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TIA-nanoにおける企業連携の仕組み

“TPEC、NOICの事例と今後の展開”

2014年9月03日

曽根 純一
（独）物質・材料研究機構
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2014.9.3 第5回TIA-nano公開シンポジウム
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内容
１．海外で先行する拠点型オープンイノベーション
２．TPEC（Tsukuba Power Electronics Constellations) の事例と今後の展開

パワエレ拠点が目指す方向
SiC量産試作設備とその代表的成果
Tsukuba Power Electronics Constellations (TPEC)
TPECにおける産総研の役割
パワエレ連携・寄付講座
第3回TIAパワーエレクトロニクスサマースクール
TPEC活動のまとめ

３．NOIC (NIMS Open Innovation Center) の事例と今後の展開
NOICにおける研究連携の概念図
NOICの特徴と研究テーマ
最先端設備の利用
オープンラボにおける研究成果＠２０１３
NOIC活動のまとめ
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海外で先行する拠点型オープンイノベーション

①コストシェアによる技術開発コスト削減、リスク低減
②拠点化による多様な専門家集団の集結
③共通インフラ、基礎基盤技術開発への国の投資・支援
④知財の相互利用

 先端科学は高度化、複合化、学際化が進展、特にナノテク分野では原子・分子

レベルの現象観測、評価、制御が必要

⇒全ての専門領域をカバーする研究者集団、高額な実験装置とそれをフルに

活用できる専門家を個々の研究機関や企業で用意するのは困難に

 研究開発はグローバルなスケールで競争激化、開発スピードへの要求は大

⇒企業では多様な専門の研究者をじっくり育てる余裕を失いつつある

拠点型オープンイノベーションが世界で顕在化



4

世界のナノテク拠点とTIA-nano

・(社) 経団連：「日本版ニューディールの推進を求める」における提言

・産業競争力懇談会（COCN）：「環境調和型ユビキタス社会を実現」における提言

・経済産業省や文部科学省による大規模な予算措置

2009年6月 TIA-nano共同宣言
世界水準の先端ナノテク研究設備・人材が集積するつくばにおいて、産業技術総合

研究所（産総研）、物質・材料研究機構（NIMS)、筑波大学が中核となって世界的な

ナノテク研究拠点形成を目指す。

IMEC（ベルギー）

MINATEC
（フランス）

Albany-nanotech
（米国）

・オープンイノベーションに応える研究開発体制への取組み

蘇州ナノポリス
（中国）
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TPEC
(Tsukuba Power Electronics Constellations)

の事例と今後の展開
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SiC量産試作設備とその代表的成果

〇高温での世界最小のオン抵抗と
最高のアバランシェ耐量を達成

〇３５％のインバーター損失低減を
確認

SiC素子量産試作品
（on 3インチウェハ）

3mm□、ＳＢＤ
600V,25A
1200V,12.5A

１．産総研つくば西事業所内に、パ
ワーエレクトロニクス研究拠点にSiC
研究開発専用クリーンルーム約
1500㎡を完成

２．新クリーンルーム内にSiCデバイス
チップ量産試作ラインを完成。SiC素
子の試作サンプルを提供

技術の特長

西-5D棟 SiCデバイス試
作用クリーンルーム

IEMOS SBD
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民活型オープンイノベーション共同研究体

企
業

民活型
共同研究体

企
業 資金・人材・

資材・設備

新ビジネス

材料、システム、
応用製品企業
（川上～川下） 先端技術を共有すること

で、開発期間を短縮

研究課題

コストシェアによる開発費の
削減とリスク低減。

企業の重複投資解消

学生
人材育成

中核機関（イノベーション
ハブ）として、基幹研究施
設・設備を提供。学生、
企業研究者を受入。

大
学

大
学

大
学

大
学
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TPEC参加機関（H26年度予定を含む）

Principal MemberPrincipal Member

MemberMember

Associate MemberAssociate Member

Academic MemberAcademic Member
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パワエレ連携・寄附講座（H25/4開講）

