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はじめに 

 
TIAは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、高エネルギー加速器研究機構

（KEK）、東京大学、東北大学を中核機関とし、日本経済団体連合会（経団連）と連携して運営するオープンイノベーショ
ン拠点である。我が国のイノベーションを加速することを目的として、高いポテンシャルを有する６機関が連携し、人材・施設・知的
財産などの総合的な研究開発能力を結集することによって、知の創出から産業化までを一貫して支援するとともに、次世代を担
う人材の育成を行っている。  

TIAは、2009年に「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）」としてスタートし、名称を現在の TIA と
した 2016年からは、研究領域をナノテクノロジーに限らず、バイオ・医療、計算科学、IoTなどへと拡大して優れた研究開発成
果を創出してきた。これに並行し、拠点機能を向上させるため、中核機関の連携によってイノベーションの芽となる研究シーズを創
出するなど仕組み作りや環境整備も推進してきた。 

Society5.0の実現等に向けてオープンイノベーションの取組みが世界でますます加速している中、わが国でもイノベーションエコ
システムの構築のための施策が進められ、TIAが拠点として果たすべき役割も増している。このような状況のもと TIAでは、これま
での第 1期・第 2期 10年の間に創出してきた研究開発成果とプラットフォームの機能をベースとして、イノベーションシステムを
駆動し一大拠点としてさらに飛躍するため、次の第 3期の 5年間にどうあるべきかビジョンを策定することとした。 
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第 3期 TIA ビジョンと方針 

目次 
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2. TIA第 1期・第 2期の総括 
2.1 イノベーションの結実に向けた研究開発と成果 
2.2 イノベーションの芽を育むための施策 

連携創出事業の企画 
2.3 イノベーションシステムを駆動し、結実させるための施策 

2.3.1 産業界等との連携推進する体制・制度 
2.3.2 研究施設の共用化 
2.3.3 人材育成システムの構築 
2.3.4 国際連携の推進 

2.4 各分野の活動総括 
 

3. オープンイノベーションの加速に向けた課題 
 

 4．第 3期 TIA ビジョン 
 
5．第 3期の方針 
5.1 イノベーションシステムの駆動を意識した芽を育む施策 

連携創出事業の拡充 
東北大学の参画 

5.2 研究開発の方針 
5.2.1 半導体（IoT/AI プロセッサ・センサ等） 
5.2.2 物質・材料データプラットフォーム 
5.2.3 光・量子計測  
5.2.4 パワーエレクトロニクス 
5.2.5 MEMS 
5.2.6 CNT 
5.2.7 ナノグリーン 
5.2.8 バイオ・医療 

5.3 イノベーションシステムの駆動を促す施策 
5.3.1 共用研究施設の拡充 
5.3.2 人材育成システムの拡充 
5.3.3 国際連携の拡充 
5.3.4 TIA体制の拡充 
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1. 我が国の科学技術の動向 
我が国は、技術革新をきっかけとする第四次産業革命を踏まえ、目指すべき未来社会像として「Society 5.0」を掲げ、それ

を実現するための産業の在り方として Connected Industries の構築を目指している。これは、多様な人・組織・機械・技術・
国家等がつながり新たな付加価値を創出していくことで、経済的発展と社会的課題の解決の両立を図るものであり、Society 
5.0 の実現は国際連合が掲げるＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の達成にも貢献する。 

 
【国連ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）】 

 

1.1  オープンイノベーションの現状 
Society 5.0実現に向けたイノベーションエコシステムの構築 

Society 5.0 を実現していく上で、産業に常に革新を生み続け、スタートアップ、大企業・中小企業、大学・研究機関、投資
家、民間 NPO、財団、公的機関などの社会の多様な主体が有機的・自律的につながり、その間で「人材」「知」「資金」が循環
することが不可欠である。そして、その環境が「生態系（エコシステム）」として成り立ち、イノベーションを協創していくことが重要で
ある。 
しかしながら、我が国においては、産学官連携は小規模にとどまり、起業活動も他国と比べ低調で、企業は従来の「自前主

義」に陥り、既存事業の効率的運営を重要視し、国際的競争に立ち向かう機動性が不足しているのが現状である。例えば次の
図は企業から大学等への投資額の推移を示しているが、オープンイノベーションの手段として大学等に対する企業の投資額は増
加傾向にあるものの、政府が未来投資戦略で掲げる KPI目標※１に向けては道半ばであり、国内において、オープンイノベーショ
ンは未だ力強い潮流には至っていないと言える。 
※１ 2025年までに、2014年の投資額（1,151億円）の 3倍増（3,453億 円）を目指すとしている。 
 

 
【企業から大学等への投資額の推移】 

（出典）総務省 科学技術研究調査（2012~2018） 
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1.2  オープンイノベーションに関する政策動向 
このような状況のもと、Society 5.0 に向けた我が国の各種政策においてオープンイノベーション推進は喫緊の課題と認識さ

れ、産学官連携推進等の施策が進められている。内閣官房「成長戦略フォローアップ」においては、Society 5.0 実現に向けた
イノベーションエコシステムの構築に向けて産学官を通じたオープンイノベーションを推進する施策が示されている。 

 
【Society 5.0実現に向けたイノベーションエコシステムの構築】 

（出典）内閣官房 成長戦略フォローアップ（2019年 6月 21日） 
 
 ここではイノベーションの源泉としての大学・国立研究開発機関について、将来像を見据えた課題設定段階から産業

界とともにイノベーション創出に取り組むようにしていくとともに、産業の新陳代謝・構造変革を促進し Society 5.0 の
実装を駆動させていくことが求められるとし、今後の具体策として以下が示されている。産学官による大型共同研究開
発の推進︓大型共同研究開発を効果的に行う仕組みの検討等 

 グローバルに活躍するスタートアップの創出・育成︓スタートアップの創出・育成を加速させる環境の構築等 
 大企業におけるイノベーションの促進︓イノベーション経営を推進するための指針策定等 
 大学等の機能強化︓大型共同研究の促進や寄附の拡大に向けた方策の検討等 
 研究力の向上︓研究における「人材」「資金」及び「環境」の改革を産学官連携のもと大学改革と一体的に展開等 
 戦略的な研究開発の推進︓従来の延長にない、より大胆な発想に基づく挑戦的な研究開発の実施等 

 
このように、産学官を挙げてオープンイノベーションを推進しエコシステムを構築していく取組みが加速している。 

 
 
（参考・引用） 
産業構造審議会新産業構造部会 新産業構造ビジョン（2017年 5月 30日）、内閣官房 成長戦略フォローアップ（2019年 6月 21日） 他 
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2. TIA第 1期・第 2期の総括 
オープンイノベーションの場の実現を目指し 2009年に立ち上げた TIA（TIA-nano）は、第 1期（2010-2014）より各

研究開発分野のプラットフォームとなる大型インフラの整備に取り組み、主に国等が行う産学連携の大型プロジェクトの場として機
能し研究成果を生み出してきた。続く第 2期（2015-2019）では我が国でオープンイノベーションが進まない要因を解析したう
えで、TIA としての解決への提言を第 2期 TIA ビジョンに掲げ、大型プロジェクト実施の場としての役割を継続しつつプラットフォ
ームの機能を拡大させていくこととした。 
 

 ＜第 2期 TIA ビジョン＞ 
 
オープンイノベーションに対する「阻害要因」（策定時想定） 
 わが国のイノベーションシステムの課題 -資源が連動しない・流動しない- 

「勤勉な人材」、「高度な技術」、「大きな資本」、「優良な企業」などの資源が、個人・企業・組織内に留まり、経済活
動に組み込まれていない。 

 連携を担う公的研究機関の課題 
自由に裁量できる経営資源の欠如、所管省庁の監督に基づく縦割りの研究開発体制、組織的連携意識の乏しさ 
 

 
 

継続的イノベーションのための資源連動の仕組み 
 

阻害要因解決への提言 
 -資源- 知識・技術・人を連動させる「オープンプラットフォーム」をつくる 
 「知の創造・強化」︓イノベーションの芽を育むための機能 

・市場の風を取り入れた中核機関の連携 
 「産業化－橋渡しー」︓イノベーションを駆動させ、結実させるための機能 

・長期信頼関係に基づく真の企業連携 
 こうした取組みを支える共通要素（連携企画、人材育成、国際戦略等）の強化 
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策定した第 2期ビジョンのもと、第 1期までの取組みに加え第 2期は次の施策を行った。 
まず、知を創造・強化する「イノベーションの芽を育む」ための主な施策として、2016年度より、TIA連携プログラム探索事業

