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　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）は、世界最大規模の研究開発

機能が集積するつくば研究学園都市において、産業技術総合研究所、物質・材料研究機構、筑波大学、

高エネルギー加速器研究機構の 4 機関が推進の中核となり、日本経済団体連合会の協力を得て運営さ

れる、世界有数のナノテクノロジー研究・教育拠点です。 

 　2010 年から 2014 年の第 1 期中期計画期間が終了し、2015 年から第 2 期がスタートしました。

第 2 期では、これまで生み出された数々の優れた研究成果、充実した研究開発インフラ、次世代ナノ

テク人材育成の新たな仕組み等を基盤とする「オープンプラットフォーム」の形成を目指しており、

これによりわが国のイノベーション資源を連動させて、イノベーション創出を継続して進めるさらな

る取組みを進めます。

 

 　第 2 期のスタートにあたり、TIA-nano が目指す「継続的イノベーションのための資源連動の仕組

み」の具体化に向けた、産学官の研究開発、企画、行政関係者等の広汎な意見の交流・交換の場とし

て「TIA-nano シンポジウム」を開催いたします。また、同時に開催するポスターセッションでは、

TIA-nano を活用する研究プロジェクトの成果を一同に紹介します。 

 　皆様と協働して、これからの TIA-nano のあるべき姿について具体化したいと願っております。

開催趣旨

1 2 3 4
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プログラム

5 6 7 8

1. 筑波大学  電子線描画装置　　2.NIMS  環境制御型周波数変調方式走査型プローブ顕微鏡　　3.KEK  時分割実験装置　　4. 産総研  CVD 装置（SCR）
5.KEK  多目的極限条件下ワイセンベルグカメラ　　6.NIMS  実動環境対応電子線ホログラフィー電子顕微鏡　　7. 産総研  有機ドラフトチャンバ（MEMS ファンドリー）　　8. 筑波大学  FIB−SEM

13:00 受付開始

13:30-13:40 開会挨拶 　　　住川 雅晴　TIA-nano 運営最高会議　議長　

来賓挨拶 　　　文部科学省　

来賓挨拶 　　　経済産業省　

13:40-13:55 基調講演１ わが国の科学技術イノベーション政策（第５期科学技術基本計画）

　　　中西 宏典　内閣府　大臣官房審議官（科学技術・イノベーション担当）　

13:55-14:15 基調講演２ 産業界のイノベーションへの取組み

　　　須藤 亮　株式会社 東芝　常任顧問　

14:15-15:15 講演１ TIA-nano 第 1 期成果と第 2 期ビジョン

　　　金山 敏彦　産業技術総合研究所　副理事長　　

15:15-15:30 講演２ TSUKUBA から発信するライフイノベーション —ナノバイオ実装化のための戦略組織（T-CReDO）—

　　　松村 明　筑波大学　副学長・理事、附属病院長　

15:30-15:45 講演 3 光・量子で拡がる TIA-nano 連携　

　　　野村 昌治　高エネルギー加速器研究機構　理事　

15:45-16:25 休憩 および    ポスターセッション

テーマ 「今後プロモーションを重点化する取組み」　

16:25-16:40 講演 4 つくばへの期待 —ヘビーサイエンスの事業化・産業化に向けて—

　　　斉藤 剛　株式会社 経営共創基盤（IGPI）　パートナー　取締役マネージングディレクター　

16:40-18:00 パネルディスカッション

テーマ「オープンイノベーションへの取組みと TIA-nano の役割」

パネラー　須藤 亮　　株式会社 東芝　常任顧問
　　　　　斉藤 剛　　株式会社 経営共創基盤（IGPI）　パートナー　取締役マネージングディレクター
　　　　　伊藤 聡　　科学技術振興機構 研究開発戦略センター　特任フェロー
　　　　　川合 知二　新エネルギー・産業技術総合開発機構 技術戦略研究センター　センター長
　　　　　松本 毅　　大阪ガス株式会社 技術戦略部　オープン・イノベーション室長
　　　　　藤田 高弘　物質・材料研究機構　理事

