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近年、日本の経済や産業の行き詰ま
りは深刻な状況となっており、2010
年に日本のGDP世界ランキングは中
国に抜かれ3位に陥落しました。他方、
近年のイノベーションモデルでは多様
な学問・技術領域の融合、研究と教育
の一体化、産学官連携が重要となって
おり、それらを実現するため欧米で
は大規模な研究開発拠点が開設されて
います。そのような動向の中、わが国
としてもナノテクノロジー戦略を強化
し、成長の推進力とすることが求めら
れており、国内にナノテクノロジー研
究拠点形成を要望する声が強くなりま
した。

このような背景を基に2009年6月、
世界トップレベルの先端ナノテクノロ
ジー研究設備や人材が集積するつく
ばにおいて産業技術総合研究所（産総
研）、物質・材料研究機構（NIMS）及
び筑波大学が中核となり、産業界も加
わって世界的なナノテクノロジー研究
拠点（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）を
形成することを決定しました。

ナノテクノロジーや関連する材料技
術は、わが国が伝統的に強い技術力を
有しており、これまで多くの先駆的研
究開発成果や世界をリードする事業
を創出してきました。TIA-nanoでは、
これら日本の強みを最大限に生かした
ナノテクノロジー研究拠点を形成し、
先端ものづくり国家としてのわが国の
繁栄と世界的な課題解決に貢献するこ
とを目標に、5つの理念を掲げていま
す。

理念1は「世界的な価値の創造」です。
産学官が強みを有する科学技術を結

集して、共通基盤インフラでその実用
実証を行うことにより、世界的な新事
業を迅速に創出します。
理念2は「Under One Roofの実現」

です。
産学官それぞれの研究者や研究体が

組織の壁を越えて、結集し融合する「共
創場」を提供することにより、既存の
壁を超えた融合が生まれる場を構築し
ます。
理念3は「自立・好循環の実現」です。
内外の研究体に国際的に優位性を持

つ共通基盤インフラを提供すること
で、研究開発や事業化を促進し、知識
創造を提供します。
理念4は「Win-Win連携網の構築」です。
つくばを中核に全国規模で産学官

が連携するネットワークを広げます。
また、海外の研究拠点や研究機関と
Win-Win関係を生み出す国際連携を

強化します。
理念5は「次世代人材育成」です。
筑波大学を中核に、国内外の大学と

の協力と産学官の連携により、「TIA
連携大学院」を構築し、大学院教育と
産業人材育成の機能を確立します。

こ れ ら の 基 本 理 念 を 基 に、TIA-
nanoは公的研究・教育機関をプラッ
トフォームとしたグローバル産学官連
携拠点の構築を行っています。

TIA-nanoの設立と基本理念

TIA-nanoの理念とイメージ

つくばイノベーションアリーナ 
ナノテクノロジー拠点運営最高会議
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研究成果・人材

イノベーション

産業創出

公的資金・外部資金

地域経済

雇用

企業利益増GDP/税収増

資金原資 資金原資

サステナブルな経済循環

筑波大学、NIMS、産総研
TIA-nano

理念1：世界的な価値の創造：共通基盤インフラでの実用実証により世界的な新事業を創出
理念2：Under One Roof の実現：産学官が結集・融合する「共創場」を提供
理念3：自立・好循環の実現：共通基盤インフラによって対価に見合う知識創造を提供
理念4：Win-Win 連携網の構築：各研究体はオールジャパン産学官ネットワークを広げ連携
理念5：次世代人材育成：世界的拠点に不可欠な大学院教育・産業人材育成の機能を確立
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TIA-nano 中期計画の策定と TIA-
nano モデル

TIA-nanoではナノテクノロジーの
イノベーションがもたらす高い国際競
争力を確保し、新たな産業創出による
雇用拡大、GDP増大を通して研究開
発への再投資を呼び、さらなるイノ
ベーションや新産業の創出を促す「自
立的好循環」を実現することを目指し
ています。この好循環を実現するため、
TIA-nanoは日本の強みを最大限に生
かす「TIA-nanoモデル」を第1期中期
計画（2010年度～ 2014年度）において
提案しました。

日本は自動車産業を代表に、素材、
材料・部材メーカーから加工や組立て、
販売に至るまで、伝統的に摺り合わせ
型で垂直連携することに強みをもって
います。これらものづくりを形成する
全ての階層の産業分野が多彩なイノ
ベーションを支えています。

また、つくばの公的研究機関に蓄積
された知的資産や充実した研究支援体
制も日本の強みであり、TIA-nanoで
は産総研、NIMS、筑波大学の有する
人材・研究成果・最先端研究設備を勘
案して、まず6つのコア研究領域に資
金と人材を集約し、それらを支える
3つのコアインフラを構築しました。

さらに日本では産業技術の発展、国
家プロジェクトなどの集中拠点の役割
を戦後の高度成長期の時代から公的
研究機関が担ってきており、産学官
連携における公的研究機関プラット
フォームが日本の強みとなっていま
す。TIA-nanoはこれら日本の強みを
最大限に生かしたTIA-nanoモデルの
実現により、先端ものづくり国家とし
てのわが国の繁栄と世界的な課題解決

に貢献することを目指しています。

TIA-nano の連携体制と TIA-nano 推
進協議会

TIA-nanoは第1期中期計画におい
て策定されたアクションプランを円滑
に推進するため、新たな連携体制を構
築しました。2011年5月には「TIA-nano
推進協議会」を発足させ、TIA-nano及
びナノテクノロジービジネス推進協議
会が中核となってTIA-nano運営主体
と拠点を活用する技術研究組合などの
ユーザー組織間との連携体制を構築
し、具体的な連携活動を推進していま
す。また同時に「つくばイノベーショ
ンアリーナ大学院連携コンソーシア
ム」を設立し、TIA-nanoの最先端イン
フラ、知的資産を活かした実践的な研
究人材の育成を目指しています。