「かけはし」を企画し開始した。「かけはし」は、TIA中核機関が組織の枠を超え連携し、新領域を開拓するための調査研究や連
携活動を支援する事業である。これにより、TIA内で潜在化していたオープンイノベーションの芽を見える化し、人・技術・知識・
情報の資源の連動が促されて知の創造につながる仕組みが得られた。さらに、産業界の巻き込みを促進するために、企業が
TIA との連携を希望する企業提案型テーマの導入に着手した。 
「イノベーションシステムを駆動させ、結実させる」ための施策として、得られた研究開発成果の事業化を目指し、産業界と継続

的な信頼関係を構築する場としてコンソーシアムの立上げを進めた。これに並行して、企業等との共同研究契約の簡便化など
TIA中核機関の運用制度の改善を進め、産業界等との連携を推進した。また、イノベーションシステムを支える共通基盤の強化
策として、第 1期で構築した研究開発インフラの共用化と人材育成システムの構築を推進した。共用研究施設の整備において
は、ライフサイエンス分野など研究分野を拡大するとともに、「つくば共用研究施設データベース」への装置登録を進めWEB公開
して利便性を高めた。人材育成システムの構築においては、TIA の冠の下での総合的な体制を構築し、窓口をワンストップ化す
るなど運用を効率化して、全国から多くの受講者を受け入れてきた。 
第 1期・第 2期を通したプラットフォーム上での継続的な研究開発の実施と、プラットフォームとしての機能を向上させる施策の

実施により、SiCパワーデバイスや Nano Bridge-FPGA、SGCNT の事業化、革新的構造材料の先端計測技術の開発
（SIP事業）など「イノベーションの結実」といえる成果が得られてきている。 

 
 

＜第 1期・第 2期の主な施策と成果＞ 
 
 イノベーションの「芽を育む」ための施策 「知の創造・強化」 【本書 2.2節】 
︓ TIA連携プログラム探索事業「かけはし」など 

 

 イノベーションを「駆動」させ、「結実」させるための施策 「産業化－橋渡しー」 【本書 2.3節】 
︓ 産業界等との連携推進、研究施設の共用化、人材育成システムの構築など 

 

⇒ イノベーションの「結実」に向けた研究開発と成果 【本書 2.1節】 
   ︓ SiCパワーデバイス、Nano Bridge-FPGA、SGCNTの事業化、革新的構造材料の先端計測技術開発など 

 

次頁以降の各節において、第 1期・第 2期の具体的な成果・施策の概要を示す。 
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2.1 イノベーションの「結実」に向けた研究開発と成果 
TIA立上げにあたり研究拠点として掲げた分野の大型インフラ・ラインの整備を進めながら、研究施設の共用化や共同研究

契約の簡便化など機能の整備にも取組み、ハード面・ソフト面双方からプラットフォームの価値向上を進めてきた。このプラットフォ
ームを活用し、第 1期より各研究分野において、内閣府の FIRST プログラムや経産省の NEDO プロジェクトなど国の大型プロ
ジェクトを推進し、将来的な事業化につながる研究成果を多数創出してきた。さらに、第 1期から第 2期にかけて、産業界等と
コンソーシアムを立上げるなど産業界と TIAの継続的な連携体制の構築を進め、研究成果の本格的な事業化を着実に推進し
てきた。これらの研究開発活動により現在、NanoBride-FPGA、光 I/O コア、ミニマルファブ、SiCパワーデバイス、カーボンナノ
チューブ、MEMSセンサ、革新的構造材料の先端計測技術開発など、イノベーションの結実といえる具体的な成果が得られてき
ている。 

 
 

 第１期、第２期の活動総括（研究開発） 

 
 
 
 
 

結実した成果の事例 
●ナノエレクトロニクス 
・NanoBridge-FPGAデバイス実用化 

NanoBride-FPGAは、従来の SRAM型の FPGA に比べ 、放射線耐性や電力効率が格段に高いデバイスである。
NIMS での原理の発見と基礎研究後に、TIAのナノエレクトロニス拠点である産総研のスーパークリーンルームにおいて、
NEC と産総研により製品化に向けた開発等が行なわれ技術的に実用化レベルに至った。さらに NECでは、人工衛星に搭
載する宇宙用途の FPGA として信頼性等を実証することにより実績を積み重ね、低電力性能が重要な通信機器や IoT
機器に展開していく予定である。 
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・光 I/O コアの実用化 

技術研究組合光電子融合基盤技術研究所（PETRA）は TIA のスーパークリーンルームで培った光集積基盤技術を
応用し、世界最小の光トランシーバーである光 I/O コアを開発、さらに事業化を目指して「アイオーコア株式会社」を新設分
割した。同社は最先端シリコンフォトニクスにより光インターコネクトにおけるソリューションを提供しており、集積シリコンフォトニ
クス回路等の技術により、5 mm × 5 mmのチップに-40℃から 85℃の範囲で 50 ｍ以上のマルチモードファイバー伝
送を実現している。 

 
・Minimal Fabの実用化 

ミニマルファブは、産総研が発案して基礎開発し約 150社との共同開発で実用化した、多品種少量市場向けの超小
型半導体生産システムである。局所クリーン化搬送システムを搭載しておりクリーンルームが不要であること、装置専属オペレ
ータが不要であること、低消費電力であることなどの点で非常に開発効率が高い。CMOSや MEMSセンサなどが既にミニマ
ルファブで開発されており、ミニマルファブ装置群が商用販売されている。 

 
●パワーエレクトロニクス 
・SiC パワーデバイス量産工場稼働 

産総研は、パワーエレクトロニクス・オープンイノベーションの推進に向けて、民活型の共同研究体「TPEC」を推進してき
た。TPEC設立時からの主要参加メンバーである富士電機株式会社では、SiCパワーデバイスの実用化に必要な要素技
術を TPECで開発し、さらに産総研西事業所の量産試作ラインを用いて製造実証を行った。その成果を元に、パワー半導
体の生産拠点である松本工場に、SiCパワーデバイス生産設備として 6 インチウエハプロセスラインを新設して、世界最高レ
ベルの特性を有する SiCパワーデバイスを生産している。 

 
●カーボンナノチューブ 
・CNT 量産工場稼働/応用製品実用化 

産総研と日本ゼオン株式会社は、産総研で見出された革新的なカーボンナノチューブ合成法（SG法）の量産基盤技
術開発を共同で進め、量産実証プラントの建設稼働を経て、世界で初めて SG法で得られる高品位な CNT
（SGCNT）の量産工場を徳山工場にて完成させた。日本ゼオンが SGCNT供給と応用製品の実用化を進めるととも
に、日本ゼオン・サンアロー・産総研 CNT複合材料研究拠点で O リングが開発され、サンアロー株式会社により販売され
ている。 

 
●MEMS 
・MEMSセンサの実用化. 

