
第5回　T I A - n a n o 公 開 シ ン ポ ジ ウ ム

2014年9月3日 水 10:00　19:00 9:30開場
イイノホール＆カンファレンスセンター 4階 （千代田区内幸町）

主催  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）

後援  一般社団法人つくばグローバル・イノベーション推進機構

               

我が国の
イノベーションシステム構築に
TIA-nanoの果たすべき役割　　

□お問い合わせ

TIA-nano 運営最高会議事務局　http ://tia-nano.jp

独立行政法人 産業技術総合研究所

独立行政法人 物質・材料研究機構

国立大学法人 筑波大学

大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構

一般社団法人 日本経済団体連合会

A4 左綴じ　表紙 -裏表紙
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開催趣旨

□ INDEX

開催趣旨

プログラム

第一部                 
TIA-nanoの成果と科学技術イノベーションにおけるその意義
－－－総合科学技術・イノベーション会議、FIRST、そしてTIA-nano－－－

第二部                 
TIA-nano ５年の歩み、そして新たなステージへ

パネルディスカッション
我が国のイノベーションシステム構築にTIA-nanoの果たすべき役割

ポスターセッション
TIA-nano拠点を活用するプロジェクトの研究成果発表
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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が中核機関となり共同で運営する、日本最大

のナノテクノロジー研究拠点です。日本経済団体連合会（経団連）の協力のもと、21世紀の

ナノテクノロジー産業の創出を目指して、産官学が協同して最先端研究とその産業化および

人材開発に取り組んでいます。

　2014年6月24日に閣議決定された「科学技術イノベーション総合戦略2014」において科学

技術イノベーションが取り組むべき課題として「分野横断技術による産業競争力の強化」が挙

げられ「デバイス・センサや新たな機能を有する先進材料を開発するためのナノテクノロ

ジー」がその推進力のひとつにあげられる中、TIA-nanoの果たすべき役割、産業界からの

TIA-nanoへの期待はますます大きくなっています。

　本シンポジウムは、「我が国のイノベーションシステム構築にTIA-nanoの果たすべき役割」

をテーマとして掲げ、第一期中期計画5年間の成果を発表するとともに、これからの方向性や

新たな取り組みを紹介します。また、TIA-nano中核機関の長と総合科学技術会議議員および

産業界の代表によるパネルディスカッションでは、TIA-nanoの果たすべき役割についての

議論を行います。

　一方、同時に開催するポスターセッションでは、FIRSTをはじめとしたTIA-nanoを活用する

研究プロジェクトの成果を一同に紹介いたします。
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9:30 　  　  受付開始

10:00－10:05　  来賓挨拶   　

10:05－10:10　  来賓挨拶（文部科学省）

10:10－10:15　  来賓挨拶（経済産業省）

第一部                 
TIA-nanoの成果と科学技術イノベーションにおけるその意義
－－－総合科学技術・イノベーション会議、FIRST、そしてTIA-nano－－－

10:15－10:45　  基調講演　科学技術・イノベーション政策（仮題）
 　        久間和生　総合科学技術・イノベーション会議 議員

10:45－11:１5　  成果報告１　FIRSTプロジェクト  炭化珪素(SiC) 革新パワーエレクトロニクスの研究開発
　　　　　　   木本恒暢　同プロジェクト中心研究者／京都大学大学院工学研究科 教授

11:15－11:45　  成果報告２　FIRSTプロジェクト  グリーン・ナノエレクトロニクスのコア技術開発
　　　　　　　横山直樹　同プロジェクト中心研究者／株式会社富士通研究所 フェロー

11:45－12:15　  成果報告３　TIA-nano共用装置活用における成果
　　　　　　　小出康夫　物質・材料研究機構 中核機能部門長／同 低炭素化材料設計・創製ハブ拠点 副拠点マネージャー

プログラム

第二部                   

TIA-nano ５年の歩み、そして新たなステージへ

13：30－14：00    科学技術から産業への架け橋－TIA-nanoの研究テーマ
　　　　　　　 金山敏彦　産業技術総合研究所 副理事長／同 TIA推進本部長