現在、TIA-nanoはこうした強固な
連携体制の基で第1期中期計画及びそ

のアクションプランを軸に、世界トッ
プレベルのナノテクノロジー研究拠点
構築を力強く推進しています。

TIA-nano中期計画の策定とTIA-nano推進協議会

つくばイノベーションアリーナ
ナノテクノロジー拠点運営最高会議

事務局長

松
まつかわ

川　文
ふみひこ

彦

TIA-nanoモデル

日本の強みを最大限に生かしたナノテクノロジー拠点を形成し、先端
ものづくり国家としてのわが国の繁栄と世界的な課題解決に貢献

公的研究・教育機関をプラットフォームとしたグローバル産学官連携拠点

つくばの強みを生かす
仕組み

ものづくりの強みを生かす
仕組み

オープンイノベーションハブを
実現する4つの視点

オープンイノベーション 強みを補強する性能・
安全性評価知的資産
蓄積

グローバル
強者連合

高度部材産業の
強みを生かす

アンダーワンルーフ（共創場）

技術融合

成果の社会への還元
～サステイナブルな資金循環

～多様な研究・人材の集積

～コアインフラの整備と無形知的資産の蓄積

～内部と外部の境界の柔軟な設定

垂直連携

6つのコア研究領域

ナノデバイス実証・評価ファンドリー
ナノテク共用施設
ナノテク大学院連携

ナノエレクトロニクス
パワーエレクトロニクス

ナノグリーン
カーボンナノチューブ
ナノ材料安全評価

N－MENS

3つのコアインフラ
装置・部材
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わが国の労働力人口に占める製造業
の比率は約16 %といわれていますが、
最近の過度な円高や諸外国に比べて高
い産業コストの影響で、国内製造業の
海外移転が加速することが懸念されま
す。TIA-nanoの使命は、ものづくり
の基盤であるナノテクノロジー・材料
技術の開発と事業化へのつなぎを強化
して、国内製造業の再生を図り、新た
な雇用を確保することです。これに携
わる我われの責任は大きいと言えま
す。

TIA-nano で は、 ナ ノ エ レ ク ト ロ
ニクス、パワーエレクトロニクス、
N-MEMS、CNT、新材料、ナノ材料

第4期科学技術基本計画では課題解
決・イノベーション創出を強く打ち出
しており、TIAの活動・運営に大い
に注目しています。6つのコア領域に
加え、領域相互や異分野との連携によ
る魅力的なプログラムを設定し、国内
外の卓越した企業や研究者を惹きつけ
る世界トップレベルのイノベーション
創出拠点としての発展を期待していま
す。

の安全性評価など、持続的社会の実現
に貢献するテーマに取り組んでいま
す。世界には同様な拠点がすでに存在
しますが、産総研、NIMS、筑波大学
などがこれまで蓄積したポテンシャル
と民間の積極的な参加に加えて、シス
テム的な発想（すなわち社会ニーズを
先取りするナノシステムの開発）や国
の強力な支援などを武器にして、十分
戦えると考えています。

TIA-nanoの成果は、新しい産業や
雇用の創出です。研究者の皆さんに
は、目標を明確に持って、難易度の高
いテーマにチームとしてぶつかること
をお願いします。つくばに、産業集積

「つくばナノテクアリーナ」の枠組み
の中で、最先端の研究開発基盤を軸に
産学官の優れた頭脳が集積し、触発し
合う場が形成されることにより、世界
をリードする知とイノベーションが創
出されることを心から期待しておりま
す。

が起こり、更に全国の新たな雇用に結
びつくことを念願しています。

今、日本は未曾有の困難に直面して
います。エネルギー、高齢化、景気悪
化などの困難を克服するためには、技
術、人、社会環境（先端設備）の3つを
一つに融合することが必要です。TIA
はそのモデルに成り得る取り組みで
す。産学官がつくばに結集し、大きな
動きが始まっています。ここから世界
最高の技術、人材、産業が生まれるこ
とを期待します。

TIA-nanoの運営に当たって

TIA-nanoヘの期待

経済産業省　産業技術環境局
研究開発課長

福
ふくしま

島　洋
ひろし

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・材料開発推進室長

坂
さかもと

本　修
しゅういち

一

内閣府　ナノテクノロジー・材料担当
政策企画調査官

馬
ば ば

場　寿
と し お

夫

つくばイノベーションアリーナ 
ナノテクノロジー拠点運営会議

議長
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産総研における太陽光発電の研究（仮題）
（背景は仮画像です。）

国際的研究拠点
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)の挑戦
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ナノエレクトロニクス拠点の形成
ナノエレクトロニクス研究領域で

は、産総研つくば西事業所にあるSCR
（Super Clean Room）棟に整備した基板
口径100 mm及び300 mmの半導体加工
ライン（図1）を中心施設として、CMOS
技術とナノテクノロジーの融合を目指
して活動しています。このようなナノ
エレクトロニクス拠点形成の経緯と意
義、特長を以下に簡単に述べます。

2000年代に入り半導体研究開発で
は、 米 国 ニ ュ ー ヨ ー ク 州 の Albany 
nanotechなどの大規模な拠点活用が盛
んになってきました。研究開発費の高
騰による試作ラインの世界的な集約な
どが要因です。

このような状況において、TIA-nano
におけるナノエレクトロニクス拠点と
してどのような研究施設を整備すべき
か、産学官の関係者で議論を重ねた結
果、つくばで長年培ってきたCMOS技
術を生かし、さらにナノテクノロジー
を融合させる施設を目指すこととしま
した。そこでまずCMOSの標準プロセ
ス装置群とナノテク材料専用装置を整
備しました。最先端のCMOSラインは
通常異種材料を嫌うため、このような
試作ができるラインは世界的に数少な
く、貴重な存在と言えます。

研究プロジェクトの推進
ナノエレ研究領域では、現在5つの

大型研究プロジェクトが進められて
います。内閣府最先端研究開発支援プ
ログラム3名の中心研究者によるプロ
ジェクト（産総研 横山連携研究体長、
東京大学 荒川教授、東北大学 大野教
授）、及び低炭素社会を実現する超低
電圧デバイスプロジェクト（超低電圧

デバイス技術研究組合）では、CMOS
と新材料、新デバイス、光技術などを
融合させて超低電力LSIやネットワー
クデバイスの実現を目指しています。
極端紫外線リソグラフィー（EUVL）に
関する研究開発（EUVL基盤開発セン
ター）では、回路線幅16 nm以細に対
応可能なリソグラフィー技術の確立に
取り組んでいます。

参加企業は20社に及び、120名以上
の企業研究者がつくばに集結してプロ
ジェクトに取り組んでいます。また、
これらの研究を支援するために、産総
研規程に基づくナノエレクトロニクス・

コンソーシアムを設立し、研究施設の
中期的運営方針を検討しています。

ナノエレクトロニクス研究の枠組み
がようやく出来上がりましたが、今後
の課題として、拠点の魅力の顕在化、
参加企業の増員、大学との連携体制構
築などが挙げられます。TIAナノエレ
クトロニクスワーキンググループを中
心に、これらの課題に取り組み、日本
型ナノエレクトロニクス拠点の実現を
目指していきます。

TIA-nanoにおけるナノエレクトロニクスの取り組み

産総研
つくばイノベーションアリーナ推進部

審議役

岩
い わ た

田　普
ひろし

図1　SCR棟に整備した半導体加工ライン

図2　横山プロジェクトが取り組むグリーン・ナノエレクトロニクスLSI

シリコンの数十倍電気を流せる材料

CNT（カーボンナノチューブ）や
グラフェンを使った LSI

Ge の相変化を利用した新しい
不揮発メモリ材料 

（3）バックエンドデバイス

（2）ナノカーボン
　　 材料の開発と応用

（1）低電圧動作CMOS

LSI

不揮発性
低電圧動作

低抵抗
高熱伝導
高信頼性

アクティブ配線
（CNTメモリ）

グラフェン横配線

CNTプラグ
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パワーエレクトロニクス研究拠点を活用したオープンイノベーション

