
「TIAナノグリーン」の強み①： 運用体制「TIAナノグリーン」の強み①： 運用体制
ナノグリーン Nano-Greenナノグリーン Nano-Green

What is the Strength of “TIA Nano-Green”?： - Concept and Scheme -What is the Strength of “TIA Nano-Green”?： - Concept and Scheme -

会員制オープンイノベーション： 新たな出会いを生みだす「場」
Open Innovation Platform for R&D rendezvous with membership system
• 場に蓄積されてゆく基盤技術
• 中長期的に重要度の高い物質・材料の研究課題
研究課題を遂行する機能（オ プンラボ：OL）

• Accumulation of Fundamental technologies
• Precompetitive materials research

Function of the platform #1: To carry on research• 研究課題を遂行する機能（オープンラボ：OL）
• 研究課題を見極める機能（テクノロジーコミッティー：TC）
• 標準化活動の推進機能（スタンダードコミッティー：SC）
• ナノグリーン棟に研究者を集結

部材

革新的環境
技術の実用化

・特別会員
・正会員

・準会員

経営会議

推進会議

産総研 筑波大

会の運営方針、研究・標準化のロードマップ策定

• Function of the platform #1: To carry on research
• Function of the platform #2: To identify research direction 
• Function of the platform #3: To promote standardization
• Assembling researchers at the new Nano-Green building

会員制 コミュニケーション

デバイス
メーカー

システム
メーカー

部材
メーカー

装置
メーカー

会員企業との

クローズドな
共同研究

企業との共同研究
で基盤技術の拡充

拡充

実用化研究

会員の特典

準会員
・アカデミア会員
・ベーシック会員

NIMS ナノグリーン棟
(H23年度竣工)

産総研

筑波大

NIMS
材料研究ツール群

情報

技術ノウハウ
最先端設備の共同利用

蓄積された基盤技術
知財 人財

会員企業
研究者大学

公的研究機関

アカデミア
研究者

SC**

OL

TC

OL***

TCTC* ・・・

★オープンな研究場への参加

OL

推進会議

企業連絡会
NIMS

オープンな研究場（探索研究）

・・・OL

会員制
Membership

様々な形で参画可能

蓄積
Accumulation

Communication

TC、SC、OLの活動を通じて、
相互交流を促進

実用化研究へ
Toward Industrialization

短中期の開発目標を掲げた
公的競争資金で
基盤技術の拡充

基盤技術拡充で
より高度な

企業ニーズへ対応

最先端設備の共同利用

*)TC: Technology Committee
**)SC: Standard Committee

***)OL: Open Laboratory（オープンラボ）

★タイムリーな研究成果の情報共有

★蓄積された基盤技術並びに最先端
設備を使用した研究

★大学の若手人材（大学院生、ポスドク）
の共同研究への参画

★特許実施権の優遇制度

これまでの技術の蓄積を活かす
Utilizing Accumulated R&D Assets
・研究学園都市つくばの誕生以来蓄積してきた材料に関する知見

知財、ノウハウ、情報、設備

短中期の開発目標を掲げた
クローズドな共同研究も

遂行可能

研究学園都市 くば 誕生以来蓄積してきた材料 関する知見
R&D Assets for Materials Engineering accumulated since Science City Tsukuba started in
1970s

・NIMSに集中整備された材料研究の最先端装置群
Advanced facilities for materials science research that intensively set up in NIMS, the 
national research institute for materials science

オープンとクローズのベストミックス
Providing Best-mixed Collaboration: Open and Close

オープンな研究の場（ＯＬ*単位）：
・場への参画者の間で情報を共有する
・会員は、場で生まれた特許の無償実施権を持つ

クローズドな研究の場：
・場への参画者の情報は秘匿扱いとする
・参加企業は、共有特許の無償の非独占通常実施権を持つ

材料科学分野における
NIMSの論文サイテーション数は

世界第４位、日本第１位
（2011年4月現在）

（トムソンサイエンティフィック社、ESIデータ
ベースをもとに作成）

NIMSの特許出願数、ライセンス額は
いずれも日本トップの実力をほこる

（大学技術移転サーベイ（2010年度版）より）

Providing Best mixed Collaboration: Open and Close
・オープンな研究とクローズな研究、それぞれの長所
Respective merits of open and closed collaboration scheme

・オープン/クローズの両方の研究の場を用意、参加者の要望に応じ、ベス
トミックスを提供
NIMS provides the best mix of open and closed collaboration schemes to meet needs and
demands of the collaborators.

