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２．TIA 運営に関して
TIA の運営においては、運営最高会議において主たる意思決定を行う。また、TIA 規約にある
通り、運営諮問会議は、最高会議から付託された事項について検討し、企画立案及び全体調整
を行い、拠点形成に係る運営と産業界との調整を行う。TIA 事務局は主に企画、連携調整と広
報活動を担う。運営最高会議については、年度最終回の会議のみ構成員(各機関長)が参加し、
それ以外の会議においては構成員代理(各中核機関の担当理事および経団連産業技術本部長)
による参加によって実施されている。一方で、運営諮問会議に関して、「かけはし」事業を含む連携
研究開発活動に関連した連携ネットワーク拡大も念頭に置き、産業界の意見を伺う機会も増加し
ている。今年度の両会議の活動について以下のとおり報告する。

２．１． 運営最高会議・運営諮問会議
(１)運営最高会議
TIA 運営最高会議は、近年は年 3 回の開催が行われている。年度末の構成員による審議
および、前の 2 回は構成員代理の参加という体制で開催されている。新たな取り組みと連携の
拡大等の経営判断について迅速な意思決定を行うべく取り組んでいる。
以下に各会議において審議(承認・可決)を行った主な項目と、構成員による議論によって運
営の枠組みを検討した項目を示す。

第 18 回運営最高会議 (2021 年 7 月 27 日、Webex を用いた Web 会議)


第 17 回 TIA 運営最高会議議事要旨について



2020 年度決算及び会計監査報告について



2021 年度予算について



TIA 構成機関の変更について



それに伴う、TIA 規約の改定それに伴う規定及び基本要領の改定



2021 年度 TIA 連携プログラム探索推進事業「かけはし」採択テーマについて



2020 年度 TIA 連携プログラム探索推進事業「かけはし」について
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第 19 回運営最高会議(2022 年 1 月 7 日、Webex を用いた Web 会議)


第 18 回 TIA 運営最高会議 議事要旨(案)について



TIA 連携プログラム探索推進事業「かけはし」2022 年度の取り組み（案）
について



TIA 規約の改訂（案）について（個人情報管理）

第 20 回運営最高会議(2022 年 3 月 18 日、Webex を用いた Web 会議)


第 19 回 TIA 運営最高会議議事要旨（案）について



2021 年度 TIA 事業報告書（案）について



2022 年度予算計画（案）について



MG の設置・終了について



拠点活用プロジェクトについて



事務局長の交代について

(２)運営諮問会議
今年度は２回の開催であり、コロナの影響を受けて 2 度とも Web 会議による開催であった。
運営諮問会議に対して TIA 活動についての重要案件(ビジョン策定、「かけはし」など)の報告を
行い、TIA の運営についての状況の共有に努めた。「かけはし」について、構成員企業でこれまで
提案をしていない企業を中心に、Web 会議を用いて、進捗状況、主な成果について口頭及び
資料での報告を行うとともに、「かけはし」への参加(企業からのテーマ提案)を依頼するなどして、
諮問体制を補強した。また、各マネージメントグループから今年度の活動報告を行い、TIA での
活動に対する認識を高めた。

第 7 回運営諮問会議 (2021 年 6 月 18 日、Webex を用いた Web 会議)


TIA Vision への取り組みについて

第 8 回運営諮問会議 (2022 年２月 18 日、Webex を用いた Web 会議)


TIA 戦略について
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２．２． 事務局機能
TIA 事務局において、現在「連携企画」および「広報」の２つの常設チームによる取り組
みが行われ、連携して活動を担う体制により実施されている。今年度も昨年度同様にコロ
ナ禍の下、全て Web を用いた会議等を行ってきた。
連携企画チームでは、「かけはし」における企業連携による研究課題を充実させる取り組
みを強化した。また SDGs やプレベンチャー醸成といった取り組みにもチャレンジした。
広報チームについては情報発信力の強化・拡充として、 ①TIA ホームページの大幅改
訂、機動的な内容の 更新、情 報収集と 発信 体制の強化、②TIA メールニュース、
Facebook 及び Twitter の更なる活用、③動画の活用、④TIA プロモーションビデオの作
成などが行った。一方、2021 年度も 7 月にかけはし成果報告会を Web で開催した。
第 13 回 TIA シンポジウムの開催を 10 月 28 日（木）にオンライン配信で実施し、TIA
事業の４つの大きな柱である「研究開発拠点」、「かけはし」、「共用施設ネットワーク」、
「人材育成プログラム」を活用してイノベーションを達成された外部の方々にご講演頂いた。
国際連携については、TIA 設立以来取り組んでいる ANF の活動を行った。2020 年
度は世界的なコロナ禍もあり、Web を使った活動が主であった。現在、Nano safety,
Standardization,

Commercialization,

User-Facility

Network

の

4WorkingGroup（WG） が活動を行っている。特に User-Facility Network WG
は 2022 年 1 月 27 日 に 開 催さ れ た Nanotech2022 に お い て 、 2022 ANF
Symposium on User-Facility Network in Asia を開催するなど、活発な取り組みを
行っている。
(１)連携企画
中核６機関による新たな連携推進や事務局機能の強化等に向けて、TIA の中核６
機関より連携企画チームメンバーを選定し、隔週 1 回程度の合同会議を行っている。
2021 年度は 27 回、Web を使用して開催した。
１) 連携推進「かけはし」事業
2016 年度より開始した TIA の中核６機関による共同事業、TIA 連携プログラム探
索推進事業「かけはし」(以下「かけはし」事業)は、TIA 中核６機関が連携した活動を促
進させるため、連携共同研究や共同事業などの立ち上げの初期段階を想定した調査研究
を支援する事業である。2018 年度からは企業のニーズに基づいた課題を、TIA 関連企
業から提案を受け、TIA 中核 6 機関が連携してとりくむ「企業提案型課題」の募集も開
始した。2021 年度は 3 社からの企業提案を含め 55 件の応募があり、５月下旬に開
催した 2 次審査会で 51 件の採択テーマを決定した。
また、SDGs に関しての講演会を 10 月 1 日に Web 開催し、東北大学総長・プロボス
ト室の大野林太郎氏・NBCI 横田真事務局長、筑波大学青木三郎教授からの講演があ
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り、約 50 名の参加があった。また、プレベンチャー醸成支援として、起業の前段階に向けた
コンサルティングを運営諮問会議構成員である VC２社、及び茨城県・つくば市の関係部
署からの起業向けの支援情報の提供を 2021 年 10 月に実施した。こちらは３つのかけは
し採択チームが参加した。
２) 広報チームとの連携
第 5 回 TIA かけはし成果報告会(2021 年 7 月 14 日(水)開催)および、第 13
回 TIA シンポジウムを(2021 年 10 月 28 日(木)開催)の企画立案を行い、広報チ
ームと連携して、両イベントの開催を支援した。また前述の通り、TIA シンポジウムの後、経
産省、NEDO、産総研、TIA が主催する「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」が開催された。NEDO 及び産総研からプロジェクトの説明があった後、5 名のパ
ネリストよるパネルディスカッションが行われ、今後の本事業における成果を最大化するための
課題や期待について議論された。
（２）広報
[活動概要]
2021 年度は、コロナウィルス感染拡大という状況の中で TIA 独自の取り組みである「か
けはし」の活動を本格化させ、産業界を巻き込んだ連携の場を更に広げることにより従来か
ら培われてきたブランド力をより一層増大させる取り組みを中心に進めた。
イベントとしての第 5 回 TIA かけはし成果報告会と第 13 回 TIA シンポジウムは、コロナ
ウィルス感染の影響により昨年度と同様 Web によるオンライン配信という開催方法にて実
施した。特にかけはし成果報告会においては、かけはし事業５周年という区切りの年でもあ
り、これまでのかけはし事業への取り組みにおいて優秀な成績を収めた研究者を表彰した。
両イベントともコロナウィルス感染という状況にも係らず従来よりも多くの方々に視聴いただき
TIA の第 3 期ビジョンを含めた多様な活動への理解と浸透を図ることができた。
また、事務局内における広報チームの体制を充実させ、年間 30 数回の会議開催を通
してその取り組みを強化することにより、各種イベントを含めた広報活動を強力に推進するこ
とができた。
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１）情報発信力の強化・拡充
①TIA ホームページについて
○ホームページの大幅改訂
ホームページの各種画面の継続的な改善を実施
するとともに内容をより分かりやすくし、利用者の
利便性向上を図った。それにより HP へのアクセス
数は年間約 13 万件以上となった。
○機動的な内容の更新
CMS の活用により、WEB ページの更新頻度
が上がり、機動的な広報活動が可能となった。
○情報収集と発信体制の強化
TIA 関連のニュースやイベントの情報を TIA の
内外から広く収集し、TIA トップページに随時掲載
するとともに、かけはしや TIA シンポジウム関連
イベントについては専用ページにも掲載し、それらの
情報を下記のメールニュースで発信する体制を
構築した。
②TIA メールニュース、Facebook 及び Twitter の更なる活用
TIA のホームページに加え、TIA メールニュース（いわゆるメールマガジン）と Facebook
（よりくだけた幅広い情報の提供）を活用するとともに、今年度より Twitter を開始したこと
により、4 つの媒体が連携した複合的かつ多彩な情報発信を行い、そのシナジー効果により
更なる TIA の知名度向上を図った。特にメールニュースについては、登録者約 1,800 名に対
して年間約 30 件を送信しており、非常に効果的な媒体となった。
（Facebook は https://www.facebook.com/TIA.news/）
（Twitter は https://twitter.com/tia20805332）

