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TIAの成果と今後の方向性について

2021年 10月 28日

産業技術総合研究所 TIA推進センター
金丸正剛
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• TIAは、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
し、2016年4月に東京大学が新たに参画し名称を「TIA」へと変更。2020年4月には東北大
学も新たに参画するとともに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」（組織の枠を超えて連携し、
新領域を開拓するための調査研究を支援する事業）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)

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

TIAの沿革

2016年4月参画

2020年4月参画

MEMS

パワーエレクトロニクス

ナノエレクトロニクス
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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
２．Under One Roof
３．自立・好循環
４．Win-Win 連携網
５．次世代人材育成

1．TIAの概要

TIAの理念
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2．TIAの4つの柱

TIAの主要な活動

１）研究開発拠点

スーパークリーンルーム（SCR）、MEMSファウンドリー、パワーエレクトロニクスラインなど
をコアとした研究開発拠点において、TIA拠点活用プロジェクトやコンソーシアム事業を展
開し、TIA内外の機関や企業に研究開発と実証の場を提供。

２）連携事業（かけはし）

TIA中核6機関（産総研、NIMS、筑波大、KEK、東大、東北大）が組織の枠を超えて
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、TIA連携プログラム
探索推進事業「かけはし」を推進。

３）共用施設

電子顕微鏡から放射光施設まで、TIA中核6機関が有する最先端の研究用装置や施設
を提供。

４）人材育成

夏の集中講義や学位プログラム等、TIAの研究人材・研究設備を利用し、優れた人材を
育成。
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2．TIAの4つの柱

研究開発拠点

TIAでは以下の7つの研究領域における研究開発等を実施。

NanoBridge®

-FPGA

ナノエレクトロニクス
TIA中核機関の施設（産総研のSCRや高機能デバイス研究開発拠点等）を活用し、デバイス設
計技術、微細デバイスプロセス技術・評価技術、さらには、先端メモリデバイスや先端IoTデバイスの
研究開発、フォトニクス・エレクトロニクスの融合研究等最先端の研究開発を推進。
実用化例：NanoBridge®-FPGAデバイスの実用化、アイオーコア株式会社設立、
Minimalfab。

パワーエレクトロニクス
産総研におけるSiC結晶成長からウェハ加工、エピタキシャル膜成長、SiCデバイス製造に至る研究
開発を基盤として、企業、大学、研究機関が結集し、世界をリードする日本のSiC研究開発の中心
的役割を担っている。
実用化例：SiCパワー半導体モジュールの新幹線等への搭載。

MEMS
産総研つくば東事業所内に、200/300mmウェハによるMEMSプロセスラインおよび集積化設
備を整備し、MEMSに関連する企業や大学が集結してオープンイノベーションを推進する場を提供。
また、企業や大学等に対して、各種加工分析装置による研究開発サポートやデバイス製造試作など
を請け負うファンドリーサービスも提供。

SiCデバイス工場
稼働
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カーボンナノチューブ
単層カーボンナノチューブ（SWCNT）の実用化を加速させるため、カーボンナノチューブ複合材
料の特性とその分散状態との関係を明らかにできる分散評価技術等を開発し、応用製品開発を
支援するとともに、SWCNTの優れた特長を損なわない、革新的応用製品創出の貢献を目指し
ている。
実用化例：耐熱性O-リング「SCOINT®（スゴイン）」の販売。

2．TIAの4つの柱

研究開発拠点

光・量子計測
イノベーション推進のため、TIA中核6機関の大型放射光施設や先進的な光・量子計測研究を積極
的に連携させる活動を実施。また、TIA中核6機関の特色ある基礎研究と産業に直結する開発術を
結び付ける連携活動を支援。大型放射光研究開発と材料開発の連携、中型の光・量子ビーム光源
の研究開発、光・量子センシングや計測技術の研究開発を実施。

バイオ・医療
筑波大学を中心に先進的ナノテクノロジー技術をバイオ・医療分野に応用すべく研究開発を実施。ナノ
バイオ研究の推進のため筑波大学つくば臨床医学研究開発機構（T-CReDO）と連携するとともに、
微生物の制御と利用に関する研究、BNCT（ホウ素中性子捕捉療法）用治療装置の研究開発を
実施。

ナノグリーン
NIMSを基軸とし、ナノテクノロジーを活用した環境・エネルギー技術創出を志向した研究連携の場
の構築と産業界への提供を目指している。太陽電池、蓄電池、水素製造、熱電デバイス等に関わる
材料開発を行うとともに、エネルギー変換・貯蔵の共通基盤となる電極触媒の開発、理論計算科学
による機能解明とNIMSのマテリアルズ・インフォマティクスを活用した材料開発も加速。

耐熱性O-リング
「SCOINT®」
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2．TIAの4つの柱

連携事業（かけはし）

2016年度に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推進事業「かけはし」を開始。
2018年度からは企業の提案をもとにTIAがチーム編成を仲介する企業提案
テーマも実施（2020年度は6件のテーマを実施）。

◆2016年度
39テーマ

◆2017年度
50テーマ

◆2018年度
47テーマ

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テーマ

◆2019年度
52テーマ

※2020年度から東北大参画

◆2021年度
51テーマ

これまでに延べ291テーマを採択。かけはしの成果は、JSTや科研費等の公的
外部資金の獲得、民間企業との共同研究等に繋がっている。また、大学発ベン
チャー企業「アルガルバイオ」の設立にも貢献。これまでの採択テーマの詳細は以
下のHPで公開中。
https://www.tia-nano.jp/page/dir000027.html
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2．TIAの4つの柱