タッチエンス株式会社の超薄型 3軸力検出センサは、MEMS ファンドリーとマイクロナノオープンイノベーションセンター
（MNOIC)を利用して開発されたMEMSセンサである。センサは 1.5 mm x 1.5 mm の MEMS チップを搭載した 11 
mm角×厚さ 2 mm のサイズのセンサで、xyzの三軸の力とせん断力を１つのセンサで同時に計測可能となっている。 

 
●光・量子計測 

2014年に、内閣府 戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）革新的構造材料「構造材料の未活用情報を取得
する先端計測技術開発」に TIA中核機関が採択され、その連携のもと拠点プロジェクトとして活動した。未活用情報（材
料開発においてまだ活用されていない材料情報）を、先端計測施設や自主開発の計測装置を駆使して取得し、飛躍的
性能向上や寿命予測など構造材料イノベーション創出に貢献すべく活動した。材料開発基盤として必要不可欠な先端計
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測技術を武器に、国内だけでなく海外機関（エアバス社、Twente大、ベルリン医科大学）の計測依頼に応じるなど、世
界的レベルのプレゼンスを確立し、材料開発の人と人を繋ぐハブ拠点としても役割を果たした。 
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2.2 イノベーションの「芽を育む」施策 

連携創出事業の企画 
オープンイノベーションを生み出すため、TIA 中核機関の新たな連携を創出し、「シーズ」を「芽」に育む仕組み TIA 連携プログ

ラム探索事業「かけはし」を立ち上げた。この仕組みをもとに、これまでTIA内で潜在化していたオープンイノベーションの芽を抽出・
育成するとともに、企業を巻き込んだプロジェクトの創出を目指した。 

 
TIA連携プログラム探索事業「かけはし」 
第 2 期（2016 年度）から開始した TIA 連携プログラム探索推進事業「かけはし」は、中核機関の連携による共同研究・

共同事業に関する調査研究に対して支援するプログラムである。中核機関の連携基盤を強化しつつ、異分野の融合研究の推
進や大型研究資金獲得のための戦略の立案と体制の構築等を行っている。人・技術・知識・情報の資源を連動させるプラットフ
ォームとして機能し、「新しい知の創造と産業界への橋渡し」という TIA の設立目的に貢献しつつある。ナノテクノロジー分野に限
定せず、TIA活動の新たな柱となりうる新領域の研究分野も参画しており、新たな TIA の基盤を構築する事業となっている。  

              

かけはし事業の構造概念図 

 
 
●「かけはし」事業の活動総括・実績 
「かけはし」事業では、産業界を巻き込む仕組みとして、企業が TIA との連携を希望する企業提案型テーマも導入を進め、大

型テーマへの発展、さらに、産業化に結び付く流れができつつある。これまでに、企業提案型テーマ含めて、延べ 188 件を採用し、
ベンチャーの立ち上げ、大型プロジェクト獲得など一定の成果を上げている。 
 

かけはし事業の活動総括概要 
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かけはし事業の実績 

 
 

かけはし採択課題の研究分野傾向 

 
 

●「かけはし」モデルケース 
「かけはし」は、中核機関および企業を巻き込んだ新たな連携を創出し、オープンイノベーションの芽を育むシステムとして順調に

駆動している。各機関の単独の取組では成し得ず、「かけはし」で機関が連携することで初めて成し遂げたモデルケースとして以下
が挙げられる。 
 藻類バイオの研究開発を行う大学発ベンチャー「株式会社アルガルバイオ」では、「かけはし」での連携を活用し、微細藻

類の機能性試験を行い、「機能性バイオの新市場開拓」として、健康に寄与する製品開発にチャレンジしている。 
 産総研で開発した先端糖鎖解析技術を用いて、筑波大学で臨床分離した膵ガン細胞を解析し、その成果を「かけは

し」での連携で強化し、難治性ガンの代表である膵ガンに対する新規治療法の開発を行っている。 
 産総研提案の分数磁束量子は位相差空間を使って量子を分割するアイデアで、低消費電力で高速動作が可能な超

伝導コンピューター用メモリの大容量化や量子コンピューターに繋がる技術として期待されている。産総研で作製した超伝
導デバイスと NIMSの量子計測技術の「かけはし」での連携により、分数磁束量子渦の実験的生成と観測に成功した。 

 

平成28年度 平成29年度 平成30年度

39 50 47
ー 4 3

TIA内 475 535 465
TIA外機関 ー 110 94
開催数 87 119 109
参加人数総数 ー 3250 3457
論文投稿 83 333 234
学会発表等 91 931 648

5 28 30
12 21 21

2000.0 702.3 444.0外部資金獲得　（百万円）

WS・シンポジウム
・研究会等

連携研究員数

研究業績

企業型提案

マスコミ記事等（活動件数）
特許（出願・取得件数）

「かけはし」実績
採択件数
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2.3 イノベーションシステムを駆動し、結実させるための施策 
2.3.1 産業界等との連携推進 
  イノベーションシステムを駆動し結実させるために、コンソーシアムの設立や TIAの各種運用制度の改善を推進し、研究開発
成果の事業化やプラットフォームの魅力向上に取り組んできた。 
 

●コンソーシアムの設立・推進 
 個々の研究テーマについて産学官の研究者らが継続的に協議を行う場として、多種のコンソーシアムを設立してき
た。各コンソーシアムでは、技術と応用を結ぶ垂直連携や、国のプロジェクト成果の想定利用者への広報などを行って
きた。このような継続的活動が関係者間の信頼を醸成し、連携を強固にしていくものと期待される。 
設立したコンソーシアムの例︓ 

ナノエレクトロニクス 
・TIA ナノエレクトロニクスコンソーシアム 
・Si フォトニクスコンソーシアム 
・Non-Volatile Field-Programmable Gate Array（NV-FPGA）Initiative 
・革新的製造プロセス技術開発（ミニマルファブ） 

パワーエレクトロニクス 
・つくばパワーエレクトロニクスコンステレーション（TPEC）  
・つくば応用超電導コンステレーションズ（ASCOT） 

ナノグリーン 
・NIMS オープンイノベーションセンター (NOIC) 

カーボンナノチューブ 
・CNT アライアンス・コンソーシアム／CNT複合材料研究拠点 

光・量子計測 
・SOI量子イメージセンサ・コンソーシアム 

 

●運用制度の改善 
共同研究契約の簡便化 
TIA と産業界等との共同研究推進を支援するために、共同研究契約の簡便化など利便性の向上に取り組んだ。2014年

3月に、当時の TIA中核４機関の間で、知的財産権のワンストップライセンスおよび共通の共同研究契約書雛形を有する
「協定書」を締結し、企業と TIA中核機関とで共同研究を行う際の契約を簡便化した。2018年度には、東京大学を含めた
５機関の契約・知財・研究担当者による検討チームを結成し、5機関の「協定書」および、企業と５機関との「共同研究契約
書」の締結の基本案を整備した。 

 
民活型共同研究体制度・出向者任用制度 
産総研において、企業等から特定の研究課題に従事する者を特定集中研究専門員として受け入れる出向者任用制度を

整備し、企業研究者が参加しやすい体制を整えた。また、産業界とのの研究開発の推進のために、種々の情報共有を目的と
する 1階部分と、オープン型共同研究及びクローズド型共同研究により社会実装を推進する 2階部分からなる民活型共同
研究体制度を構築した。 
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2.3.2 研究施設の共用化 
TIA 中核機関は連携して「共用施設ネットワーク」を構築してきた。このネットワークは、物質合成、極微細加工、デバイス試

作、物性測定、ナノ計測・分析といったナノテクノロジー研究を支える最先端施設や装置及びノウハウを多数有しており、「技術
相談」「技術代行」「機器利用」「共同研究」など様々な形態で外部への施設利用を提供可能なシステムとしている。TIA の第
2期にはライフサイエンス分野も新たに加わるなど、利用可能な研究分野を拡大してきた。共用利用可能な装置は「TIA共用施
設データベース」として 650 台以上登録・WEB 公開しており、データベースの更新・共用利用の推進・利用のワンストップ化を進
めている。セミナー等での設備や技術の広報活動を強化したことにより、利用者数が年々増加しており、TIA と外部機関が連携
した新たなイノベーション創出への体制が整備されつつあるといえる。 
 

TIA共用施設ネットワーク 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
2017年度 TIA共用研究施設利用実績 

 

 

組織 施設 利用件数
KEK Photon Factory（X線構造解析ステーション等） 885

筑波大学 オープンファシリティ、微細加工プラットフォーム 1,258
NIMS ７ステーション、ナノテクノロジープラットフォーム 558
産総研 ７共用施設（ナノプロセシング施設、SCR等） 609

東京大学 武田先端知SCR 501
3,811計
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●大型研究施設の共用化 
KEK 「フォトンファクトリー (Photon Factory, PF) 」 

電子加速器から生まれる放射光で、物質・生命の構造から機能発現のしくみを明らかにする研究を推進している。特
徴ある２つの放射光専用の光源加速器を有し、KEK で培ってきた放射光技術・加速器技術により世界最先端の研究
の場を活用し、国内外を問わず全ての研究者に対して開かれた研究施設となっている。大学共同利用機関として、大学
や公的研究機関の研究者の利用はもちろん、民間企業の利用も可能なプログラムとして運用している。2018 年度の利
用実績では、約 3000の登録ユーザーがあり、実験課題数は 750件であった。 