③動画の活用
TIA の HP とともに、YouTube 内の TIA のページに、本年度のかけはし成果報告
会や第 13 回 TIA シンポジウムの開催模様を撮影した動画を掲載し、その講演内
容を周知することにより、TIA の訴求力の更なる向上を図った。
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④TIA プロモーションビデオの作成
TIA の知名度及びブランド力の向上と活動への参画による連携促進を目的として、
TIA の活動と研究成果を紹介するプロモーションビデオを作成した。今後、HP を始め
としてかけはし成果報告会、シンポジウムやナノテク展等のイベントで幅広く活用して
いくこととする。
２）取り組み成果の周知及び対外連携強化
①第 5 回 TIA かけはし成果報告会の開催
今回は、TIA かけはし５周年記念講演と成果講演を 7 月 14 日（水）に昨年同様 Web
にて開催した。まず始めに TIA かけはし 5 周年記念として、過去のかけはし事業への取り組
みにおいて優秀な成績を収められた板倉明子氏（NIMS）と舘野浩章氏（産総研）を表
彰するとともに記念講演を実施した。

5 周年記念表彰（板倉明子氏）

5 周年記念表彰（舘野浩章氏）

次に、2020 年度のプロジェクトの成果報告を２セッションに分けて合計 10 名の研究者に
より実施した。Web によるオンライン同時並行開催であったため進行の遅れ等があったが無事
に終了することができた。報告会では、代表的な研究プロジェクトが紹介され出席者の注目を
集めるとともに、活発な質疑応答が行われ、各機関の連携の重要性を認識するとともに、産
業界との継続的な関係構築に資することができた。
また今回の講演動画を HP に掲載するとともに、2020 年度の全課題ポスター及び 2021
年度採択課題概要ポスターを TIA ホームページに掲載し質問等を受け付けられるよう設定
した。
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第 1 セッションより（筑波大学・川西邦夫氏） 第 2 セッションより（NIMS・介川浩章氏）

②第 13 回 TIA シンポジウムの開催
第 13 回目となる今回は、「TIA によるオープンイノベーション」と題してイノベーション推進の
成功事例を紹介することにより、TIA のブランド力向上と TIA をより一層活用していただくこと
を目的として、10 月 28 日（木）にかけはし成果報告会と同様 Web によるオンライン配信
で実施した。
シンポジウムでは、過去のシンポジウムからご意見の多かった「TIA の利用の仕方」に着目し、
TIA 事業の４つの大きな柱である「研究開発拠点」、「かけはし」、「共用施設ネットワーク」、
「人材育成プログラム」を活用してイノベーションを達成された外部の方々にご講演いただき、
活発な質疑応答が行われた。これらの講演により TIA をより一層身近なものに感じていただく
とともに、これからの TIA の活用を促進することができた。
今回シンポジウムにおける事前広報活動の一環として、オンデマンド動画を掲載するなど集
客のための工夫を行った。

第13回TIAシンポジウム

TPECでの富士電機(株)のSiCデバイス開発

木村 浩

Kimura Hiroshi
富士電機株式会社

半導体事業本部 開発統括部
デバイス開発部 担当部長
2009 年
2010 年

事業戦略本部）技術戦略室
富士電機( 株)技術開発本部

SiCデバイスを担当
SiCプロジェクト部

産業変革研究イニシアティブ参画
2012 年

TPECに参画

2017 年

電子デバイス事業本部

2020 年

現在に至る

部長

産総研出向

産総研出向
SiC開発部

部長

産総研から帰任

講演者へのご質問は、チャットで随時、受付中

研究開発拠点１（PETRA/中村隆宏氏）
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研究開発拠点２（富士電機/木村浩氏）

第13回TIAシンポジウム

スーパーグロースカーボンナノチューブ産業応用への取組み

上島 貢

Uejima Mitsugu
日本ゼオン株式会社

CNT事業推進部 部長、
総合開発センター CNT研究所 所長

2001年 日本ゼオン株式会社入社
2009年 新材料開発研究所チームリーダー
2015年 CNT研究所長
2021年 CNT事業推進部長、CNT研究所長
現在に至る

講演者へのご質問は、チャットで随時、受付中

研究開発拠点３（日本ゼオン/上島貢氏） かけはし発ベンチャー（アルガルバイオ/竹下毅氏）

共用施設ネットワーク１(富士電機/田中亮氏)

共用施設ネットワーク 2(イノバステラ/杉浦聡氏)

人材育成１（産総研/村上勝久氏）
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人材育成２（京都大学/田端千紘氏）

③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の開催
第 13 回 TIA シンポジウムの後、経産省、NEDO、産総研、TIA が主催する「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」が開催された。NEDO 及び産総研か
らプロジェクトの説明があった後、5 名のパネリストよるパネルディスカッションが行われ、今後の
本事業における成果を最大化するための課題や期待について議論された。

西村知泰氏（NEDO）

安田哲二氏（産総研）

上段左より、丹羽正昭氏（RaaS）、金山敏彦氏（モデレーター）、立岩健二氏（TPSCo）
下段左より、吉元拓郎氏（文科省）、金丸正剛氏（産総研）、荻野洋平氏（経産省）
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[関連会合等 開催状況]

2021 年 7 月 14 日

2021 年 7 月 20 日
～ 3 月 16 日

第 5 回 TIA かけはし成果報告会

TIA 連携大学院サマー・オープン・フェスティバル 2021

12 月 15 日

⽇

ICT 講 義 等 に よ り 実 施

及び TIA-MEMS ウインターセミナー

2021 年 9 月 9 日～ 令和 3 年度 CUPAL 成果報告会

2021 年 10 ⽉28

Web によるオンライン配信

第 13 回 TIA シンポジウム
ーTIA によるオープンイノベーションー

Web によるオンライン配信

両シンポジウムとも
Web によるオンライン配信

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
2021 年 12 月 17

人材育成事業 CUPAL

統括報告会

日～2022 年 2 月
28 日
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Web によるオンライン配信

(３)国際連携
１) International conference on Nanoelectronics Strategy (INS)
INC (International Nanotechnology Conference on Communication and
Cooperation) として活動してきた国際テクノロジー委員会の後継組織として、科学技術
政策等に関与し、ナノエレクトロニクス分野の戦略の検討を行う会合として設立された組織
であり、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･将来の方向について議論し、国際協力・研究交流を推進
する国際会議である。日本からは AIST、NIMS、JST の 3 研究開発法人をはじめ、東
大、東北大、民間企業のメンバーが参加している。
2021 年も国際的な取り組みが困難であり、活動の活発化は難しい部分もあった。今
後は、半導体オープイノベーションに関連するテーマに対応しうる方向で組織を改編し、活
性化を目指したいと考えている。
２)Asia Nano Forum (ANF)
ANF は、アジア地域おける Nanotechnology 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(2007 年に法人化)。現在はシンガポールの社
団法人組織 (Society)として活動を行っており、 Nanotechnology に関して、政策、
社会、教育、環境、ビジネス などの観点から、研究開発活動を推進することを目的として
いる。現在のメンバー国は、日本、韓国、 マレーシア、ベトナム、台湾、タイ、オーストラリア、
フィリピン、インド、イラン、およびオーストリア、の 11 カ国・地域で、 日本からは、AIST、
NIMS 、 JST の

3 国 立 研 究 開 発 法 人 が 参 加 し て い る 。 2021 年 度 は

VicePresident(副会長)として小出康夫 NIMS 前理事、2022 年度は沼澤修平氏
（JST 研究開発戦略センター（CRDS）ナノテクノロジー・材料ユニット）が監査役に着
任した。
現在、Nano safety, Standardization, Commercialization(NIMS 元理事であ
る曽根純一氏が Coordinator), User-Facility Network(新グループで、NIMS の小
出氏が Coordinator)の 4WorkingGroup（WG） が活発な活動を行っている。
特に User-Facility Network WG は 2022 年 1 月 27 日(木)に開催された
Nanotech2022 において、2022 ANF Symposium on User-Facility Network in
Asia を開催した。
欧州・アジアの Nanosafety 連携企画(EU-Asia Dialogue)、TC229 会議への参
加と発言、Commercialization Work Shop でのアジアナノテクベンチャーの紹介等の
活動も展開されている。年に 1 回、総会である ANF Summit を開催して、ナノテクノロ
ジーに関する各国の最新動向について情報交換を行うと共に、各 WG の活動報告を行っ
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ている。 今年度は 2021 年 8 月 6 日にタイバンコクにて開催され、Web で各国メンバ
ーが参加した。
さらに、2022 年 1 月 27 日に開催された Nanotech2022 において行われた NBCI
主催による国際団体会議にも ANF メンバーが Web で多数参加して（曽根純一 JST
上席フェローが進行役）、活発な議論が行われた。
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3. TIA 事業
３．１．