モデレーター　吉川 和輝　日本経済新聞社 編集局　編集委員

18:00-18:05 閉会挨拶 　　　岩田 普　TIA-nano 運営最高会議　事務局長

18:15-19:30 意見交換会

講演会：イイノホール

ポスターセッション／意見交換会：Room B
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我が国の科学技術の発展を図るため、４期20年間にわ
たって科学技術基本計画が策定され、積極的な科学政策が
展開されて来た。近年、青色LED、iPS細胞等多くのノーベ
ル賞受賞等の顕著な成果が出ている。一方、ここ10年、研究
開発資金の伸びが停滞する中で、世代間、組織間、国境等の
様々な「壁」に阻まれ、若手を始めとした研究現場は疲弊、
基礎研究力も低迷し、世界の中の我が国の立ち位置は全体
として劣後傾向にあり、危機感とスピード感を持った対応
が必要となっている。

また、世界は、ICTの飛躍的進展等を受け、「第４次産業
革命」とも言うべき大変革時代が到来し、経済・社会におけ
る価値創造プロセスは大きく変化している。科学の世界
も、広く多様な参加者の下で急速な進化を遂げる「オープ
ンサイエンス」の時代を迎えつつあり、欧米、中国等と、経
済成長の「糧」であるイノベーションをめぐる国際競争は
熾烈になっている。

平成28年度から始まる５か年の第５期科学技術基本計
画では、大変革時代に国際競争を勝ち抜いて行くため、官
民を問わず若手・女性等全員が参画すると共に、グローバ
ルな視点に立ち、未来に向けた成長の「糧」の獲得に向け
て、様々な「壁」の打破を通じ、未来を先取りする取組と、不
透明な時代に対応できる基盤的な知の力を徹底強化して
いくことを考えている。さらに、それらをうまく動かすた
めに、人材、知、資金の好循環を誘導するイノベーションシ
ステムを整備していくことが重要である。その中でも、技
術やアイデアを外部組織から取り込み、未活用技術の外部
への譲渡などを通じてイノベーションを推進するオープ
ンイノベーションを、戦略的かつ積極的に活用していく必
要があり、TIA-nanoの取組みなどに期待している。

基調講演　1　　　　　　　　　　13:40 〜 13:55

わが国の科学技術イノベーション政策
（第５期科学技術基本計画）

基調講演　2　　　　　　　　　　13:55 〜 14:15

産業界のイノベーションへの取組み

中西 宏典
Nakanishi Hironori 

須藤 亮
Sudo Akira 

所　　属　株式会社 東芝　　　　　　　　　　
職　　名　常任顧問
主な経歴　1980 年に東京芝浦電気㈱（現㈱東芝）入社。電力・社会システム

技術開発センター長や研究開発センター長等を経て、13 年に取締
役代表執行役副社長。翌年より現職。産業競争力懇談会（COCN）
実行委員長や TIA-nano 運営諮問会議議長等も務める。また、超低
電圧デバイス技術研究組合（LEAP）理事長 (11-13) 等を歴任。

所　　属　内閣府 
職　　名　大臣官房審議官（科学技術・イノベーション担当）
主な経歴　1984 年 通商産業省入省、2004 年 経済産業省産業技術環境局大

学連携推進課長、2011 年 大臣官房審議官（産業技術・環境担当）、
2014 年より内閣府大臣官房審議官（科学技術・イノベーション担当）

アベノミクスによる日本再生への大きな鍵は、イノベー
ションとグローバリゼーションであり、来年度から始まる
第５期の科学技術基本計画の役割は極めて大きい。その中
間とりまとめでは「第４次産業革命」とも言うべき大変革時
代が到来する中で「超スマート社会」の形成を世界に先駆け
て目指すという新しい切り口が示されている。その中で社
会を支えるシステム、ソリューション、サービスとしての競
争力を獲得することは容易なことではなく、まさに産学官
の関係者がその総力を結集することが求められている。そ
のためには、イノベーションの主体である企業が、学や官の
関係者とビジョンをしっかりと共有し、研究「ビジネス」の
パートナーとして連携・協力することで、オープンイノベー
ションを主導していくことが必要であろう。

あらゆるシステムにとって不可欠とも言える半導体は、
これまで微細化によって演算・記憶デバイスとしての性能
を高め、情報化社会の発展を牽引し、これからも国を支える
基盤技術の一つであるが、微細化は限界を迎えつつある。こ
のため他分野あるいは多様な技術との融合によって新しい
発想でその更なる高度化を目指す局面を迎えている。半導
体にとってもオープンイノベーションは極めて重要になっ
て来ている。