 
産総研 「スーパークリーンルーム（Super Clean Room, SCR）」 

300 mm のシリコンウエハに対して一般的な半導体集積回路を形成するプロセス装置を備え、2014 年から共用研
究施設として運用しており、専属の技術スタッフが中心となり、外部機関の新規デバイス開発を支援している。各種プロセ
スメニューを活用した研究開発や個々のプロセスや単独処理への対応、さらに、企業で開発された半導体プロセス装置、
プロセス材料の性能試験の場としても活用されている。第 2 期においては、年平均 30.5 社の共用施設利用があり、
年々増加傾向にある。 

 

●共用研究施設の利便性向上の取組み 
TIA共用施設データベースの整備 
「つくば共用研究施設データベース」は、つくば国際戦略総合特区事業の一環として 2013年度作成、同年 8月公

開、2019年３月までつくばグローバルイノベーション推進機構によって運営されてきたが、同年４月より TIA に移管され
名称を変更し、TIA のWEB ページの一部としてデータベースの充実を図っている。現在、TIAのつくば地区 4機関（産
総研、NIMS、筑波大学、KEK）の共用装置 650台以上が登録されており、目的に適う装置を探すことが出来るように
なっている。 

 
共用施設等利用制度の構築 
産総研では 2013年度より、共用の施設装置を利用者が簡便な手続で利用できる制度として「共用施設等利用制

度」の運用を開始した。この制度により、約款に基づく利用申込で契約手続きに時間が掛からない、発生した知的財産
権が原則として利用者に帰属する、時間・枚数当たりの利用価格が公開されておりコスト見通しが容易といった利用者側
のメリットを実現している。 さらに、利用者が自身で装置を利用する形態に加え、利用者が共用施設スタッフの指導を受
けながら装置利用を行う「技術指導」、共用施設スタッフが利用者に代わり作業を代行する「技術代行」などの支援サービ
スも提供している。 
 
共用研究施設の充実化 
各共用研究施設で機能の充実化を進めており、例えば産総研 SCR においては以下に取組み、ナノエレクトロニクスの

研究開発の促進を図った。 
・ 標準レシピの活用︓SCRで実施されたプロジェクトの成果を活用した標準レシピを整備し、ユーザーがレシピを活用した
研究開発を実施することを可能とした。 
・ IoTデバイス試作用の装置導入︓NEDO事業「IoT技術開発加速のためのオープンイノベーション推進事業」により、
SCR等に新たな装置群 19台を導入し、IoTデバイス試作機能を強化した。 
・ プロセスインテグレーターの配置︓企業等の要望に即したデバイスの製造工程を構築できるよう SCR に専門家であるイ
ンテグレーターを配置した。 
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2.3.3 人材育成システムの構築 
TIAの強みである「設備」「人」「情報」を活用し、中核機関が連携・協力し TIAの冠の下で総合した人材育成プログラムを構

築した。ワンストップでの運用体制を構築し TIA のネットワークを活用することで、全国から多くの受講者を受け入れている。受講
者は、学生のみならず企業関係者も多数受講しており、幅広いネットワーク形成の場としても機能している。企業と連携した人材
育成プログラムにも取り組んでおり、「筑波大学寄附講座／TIA連携大学院パワーエレクトロニクスコース」「TIAパワエレサマース
クール」などは企業資金で運営している。「科学技術人材育成コンソーシアム構築事業（Nanotech Career-up 
Alliance(Nanotech CUPAL)）」では企業と協力して、各ユーザーの希望に沿ったオーダーメイド型の実習コースの運用も動き
始めている。TIA の研究領域拡大に伴い、「TIA ナノバイオサマースクール」など、ナノテクノロジー以外の新たな領域での人材育
成プログラムにもチャレンジしている。 
 
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」 
筑波大を拠点として各機関の連携協力のもと、国内外で活躍する研究者や企業の技術者による講義やグループ討議が集中

的に行われている。企業など TIA以外からの方でも参加することができ、ネットワーク形成の場としても充実している。 
 

TIA連携大学院サマーオープンフェスティバル 

 
 

 「筑波大学寄附講座／TIA連携大学院パワーエレクトロニクスコース」 
 産業界や研究所をはじめとしたオールジャパン体制により、パワーエレクトロニクス分野の優秀な若手人材を育成している。企業
との連携を密にすることで、実践的研究を経験した若手研究者が、本分野のさらなる発展の礎となることを目的としている。 

 「Nanotech CUPAL」 
 平成 26年度科学技術人材育成費補助事業に基づいて、設立された若手研究者の育成事業である。世界最高水準の研
究施設と人材が集まる環境“共鳴場︓TIA”で、自ら主宰する共同研究、あるいは実践的研修コースで若手研究者を育成す
る。 
 「筑波大学数理物質科学研究科オナーズプログラム」 

TIA を活用した基礎研究と技術開発の「共鳴場」での人材育成プログラムで、海外大学と連携した海外ナノテクノロジー拠点
への短期留学により、世界に通用する国際感覚を有する研究人材を養成する。 
 
これまでに、「TIA連携大学院サマーオープンフェスティバル」は延べ 2,355名、「筑波大学寄附講座／TIA連携大学院パワ

ーエレクトロニクスコース」は 28名、「Nanotech CUPAL」では共同研究型育成コースで 25名、実習型コースで約 870名、
「筑波大学数理物質科学研究科オナーズプログラム」で 18名の育成を行っている。 

 

コース 受講者数(2019)

SUMMER LECTURE 40
TIA-MEMSサマーセミナー 63
TIAパワーエレクトロニクス・サマースクール 164
TIAナノエレクトロニクス・ナノテクノロジーサマースクール 6
TIAナノグリーン・サマースクール 13
先端計測・分析サマースクール 18
高エネルギー加速器セミナー OHO’18 94
TIAナノバイオサマースクール 43
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共用研究施設と人材育成に関する活動総括概要 

 

 

 

 

2.3.4 国際連携の推進 
 TIAは国内外にネットワークを広げ連携力を強化し価値を創造することを理念の一つとして掲げて国際連携を推進し、イノベー
ションを創出する拠点としての深化や TIA からのイノベーション創出を図っている。TIA-nano設立当初より推進してきたベルギー
IMECやフランス Leti等ナノテクノロジー分野の有力研究機関との連携探索に加えて、海外拠点との連携や国際会議への参
画、コンソーシアム活動を通した技術の国際展開、国際研究協力予算制度を活用した人材交流など幅広い活動に取り組んで
いる。 
 
●海外拠点との連携推進 
・HTCE 
オランダのシリコンバレーと呼ばれるアイントホーフェン市にあるオープンイノベーション拠点ハイテクキャンパスアイントホーフェン

（HTCE）と産総研は 2017年に研究協力覚書を締結し、オランダと日本で交互に交流会に開催しており 2020年度には東
京で開催される予定である。欧州でも先進的なオープンイノベーションを進めている HTCE との連携は、研究開発の連携先を広
げるネットワーキングの機会として国内外企業より期待を集めており、産総研とこれまで直接的な交流がない著名な企業との連携
につながっている。 また、TIA を活用したイノベーション創出へのチャレンジとして、産総研で開発した pH センサに興味を示した
HTCE関連の企業と筑波大学医学部をつなぎ、「かけはし」事業で尿から病気を診断する技術開発の検討を開始するなど新た
な展開が始まっている。 
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・GIANT High Level Forum 
TIAは仏グルノーブル市の研究開発拠点 GIANT (Grenoble Innovation for Advanced New Technologies)と継

続的に連携している。国際的にみても各国政府や地方自治体が、大学や研究機関を中心として新規産業を創出する施策を
打ち出し、多くは新しい連携組織を作っている。それらが集まり、あり方を議論する国際会議「ハイレベルフォーラム」を GIANTが
主催しており、TIAは参加している。2015年度には茨城県・つくば市・TIA が共同で第 4回のハイレベルフォーラムを開催した。
近年の特徴としては、研究開発に対する政府出資によるイノベーション(新規産業創出と雇用あるいは GDP への貢献）に関し
て相互の確認とアピールを目的として展開している。 
 