政府からの高い期待と投資実績

会員は、場で生まれた特許の無償実施権を持つ

オープンな研究の場 クローズドな研究の場

NIMS 

会員企業、産総研

筑波大、他大学

知財はNIMSに帰属
（会員企業は無償の実施権）

共同研究（無償）

知財は共同発明者間で共有
（共有知財：原則無償の非独占通常実施権）

（共同発明者以外：有償の通常実施権）

NIMS/産総研/筑波大他

参加企業

共同研究（有償）

ベスト
ミックス

参加企業は、共有特許の無償の非独占通常実施権を持つ

（メリット）

世界中の知恵を結集して、将来の事業につながる
技術の芽を創出

（メリット）

秘匿性を担保した集中的な研究の遂行により、
開発目標を早期達成

ＯＬ*： オープンラボ

政府からの高い期待と投資実績
Supported by the Government
・ナノグリーン棟（2012年3月竣工予定）
A new building for the platform (Nano-Green Building, to be completed on Mar. 2012)

・政府の新成長戦略にも記載
TIA-nano is described in “New Growth Strategy” by the Government

・内閣府、文部科学省、経済産業省も連携してバックアップ

www.nims.go.jp
tia@nims.go.jp

内閣府、文部科学省、経済産業省も連携して ックアッ
Supported collaboratively by MEXT, METI and CSTP Nano-Green Building

（独）物質・材料研究機構 National Institute for Materials Science
TIA推進室 TIA Promotion Office
代表者： 中村 和夫 Kazuo Nakamura



「TIAナノグリーン」の強み②： 研究「TIAナノグリーン」の強み②： 研究
ナノグリーン Nano-Greenナノグリーン Nano-Green

What is the Strength of “TIA Nano-Green”?： - Research-What is the Strength of “TIA Nano-Green”?： - Research-

エネルギーフローの制御に向けて
Focusing on the control of energy flow
低炭素社会の構築にむけた技術に必要な研究ターゲット： エネルギーフローの制御

Research to construct the low-carbon society: Control of energy flows

次世代送電

EV/HV

燃料電池バス

安全なバッテリー

電気分解

水素

太陽光発電

太陽熱発電

耐熱材料

２次電池

燃料電池
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ターゲット アイテム

エネルギーフロー
Energy Flow

電気エネルギー（Electric Energy）
熱エネルギー（Thermal Energy）
物質・材料・資源（Natural Resources）

フロー制御技術
Control

創る （Generation, Conversion）
貯める (Storage）

9
レア・アースフリー
（Dｙ等）

レアメタルフリー
（白金等）

基盤材料

スマートシティ

EV/HV

グリーンビル

環境触媒

マグネット

熱電変換
火力発電

鉱山

物質・材料・資源

ネ
ル
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C C C C

Technologies 運ぶ （Transport）

材料技術シーズ
Seeds of 
Materials 
Technologies 

計測・分析 （Measurement & Analysis）
機能設計 （Design）
省資源化 （Saving of Natural Resources）
プロセス （Process）

