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2022年10月20日(木) 第14回TIAシンポジウム

足立伸一

高エネルギー加速器研究機構(KEK) 理事
TIA共用施設ネットワークマネジメントグループ委員長

TIA共用施設ネットワーク
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TIAの目指すもの

1.世界的な価値の創造
2.Under One Roof
3.自立・好循環
4.Win-Win 連携網
5.次世代人材育成

TIA 5つの理念
第3期TIAビジョン

(2020-2024)
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TIAにおける「反応サイクル」と共用施設の役割

TIA６機関 共用施設

スタート

ゴール

中間地点

社会ニーズ、社会課題、
研究シーズ、研究者の思いつ

き、
ちょっとした一言

価値の創造
イノベーション、スタート
アップ、知の創造、
人財育成、SDGs、etc

セレンディピティ
中途参入

スピンアウト
人財交流

リスタート

揺籃期

成熟期
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仙台

東北大学

・マイクロシステム融合研究開発センター 試作コインランドリ

柏

東京大学

本郷

東京大学
・マテリアル先端リサーチインフラ・データハブ拠点

つくば

高エネルギー加速器
研究機構(KEK)

・放射光実験施設（Photon Factory, PF）
・クライオ電子顕微鏡

筑波大学
・オープンファシリティー推進機構

物質・材料研究機構
・マテリアル先端リサーチインフラ
・材料創製加工st ・材料分析st
・蓄電池基盤PF ・電子顕微鏡解析st
・NMR st ・低温応用st
・ナノテク融合st

産業技術総合研究所

・ナノプロセシング施設
・先端ナノ計測施設
・超伝導量子回路試作施設
・先端バイオ施設

産業技術総合研究所
・MEMS研究開発拠点

産業技術総合研究所
・スーパークリーンルーム(SCR)

TIA中核6機関の保有する共用施設が連携
して、それぞれの強みを生かしたオープン
イノベーションに資するネットワークを構築。

TIA共用施設ネットワーク

東海

KEK
・J-PARC物質・生命科学実験施設
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各共用施設の特徴

機関名 法人格（所管） 特徴

高エネルギー加速器研
究機構 (KEK)

大学共同利用機関
法人（文科省）

大型加速器が発生する量子ビーム（放射光、中性子、ミュオン、陽電子など）、およ
び電子顕微鏡等を活用して、物質・材料研究のための共同利用を実施

筑波大学
国立大学法人
（文科省）

学内の多様な機器を一元的に管理して、共同利用に供する仕組みを構築するとと
もに、研究を支援する技術人材を育成

物質・材料研究機構
(NIMS)

国立研究開発法人
（文科省）

物質・材料科学やナノテクノロジーの研究に必要な先端装置や大型施設を保有
民間企業･大学等･公的研究機関の研究者･技術者が利用できる環境･体制を提供

産業技術総合研究所
(AIST)

国立研究開発法人
（経産省）

計測・分析、電子・量子・微細加工から蓄電池、バイオ、身体計測まで、幅広い分野
の先端機器をノウハウ等と共に公開

東京大学
国立大学法人
（文科省）

ナノテクプラットフォーム事業の基盤を活用・高度化し、量子・ナノデバイス、プラズ
モンデバイス、MEMS/NEMS、バイオデバイスなど多種多様な研究開発を支援

東北大学
国立大学法人
（文科省）

MEMSを中心とした各種デバイス試作開発に関わる100台以上の装置を企業や大
学などに開放し、研究開発や実用化を支援

• 多様な法人（multi-entity）
• 重複した機能（redundancy）
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• 2008年より共同利用開始

• 世界最高レベルのパルス中性子、ミュオンビーム利用が可能

– J-PARC陽子加速器パワーは、800 kWに到達（2022/4）

• 年2回の実験課題公募

– 年間課題申請数は、約700件（うち、海外からの申請は
30%程度）

– 採択率は50%程度

• 基礎物理から産業利用まで幅広い利用

高エネルギー加速器研究機構(KEK)