企業人材（筑波大特任教授）
が学生を指導

筑波大
（寄附講座の受け皿）

TIAパワエレ連携・寄附講座

単位、学位の付与
（修士・博士）

教員派遣
全国の大学
との連携

学生、及び社会人学
生が常駐し研究活動
を実施

学生の指導に関して
密接に連携

パワエレ寄附講座

回路・計測 パワーデバイス 基礎・応用

パワエレ連携講座

委託研究
（資金・研究課題の提供）

学生インターン
シップ

只野、磯部 岩室、矢野
奥村、山口、児島

産総研TIA新棟(H25/４竣
工予定）の活用を検討中

TPEC活動と連携した講座
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第３回TIAパワ-エレクトロニクスサマースクール

日時 2014年8月22日~25日＠産総研
スクール長 正田英介先生

◇第一日 パワｰエレクトロニクスの基礎
（講師） 正田（鉄道総研）、小倉（東芝）、赤木（東工大）、山口（産総研）

岩室（筑波大）

◇第二日 パワーエレクトロニクスの応用
（講師） 舟木（大阪大）、青山（東芝）、中島（東電）、江口（富士電機）

Prof. Tat-Sing Paul Chow (Rensselaer Polytechnic Institute)

◇第三日 パワーエレクトロニクスの最前線
（講師） 木本（京大）、濱田（トヨタ）
Prof. Dr.-Ing. Nando Kaminski(Univ. Bremen)

◇第四日 見学会 高岳製作所（Aコース）、TIA（Bコース）
鉄道総研（Cコース）、計測体験（Dコース）

正田スクール長

Prof.T.P.Chow（Rensselaer）

Prof.Dr.-Ing. Nando Kaminski(Univ. Bremen)

木本教授

赤木教授
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学生と講師の招へい旅費、滞在費をTPECが負担

九州・沖縄：9名

関西：31名

中部：6名

東北・北海道：6名

関東・甲信越：48名

産業界 ５５名
学生 ２３校 100名（博士11名、修士66名、学士17名、高専6）

（＊） ８６名＠第２回、６２名＠第１回

第３回ＴＩＡパワーエレサマースクール参加者
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NOIC
（NIMS Open Innovation Center)

の事例と今後の展開
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NOICにおける研究連携の概念図
 NOIC経営陣が責任をもって、会員と共に運営
オールNIMSとの連携による研究活動推進

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 - 特別会員
- 正会員
- 準会員
- アカデミア会員
- ベーシック会員

情報

技術
ノウハウ

最先端設備の
共同利用

バックグラウンド
特許ポートフォリオ

人財

*)TC: テクノロジーコミッティー

**)OL: ＴＣオープンラボ

大学等
公的研究機関

All-NIMS

経営会議 推進会議

企業連絡会
TC TCTC* ・・・

・・・OL** OL OL

知財NOIC

会員の運営への参画

企業会員
研究者

ｱｶﾃﾞﾐｱ会員
研究者

NIMS

研究連携レイヤー
・テーマ毎にOL設置し共通課題に取組む 
・技術情報、知財、計画、予算はラボ参加

機関で構成されるTCで管理

運営レイヤー
・NIMSと会員代表からなる経営／推進会議と
全企業会員が参加する企業連絡会を設置。

・研究テーマ、知財ポリシー、運営体制を会員
との協議で柔軟に改善
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研究活動を行う拠点

筑波大学
企業会員12社および

ｱｶﾃﾞﾐｱ会員4機関が参画

(NIMS並木地区)

(2014年9月現在)

企業から派遣された研究者のため
の専用居室

オープンラボ毎のミーティング実施

 NOIC，NIMS主催のセミナー，

交流会

筑波大学
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 NIMSが強みを持つテーマを選んでオープンラボを運営。

