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次世代X-nics半導体創生
拠点形成事業について

令和4年10月20日 TIAシンポジウム

研究開発局環境エネルギー課 課長補佐 吉元
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将来技術開発に向けたオープンイノベーションの活性化

⚫ IMECやオルバニーをKPIに、グローバル企業等との産学連携のために自律的に発展していく体制
を構築。
・グローバル企業ニーズと国内研究リソースの戦略的マッチング、安全保障面でのスクリーニング機
能、人材育成（ハード／エンジニアリングへ関心を呼ぶ教育）

⚫ 半導体オープンイノベーションに関する枠組みを立ち上げ、経済産業省、文部科学省、企業・大
学・国研が連携し、官民の適切な負担の下で次々世代に向けた基礎研究（オープン）から直近
の実用化（クローズ）を見据えた研究開発を戦略的に推進。

・産業政策のみならず、安全保障面の観点を踏まえた総
合戦略策定と実行
・産業界の動員（ユーザー、プレイヤー、イネイブラー（製
造装置、素材等）
・総合戦略を踏まえ、NEDOがファンディング、産総研がつ
くばにおいて半導体イノべーションの中心的役割を担う。
・政策・総合戦略を支えるNEDOの技術戦略策定、産
総研に試作環境を提供する拠点の整備

半導体オープンイノベーションに関する枠組み

経済産業省 文部科学省

・ハードウェア／エンジニアリング領域における基礎
研究／人材育成の活性化、次々世代半導体
創生に向けた研究開発の推進
・国研（NIMS、理研等）、大学等の動員
・大学において世界水準の研究環境を提供する
拠点を整備（X-nics半導体創出拠点）

X=フォトン（光）、スピン、エレクトロン（電子）等

2両省により、産学によるオープンイノベーションを推進

半導体・デジタル産業戦略検討会議(2021年11月15日)



次世代X-nics半導体創生拠点形成事業 令和4年度予算額 900百万円 (新規)

※令和3年度補正予算額 3,000百万円

✓ 支援対象機関：大学、国立研究開発法人等(3拠点)

✓ 事 業 期 間：令和4～13年度(10年度間)国 委託 大学等

【事業スキーム】

2035～2040年頃の社会で求められる半導体（ロジック、メモリ、センサー等）の創生を目指したアカデミアの中核的な拠点を形成。
省エネ・高性能な半導体創生に向けた新たな切り口(“X”)による研究開発と将来の半導体産業を牽引する人材の育成を推進。

○産学官の多様な知と人材を糾合しながら半導体集積回路のアカデミア拠点を形成。
国内外の異なる機関や分野等の融合を図り、拠点において以下の取組を実施。

①将来ビジョンの設定
「未来社会で求められる」×「これまでの強みを生かせる」革新的な集積回路のイメージを将来ニーズも見据
えながら設定し、学術にとどまらない研究開発目標とその実現に向けた戦略を策定。

②基礎・基盤から実証までの研究開発
異分野融合のチームを編成の上、原理や材料の探求から集積回路プロトタイプの設計・試作・評価等の一貫
した研究開発体制を構築し、①の目標に対してプロトタイプレベルで原理検証。

③人材育成
②の研究開発サイクル等を通じ、集積回路づくりのプロセス全体の幅広い知識や課題志向で新しい集積回
路を構想する力を備えた人材を継続的に育成。

③新しい設計・原理
の探索

②新しい材料、
プロセスの探索

例：ニューロモルフィクス

例：トポトロニクス

“X”

①半導体・素子回路の
微細化

新しい設計手法や材料、
プロセス等の方向に着目し
“次世代”の半導体の創生
を目指す（②③）

2035年～2040年頃

ソフト×ハード
（神経回路網×集積回路）

量子マテリアル×集積回路
新しい切り口“X”に基づく
“次”の半導体実現

＋
新しい価値の源泉となる

人材の活躍

※①の軸の右にいくほど、コストが飛躍的に増大＝産業界側の参画が不可欠

○半導体集積回路は今後のカーボンニュートラル2050の実現やデジタル社会を支える重要基盤。経済安全保障にも直結。

○ 集積回路の国際競争は転換期を迎えており、今後は、これまでの微細化技術とは全く異なる新しい軸での研究開発が重要に。

○日本として逆転シナリオを描き、将来、新たな高付加価値サービスでグローバル市場を席捲するためには、我が国の強みであるアカデミアの基盤を

活かした次の取組の強化が必要。

①新しい原理・設計手法や材料、プロセス等を活用した研究開発

②半導体分野を支える専門人材の持続的な供給に向けた若手人材育成

予測

世界の半導体市場兆円

日本

年
間
出
荷
額

ロジック

メモリ

その他

右肩上がりで成長する中で
飛躍的省エネ化・
高性能化が急務

出典：半導体戦略（概略）を基に作成

*次世代X-nics半導体：
異なる分野の“掛け算”（例：新しい材料 X 集積回路）から生まれる新しい切り口“Ｘ” に
より、“次（neXt）”の時代を席巻する半導体創生を目指す意味を込めた造語。