連携推進事業「かけはし」

(１)事業概要
「かけはし」は、TIA 中核６機関(産総研、NIMS、筑波大、KEK、東大、東北大)が組織の
枠を越えて連携し、新領域を開拓するための「調査研究」を支援する事業である。今年度から東
北大学が新たに参加となった。この TIA 中核 6 機関の連携基盤を強化しつつ、 新規領域の開
拓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い、「新しい知の創造と産業
界への橋渡し」というＴＩＡの使命へ貢献することを目指している。
2021 年度で「かけはし」は６年目を迎えた。４月上旬締め切りで公募を行い、提案されたテ
ーマ数は 55 件に上った。５月に開催した第２次審査会において、この中からバイオ、計算科学、
ビッグデータ解析などの新領域、融合領域を含む 51 件が採択され、平均すると１件あたり 2.9
機関が連携する提案内容となった。また、今年度も中核 6 機関の研究者の提案による調査研
究テーマに加え、企業提案による調査研究テーマを募集した。この企業提案テーマは６件であっ
た。
また TIA 事務局として、WEB 掲載やチラシ配布を中心とした広報活動によって、研究チーム
が主催・関係するワークショップ、研究会などの開催をサポートした。
(２)主な成果
本事業により、従来、組織内外では表立っていなかった中核６機関内で進行していた研究者
同士の繋がりによる連携研究を顕在化させた。また、研究者単独では遂行が困難な萌芽的研
究のアイディアについて、積極的な連携形成等を通じて研究体制構築を実現することもできた。
１)企業提案テーマの推進
昨年度までの 5 年間の活動により、中核６機関内での連携研究は大きく進展し、十分な成果
を得た。この結果を踏まえ、本年度は中核機関も増加した中で更に連携を拡大すべく、企業を含め
た連携研究の推進を強く意図して活動を行った。そこで本年度の重点推進事項として企業提案テ
ーマ推進を掲げ、注力して推進した。
企業提案テーマとは、企業からの提案をもとに、TIA 事務局が仲立ちとなって、提案企業と中核
５機関が連携した「チーム」を編成し、調査研究を進めるテーマである。このための準備として、前年
度の終盤(2020 年 12 月頃)から、運営諮問会議構成企業４社に企業訪問を行い、面談とテー
マ募集を行った。この結果、３社から 7 件の提案があった。
その後、これらテーマにつき、中核 6 機関と提案企業の研究者による合同会議、研究内容の精
査を進め、その研究テーマの可能性について十分な検討を実施した。その結果、以下の 6 件(新規
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3 件、継続 3 件)の採択に繋がった。
① 長周期地震における建築物モニタリング用加速度センサの信頼性確保に関する調査研究
② ヘリウムフリー超電導磁石に向けた MgB２線材の調査研究 II
③ 架橋ゴムのケミカルリサイクルに関する調査研究
④ 新規微細藻類由来の油脂による化学原料生産に関する研究
⑤ FPGA ベース光センシングシステムの応用利用に関する調査研究
⑥ ファイバステアリング複合材料技術の実現性調査と技術課題分析
テーマの研究分野としてはエレクトロニクス・デバイス、グリーン、基盤分野等であり、より一段と幅広い
研究分野の連携に繋げることができた。
さらに、次年度以降の企業提案テーマの拡大を目標に、あらためて事務局長を中心としたメンバ
ーがナノテクビジネス協議会（NBCI）2 社に企業訪問に説明行い、意見収集を実施した。ＮＢ
ＣＩとは、共同で研究会を実施するなどの連携を通じて、産業界に「かけはし」の理解をした頂く企
画を実施した。企業提案テーマ推進の３年目としては順調に推移しているが、（感染症対策のた
め）オンラインでの実施が多く、双方の交流が十分でない状況が発生ている。
次年度継続も視野に入れ、中核 6 機関と企業の事情や要望を踏まえた連携研究推進を目指
している。
2）SDGｓへの取り組み
SDGｓ17 目標に関連する講演会を開催した。下記の 3 件の講演（敬称略）、
東北大 大野 林太郎 「SDGs の観点から見る社会的責任ある大学活動」
NBCI

横田 真

「社会課題解決を目指したコミュニケーション」

筑波大 青木 三郎 「人文社会科学から見る地球規模課題・SDGs・総合知」
を SDGｓ課題に関連する研究者・TIA6 機関の事務局で共有し、社会課題の解決に向けた取
り組みしして実施した。
3）プレベンチャー醸成支援
プレベンチャー醸成支援を希望した 3 研究課題について、ベンチャーキャピタル企業からのコンサル
テーションを実施した。この支援の取り組みでは、自治体(茨城県・つくば市)にも参加頂き、ベンチャ
ー起業のために研究助成の案内等の紹介等を実施した。
4)連携・交流の推進(ワークショップ、研究会等の開催)
連携した中核機関内での打合せの範囲を超えて、より広い連携・交流の推進、連携拡大を目
的としたワークショップ、研究会等の開催が活発になってきたが、今年はコロナ禍の影響もあり開催が
難しい状況であった。また 2022 年 7 月に 2021 年度の成果報告会を開催する予定である。
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5)プロジェクト化、外部資金の獲得
本事業採択後に申請し、JST-CREST に採択された研究課題もあり、NEDO、JST などの競
争的資金への申請の契機になっている。

かけはし採択関連イベント一覧(2021 年度)
開催日時
１

2021.7.18

イベントタイトル・(開催場所)
第 5 回 TIA かけはし 成果報告会
（Webex オンライン開催）

２

2021.10.1

TIA「かけはし」講演会（Webex オンライン開催）
SDGｓへの取り組みに向けて

3

2021.10.27

「かけはし」プレベンチャー支援相談会
（Webex オンライン開催）
第 13 回 TIA シンポジウム・先端半導体製造技術つくば拠点オー

4

2021.10.28

プニングシンポジウム
（「かけはし」５周年記念講演会・表彰）

(３)今後の方向性(課題と対応)
2022 年度は、企業提案テーマを拡大し、運営諮問会議構成企業のみを対象とするのでは
なく、より広い範囲での企業との研究連携を進めていくことを目指している。そのためにも、マーケテ
ィング力の強化や採択後のフォローアップ等「かけはし」をより魅力ある事業とするための仕組みづく
りが課題となる。
これらを実施していくにはいままでの運営最高会議や運営諮問会議の議論、更には事務局幹
部を中心としたメンバーによる企業訪問における意見、要望を十分に分析・考慮して行くことが重
要となる。それと共に、本格的な追跡調査を実施し、これまでの採択案件のその後の資金獲得
や、社会実装に向けた各種の取り組みがどのように行われてきたのかを調査して、分析検討を行
っていきたいと考えている。
また、2021 年度は、プレベンチャー醸成支援および社会課題(SDGｓ１７目標)に伴う共創
の場形成支援の２つの取り組みを継続した。前者では、TIA 運営諮問会議構成員として対応
を願っているベンチャーキャピタル企業からのコンサルテーションを受けてもらうと共に、同構成員であ
る自治体(茨城県・つくば市)にも参加願い、かけはし後の研究助成として、各機関等が現在募
集をしているベンチャー支援や、POC 等の取り組みを紹介いただき、研究成果を磨いていく取り組
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みとして応募等への道筋をつけていく。また起業や事業化に向けた研究成果に関してもアドバイス
を頂く。後者では SDGs の 17 の分類を意識した研究開発の取り組みを示し、今後の研究成果
にこれらを反映していくことを目標とする。
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4.1.ナノエレクトロニクス MG
＜MG 活動概要＞
（１）イノベーションエコシステム構築に向けた組織改革の取り組み
TIA ナノエレクトロニクス領域に関連する拠点活用プロジェクトのイノベーションプラットフォームとし
て能動的な組織への変革の一環として、EUV 露光技術を中心とした半導体微細加工技術の研
究開発の将来像に関して議論し、とりまとめを行った。
（２）TIA 拠点活用プロジェクト研究成果の橋渡し支援の活動
TIA の研究活動から生まれた原子スイッチ FPGA 技術の社会実装を目指し、同デバイスの研
究者からユーザーをつなぐ技術コンソーシアム “NV-FPGA Initiative”を引き続き運営している。
本年度は、FPGA 技術のみならず次世代のコンピューティング技術および製造技術に関するプロジ
ェクト活動に関する講演も含めることで、様々な立場の参加者間で討議がなされる研究会を開催
した。
（３）若手研究者のネットワーキング活動
若手研究者のネットワーキングとエレクトロニクスの将来を議論する団体 TIA-EXA（TIA
Emerging electroniX research Alliance）の活動として“TIA-EXA 広域エレクトロにクス融
合セミナー”と題したウェッブセミナーを開催した。また、東北大学電気通信研究所主催のスピントロ
ニクス関連国際ワークショップの一部セッションを共催した。さらに、昨年に続き、TIA-EXA の若手
研究者が連携して進める“高放射線環境で動作するデバイス技術”に関する研究会を開催した。

＜MG 会議開催状況＞
① 第 1 回 TIA ナノエレクトロニクス MG 委員会（WEB 会議）
日時︓2021 年 5 月 17 日（月）13︓00~15︓00
出席者︓委員 8 名、事務局２名
議題︓国の半導体戦略に関する動向、KEK の EUV 技術の研究開発関連活動紹介
② 第２回 TIA ナノエレクトロニクス MG 委員会（WEB 会議）
日時︓2021 年６月 10 日（木）17︓00~19︓00
出席者︓委員 9 名、事務局２名
議題︓EUV 技術の研究開発の将来像
③ 第３回 TIA ナノエレクトロニクス MG 委員会（WEB 会議）
日時︓2021 年 11 月 17 日（木）15︓30~17︓00
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出席者︓委員 9 名、事務局２名
議題︓PETRA の総括報告および産総研での半導体製造技術開発に関するプロジェクトの紹介
＜拠点活用プロジェクト概要＞
①

不揮発省電力 FPGA コアを用いた低遅延 AI 処理コンピューティング技術の研究開発

本研究開発では、従来は導入が難しかった端末にも AI 処理を行き渡らせ、社会課題を解決す
ること目標とし、不揮発かつ低消費電力である原子スイッチ(Atom Switch or AS)FPGA を IP コ
ア化して混載した ASSoC の開発を行う。ASSoC は AS-FPGA を始めとして、CPU、原子スイッチ
を利用した低電力不揮発メモリ(AS-ROM)やプログラマブルバス等から構成され、さらに、電源制御
技術や回路マッピングのための設計ツール等の要素技術群の研究開発により、システムの低電力化
を行う。
2020 年度に回路設計を完了し、2021 年度に 28nm ルールでチップの製造を日本電気株式
会社において実施し、ナノブリッジ・セミコンダクター株式会社において低電力性能を評価した。電気
評価によって、AI アクセラレータとして ASSoC に搭載した AS-FPGA や、CPU のコードメモリのため
の AS メモリコアが目標の低電力性能を備えていることが分かった。
②

ビアスイッチの実現によるアルゴリズム・処理機構融合型コンピューティングの創出
総研スーパークリーンルーム（SCR）に設置された評価装置、および NBS が設置した He デ