産総研パワーエレクトロニクス研究拠点クリーンルーム（1500m2）

オープンイノベーション

オープンイノベーションは「イノ
ベーションのパラダイムシフトであ
る」といわれています。戦後、私たち
の社会や生活を大きく変えた偉大な発
明の多くは、企業内のクローズドイノ
ベーションから生み出されてきまし
た。しかし、製品に利用される技術が
複雑化・高度化する中で、事業に必要
な全ての技術を企業が自前で用意する
ことは、コストとスピードの点で見合
わなくなりました。技術開発に要する
コストを十分に取り戻す間もなく製品
の寿命が終わってしまうためです。一
方で、市場はグローバル化し巨大な
マーケットが出現しました。加えて、
情報技術が発達し、世界中で同時に進
むさまざまな研究成果を誰もが瞬時に
入手できるようになりました。オープ
ンイノベーションの時代では、最高の
技術をもつだけでは勝者になれませ
ん。マーケットが求めるものをいち早
く理解し、最も的確に技術を使う知恵
をもつ者が勝者になります。

産業界の方々と議論すると、オープ
ンイノベーションについて違和感をも
つ方が多いように感じます。オープン
イノベーションは、言葉を変えると、

「技術開発で勝負せずにビジネスで勝
つ」戦略です。これまでの「技術開発で
勝利してビジネスで勝つ」という日本
型モデルと整合しないのです。日本が
得意とするのは、材料技術と摺合せ技
術といわれています。そこで、優れた
材料技術と摺り合わせ技術を必要とす
る製品を次の出口戦略に据え、材料技
術や摺合せ技術を得意とする関連企業
が共同で取り組むイノベーションをパ

ワーエレクトロニクス研究拠点でオー
プンに実施する制度を検討中です。同
じ拠点に結集し、一つ屋根の下で強い
信頼関係を保ちながら連携すること
で、海外では真似のできないスピード
感で技術開発を実行できると思いま
す。加えて、その成果の活用において
も、グローバルに連携することで広く
世界へ展開できるでしょう。

パワーエレクトロニクス研究拠点

半導体エレクトロニクス産業では新
興国の台頭が著しいですが、パワーエ
レクトロニクスは、今もわが国が優位
性を維持しています。パワーエレクト
ロニクス製品は、情報エレクトロニク
ス製品とは異なり、ものづくり技術や
組込ソフトウエア技術などに簡単に真
似できない技術が含まれていることが
その理由といわれています。この優位
性を今後も維持・発展させてゆくこと
がパワーエレクトロニクス研究拠点の
最大の使命です。また、世界的な低炭
素社会への取り組みや再生可能エネル
ギー利用の拡大など、エネルギーの高
効率利用へ向けたニーズが急速に高
まっているためパワーエレクトロニク
スを取り巻く環境は激変しています。

パワーエレクトロニクス研究拠点
は、2010年10月に完成し、1周年を迎
えました。産業界、大学、公的研究機
関から100名を超える研究者が集結し、
技術研究組合の活動拠点も設置されま
した。ここでは、次世代のパワー半導
体材料である炭化ケイ素（SiC）を重点に
研究開発が行われています。わが国は、
京都大学や産総研を中心として40年近
く世界のSiC研究開発をリードしてい
ます。まさに、わが国が得意とする材
料技術、摺り合わせ技術を軸に新しい
イノベーションモデルを実践できる事
例といえ、新興国の台頭にも屈するこ
とのない強い産業をこの拠点で育成で
きるのではないかと考えています。

将来を明確に予測することは大変難
しいことです。しかし、世界は変化し、
自らも変化していかなければならない
ことは誰もがわかっています。戦後の
成功モデルに代わる新しいイノベー
ションモデルを早急に作り上げなけれ
ばなりません。

産総研
つくばイノベーションアリーナ推進部

審議役

岡
お か だ

田　道
み ち や

哉
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図3　X線CT3次元構造観察装置（8、12インチ）

図2　i線-ステッパー（8インチ）

図1　最先端MEMSライン（8、12インチ）

概要

わが国のMEMS分野は､ 研究開発
では高い水準を有するものの､ 市場占
有率においては､ 諸外国に対し苦戦を
強いられています。理由は加速度セン
サーやマイクロフォン、ビデオプロ
ジェクター用ミラーアレイのような
集積化MEMSの量産品で後れをとっ
ているためと言われています。製造
業に目を転じてみると､ 国内企業の
MEMS生産ラインの主役は6インチで
あり､ 半導体ラインを転用しているご
く少数の企業だけが8インチラインを
保有しているにすぎず､ 量産への対応
が遅れていると言わざるを得ません。

こ の よ う な 背 景 か ら、 産 総 研 は
MEMS分野の国際競争力を強化する
ために､ 産業界の利用に供する設備整
備を行い、同時に量産MEMSに関す
る研究開発やグリーンセンサーネット
ワークの研究開発を進めています。

産業界のための量産設備整備と量産
MEMS技術開発

2010年度には、ナショナルプロジェ
クト参画企業や大学による8インチ（一
部12インチ）ラインでの量産試作を実
施し、ライン全装置の条件出しを行い
ました。2011年度には新規のプロジェ
クトによる開発を開始しました。同
時に民間企業とコンソーシアム（マイ
クロナノオープンイノベーションセン
ター）を結成し、広く民間の利用に供
するための組織や制度を整備しまし
た。これと並行して、内閣府最先端研
究開発支援プログラムの江刺プロジェ
クトにおいて、東北大学と連携して、
量産MEMSに関する技術開発を進め

ています。

量産MEMS 技術及びグリーンセン
サーネットワーク技術

今回の設備整備でMEMSラインに
各種機器の電気使用量､ プロセスや
ユーティリティーガスの使用量､ 各部
屋の温度､ 塵埃､ 湿度など、さまざま
なデータをセンサーネットワークで取
得しています。すべての機器類の消費
電力などを「見える化」して､ 将来の省
エネ社会に役立てようとするもので
す。このプロジェクトは近未来のエネ
ルギー問題に先鞭をつける先進的な
プロジェクトと考えられていました。

ところが、本プロジェクト終了時の
2011年3月11日に､ 東日本を大震災
が襲いました。震災が発電施設､ とり
わけ原子力発電所にもたらしたダメー
ジは大きく､ それ以前と後の社会情勢
は大きく変わってしまいました。省エ
ネ化､ グリーン化を通じたスマート社
会の実現は近未来の問題ではなく､ 現
在の待ったなしの課題となっていま
す。