【政策文書における記載】
・半導体製造等に係るアカデミアの先端技術開発と人材育成、産学連携を推進するため、技術開発から技術評価・実証までを可能とする海外からも魅力的な拠点の整備を推進する（中略）。
・また、日本の半導体産業の維持・強化のため、大学等の先端共用設備の場を活用した人材育成を強化するとともに、多様な人材を確保し、次世代の若手技術者へノウハウや技術の継承を促進する。

＜半導体・デジタル産業戦略（令和３年６月）＞

○令和3年度補正予算によりアップグレードする拠点の研究環境を最大限活用し、令和4年度より本格的に研
究開発・人材育成を加速。

背景・課題

事業内容

【例】スピントロニクス、ニューロモルフィクス、フォトニクス、トポトロニクス等の新しい切り口（X）による、
従来比1/100倍の低電力を実現する半導体やAIやロボット等の特定用途を志向した半導体等

【取組内容】
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次世代X-nics半導体創生拠点形成事業の採択結果について

審査の経緯

代表機関 東京大学

拠点名
アジャイル エックス

Agile-X～革新的半導体技術の民主化拠点

拠点長 黒田 忠広

代表機関 東北大学

拠点名 スピントロニクス融合半導体創出拠点

拠点長 遠藤 哲郎

代表機関 東京工業大学

拠点名
グリーン ニクス

集積Green-niX研究・人材育成拠点

拠点長 若林 整

採択結果

• 令和３年12月20日（月）～令和４年２月７日（月）の期間に公募を実施し、９件の提案。

• 外部有識者から構成される審査委員会を開催し、書面審査及び面接審査を経て、採択結果を決定。

石内 秀美

元 先端ナノプロセス基盤開発センター 代表取締役社長

金山 敏彦

産業技術総合研究所 特別顧問

財満 鎭明

名城大学 大学院理工学研究科 教授

谷口 研二

大阪大学 名誉教授

日高 秀人

ルネサスエレクトロニクス株式会社 フェロー

眞子 隆志

科学技術振興機構 研究開発戦略センター フェロー

横山 直樹 ※ 主査

富士通株式会社 名誉フェロー

審査委員会・委員一覧



次世代X-nics半導体創生拠点形成事業

2035～2040年頃の社会で求められる半導体（ロジック、メモリ、センサー等）の創生を目指したアカデミアの中核的な拠点を形成。
省エネ・高性能な半導体創生に向けた新たな切り口(“X”)による研究開発と将来の半導体産業を牽引する人材の育成を推進。