ュアー測定環境を用いて、「量子ビット読み出し用のクライオ CMOS、および低温ナノブリッジ」によ
る FPGA 開発および評価を行うことを目的として、以下の開発を実施した。
2021 度は、市販 65nmCMOS に関して、4.2K の特性評価を実施した。測定環境は SCR
内測定評価室に He デュアーを設置し、約 300 種類のトランジスタ TEG をセラミックパッケージに
組み立てを行い、He デュアー内から SUM 端子として引き出すことで、半導体パラメータアナライザ
ー用いて直接評価を行った。4.2K では室温では認められてない Carrier Freezeout に起因した
インパクトイオン化によるキンク現象などが観測されたが、適切な制約条件を設定することで、極低
温での SPICE モデルを形成することに成功した。これをもとに NBS 社にてキャラクタライズを行い、
設計ライブラリをリリースした。
一方、4K でのナノブリッジの評価については、東京大学・慶應義塾大学と共同で実施を行い、
室温に比べて閾値電圧（スイッチング電圧）の増加が認められたが、極低温域でナノブリッジがプ
ログラム可能であることを確認した。また、極低温において、オフ抵抗は増加、オン抵抗抵抗は変
化なしの結果が得られ、極低温動作による FPGA の消費電力が改善が見込まれることが明らかと
なった。来年度は上述の極低温用の設計ライブラリを用いてナノブリッジ FPGA の設計を行うことを
計画している。
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③ AI チップ開発を加速する共通基盤技術の開発
AI チップ等の開発には高度なスキルや高額な設計ツールが必要です。特に中小・ベンチャー企業に
とっては、革新的なアイディアがあるにもかかわらず、新規参入等にあたりそれらが高いハードルになっ
ている。そこで、中小・ベンチャー企業が持つアイディアを実用化するための設計開発を支援する事業
を行う。さらに、AI チップ等の開発を加速するために必要な共通基盤技術として、設計・評価・検証
等の開発環境を有する拠点の整備、チップ開発を促進する共通技術の開発、IoT や AI 技術を活
用するための知見やノウハウを持った人材を育成する環境の整備を行う。
④ 超低消費電力型光エレクトロニクス実装システム技術開発
本プロジェクトでは半導体プロセス技術で実現するシリコンフォトニクス素子及び光集積回路を開発、
更に、電子回路と実装するための低コスト光エレクトロニクス基盤実装技術を開発する。光集積回
路をシステム化して電子機器に搭載することで高性能化にともない増大する機器の消費電力量を
大幅に削減（サーバで 3 割減）することを目標としている。本年度は、


高速化・低消費電力化を目指して Ge 電界吸収型光変調器及び導波路型 Ge 受光器を開
発し、112 Gbps PAM4 動作を実現した。



変調器や波長合分波器などの光デバイスの動作モデルの構築し、モデルパラメータの抽出を実
施し、それをもとにデバイスライブラリを構成し、デバイスライブラリのパラメータとモンテカルロ法によ
る光回路シミュレーションを参照しながら高精度の設計を行える、回路設計システムを構築した。



シリコンフォトニクス技術により小型集積した一芯双方向光送受信チップ上にファイバー結合の
ための３次元曲面ミラーを形成し、電気回路基板に埋め込んだ集積光インターポーザを、光ト
ランシーバモジュールに組み込んで光送受信動作を確認。TWDM-PON 用光トランシーバーを
2×2×10 ㎝に小型化するための実装技術を確立した。



光電子集積インターポーザ実現のため、シリコンフォトニクスチップに２つの３次元曲面ミラー構
造とポリマー光導波路を集積した。さらに試作したサンプルの光リンク特性評価を行い、112GPAM4 の高速信号伝送を実証した。

⑤ VICTORIES オープンイノベーションハブ
2017 年度まで 10 年間にわたって培われた光ネットワーク超低エネルギー化技術拠点(略称
VICTORIES)の研究開発基盤を発展的に継続すべく、VICTORIES オープンイノベーションハブと
してさまざまな共同研究、国プロを推進するとともに、開発技術の幅広い社会実装活動を推進して
いる。特に、VICTRORIES の研究活動を通じて開発された世界最先端のシリコンフォトニクス技術
の幅広い社会実装にむけて、シリコンフォトニクスコンソーシアム(SiPC)を設立し、産総研スーパーク
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リーンルーム(SCR)の R&D ファンドリサービスを活用した総合オープンイノベーション体制を構築して
いる。SiPC は、チップファンドリである産総研を中心に、チップの実装、評価、設計などの周辺技術を
担う企業、アプリケーションを開発するシステムレイヤー企業、基盤的研究を担う大学や研究機関、
そしてファンドリサービスを運用する商社企業などから構成され、自律的なシリコンフォトニクス R&D エ
コシステムとして機能している。具体的な活動としては、参加企業との議論を土台に、ファンドリサービ
スに不可欠なプロセスデザインキット(PDK)の整備を進め、ファンドリサービス運用企業を介在した企
業相乗のマルチプロジェクトウエハー(MPW)試作体制を構築、2018 年から既に４回の MPW 試
作を実施してきた。202１年度の MPW 試作では、標準仕様と特殊仕様が混載する試作を実施、
チップ製造にかかる期間は約６ヵ月、ファンドリー運用体制の安定化をはかった。
⑥ 革新的製造プロセス技術開発（ミニマルファブ）
ほとんど全てのデバイス１個のサイズをカバーする 0.5 インチウェハを製造単位として、そのウェハに
対応した幅 30cm の装置を開発し、かつ局所クリーン化技術でクリーンルームを不要とすることで、
設備投資と運用経費を大幅に削減する超小型製造システム（ミニマルファブ）の産業実装を実現
する。2021 年度は、これまでに開発した深掘りエッチング技術を含む MEMS 向け技術を用いて、
RF-MEMS スイッチを試作した。また、昨年度に開発した１次元歪センサを発展させ、2 次元歪セ
ンサを試作した。さらに、昨年度までに開発したミニマルファブの装置間自動搬送システムのプロトタイ
プを、ミニマルファブを工場システムとして機能させる新開発ファクトリーOS 上で動作させることに成功
した。また、現在デバイス試作で実用となっているミニマルファブを、生産工場システムのレベルに引き
上げるための、NEDO プロジェクト「多品種少量生産に適した半導体デバイス製造ファブの実現」を
昨年度から継続して推進し、ミニマル装置群のプロセス安定性を向上させるプロセス開発を進めた。
⑦ 量子計算及びイジング計算システムの統合型研究開発
超スマート社会の実現のため、先進的なモビリティサービスやスマートファクトリ、金融、創薬など多
様な産業分野におけるディジタライゼーションの進展と、これに伴う高性能次世代コンピューティングに
対する社会的要請が急激に高まっている。本プロジェクトにおいては、イジングマシン共通ソフトウェア、
量子-古典インターフェース、超伝導量子プロセッサ（量子アニーリングマシン、量子コンピュータ）に
関するフルスタック型の垂直統合型研究開発を産学官連携に基づいて実施する。
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4.2.パワーエレクトロニクス MG
委員長

木本 恒暢

京都大学 教授

副委員長

奥村

元

国立研究開発法人 産業技術総合研究所

委員

岩室

憲幸

筑波大学

矢野

裕司

筑波大学

石川

博康

芝浦工業大学

大橋

直樹

木村

浩

内藤

富士雄 高エネルギー・加速器研究機構

高岡

圭児

（株）東芝

山川

聡

三菱電機（株） 先端技術総合研究所

横山

夏樹

（株）日立製作所

廣瀬

富佐雄 （株）デンソー

御神村 泰樹
山口
事務局

浩

国立研究開発法人 物質・材料研究機構
富士電機（株）

住友電工（株）
国立研究開発法人 産業技術総合研究所

岡田 道哉

国立研究開発法人 産業技術総合研究所

オブザーバー
加藤史樹

国立研究開発法人産業技術総合研究所

八嶋 昇

三菱電機株式会社

内閣府

総合科学技術会議事務局

文部科学省 研究振興局 基礎基盤研究課 ナノテクノロジー・材料開発推進室
経済産業省 商務情報政策局 情報通品機器課
経済産業省 製造産業局 ファインセラミック・ナノテクノロジー・材料戦略室
科学技術振興機構 研究開発戦略センター
新エネルギー・産業技術総合開発機構 ＩＯＴ推進部

TIA パワエレ拠点第三ラインにつき、引き続きプロセスの最適化を行い各種デバイスのレシピ
が完成。SCR は、「テクノブリッジ型」として別のスキームで行い企業のクローズ性を高めた運
用を行っている。企業の単独テーマも可能。第二ラインである４インチラインは、引き続き各
種 SiC デバイスの作製を行うとともに、GaN デバイスの試作も可能となっている。
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[MG 開催状況]
第一回 TIA パワーエレクトロニクス MG
未来技術検討会
2021 年 12 月 6 日（月）15:00~16:00
開催場所︓Webex 出席者 18 人
第二回 TIA パワーエレクトロニクス MG
未来技術検討会
2022 年 1 月 18 日（月）15:00~16:30
開催場所︓Webex 出席者 15 人
・検討内容
拠点を活用したイノベーション加速策
拠点としての今後の中長期戦略に関し、参加企業の状況、マーケットの状況、国プロの動
向、海外の動向を踏まえながら検討。低コスト化、大口径化、周辺技術も含めたオープン
イノベーションを検討中。
[つくばパワーエレクトロニクスコンステレーション(TPEC)]