●国際会議参画によるネットワーキング 
・INS 

INS（International conference on Nanoelectronics Strategy）は、ナノエレクトロニクス分野の戦略の検討を行う
会合であり、国際テクノロジー委員会 INC (International Nanotechnology Conference on Communication and 
Cooperation) の後継組織として設立された。INCは日米欧 3地域のナノテクノロジー政策立案者・研究者・企業のキーパー
ソンが集まり、ナノテクノロジーの最新動向や今後の方向性について議論し国際協力を推進する会議として 10年にわたって活動
してきた。INSは日米欧に韓台の有力な研究機関・Funding機関等のメンバーを加えて同様の取組を目指している。日本から
は産総研・NIMS・東京大学・東北大学・JST等が参加し、ナノテクノロジー分野の最近の潮流を把握しつつ、国内外との協調
の中での政策や Funding面を中心に日本の戦略を模索している。 
 
・ANF 

ANF（Asia Nano Forum）は、アジア地域おけるナノテクノロジーに関する科学技術・政策交流ネットワーク組織として
2004 年に設立された。現在は特にワークキングググル－プでの活動が活発であり、Standardization グループでは、日本にお
ける TC113や TC229 の取組を産総研が中心に進めており、それらとの連携も行われるようになってきた。また、新しいグループ
の User-Facility Network では、NIMS等が施設利用等での人材育成に貢献する取組みを始めており、今後一層の国際
的な人材交流が期待される。 
 
●コンソーシアム活動を通した技術展開 
・ISS (ASCOT)  

2016年度に技術開発コンソーシアム「つくば応用超電導コンステレーションズ(ASCOT)」を設立し、ASCOT主導で国際超
電導シンポジウム(ISS)を毎年開催している。ISS にはおよそ 20か国から研究者が参加し、超電導関係の国内外機関の連携
を強化する場として機能している。航空機産業では、燃料消費による二酸化炭素排出量を削減するために小型化・軽量化が
可能な超電導技術が必要とされている。超電導を技術シーズとする航空機応用研究会を ASCOT に立ち上げ、海外航空機
企業３社と電動化に向けた技術交流に関する秘密保持契約を締結している。さらに、ASCOT で着手した航空機産業との連
携を SiCパワーエレクトロニクスへ横展開し、2019年度の NEDO先導研究プログラムとして採択された。軽量な超電導ケーブ
ルと小型高効率の SiCパワー半導体による航空機向け直流送電システムを 2024年までに試作実証する計画である。研究開
発においては、航空機機体やエンジンに関する海外の主要な３社よりアドバイスを受ける体制を構築している。 
 
●国際研究協力予算制度を活用した交流促進 
・NANOTEC 
国際研究協力予算制度を活用した国際連携の取組みとして JST さくらサイエンスプラン事業の支援をもとに、2016年度か

ら継続してタイ王国の国立研究所 NANOTECの若手研究者を TIAの共用研究施設へ招聘するなど国際的な研究ネットワー
クの構築を進めている。 
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国際連携の活動総括概要 
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2.4 各分野活動総括 

●ナノエレクトロニクス 
国等の大型プロジェクトを活用して研究インフラを充実させるとともに、その利用制度の整備を図った。また、プロジェクトの成果

として、ベンチャー創出（ナノブリッジセミコンダクター（株）︓原子スイッチ、アイオーコア（株）︓光通信）、 新規デバイス事
業（NEC︓原子スイッチ）など事業への橋渡しもできつつある。一方で、我が国の半導体関連のナノエレクトロニクス分野は、産
学官協議の場が消失し、総合的な議論ができず、政策への提言機能も弱体しつつある。今後は、TIA の重要な役割として、国
内のナノエレ関係者の声を一つにした大きな提言、理解者作りを行っていくことが必要となっている。 

 

 

 

 

●パワーエレクトロニクス 
 「SiC ラインのインフラ整備・24 時間稼働」「企業からの出向者任用制度」「産業界との共同研究制度」など研究開発拠点

としてのプラットフォーム機能を整備し、TPECや ASCOTなどの共同研究体を立ち上げて推進している。また、SiC の技術シーズ
の橋渡しだけでなく、GaN、高温超電導などの新材料・新技術シーズ開発への展開に着手している。さらに、組織間で人・技術・
知識・資本の資源を連動させるプラットフォームとして機能しており、「富士電機株式会社の工場稼働」や「新幹線へのモジュール
提供」などパワー半導体として事業化に至る成果が現れている。一方、「TIAパワエレ連携寄付講座」や「TIAパワエレサマースク
ール」を開設するなど TIA と産業界が連携した人材育成の機能を構築し、活発な活動を行っている。 
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●MEMS 
「MEMS200 mm ライン」による開発・試作機能を強化し、MEMS研究開発拠点のプラットフォーム機能を充実させた。200 

mm MEMS ラインを中心に、共用施設利用制度のもとでセンサデバイスの生産サービスを開始し、少量生産で継続的な製造
事例が生まれるなど、企業の事業拡大と競争力向上へ貢献してきた。また、プラットフォーム機能を活用して、NMEMS技術開
発機構および一般財団法人マイクロマシンセンターがインフラ監視センサネットワーク開発プロジェクト等に研究開発主体として参
画し開発成果を達成してきた。さらに、「TIA-MEMS サマーセミナー」「MEMS講習会」を開設し、大学・企業から最新の研究
動向に関する情報を収集するとともに、関連企業との連携の場を提供してきた。 
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●ナノグリーン 
 GREENは産官学連携・アンダーワンルーフの拠点形成型の国プロとして実施され、ナノテクノロジー分野に限定せず、TIA活
動の新たな柱となりうる新領域への基盤を構築した。GREENは電池等の界面現象の理解と制御を掲げた基礎研究フェーズの
プロジェクトであり、産業化は次期の課題となっている。 

 

●カーボンナノチューブ 
 第 1期に確立した CNT大量生産技術を発展させ、事業化を加速させるために量産規模を見据えた材料供給体制を構築、
実験プラントをさらに発展させて TIA による実証プラント整備・技術移転を行い、量産プラントの竣工に至った。また、CNT アライ
アンス・コンソーシアムを設立し、複数企業が TIA で整備した基盤技術・設備を活用できる体制を構築した。さらに、CNT 複合
材料研究拠点を構築し、わずか１年半で世界初の SGCNT応用製品「O リング」の販売を開始した。 
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●光・量子計測 
2014 年、「光・量子産業応用イニシアチブ」が設立され、TIA において光・量子計測の研究拠点活動を開始し、TIA 中核

機関の開発・研究交流を通して、特に光・量子発生及び観測技術の革新並びにその利用研究の高度化を図り、それぞれの研
究機関の開発・研究を加速度的に発展させ、次なる産業化研究の創成に資することを目標とした。研究活動においては、中核
機関が協力して、三つのオープンな開発研究連携の場（スクエア）を設け、三つのスクエアから、新たなる産業化のためのコア研
究創出を進めてきた。三つのスクエアとは以下のとおりである。 

 「光・量子発生技術スクエア」︓光・量子発生技術の高度化を図り、新しい科学・産業の創成を目指す 
 「光・量子センシングスクエア」︓光・量子観測・計測技術の高度化を図り、新しい科学・産業の創成を目指す 
 「光・量子ナノ材料スクエア」︓先端的な光・量子発生技術と光・量子観測・計測技術を用い、最先端の材料・計測

融合拠点を目指す 
中核機関が有する最先端の知見を、その特質を生かして 3 つのスクエアに統合し研究を行った。学術的な基礎研究を基盤に

高度な光・量子計測技術を結集して研究が進んでおり、「革新的材料開発」や「小型加速器による光量子ビーム利用拡大」な
ど産業応用への可能性を有している。  

 