こうした中、世界有数のナノテクノロジー研究拠点であ
るTIA-nanoでは、本年からの第２期において、これまで生
み出された数々の優れた研究成果、充実した研究開発イン
フラ、次世代ナノテク人材育成の新たな仕組み等を基盤と
する「オープンプラットフォーム」の形成を目指しており、
まさに時宜を得た方針と言える。また、半導体デバイスのみ
ならず新材料、バイオサイエンス等の新たな分野への展開
も試みられており、今後の活動に産業界としても大きな期
待を抱いている。
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講演　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   14:15 〜 15:15

TIA-nano 第１期成果と第 2 期ビジョン
金山 敏彦
Kanayama Toshihiko 

TIA-nano第１期（FY2010～ 2014）には、中核４機関が連携して６つの研究コア領域で大型研究インフ
ラや共用施設を整備し、産業界との共同プロジェクトや人材育成を推進した。その中から産業化に結実する
成果も生まれている。本年度からの第2期は、光・量子計測やナノバイオの新領域を加え、研究開発プラット
フォームを強化しアクセスをワンストップ化すると共に、マーケティングにより幅広い新規ユーザを獲得
して、新産業の創出に貢献して行く。

講演　２　      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           15:15 〜 15:30

TSUKUBA から発信するライフイノベーション —ナノバイオ実装化のための戦略組織（T-CReDO）—

所　　属　国立研究開発法人 産業技術総合研究所　　　　　　職　　名　副理事長
主な経歴　1977 年 工業技術院電子技術総合研究所入所。同産業技術融合領域研究所アトムテクノロジーグ

ループ長、産業技術総合研究所次世代半導体研究センター副研究センター長、同ナノ電子デバイス
研究センター長、同理事を経て、2014 年より現職。

講演　3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　               15:30 〜 15:45

光・量子で拡がる TIA-nano 連携　

講演　4         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   16:25 〜 16:40

つくばへの期待 —ヘビーサイエンスの事業化・産業化に向けて—

松村 明
Matsumura Akira 

筑波大学附属病院は特定機能病院として診療・研究・教育を3本柱として活動を行っている。筑波研究学
園都市に存在する大学病院として、様々な研究シーズが発展した段階で患者さんを対象とした「臨床研究」
から「治験」、さらには医薬品・医薬器機としての上市化へ繋ぐための研究の場として重要な機能を有してい
る。一方、医療側のニーズから有望な研究シーズの発掘を行って社会実装するための調査能力や基礎研究と
臨床研究の橋渡し業務も重要な機能である。この目的のために2015年6月に「つくば臨床医学研究開発機構
（T-CReDO）」を立ち上げた。研究マネジメントやガバナンス機能の整備と同時にシームレスな臨床開発を
支援する体制を構築し、つくば内外の多様なシーズの中から新しい医薬品や医療機器の創出を目指す。

野村 昌治
Nomura Masaharu 

TIA-nano中核四機関ではそれぞれ光・量子計測技術を活用した研究開発が進められて来たが、これらの
力を結集し、新しい科学と産業の創成を目指し、光・量子発生技術、光 /量子センシング、光・量子ナノ材料関
係の機関連携研究を進めている。これらの中から四機関連携の第一号の研究として、「構造材料の未活用情
報を取得する先端計測技術開発」がSIPの「革新的構造材料」課題の拠点テーマとしてスタートした。

斉藤 剛
Saito Takeshi 

つくばを、産業的イノベーションを連続的に産み出していく「イノベーション・エコシステム」へと進化さ
せるべく多面的に支援をしています。本日は、最先端の「科学技術の事業化・産業化」を加速していくために、
①持つべき価値観や基本哲学、②取組みスタンスや行動規範、③明日からの具体アクション、④整備すべき
仕組みについて、日々感じている問題意識や課題意識を共有・ディスカッションできればと考えています。

所　　属　国立大学法人 筑波大学　　　　　　職　　名　副学長・理事、附属病院長
主な経歴　1980 年筑波大学医学専門学群卒、1984-86 年 Göttingen 大学脳神経外科 (DAAD)、London 大学