TIA-nanoにおけるN-MEMSの取り組み

産総研
集積マイクロシステム研究センター

研究センター長 

前
ま え だ

田　龍
りゅうたろう

太郎
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CNT・ナノ安全コア領域では、単
層カーボンナノチューブ（単層CNT、
図1）という新しい炭素材料の優れた
特性を引き出すべく、その形状を多様
に制御する技術開発を行っています。
また、さまざまな産業応用を可能にす
る単層CNTの高品質化・部材化を図
り、未来の省エネルギー社会の実現を
目指した単層CNT産業創成のための
基盤研究を行っています。

具体的には、1.実証プラントにおけ
る単層CNTの工業的量産技術開発・
試料提供  2.単層CNTの優れた特性を
活かした用途開発  3.事業者が多様な
ナノ材料の安全性を自ら示すための手
法の確立／実際の評価を実施していま
す。

単層CNTの工業的量産技術開発・試
料提供

産総研で開発されたスーパーグロー
ス法を用いた単層CNT量産実証プラ
ントの建設（2009年度補正予算事業）、
産総研と個別企業による大型共同研究
を実施しています。

低炭素社会を実現する革新的CNT複
合材料開発プロジェクト

オープンイノベーション施策の下、
各研究開発項目（図2）の成果共有及び
緊密な連携による開発サイクルの効率
化を強みに、単層CNTの優れた特性
を活かした用途開発を、材料・部材・
用途と川上から川下まで一気通貫で
行っています。

事業者が多様なナノ材料の安全性を自
ら示すための手法の確立

単層CNTなどのナノ材料の安全性

を確保するために必要な評価、研究手
法の確立だけでなく、できるだけ簡易・
迅速・安価な産業技術とするための手
法開発を、国際標準化の動向も見据え
ながら実施しています。さらに、事業
者が自社ナノ材料あるいはそれらを使
用した製品のライフサイクルにおける
安全性を社会に向けて分かりやすく説
明するための手続きを、CNTを例に
実践しています。

産総研
ナノチューブ応用研究センター

 副研究センター長

湯
ゆ む ら

村　守
も と お

雄

産総研　安全科学研究部門
持続可能性ガバナンスグループ

研究グループ長

岸
きしもと

本　充
あ つ お

生

CNT・ナノ安全の研究・連携活動の現状と今後の展望

図1　単層ＣＮＴの代表的特性

・鋼の20倍の強度

・銅の10倍の熱伝導性

・アルミの半分の密度

・シリコンの10倍の電子移動度

図2　低炭素社会を実現する革新的CNT複合材料開発プロジェクト

人工筋肉
アクチュエータ
MEMS

スーパーキャパシタ

電子放出ディスプレイ

ストレッチャブル
デバイス

印刷配線
超薄型
タッチパネル無線給電、センサアレイ、

印刷アンテナRFIDタグ

高強度ファイバー
CNT導電繊維 大型熱交換器

導電性ゴム

ロールアップディスプレイ用途

工業化基盤技術確立

CNTを既存素材中に均一に
分散する技術の開発

CNTの形状、物性等の制御、
分離、評価技術の開発

研究開発項目②

研究開発項目①

ナノ材料簡易自主安全管理
技術の構築

研究開発項目③

電界メッキ
による金属
との融合

板状CNT

湿式ジェット
ミル分散

CNTフォレスト CNT「網目」 高導電

ゴム含浸

直径

長さ

CNT水平配向シート

ロールプレス

CNTフォレスト

ポリマー含金属微粒子
担持
金属微粒子
担持
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環境・エネルギー技術の拠点型オープ
ンイノベーション

一企業や一機関単独でイノベーショ
ンを興すハードルは年々高くなり、世界
中から叡知を集めて課題解決を図るグ
ローバルオープンイノベーションが世界
の潮流です。TIAナノグリーンは物質・
材料研究機構（NIMS）が中心となり、こ
れまでに蓄積した基礎・基盤、材料技術
を核として、革新的な環境・エネルギー
技術の創出を目指しています。

この実践にあたり、TIAナノグリー
ンでは、グローバルオープンイノベー
ションを基本としつつ、参加者の要望
に応じて、さまざまな連携が提供可
能な「場」を開設します。この「場」は、
NIMS並木地区に2011年度竣工予定の
新しい環境棟を中心に設けます。

オープンイノベーションを可能にする
4つの要素

TIAナノグリーンには、オープン
イノベーションを可能にする4つの要
素があります。
（1）出会いの場（異業種間、産学独
間、異分野間）
先端科学の広い知識、多様な技術、世
界的人材の叡知を結集し、異業種、産
学独の出会いにより画期的な技術の創
出を可能にします。
（2）最先端の設備、それを使いこな
す専門家集団 
物質・材料研究分野の中心的研究機関
として、最先端設備の大規模な整備・
拡充がなされ、その使用を支援する専
門家が配置されています。
（3）国による戦略的投資 
経済産業省と文部科学省の府省連携プ
ログラムにより、TIAナノグリーンに

は既に新しい環境棟や最先端設備など
の投資がなされています。 
（4）次代を担う有能な人材育成 
人材育成を通し、日本の強みである物
質・材料分野における、科学→技術→
産業→科学の持続的サイクルの構築を
実現します。

期待される成果

TIAナノグリーンでは、オープン

イノベーション方式で産学独が連携す
ることにより、個々の企業の研究投資
をミニマム化しつつ、環境・エネルギー
技術の高性能化、高信頼化、低コスト
化を実現します。それによって新しい
技術の産業化が促進されます。

TIA-nanoにおけるナノグリーンの取り組み

物質・材料研究機構 
TIA推進室

室長

中
なかむら

村　和
か ず お

夫

図1　TIAナノグリーン研究拠点

★大学の若手人材（大学院生、ポスドク）
　の共同研究への参画

★特許情報へのアクセス（公開前含む）
★特許実施権の優遇制度
★タイムリーな研究成果の進捗報告
★3機関が所有する外部共用装置の
　利用優遇制度

会員の特典

公的競争資金で
基盤技術の拡充

企業との共同研究
で基盤技術の拡充

基盤技術拡充で
より高度な

企業ニーズへ対応

拡充
拡
充

・特別会員
・正会員
・準会員

会員企業
NIMS

産総研 筑波大

会
員
制

・ベーシック会員

部材
メーカー

装置
メーカー

デバイス
メーカー

システム
メーカー

TCへの参加 NIMS環境技術研究開発センター棟（H23年度竣工）

ゴールスタート 革新的環境
技術の実現

TC－1

TWG TWG

TWG

TC－2

蓄積された基盤技術

探索研究

TWGにおける
共同研究

オープンな研究の場
（ベースキャンプ）

実用化研究

ナノネット
低炭素
ネット

材料研究ツール群
最先端設備の共同利用

技術ノウハウ

情報 知財 人財

会員企業との
クローズドな
共同研究

国内外大学
／研究機関

学生

 
 

 

 

 
 

NIMS (H23 )TC )

TC  

NIMS 

TC-2TC-1

 