陽子ビーム

ミュオンBL

ミュオン源
（グラファイト）

中性子源
（水銀）

100 m

中性子・ミュオンの性能を最大限に発揮する
装置群を整備

中性子BL 21本、ミュオンBL 4本

物質・生命科学実験施設（MLF）放射光実験施設（PF）

クライオ電子顕微鏡

• 1982年より共同利用開始。今年で40周年

– 年間利用登録者数：約2500〜3000名

– 年間実施課題数：約900件

• 国内の放射光施設のさきがけ的施設

• 真空紫外〜硬X線領域の放射光を発生

• 物理、化学、生命科学、材料科学、地球科
学、医学など様々な分野の研究者が同時利
用

• 装置名称: Thermo Fisher Scientific社

Talos Arctica G2 (200 keV)

• 2018年より共同利用開始

• アカデミア、企業ユーザーが幅広く利用

• タンパク質分子、複合体の単粒子構造解析
に威力を発揮
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筑波大学 オープンファシリティー推進機構
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✓ 共同利用機器 ：212台（2022年7月現在）
✓ 利用登録者 ：約2,000名
✓ 2021年7月～
コアファシリティ構築支援プログラムに採択

✓ 2022年3月～
オープンファシリティー推進機構に改組

TIA連携による社会還元型研究促進戦略

目利き人材育成
技術拡張
技術伝承

共用機器自走化
高収入化
若手研究力強化

産学連携新事業
TIA共用施設
ネットワーク

社会課題・
産業ニーズ集約
社会還元型
研究の推進

筑波大学

産総研

NIMS

東京大学

東北大学

KEK

キャリアアップ・キャリアパス戦略

技術交流会・インターンシップ
技術職員クロスアポイントメント
つくばアソシエイトメンタリング

機器運用資金好循環化戦略

利用負担金多階層化改革
特殊機器の高額共用
若手研究支援クーポンの配布

1

2

3

戦略的コアファシリティマネジメントの柱

登録部局31グループ

医学医療系、芸術系、数理物質系、
生命環境系、研究基盤総合センター、
トランスボーダー医学研究センター、
生存ダイナミクス研究センター、
イノベイティブ計測技術開発研究センター
地中海・北アフリカ研究センター、
山岳科学センター 等

共用機器
登録部局

執行部

筑波大学
研究組織

共用マネジメント
機器共用化
資金好循環化

人材マネジメント
キャリアアップキャリアパス

利
用
サ
ポ
ー
ト

若
手
支
援

利
用
申
請

人材育成

連携

協働

連携

学外機関
企業・他大学・研究機関

機器利用者

産学/地域連携マネジメント
社会還元型研究

金沢大学

連携

筑波大学

産総研

NIMS

東京大学

東北大学

KEK

筑波大学
教育組織

オープンファシリティー推進機構
研究機器共用の統括

戦略的コアファシリティマネジメント

オープンファシリティー
推進委員会

オープンファシリティー
推進支援室

関連事業

マテリアル先端
リサーチ

インフラ事業

共創の場
形成支援
プログラム

連携

オープンファシリティー推進機構HP ≫ https://openfacility.sec.tsukuba.ac.jp/
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物質・材料研究機構では、物質・材料科学やナノテクノロジー
の研究に必要な先端装置や大型施設を保有し、それらを
NIMSの研究者だけでなく、民間企業･大学等･公的研究機関
の研究者･技術者の皆様が利用できる環境･体制を提供して
います。

物質・材料研究機構(NIMS) オープンファシリティー

・マテリアル先端リサーチインフラ ・NMRステーション
・材料創製・加工ステーション ・低温応用ステーション
・材料分析ステーション ・ナノテクノロジー融合ステーション
・電子顕微鏡解析ステーション ・蓄電池基盤プラットフォーム

HP https://www.nims-open-facility.jp/
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産業技術総合研究所（AIST) 共用施設ステーション
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先端ナノ計測施設(ANCF) (つくば中央）

蓄電池基盤プラットホーム(BRP) (関西)

ナノプロセンシング施設（NPF) (つくば中央)

超伝導量子回路試作施設(Qufab) (つくば中央）

MEMS研究開発拠点(MEMS) (つくば東)