国立神経病院神経内科、1992 年筑波大学脳神経外科講師、1995 年 Max-Planck 研究所 NMR 研
究部門 (Humboldt 財団 )、2004 年より筑波大学脳神経外科教授、2007 年より筑波大学附属病院
副病院長、国際総合戦略特区担当特任副病院長、2014 年筑波大学副学長・理事、附属病院長

所　　属　大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構　　　　　職　　名　理事
主な経歴　昭和 57 年 東京大学大学院理学系研究科博士課程修了 理学博士、高エネルギー物理学研究所助教

授、高エネルギー加速器研究機構教授、高エネルギー加速器研究機構研究主幹（併任）を経て、平
成 24 年より現職。

所　　属　株式会社 経営共創基盤（IGPI）　　　　 職　　名　パートナー　取締役マネージングディレクター
主な経歴　CDI を経て産業再生機構に参画（OCC、カネボウ元取締役）。弊社設立後は、最先端技術の事業化・

産業化の活動を統括。エクスビジョン取締役、ISL ファカルティ。東京工業大学・カーネギーメロ
ン大学修士。
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パネルディスカッション　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16:40 〜 18:00

オープンイノベーションへの取組みと TIA-nano の役割

須藤 亮　Sudo Akira 

◆パネリスト

所　　属　株式会社 東芝
職　　名　常任顧問
主な経歴　1980 年に東京芝浦電気㈱（現㈱東芝）

入社。電力・社会システム技術開発セ
ンター長や研究開発センター長等を経
て、13 年に取締役代表執行役副社長。
翌年より現職。産業競争力懇談会実行
委員長や TIA-nano 運営諮問会議議長
等も務める。また、超低電圧デバイス
技術研究組合理事長等を歴任。

専　　門　材料工学

斉藤 剛　Saito Takeshi 

所　　属　株式会社 経営共創基盤（IGPI）
職　　名　パートナー　
　　　　　取締役マネージングディレクター
主な経歴　CDI を経て産業再生機構に参画（OCC、

カネボウ元取締役）。IGPI 設立後は、
最先端技術の事業化・産業化の活動を
統括。エクスビジョン取締役、ISL ファ
カルティ。東京工業大学・カーネギー
メロン大学修士。

専　　門　技術の目利きと事業化シナリオ策定。
事業化価値の拡大加速化。

伊藤 聡　Itoh Satoshi 

所　　属　国立研究開発法人 科学技術振興機構
職　　名　研究開発戦略センター　
　　　　　特任フェロー
主な経歴　筑波大学大学院博士課程修了（工学博

士）。株式会社東芝研究主幹、文部科
学省技術参与等歴任し現職。JST イノ
ベーションハブ構築支援事業プログラ
ムマネージャ、理化学研究所計算科学
研究機構コーディネータ等を兼務。

専　　門　計算物質科学、研究・技術戦略

川合 知二　Kawai Tomoji 

所　　属　国立研究開発法人 新エネルギー・産
業技術総合開発機構

職　　名　技術戦略研究センター　センター長
主な経歴　
　　Ｓ 58　大阪大学産業科学研究所　助教授
　　Ｈ  4  大阪大学産業科学研究所　教授
　　Ｈ 16　大阪大学産業科学研究所　所長
　　Ｈ 19　大阪大学　総長補佐
　　Ｈ 22　大阪大学産業科学研究所　特任教授
専　　門　ナノサイエンス・ナノテクノロジー

吉川 和輝　Yoshikawa Kazuki 

所　　属　日本経済新聞社
職　　名　編集局　編集委員
主な経歴　1982 年日本経済新聞社入社。編集局産業部、ソウル支局勤務などの

後 1993 年から科学技術部で科学技術報道を担当。同部編集委員、科
学技術部長、日経サイエンス社長などを経て 2015 年 4 月から現職。

◆モデレーター

松本 毅　Matsumoto Takeshi 

所　　属　大阪ガス株式会社　　　　
職　　名　技術戦略部 オープン・イノベーション室長
主な経歴　1981年大阪ガス入社。研究開発部門

で従事後、日本初 MOT スクールを設
立し（株）アイさぽーと取締役 MOT 事
業本部長。2010年から現職。「オープ
ン・イノベーション協議会」幹事代理
として貢献。京都大学デザインイノ
ベーション拠点フェロー、招聘教授（阪
大）、客員教授（大阪工大）、産学連携
学会理事。

