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TIA大学院連携コンソーシアム 
 国立大学改革強化推進事業の財源を活用しつつ、協働運営

に参画する大学の学生・教員に対して様々なｻｰﾋﾞｽを提供 

新成長 
戦 略 

つくばイノベーションアリーナ(TIA-nano) 
─  世界的な産学官集中連携拠点 ─  

経団連支援のもと、筑波大学・ＮＩＭＳ・産総研・ＫＥＫが中核となり、 
オールジャパン体制による世界的なナノテク研究拠点を形成 

「目に見える人材育成ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ」 
TIA連携大学院 

協働運営型独立研究科 
TIA-nano専攻〈仮称〉 

産業技術 
総合研究所 
（産総研） 

物質・材料 
研究機構 
(NIMS) 

高エネルギー加速器
研究機構(KEK) 
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 課題：          過去30年間できなかった 
 つくばにおける相乗効果と集積効果をどう引き出すか。 
  人材育成・研究の産学独連携“共鳴場”をどう作り、継続させるか。 
       
 実践：  ●オナーズ(Honors)プログラム開発  
          ● 「ナノエレ人材育成」とそのための「共鳴場作り」  
          ●連携コーディネータの新システム  ●スーパーＲＡ制度 
          ●海外拠点(武者修行）および国内外大学との連携 
          ●産の参加促進 
 

  2年経過・・・できることから：核形成とシステム化！ 

つくばナノテク拠点産学独連携人材育成プログラム 

筑波研究学園都市をキャンパスとした 

「つくばナノエレクトロニクス産学独連携教育研究システム」の構築 

- 連携コーディネータによるナノエレクトロニクスの人材育成加速 – 

  本プログラム運営委員長 筑波大学数理物質系教授  山部紀久夫  

  文部科学省 特別経費 2010・4～2015・3 (5年間)  

               

       

これまでの取組① 

２ 



つくば産学独連携による世界的教育研究システム 

つくばナノテク拠点   
 （ＴＩＡ の一貫)： 
国際的な企業の新規
参入の促進： 国際化 

基礎研究と技術開発 
の共鳴場 

人の流れ 

連携コーディ
ネーターズ 

海外連携 
ＳＵＮＹ-Albany 
Stanford大 
ＭＩＮＡＴＥＣ、ＩＭＥＣ、 
台湾交通大ほか 

All Japan連合 
（早大、慶大、東
工大、東大等） 
  

筑波大学 
（大学間連合幹事） 

All Japan 大学間連合 

 東北大、東工大、東大、 
 東京理科大など  

名大、阪大、広島大 
芝浦工大など 

課題解決 

最先端設備と
人材の提供 

最先端設備と
課題の提供 

知の提供と人材育成 

産業技術総合研究所 
物質・材料研究機構 
高エネルギー・加速器研
究機構 

民間企業 
（東芝、東京エレクトロ
ン、パナソニック、 
シャープ、トヨタ、アル
バック、etc.） 

これまでの取組② 

３ 



TIA大学院連携 
コンソーシアムを形成 

  これまでの取組③ 

  
 TIA-nano理念の一つに「次世代人

材育成」が掲げられており、「ＴＩＡ
大学院連携ＷＧ」の下に、国内外の大
学等が参画する「ＴＩＡ大学院連携コ
ンソーシアム」を平成２３年４月６日
に設立しました。 

 
 本コンソーシアムには、社団法人日

本経済団体連合会の協力や、オール
ジャパンの大学の参画を得て、その叡
智を結集する「産学官の対話の場」と
して、『運営協議会を設置』。学位プ
ログラムの評価、改善・充実強化を不
断に行うシステムを構築します。 

４ 

世界水準の最先端ナノテクノロジー研究設備・人材が集積するつくばにおいて、産総研、
NIMS、筑波大学の3機関が中核となり、産業界の協力を得て、文部科学省、経済産業省の
強力な支援を受け、2009年6月に共同宣言を行い、拠点形成に向けた基本理念を発表し、
TIA-nanoが発足しました。 



2010年度の実施状況 
○筑波大学が主体になり「つくばナノテク拠点 産学独連携人材育成プログラム」を実施。 
以下のような教育活動を行った。 
①Stanford、Albany（米ニューヨーク州のナノテク拠点） での3 ヶ月研修 
②つくばの最先端設備でのインターンシップ 
③物質・材料研究機構（NIMS）、産業技術総合研究所（AIST）等での研究活動 
④国際会議および国際的論文誌への論文投稿 