)TC:Technology Committee

図2　TIAナノグリーンでの研究テーマ

NIMS
NIMS

材料技術のブレークスルー 

リニアモーターカー 

次世代自動車用材料 

色素増感型太陽電池 

 

航空機用ジェットエンジン 

低炭素社会実現のための革新的環境・エネルギー材料技術の創出
リニアモーターカー

環境再生

耐熱材料

超伝導

二次電池

太陽光発電

燃料電池

熱電変換

色素増感型太陽電池

次世代自動車用材料

産総研

産業界

筑波大

基礎基盤技術のレベルアップ
基礎的現象理解・制御による材料開発
計算と実験の強い連携・融合
表面・界面現象理解と制御技術高度化

NIMS
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国際的研究拠点
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)の挑戦
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理念
最近の各界における日本のリーダー

は昔のリーダーや欧米のリーダーに比
べ、層の厚さ、教養、迅速な決断と的
確な行動といった点で負けていると感
じます。そのため、目まぐるしく変化
して先が読めない現代においては、第
一にどのような人材を育てるのか、第
二にその目的に沿う今後百年の有益な
教育システムとはどのようなものか、
という問いを発し、それに対する解答
を模索し実践することが今こそ大切だ
と確信します。 

第一の問いに対しては、自己形成が
個々人の人生の目標であり、年月を掛
けて自分自身でそれを達成できるよう
な人間を育てることだと考えます。具
体的には、専門の深堀をし、専門関連
の俯瞰的視野を持つT字型人材に育て
ることです。その上に、各人は一生涯
の間に多くの俯瞰的視野を広げること
を心がけ、豊かな成熟に繋げようと努
力することが基本です。この努力なし
では、“精神のない専門人、心情のない
享楽人”が生まれる可能性があります。
このような人間の器の形成はリーダー
には必須です。

第二の問いに対するヒントは、歴史
と経験から得られます。人は、自分の
前を歩く先人の教えに常に耳を傾ける
事、自分よりも後から来る人々にはそ
の質問に答え、時に教える事が大切で
あると知っています。大学の研究室に
卒研で入ってきた少々頼りない学生も、
卒研を済ませ、大学院に進学し、新し
く入ってくる卒研生に何かを教え始め
ると、驚くほど成長します。しかし、
将来のリーダー候補に育てるためには、
さらにひと工夫した訓練、優れた先人

との交流がこの時期に必要です。大局
感のあるリーダーが多く輩出した昔の
旧制高校の教育や、20世紀初頭にハン
ガリーから多くの優秀な科学者が育っ
たギムナジウムでの教育にそのヒント
があるようです。そのため、後述のオ
ナーズプログラムのように、人生経験
が豊富で研究業績もあり教養も豊富な
連携コーディネータが、人材育成と最
先端研究の産学独共鳴場に加わること
は今の大学で重要な意味があると考え
ます。オナーズプログラムを含むつく
ば産学独連携ナノエレ人材育成プログ
ラムや現在検討中のTIA連携大学院は、
そのような位置付けになるのではない
でしょうか。

実践
つくばにおけるナノテクノロジーに

関する重要な課題として、1）つくばで
の相乗効果、集積効果を具体的にどの
ような手法で引き出すか？　2）そのた
めにいかに研究と人材育成の“共鳴場”
作りを進めるか？　ということを挙げ
てきました。 つくば産学独連携教育研
究連携システムによるナノエレ人材育
成プログラムでは、オナーズプログラ
ム（http://www.tsukuba-honorspg.jp/）を
コアにして2010年4月から5年計画でス
タートし、その充実を進め、TIA連携
大学院に繋げようとしています。オナー
ズプログラムの重要なポイントを以下
に説明します。

1．前述のような連携コーディネータ
を7名配置することにより、つくばで
技術の流れ、知の流れ、人の流れを引
き起こします。もちろん、この連携コー
ディネータは、参加してもらう関連研
究グループの研究スキルを把握し、企

業の重要ニーズを熟知しています。 
2．選ばれた各オナーズ院生に対し、

連携コーディネータがその指導教員と
産学独の適任のアドバイザーとでロー
カルな共鳴場の形成を行い、オナーズ
院生が活動できる体制になっています。
この人材育成システムに海外の一流研
究者やオールジャパン大学体制で優秀
な教員に参加してもらって、グローバ
ルな共鳴場の創成を目指します。 

3．具体的には、毎年7月末の2週間
に世界トップ教員による英語での単位
化した集中講義を開講すること、つく
ば国際ナノテクシンポジウムを毎年同
じ7月の最後の週に3日間開催すること、
さらに講義と研究への参加のためにオ
ナーズ院生を3 ～ 4カ月間海外派遣す
ること、毎年3月には企業研究者等を
招待し、オナーズ院生の発表会を開催
して産業界からの意見をもらうこと、
などが含まれています。 

この展開として、本年4月発足の
TIA大学院連携コンソーシアムのメン
バーである産総研、NIMS、筑波大、理
科大、芝浦工大のほかに、つくばで研
究を行うオールジャパン大学間連合と
産業界の研究者が常に参加する持続的
なつくば連携ナノテク共鳴場を創成し
ていければと思います。そのために、
新たにリーディング大学院プログラ
ムに応募しており、このプログラムを
通して他大学の組織的な参加のもとで
TIA連携大学院に繋げる予定です。こ
のような構想の検討を、TIA大学院連
携WGと筑波大学数理物質科学研究科
などが汗をかいて進めています。

TIA-nanoにおける大学院連携活動の取り組み

筑波大学　数理物質科学研究科
教授

村
むらかみ

上　浩
こういち

一 
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産総研における太陽光発電の研究（仮題）
（背景は仮画像です。）

国際的研究拠点
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)の挑戦

　このページの記事に関する問い合わせ：つくばイノベーションアリーナ http://tia-nano.jp/index.html

つくば市は、とても広い技術範囲を
カバーする最先端機器共用施設の集積
地となっていて、さらに施設間連携
ネットワークが構築された世界にも類
を見ない共用施設先進地域となってい
ます。これら共用施設のユーザーは、
さまざまな新しい課題に対応する研究
開発力を、少ない投資で強化すること
ができます。また、技術課題をオープ
ンにすれば、研究開発を行うための
パートナーと技術を効率的に手にする
こともできます。まさに、共用施設は

「つくばを使いこなす」ツールとなって
いるわけです。本稿では、TIA-nano
に関係する共用施設を、「創る」、「観
る」、「育てる」という3つの切り口か
らご紹介します。
【創る】

NIMSナノテクノロジー融合ステー
ションのナノ集積ラインやソフトマテ
リアルライン、産総研ナノプロセシン
グ施設、MEMSファンダリ、機能性
酸化物グリーンナノテクノロジー拠点
などが、微細加工技術を基盤とした