[活動概要]
民活型共同研究体として、自律的かつ持続的なオープンイノベーション活動を展開。2021
年２月現在、素材から応用に至る民間企業 46 社と 23 の公的機関が参集し活動を行っ
ている。これまで量産技術開発を実施してきた４インチラインは、６インチラインが別に整備
されたことから研究開発ファウンドリーとしての価値提供へとシフトし、SJ プロジェクトを遂行す
るとともに、GaN の試作も行っている。TIA パワエレ拠点第三ラインとして整備した 6 インチ
ラインはパイロット製品の市場テストを行うことを想定し、「SCR パワーエレクトロニクスライン
(SPEL)」として新しい制度設計の下で運用中。TPEC の資金的支援で活動するパワーエ
レクトロニクス・サマースクールは 10 回を数え、参加者数はのべ 1419 名となった。また、新
たなオープンイノベーションの機会とすべく 2021 年度は 3 回の TPEC フォーラムを開催した。
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[各種数値]
研究資金 ︓7.1 億円
内 公的資金︓産総研運営費交付金︓2.4 億円
国プロ資金︓0.9 億円
民間資金︓3.8 億円（外、設備、材料、部材物品等の無償提供が 7.6 億円相
当)）
外部研究者数 : 67 名
プロジェクト参画企業リスト
富士電機株式会社、住友電気工業株式会社、株式会社ミライズテクノロジーズ、株式会
社リガク、株式会社東芝、三菱電機株式会社、他 40 社、筑波大学、大阪大学、他 21
機関
<国際化指標>
外国人研究者数︓無
海外連携企業リスト︓無
<研究開発成果指標>
査読論文発表数 3 件（1 月末提出日）
口頭発表数 46 件（1 月末提出日）
特許出願数 2 件（1 月末提出日）
プレスリリース 1 件
インタビュー記事 0 件
ノウハウ 5 件（1 月末発表日）
[SCR パワーエレクトロニクスライン(SCR Power Electronics Line):SPEL]
TIA パワエレ拠点第三ラインを活用するコンソーシアム。テクノブリッジ型共同研究により、
産総研と住友電気工業株式会社、日新イオン機器株式会社との共同テーマ、および住友
電気工業株式会社の単独テーマを推進している。要素技術の確立に向け試作を進めてい
る。
[つくば応用超電導コンステレーションズ Applied Superconductivity Constellations
of Tsukuba (ASCOT)]
超電導による社会イノベーション創出を目指す 2 階建て技術コンソーシアム。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る超電
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導技術全般の社会実装を推進する 2 階部分（民活型共同研究体）からなる。今年度
は、超電導の新たな技術ニーズ及びシーズを探すために、7 件のセミナーを開催した。
第 34 回国際超電導シンポジウム（ISS2021）はオンライン形式で開催し、海外からの
参加者１０７名を含む３２７名の参加を得て、２１０件の口頭発表が行われた。また、
超電導スクール 2021 は、Web 講義形式にて５７名が参加し、好評を博した。

[各種数値]
研究資金 ︓17 百万円
内 公的資金 ︓ 0 百万円
民間資金 ︓17 百万円
外部研究者数 ︓50 名
プロジェクト参画機関数︓22
<国際化指標>
外国人研究者数︓無
海外連携企業リスト ︓無
<研究開発成果指標>
査読論文発表数︓無
口頭発表数︓無
特許出願数︓無
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4.3. MEMS MG
[活動概要]
我が国の成長戦略の一つである DX（デジタルトランスフォーメーション）実現の鍵は計測
や制御であり、それらの高機能化のためには MEMS( Micro Electro Mechanical
Systems）技術は欠かせない要素となっており、ますますＭＥＭＳの重要性が高まってい
る。本年度は、MEMS MG 体制強化のため、東京大学、東北大学から委員を新規に加
えた。また、活動の中核となる、産総研東事業所に整備した 200/300mm ウェハ用
MEMS プロセスラインの老朽化装置の更新策について検討した結果、i-線ステッパ装置の
更新に着手した。次年度以降に必要な改造を実施し、MEMS 製造用ステッパとして活用
する予定である。
[MG 開催状況]
ＭＥＭＳ ＭＧの開催に向けて準備しているところ。
2021 年度 MEMS MG 委員
委員長
西尾英俊 オムロン株式会社 MEMS 開発生産センタ 技術開発部 技術専門職
委員
鈴木博章 筑波大学大学院数理物質科学研究科 物性・分子工学専攻 教授
松本壮平 産業技術総合研究所 デバイス技術研究部門

副部門長

戸津健太郎 東北大学マイクロシステム融合研究開発センター センター長・教授
三田吉郎 東京大学 大学院 工学系研究科 准教授 / 附属システムデザイン研究セ
ンター 基盤デバイス研究部門長
酒井 淳 オリンパス株式会社医療要素開発本部 マイクロデバイス製造 リードスペシャリ
スト/フェロー
福本 宏 一般財団法人マイクロマシンセンター マイクロナノオープンイノベーションセンター
所長
＜プラットフォームの状況＞
産業技術総合研究所 エレクトロニクス・製造領域 デバイス技術研究部門
MEMS 研究拠点強化に向け、IoT 社会の実現に向けた各種高機能デバイスの創成とし
て、センサ端末等の高機能化・低消費電力化技術等を精力的に推進している。また、高
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集積実装技術・大面積ナノ構造形成技術等の新規 MEMS プロセス開発の他、光応用マ
イクロデバイス技術の新しい展開として、MEMS 原子時計の高度化に向けた基盤技術の
研究開発に取り組んでいる。8,12 インチ MEMS ラインの共用施設利用制度においては、
COVID-19 による活動への影響を受けつつも、引き続き企業等の外部ユーザの利用実績
が堅調に推移している。人材育成関係では、同じく COVID-19 の影響等により調整中の
Nanotech CUPAL による実習コースの再開に向け実施体制を整備している。

マイクロナノ・オープンイノベーションセンター（MNOIC）
本年度は度重なる「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく「緊急事態宣言」や
「まん延防止等重点措置」による、出勤率制限等の影響を受けたが、MEMS 分野のオープ
ンイノベーション実践の場として、極力ユーザ要望通り実施できるように勤務体制を整え、対
応した。
本年度の重点活動の柱として、顧客の継続的な研究開発につながる可能性があるものに
ついて、積極的に受け入れた。また、産総研研究者からの依頼に積極的に対応し、技術
領域の拡大、他施設との連携強化につなげるよう活動した。喫緊の課題である、老朽化装
置の更新策として、中核装置である i-線ステッパ装置の更新に着手した。さらに昨年に引き
続き、TIA 連携大学院サマー・オープン・フェスティバルを冬季（1 月）に開催し、TIAMEMS ウィンターセミナー（学生、若手研究者向けＭＥＭＳ講座）を産総研デバイス技
術研究部門の協力を得て対面で実施し、38 名の参加者であった。

[拠点活用プロジェクト名] 正式名称
IoT 社会実現のための革新的センシング技術開発／革新的センシング技術開発／血中
成分の非侵襲連続超高感度計測デバイス及び行動変容促進システムの研究開発」
[活動概要]
日常・非侵襲で、血糖や血中脂質の超微小量を常時モニタ可能な技術を開発する。
具体的には、中・遠赤外光ディテクタの研究をする。
[各種数値]
内 公的資金 19 百万円
公的資金内訳 NEDO（ IoT 社会実現のための超微小量センシング技術開発事業）
民間資金 なし
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外部研究者数 なし
プロジェクト参画企業リスト
株式会社タニタ、富山県立大学、電気通信大学、マイクロマシンセンター
<国際化指標>
外国人研究者数 0 人
海外連携企業リスト なし
<研究開発成果指標>
査読論文発表数 2
口頭発表数 8
特許出願数 5
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MEMS MG 拠点活用プロジェクト①
[拠点活用プロジェクト名] 正式名称
IoT 社会実現のための革新的センシング技術開発／革新的センシング技術開発／
薄膜ナノ増強蛍光による経皮ガス成分の超高感度バイオ計測端末の開発
[活動概要]
近未来の健康長寿のためのバイオ IoT 社会の実現に向けて、薄膜ナノ増強蛍光と気相バ
イオセンシング技術を融合した超高感度ガス計測デバイスを開発し、通信機能を有する小
型ウェアラブル計測端末とすることで、血液より皮膚表面に透過・拡散する極低濃度の揮
発性有機ガス成分の超高感度かつ連続的な IoT 計測を実現することを目指す。
[各種数値]
研究資金 ︓ 700 万円
内 公的資金 ︓ 350 万円
外部研究者数 ︓2 人
プロジェクト参画企業リスト ︓
東京医科歯科大学、技術研究組合 NMEMS 技術研究機構

<国際化指標>
外国人研究者数︓ 0 人
海外連携企業リスト︓ なし
<研究開発成果指標>
査読論文発表数︓ 0 件
口頭発表数︓ 0 件
特許出願数︓ 0 件
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MEMS MG 拠点活用プロジェクト②

[拠点活用プロジェクト名] 正式名称
量子干渉効果による小型時計用発振器の高安定化の基礎研究
[活動概要]
原子時計の車載や次世代移動通信基地局への設置等を想定し、測位衛星からの電波
が途絶しても高精度測位を維持するための小型時計用の高精度発振器の実現を目指し、
測位衛星搭載用時計の発振器と同等の性能を有し、かつ手のひらサイズで低消費電力の
小型時計用発振器を高安定化するための基礎研究として、主要な周波数変動要因の解
明及びプロトタイプでの実証・評価等を実施する。
[各種数値]
研究資金 ︓458,058,327 円
内 公的資金︓458,058,327 円（2021 年度防衛装備庁委託費）
民間資金︓0 円
外部研究者数 (活動拠点から見た外部研究者数)︓18 人
プロジェクト参画企業リスト︓（一財）マイクロマシンセンター、日本電気㈱、㈱大真空
<国際化指標>
外国人研究者数︓２人
海外連携企業リスト︓なし
<研究開発成果指標>
査読論文発表数:2 件
口頭発表数︓18 件
特許出願数︓2 件
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4.4.ナノグリーン MG
[活動概要]
・拠点活用プロジェクト GREEN の終了後、それを発展的に継続したエネルギー・環境材料
研究拠点(NIMS 並木地区、ナノ GREEN 棟)において産業界と連携しつつ、全固体電池、
液化水素用材料・システム、リチウム空気電池に関連する研究開発を推進した。
・TIA 共用施設の一部であり、GREEN 関連の施設である蓄電池基盤プラットフォームの外
部利用を積極的に推進した。
・「かけはし」採択テーマのうちナノグリーンに関連するテーマの研究代表者と連携し、そのテー
マの支援を中心に活動を行った。MG 会議での議論から、具体的には下記 5 課題を対象
とした。
エネルギーデバイスおよびミトコンドリアにおける燃料電池システム
代表筑波大 中村 潤児、NIMS、KEK
熱マネジメント材料のための高強度ナノファイバーエアロゲルの開発
代表 NIMS 早瀬 元、AIST
機能性融合物質の開発とその環境・エネルギー問題の解決に向けた応用
代表筑波大 小島 隆彦、AIST、NIMS、KEK
ホウ化水素関連物質群の合成と構造解析
代表筑波大 近藤 剛弘、NIMS
超高真空下での昇華によるチタン蒸着の産業応用に関する調査研究
代表 KEK 間瀬 一彦、AIST、NIMS、筑波大、東大、東北
大

