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　つくばに拠点をおく産総研、NIMS、筑波大、KEK が推進の中核となり、経団連の協力を得て、わが

国のオープンイノベーションの推進と次世代の人材育成を推進してきました。

　「TIA-nano」は、本年 4 月に東京大学が５つめの中核機関として参加し、「TIA」として新たなスター

トを切りました。

　東京大学の参加により、新たな連携の可能性が拡大し、その研究領域もナノテクノロジーを土台に、

バイオ、医療工学、計算科学、IoT へと拡大し、産業との関わりも多様化しています。

　第 8 回シンポジウムでは、TIA の全体連携・研究領域拡大を、これまでの成果報告を交えて産学官

関係諸機関に示すこととしました。同時に開催しますポスターセッションでは、 「かけはし」の採択テー

マおよび TIA を活用する研究プロジェクトの成果を一同に紹介させて頂くことで、TIA の存在意義を、

より広くかつ強く発信いたします。

開催趣旨
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プログラム
講演会：イイノホール

ポスターセッション／意見交換会：Room A

（敬称略）

12:30 受付開始

13:00 ～ 13:05 開会挨拶

来賓挨拶

来賓挨拶

来賓挨拶

来賓挨拶

　住川 雅晴　TIA 運営最高会議長

　渡海 紀三朗　衆議院議員

　松本 英三　内閣府　大臣官房審議官 

　末松 広行　経済産業省　産業技術環境局長

　板倉 康洋　文部科学省　大臣官房審議官

13:20 ～ 13:40 基調講演１ 「ナショナルイノベーションシステムの構築に向けて」

　中鉢 良治　産業技術総合研究所　理事長

13:40 ～ 14:00 基調講演２ 「知のプロフェッショナルの育成と知の協創世界拠点の形成を目指して」

　五神 真　東京大学　総長

14:00 ～ 14:20 招待講演 1 「イノベーションを誘発する産官連携」

　荒川 公平　ゼオンナノテクノロジー株式会社　代表取締役社長
14:20 ～ 14:40 一般講演 1 「再生医療を支えるバイオマテリアルの研究開発」

　陳 国平　物質・材料研究機構　　MANA 主任研究者
14:40 ～ 14:50 休　憩
14:50 ～ 15:50 ポスターセッション／コーヒーブレイク　　（Room A）
15:50 ～ 16:10 招待講演 2 「実験、計算、計測にデータ科学を加えた材料開発手法への期待」

　　　梅村 晋　トヨタ自動車株式会社先進技術開発カンパニー基盤材料技術部長
16:10 ～ 16:30 一般講演 2 「TIA の新展開とデータ駆動科学」

　岡田 真人　東京大学　大学院新領域創成科学研究科　教授
16:30 ～ 16:50 一般講演 3 「基礎科学に根ざした計測技術を産業応用のツールへ」

　　　幅 淳二　高エネルギー加速器研究機構　素粒子原子核研究所　副所長
16:50 ～ 17:10 一般講演 4 「白金フリー燃料電池カーボン触媒実現のシナリオ」

　　　中村 潤児　筑波大学　数理物質系　教授
17:10 ～ 17:15 閉会挨拶 　岩田 普　TIA 事務局長
17:30 ～ 19:00 意見交換会 （Room A）
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2009年にスタートした「TIA-nano」は、本年4月より名
称を「TIA」に変更し、オープンイノベーション拠点の充実、
研究領域の拡大に踏み出した。中核機関として新たに東京
大学が参画し、拠点としての機能が大幅に充実した。対象
とする研究領域も、これまで培ってきた先進的ナノテクノ
ロジーを強みとしつつ、バイオや計算科学などの新領域へ
拡大している。
これまで取り組んできた研究テーマは、着実に産業化へ
と進んでいる。その筆頭であるSiCパワー半導体デバイス
では、企業による6インチ製造ラインが順調に稼働してお
り、さらに昨年度カーボンナノチューブの量産プラント操
業が開始された。これに続く研究テーマも着実に成果を上
げ、事業化が近いと期待される。
一方で今日の社会では、日常必要なモノが生活者に行き
渡り、将来必要とされるモノが何なのかが見えにくい状況
になりつつある。将来何が必要とされるのかを効率よく見
出すには、企業と大学・公的研究機関との連携が効果的で
ある。TIAでは、組織の枠を超えたオープンな連携の場を
提供し、民間企業だけでは着手しにくい課題に率先して取
り組んでいく。
今年度からの新たな取組みとして、TIA連携プログラ