「創る」機能を担っています。多種多様
な材料を取り扱うノウハウを備えた施
設群であり、経験豊富な研究者と技術
者による研究支援体制が構築されてい
ます。さらに、TIA-nanoを代表する
産学官連携研究開発施設である産総研
スーパークリーンルームでは、新規デ
バイスの集積化実証に加えて新材料を
受け入れるプロセス技術も整備し、こ
れら共用施設とのプロセス連結が進め
られています。
【観る】

最先端の研究開発において、「観
る」技術は必要不可欠です。TIA-nano
では、超高圧電子顕微鏡、高分解能

NMR（核磁気共鳴）装置、独自に開発
され世界的に見てもユニークな評価方
法となっている陽電子欠陥顕微鏡ほ
か、多数のナノ計測装置群による研究
支援が実施されています。また、産総
研で開発された軽元素用蛍光収量Ｘ線
吸収微細構造分光法用ステーション
が、高エネルギー加速器研究機構フォ
トンファクトリーでの公開を目指して
設置・整備されるなど新しい試みもな
されています。
【育てる】

TIA-nanoでは、最先端装置を使い
こなすことを目指した要素技術スクー
ルから、それらの技術とノウハウを高
度化するとともに製造現場を統括でき
る人材を育成するスクールまで、さま
ざまな人材育成カリキュラムが開発さ
れています。座学と実習からなる、人
材を実践的に「育てる」カリキュラムで
す。「創る」そして「観る」機能の詳細情

報や共用施設の利用方法に関するアナ
ウンスとともに、下記のホームページ
でスクール募集がなされます。是非、
一度ご覧下さい。

NIMS 国際ナノテクノロジーネット
ワーク拠点：
http://www.nims.go.jp/nsnet/

産総研先端機器共用イノベーションプ
ラットフォーム：
http://www.open-innovation.jp/ibec/

産 総 研  ナ ノ デ バ イ ス セ ン タ ー ：
http://unit.aist.go.jp/ican/

産総研
ナノデバイスセンター

センター長

秋
あきなが

永　広
ひろゆき

幸

TIA-nanoにおける共用施設

連携ネットワーク化されたNIMSと産総研の共用施設とその公開装置の例

マルチタンデム加速器
による元素分析等

筑波大学
　連携関係有

固体高分解能NMR
マグネット

バイオイメージングラボ

超高圧電子顕微鏡

物質・材料研究機構（NIMS）
国際ナノテクノロジーネットワーク拠点

育てる

観る

創る

産業技術総合研究所（AIST）
先端機器共用イノベーションプラットフォーム

各種電子顕微鏡 MENSファンダリMEMSファンダリ

高分解能NMR高分解能NMR

独自開発
最先端ナノ計測装置群
独自開発
最先端ナノ計測装置群

軽元素用X線吸収微細構造
分光法（XAFS）等

高エネルギー加速器研究機構
連携関係有

脳機能計測脳機能計測

ナノプロセシング施設
（NPF）
ナノプロセシング施設
（NPF）

機能性酸化物グリーン
ナノ拠点（GreFON）
機能性酸化物グリーン
ナノ拠点（GreFON）

研究支援
人材育成
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赤井 智子
あかい ともこ

ユビキタスエネルギー研究部門
高機能ガラスグループ
研究グループ長

（関西センター）

ガラスをベースとして照明な
どの省エネ、省資源にかかわ
る研究を行っています。それ
らの研究の中で重要性が高い
課題がある場合は、ガラスと
いう専門分野のみにこだわら
ず、他分野の研究者の助力を
得つつそれを解決する方法を
提示していきたいと考えてい
ます。

レアアースを含む蛍光体の種別分離技術
高磁場勾配磁選機を利用し、連続的に低コスト高純度で分離

関連情報：
● 参考文献

特 開　2010-13626 「 廃
蛍光体のリサイクル方法」

● 共同研究者

山下 勝、大木 達也（産総研）

● プレス発表

2011 年 5 月 11 日「レア
アースを含む蛍光体を種類
ごとに分離する技術を開発」

● 用語説明

＊演色性：光源が物体を照
らした際の色の見え方。自
然光と比較してそれに近い
見え方をするものほど演色
性がよいとされ、それを評
価する指数の標準が制定さ
れている。

● この研究開発は、（独）
新エネルギー・産業技術総
合開発機構「高速合成評価
法による蛍光ランプ用蛍光
体の Tb、Eu 低減技術の開
発」によって行われました。

研究の経緯
蛍光体の使用量の大半を占める蛍光ランプは、

近年、エネルギー効率、演色性＊を重視し、希土
類（レアアース）を使用した赤色、青色、緑色の蛍
光体を複数混合した三波長タイプが増えていま
す。一方で、希土類を使用しない蛍光体を用いた
一般色タイプの蛍光ランプも、低価格であること
から使用され続けています。そのため、蛍光体廃
棄物では両者が混在することがあり、簡便な手法
で多種類の蛍光体の混合物を連続的に低コストで
分離できる実用的な技術が求められていました。

産総研ではこれまでに、蛍光体の磁化率が種類
ごとに異なり、また、蛍光体の混合物が分散した
水溶液を超電導磁石内の数テスラ（T）以上の強磁
場中に置くと、蛍光体に作用する磁気力によって
磁化率の大きい蛍光体が浮上することを見いだし
ていました。しかし、高コストな超電導磁石が必
要なので、低コストで連続的に分離できる手法を
開発する必要がありました。

研究の内容
私たちは今回、電磁石を用いた汎用の高磁場勾

配磁選機を使って蛍光体の混合物を低コストで連
続的に分離する手法の開発を行いました。高磁場
勾配磁選とは、図1に示すように電磁石間のカラ
ム内に金属細線を配置し、そこに発生する誘導磁

界によってその周辺の磁場に勾配を発生させて磁
気力を高め、粒子を分散させた液体をカラム中に
流通させて磁性をもつ粒子を細線上に捕捉すると
いう手法です。

この手法の分離効率を低下させる要素として、
蛍光体同士が凝集すること、蛍光体がカラム内の
金属に付着して洗浄回収が阻害されること、磁気
力で付着する磁化率の高い蛍光体に磁化率の低い
蛍光体が巻き込まれて付着してしまうことなどが
挙げられます。私たちは、分散媒にポリカルボン
酸系の分散剤と低発泡性の界面活性剤を添加する
ことで付着を防ぎ、磁着後にカラムに振動を加え
て磁化率の低い蛍光体を落とすなどの分離操作を
最適化することで分離効率を向上させました。そ
の結果、単位分離操作で磁気捕捉される緑色蛍光
体の含有率は80 %となり、分離操作を3回繰り返
すことで99 %以上の純度の緑色蛍光体を得ること
ができました。また、磁化率の差がより小さい青
と赤の蛍光体を分離することもできました（図2）。