先端バイオ計測施設 (BIO) （つくば中央）

身体動作解析産業プラットフォーム(MAP) (四国）

スーパークリーンルーム（SCR) (つくば西)

産総研がこれまで蓄積してきたノウハウや研究成果を
広く社会に普及させる事で日本の産業界に貢献する
ことを目的に、計測・分析、電子・量子・微細加工から
蓄電池、バイオ、身体計測まで、幅広い分野の先端機
器をノウハウ等と共に公開している。

・ホームページ https://unit.aist.go.jp/tia-co/orp/index.html

・パンフレット https://unit.aist.go.jp/tia-co/orp/OpenFacility_pamphlet.pdf
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産官学の多くの利用者様の量子・ナノデバイ
ス、プラズモンデバイス、MEMS/NEMS、バイ
オデバイスなど多種・多様なデパスの研究
開発を支援し、ご利用いただいております。
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文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ ARIM東京大学ハブ 微細加工部門
世界と戦えるスーパークリーンルームと一流の装置群

・エンジニア・４５６研究室９００名の仲間

600m2の本格的クリーンルームに約70台の
装置を何時でも・直ちに・安価に使える仕組み

欠片～
300mm

1μm

最大８インチウエハが描画できる
高速大面積電子線描画装置（EB）

10μm

高速深掘り加工（DRIE）

ナノテクノロジープラットフォーム事業の秀でた利用成果

2019年度 2020年度最優秀賞 2021年度最優秀賞
「プラズモニック構造を利用し
たシリコンMEMSモノリシック赤
外SPR分光センサ」
菅 哲朗，大下 雅昭，安永 竣
（電気通信大学）

「熱アシストハードディスク用微小
光熱源ナノヒーター®素子」
株式会社イノバステラ 栗山和巳
氏，杉浦 聡氏，豊橋技術科学大学
八井崇氏，ナノフォトニクス工学推
進機構 橋本和信氏

「超親水機能・光触媒機能を
兼ね備えた反射防止誘電体
多層膜」
コニカミノルタ株式会社 多田
一成，清水 直紀，水町 靖HP https://arim.t.u-tokyo.ac.jp//
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東北大学 マイクロシステム融合研究開発センター
試作コインランドリ
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• 1,800m2の大型クリーンルームに設置した120台以上の微細加
工・評価機器を時間単位でお気軽にご利用いただけます。

• 小片から6インチ（一部8インチ）のウェハに対応した設備で、 15

名の専属スタッフが設計から試作、評価まで支援します。

• 大学に蓄積された技術、ノウハウの活用により、MEMSや光デ
バイスなどの試作開発が加速されます。人材育成にも有効で
す。

• 2010年の開始以降、350以上の機関が利用しています。実用
化された実績も複数あります。

試作コインランドリのスタッフ

新規導入のコーデベと
i線ステッパ

10台のRIEによる
多様なエッチング

高速・高精度マスクレス
レーザ描画装置

応力制御を得意とする
3台のPECVD

グレイスケールリソによる
フレネルレンズ

活動場所：東北大学西澤潤一記念研究センター

試作コインランドリ
詳細情報
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・ TIA共用施設データベースを整備。
・ 6機関が保有する共用装置を【機関・施設】、および【用途・目的】から検索。
・ 装置の説明や施設HPにリンク。
・ 共用施設の先端装置について紹介記事を掲載。

https://www.tia-nano.jp/orf_search.php

◎TIA共用施設ネットワークの共通基盤として利用者の利便性向上を図る。

TIA共用施設データベース
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• 年２回、各機関の担当者が集まり、共用施設の運営状況や広報・マーケティ
ング活動に関する情報交換、および共通課題についての議論をおこなう。

• 2019年までは6機関持ち回りで実施。2020年以降はオンライン開催。

• 持ち回り開催の時は施設を見学。

共用施設ネットワークMG
〜まとめ〜

• 多様な法人から構成されるメリット（multi-entity）
• 重層的なエコシステム、多様な財源、共用装置の維持・更新の相互支援

• 重複した機能を有するメリット（redundancy）
• 情報交換、機能の相補性、レジリエンス

TIA共用施設はTIAにおける価値創造の基盤