ム探索推進事業「かけはし」がスタートした。これは中核5

機関の研究者が組織の枠を超えて協働する調査研究で、新
領域開拓のための戦略立案と体制構築を目指している。今
年度のテーマでは、ナノバイオや IoTといった新たな研究
領域や融合領域が含まれている。今後、産学官の多くの研
究者がここに参加することを期待する。
このように、TIA並びに産総研は組織の枠を越えた連
携を推進し、イノベーションを駆動させるオープンプラッ
トフォームとしての役割を担い、今後も多様なニーズや期
待に応えるべく活動していく。

基調講演　1　　　　　　　　　　13:20 ～ 13:40

ナショナルイノベーションシステムの構
築に向けて

基調講演　2　　　　　　　　　　13:40 ～ 14:00

知のプロフェッショナルの育成と知の協
創世界拠点の形成を目指して

中鉢 良治
Chubachi Ryoji

五神 真
Makoto Gonokami

所　　属：国立大学法人　東京大学
職　　名：総長
主な経歴：東京大学第 30 代総長。1980 年東京大学理学部卒業、1982 年同

大学院理学系研究科物理学専門課程修士課程修了。1983 年同博
士課程退学。1985 年理学博士（東京大学）。専門は光量子物理
学。1998 年東京大学大学院工学系研究科教授、2010 年同理学系
研究科教授、2012 年同副学長、2014 年同理学系研究科長を経て、
2015 年 4 月より現職。

所　　属：国立研究開発法人　産業技術総合研究所
職　　名：理事長
主な経歴：1977 年東北大学大学院工学研究科博士課程修了、ソニー株式会社

入社。2005 年同社エレクトロニクス CEO 就任。同年に取締役代
表執行役社長 兼エレクトロニクス CEO 就任、2009 年同社取締役
代表執行役副会長就任。2013 年より現職。

グローバル化が加速する中で、資源の枯渇、環境破壊、世
界金融不安、貧困など、人類全体で取り組むべき課題が顕
在化している。これらの地球規模の課題に対処するために
は、多様な人々が知恵を出し合い、それを活用し、連携協力
して行動をおこすことが必要である。それを主導する人
材、すなわち、｢知のプロフェッショナル｣を育成すること
は、東京大学の最重要な責務と考える。その原動力となる
ものは、言うまでもなく、世界的に卓越した学問である。
このような認識を具体化すべく、｢東京大学ビジョン

2020｣が策定され、｢卓越性と多様性の相互連環｣を掲げた｢
基本理念｣に加えて、研究・教育・社会連携・運営の4つの｢ビ
ジョン｣、及びそれを実現するための｢アクション｣を提示
した。この社会連携ビジョンの中での大きな柱の一つとな
るのが、｢産学官民協働拠点の形成｣である。
東京大学は2016年4月よりTIAの中核メンバーとして
参加することとしたのは、このような産学官民協働拠点形
成を目指す手段の一つである。つくばの研究機関と、東大
の柏、本郷の研究組織を強力に連携させ、東大の研究成果
を積極的に社会へ展開させていく｢つくば-柏 -本郷イノ
ベーションコリドー （TKHiC）｣（東大フューチャーセン
ター内に準備室設置済）を形成し、産学官民の密な交流に
より、新しい学融合研究領域を発信できるハブ機能を確立
したいと考えている。
すでに東京大学では、TIAにおいて、ナノバイオ計測