現在は、電池材料、熱エネルギー変換材料および磁性エネルギー変換材料の
3つの研究テーマを選択

必要な研究者をNIMS経営陣が選んでセンターに配置。現在40人以上の
NIMS研究者が各研究テーマに携り、企業およびアカデミア会員と研究活動
を行っている。

各分野でのスペシャリストとの研究連携によりシナジー効果を創出

 会員の意見を十分に取り入れた運営、さらには世界トップクラスの
最先端設備および専任ポスドク等のフル活用。

NIMSｵｰﾌﾟﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ(NOIC)の特徴

NIMS Open Innovation Center (NOIC)では、企業、大学等公的研究機関に会

員として参画頂き、共通の研究テーマを連携して推進することで、チャレンジング
な高い目標をクリアし、競争力のある基盤技術を確立することを目指している。

特徴
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研究テーマ

OL-A : 電池材料

OL-C : 磁性エネルギー変換材料

OL-B : 熱エネルギー変換材料

新規OL : ナノエレクトロニクス材料

電池材料

23 (NIMS 18)

OL-A
磁性エネルギー
変換材料

OL-C

センター⻑（専任）＆運営スタッフと

NIMS研究者（41名）が中心となり活動

NOIC事務局

会員と運営する
会議体

会員等企業
からの要請

熱エネルギー
変換材料

42 (NIMS 23)

OL-B

新規テーマの
提案

 2014年度実施中の研究テーマ

新規テーマ候補

ラボ立上げ検討中

外部連携部門

 次世代2次電池材料
 燃料電池材料
 共通基盤技術
材料・ﾃﾞﾊﾞｲｽ評価、界面構造・反応ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ

 熱電変換材料
 サーマルマネージメント技術
熱伝導現象の先端計測・ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ
断熱・耐熱・複合材料の開発
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NOIC会員はNIMSの保有する多様な最先端共用設備を利用可能

専門家集団（研究者、エンジニア）のサポートにより性能を最大限に発揮

NOIC会員はNIMSの保有する多様な最先端共用設備を利用可能

専門家集団（研究者、エンジニア）のサポートにより性能を最大限に発揮

 NIMSの共用設備群の一例

最先端設備の利用

930MHz NMR
マグネット
強磁場ステーション

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
(©RIKEN/JASRI)

走査型ヘリウム顕微鏡
低炭素ネットワーク

超高分解能電子顕微鏡
電子顕微鏡ステーション

飛行時間型二次イオン
質量分析装置
(TOF-SIMS)
低炭素ネットワーク

MBE量子井戸薄膜創製
装置
低炭素ネットワーク

微細組織三次元マルチ
スケール解析装置
低炭素ネットワーク
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オープンラボにおける研究成果＠２０１３

OL-A：電池材料
(Materials for batteries)

 リチウム同位体（６Li）を用いた独自の
評価手法を会員企業と構築、全固体
Li電池の大容量・急速充電化につなが
るLiイオンの動的挙動可視化に成功

全固体Liイオン電池の正極側
構造とLiイオン分布評価結果

“電気エネルギーフローの制御”

R:CoO
G:７LiO
B：６LiO

OL-B：熱エネルギー変換材料
(Materials for TE conversion)

“熱エネルギーフローの制御”

 資源的に豊富で毒性の問題もないカルコ
パイライト系磁性半導体（CuFeS2）にて室
温で高パワーファクターを実現
 モジュール用大型試料の放電プラズマ
焼結プロセスにおいて熱電的性質の高均
一性（＜２％）を実現

磁性半導体CuFeS2の構造と熱電特性

固体電解質

LiCoOx
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NOICの活動に関するまとめ

 NOICではNIMSが強みを有するテーマに関して産官学で連携して
共同研究を推進

 会員と運営に関する議論を行う場を設け、要望を柔軟に活動に反映
 研究連携レイヤー ： テーマ毎にオープンラボ設置、NIMSと会員機

関の研究者が共通の課題に取り組む。創出される技術情報・知財、
研究計画・予算はラボ参加会員機関で構成されるテクノロジー・
コミッティーにて管理。

 運営レイヤー ： NIMSと会員の代表からなる経営会議、推進会議の
下に全ての企業会員が参画する企業連絡会を設置。これらを通じて
研究テーマや知財ポリシーなどの運営体制を会員の要望に応えら
れるよう柔軟に改善

 ２０１４年度は電池材料、熱エネルギー変換材料の２つのオープンラボ
で活動を実施、新規テーマ候補として磁性エネルギー変換材料、ナノ
エレクトロニクス材料などでラボ立ち上げ準備中

 国内外から企業会員１２社、アカデミア会員４機関が参画@2014