[MG 開催状況]
・2021 年度 第 1 回ＴＩＡナノグリーンＭＧ会議
・日時︓2020 年 8 月 20 日（WEB 会議）
・出席者数︓MG 委員 8 名中 8 名出席
検討内容(議題)︓
1. 2021 年度 TIA ナノグリーン MG 委員の紹介
2. TIA、および、ナノグリーン MG の紹介
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3. TIA 関連情報の報告
第 18 回 TIA 運営最高会議
第 6 回かけはし成果報告会
4. 2021 年度ナノグリーンＭＧの活動
ナノグリーン MG 支援かけはし課題選定
ナノグリーン MG 支援プロジェクト選定
5. その他

[MG 開催状況]
・2021 年度 第 2 回ＴＩＡナノグリーンＭＧ会議
・日時︓2022 年 2 月 7 日（WEB 会議）
・出席者数︓MG 委員 8 名中 7 名出席
検討内容(議題)︓
1. 前回議事録の確認
2. TIA 関連の報告
第 19 回 TIA 運営最高会議報告
2022 年度かけはしについて
3. ナノグリーン活動
2021 年度ナノグリーン MG 報告
4. その他 2022 年度ナノグリーン MG の活動 等
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ナノグリーン MG 活動報告①
[拠点活用プロジェクト名]

全固体電池を実現する接合プロセス革新

[活動概要]
本事業では酸化物型全固体電池を実現するためのプロセスサイエンスの確立を目指した研
究に取り組んでいる。2021 年度は、オールセラミックス小型電池に向けたプロセスを中心課
題として、異種金属元素の添加により焼結温度を低温化させ、固体電解質と電極活物質
を異相の生成を抑えつつ接合するための指針を獲得した。また、固体電解質と電極活物
質の複合体をさまざまな温度で共焼結し、X 線回折・分光法により定量された生成物の組
成を熱力学計算と比較することによって、共焼結時における副反応の機構を明らかにすると
ともに、高精度な反応予測ツールのための基盤技術について研究を行った。また、大学・研
究所・企業が抱える全固体電池に関連する多様なニーズをワンストップで受け付ける相談
窓口の運用を開始したほか、NIMS 事業として開始した企業コンソーシアム（全固体電池
MOP）との連携を深め、産学連携の取り組みを加速させた。
[各種数値]
研究資金

142,500,000 円（直接・間接両経費）

内 公的資金 142,500,000 円（直接・間接両経費）
公的資金内訳 142,500,000 円（2021 年度研究経費）
民間資金 19,400,000 円（ただし人件費相当額・実験試料としてのリソース提供
であり、研究経費ではない）
プロジェクト参画企業リスト 三菱ケミカル・住友化学
<国際化指標>
外国人研究者数 １名
海外連携企業リスト 0 名
<研究開発成果指標>
査読論文発表数 10 報（解説・総説（査読有）1 報含む）
口頭発表数 34 件（ポスター1 件含む）
特許出願数 1 件
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ナノグリーン MG 活動報告②
[拠点活用プロジェクト名]

未来社会に必要な革新的水素液化技術

[活動概要]
水素は政府目標「2050 年カーボンニュートラル」を達成するために不可欠な新エネルギー
源の一つとして注目されている。解決すべき重要課題として液化水素の低コスト化がある。
水素を含む様々な産業ガスを液化する技術として現在実用化されている方法は産業革命
期の熱機関を応用した気体冷凍方式であり、効率や性能の劇的向上は期待できない上
に、液化産業の世界市場を欧米企業に独占されている。気体冷凍方式を性能で上回り
経済構造のゲームチェンジングを起こし得るのは磁気冷凍方式による液化だけである。当プ
ロジェクトでは磁気冷凍方式を応用して高効率な水素の液化を目指して材料開発とシステ
ム開発などの研究を行っている。
[各種数値]
研究資金 204,260 千円
内 公的資金 204,260 千円
公的資金内訳 204,260 千円 (令和 3 年度受託研究費)
民間資金 該当なし
外部研究者数 ２０名
プロジェクト参画企業リスト （株）前川製作所、日本イットリウム（株）、岩谷産業
（株）、住友重機械（株）、アルバック・クライオ（株）
<国際化指標>
外国人研究者数 ２名
海外連携企業リスト 該当無し
<研究開発成果指標>
査読論文発表数 4 件
口頭発表数 18 件
特許出願数 3 件
総説、書籍等その他著作物 1 件
受賞 1 件
報道 2 件
展示会等 2 件
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ナノグリーン MG 活動報告③
[拠点活用プロジェクト名]

先進蓄電池研究開発拠点

[活動概要]
本拠点では、さまざまな用途・性能を持つ次世代蓄電池の研究・開発を通して、クリーンな
エネルギーを誰もが利用でき、必要な物資・サービス・情報が地域の隅々まで行き渡る安
全・安心な社会（蓄電池が人・モノ・環境・データをつなぐクリーンエネルギー社会）の実現
を目指している。2021 年度はまず産学共創の活動の場として、先進蓄電池研究開発拠
点（Advanced Battery Collaboration; ABC）を設立した。この中で、電池の社会
実装を最小限の実験で実現するための「電池解析・設計開発プロトコル」の構築に着手し
た。このプロトコルは個別材料の真の構造・物性データを蓄積し、得られたデータを三次元
構造化して電池特性・寿命などを高精度に予測するものであり、今年度は真の構造・物性
データを計測するための技術の立ち上げや、三次元構造計測・解析技術の開発を推進し
た。また、次世代蓄電池の社会実装に不可欠な革新材料開拓を着実に進めつつ、反応
原理解明により新たな駆動原理をプロトコルに統合するための取り組みを開始した。
[各種数値]
研究資金 360,000,000 円（直接・間接両経費）
内 公的資金 360,000,000 円（直接・間接両経費）
公的資金内訳 360,000,000 円（2021 年度研究経費・運営経費）
民間資金 34,500,000 円（ただし人件費相当額・実験試料としてのリソース提供で
あり、研究経費ではない）
プロジェクト参画企業リスト 旭化成、ソフトバンク、トヨタ自動車、三菱ケミカル、村田製作
所
<国際化指標>
外国人研究者数 0 名
海外連携企業リスト ０社
<研究開発成果指標>
査読論文発表数 5 報（解説・総説（査読有）1 報含む）
口頭発表数 10 件
特許出願数 なし
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ナノグリーン MG 活動報告④
[プロジェクト名]

蓄電池基盤プラットフォーム

[活動概要]
・蓄電池基盤プラットフォームは小型電池の試作から材料の分析評価まで、次世代蓄電池
の研究開発に必要なほぼ全ての機能を網羅した世界トップレベルのユニークな研究施設と
なっている。
我が国の次世代蓄電池の研究開発の加速を目的として設立され、JST ALCA-SPRING
より運営経費の支援を受け、当該プロジェクトを最優先の支援対象としつつ、その他の国家
プロジェクト、大学、企業などの共用研究インフラとして運営されている。
利用実績に示す通り、産業界にも活発に利用され、我が国の電池関連技術のオープンイノ
ベーションに貢献している。
利用実績（2021 年 4 月～2021 年 12 月）
企

業 2 機関 783 回 1900 時間

アカデミア 10 機関 191 回 1356 時間
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4.5. CNT MG
[活動概要]
カーボンナノチューブ（CNT）に関して海外で先例となる拠点は無く、TIA の中で下記事
業を実施し、日本型研究開発拠点を構築すべく、継続的に拠点活動を進めている。
① CNT アライアンスコンソーシアム
産総研では CNT 関連のプロセスや評価などの各種技術を企業に最大限に活用いただく
ため、CNT 関連企業とコンソーシアムを組み、日本発の CNT 産業創出を目指してきた。
2021 年度は、10 月末でコンソーシアムの 5 年の設置期間が満了したこと、また、この
活動期間内に一定の実用化成果（製品化）を上げたことを受け、TIA の枠組みの中に
おけるカーボンナノチューブ MG としての取り組みに目途がついたとして、年度末をもって発展
的に MG を廃止とする方針を TIA 事務局との間で合意した。なお、これまでの成果発信に
ついては、引き続き TIA に協力しながら行うことで意見が一致した。
② CNT 複合材料研究拠点（TACC）
CNT アライアンスコンソーシアムの第一号オープンプラットホームとして、日本ゼオン㈱、サン
アロー㈱、産総研の３者共同研究のための拠点が 2017 年 1 月にスタートし、2018 年

10 月には最初の CNT ゴム複合材料製品である耐熱 O-リング「SGOINT®」をサンアロー

社より販売開始、2020 年 1 月には熱や衝撃に強い樹脂複合材のプレスリリースを行った。
2021 年度は、開発した丈夫で柔軟なシリコーンゴム複合材料が米国医療用ウエアラブ
ル機器に採用されたことについて 5 月にプレスリリースを行った。また、昨年度に開催した企
業研究者向けウェビナーを、さらに CNT 評価手法紹介などのコンテンツを加えた「CNT ウェ
ビナー」として発展させ、全 7 講演テーマ、計 14 回の成果発信・普及事業を開催した。
[MG 開催状況]
・2021 年 7 月 20 日、オンライン開催、サンアロー・産総研
・2021 年 9 月 9 日、オンライン開催、日本ゼオン・産総研
・2021 年 12 月 17 日、オンライン開催、サンアロー・産総研
＜TIA 視察への対応＞
経済産業省製造産業局 素材産業課革新素材室 森本将史室長他（2021 年 11
月 4 日）、コニカミノルタ株式会社ご一行様（2021 年 12 月 24 日）等、政・官・産か
ら２件の TIA 視察に成果物の展示、活動状況の説明を行った。
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CNT MG 活動報告（拠点活用プロジェクト）
[拠点活用プロジェクト名]