●バイオ・医療 
  TIA の研究領域の拡大・連携の促進に伴い、「ナノバイオタスクフォース」を立ち上げた。「ナノバイオタスクフォース」は、新た
なイノベーション創出に向け、バイオ、ナノテクノロジー、ライフサイエンス等の諸領域を専門とする研究者、技術者のための連携
基盤、産学の共創場を構築することを目的として、「つくばライフサイエンス推進協議会（TLSK）」との共催によりライフイノベ
ーションワークショップを開催した。さらに、「つくばグローバルイノベーション推進機構（TGI)」、「筑波大学つくば臨床医学研究
開発機構(T-CReDO)」等との連携を図った。一方、かけはし事業において、TIA 活動の新たな柱としてバイオ・医療テーマを
促進し、かけはしテーマから、新たなベンチャー（株式会社アルガルバイオ︔藻類バイオの研究開発）の設立、新たな医療分
野を開拓する「レクチン利用技術研究会」の立ち上げ、ニューロコミュニケーター技術を用いた「認知機能評価システム」の開発
への取り組みなどの成果が出つつある。 
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３. オープンイノベーションの加速に向けた課題 
第 1期、第 2期にわたり、研究インフラの整備、運用制度の改善、技術・運営ノウハウの蓄積を進め、オープンイノベーション

の基盤を構築してきた。このような国の研究機関による大型のオープンイノベーション拠点の運営は、これまでない取組みである。
この拠点で実施された産学官連携プロジェクトで事業化に至る着実な成果が得られている。この拠点を核とするオープンイノベー
ションの拡大を目指しているが、具体的な研究テーマにおいてその機運は未だ十分とは言えない。オープンイノベーションのさらなる
「駆動」の必要性が強く感じられる。この「駆動」促進の方向性を探るため、様々な TIA ステークホルダーから見た現状の課題の
抽出を試みた。 
 
 
 重要な社会課題・強い産業ニーズを集約し、解決するための企画力と提案力を向上する 

 
 重要な社会課題・強い産業ニーズを集約し、その解決を目指すテーマを企画し、提案する機能を構築する。 
 TIA特有の魅力（研究分野の広さや試験的ファブ機能等）をもっと積極的にアピールする。 
 企業のみでは取り組むことが難しい課題を見出し、チャレンジすることで TIAの強みを発揮する。 

 
 事務局組織をより実働的な体制とし、ユーザービリティを考え窓口機能を充実させる 

 
 拠点運営の実体、ワンストップの相談窓口を明確にし、外部と連携しやすい体制へと整備する。 
 重要な社会課題・強い産業ニーズを集約する機能やプロジェクトを企画する体制を強化する。 
 外部の取り込みに向けてコーディネータの配置などマーケティング力を向上させる。 

 
 企業から TIA への期待 

 
 TIA の魅力と活用する方法について成功例などを示してわかりやすくアピールしてほしい。 
 企業でもオープンイノベーションを推進する姿勢を成熟させ、TIAなどを活用していきたい。 
 TIA には、ベンチャーを育成するシステムの設置も期待する。 

 
 新たな連携創出の動き －TIA連携プログラム探索事業「かけはし」ー 

TIA の連携を加速的に促進し、人・技術・知識・情報の資源を連動させるプラットフォームとして機能しつつある「かけはし」
について、今後の課題と要望を抽出した。 

 
 調査研究のフェーズから研究開発や実証化研究も視野に入れた「かけはし」version2のようなものを期待する 
 企業では対応が難しい課題を解決することができれば直接産業界に貢献できる。さらに、開発、実証化に進むところま

でサポートがあれば企業は「かけはし」を積極的に活用できる。 
 新たな連携を創出しつつあり、大きなテーマへの発展が期待できる。運用を工夫しつつ継続すべきである。 
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４．第 3期 TIA ビジョン 
  第 2 期の総括で示した通り、これまでイノベーション創出のための施策を講じオープンイノベーションプラットフォームとしての基盤
を着実に整備してきており、これを活用した研究開発活動においてもイノベーションの結実といえる成果が得られている。第 3 期
は、第 2 期 TIA ビジョンの方向性をベースとして維持しつつ、イノベーションシステムの駆動を強化するために、次のビジョンの掲げ
ることとした。 
 
 
＜TIA Vision 2020-2024＞ 

 

「構築した研究プラットフォームを、更に拡大・深化させ、 
継続的オープンイノベーションにより、重要な社会課題・強い産業ニーズを解決する。」 

 
 
TIA 第 2 期では、イノベーションを継続させるために、「イノベーションの芽を育む」「イノベーションシステムを駆動する」「イノベー

ションを結実させる」が連動する仕組みとしてオープンプラットフォームの構築を行った。結果として、オープンプラットフォームの基盤を
充実することができた。 
第 3 期は、このオープンプラットフォームを活用し、イノベーションシステムをさらに駆動させる。そのため、新たなファンクションとして

「重要な社会課題・強い産業ニーズ」を抽出・取入れイノベーションの視点を明確化し、外部機関との連携を強化することにより、
オープンプラットフォームをさらに拡大・深化させ、イノベーションシステムを継続的に駆動させていく。 

 

 
第 2期までに構築したプラットフォームをベースに、 

継続的イノベーションのための資源連動の仕組みを深化させる。 

 

社会課題・
産業ニーズ
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５．第 3期の方針 

５.1 イノベーションシステムの駆動を意識した芽を育む施策 

連携創出事業の拡充 
第 2期より開始した「かけはし」をより充実したプログラムへと深化させる。 

 
 大型プロジェクトの創出を目指す 

調査研究からのさらに TIA として推進する研究テーマを抽出し、大型プロジェクトと発展させる仕組みをつくる。 
 重要な社会課題・強い産業ニーズを意識した TIA企画テーマを設定する 

TIA拠点でコーディネータを中心に重要な社会課題・強い産業ニーズを意識したテーマを設定し、それを解決する連携
型研究テーマを募集する。シーズ型提案から重要な社会課題・強い産業ニーズ対応型提案への対応を目指す。 

 企業連携を拡充する 
企業へのアピールを強化し、企業型提案を増やす仕組みつくり、TIA と企業の連携を強化し、橋渡し型のかけはしを
推進する。 

 従来の「かけはし」も継続して実施する 
「かけはし」は新たな連携創出の事業として確実に実績を上げており、従来の「かけはし」も継続して実施する。 
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東北大学の参画  
第 3期より東北大学が 6番目の中核機関として参画した。東北大学は、半導体（IoT/AI プロセッサ・センサ等 ）分野に

おいて、革新的な IoT/AI プロセッサ チップの設計から試作、評価 検証、実証段階まで独自のイノベーションシステムを構築し、
活発に循環させている他、国内外の産業界との連携も活発に行っている。 
今後は、既存 5機関との交流をさらに深め、その豊富な産学連携などの 経験とノウハウをもって TIA が推進するイノベーションエ
コシステムの構築に貢献するとともに、社会実装を通じて、半導体（IoT/AI プロセッサ・センサ等 ）分野を始めとした各分野に
おいて日本の産業競争力の向上を目指す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

5.2 研究開発の方針 
産業界や重要な社会課題・強い産業ニーズを捉え、その解決を意識した研究開発事業を推進することで、これまで以上に

TIA のプラットフォームに産業界を巻き込み、イノベーションシステムの駆動を促していく。これまでの研究開発分野の活動を推進
しつつ、「半導体（IoT/AI プロセッサ・センサ等）」「物質・材料データプラットフォーム」「光・量子計測」等の研究開発テーマに
重点的に取り組んでいく。研究開発の体制構築にあたっては、現行の TIA中核機関に留まらず連携体を拡充させ、社会や時
代のニーズに柔軟に対応して産業化を実現するプラットフォームへと発展させていく。 
 

重点的な研究開発テーマ 
 半導体(IoT/AI プロセッサ・センサ等) 
 物質・材料データプラットフォーム 
 光・量子計測 
 

継続的な研究開発分野 
 パワーエレクトロニクス 
 MEMS 
 カーボンナノチューブ 
 ナノグリーン 
 バイオ・医療 
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5.2.1 半導体（IoT/AIプロセッサ・センサ等） 
現在 、現実世界での大規模な観測データなどの情報をサイバー空間で数値化し定量的に分析し、高効率、高生産性の

システムおよびサービスを実現することが期待されている。このサイバーフィジカルシステムの研究開発においては、センシング、プロ
セッシング、アクションからなる三つの要素が密に連携した環境の構築が求められている。 