共用施設

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。

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

AIST NIMS U.Tsukuba KEK

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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2．TIAの4つの柱

人材育成

TIA連携大学院 サマー・オープン・フェスティバル2021
現在の開催予定

7/20〜8/26
SUMMER LECTURE in  2021 for 
Nanoscience / Nanotechnology

8/21〜22 第10回TIAパワーエレクトロニクス・サマースクール

8/31〜9/3 第9回TIAナノグリーン・サマースクール

9/7〜10 高エネルギー加速器セミナー OHO’21

毎年夏に開催している教育イベントで、学生
や若手研究者が最新の知識と技術を習得し、
分野横断的な交流を図る機会を提供。
昨年度は延べ395名（学部生、大学院生、
社会人を含む）が参加。

１）TIA連携大学院サマー・オープン・フェスティバル

２）TIA連携大学院パワーエレクトロニクスコース
筑波大学連携大学院（連携機関：産総研）、富士電機 パワエレ寄附講座、ト
ヨタ自動車・デンソー パワエレ寄附講座を組み合わせ、産学官を連携した大学院
教育を実施。

３）ナノテクキャリアアップアライアンス（Nanotech CUPAL）
若手研究者の育成を目的に、TIAの産総研、NIMS、KEK、筑波大学と京都大
学が実施。新たな知の創成をけん引するプロを育成する共同研究型のN.R.P
（Nanotech Research Professional）コースとイノベーション創出を牽引
するプロを育成する研究・実習型のN.I.P（Nanotech Innovation 
Professional）コースを実施。
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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

3．TIAが今後目指すもの

研究開発の方針



半導体（IoT/AIプロセッサ・センサ等）

11

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、国際競争力のある
IoT/AI分野等での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。

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)

産総研
SCR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

先端半導体
製造技術

3．TIAが今後目指すもの
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先端ロジックで必要となるナノシートトランジスタ
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https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1184855.html

プレーナートランジスタ フィントランジスタ ナノシートトランジスタ

ナノシート
厚さ～10nm

幅～ 50nm

産総研SCRに整備するラインで作製可能となるナノシ－トFET

新規開発技術（日本国内半導体工場にない）

・ 最先端ArF液浸露光および多重露光技術
・ Si/SiGe選択エピ成長技術
・ Si/SiGe選択エッチング技術
・ 逐次原子層成長法（ALD）を用いた

HKゲート絶縁膜成長技術
・ メタルALD法を用いたトランジスタ閾値制御技術
など

詳細は「先端半導体製造技術つくば拠点 オープニングシンポジウム」

3．TIAが今後目指すもの

https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1184855.html


物質・材料データプラットフォーム

TIAでは、ペイン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。
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3．TIAが今後目指すもの



全国の マテリアルデータ集約へ

データ駆動型研究による日本の新材料開発を加速

⇒ マテリアル・イノベーション創出

材料データプラットフォーム
の中核システム

クラウド上で
運用

材料データ
の蓄積

世界最大級の材料データベース
認証機能

データ検索機能

ＡＩ解析機能
機械学習用

材料データセット

産学官の優れた
材料研究者

大学・公的機関の
先端共用設備

材料データ登録

今まで論文化されずに埋もれ
ていたデータも利活用可能

AI解析結果

新材料開発の
高速化が可能

登録された公開データ
とNIMSデータベース
の横断検索が可能
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3．TIAが今後目指すもの



マテリアルデータ から マテリアル・イノベーション へ

◼ データ基盤の整備と並行して、データ流通を促進し、産学における、マテリアル

データを活用した研究開発の高速化、迅速な社会実装に向けた取組みが必須。

➢ データ流通の推進 ：データ構造の標準化やデータ秘匿化 など

➢ データ解析の高速化 ：ＡＩ解析の構築 など

➢ データ駆動型研究の促進 ：産学を巻き込んだ研究開拓の推進 など

データ中核拠点の形成

産業界への展開大学等への展開

データ駆動型研究の
先導的成果の創出

産業界とアカデミアを結ぶ
オープンプラットフォームの形成

ＡＩ解析

データ秘匿化
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3．TIAが今後目指すもの



光・量子計測

光・量子計測技術イノベーションの推進

多彩な分野の研究者の協力により、光・量子発生及び計測

技術の高度化を目指します。

• 光（レーザー光、放射光）や量子ビーム（電子・陽電子・

中性子・ミュオン）を用いた新たな計測手法の研究。

• 超小型加速器等の開発・利用による新たな線源の開発。

• 半導体技術、極低温技術、量子技術、データ収集技術、

等、高度な周辺技術の蓄積を利用した応用開拓。

• 多くの外国人研究者の在籍と多彩な国際協力による海外

への展開。

TIA6機関の巨大な研究ネットワーク

相乗効果

Beyond 
Limits 

サイエンスとテクノロジーを集積させた「光・量子

計測技術イノベーション」を推進。

6つの研究機関が集まり、「近くに各分野の

専門家がいる」ボーダーレスな連携。

オープンな研究施設利用の仕組みがあり、

高度な機器や設備が相互に利用可能。

SOIピクセル検出器
Ref.) Y. Arai, et al., doi:10.1109/IEDM.2017.8268401.

S. Shrestha, et al., doi:10.3390/s18061789

線源-計測-応用

3．TIAが今後目指すもの



イノベーション・エコシステムを目指して

第14回TIA運営最高会議 18