CNT アライアンスコンソーシアム

[活動概要]
～丈夫で柔軟なシリコーンゴム複合材料を開発、米国医療用ウエアラブル機器に採用～
CNT アライ アン ス コンソー シ アム の 第一号拠点で あ る CNT 複合材料研究拠点
（TACC︓日本ゼオン㈱、サンアロー㈱、産総研の３者で構成）にて開発した成果を元に、
2018 年 10 月より耐熱耐圧 O リング“SGOINT®（スゴイン）”をサンアローから販売開
始、現在までに油圧クランプ新製品の組み込みシーリング材等に役立っている。また、2020
年には熱や衝撃に強い樹脂複合材を開発したことについてプレスリリースや学会発表を行い、
高分子学会広報委員会パブリシティ賞を受賞した（2020 年 11 月 5 日）。
2021 年度は、開発したシリコーンゴム複合材料が丈夫で柔軟かつ導電安定性に優れ
ることから、パーキンソン病や本態性振戦患者の手の震え症状改善のための米国医療用ウ
エアラブル機器（FDA 認証済み）の電極パッドに採用されたことについて、5 月にプレスリリ
ースを行った。また、これに伴って来た国内からの問合せに対応してサンプル提供を行った。さ
らに、これまでの成果発信として CNT ウェビナーにて３講演を行い、解説論文３件（ポリマ
ーTECH 誌、成形加工学会誌、セイフティダイジェスト誌）を発表した。
[各種数値]
研究資金
内 公的資金 ０億円
民間資金 0.8 億円
外部研究者数

6名

プロジェクト参画企業リスト
日本ゼオン(株)、サンアロー(株)
<国際化指標>
外国人研究者数 1 名
海外連携企業リスト 無し
<研究開発成果指標>
解説論文発表数 ３件
口頭発表数

３件

プレスリリース １件
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4.6. 光・量子計測 MG
[活動概要]
新年度に入り委員の変更の確認を行い、新たなメンバーにオンラインで集まっていただき、活
動案を議論した。光・量子計測 MG では次のような３本柱を念頭に活動する事を確認し
た。
＊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
蓄積を利用した検出器と計測技術の開発。
＊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）と新た
な計測技術を用いた物質解明や新機能材料の基礎開発。
＊小型加速器、X 線源等の新たな光源開発による応用の開発。
2022 年 1 月 12 日 MG 主催の下記研究会を開催。
~ QUP が目指す新たな計測技術~
2021 年 12 月に KEK に設けられた文部科学省が推進する世界トップレベル研究拠点プ
ログラム（WPI）の 14 番目の国際研究拠点 “量子場計測システム国際拠点（略称
QUP ） ” を 取 り 上 げ 、 QUP の 各 PI か ら 開 発 計 画 を 講 演 し て い た だ い た
(https://kds.kek.jp/event/40572/)。
オンラインで研究会を開催し、およそ 100 人弱の参加者があり、計測技術開発に対する意
欲的な計画が示された。
[MG 開催状況]
・2021 年 9 月１７日、オンライン開催、出席者 11 名。
・久しぶりの会議開催で、移動されたメンバーや諮問委員も多かった為、改めて委員の確認
を行い、メンバーが移動された機関では新しい方の紹介をいただいた。また東北大からのメ
ンバーがまだいなかったので、東北大に声をかけ新たにメンバー及び諮問委員に加わってい
ただいた。
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4.7.共用施設ネットワーク MG
[活動概要]
TIA の６機関それぞれが運営する共用施設の外部利用活性化・効率化のために、情
報交換と各機関間の連携を促進しながら、同時に各機関が抱える課題や問題点について
の討議・意見交換を行っている。メンバーは、各機関より任命された各１～2 名の委員と、
産業界および有識者からなる３名の委員、計 14 名の委員および事務局から構成され、
前述の情報交換および議論の場として年 2 回、共用施設ネットワーク MG 会議を開催し
ている。MG 会議には、上記の委員の他に経済産業省や文部科学省、議題に関係するそ
の他の組織からもオブザーバーの参加を呼び掛け、参加を得ている。例年、会議開催場所
は、各６機関の持ち回りで順番に実施し、その際に開催機関の共用施設見学を行い、相
互理解を深めていたが、今年度は昨年度に引き続きコロナ感染防止のため、オンライン開
催とし、第 1 回目を 2021/7/12、第 2 回目を 2022/1/12 に開催した。
TIA６機関の各共用施設の設備情報を網羅した TIA 共用施設データベースは、2019
年 4 月より TIA で運営管理を行っているが、各機関の共用施設をつなぎ、共通の広報手
段でもある。今年度は、各機関における装置登録のメンテナンスを行うとともに、HP の広報
機能の充実を図るべく、新たに共用施設紹介記事の掲載をスタートさせた。2022 年 1 月
末時点で３本の紹介記事を公開しており、さらなる充実を図るべく各機関への協力をお願
いしている。
なお、2020 年度の各組織における共用施設の利用状況（利用件数）は、下記の通
り全体で 5314 件の利用があった。東北大学の参加により総件数は増加したが、機関毎
の件数は、KEK 以外はコロナ禍の影響で 2019 年度から減少している。また、広報・人材
育成活動については、2021 年度も下記の通り展示会への出展や、オンラインも含めてシン
ポジウム・セミナー・実習コースの開催等を行った。
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2020 年
組織

施設

度利用
件数(件)

Photon Factory（X 線構造解析ステーシ

KEK

ョン等）、J-PARC MLF(中性子、ミュオン)

筑波大学
NIMS

オープンファシリティ、微細加工プラットフォーム
自主事業＋ナノテクプラットフォーム
8 共用施設（ナノプロセシング施設、SCR

AIST

等）

2021 年度
広報・人材
育成活動
（件）

1175

2

2033

11

366

13

639

18

東京大学

武田先端知スーパークリーンルーム

454

9

東北大学

試作コインランドリ

647

14

5314

67

合計
[MG 会議開催状況]