2011年度の実施状況 

○次世代人材を育成する「つくばイノベーションアリーナ（ＴＩＡ）連携大学院」の構築に向け
て、筑波大学、芝浦工業大学、東京理科大学、産総研、物材機構の５機関の連携・協力に
よる「ＴＩＡ大学院連携コンソーシアム」を設立した。 
○また、筑波大学を主体として、「つくばナノテク拠点 産学独連携人材育成プログラム」を
引き続き実施。 

【新成長戦略フォローアップにおけるボトルネック】 
・若手研究者や研究支援者等の人材育成や大学との連携の強化、国際的なプレゼンスや
知名度の向上、参画組織間や研究領域間の研究開発や事務局機能の連携強化による相
乗効果の創出が課題。 
・最先端研究インフラの整備、知財ルールの確立、スピード感のある研究開発環境の実現
など、研究成果の実用化・産業化に向けた取組の強化や最先端の研究・人を呼び込むた
めの魅力の向上が必要。 

これまでの取組と成果の検証 
つくばイノベーションアリーナ(TIA-nano)─ 世界的な産学官集中連携拠点─  

５ 



ボトルネック解消に向けた取組の必要性と大学改革の動向 ボトルネック解消に向けた取組みの必要性と大学改革の動向 

６ 
出所：文部科学省HPより抜粋 H24.6.5「大学改革実行プラン」 



７ 出所：文部科学省HPより抜粋 H24.6.5「大学改革実行プラン」 



８ 出所：文部科学省HPより抜粋 H24.6.5「大学改革実行プラン」 



９ 

TIA-nanoをﾌｨｰﾙﾄﾞ

として国家戦略ﾌﾟ
ﾛｼﾞｪｸﾄと大学改革
を一体的に推進 

出所：文部科学省HPより抜粋 H24.6.5「大学改革実行プラン」 



オールジャパン協働運営による「つくばイノベーションアリーナ(TIA)連携大学院の構築」 
─ 世界的な産学官集中連携拠点を活用した新たな大学間連携への展開 ─  

  オールジャパンの強みを結集する革新的な大学間連携のガバナンスによる組織改革により、我が国の大学改革を先導 

本事業は、 「新成長戦略・国家戦略プロジェクト：世界的な産学官集中連携拠点」（つくばイノベーションアリーナ：TIA-nano）における次世代人材育成と大学改革を一 
 体となって推進・加速化するため、① 機関の枠を越えて、オールジャパンの強みを結集・協働する「目に見える人材育成のプラットフォーム」となる「TIA連携大学院」(協 
 働運営型独立研究科TIA-nano専攻(仮称）)を本学に創設（連携大学：東北大学・東京大学・名古屋大学）、② 各機関の所在する地域ニーズ・リソースの共有、ステー  
 クホルダー(学生、産業界)のニーズを汲み上げた迅速な意思決定、教育へのフィードバックを実現するための革新的な大学間連携のガバナンス(意思決定・合意形成の 
 システム)として、「TIA大学院連携コンソーシアム・運営協議会」を拡充、③ 新成長分野(パワー、グリーンエレクトロニクス等)での次世代リーダー育成と併せ、日本の強 
 みである基盤技術を支える現場技術者・中核人材の育成、企業人材の高度化(学位取得支援、現職技術者の学び直し)を総合的に展開｡ 

 

計画概要  

 各機関のルールの相違 
 意思決定システムの多重構造 
 物理的な制約(分散) 
 教員の人事システムの硬直化       など 
 
 
 ステークホルダー(学生、産業界、地域)のニー

ズへの機動的対応が損なわれ、乖離が生じて
いる 

 

 機関を越えて教員が一堂に結集する 
 「目に見える人材育成ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ」(協働  
  運営型独立研究科TIA-nano専攻（仮称）) 
  を創設 
 本学の学長のトップマネージメントの下、独立した

管理運営体制を確立 
 事業計画、予算、人事などを参画機関で形成す

る一元的な意思決定システムで、迅速に決定、教
育へのﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ 

 経団連と連携して産業界のニーズにマッチした教
育プログラムを開発 

 欧米の大規模ナノテク拠点への集中的投資 
（フランス MINATEC、ベルギーIMEC、米国
Albany）、人材・イノベーションを創出・牽引 

 日本は、装置・材料供給で優位なるも、市場規
模の大きな製品分野で競争力低下、人材不足 

 新成長戦略のフォローアップ結果「若手研究者
や研究支援者等の人材育成や大学との連携
の強化、参画組織間や研究領域間の研究開
発や事務局機能の連携強化による相乗効果
の創出」が不可欠 

 
 

