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講演の構成

1．TIAの概要

2．第1期、第2期の取り組みと成果

3．第3期TIA Vision

4．第3期TIA Visionの実現に向けた主な方針



3

• TIAは、産総研、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
（KEK)、東京大学、東北大学の6機関が連携して運営する研究開発・オープンイノ
ベーション拠点。

• 2009年6月に「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）として設立。2016年4月に名称を「TIA」へと変更し、2020年4月にTIA第3
期を迎えた。

• 運営最高会議の下に、マネジメントグループ（MG）を設置し、各研究開発拠点の施
設・装置を活用して、連携しながら研究開発を推進。特に、「かけはし事業」や共用
施設の外部提供、人材育成については、6機関が一丸となって推進。

1．TIAの概要

運営最高会議
（中核機関の長等）

マネージメントグループ
(MG)

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2016年4月参画

2020年4月参画
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オープンイノベーション拠点TIA
5つの理念

１．世界的価値の創造 世界に発信
２．Under One Roof 拠点化
３．自立・好循環 エコシステム
４．Win-Win 連携網 ネットワーク
５．次世代人材育成 研究人材

1．TIAの概要
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1．TIAの概要

大型研究開発施設

MEMS ラインTIA連携棟

NIMS
ナノグリーン

棟

富士電機松本工場

2009年、TIA-nano発足
１）研究開発拠点 ２）共用施設ネットワーク
３）人材育成 ４）かけはし連携推進

原子スイッチ技術を使ったNB-
FPGA完成／将来の衛星搭載予定

SiCデバイス工場稼働(2013)
鉄道などへの実用化

CNT量産工場稼働(2015)
アプリケーション開発、実用化推進

AIST
NIMS
筑波大
KEK
東大
東北大

SCRナノエレ
ライン

累計45プロジェクト
（FY30)

50～150億円/年(FY28-30)

SiCパワエレ
ライン

連携企業160-170社(FY28-30)
外部研究者数600-900人

(FY28-30)

CNT大量生産
実験プラント

成果例



表面分析

構造解析

微細加工

デバイス作製

フォト
リソグラフィ

元素分析

薄膜作製

その他

高輝度
放射光質量分析

H30年度 共用装置利用 3,975件

炭素系材料
気相成長装置

ヘリウムイオン顕微鏡

六軸Ｘ線回折計用実験
ステーション

FIB-SEM
微細組織三次元

マルチスケール解析装置

1MVタンデトロン

12"Si深掘
ドライエッチング装置

単原子分析電子顕微鏡 液体クロマトグラフ
質量分析計

レーザー加熱超高圧Ｘ線
複合実験ステーション

1．TIAの概要
共用施設ネットワーク

AIST NIMS U.Tsukuba KEK

TIA中核6機関で約700台の共用研究施設を運用
つくば共用研究施設データベースにより利用したい研究施設サーチを支援

マスクレス露光装置

陽電子欠陥評価装置（PPMA）

原子層堆積装置

i 線露光装置

スパッタリング装置

U.Tokyo Tohoku U.

つくば共用研究施設
データベース
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イノベーションの「芽」を育むための取り組み 「知の創造・強化」
： TIA連携プログラム探索事業「かけはし」など。「かけはし」では企業提案を含む

延べ188件の課題を推進。

イノベーションを「駆動」させ、「結実」させるための取り組み 「産業化－橋渡しー」
： コンソーシアムの企画、運用制度の改善など
： 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「結実」に向けた研究開発と成果
： SiCパワーデバイス、Nano Bridge-FPGA、SGCNTの事業化、
革新的構造材料における先端計測技術開発 など

2．第1期・第2期の取り組みと成果

NanoBridge℗



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

8

3．第３期TIAビジョン

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、社会課題・産業ニーズを解決する。

社会課題・
産業ニーズ



9

4．第3期TIA Visionの実現に向けた主な方針
研究開発の方針

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」

TIA第3期の研究開発の方針として、従来の研究開発分野の活動
を推進しつつ、次の３つの研究開発テーマに重点的に取り組んでいく。

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



4．第3期TIA Visionの実現に向けた主な方針
半導体（IoT/AIプロセッサ・センサ等）

10

東京大学・TSMC
先進半導体
アライアンス

CIESコンソーシアム
(MRAM・MTJ/CMOS 

Hybrid IoT/AIプロセッサ)

高機能IoT
デバイス

研究開発棟

国際集積エレクトロニクス
研究開発センター

(MTJ/CMOS Hybrid 
300mm試作ライン)

集積回路開発・
チップ実証評価

CIES
コンソーシアム

(MRAM・MTJ/
CMOS Hybrid 
IoT/AIプロセッサ)

試作
連携

半導体の回路設計にお
いて機関連携

半導体の試作において
機関連携

半導体の材料探索、評
価等において機関連携

各機関の保有する
施設、技術的強み
を生かして、半導
体の設計から試作、
実装までを一貫し
て推進し、社会実
装につなげる。

TIAの幅広い研究開発リソースと産業界・大学・国研等との協働により、イノベーションエ
コシステム構築に貢献。
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4．第3期TIA Visionの実現に向けた主な方針
物質・材料データプラットフォーム

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。
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各機関のイノベーション部門
や研究部門がボーダレス連携

Beyond 
Limit

光・量子計測技術の
高度化トライアングル形成

Combine
Potentials

拠点活用プロジェクトの増大
構造材料X線顕微鏡応用プラットフォーム形成
産業応用のための小型加速器中性子施設開発・・・・

連携分野の拡大
材料、半導体、バイオ、量子コンピューター、
薬品、医学、農業、土木等の分野との連携

（「かけはし」課題の推進）

すぐ隣に
各分野の専門家がいる

検出発生

応用

光・量子
計測

4．第3期TIA Visionの実現に向けた主な方針
光・量子計測

最先端の光・量子計測技術を用い、基礎研究から応用研究が進められている。
多彩な科学技術ポテンシャルを繋いで、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)。

KEK



4．第3期TIA Visionの実現に向けた主な方針
連携創出事業の拡充

従来の「かけはし」を継続するとともに、6機関の多様な技術シーズを組み合わせることで、
新たな領域へのチャレンジや大型テーマの推進等を行い、社会実装につながる大型プロ
ジェクトにつなげる。
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4．第3期TIA Visionの実現に向けた主な方針
共用研究施設の拡充

 「つくば共用研究施設データベース」を充実し、ユーザー本位かつTIAとして総合的な運営体
制を整備。

 人材育成プログラムとの連携を強化し施設・技術のより具体的・体験的な広報活動を実施。
また、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育成プログラムも検討。

 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。
 ユーザーと協力した技術の向上
 蓄積した技術・ノウハウの提供
 ファシリティの充実

特別な強みを持つ共用施設

ここでしか測定できない
ここでしか作れない

TIA共用研究施設の更なる躍進

6機関連携強化
人材育成との連動

有効な共用施設活動の周知
魅力的な研修プログラム創造

強みを持つ共用施設だから
こそできる企業連携、大型
PJの推進につなげる



15

4．第3期TIA Visionの実現に向けた主な方針
人材育成プログラムの拡充

新しい観点 〜もっと広い意味での人材育成〜
 企業に目を向けた育成プログラムを充実。
 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への拡大も検討。

TIA連携大学院

国内外の連携機関

東京大学

筑波大学

AIST

KEKNIMS
東北大学

大学

企業
研究機関

TIA中核6機関
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今後ともTIAとの連携推進を宜しくお願い致します。
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