14：00－14：30    TIA-nanoにおける企業連携の仕組み－TPEC、NOICの事例と今後の発展
 　　     曽根純一　物質・材料研究機構 理事

14：30－15：00    「つくば」からはばたく未来のナノテクリーダー
　　　　　　   吉川　晃　筑波大学 副学長・理事

15：00－15：30    TIA-nanoが挑む新領域－計測技術とナノバイオ
　　　　　　　 野村昌治　高エネルギー加速器研究機構 理事

　

 

パネルディスカッション   

 我が国のイノベーションシステム構築にTIA-nanoの果たすべき役割

16:00－16:25　  パネリストによるショートプレゼンテーション

16:25－17:15 　 フリーディスカッション

　　　　　  　 橋本和仁　総合科学技術・イノベーション会議 議員／ 東京大学大学院工学系研究科 教授
               阿部剛士　インテル株式会社 取締役 兼 副社長 執行役員、技術開発・製造技術本部  本部長 
                                 中村道治  科学技術振興機構 理事長／つくばグローバル・イノベーション推進機構 機構長　
                                 住川雅晴　TIA-nano運営諮問会議 議長／株式会社日立製作所 顧問／
                                             産業競争力懇談会（COCN）実行委員長

                             中鉢良治　産業技術総合研究所 理事長
　　　　　　　　    潮田資勝　物質・材料研究機構 理事長
　　　　　　　　    永田恭介　筑波大学 学長
　　　　　　　　     鈴木厚人　高エネルギー加速器研究機構 機構長

　　　　　　　　　 岩田　普　TIA-nano事務局長／産業技術総合研究所 ＴＩＡ推進本部 審議役

17:15－17:20　  閉会挨拶

17:30－19:00　  意見交換会　（イイノカンファレンスセンター Room B）

ポスターセッション

TIA-nano拠点を活用するプロジェクトの研究成果発表
時間　12：00－16：00  （コアタイム 12：15－13：30、15:30－16：00）

会場　イイノカンファレンスセンター Room A　

パネリスト

モデレーター

＊会場レイアウトはP12をご参照ください

Ｐ2-Ｐ3
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第一部                 

TIA-nanoの成果と科学技術イノベーションにおけるその意義
－－－総合科学技術・イノベーション会議、FIRST、そしてTIA-nano－－－

［学歴］1972年 東京工業大学工学部電子工学科卒業、1977年 同大学大学院博士
課程電子物理工学専攻修了、工学博士

［経歴］1977年 三菱電機（株）入社、中央研究所（現先端技術総合研究所）勤
務、光ファイバセンサ、化合物半導体光デバイス、光ニューロチップ、人工網膜
チップ、画像処理システムなどの研究開発と事業化を推進。2003年 先端技術
総合研究所所長、2006年 常務執行役開発本部長、2010年 専務執行役半導
体・デバイス事業本部長、2011年 代表執行役副社長、2012年常勤顧問、
2013年より内閣府総合科学技術会議議員(常勤)、現在に至る。IEEE、OSA、
応用物理学会、電子情報通信学会、SICEフェロー。日本工学アカデミー会員。

科学技術・イノベーション政策（仮題）

久間和生  Kazuo Kyuma
総合科学技術・イノベーション会議議員

□基調講演

木本恒暢  Tsunenobu Kimoto
京都大学大学院工学研究科電子工学専攻 教授

［学歴］1988年 京都大学大学院工学研究科電気工学第二専攻修士課程修了
1996年 京都大学、工学博士

［経歴］1988年 住友電気工業（株）入社。1990年 京都大学工学部助手、スウェー
デン国リンチョピン大学物理学科客員研究員、1998年 京都大学大学院工学
研究科電子物性工学専攻 助教授を経て、2006年より現職。2010－2014年
内閣府最先端研究開発支援（FIRST）プログラム中心研究者。
1990年以降、一貫してSiC半導体の研究に取り組み、SiCに関する国際学術
論文350件以上、被引用件数5000件以上、国際会議発表300件以上、出願特許
80件以上。電子情報通信学会業績賞、SSDM Paper Award、IEEE Electron 
Device Society、MSFK Award、市村学術賞、市村産業賞など受賞多数。
［専門］電気電子工学