今年度の共用施設ネットワーク MG 委員会は、下記の通り開催された。
開催日時

開催場所

出席者

第１回

7 月 12 日

オンライン会議

委員・事務局 14 名、オブザーバー6 名

第２回

１月 12 日

オンライン会議

委員・事務局 13 名、オブザーバー5 名

（１）第 1 回共用施設ネットワーク MG 委員会
20 名の出席者を得て開催した。各組織からの共用施設の状況について報告後、全体
討議を行った。各組織からは、昨年度の活動及び現在の状況について報告があった。全体
討議では、第 3 期 TIA ビジョンとの関連について討議を行った。
１）各共用施設の報告
・KEK では、フォトンファクトリーにおいてコロナ感染対策を実施し 2020 年第 2 期より通常
運転となり、MLF も同様に対策を実施し現在は問題なく運転している。フォトンファクトリー
では約 1/4、MLF では約 1/2 がリモート測定（代行）による技術支援となっているが、ス
タッフの負担増が懸念材料。
・筑波大では、副学長の下でいくつかある学内共用施設をまとめて運用するコアファシリティ
ー構想について紹介された。今後、共用装置を増やす、TIA との連携促進、技術職員の
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育成、等を考えている。
・NIMS では、電顕と構造解析を統合し窓口を一本化した。また、新規ユーザー開拓に向
けたスクールを開催している。現在は 18 コースあり、一部はオンラインで実施する。
・AIST では、利用件数に関してコロナ禍の影響を受けているが、ナノプロセシング施設では、
コロナ感染対策もあり、支援の一部を機器利用から単価の高い技術代行に切り替える事
で、利用件数減少の利用料収入への影響を低減した。展示会への出展は見合わせている
がセミナーはオンライン開催しており盛況であった。
・東京大では、微細加工プラットフォームの状況報告があり、コロナ禍における施設運用ルー
ルが紹介された。利用者数、利用料収入、共に 2019 年度までは堅調に増加、2020 年
度はコロナの影響で減少、2021 年度は増加傾向となっている。
・東北大では、利用料収入は 2019 年度までは順調に増加、2020 年度は前年度並み
であった。2020 年度は収入の 8 割を利用料が占めており、今後も増える傾向にある。装
置の紹介が有り、i 線ステッパーの導入、低コスト化のためレクチルの内製を始めたことが紹
介された。
２）全体討議
事務局より、委員の委嘱状送付について連絡が有った。
事務局より、TIA データベースの更新にあたり各機関の委員に登録装置の追加、廃止、
等の情報提供を依頼した。また更なる利用者獲得に向けて HP の内容充実を図るため、
共用施設紹介記事の掲載の提案が出され、手始めに産総研で既に作成したものを順次
掲載していくこととなった。
AIST より、来年春の応用物理学会に出展するとの考えが示された。
今年度から開始するマテリアル先端リサーチインフラ事業について、参画機関の委員およ
び有識者より情報提供がされた。本事業ではリサーチ領域毎に縦の連携に加えて、領域間
の横の連携も重要視されており、そのための TIA 各機関間の繋がりが活かせるとの認識が
共有された。本事業の運営機構長でもある小出委員も同様の認識を示された。
オブザーバーからは、TIA データベースやマテリアル先端リサーチインフラ事業への産業界の
関与、および半導体デジタル戦略に関する有益な意見を頂いた。
（２）第２回共用施設ネットワーク MG 委員会
18 名の参加を得て、オンラインにて MG 会議を開催した。各機関からの共用施設の状況
について報告と、全体討議を行った。各機関の報告では、今年度の利用状況について報
告があり、情報交換を行い、活発な意見交換がなされた。全体討議では、TIA データベー
スの内容充実と TIA ビジョンに係るマテリアル戦略に関して議論を行った。
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１）各共用施設の状況
・KEK では、つくばフォトンファクトリーにてタンパク質の結晶構造解析で 7 割以上、小角散
乱関係で約 3 割をリモート全自動測定で対応した。またクライオ電子顕微鏡の利用が開始
され、新建屋が年度内完成予定との報告がなされた。東海 MLF は順調にビーム出力を上
げている事と外部からの利用は必要に応じてスタッフ等による代行実験や新たに制定したガ
イドラインに基づく遠隔利用により対応している事が報告された。
・筑波大では、共用施設群の更新や触針プロファイラ、イオンミリング、エリプソメトリと云った
微細加工装置群の充実を図る事が報告された。また、今後の方針として先端研究基盤共
用促進事業終了後のマテリアル先端リサーチインフラとの合流し利用終了の装置を集約し
て利用可能にしていく事が紹介された。
・NIMS では、広報マーケティング活動の状況が報告された。ユーザースクールは予定の 18
コースに対して参加者が十分集まらず 8 コースの開催となった。コロナ禍の影響で実習が行
えずメーカー主催講習会との差別化が図れなかった事が原因と思われる。コロナ禍で学会
展示会への参加も難しい状況であったが、HP や Web 検索により外部からの問い合わせ件
数はコロナ禍前（一昨年）と同程度であった。
・AIST では、ナノプロセシング施設の利用状況について、建屋のロックダウン（5 月）、緊
急事態宣言による利用制限(8～9 月)、空調改修等工事（10～12 月）による利用料
収入の落ち込みが報告された。広報マーケティング活動については、TIA 共用施設 HP や
日本 MRS ニュースにおける共用施設記事の掲載について報告された。マテリアル先端リサ
ーチインフラ事業向けデータベースの構築を目指した原子層堆積装置の拡充について紹介
された。
・東京大では、コロナ対策の警戒レベル変更について紹介された。利用者の入室回数は長
期的に増えていることが報告された。
・東北大では、利用件数が順調に増えており利用料収入も前年度比 14％増の見通しと
の報告がなされた。他機関との技術交流プログラムを実施し自施設での装置利用停止にも
対応できる体制作りに取り組んだ。
・NBCI より、オープンイノベーション WG が紹介された。テーマを設定しての少人数会合も
行う。
２）全体討議
AIST より、TIA 共用施設 HP に共用施設紹介記事を 3 件掲載したことが報告された。
それぞれ TIA 共用施設の概要、および AIST 共用施設の超伝導蛍光 X 線検出器付
SEM と FIB のスタッフインタビューを掲載している。各機関に対して記事提供を依頼した。
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TIA 運営諮問会議などで議論している TIA ビジョン案の内、共用施設ネットワーク MG
に関わる「物質・材料データプラットフォーム」および「共用施設の拡充」について議論を行っ
た。物質・材料データプラットフォームについては、NIMS がセンターハブ機関として活動してい
るマテリアル先端リサーチインフラ事業の運営機構長の小出委員より情報提供を頂き、重
要技術領域間の横串として TIA 各機関間の連携が有効との認識を共有した。NBCI より、
産業界にとっても有益な事業なので、分かりやすい公開方法を検討してほしいとの意見が
有った。
オブザーバーより、TIA の HP やデータベースの拡充、マテリアル先端リサーチインフラ事業、
次世代コンピューティング研究拠点、との連携に期待するとの意見が有った。
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4.8.人材育成 MG
2021 年度 活動報告書(マネジメントグループ)
[マネジメントグループ名称] 人材育成 MG
[活動概要]
第 3 期ビジョンに基づき、次の活動を行った。
①

TIA 人材育成 MG の人材育成戦略の機能強化として、科学技術人材育成費補助事業「科
学技術人材育成のコンソーシアムの構築事業」で採択された Nanotech CUPAL に平成 26 年
度より参画している。
Nanotech CUPAL は、TIA を中心としたコンソーシアムで活動しており、ナノテク分野の若手人
材のキャリアアップのため、共同研究を通じて若手人材を育成するコース（N.R.P.コース）と TIA
の最先端の施設を利用した実践型研修コース（N.I.P.コース）を実施している。
N.R.P.コースでは、2021 年度はコロナ禍の影響もあり、新規採用は１名にとどまったが、３名の
育成を実施した。
また、学術研究を牽引する際に求められる研究力・研究室運営能力を培え、人的ネットワーク
拡大を促すためのキャリア形成教育プログラムとして、「令和３年度 CUPAL 成果報告会」をオンラ
イン開催した。（2021 年 9 月～12 月）
一方、N.I.P.コースでは、６つの多様な実習型研修を開講し、企業などからの参加者含め延べ
246 名の育成を行った。
事業最終年度にあたり、「人材育成事業 CUPAL 総括報告会」を行った。 CUPAL A 機関
（産総研、NIMS、KEK、筑波大、京都大）による活動報告と、代表機関・産総研による事業
全体の総括の動画を作成し、オンライン配信した。（2021 年 12 月～2022 年 2 月）

②

学生や若手研究者がナノサイエンス・ナノテクノロジーの最新の知識と技術を修得し、分野横断
的な交流を図る機会となることを目的として、「TIA 連携大学院サマーオープンフェスティバル 2021」
を開催した。
コロナ禍の影響により 3 つのスクールの実施は見送られたが、8 月 1 日から遠隔講義等を活用し
て、5 つのスクールを開催し延べ 433 人（１月 31 日現在）が参加した。（前年度比+38 人）

③

外部の優れた研究機関と一体となった新しい教育システムにより、世界を先導する科学者、技
術者を育成する筑波大学大学院理工情報生命学術院数理物質科学研究群において、パワー
エレクトロニクスプラットフォームとの連携により、パワーエレクトロニクス寄附講座（富士電機パワー
エレクトロニクス寄附講座、トヨタ自動車・デンソーパワーエレクトロニクス寄附講座）及び連携研
究室（連携大学院: 産総研）における大学院教育を実施した（研究室所属学生数は 7 名、
パワーエレクトロニクス関連科目履修者数は 95 名）。

④

筑波大学大学院理工情報生命学術院数理物質科学研究群の「つくば共鳴教育プログラム」で
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は、海外派遣の公募に対し 1 名の応募者を採択したが、コロナ禍の影響で渡航を断念した。
⑤

情報発信・共有機能強化のため、TIA 連携大学院ウェブサイト運用、TIA 連携大学院「News
Letter」刊行を行った。

[MG 開催状況]


第 9 回 人材育成 MG 会議


日時: メール会議（2022 年２月７日（月）確認）



議題

TIA 人材育成マネジメントグループ活動報告について
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５．モニタリング指標
本章では先の第 3 期中期計画で定められたモニタリング指標のうち、数値目標を定めた項目、お
よび数値目標を定められていないが追跡すべき数値に関して以下に記載する。

(１)2021 年度の状況
研究資

内公的資

外部研

外国人

査読論

口頭発

特許出

共用装置

サンプル

企業数

うち海

人材育成プ

金合計

金

究者数

研究者

文発表

表数

願数

利用件数

出荷数

(社)

外企業

ログラム学

(億円)

(億円)

(人)

数(人)

数(件)

(件)

(件)

(件)

(対象社)

数(社)

生数(人)

16

85

75.4

66.0

268

252

34

6288

0

134

1

公的資
金割合
(%)
88



拠点活用プロジェクト 16 件(「革新的製造プロセス技術開発(ミニマルファブ)」は除く)、および
TIA 拠点活用形成に係わる事業「TPEC」(無償提供分を含む)について集計した。



数値は一部見込み及び暫定値も含む。(取りまとめは当該年度終了前(概ね 2 月 1 日時
点))



「人材育成プログラム学生数」は、Nanotech CUPAL の育成コース参加者、TIA 連携大学
院 サ マ ー ・ オ ー プ ン ・ フ ェ ス テ ィ バ ル (SUMMER LECTURE for Nanoscience /
Nanotechnology、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、TIA ナノグリー
ン・サマースクール、TIA-MEMS サマーセミナー、TIA パワーエレクトロニクス・サマースクール、先
端計測・分析サマースクール、高エネルギー加速器セミナー、TIA ナノバイオサマースクール)へ
の参加者(履修者)、パワエレ寄附講座教員担当の授業科目に係る科目履修者数および研
究室所属学生数、つくば共鳴教育プログラムの派遣学生数を集計。本年度はコロナ禍の影
響により Nanotech Innovation Professional コースの開催が限定的なものとなった。
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768

(２)直近 5 年間 (2017 年度-2021 年度)の進捗状況
＜進捗を知るための数値＞
2017 年度

2018 年度

2019 年度

単年

累積

単年

累積

単年

125.0

1512

53.6

1566

38.8

累積

2020 年度
単年

2021 年度

累積

単年

累積

1658

75.4

1733

総事業規
模

1604 53.1

(億円)

公的資金

89

割合(%)

76

76

90

88

拠点活用

44

プロジェクト

45

51

52

57

数1
連携企業
数
外部研究
者数

172

151

101

120

134

976

642

241

231

268

TIA 連携

1167

大学院生
数

4345

1011

5355

986

6341

566

6907

768

7675

2



1

拠点活用プロジェクトの単年の数値は求めていない。



2

「人材育成プログラム学生数」は、Nanotech CUPAL の育成コース参加者、TIA 連携大学院サマー・オ

ープン・フェスティバル(SUMMER LECTURE for Nanoscience / Nanotechnology、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、TIA ナノグリーン・サマースクール、TIA-MEMS サマーセミナー、TIA パワ
ーエレクトロニクス・サマースクール、先端計測・分析サマースクール、高エネルギー加速器セミナー、TIA ナノバ
イオサマースクール)への参加者(履修者)、パワエレ寄附講座教員担当の授業科目に係る科目履修者数お
よび研究室所属学生数、つくば共鳴教育プログラムの派遣学生数を集計。
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(３) TIA 第 3 期 期間中（2019 年度-2021 年度）のモニタリング指標の推移
（参考資料として、第 2 期最後の 2019 年度を表示）
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