藤田 高弘　Fujita Takahiro 

所　　属　国立研究開発法人 物質・材料研究機構
職　　名　理事
主な経歴　2001 年に民間企業から物質・材料研

究機構に転籍。企画部の国際室長、総
合戦略室長等を歴任したのち、2007
年 10 月から世界トップレベル研究拠
点プログラムの国際ナノアーキテクト
ニクス研究拠点の事務部門長を務め
る。2015 年 4 月より現職。

専　　門　金属材料、複合材料
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今後プロモーションを重点化する取組み
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◆TIA-nano 概要

　　継続的イノベーションのための資源連動の仕組み

　　オープンプラットフォームの仕組み１

　　オープンプラットフォームの仕組み２

◆拠点活用 PJ、人材育成

　　低炭素社会を実現する超低電圧デバイス PJ（経産省／NEDO 2010 年度〜 2015 年度）

　　光スイッチによる超高効率光ネットワーク　光ネットワーク超低エネルギー化技術拠点

　　超低消費電力型光電子集積サーバを実現する光エレクトロニクス実装基盤技術

　　民活型オープンイノベーション拠点：つくばパワーエレクトロニクスコンステレーション（TPEC）

　　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（H22.8 〜 H27.2）

　　戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）次世代パワーエレクトロニクス　SiC 次世代パワーエレクトロニクスの統合的研究開発

　　MEMS 研究支援サービス　マイクロナノ・オープンイノベーションセンター

　　省エネを実現、電力使用量「見える化」センサ・ネットワークシステムの開発

　　ライフラインコアモニタリングシステムの研究開発

　　SIP 革新的構造材料　未活用情報を取得する先端計測技術開発 （SIP-IMASM 拠点）

　　竜巻・ゲリラ豪雨の予兆をとらえる革新的気象予測装置 - KUMODeS

　　低炭素社会を実現するナノ炭素材料実用化 PJ　ナノ炭素材料の応用基盤技術開発

　　ナノ材料科学環境拠点

　　TIA-nano の共用研究施設　装置・知識・ノウハウの共用による研究開発の促進

　　300mm ウェハのデバイス試作を支援　スーパークリーンルームステーション（SCR）

　　TIA 連携大学院

　　ナノテクキャリアアップアライアンス　Nanotech Career-up Alliance（CUPAL）

◆中核機関の推奨テーマ

　　高電力効率大規模データ処理イニシアチブ（IMPULSE）

　　NIMS　蓄電池基盤プラットフォーム（PF）

　　構造材料研究拠点

　　イノベーションハブ構築支援事業　情報統合型物質 ･ 材料開発イニシアティブ （MI2I）

　　生体・医療デバイス用超弾性ジルコニウム合金の開発

　　マイクロバンプの高さを高速・高精度に検査

　　TIA-nano ナノバイオ領域

　　KEKフォトンファクトリーの産業利用　先端研究基盤共用・プラットフォーム形成事業

　　KEKフォトンファクトリーにおける放射光利用研究と産業応用

◆連携機関から

　　つくばグローバル・イノベーション推進機構（TGI）



◆国立研究開発法人 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センター
〒 305-8569 
茨城県つくば市小野川 16-1 つくば西　
Tel. 029-862-6123　
http://www.aist.go.jp

つくばイノベーションアリーナナノテクノロジー拠点 運営最高会議事務局
https://tia-nano.jp　　

E-mail:tia-nano_info@tia-nano.jp

◆国立研究開発法人 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
〒 305-0047 
茨城県つくば市千現 1-2-1　
Tel. 029-860-4955　
http://www.nims.go.jp

イイノホール＆カンファレンスセンター４階 

Floor map Room B
ポスターセッション

意見交換会

◆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
〒 305-8571 
茨城県つくば市天王台 1-1-1　
Tel. 029-853-5891　
http://www.tsukuba.ac.jp

◆大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構
つくばイノベーションアリーナ推進室
〒 305-0801 
茨城県つくば市大穂 1-1　
Tel. 029-879-6253　
http://www.kek.jp

イイノホール
講演会

あなたが必要としている
装置の検索をサポートします。

つくば共用研究施設データベース

h t t p : / / o f t . t s u kuba - s o go t o kku . j p /