TIA プラットフォームでは、第二期までの活動で、AI/IoTデバイス、パワーエレクトロニクス、MEMSの三つの開発拠点を整
備してきた。この拠点基盤に加えて、第三期では、「超低消費電力のメモリや革新的 IoT/AI プロセッサチップの設計、試作、
評価検証能力と、豊富な産学連携・国際連携の関係構築ノウハウを有する東北大学」が新たに参画する。この新しい拠点体
制により、社会からの要請に更に応えるべく、以下に示す活動を今後展開して行く。 
データプロセッシングとアクションに関する研究開発については、産総研の柏センターや臨海副都心センターの拠点との連携を

引き続き進め、サイバーフィジカルシステムの統合的な研究開発を実施可能にしていく。 
AI チップの開発に関しても、TIA プラットフォームの連携拡充により、これまでの活動を引き続き推進すると共に、第三期から

新しく参画した東北大学の強みを生かした新しい活動拠点を立ち上げていくことで、チップの設計から検証までの広範囲をカバ
ーしていく。 
具体的には、継続的活動としては、設計においては、産総研・東大 AI チップデザイン OIL（オープンイノベーションラボラト

リ）を設置し、設計した AI チップの動作確認が低コストできるようになっており、今後設計のビジネス化を促進していく。試作に
おいては、東京大学・TSMC先進半導体 アライアンスや TIA のクリーンルーム（産総研高機能 IoT デバイス研究開発棟）
を活用、検証においては産総研の柏センター・臨海副都心センターの設備を活用していく。 
加えて、新規活動としては、東北大学国際集積エレクトロニクス研究開発センター（CIES）が保有するスピントロニクス技

術を活用した半導体メモリや IoT/AI プロセッサチップの設計、試作、評価検証などの研究開発能力を活用して、既存の
CMOS技術では実現が困難であった革新的超低消費電力性能を有するメモリからプロセッサまでの半導体チップの研究開発
を低コストで実施できる拠点整備を進める。試作においては、東北大学国際集積エレクトロニクス研究開発センター（CIES）
や TIA（産総研高機能 IoT デバイス研究開発棟）の連携を促進していく。 
以上の様に、第三期では、TIA が持つ強みである、「新規参画の東北大学含め各６機関の研究開発のプラットフォームの

連携」を更に高めると共に、国内外の産業界・大学・国研等との協働をさらに深めることで、国際競争力のある IoT/AI プロセ
ッサ・センサをはじめとする半導体技術の開発と研究開発人材の育成を行い、イノベーションエコシステム構築に貢献する。 
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5.2.2 物質・材料データプラットフォーム 
TIA では重要な社会課題・強い産業ニーズに対するソリューションの提案をミッションの一つとしており、そのためには IT を活用

した体制を構築し研究に関する基盤情報を発信する必要がある。その一環として、TIA において NIMS が担当する物質・材料
科学の側面から、あらゆる研究分野に役立つソリューションを提供するために、NIMSで運用している“物質・材料データベース 
(MatNavi)”を活用・拡充することを目指す。 

NIMS物質・材料データベースは、原子・分子のレベルから、結晶、材料さらに構造部材などの産業・社会的インフラのスケー
ルにわたる物質・材料に関する基盤情報を発信することにより、新材料の開発、材料の最適な使用、最適な材料の選択に役立
つソリューション獲得を支援することを目標としている。 
 本データベースはクリープや疲労のデータシートを基にした構造材料データベース、公表されている学術文献から有用な数値デー
タを採取し、データベース化した高分子、無機材料、金属材料、拡散、超伝導材料データベースなどから構成されている。 
 
 基本的方針  － 使われてこそデータベース － 

 標準参照となるユニークなデータおよびシステム 
 理論やシミュレーション研究との融合 
 材料開発、最適材料活用、材料選択に役立つソリューションが導出できる情報の提供 
 ユーザーのニーズをとらえたデータベースの開発と発信 

 
AI を駆使したデータ活用による材料開発競争がグローバルに激化しており、良質のデータをいかに大量に迅速に収集するかが

競争力のカギとなっている。TIA では、NIMSが中心となり構築しつつある物質・材料データプラットフォームを、中核機関の連携
でさらに活性化することに挑戦する。TIAの潜在力と幅広いネットワーク力を活用し、グローバルに競争力のあるデータベースの構
築を進める。材料メーカーを含む産業界とデータ提供の可能性、有効活用に関して連携を図りつつ、データベース構築に関わる
他のプロジェクトとも情報共有しながら、効率的にプラットフォーム化を推進していく。 
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5.2.3 光・量子計測 
光・量子計測技術の応用範囲の広汎性を軸に、中核機関の最先端技術の結集・共創を促進し、異分野との融合も含め、

「つくば全体」更には日本の光・量子計測における研究拠点プラットフォーム機能の構築を目指す。 
その中心となる KEKは、基礎科学研究分野においてきわめて高度な知見を有しており、とりわけ、光・量子計測技術は世界

的な立場で先導している。また、この技術は非常に広い分野との関連を持つ技術でもあり、この特質を生かし、「光・量子発生」
「光・量子センシング」「光・量子ナノ材料」の 3分野を中心に、TIA中核機関相互における連携の先導する役割を担ってきてい
る。 

Society5.0 を実現すべく量子技術イノベーションへの期待が高まる中、TIA第 3期における光・量子計測研究拠点では、
TIA中核機関の最先端技術の結集・共創をより加速、基盤的研究を継続的に推進することで産業に貢献できる成果創発を
目指していく。 
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「光・量子計測イノべーション戦略」 

TIA では、最先端の光・量子計測技術を用い、宇宙・物質・生命の根源を探求する基礎研究
や安全・安心・利便の向上を目指す応用研究が、世界をリードして進められている。この豊かで多
彩な科学技術ポテンシャルを繋いで（Combine Potentials)、さらに高度な次世代の光・量子
計測技術を開発し（Beyond Limit)、新しいイノベーションシステム駆動の芽を育む（拠点プロ
ジェクトの増大、連携分野の拡大)。 

 

  



 

31 
 

5.2.4 パワーエレクトロニクス 
 TIA第 3期においては、SiCパワー半導体や超電導技術について、川上～川下に至る企業の連携を深め、電動航空機等の
次世代モビリティなど、未来社会の中核を担う社会インフラ技術に関する世界的拠点形成を本格化させていく。 
また、再生エネルギー大量導入、Society5.0 におけるエネルギーバリューチェーンの最適化に向けて、省エネ化、IoT をベース

とした次世代電力送配電制御に必要な小型、高効率、低コスト系統パワエレ機器を実現するために、次世代 SiC デバイスとし
て、高圧スーパージャンクション(SJ)MOSFET、超高耐圧 SiCーIGBT の開発を進めていく。 

 
さらに、次々世代のパワーエレクトロニクス材料として GaNやダイヤモンドの研究開発を進める。GaN については、既存の 4 イ

ンチ SiC量産試作ラインの拡張整備を行い、2019年度から GaNの量産試作を開始した。2020年度からは、より幅広い企
業との連携を目指す。特に、ワイドギャップ半導体の適用範囲の拡大を目指し、GaN/SiC ハイブリットデバイスの研究開発につい
て重点的に取り組む。ダイヤモンドについては、コアコンピタンスを満たすデバイス形成のための基礎研究を進めている。2020年度
からは、さらにプロセス要素技術に関する研究開発を進め、より多くの企業との連携を目指す。 
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5.2.5 MEMS 
第２期から開始した 200 mm MEMS ラインによる各種サービスを中心に、共用施設利用制度のもとでセンサデバイスの生

産サービスを拡大させ、少量生産で継続的な製造を通じて企業の事業拡大と競争力向上に引き続き貢献していく。小規模生
産サービスの拡大に向けては、利用者へのサービス充実と実績蓄積のための改善を進める。また、プラットフォームを活用したプロ
ジェクト実施を拡大するために、産学官を集結した技術検討活動を強化していく。 

 

5.2.6 カーボンナノチューブ 
第２期では、実験プラントを発展させ、TIA による実証プラント整備・技術移転を行い、量産プラント竣工に至った。その成果

として、SGCNT 応用製品「O リング」の生産・販売など製品化に成功した。今後は、民間企業で事業化に至ったプロジェクトは、
TIAプラットフォーム事業での立ち位置の見直しを行う。その他継続中ならびに新規プロジェクトについては、引き続き TIAの枠組
みを活用し、プロジェクトを展開させていく。 
 