国内外の動向とＴＩＡ-nanoのボトルネック 

大学改革による新たな展開 

これまでの大学間連携のボトルネック 

ここここここここここここここここここ

 
   つくばの強み：日本最大スーパークリーンルーム 
 （産総研）、大学モールなど、先端研究インフラ・施設 
 の蓄積とナノテク関連分野で1,200名以上の産学官 
  の研究者が活動 
  2009年6月に、産総研・物材機構・筑波大学・経団連の連携 
 により、TIA-nanoをスタート 
  ＜TIAの2011年度活動実績＞ 
  ・連携企業数 100社（累計）、外部研究者数529人、連携大学院生数139人 
  筑波大学の強み：「開かれた大学」として、次代の求める 
  「新しい大学の仕組み」を率先、「筑波研究学園都市」の人材 
 育成機能の中核、多様な教育研究機関との連携大学院を構築 
 

ポテンシャル  

大学改革による新たな展開 

   
 科学技術の強み・リソースと地域の人材ニーズを集約・共有することにより、 

大学間の枠を越えた産業人材育成の新たな枠組みと質保証のシステムを構築 
学生の意欲・興味に応じた主体的な学びの場の確立と社会の現実の課題解決 

 能力・実践力を育成、学習意欲を喚起、キャリアパス形成を支援 
連携教育研究部門を通じて、国内外の研究者・優秀な大学院生が協働・切磋  

 琢磨し、新たなイノベーションの創出・教育研究連携・高度化を加速 
ニーズを踏まえた教育研究に真に必要な領域の教員、企業人材、外国人教員 

 のフレキシブルな採用 
全国的に成果を広く情報発信・共有することにより、分野を問わず、大学間の 

 組織的な連携・協働の効率化・高度化に資する大学改革の組織改革・ガバナン 
 スの先導的なモデルとしての波及効果と各大学の強みや機能を踏まえた大学院 
 教育の役割・認識の転換と再構築を促進 
 

期待される効果  

提案概要 
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「つくばイノベーションアリーナ(TIA)連携大学院」 Organization Chart 
— 革新的な大学間連携のガバナンス構築による組織改革 — 

筑波大学長 

学長のトップマネージメントの下、独立した管理運営体制を確立 

機関の枠を越えて、オールジャパンの強みを結集・協働する 

「目に見える人材育成プラットフォーム」 

 カリキュラム、入試・広報、学生生活・キャリア支援等の恒
常的業務を協働で実施・運営 

★国内のナノテク分野 
 の強みを結集 

プログラム運営委員会 

 産業界(経団連推薦５名)、
芝工大、東京理科大、東
北大、東京大、東工大、
名大、京大、阪大等の学
識経験者12名で構成 

 各機関、地域のニーズ・
リソースの共有、ステー
クホルダー(学生、産業
界)のニーズを汲み上げ、
一元的な意思決定・合意
形成を行うｼｽﾃﾑ 

 事業計画､予算､人事など
の運営方針を審議・決定 

ＴＩＡ大学院連携ｺﾝｿｰｼｱﾑ 
運営協議会 

 「新成長戦略・世界的な産学官集中連携拠点」 
つくばイノベーションアリーナ：TIA-nano 

 
 

 産総研・物材機構、筑波大、高エネ研が中核となって、オール
ジャパン体制による人材育成と一体となった 

   世界的なナノテク拠点の形成を展開 

 筑波大学教員、各大学に所属・結集する准教授・助教、 
  連携コーディネーターで構成           【30名程度】 

 

ＴＩＡ連携大学院 

〈協働運営型独立研究科・ＴＩＡ-ｎａｎｏ専攻(仮称)〉 

連携教育研究部門 
学位プログラム・サーティフィケートプログラムを展開 

筑波大学ＴＩＡ推進室 
プログラム運営に係るワンストップサービスを展開 

ニーズの共有 

成果のフィード 

大学改革と国家戦略 
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを一体的に推進し、 

ﾎﾞﾄﾙﾈｯｸを解決 

教員・学生の結集による 
人材イノベーションの創出 

連 携 

※１）協働運営型独立研究科TIA-nano専攻（仮称）は、平成27年度に組織
整備予定。事業開始時(平成24年度)から26年度までの間は、数理物質
科学研究科において、学位プログラムを展開予定。 

    ２）段階的に連携機関を拡充予定（東工大、京大、阪大） 

提案概要 
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ＩＴ機器、家電等 
低消費電力化を目指す分野 