とバイオマス研究、計算物質科学、マテリアルインフォマ
ティクスのためのデータ駆動科学、等のテーマ研究を推進
しているのに加え、産総研OIAの東大拠点としての『産総
研－東大OPERANDO-OIL 』も6月に発足した。
また、このような動きに対応する形で、東大内で機動的
に研究教育を行える体制として、部局間連携機構の第一号
である｢マテリアルイノベーション研究センター｣を発足
させた。今後は相互のクロスアポイントメント活用、若手
教員・学生の交流活性化により、真の｢産学官民協働拠点の
形成｣が実現できると確信している。
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所　　属：ゼオンナノテクノロジー株式会社
職　　名：代表取締役　社長
主な経歴：1983 年日機装（株）にて CNT の気相流動法を発明、2006 年日本ゼオン（株）にて、NEDO に
 参画、産総研との共同研究で、スーパーグロース法 CNTの連続製法を確立し、昨年スーパー

グロース法の量産プラント建設。

所　　属：トヨタ自動車株式会社
職　　名：部長
主な経歴：昭和 61 年 4 月 トヨタ自動車株式会社入社。材料技術部に配属。

その後　生産技術部門等を経て、平成 22 年 東富士研究所にて先端・先行開発に従事。
平成 26 年１月材料技術統括室 室長。
平成 28 年４月より現職。

招待講演　1 14:00 ～ 14:20

イノベーションを誘発する産官連携
荒川 公平
Arakawa Kohei

一般にイノベーションが大企業の中で起こりにくくなっていると言う印象を持っている人が多い。大企
業の組織では、提案がなかなか承認されず、夢を実現できないと考えて、退職し起業する人材さえも最近は
増えている。起業という事は奨励すべきことではあるが、優秀な人材や資金の余裕が有る大企業でこそイノ
ベーションを起こすリソースは揃っているはずである。しかし何故出来ないのか、何が障害になっているの
か、大企業でイノベーションが継続的に起こる条件とは何かを考えることは意味が有る。

2006年からスタートした、NEDOのカーボンナノチューブキャパシタプロジェクトでは、産総研で発明
したスーパーグロース法のカーボンナノチューブ（以下SGCNT）の量産技術を産総研と日本ゼオンとの共
同研究で仕上げ、結果的に2015年に日本ゼオンに於いてSGCNTの量産工場建設に至った。
また、SGCNTの出口製品開発をNEDO助成事業で行ったが、それも量産工場建設にまで至っている。

SGCNTと言うとてつもなくポテンシャルが高く、応用範囲の広い材料であるからという事もあるが、それ
だけでは説明が出来ない。
今回のSGCNTの例に於いて、企業単独では事業化できなかったものが、産官連携で何故事業化が出来た

のか、産官連携の進め方や企業側の条件を探ってみたい。
SGCNT以外にも国の研究機関にはポテンシャルの高い技術シーズが有る。それが、イノベーションに繋

がる条件への示唆になればと考えている。

招待講演　2 15:50 ～ 16:10

実験、計算、計測にデータ科学を加えた材料開発手法への期待
梅村 晋
Umemura Susumu

弊社はトヨタ環境チャレンジ2050を公表し、積極的に環境対策に取り組むことを宣言した。中でも走行
時のCO2削減に向けた「軽量化」「電動化」が益々重要となり、IT技術との融合が必然となったクルマの「知
能化」は今後の自動車社会を大きく左右すると考える。
「軽量化」は単なる部品単位での材料置換に留まらず、抜本的な構造改革を必要とし、接着・接合技術が要
となる。「電動化」は車両としてのエネルギーマネジメントだけでなく、社会全体のエネルギーマネジメント
システムの構築に繋がる面もある。更に「知能化」は新価値（ex.快適室内空間）の創出に繋がると期待される。
従来の材料開発は、試作評価⇔現象解析のサイクルを廻すことで進められてきたが、今後は情報科学

（データマイニング等）を加えることで開発のスピードアップや革新材料の創製につながると期待される。
特に近年注目されているマテリアルズ・インフォマティクスへの期待は大きく、実践を通じてデータを操る
力を習得することが重要となる。
放射光や電子顕微鏡に代表される先端計測技術はデータ生成の重要なファクターであり、開発加速と新
材料創製に欠かせない重要なツールである。計測データと実験データをうまく組み合わせる事で構造化され
たデータベースを構築することが必要となる。データベースはオープン化することが望まれるが、情報公開
に関する懸念点も依然として多く、実現の為には制度の整備や仕組み作りを早急に行うことが求められる。
目指すべきビジョンを明確に描き、P（Plan）D（Do）C（Check）A（Action）のサイクルを確実に廻しな

