディ
の実施

ナノ安全に関
する情報収集
と発信

20202010 2015

代替試験法
の提案

相対評価のため
の細胞（in vitro）

試験法の確立

排出特性試験
からの暴露予
測手法確立

信頼できる計
測手法の確立

ライフサイクル
安全性評価手
法の確立

主要材料での
ケーススタディ
報告書公表

多様な材料での
ケーススタディ
報告書公表

ナノ安全情報
ウェブサイト

ISOやOECD
への発信

ナノ材料/製品

の安全性レポー
トの普及

自主安全管理
手法の提案

自主安全管理
手法の確立

自主安全管理
手法の普及

分散調製
法の確立



３．人材戦略

リスク評価人材の育成が急務

国際標準化人材の育成が急務

リスク評価の主体が
行政や公的研究機関

リスク評価の主体が
事業者や研究開発主体

工業ナノ材料はその新規性・多様性から、事業者自身によるリスク評価・管理が必須

伝統的な化学物質 工業ナノ材料（新規技術全般）

国際機関や公的機関の
決定事項を遵守

安全性の標準化は、
技術開発競争の一環

伝統的な化学物質 工業ナノ材料（新規技術全般）

公的機関のお墨付きを得てから市場化するようでは、国際競争に勝つことは不可能



４．グローバル戦略

事後的対応から先手を打つ体制への転換を目指す

ISO/TC229
OECD/WPMN

欧州
米国

国際動向
の収集・分

析

研究戦略
の見直し

信頼できる
情報の提

供

行政・企業
の判断へ
の貢献

研究開発
の実施

成果の国際
機関へのイ

ンプット

他の研究
との連携

※ISO（国際標準化機構）TC229（ナノテクノロジー技術委員会）
※OECD（経済開発協力機構）WPMN（工業ナノ材料部会）

・国際機関の文書や欧米法規制提案の国内への情報発信
・国際機関の文書や欧米法規制提案へのインプット
・研究開発成果の発信
・アジア地域との連携



７．大学院連携



＜参考＞日本の論文被引用数の分野別比較（2005.1.1-2009.2.28）

情報通信分野

ナノテク・材料分野

環境分野

ライフサイエンス分野

0.00 

2.00 

4.00 

6.00 

8.00 

10.00 

12.00 

工学

物理

材料科学

化学

薬理学・毒物学

生物学・生化学

分子生物学・遺伝学

免疫学

脳科学

臨床医療

微生物学

環境

地球科学

宇宙科学

数学

コンピュータ

ナノテクノロジーは
社会・産業の基盤インフラ

持続的な成長を牽引する

コア技術として集中投資
すべき戦略技術 （トムソン・ロイター社のデータベースEssential 

Science Indicator (2008.09.01更新）に基づく）

世界的な研究論文被引用
数(上位1%)について、
ナノテク･ナノ材料分野
は、最も強みを有する。

我が国のナノテクノロジーの競争力我が国のナノテクノロジーの競争力

■ 日本の強み
現時点では、ナノテク・
ナノサイエンス分野は科
学、技術、産業ともに世
界を牽引している。

科学の強み

技術、産業の強み

１．目標と将来育成する次世代人材像①～現状と日本の強み



✔ 世界各国において、国家戦略として大規模ナノテク拠点を構築。
同時に大学院等を併設し次世代人材を育成。

✔ オープンイノベーション環境下での国際的な知識・人材の争奪
戦を展開。

■世界の動向

✔ 我が国産業の国際競争力強化・新たな雇用創成には、世界に伍
するグローバルな活動ができる優秀なナノテク・ナノサイエンス人
材の育成が不可欠。

✔ 密着型共鳴場※１ 「 TIA-nano」にオールジャパン体制によるＴＩ
Ａ;連携大学院を構築。

■国内の動向と戦略

１．目標と将来育成する次世代人材像②～国内外の動向と戦略

新成長戦略≪２１世紀の日本の復活に向けた２１の国家戦略プロジェクト≫
１５．「リーディング大学院」構想等による国際競争力強化と人材育成

※１密着型共鳴場・・・
基礎と応用、異分野
の研究集団が互いの
知識を暗黙知として
共有し、協働している
場、舞台



■ 我が国のナノテク産業の復活を目指し、深い基礎知識と俯瞰的思考・広い国
際的視野と複眼的思考を備え、将来の日本を担う産業の新成長を牽引する、
グローバルなナノテク・ナノサイエンスの次世代リーダーを育成

１．目標と将来育成する次世代人材像③～

専門性

先導性

国際性

► 独創力･･･産業の新成長につながる革新的技術と幅広い応用展開を実現できる人材

► 適応力･･･広い視野を有し、社会・産業界のニーズ・変化・多様性に柔軟に対応できる人材

► 構想力･･･ビジョン・戦略を構築し、シナリオ・プランを具体化できる人材

► 行動力･･･自ら課題を発掘・解決し、チーム型プロジェクトを先導できる人材

► 情報発信力･･･英語による意思伝達能力に長け、国際舞台で自己主張できる人材

► 異文化理解力･･･グローバルな理解力を備えた世界に通用する国際性豊かな人材

■ 新たな分野を円滑に展開し、

他分野との「知の融合」を遂げ、

イノベーションを開拓。起業家など

■ 海外の研究開発に関する情報収集、

海外研究者との連携により、オー

プンイノベーションを推進

■ 研究開発の様々なセク

ターで活躍

国際型先導型 専門型

産学連携コーディネーター

知的財産関連職 ベンチャー起業家 国内外大学教員 シンクタンク ･･･

国内外行政機関 ･･･公的研究機関国内外企業

人材養成目標と

多様なキャリアパス



オールジャパンの大学院〈ナノテク分野におけるオールジャパンの学際的な研究教育〉
全国の大学がそれぞれの得意のナノテク分野の講座を出し合うなど、オールジャパン大学で世界トップクラスのコースワークや研究教育を実施

