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第５回
TIA かけはし 成果報告会

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、２．Under One Roof
３．自立・好循環、４．Win-Win 連携網
５．次世代人材育成
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6機関で運営するオープンイノベーション拠点 TIA

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52プロジェクト（FY2020)

事業規模84億円/年(FY2016-2020)

SiCパワエレライン

連携企業140社/年(FY2016-2020)

外部研究者数560人/年
(FY2016-2020）

CNT大量生産
実験プラント

成果例
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2019年度 共用装置利用 4,882件

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

TIA共用施設
データベース

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

共用施設ネットワーク

AIST NIMS U.Tsukuba KEK

つくばの15km圏内のTIA中核機関で約700台余りの共用研究施設を運用
微細加工、分子・物質合成、微細構造解析など先端技術領域での利用支援
TIA共用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.
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TIA連携大学院 サマー・オープン・フェスティバル2020
プログラム 5コース

参加
者数

8/1（土）〜
8/28（金）

SUMMER LECTURE in  2020 for 
Nanoscience / Nanotechnology 24 名

8/25（火）
〜27（木） 第8回 TIAナノグリーン・サマースクール 6 名

12/10（火） TIA-MEMサマーセミナー（ウィンターセミナー） 29名

8/29（土）
〜30（日）

第9回 パワーエレクトロニクス・サマースクール
（セミナー）

165
名

9/8（火）
〜11（金） 高エネルギー加速器セミナー OHO’20 171 

名

中止 TIAナノバイオサマースクール -

中止 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 -

中止 先端計測・分析サマースクール -

人材育成

Nanotech CUPAL: 人材育成コンソーシアム事業
Nanotech Research Professionalコース
（共同研究型育成コース）新たな知の創成をけん引するプロを育成

2020年度育成対象者 新規1名（継続5名）→ 2名キャリアアップ成功
Nanotech Innovation Professionalコース
（研修・実習型育成コース）イノベーション創出を牽引するプロを育成

2020年度4機関で9コース開講、延べ74名が受講

TIA連携大学院 サマー・オープン・フェスティバル2020
(延べ395名参加）（学部生、大学院生、社会人含む）

産総研 先端量子ビーム分析法入門コース

KEK 放射光分析初級／中級コース
放射光分析上級コース

筑波
大学

パワーエレクトロニクスサマースクール
ナノグリーン・サマースクール
サマーレクチャー

京都
大学

MEMSコース（後期）
電子線描画装置アドバンストコース
マイクロ流路デバイス作製コース

TIA 連携大学院
サマー・オープン・フェスティバル

ナノテク キャリアアップ
アライアンス

筑波大学 パワーエレクトロニクス
寄附講座
富士電機 パワエレ寄附講座
トヨタ自動車・デンソー パワエレ寄附講座
連携大学院（産総研）◇ 研究室所属学生数: 13名

◇ パワーエレ関連科目履修者数: 153名

コロナ禍の影響により 3 つのスクールの実施は見送った
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TIA連携プログラム探索推進事業「かけはし」
目的：2016年度より連携推進に向けて複数の

TIA機関で行う調査研究を支援
◆ 異なる分野・技術の融合

TIA 2機関以上の連携により、複数の技術シーズを創出・融合・発展
◆ 優れた技術シーズの普及

研究会、ワークショップ、コンソーシアムなどの活動により優れた技術シーズを普及促進
→ HPの「かけはしイベント」情報参照

◆ 技術シーズの応用および事業化
技術シーズの応用発展・事業化に向けた研究開発プロジェクトを立案
（公的予算獲得や企業と共同開発）

◆ 企業ニーズと技術シーズのマッチング
企業ニーズに基づく技術課題とTIA技術シーズの組み合わせによる共同研究を立案

研究・技術の“種”を探し出し、
連携によって“芽”を育てる事業

理論
かけはし

・調査研究
・情報交換（研究会、セミナー）

TIA中核機関

計測
加工

・共同研究
・大型研究開発プロジェクト

企業・外部機関

理論
計測アイデア

資金材料
加工

外部研究資金

事業化・
社会実装
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「かけはし」企業提案テーマの実施

TIA 機関A TIA 機関B

TIA 機関A TIA 機関B

お客様

かけはし課題

マッチング 事業化研究開発

お客様

大型研究資金 大型連携研究

2020年度 企業４社から提案の６課題を実施 課題＃15,25,30,31,48,50

２.