がらビジョンを進化させる事がオールジャパンに求められている。
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一般講演　1 14:20 ～ 14:40

再生医療を支えるバイオマテリアルの研究開発
陳 国平
Chen Guoping

再生医療には、細胞、足場材料、および細胞成長因子という3つの要素が含まれる。これらを単独あるいは複
数組み合わせて利用することで、組織・臓器を再生させる。足場材料に用いられるバイオマテリアルは、細胞の
接着、増殖、分化、マトリックス産生などの機能を制御し、組織・臓器再生の場を提供する。バイオマテリアルと
して、足場材料は再生医療の実用化に向けて非常に重要であり、国内外で盛んに研究開発が行われている。

一般講演　２ 16:10 ～ 16:30

TIA の新展開とデータ駆動科学

所　　属：国立研究開発法人　物質・材料研究機構
職　　名：MANA 主任研究者
主な経歴：1997 年 京都大学大学院工学研究科博士課程修了　博士（工学）、産業技術総合研究所主任研究員、

物質・材料研究機構主幹研究員、グループリーダー、主任研究者、ユニット長を経て、2016 年か
ら現職。筑波大学連係大学院教授（併任）。

一般講演　3 16:30 ～ 16:50

基礎科学に根ざした計測技術を産業応用のツールへ

一般講演　4 16:50 ～ 17:10

白金フリー燃料電池カーボン触媒実現のシナリオ

岡田 真人
Okada Masato

TIAの研究領域はナノテクノロジーを土台に、バイオ、医療工学、計算科学と拡大し、産業との関わりも
多様化している。この多様化するTIAを支える学理の一つがデータ駆動科学である。データ駆動科学とは、
データの背後にある潜在的な科学的知見の抽出に関する、学問分野に依存しない普遍的枠組みである。本講
演では、データ駆動科学とそのキーテノロジーであるスパースモデリングを紹介する。

幅 淳二
Haba Junji

加速器を使った基礎科学研究の分野では、ビームの性能（エネルギー、強度、質）や事象の観測装置の性能
が、科学成果の競争力をほぼ決定づけてしまうため、その向上のためにこれまでも多数の研究者による大き
な努力が払われてきた。こうした開発は、いわば採算を度外視したF-1車の開発と見ることができる。これら
の技術は、やがて成熟度を高めて、規模の小さい科学計測や医療・産業分野の計測技術など（いわば高級車ク
ラス）にまず適用され、そのうちのさらに確立された技術は一般をターゲットとした製品（大衆車）として、
世にもたらされることになる。本講演ではそうした、基礎科学研究が社会と関わる、別の側面を紹介する。

中村 潤児
Nakamura Junji

燃料電池自動車の本格普及には、触媒として使われる高価で希少な白金を代替する材料の開発が必須で
ある。現在、白金と同様な触媒性能を示す窒素ドープカーボンの研究が世界中で白熱している。ドープ窒素
には種々の形態があるが、我々はピリジン型窒素種が触媒活性を示すことを明らかにし本年Science誌にて
発表した。この成果を触媒設計指針の基礎とし、TIA連携研究を通して、触媒開発をさらに進めている。

所　　属：国立大学法人　東京大学
職　　名：教授
主な経歴：1985 年 大阪市立大学理学部卒業、1987 年大阪大学大学院理学研究科博士前期課程修了。同年 

三菱電機（株）入社。1991 年 大阪大学大学院基礎工学研究科博士後期課程退学。2004 年 7 月よ
り現職。

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：副所長
主な経歴：1984 年 京都大学大学院理学研究科ののち、大阪大学理学部助手を経て、高エネルギー物理学研究

所物理研究部助教授。2003 年 高エネルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所 教授。2009 年 
東北大学大学院理学研究科連携講座教授併任。同年  高エネルギー加速器研究機構 先端加速器推進
部測定器開発室長併任。2013 年 高エネルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所 副所長。