□成果報告_1

FIRSTプロジェクト

  炭化珪素(SiC) 革新パワーエレクトロニクスの研究開発

FIRSTプロジェクト

グリーン・ナノエレクトロニクスのコア技術開発

横山直樹  Naoki Yokoyama
株式会社富士通研究所 フェロー

［学歴］1973年大阪大学大学院基礎工学研究科修了、1984年 工学博士 

［経歴］1973年（株）富士通研究所入社。化合物半導体デバイス、量子効果デバ
イス、ナノテクノロジー等の研究開発に従事。1991年 機能デバイス研究部長、
1999年 主席研究員を経て、2000年 富士通研究所フェロー兼ナノテクノロジー研
究センター長。2010年４月、産業技術総合研究所グリーン・ナノエレクトロニクスセ
ンター連携研究体長に就任しFIRSTプロジェクトを推進。2014年４月より現職。産
業技術総合研究所研究顧問を兼務。2013年よりCREST/さきがけ複合領域副研
究総括。IEEE Fellow、電子情報通信学会フェロー、応用物理学会フェロー。

□成果報告_2

小出康夫  Yasuo Koide 
物質・材料研究機構 中核機能部門 部門長

［学歴］1988年 名古屋大学、工学博士

［経歴］1987年 名古屋大学工学部電子工学科助手、1988年 同大学院結晶材料
工学専攻助手、1993年 京都大学工学部金属加工学科助教授、1995年 同大学
院材料工学専攻助教授を経て、2002年より物質・材料研究機構主席研究員。
2006年 同機構グループリーダーを経て2014年4月より現職。光・電子材料ユニッ
トワイドギャップ機能材料グループ グループリーダー、材料情報ステーション ス
テーション長、微細加工プラットフォーム プラットフォーム長、低炭素化材料設計・
創製ハブ拠点 副拠点マネージャーを兼任。種々半導体材料の結晶成長・微細加
工・デバイス開発に従事。

［専門］電子材料工学、光電子デバイス工学、ナノマイクロ加工学

□成果報告_3

TIA-nano共用装置活用における成果
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科学技術から産業への架け橋－TIA-nanoの研究テーマ TIA-nanoにおける企業連携の仕組み－TPEC、NOICの事例と今後の発展