新規のかけはし課題

企業
研究者

中核機関
研究者 申請

提案紹介研究テーマの提案

対応回答TIA事務局でチーム編成

新規研究テーマの提案を受けた場合

１.

既存のかけはし課題
企業
研究者

希望・要望の打診
既存のかけはし課題について希望・要望の打診を受けた場合

TIA事務局が仲介

中核機関
研究代表者

打診紹介

対応回答

2018年度より開始
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「かけはし」採択課題における研究分野の推移

医療・バイオ、エレクトロニクス・デバイス、材料・加工
の研究領域を中心に、多様な分野の課題を実施

7

2016年度
39課題

2017年度
50課題

2018年度
47課題

医療・
バイオ

エレ・デ
バイスグリーン

計測

材料・
加工

共通基盤

◆2020年度
52課題

2019年度
52課題

終了課題（5年間）の成果ポスターをHPに掲載しています。

※東北大参画
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「かけはし」採択課題の連携機関数の推移

2017年度  2018年度

 多機関連携の減少：応用開拓、連携拡大、技術普及、大型PJ立ち上げ
大規模連携チームが卒業

 2・３機関連携の増加：萌芽・基礎の段階、技術・分野の融合
相対的に小規模チームが増加

連携機関数（TIA中核機関内）

2016年度 2019年度 2020年度
39/79 (49%)     50/71 (71%)     47/60 (78%)    52/64 (81%) 52/71 (73%)

採択/申請(採択率)

※東北大参画
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2021年度の「かけはし」採択課題

2021度採択課題の概要ポスターをHPに掲載しています。

2021年度
51課題

医療・
バイオ

エレ・デ
バイスグリーン

計測

材料・
加工

共通基盤

医療・バイオ、エレクトロニクス・デバイス、計測の研究領
域を中心に、多様な分野の課題を実施予定（例年に比べ計測
の割合が高い）

51/55 (95%)    
採択/申請(採択率)
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「かけはし」連携活動の成果 2020年度

項目 実績 補足
連携研究員数 476 TIA内（376名）、TIA外（100名）
ワークショッ
プ・シンポジ
ウム・研究会

開催数 51

参加人数 2252

論文・発表 321 Journal投稿（137件）、学会等発
表（184件）

特許(出願・取得） 7
共同研究契約 58 TIA内（23件）、TIA外（35件）
共用施設利用 259 TIA内（200件）、TIA外（59件）

外部資金獲得 件数 33 JST、科研費他
金額（億円）6.76

連携組織体形成 5 総連携機関数35
受賞 10 学会賞、ポスター賞他
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【2020年度かけはし採択課題の主な研究資金獲得実績】
• 「多細胞生物の基盤としての細胞内・細胞間のエネルギーカップリング
と研究領域の創造」 (KEK）→ JST CREST コロナ基盤

• 「極限環境を利用したトポロジー制御による新奇準安定物質の合成」
(NIMS）→ 科研費 学術変革領域(A)

• 「BNCTの国際標準中性子計測手法の確立に向けた調査研究」（筑波大)
→ 厚労省 革新的医療機器等国際標準獲得推進事業

次のステージへ 研究資金獲得等の成果

【2020年度かけはし採択課題の主な受賞】
• 「最先端シミュレーション・実験の融合による次世代電極過程科学の確
立を目指す調査研究」（KEK）→ 日本化学会 進歩賞

• 「透析腎癌に特異的な糖鎖組織マーカーの確立をめざした臨床病理学的
検討」（筑波大学）→ 第63回日本腎臓学会 Best Abstract Award
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第5回 TIAかけはし成果報告会
今回は第５回の節目に当たり、過去５年間のかけはし課題から特にすぐれ
た成果を収めた次の２課題を表彰し、あらためて記念講演をして頂きます。

 「オペランド水素顕微鏡の開発とその展開」
板倉 明子氏 物質・材料研究機構

 「グライココードの解読による次世代医療技術の開発」
館野 浩章氏 産業技術総合研究所

また、2020年度の課題から10件について成果報告をしていただきます。

2020年度課題の成果報告ポスター及び2021年
度課題の概要ポスターをHPに掲載していますの
で、ぜひご覧ください
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ご清聴ありがとうございました。
引き続き、この後の記念講演・成果講演
をお聞きください。
TIAホームページ
https://www.tia-nano.jp/
の関連ポスターもご覧ください。
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