東北大学 

インフラ、発電所等 
電力ｴﾈﾙｷﾞｰの効率化、 
ｽﾏｰﾄｼﾃｨｰを目指す分野 

京都大学 

新素材（デバイス）開発分野 
名古屋大学 

新素材（デバイス）設計分
野 

筑波大学 

グリーンエレクトロニクスの
基礎全般 

東京理科大学 
パワーエレクトロニクスの 

基礎全般 
芝浦工業大学 ナノ物理学・学理構築 

東京大学 

 
 
 
 
 
 

全国の大学が、得
意なナノテク分野
の教育プログラム
を出し合い、その
「知」を集め、共同
により学位プログラ

ムを構築する 
 

筑波大学学生だけ
ではなく連携大学
の学生も参加可能。 

 

産業技術総合研究所（AIST） 
物質・材料研究機構（NIMS） 

高エネルギー加速器研究機構（KEK） 
ナノエレコンソーシアム 

つくばパワーエレクトロニクスコンステレーションズ（TPEC） 

実践的研究のフィール
ド及び社会のニーズに
マッチした研究テーマ、
教育テーマの提供 

各大学
の強い
分野を
提供 

ＴＩＡ連携大学院
学位プログラム 

各大学
の強い
分野を
提供 

連携構想           ＴＩＡ連携大学院構想 
（オールジャパンの強みを結集した教育研究体制） 

12 



新成長分野の次世代リーダーと日本の強みである基盤技術を支える現場技術者・中核人材
の育成、企業人材の高度化（学位取得支援）、現場技術者の学び直しを一体的に推進 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
  パワーエレクトロニクス基礎科目 

M1 
M2 

教養科目、一般基礎科目 

ＯＪＴ 

 先端カリキュラム 

基礎カリキュラム 

 
 
 
 

 
 
 

高度ものづくり 
人材育成プログラム 

 
 
 
 

 
 
 

技術の目利き 
人材育成プログラム 

●高度ものづくり人材育成プログラム 
→技術分野のトレーニングプログラム（30単位） 
●技術の目利き人材育成プログラム 
→技術をもらい事業化戦略を養うプログラム（10単位） 
●他大学、社会人、学部生（OJTのみ）へも広く開放 D2 

D1 

D3 選択科目 
●トップスクール集中講義 
●海外研修orｲﾝﾀｰﾝシップ 
●最先端ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ科目（パワエレ、グリーンエレ専門科目）
（東北大、京大） 
●最先端新素材科目（名大、筑波大） 
●最先端ナノ物理科目（東大） 

共通科目 
●技術経営科目 
●ＴＩＡプログラム（現役企業研究
者とのセミナー・特別講義） 
 

・経団連、TIA参加企業と
の共同開発プログラム 
・TIA参加企業の現役研究
者によるセミナー、最先
端講義、インターンシッ
プ（ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ等企画部
門） 
・受講学生による課題発
表 

博士論文審査 

達成度評価QE（専門分野基礎知識、関連分野基礎知識） 

企業等の要望を受け、受講する
現職技術者等に応じたコースツ
リーをコーディネート 

５年一貫 
ＴＩＡ連携大学院学位プログラム 

 
２つのサーティフィケートプログラム 

社会や企業のニーズを汲みあげ、協働により
企業が求める人材を養成 

 

＜修了要件＞ 
前期33単位 後期29単位 合計62単位 

グリーンエレクトロニクス基礎科目 

          ＴＩＡ連携大学院構想 人材育成① 
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「パワエレマイスター」人材の履修モデルの一例 
基礎科目群 教養科目群 

M1～M2 

33単位 

D1 

12単位 

D2 

1１単位 

D3 
7単位 

合計62単位 

実習・研究指導 専門科目群 

❐ 量子力学 I～Ⅲ 
  （必2）     【筑波大】 
❐ 電磁気学 I～Ⅲ 
   （必2）     【筑波大】 
❐ 固体物理学 
  （必1）     【筑波大】 
❐ 数理研究科共通基礎 
  科目（選8）  
    【筑波大・専攻横断】 

❐ 数理研究科コロキウム 
 （必１） 【筑波大・専攻横断】 
❐ 物理学セミナー 
   （必1）                【筑波大】 
❐ グローバル時代のトップ 
    ランナー I～III  （必１） 
                           【JAPIC】 
❐ 最先端半導体工学   
 （選１～２）【筑波大・産業界】 

❐ 特別研究 I 
  （必6）        【各指導教員】 
❐ 物理系・工学系セミナー I 
   （必1）     
❐ 特別研究 II 
  （必6）        【各指導教員】 
❐ 物理系・工学系セミナー II 
   （必1）【ナノエレクトロニクス教員】 