つくばナノテクアリーナ拠点(TIA-nano)を活用した大学院〈基礎から応用に至る産学独※ 2が緊密に連携した研究教育〉
日本で もナノテク分野の研究設備・研究人材が集中するＴＩＡ-nanoを活用し、数多くの高度な研究設備(SCR等）を共同で利用

推進中のオナーズプログラム※ 1)を核とした学位プログラム、国際基準の大学院〈国境を超えたグローバルな教育環境〉
英語による講義、海外派遣、アジア・欧米等との交換プログラム、企業インターンシップ、国内外企業の冠講座などを実施し、グローバルにコミュニケート

■基盤整備

■ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
大 学 院
構 想

■ＴＩＡ連
携大学院
構想

◆筑波大学数理物質科学研究科「つくば産学独連携ナノエレ人材育成プログ
ラム(ｵﾅｰｽﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ)※1」(ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ経費)開始FY22-26)

◆リーディング大学院の申請

◆コンソーシア
ム協定締結

◆TIA大学院
連携WG ◆ リーディング大学院を核にＴＩＡ連携大学院へと発展

◆ナノテクのうちのSiベースナノエレクトロニクス分野のオールジャパン体制か
らスタートし、体制の強化、カリキュラムの充実を図る

◆ｵｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ参加のTIA連
携大学院・設立準備

◆ｵﾅｰｽﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑをコアにして学位ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの検討

連
携
大
学
院
を
基
盤
と
し
て
学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム

を
自
主
的
・
恒
常
的
に
展
開

◆博士後期課程対象

◆物質創成先端科
学専攻後期課程
定員増(10名)

◆ナノサイエンス･
テクノロジー専
攻改組・後期課
程のスタート

◆「博士課程教育リーディングプログラム」開始予定(FY23-29)

※博士前期・後期課程対象※1)オナーズプログラム・・・博士後
期課程(原則)を対象とし、
① 長期On-the-Job-Trainig、
② 海外拠点との交換プログラム、
③ オールジャパン体制による教

育・研究連携、
④ スーパーRA制度による重点

的経済支援
などにより、次世代リーダー(俯瞰的
視野と問題解決能力)を養成するた
めの専攻横断型のナノエレクトロニク
ス関連研究分野の教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ。

◆オナーズプログラムの拡大と学位プログラム、コンソーシアム形成によるオールジャ
パン体制の整備；本リーディング大学院のプログラムに沿ってＴＩＡ連携大学院の設立

◆オールジャパン体制によるＴＩＡ連携大学院コンソーシアムの設立
（国内有力大学との連携を順次構築）

２．ＴＩＡ大学院連携の構築戦略①～ロードマップ

■ 複数大学がつくばで連携し、新たなフィロソフィーを持つ国際連携大学院を設立

※2)産学独・・・産業界・大学・

独立行政法人の略



連携・協力

２．ＴＩＡ大学院連携の構築戦略②～運営体制等

世界的産学官連携研究センター
(大学モール・イメージ図・2012年竣工予定)

スーパークリーンルーム ナノ材料計測用ＮＭＲ

環境技術研究開発センター棟 （建設中）

ＴＩＡ大学院連携コンソーシアム

【幹事機関】

筑波大学TIA推進室を中心とし、産業界、他大学教員・学生のニーズに応じたワンストップ・サービスを展開

国内有力大学の参画を予定 (現在協議中)

etc・・・

ｵｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ学位ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの共同運営

■「つくば」ならではの、最先端設備を利用した実践的
研究指導

■スーパーＲＡ制度による前期課程から支援

■博士資格試験など、厳格な成績評価ｼｽﾃﾑを導入

■一定の要件を満たした者にキャリアパスのための産
業界と連携したＴＩＡ修了証の交付（検討中）

■「密着型共鳴場※１」による産業界とのパイプを活用
した企業研究者とface to face な交流や研究指導に
よる学生のキャリア・パス支援

運営マネージメントの特徴TIA連携大学院学位ﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの特徴

■「密着型共鳴場※1」による国内外研究機関、企業等と
の共同研究、ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

■国内外の卓越した指導者の招聘によるトップスクール
・サマースクールによる最先端講義の提供と相
互乗り入れ、海外派遣

■産業界も含めた学外者の参画による

コンソーシアム運営協議会（仮称）を

設置し、産学独※2の連携による開か

れた共同運営システムを構築

＜審議事項例＞

・コンソーシアムの運営に関する事項

・カリキュラム、担当者人事、学生の

選抜、 学位審査に関する事項

・予算と施設の利活用に関する事項

など

※１密着型共鳴場・・・基礎と応用、
異分野の研究集団が互いの知
識を暗黙知として共有し、協働
している場、舞台

※２産学独・・・産業界・大学・独立
行政法人の略



＜連絡先＞
つくばイノベーションアリーナ事務局

独立行政法人 産業技術総合研究所
つくばイノベーションアリーナ推進部 Tel: 029-862-6123

独立行政法人 物質・材料研究機構
つくばイノベーションアリーナ推進室 Tel: 029-859-2000

国立大学法人 筑波大学
つくばイノベーションアリーナ推進室 Tel: 029-853-5891

ホームページ：http://tia-nano.jp
E-mail：tia-nano_info@ml.tia-nano.jp