金山敏彦  Toshihiko Kanayama
産業技術総合研究所 副理事長／TIA推進本部長

 わが国の科学技術イノベーション総合戦略においては、国際的イノベーションハブの重要

性が強く指摘されている。TIA-nano第１期では、大型研究施設の整備や利便性向上など技

術プラットフォームの確立に取り組み、大きな成果につなげることができた。本講演では、

TIA-nanoの研究コア領域それぞれの主要成果を紹介するとともに、第2期で取り組むべき

産業への架け橋について議論する。

　ナノエレクトロニクスコア研究領域では、スーパークリーンルーム（SCR）などを活用して、

Si集積回路技術と新材料（原子移動型スイッチ、超格子相変化材料など）との融合による超

低消費電力デバイスの研究開発、Siフォトニクス技術による情報伝送の高効率化、革新的

半導体製造プロセスの技術開発などに取り組んできた。国内産業が厳しい状況において、

これらの成果を産業へと結び付けることが今後の課題である。

　パワーエレクトロニクスのコア研究領域では、炭化珪素（SiC）半導体材料を用いて、高効

率電力変換を実現する先進パワーデバイスの研究開発を進めている。3インチ径のSiC

ウェーハを用いたデバイス作製技術を確立し、SiCインバーターなどの製品実証のためにサ

ンプルを共同研究企業に供給して、SiCパワー半導体の実用化を推進している。

　カーボンナノチューブ（CNT）コア研究領域では、産総研が確立した大量合成技術「スー

パーグロース法」に基づいて、企業による単層CNT量産の事業化が実現の運びである。ま

た、CNTの有害性評価手法や作業環境の簡易な計測手法等にも取り組み、その成果を「リ

スク評価書」として公表している。

　N-MEMSコア研究領域では、N-MEMSデバイスの低コスト・量産技術の確立に向けて、

圧電MEMSデバイス技術、超低消費電力無線MEMSセンサー技術、ウェーハ常温接合技

術、ナノインプリント技術の研究開発を進めると共に、MEMS試作ファンドリー（受託試作、

試作指導）などによる成果普及を通してMEMS技術の橋渡しにも取り組んでいる。

　ナノグリーンコア研究領域では、NIMSが蓄積した環境・エネルギー材料技術を核とし

て、蓄電・発電材料の先端研究に、企業と共に取り組んでいる。

　第2期では、研究領域間の融合と実用化への展開を産業界と一緒に推進するとともに、

新しい技術の芽をしっかり育成

していくことで、新産業の創出と

我が国の産業競争力の強化に

貢献していきたい。

曽根純一  Junichi Sone
物質・材料研究機構 理事

　ナノテクの研究開発は高度化、複合化、学際化しつつあり、専門分野の異なる研究者の

集結が必要となっている。このような中、オープンイノベーションと呼ばれる産官学の研究者

が単一拠点に集結する新しい研究開発の仕組みが欧米を中心に台頭しており、TIAにお

いてもオープンイノベーションを実行する日本の産官学連携の拠点を目指し、活動を加速し

ている。その代表例として、産総研が中心となりパワーエレクトロニクスの研究を実行する

TPEC（Tsukuba Power Electronics Constellations）とNIMSが中心となり環境・エネル

ギー分野の研究を実行するNOIC（NIMS Open Innovation Center）の紹介を行う。

　TPECではSiCエレクトロニクスに関し、材料、プロセス、デバイス、応用技術までをカバー

し、単なる従来技術の改良ではなく、パワーエレクトロニクスの世界を変革するイノベーショ

ンの創出を目的とする。現在、産総研と個別契約を結ぶ形で30の企業がTPECに参画して

いる。TPECで共同開発されたチップは、各社が個別にデバイス、モジュール、部品、システ

ム製品レベルで応用実証試験の研究に利用できる。TPECでは、パワエレ分野の人材育成

にも積極的に関わっており、2013年4月にパワエレ寄付講座・連携講座を開講し、学生や社

会人学生が上記拠点に常駐し、研究活動を実施している。

　NOICでは会員制のコンソーシアム方式による産官学連携の形を取っている。現在、企業

12社と大学、公的研究機関4者が、2012年に竣工したNIMSのナノグリーン棟を中心に結

集し、電池材料、熱エネルギー変換材料、磁性エネルギー変換材料の研究活動を進めてい

る。原子、分子レベルでの材料評価、計測、制御が可能な先端設備を駆使して、上記材料の

高度な基盤技術の構築、1社では困難なハイリスクの将来デバイス開発への挑戦を行って

いる。

第二部                 

TIA-nano ５年の歩み、そして新たなステージへ
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「つくば」からはばたく未来のナノテクリーダー