5.2.7 ナノグリーン 
ナノグリーンでは、産官学連携・アンダーワンルーフの拠点形成型の国プロとして NIMS を中心に GREEN（ナノ材料科学研

究拠点）を展開してきた。これによってナノテクノロジー分野に限定せず、TIA 活動の新たな柱となりうる新領域への基盤を構築
した。しかしながら、GREEN は電池等の界面現象の理解と制御を掲げた基礎研究フェーズのプロジェクトであり、産業化は次期
以降の課題となっている。今後は、かけはしを活用し、テーマの企画段階から TIA 参画機関および産業界が連携してプロジェクト
を立ち上げ、特に「TIA企画テーマ」を活用することで骨太のプロジェクト化を目指す。 
 

5.2.8 バイオ・医療 
 「ナノバイオタスクフォース」は、新たなイノベーション創出に向け、「つくばライフサイエンス推進協議会」との共催によりライフイノ
ベーションワークショップを開催し、さらに、「つくばグローバルイノベーション推進機構」、「筑波大学つくば臨床医学研究開発機
構」等との連携を図るなど、TIA の新たな研究領域でのネットワーク形成に一定の成果を上げた。今後は「かけはし」テーマなど
から、具体的なプロジェクトを TIA拠点事業として推進していく。 
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5.3 イノベーションシステムの駆動を促す施策 

5.3.1 共用研究施設の拡充 
 第 2期で整備された施設利用システムを最大限に機能させるため、手続き、利用相談等のワンストップ化を行うなど、ユーザー
ビリティの向上を図る。 
「TIA共用研究施設データベース」への名称変更 
 

 「つくば共用研究施設データベース」を充実し、最大限に活用することで、ワンストップ化などユーザー本位の提供体制
を整備する。 

 コーディネータなどと連携するとともに、各機関間の連携を強化し、TIA として総合的な共用施設の運営体制を確立す
る。 

 人材育成プログラムとの連携を強化することにより、TIA を体験できる魅力的な研修プログラムを展開する。また、TIA
の共用研究施設を効率的・効果的に運営していくための支援人材を育成するプログラムも検討する。 

 企業などと連携し、施設利用を共同研究・大型プロジェクト・産業化に結び付ける仕組みの構築を目指す。 
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5.3.2 人材育成システムの拡充 
これまでの基盤を継続して実施する仕組みと、共用施設などと連携した取り組みを実施する。新しい観点から、もっと広い意味

での人材育成を目指し、育成の対象を企業研究者、市民を対象とした講座・研修、小・中・高校生を対象とした教室などの開
催も検討する。 
 

 国際的に活躍する研究開発人材の育成プログラムとして、海外大学と連携した海外拠点への短期留学制度を継続
する。 

 TIA ユーザー拡大に向けた社会人などの育成コースの充実し、授業料等による自主運営体制を目指す。 
 利用者のニーズに合った育成コース（オーダーメイドコース）を検討し、企業研修、リカレント教育としての講座を開設

し、社会人等の受講生の増加につなげる。 
 共用施設利用と連動した育成の仕組み（施設利用チュートリアルプログラムなど）の構築と情報発信を行う。また、

TIA の共用研究施設を効率的・効果的に運営していくための支援人材を育成するプログラムも検討する。 
 市民を対象とした公開講座、小・中・高校生を対象とした教室など一般向け育成事業の充実を図る。 
 人材育成事業の明確な位置付け（または人材育成事業の位置づけの明確化）と、運用予算（人員含め）を確

保する。そのため、人材育成MG が中心となり、新たなプログラムの構築を目指す。 
 

TIA第 3期人材育成 
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5.3.3 国際連携の拡充 
第 2期に続いて海外拠点・有力研究機関との連携や国際会議への参画等を進め国際的ネットワーキングの構築を拡充して

いくが、第 3期は各機関が有する海外事務所や海外機関との MOU等を有効活用するなど、効率的かつ効果的に TIA の国
際的プレゼンスの向上を図る戦略を検討していく。さらに、各研究分野での技術の国際展開や国際的連携体制の構築等も進
めていく。例えばパワーエレクトロニクス分野では、航空機の電動化の推進に向けて国内企業のみならず航空機関連の海外主要
企業と連携体制をより一層構築していく。半導体分野においては、ポスト５G・次世代コンピューティングの潮流や東京大学・
TSMC先進半導体アライアンスの締結と東北大学の豊富な産学連携・国際連携の関係構築ノウハウを踏まえ、AIチップアーキ
テクチャ設計や半導体デバイス技術開発等で国際連携体制を拡充していく。 

 

5.3.4 TIA体制の拡充 

●TIAの体制 
 TIAは、中核機関の長などで構成される「運営最高会議」を最高意思決定機関とし、その下に実際の運営のために各機関の
担当者により構成される「事務局」を設置している。7分野の TIA拠点活用プロジェクト及び 2 つの共通基盤プラットフォームに
関しては、「マネージメントグループ」、「ステークホルダーグループ」を設置し、管理・運営を行っている。また、外部有識者の意見を
取り入れるため、産業界、学会の代表者及び中核機関の担当役員で構成する「運営諮問会議」を設置している。 
 

TIAの体制 

 
  

運営最高会議
（中核機関の長等）

名誉顧問、顧問、
監事、オブザーバー

運営諮問会議
（産業界・学会・中核機関役員）

事務局

マネージメントグループ
(MG)

ステークホルダーグループ

知財チーム

広報チーム

連携企画チーム

国際チーム

ナノエレクトロニクス

パワーエレクトロニクス

MEMS 光・量子計測

人材育成

共用施設ネットワーク
CNT

ナノグリーン

バイオ・医療 TF
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●事務局組織の機能強化 
第 3期ビジョンの実現に向けた重点的取組みを実施するため、TIA中核機関の関連部署の担当者により構成される従来の

TIA事務局体制を見直すとともに、産業界等と TIAの連携をコーディネートする人材を配置する。 
 

 各機関から独立した組織（仮称︓TIA拠点）として TIA を運営し、対外的なワンストップ相談窓口の実現・6機関
連携事業の迅速化・企画提案力の向上を図る。将来的には、拠点の自立あるいは法人化も視野に入れ実体のある
組織を構築する。 
 

 TIA拠点にコーディネータを配置し、効率的なワンストップ機能を充実させ、重要な社会課題・強い産業ニーズを解決
するプロジェクトの企画・ソリューションの提案・TIA活用のマーケティング等を行う。 
 

 第 2期よりスタートした広報チーム機能をより充実させ、コーディネータと協力し、TIA ブランドを確立させる。 
 

                     第３期 TIAが目指す組織・体制 

 

 

 

●研究マネージメントの機能強化 

ワンストップ実現
スピードアップ
企画提案力向上

政策的なサポート
各機関での制度変更

TIA拠点の自立あるいは法人化も視野

TIA連携研究
テーマの設定・実施

大型プロジェクトの
企画・運営

「かけはし」／国ＰＪ／
コンソーシアムの企画提案

ソリューションの
提案

TIA活用の
マーケティング

共用研究施設／人材育成／
「かけはし」の活用提案

社会課題・
産業ニーズ

実体のある組織

事務局

バーチャルな組織

ＴＩＡ拠点

社会課題・
産業ニーズの集約 ワンストップ相談

TIAコーディネータ
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 第 2期は、7分野のマネージメントグループにおいて TIA拠点活用プロジェクトやコンソーシアム構築など研究活動を行い、いく
つかのプロジェクトでは事業化・実用化に結び付く実績を上げてきた。第 3期は、これらマネージメントグループを見直し、新たな研
究テーマを推進するに相応しい研究マネージメント体制を構築していく。 


	Society 5.0実現に向けたイノベーションエコシステムの構築
	Society 5.0を実現していく上で、産業に常に革新を生み続け、スタートアップ、大企業・中小企業、大学・研究機関、投資家、民間NPO、財団、公的機関などの社会の多様な主体が有機的・自律的につながり、その間で「人材」「知」「資金」が循環することが不可欠である。そして、その環境が「生態系（エコシステム）」として成り立ち、イノベーションを協創していくことが重要である。