所　　属：国立大学法人　筑波大学
職　　名：教授
主な経歴：北海道大学大学院博士課程修了、米国 Indiana 大学、Washington 大学博士研究員、筑波大学講師、

助教授を経て現職。活動：触媒学会と日本表面科学会を中心に触媒化学と表面科学の融合を推進。
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ポスターセッション 14:50 ～ 15:50

● TIA-nano から TIA へ
● 第 8 回 TIA シンポジウム　ポスターセッションのご案内
● TIA 連携プログラム探索推進事業「かけはし」
● 2016 年度「かけはし」採択リスト
● レクチン利用技術開発プロジェクト
● マスカスタマイゼーションを指向した気－液反応用触媒・装置開発のための調査研究
● TIA 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 ウェハのナノ構造・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）
● 低電力・耐環境を実現する原子スイッチ FPGA の開発
● 次世代スマートデバイス開発プロジェクト
● シリコンフォトニクスによるネットワークの超低消費電力化に向けた集積デバイス開発
● 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）
● 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
● 超電導技術開発における日本式オープンイノベーションと ASCOT
● NEDO プロジェクトによる高温超電導実用化の促進技術開発
● 繁殖成績向上のための牛用ウェアラブルセンサの開発
● 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
● ナノ炭素材料の分散体評価技術の開発とカーボンナノチューブ革新的複合材料の開発
● Nanotech Career-up Alliance （CUPAL） ナノテクキャリアアップアライアンス
● 放射性物質による汚染土壌等の減容及び再資材化の方向性の検討
● 2 次元遷移金属カルコゲナイド結晶の高品位化に向けた調査研究
● 蓄電池基盤プラットフォーム
● ナノ材料科学環境拠点（GREEN）
● NIMS 拠点紹介（機能性材料研究拠点）
● NIMS 拠点紹介（構造材料研究拠点）
● NIMS 拠点紹介（情報統合型物質・材料研究拠点）
● 排熱を刈り取る低コスト熱発電素子
● ”サービス工学×ビッグデータ” のイノベーション・アリーナ形成
● 光応答性材料を介した光照射による iPS 細胞の分化操作
● TIA 連携大学院
● TIA ナノバイオ
● つくばから世界へ～イノベーションを創出
● 簡単・便利な超伝導計測―100 倍精度の計測を非専門家の手で
● 加速器総合技術インターンシップの構築
● 自由電子レーザーの産業化に向けた技術および国際動向の調査研究
● 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利用
● KEK フォトンファクトリーの将来計画「KEK 放射光」と TIA 連携への期待
● 戦略的イノベーション創造プログラム 革新的構造材料 先端計測拠点（SIP-IMASM）の進展
● 次世代ナノバイオテクノロジー創成 
● タンパク質１分子　ー動態計測のフロンティアと今後の可能性ー
● 藻類バイオ 3000 株の機能性試験とセルフメディケーション時代の新市場開拓
● 七色クロレラと機能性不飽和脂肪酸を創り出す微細藻類の重イオンビーム育種
● TIA かけはし：計算科学とデータ科学の連携による実験データ高度解析手法の開発（2 枚）
● TIA の IoT 研究と物流への応用（2 枚）
● スーパーグロースカーボンナノチューブ量産実証プラント　～量産工場完成 / 稼働へ…～



TIA 事務局
〒 305-0053
茨城県つくば市小野川 16-1 つくば西
TEL : 029-862-6123
https://www.tia-nano.jp
E-mail: tia_info@tia-nano.jp

つくば駅前オフィス
〒 305-0031
茨城県つくば市吾妻 1-10-1
つくばイノベ－ションプラザ内
TEL : 029-846-6120
 　　（月～金　9:00 ～ 17:00）

柏の葉キャンパス駅前オフィス
〒 277-0871 
千葉県柏市若柴 178-4-4
東京大学柏の葉キャンパス駅前
サテライト 207 号室
TEL : 070-6936-3064

イイノホール＆カンファレンスセンター４階

Floor map

Room A
ポスターセッション

意見交換会

イイノホール
講演会