吉川 晃  Akira Yoshikawa
筑波大学 副学長・理事

　人材育成に関しては、産業界を含めたTIA連携大学院のネットワーク基盤を形成するこ

とが計画され、マルチメンター制（複数指導制）などによって、指導教員の枠を超えた「共鳴

場」での未来のナノテクリーダーの育成を進めることができた。

具体的な取り組みとしては、筑波大学を中心に、3つの事業が展開されてきた。サマー・

オープン・フェスティバルは、2014年には第2回が開催され、約2ヶ月にわたって、８つの学習

プログラムと２つのシンポジウムに、のべ900人（見込み）の参加者が、国内外から分野を超

えて集まり、既につくばの夏の風物詩となりつつある。パワーエレクトロニクス寄付講座は、富

士電機、トヨタ自動車・デンソーのご協力により発足し、産総研からの専門家と併せて、パワー

エレクトロニクスを体系的に修得させるコースが開設された。つくばナノテク拠点産学独連携

人材育成プログラム（オナーズプログラム・文部科学省特別経費）では、海外武者修行（3～

4ヶ月短期留学）を含めて、「共鳴場」によって次世代リーダー人材の育成に著しい成果（JSPS

特別研究員14人、さきがけ研究者1人）を上げることができた。

　「共鳴場」による人材育成の成功例として、指導教員に加えて連携コーディネータの助言

により、広島大学・東北大学、産総研・NIMS・理研（SPring-8）、トヨタグループの協力を得

て研究を推進し、更にフランスNeel研への短期留学を経て、磁性結晶Fe4Nの特性評価や

応用に関する7件の論文発表を達成した博士課程学生の事例がある。

　今後の展望としては、産総研を中心に申請中の「ナノテクキャリアアップアライアンス」事

業が採択されれば、TIA-nano4機関に全国のコンソーシアム参加機関が加わる新たな「共

鳴場」が形成され、ナノテク研究人材・技術支援人材の育成の観点から、一段とパワーアッ

プしうる。また、TIA連携大学院による人材育成を更に深化させる取り組みも、次期の重要

な課題である。

TIA-nanoが挑む新領域－計測技術とナノバイオ

野村昌治  Masaharu Nomura
高エネルギー加速器研究機構 理事

　TIA-nanoでは様 な々新物質や新しいデバイスが開発され、実用化されている。物質はそ

の物性を発現する機構を理解することで様 な々環境下における状態変化を予測し、製品の

信頼性を確保できる。また物質の調製過程を理解することで、必要とする物質のみを効率

的に作ることが可能になる。これらの研究環境の一端を共用施設が担い、光量子は従来も

重要なプローブであったが、従来のコア研究領域とコアインフラの間に、計測技術コアを設

け、新素子・新材料を活用し、より高性能・省エネ・小型の光量子発生技術開発、より高い位

置分解能、より高いエネルギー分解能を持つなど新しいセンシング技術開発ならびにそれ

らの利用研究の高度化を４機関の連携のもとで進めることで、新しい計測技術とそれらに

基づく新しい科学・技術を生み出すことをめざす。

　ナノテクノロジーの一つの極地は生体分子であり、筑波大学、筑波大学附属病院と

TIA-nanoを構成する３機関を中核として連携して新たにナノバイオ連携拠点を構築する。

ここでは、これまでTIA-nanoで開発してきたナノ技術、解析技術を活用し、国内外の大学、

研究機関と協力して、N-MEMS技術を活用した細胞機構解析のためのバイオデバイス開

発、バイオナノ粒子の特徴を活かした薬物輸送システムの開発等により、細胞再生医療、が

ん、慢性腎臓病、歯周病等に対するナノ医療/スマートヘルスケアの実現、これらを担う次

世代人材の育成を進める。

　いずれの領域においても、４機関を中心として、教育、基礎研究から応用研究、医療と

バックグラウンドの異なる研究者が刺激し合い、新しい発想を生むことがつくばの地の特徴

を活かすことであり、TIA-nano、日本の発展を支える開発・研究を加速度的に発展させるこ

とをめざす。

第二部                 
TIA-nano ５年の歩み、そして新たなステージへ

オナーズプログラムの共鳴場の例
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パネルディスカッション

我が国のイノベーションシステム構築にTIA-nanoの果たすべき役割

□パネリスト

□モデレーター

橋本和仁  Kazuhito Hashimoto
総合科学技術・イノベーション会議 議員／産業競争力会議 議員／日本学術会議 会員／
東京大学大学院工学系研究科 教授

［学歴］1980年 東京大学大学院理学系研究科修士修了、1985年 理学博士
［経歴］1997年 東京大学先端科学技術センター教授、2004～2007年 同所長、2004年 同大学大学院工学系
研究科教授。専門分野：物理化学。受賞：内閣総理大臣賞、恩師発明賞、日本化学会賞など。研究プロ
ジェクト：科研費特別推進統括責任者、JST/ERATO統括責任者、NEDOプロジェクトリーダーなどを歴任。

阿部剛士  Tsuyoshi Abe
インテル株式会社 取締役 兼 副社長執行役員 技術開発・製造技術本部 本部長 

［学歴］2009年 芝浦工業大学大学院理工研究学科地域環境システム専攻、博士（技術経営）
［経歴］1985年 インテルジャパン（株）入社。フィールド･アプリケーション･エンジニア、広報室室長、イ
ンテル・アーキテクチャー技術本部本部長、マーケティング本部本部長、技術開発・製造技術本部本部
長、取締役 技術開発・製造技術本部本部長を経て 2012 年より現職。 
［専門］電気工学、技術経営