今後の予定
今後、さらなる分離効率の向上に努めると同時

に再利用が難しい各種の廃蛍光体混合物の分離と
分離された蛍光体の性能評価を行い、実用化に最
適な再利用プロセスを検討します。

図 1　高磁場勾配磁選の装置図 図 2　本技術により種類ごとに分離した蛍光体

写真　3.8×3.4 cm

磁化率の大きな
蛍光体粒子が付着

磁性金属線

磁気力

混合蛍光体分散液

電

磁

石

磁場勾配

磁
電
磁
石
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Research  Hotline

五島 直樹
ごしま なおき

バイオメディシナル情報研究　
センター
細胞システム制御解析チーム
主任研究員

（臨海副都心センター）

ヒト遺伝子の 80 ％をカバー
するヒトタンパク質発現リ
ソース、発現タンパク質、デー
タベース HGPD を利用し、1）
細胞システム制御因子の探索、
2）創薬スクリーニング、3）
プロテインアレイと免疫モニ
タリング、4）標準タンパク質
と定量プロテオミクスを目指
しています。

安全なiPS細胞を高効率に作製
転写因子Glis1の導入でiPS細胞の樹立効率が大幅に改善

研究の経緯
私たちは、京都大学iPS細胞研究所の山中教

授の研究グループとの共同研究で、転写因子
Glis1を、山中3因子（Oct3/4、Sox2、Klf4）ある
いは山中4因子（Oct3/4、 Sox2、 Klf4、 c-Myc）と
一緒にマウスやヒトの線維芽細胞に導入する
と、安全なiPS細胞をとても効率よく作製でき
ることを見いだしました。

これまでに山中教授らのグループは、線維芽
細胞にレトロウイルスベクターを用いて、山中
4因子を導入してiPS細胞の作製に成功していま
す。しかし、導入したc-Mycの影響と思われる
腫
しゅよう

瘍形成のリスクや、c-MycなしではiPS細胞の
樹立効率が極端に低いことが示されています。
そこで、臨床応用に使用できるiPS細胞を効率
よく作製する方法の確立のために、より安全で
より効率の良い新規因子の探索を行ってきまし
た。その過程で、私たちが構築してきたヒト
cDNA＊ライブラリー（ヒトタンパク質発現リ
ソース、HUPEX）に含まれる転写因子1,437遺伝
子の中から新規iPS細胞誘導因子Glis1を発見し
ました[1]。

研究の内容
Glis1を山中3因子あるいは山中4因子と同時に

マウスやヒトの線維芽細胞に導入したところ、
ES細胞（胚

はい

性幹細胞）と同様の多能性マーカー

関連情報：
● 参考文献

[1] M.Maekawa et al .: 
Nature , 474, 225-229 
(2011).

● 共同研究者

山中伸弥、前川桃子（京都
大学 CiRA）、河村義史、望
月宏美、山口圭（JBiC）

●プレス発表

2011 年 6 月 9 日「 転 写
因 子 Glis1 に よ り 安 全 な
iPS 細胞の高効率作製に成
功」

● 用語説明

＊ cDNA：相補的 DNA と
も言う。ゲノム DNA のう
ちタンパク質合成の際に遺
伝子として働く部分だけを
コピーした mRNA の塩基
配列情報を写し取った相補
鎖 DNA のこと。

● この研究開発は、JST「山
中 iPS 細胞特別プロジェク
ト 」、NEDO「iPS 細 胞 等
幹細胞産業応用促進基盤技
術開発」などの支援を受け
て行っています。

図 1　Oct3/4、 Sox2、 Klf4、 Glis1 を導入して作製された iPS 細胞由来の奇形腫（マウス）
左から、神経細胞、平滑筋、円柱上皮

図 2　Oct3/4、Sox2、Klf4、Glis1 を用いて樹立された iPS 細胞由来
のキメラマウス（左）F1 の体毛色から生殖系譜への寄与が確認できた（右）

図 2　本技術により種類ごとに分離した蛍光体

写真　3.8×3.4 cm

遺伝子を発現し、形態も類似したiPS細胞を効
率よく誘導することができました。また、Glis1
は、c-Mycによって誘導される初期化が不完全
な細胞や形質転換された細胞の増殖を抑制して
いることがわかりました。

Glis1と山中3因子で誘導したiPS細胞は、奇
形腫を形成（三胚

はいよう

葉への分化能を証明）し（図
1）、さらに、iPS細胞由来キメラマウスは生殖
系譜にも寄与できることがわかりました（図2）。
またGlis1から作成されたキメラマウスでは、
c-Mycを用いて作製された場合のような顕著な
腫瘍発生や短命化は認められませんでした。

また、マウスES細胞にGlis1を強制発現した
ところ、ES細胞の増殖が抑制されました。この
ことから、iPS細胞誘導過程において、細胞に
導入された因子の発現が抑制されない初期化不
完全細胞では、Glis1の発現が継続し、細胞の増
殖が抑制されていることを示唆しています。言
い換えれば、増殖している細胞は完全に初期化
されたiPS細胞となります。

今後の予定
今回の研究から、Glis1を用いることにより、

安全性の高いiPS細胞を効率よく作製できる可
能性が示されたので、臨床応用に使用可能な
iPS細胞作製方法の確立に大きく貢献すること
が期待されます。
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農水産物加工向けの全周3次元形状計測システム
農水産物の形状を高精度に計測して、自動加工へ道を拓く

河井 良浩
かわい よしひろ

知能システム研究部門
タスクビジョン研究グループ
研究グループ長

（つくばセンター）

コンピューターの眼として、
人間の眼と同様に立体的に知
覚し、知っているものを見つ
けたり、動いているものを追
跡したりすることができる 3
次元視覚のソフトウエアシス
テムの研究開発をしています。
サービスロボットや産業用ロ
ボット、各種検査システムへ
の展開を行っています。

農水産物の自動加工の問題点
食品加工業界では、昨今、農水産物などの原

材料費の高騰に伴い、加工製品の歩留まりを向
上できる加工技術への要求が増しています。一
方で、熟練工の高齢化が進んでいることから、
機械による安定した加工ができる自動加工シス
テムが求められています。

しかし、農水産物は、同一品種であっても状
態や形状が異なるため、これまでは重量や形状
の高精度な計測が困難でした。特に魚フィレの
自動加工機では、解凍された柔らかい魚フィレ
や凍結していびつな形の魚フィレに対して安定
した形状計測ができず、しかも上面しか計測で
きなかったため、正確な加工ができないという
問題を抱えていました。

魚フィレの3次元形状計測と自動加工
魚フィレは、下面でもワタ抜きされている部

分は平面ではなく湾曲しているため、3次元形状
を得るためには、上下両方向から同時に計測す
る必要があります。今回、計測機器としてステ
レオカメラを用い、ステレオ相関法[1]を採用す
ることによって、ベルトコンベヤーのすき間を
狭くしても安定して計測できるシステムを開発
しました。計8台のカメラ（4セットのステレオカ
メラ）を使用し、ベルトコンベヤーで搬送されて
いく魚フィレの表面を輪切りにするように上下4
方向から計測します。