TC-A
電池材料
Battery Materials

TC-B
熱エネルギー変換材料
Thermal Energy Materials

TC-C
省エネルギー磁性材料
Magnetic Materials with less use of
rare elements

システム

次々世代電池

最高の電池評価・解析プラットフォームを構築
企業連携をベースに、現実課題を解決
次々世代電池の基盤技術を構築

（現在） （将来）

材料

評価

2010 20302020

実用化時期

研
究
領
域

デバイス

competitive

先端評価・解析プラットフォーム

リチウム空気二次電池
リチウム金属負極

新正極、新電解質

次々世代電池

放射光, 中性子, NMR, Li mapping
第一原理シミュレーション

非Pt触媒、中高温FC
太陽電池新材料

● ターゲット：

•評価・解析プラットフォームの構築

•次々世代電池の開発

● 保有シーズ

•計測・分析、機能設計技術

● マイルストーン

● ターゲット：

•熱エネルギーを変換・制御する技術

● 保有シーズ

•機能設計技術、計測・分析技術、

新規材料創製

● マイルストーン

● ターゲット：

•省エネルギーに寄与する磁性材料

● 保有シーズ

•計測・分析、機能設計技術、

省資源化技術、プロセス

● マイルストーン● イ ト ン

•「その場」「実時間」解析技術 （2年後）

•リチウム元素高速マッピング （2年後）

•非水系電気化学の基盤構築 （5年後）

•リチウム金属負極の基盤技術 （5年後）

•リチウム空気電池の基盤技術 （10年後）

● イ ト ン

•熱電高性能化技術（ナノ・ミクロ構造制御、

Band Engineering、強相関）の基盤構築

（3年後）

•熱伝導率先端的計測・解析技術の

基盤構築 （3年後）

•Bi2Te3代替バルク材料の基盤技術

● イ ト ン

•Dyフリー永久磁石 （5年後）

•2 Tbit/in2磁気記録に必要な

媒体・再生ヘッド材料 （5年後）

www.nims.go.jp
tia@nims.go.jp

Bi2Te3代替バルク材料の基盤技術

（5年後）

•高性能熱電薄膜の基盤技術 （5年後）

（独）物質・材料研究機構 National Institute for Materials Science
TIA推進室 TIA Promotion Office
代表者： 中村 和夫 Kazuo Nakamura



「TIAナノグリーン」の強み③： 最先端設備「TIAナノグリーン」の強み③： 最先端設備
ナノグリーン Nano-Greenナノグリーン Nano-Green

What is the Strength of “TIA Nano-Green”?： - Advanced Facilities -What is the Strength of “TIA Nano-Green”?： - Advanced Facilities -

NIMSを中心とする材料研究のファシリティネットワーク
User Facility Network for Materials R&D Centering on NIMS
・つくば地区に整備されてきた最先端の共用装置群を活用
Utilizing user facilities equipped in Tsukuba area

NIMS
National Institute for Materials Science

p
低炭素研究ネットワーク
Low-carbon Research Network Japan

産総研
AIST

筑波大
Univ. of Tsukuba

内部・外部共用設備群
User Facilities

・環境・エネルギー問題に対し、ナノテクノロジーの利・活用により、人々がCO2として大気中に放出する炭素を
低減させる「グリーン・ナノテクノロジー」の研究開発を加速推進することを目的とする文部科学省のプロジェクト。
研究基盤の有効活用という観点から ネ トワ ク内部の研究者だけでなく 外部の研究者にも この事業で整

・NIMS中核機能部門が掌握する外部共用装置群
・NIMSの内部研究者向けに共用されている装置群
筑波大の外部向け共用装置群の 部

MBE量子井戸薄膜創製装置 MBE Quantum Well Film Synthesis Apparatus

放電プラズマ焼結創製装置（高温、高パワー） Spark plasma sintering apparatus (high temperature, high power)

炭素系材料気相成長装置 Vapor Phase Growth Equipment for Carbon-based Materials

高純度窒化物気相成長装置 High-purity Nitride Vapor Phase Growth Equipment

低炭素研究ネットワーク・NIMSハブ拠点の装置
User Facilities in the Center of Materials Research for Low Carbon Emission