中村道治  Michiharu Nakamura
科学技術振興機構 理事長／つくばグローバル・イノベーション推進機構 機構長

［学歴］1967年 東京大学大学院理学系研究科（物理）修士課程修了
［経歴］（株）日立製作所中央研究所に入所し、Ⅲ－Ⅴ族化合物半導体デバイスの研究開発に従事。分布帰
還形半導体レーザーの先駆的研究や高信頼長波長半導体レーザーの開発に貢献。同社中央研究所長、研
究開発本部長、執行役副社長、取締役等を歴任。2011年10月に（独）科学技術振興機構 理事長に就任し
現在に至る。2013年より、つくばグローバル・イノベーション推進機構 機構長も務める。

住川雅晴  Masaharu Sumikawa
TIA-nano運営諮問会議 議長／株式会社日立製作所 顧問／ 
産業競争力懇談会（ＣＯＣＮ）実行委員長

［学歴］1972年 東京大学大学院精密機械工学博士課程修了、工学博士
［経歴］1972年 （株）日立製作所入社、同社専務、副社長を経て、2006年 （株）日立プラントテクノロジー
社長に就任。2010年 同社取締役会長、（株）日立製作所取締役を兼任し、2012年より現職。

潮田資勝  Sukekatsu Ushioda
物質・材料研究機構 理事長
［学歴］1969年 米ペンシルバニア大学、理学博士
［経歴］米カリフォルニア大学アーバイン校教授、東北大学電気通信研究所教授、北陸先端科学技術大学
院大学学長を経て、2008年 物質・材料研究機構フェローおよびナノテクノロジー拠点長に就任、2009年
より現職。国際純粋・応用物理学連合（IUPAP）前会長。東北大学名誉教授。北陸先端科学技術大学院
大学名誉教授。金沢工業大学客員教授。
［専門］固体表面物性

中鉢良治  Ryoji Chubachi
産業技術総合研究所 理事長

［学歴］1977年 東北大学大学院工学研究科博士課程修了、工学博士
［経歴］ソニー（株）執行役員、同執行役員常務、同業務執行役員上席常務、同執行役副社長COO、同エレ
クトロニクスCEO、同取締役代表執行役社長兼エレクトロニクスCEO、同取締役代表執行役副会長を経
て、2013年より現職。
［専門］資源工学

永田恭介  Kyosuke Nagata
　筑波大学 学長

［学歴］1981年 東京大学、薬学博士
［経歴］国立遺伝学研究所分子遺伝研究系助手、東京工業大学生命理工学部助教授、東京工業大学大学
院生命理工学研究科助教授、筑波大学基礎医学系教授、筑波大学大学院人間総合科学研究科教授、筑波
大学学長特別補佐兼務、 筑波大学医学医療系教授、筑波大学学長特別補佐を経て2013年より現職。
［専門］分子生物学

鈴木厚人  Atsuto Suzuki
高エネルギー加速器研究機構 機構長

［学歴］1974年 東北大学、理学博士 
［経歴］高エネルギー物理学研究所助教授、東北大学理学部教授、東北大学大学院研究科長、ニュートリ
ノ科学研究センター長、2005年 東北大学副学長を経て、2006年より現職。
［専門］ニュートリノ科学、高エネルギー物理学

岩田 普  Hiroshi Iwata
TIA-nano事務局長／産業技術総合研究所 TIA推進本部 審議役

［学歴］1983年 東京大学大学院理学系研究科修士修了。2008年 筑波大学、工学博士
［経歴］日本電気（株）入社、中央研究所にて半導体レーザーの研究開発、研究企画戦略立案に従事。2008
年より産業技術総合研究所勤務。「TIA-nano」設立・運営に従事し、拠点型産学官連携を推進。
TIA-nano事務局長。
［専門］光半導体技術、ナノエレクトロニクス、研究開発マネージメント 
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ポスター名

つくばから未来の産業へ ─ 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)