❐ 特別研究 I  
   （必6）           【各指導教員】 
❐ 産学連携セミナー I 
 （必1）【産総研・物材機構・産業界】 
❐海外研修・ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 
   （必1)      【産学官教員】   

❐ 特別研究II 
 （必6）           【各指導教員】 
❐ 産学連携セミナー II～III（必1）   
      【産総研・物材機構・産業界】 

❐ 特別研究III 
  （必6）            【各指導教員】 

❐ ﾊﾟﾜｰエレクトロニクス基礎 
 （必1）              【芝浦工大】 
❐ ｸﾞﾘｰﾝｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ基礎 
  （必1）    【東京理科大】                                    

❐ MOT・MIP特別講義 
 （必1）     【東京理科大】 
❐ TIAプログラム 
 （選１）    【産学官教員】     
❐ 最先端ﾊﾟﾜｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽI-II 
  （選２）                【京大】 

❐ 最先端ｸﾞﾘｰﾝｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 
  (選１) 【東北大】 
❐ 最先端ナノ物理学 
  （選１）  【東大】 
❐最先端新素材設計 
  （選１）   【筑波大】 

❐ 最先端新素材創成論 
  （選1）       【名大】 

必：必修科目  選：選択科目  数字：単位数   【 】：担当機関 

科目の分類 
 
基礎科目 
教養科目 
 

 
専門科目 
技術経営科目 

 
 

 
海外研修・インターンシップ 
セミナー・特別研究 

ＴＩＡ連携大学院により日本再生を担う人材養成カリキュラムを構成 人材育成② 

14 



 
 
 
 
技術をもらい事業化戦略を養う
プログラムを主とする 
・経団連、TIA参加企業との共
同開発プログラム 
・TIA参加企業の現役研究者に
よるセミナー、最先端講義、イ
ンターンシップ（ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ等
企画部門） 
・受講学生による課題発表 
・必要な講義等を相互補完する
ため、ｵｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝで取組む 
・修了要件：１０単位 
・対象：大学院生（社会人も
可） 

 
 
 
 

■人材育成面での効果（高度ものづくり人材育成プログラム＆技術の目利き人材育成プログラム） 
次世代リーダーの養成に加え、日本の強みである技術基盤を支える現場技術者や実務を担う中核人材の育成も必要
とされているが、近年の欧米の戦略的展開、アジア諸国の台頭にともなう日本の製造業の国内外での競争構造の変
化による社会経済の低迷から、企業自らが人材育成するのは困難な状況となっている。こうした状況を踏まえ、大学の
豊富な教育研究資源を活用し、社会や企業のニーズを汲みあげ、協働により企業が求める人材を養成する仕組みを、
構築。 

期待される効果 — ものづくりの基盤を支える人材育成システムの構築 — 

 
 
 
 
※技術分野のトレーニングプログラム
を主とする 
・学部生、大学院生、社会人、どの段
階からでも参加可能 
・企業の要望を受け、受講する現職技
術者に応じたコースツリーをコーディ
ネート 
・受講者の能力に応じ早期修了も可 
・1単位、またはOJTのみ受講可 
・工業高校、高等専門学校等出身者の
技術者に対するリメディアルの用意
（基礎ｶﾘｷｭﾗﾑに含む） 
・学部生の場合、卒業研究の一環とし
て、OJTを行うことで、早期に視野が広
がり、キャリアパスの動機付けが期待
される 
・必要な技術分野を相互補完するため、
ｵｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝで取組む 

・想定されるOJT（企業の研究開発
分野） 
 
 
 

高度ものづくり 
人材育成プログラム 

ＯＪＴ 

 先端カリキュラム 

基礎カリキュラム 

ＴＩＡ修了証
（サーティ
フィケート） 

修了要件 30単位 
対象：社会人（学部生、
大学院生も可） 
期間：最大2年 

技術の目利き 
人材育成プログラム 

【高度ものづくり人材育成プログラムｲﾒｰｼﾞ図】 

※技術分野 
（１）ｸﾞﾘｰﾝエレ（新原理メモリー等）、 
（２）パワエレ（回路、デバイス）、 
（３）MEMS、 
（４）CNT 
（５）ナノ鉄鋼（ナノ材料としての新機能鉄鋼材料）、 

 
作る人 

考える人 

人材育成③ ＴＩＡ連携大学院構想 
（サーティフィケートプログラム） 
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              ・海外拠点にはない強み 
   ・多様な業種の企業が集積 ・オールジャパン大学の科学技術の強みを結集 

つくばの就学環境マップ 

16 

就学環境 
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