・研究基盤の有効活用という観点から、ネットワーク内部の研究者だけでなく、外部の研究者にも、この事業で整
備される装置の利用機会を提供

・筑波大の外部向け共用装置群の一部
・文科省のナノネット事業は平成２３年度で終了、後継施策を準備中（ナノプラットフォーム）。

大型放射光施設「Spring-8」
NIMSは専用ビームラインBL15XUを設置

高輝度放射光ステーション

高純度窒化物気相成長装置 High-purity Nitride Vapor Phase Growth Equipment

磁性多元合金スパッタ装置 Multi-target sputtering

ナノマニピュレーション用電界放出形走査電子顕微鏡 Field-emission scanning electron microscope for nanomanipulation

集束イオンビーム加工観察装置 (FIB) Focused Ion Beam system (FIB)

電子線描画装置 Electron Beam Lithography

微細組織三次元マルチスケール解析装置 3D multi-scale triple-beam analytical microscope

酸化膜ドライエッチング装置 Dry etching system for oxide materials

無損傷電子顕微鏡試料薄片化装置 Damage-less TEM specimen milling apparatus

マイクロフォーカスX線CT装置 Microfocus X-ray CT

単結晶X線構造解析装置 Single Crystal X-Ray Diffractometer

顕微ラマン測定装置 Micro-Raman spectroscopy system

電子スピン共鳴装置 Electron spin resonance spectrometer

930MHzNMRマグネット
強磁場ステーション

電子スピン共鳴装置 Electron spin resonance spectrometer

温度変調型熱分析装置/熱重量-示差熱分析-質量分析同時測定装置 Modulated-temperature DSC / TG-DTA-MS

極低温比熱・電気抵抗測定装置 Low Temperature Heat-capacity&Resistance Measurement System

パワーデバイスアナライザ Power device parameter analizer

表面・界面物性解析装置 Surface and Interfacial Cutting Analysis System

飛行時間型二次イオン質量分析装置（TOF-SIMS） Time-of-flight Secondary Ion Mass Spectrometry (TOF-SIMS)

実動環境対応ナノ物理分析TEM Real working environment nano-scale physical characterization TEM

蛍光体発光特性評価装置 Phosphor luminescence spectrophotometer

ナノ材料評価用カソードルミネッセンス測定装置 Cathodoluminescence System for Nanomaterilas

蛍光寿命測定装置 Lifetime Spectrofluometer Systems

走査型ヘリウムイオン顕微鏡 Helium Ion Microscope

３次元測定 ザ 顕微鏡 3D t l i

超高分解能電子顕微鏡
電子顕微鏡ステーション

３次元測定レーザー顕微鏡 3D-measurement laser microscope

高圧ガス／蒸気吸着量測定システム High-pressure / vapor adsorption instrument

触針式表面形状測定器 Surface Profilometer

高強度低速陽電子ビーム欠陥評価装置 high intensity slow positron beamline for defect characterization

X線光電子分光分析装置 X-ray photoelectron spectrometer

AIST機能性酸化物グリーンナノテクノロジー研究拠点の代表的装置
Equipment at the Platform for Green Functional-Oxide Nanotechnology (GreFON)

A

走査型Heイオン顕微鏡

TOF-SIMS
飛行時間型二次イオン質量分析装置

線光電子分光分析装置 y p p

ECRスパッタリング装置 ECR sputtering device

薄膜X線回折装置 Thin film X-ray diffractometer

顕微ラマン分光装置 microscopic Raman spectrometer

Ｘ線ナノ構造測定装置 X-ray nanostructure measuring device

ＦＴ－ラマン装置 FT-Raman spectrometer

筑波大学の保有する共用分析装置
User Facilities at the University of Tsukuba

www.nims.go.jp
tia@nims.go.jp

走査型Heイオン顕微鏡
低炭素ネットワーク光電子分光装置 Photoelectronic spectrometer

紫外可視吸収反射率評価システム Ultraviolet-visible absorptance and reflectivity measuring device

（独）物質・材料研究機構 National Institute for Materials Science
TIA推進室 TIA Promotion Office
代表者： 中村 和夫 Kazuo Nakamura
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