数字で見る TIA-nano ─ 2010 年～ 2013 年の実績

TIA-nano が取り組む重点領域

TIA-nano の沿革

TIA-nano が挑む新領域 ─ 計測技術とナノバイオ

内閣府 最先端研究開発支援プログラム（FIRSTプログラム）　ナノグリーン・ナノエレクトロニクスのコア技術開発 

内閣府 最先端研究開発支援プログラム（FIRSTプログラム）　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

内閣府 最先端研究開発支援プログラム（FIRSTプログラム）　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

「超低消費電力型光エレクトロニクス実装システム技術開発」の推進

低炭素社会を実現する超低電圧デバイスプロジェクト　SOTB と BEOL デバイスで低電圧化限界に挑む

光ネットワーク超低エネルギー化技術拠点～大規模実証実験テストベッドとシリコンフォトニクス光スイッチ～

ミニマルファブ　最小の製造単位を持つ半導体集積回路工場

次世代半導体微細加工技術・評価基盤技術の開発　EUV マスク検査技術開発

次世代半導体微細加工技術・評価基盤技術の開発　EUV レジスト材料技術開発

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 ; 全体概要

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 ; 技術成果

つくばパワーエレクトロニクスコンステレーション ─Tsukuba Power Electronics Constellations(TPEC)─

内閣府 最先端研究開発支援プログラム（FIRST プログラム）　マイクロシステム融合研究開発

省エネ実証に入った革新的センサ・ネットワークシステムの開発

ナノ材料科学環境拠点 (GREEN)～産学が連携し、環境技術の基礎基盤的研究を推進する研究拠点へ～

低炭素研究ネットワーク ─ 低炭素化材料設計・創製ハブ拠点

NIMSオープンイノベーションセンター（NOIC） ～NIMSに設置されたオープンラボにおける会員制の連携研究～

CNT量産実証プラント

CNTの実用化

単層CNT複合材

ナノ材料簡易自主安全管理技術の確立

レーザーコンプトン高輝度Ｘ線源による高精細診断・治療装置の基盤技術開発

宇宙線ミュオンによる非破壊検査（ミュオンで見る大型構造物の透過像）

TIA N-MEMS　マイクロナノ・オープンイノベーションセンター (MNOIC)

スーパークリーンルームの特徴と新利用制度　Activities of Super Clean Room

スーパークリーンルームのプラットフォーム　Platforms of Super Clean Room  

TIA パワーエレクトロニクス研究拠点 ─ SiC デバイス実証・試作ラインについて

世界最先端のTIA-nano共用装置群

共用施設群の成果と利便性向上のための取り組み

KEKフォトンファクトリーにおける最近の研究成果と産業応用

「つくば」からはばたく未来のナノテクリーダー

つくばナノテク拠点産学独連携人材育成プログラム

TIA 連携大学院サマー・オープン・フェスティバル

TIA 連携大学院パワーエレクトロニクス寄附講座

つくば国際戦略総合特区

次世代がん治療 (BNCT) の開発実用化 ／ 核医学検査薬（テクネチウム製剤）の国産化

生活支援ロボットの実用化 ／ 革新的ロボット医療機器・医療技術の実用化と世界的拠点形成

藻類バイオマスエネルギーの実用化 ／ TIA-nano 世界的ナノテク拠点の形成

つくば生物医学資源を基盤とする革新的医薬品・医療技術の開発

ナノエレクトロニクス

N-MEMS

計測技術

パワーエレクトニクス

ナノデバイス実証・
評価ファンドリー

ナノグリーン

ナノテク共用施設

CNT／ナノ材料
安全評価

ナノテク大学院連携

つくば国際戦略
総合特区

TIA-nano

イイノホール&カンファレンスセンター 4 階　フロアマップ

Room A　ポスターセッション会場レイアウト

区分
ポスター
番号

ホール
シンポジウムメイン会場

Room B
意見交換会会場

Room A
ポスターセッション会場

26 25 24 23

15 1617 32

10 9 7 30
31

2244

43

42

41

40

35
33

27
28

34

36
37

4

1
2
3

5

38
39

21 20

18 19 29

8

6

14 13

11 12

ポスターセッション

TIA-nano拠点を活用するプロジェクトの研究成果発表

つくば共用研究施設データベース
デモンストレーション
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