○産学官の多様な知と人材を糾合しながら半導体集積回路のアカデミア拠点形成を推進。国内外の異なる機関や分野等の融合を図り、

「未来社会で求められる」×「これまでの強みを生かせる」革新的な集積回路のイメージを設定した上で、基礎・基盤から実証までの研究

開発及び半導体プロセス全体を俯瞰できる人材等を継続的に育成を推進。

○令和５年度は、日米連携の動向等、次世代半導体開発を巡る急速な進展も踏まえつつ、各拠点の強みを活かした研究開発の加速、

成果最大化のための拠点運営体制の充実等を推進。

○集積回路の国際競争は転換期を迎えており、今後は、これまでの微細化技術とは全く異なる新しい軸での研究開発が重要。

世界各国が次の覇権を握ろうと次世代半導体の開発を目的とした投資を急速に拡大。日米首脳共同声明等、日米連携の動きも進展。

○日本として逆転シナリオを描き、将来、新たな高付加価値サービスでグローバル市場を席捲するためには、我が国の強みであるアカデミアの

基盤を活かした研究開発及び人材育成の強化が必要。

背景・課題

事業内容

令和5年度要求・要望額 1,260百万円

（前年度予算額 900百万円）

東京大学

「Agile-X～革新的半導体技術の民主化拠点」

（拠点長：黒田忠広）

革新的半導体を自動設計・試作するプラットフォームを創

出し（アイデアから試作に⾄る期間を1/10へ短縮、試作に

要する費用を1/10へ削減）、世界中の研究者を呼び込む

ことでLSIの民主化を目指す（LSI設計人口の10倍増し）。

支援拠点（代表機関名）※各拠点においては代表機関を中心に学内外のネットワークを形成

（事業期間 令和4～13年度）

予測

世界の半導体市場兆円

日本

年
間
出
荷
額

ロジック

メモリ

その他

右肩上がりで成長する中で
飛躍的省エネ化・
高性能化が急務

出典：半導体戦略（概略）を基に作成

東北大学

「スピントロニクス融合半導体創出拠点」

（拠点長：遠藤哲郎）

我が国が先導してきたゲームチェンジ技術であるスピントロニ

クスを中核に据え、新材料・素子・回路・アーキテクチャ・集

積化技術の研究開発を推進し、省電力化という我が国の

課題、ひいては世界的課題の解決を目指す。

東京工業大学

「集積Green-niX研究・人材育成拠点」

（拠点長：若林整）

東工大、豊橋技科大、広島大を中心としたSiエレクトロニ

クスのトップ研究者を集結し、将来の半導体材料である

2D材料や強誘電体材料に関する研究開発等、低環境負

荷等のグリーンな半導体の実現しを目指す。

東工大/豊橋技科大/広大のCMOS（集積性に優れておりLSIに
最も利用されるデバイス構造）一貫試作ラインの構築・共用を推進、
各大学の強みである回路設計や先端デバイス施策等による研究開
発を推進し、低環境負荷等のグリーンな半導体を実現する。

小口径から300mmプロセスでの半導体開発が可能な世界唯一
の研究開発環境を活用し、スピントロニクス技術（電子の電気的性
質と磁気的性質の両方を利用する技術）を用いた従来比1/100
の省エネメモリ半導体等の試作実証に取り組む。

d.lab等の設計・検証設備・ツール等を最大限に活用し、自動設計・
試作環境を構築することで、従来の汎用LSI開発と比較して格段に短
時間で高い性能を有する専用LSIを設計・試作可能。国内外の利用
を促進し、多様なアイデアを拠点に取り込む。

東大・d.lab等の設計・検証設備やツール、試作環境
東北大・国際集積エレクトロ
ニクス研究開発センターの設
備群及び300mmプロセス
で開発した集積回路ウェハ

東工大/豊橋技科大/広大のCMOS一貫試作ライン
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X-nics事業運営・実施体制（R4.10時点）

• PDは本事業全体の進捗状況を把握し、事業の円滑な推進のため、必要な指導・助言等を行い、POはPDの業務を補佐する。

• サイトビジット、ヒアリング等を通じた進捗管理等により、拠点の状況を確認・評価した上で、事業全体で効果的な配分額を決定。

• 各拠点の代表機関が拠点運営委員会を設置し、拠点が掲げるビジョンや目標の共有、機関間の効果的な連携促進等を図っている。

PD：日高秀人（ルネサスエレクトロニクス株式会社 フェロー）

PO：石内秀美（元 先端ナノプロセス基盤開発センター 代表取締役社長）

金山敏彦（産業技術総合研究所 特別顧問）

谷口研二（大阪大学 名誉教授） 有識者

各拠点

文部科学省

【役割】PD:事業統括責任者、PO:PDを補佐

・資金配分の策定、進捗状況の管理
・拠点構想・運営の見直し等に係る指導・助言 等

【役割】事業推進委員会に出席しPD、POへ助言

・各拠点の運営方針等の確認
・活動の進捗や成果の評価
・拠点に対する必要な指導や専門的知見
に基づく助言 等

【連携内容】
•両省取組の課題等の共有
•知的財産の活用促進
•成果の効果的な橋渡し
•半導体・デジタル産業戦略検討会
議など関連会議への参加 等

代表機関：拠点長

連携機関

連携機関

協力機関

協力機関

協力機関 ※協力機関は再委託契約関係がなく拠点に参画

代表機関は、拠点長及び連携機関の代表研
究者から構成される拠点運営委員会を設置

【役割】
•ビジョンや目標の共有
•運営方針の統一
•知的財産の活用方針の策定
•情報管理戦略の策定 等

経済産業省等

連携
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〇 本事業の狙いと取り組み
日本の大学等の高い研究レベル・ポテンシャル・研究成果を表出す
ることにより、半導体研究・技術・産業エコシステムを確立し、国際的
地位を向上する

1) グローバルレベルのテクノロジリーダを輩出する
–研究者/学生に経験と機会を提供する、ユーザ経験の質の向上
–拠点＝ネットワークセンターの確立による連携効果と将来投資

2) 拠点構築のために
–個別R&Dより統合R&D、連携・共用を推進する
–継続活用、潜在能力・連携力アップ：１０年プロジェクト

まとめ
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