魚フィレは凍結状態や水のぬれ具合によって
表面に光沢を生じる一方で、背側ではうろこの

黒い部分が光を反射しにくく、これらは3次元形
状計測の妨げとなります。そこで陰影が濃くな
るように光源の配置を工夫したうえで、明るさ
の分布情報を利用し、さらに物体表面の連続性
を仮定することで、手掛かりが少ない黒色部分
でも安定して計測できるステレオ画像処理のア
ルゴリズムを開発しました。

このようにして魚フィレの全周3次元形状をベ
ルトコンベヤーで搬送しながら計測できる「全周
3次元計測システム」を開発しました（図1）。この
システムは最高8.3 m/分の搬送速度でも、高さ
方向±1 mm以内の高精度で全周3次元形状計測
ができ、例えば全長440 mmの鮭フィレの場合、
6秒未満（搬送時間含む）で全周3次元形状データ
が得られます。切り身一切れ分の重さや切り方
などの情報を与えると、測定した形状データを
基に加工情報を計算でき、この計測システムの
後段に自動加工機を組み合わせることで重さが
均一の切り身を自動で作成できます（図2）。

なお、カメラ設定などを変更することで、豚
バラ肉の定貫[2]切りなど、さまざまな農水産物
の加工のための3次元形状計測にも適用すること
ができます。

今後の予定
今後は全周3次元計測システムの製品化を目指

し、共同研究相手の企業において、システムの
頑健性の向上、高速化および低コスト化を進め
る予定です。

関連情報：
● 共同研究者

高瀬 竜一、吉見 隆、富田 
文明、西 卓郎（産総研）、菊
野 博昭（株式会社ニッコー）

● プレス発表

2011 年 6 月 6 日「農水産
物加工向けの全周 3 次元形
状計測システム」

● 用語説明

[1] ステレオ相関法：物体の
3 次元形状を複数のカメラ
の画像から計算する方法の
一つ。各点の周囲のパター
ンが最も近いものを画像中
から探し、対応付けられた
点から三角測量の原理で距
離を計算する。

[2] 定貫：個数と重量の関係
が定まっているもの。代表
的な例として不定形品の加
工（水産物、農産物、畜産
物など）においての重量精
度の良さを表した用語。

● この研究開発は、経済産
業省 中小企業産業技術研究
開発事業「中小・ベンチャー
企業の検査・計測機器等の
調達に向けた実証研究事業

（平成 19 ～ 21 年度）」の
補助を受けて行いました。

図 2　計測結果に対する鮭フィレの加工情報、加工例図 1　全周 3 次元形状計測システム

写真　3.8×3.4 cm
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植物で外来糖タンパク質を生産
植物に特異的な糖鎖構造を合成する新規糖転移酵素遺伝子を発見

国際公開番号
WO2011/068165

（国際公開日：2011.6.9）

研究ユニット：

糖鎖医工学研究センター

目的と効果
抗体やホルモンなどのバイオ医薬の生産は、
現在、ハムスター（CHO）の細胞など動物培養
細胞を用いた生産系が主流です。しかし、生産
コストが高く、病原ウイルスやプリオンなどの
混入の危険性を排除できません。そのため、微
生物や植物を用いた生産系が開発されています
が、糖鎖構造がヒトとは異なっているため抗原
となりうることが問題です。植物の糖鎖構造で
は、N−結合型糖鎖の場合はヒトによく似ていま
すが、O−結合型糖鎖では、タンパク質のセリン
残基にαガラクトースという植物に特異的な構
造が付加しています。今回の特許の方法は、こ
の構造を合成する遺伝子を特定して抑制するこ
とで、植物特異的糖鎖構造の除去に貢献します。

技術の概要
単細胞緑藻であるクラミドモナス、高等植物
であるシロイヌナズナおよびタバコから、植物
にだけ存在するためヒトでは抗原となる糖鎖構
造を付加する糖転移酵素遺伝子（SGT1）を特
定（クローニング）しました。SGT1 は動物界
や真菌界にはなく、植物界にだけに類似遺伝子

がある新規遺伝子ファミリーであることがわか
り、相同性検索により任意の植物のSGT1 遺伝
子を同定することができるようになりました。
さらに、SGT1 遺伝子を抑制することにより、
その糖鎖構造を合成しない、植物細胞を宿主と
した異種糖タンパク質生産方法を開発しまし
た。逆に、このSGT1 遺伝子を用いて、図 1に
示すように、タンパク質あるいはペプチドのセ
リン残基にO −結合型ガラクトースを付加する
ことができます。

発明者からのメッセージ
動物由来の遺伝子、あるいは抗体の遺伝子
を、動物培養細胞や酵母で発現させると活性が
認められるのに、植物で発現させると活性が無
くなってしまうことはないでしょうか。その原
因の一つとして、図 2（a）の植物特異的な糖
鎖付加が考えられます。この特許の技術を適用
することにより、図 2（b）の植物発現系で活
性のある異種糖タンパク質を生産できる可能性
があります。遺伝子破壊株でもリボ核酸干渉法
（RNAi）でも植物特異的糖鎖構造の付加抑制
効果があります。

適用分野：
●創薬分野
●研究用試薬分野
●植物細胞壁分野

図1　糖転移酵素遺伝子（SGT1）は、タンパク質のセリ
ン残基に、UDP−ガラクトースを供与体基質として、ガラ
クトースを転移し、植物に特異的な0−結合型糖鎖構造を
合成する。

図2　抗体を植物で発現させると、想定外に可変領域に
O−結合型糖鎖構造が付加することがある。SGT1遺伝
子抑制株では、植物特異的糖鎖構造を抑制できる。

ウリジン２リン酸
UDP

ウリジン２リン酸－ガラクトース
UDP－Gal

セリン残基 (Ser)

Ser

ガラクトース(Gal)
Ser

タンパク質

糖転移酵素遺伝子 (　　　)

機密性２
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(b)(a)
ガラクトース（Gal）

野生型植物で抗体を生産
（抗体の活性なし）

（植物型　－結合型糖鎖(Gal)の付加）O

　　　抑制変異植物で抗体を生産
（抗体の活性あり）

（植物型　－結合型糖鎖(Gal)の付加なし）O

SGT1



16 産 総 研 TODAY 2011-11

国際公開番号
WO2011/052604

（国際公開日：2011.5.5）
            
WO2011/052601

（国際公開日：2011.5.5）

研究ユニット：

ナノシステム研究部門

Patent Information のページ
では、産総研所有の特許で技
術移転可能な案件をもとに紹
介しています。産総研の保有
する特許等のなかにご興味の
ある技術がありましたら、知
的財産部技術移転室までご遠
慮なくご相談下さい。

知的財産部技術移転室
〒 305-8568
つくば市梅園 1-1-1
つくば中央第 2
TEL：029-862-6158
FAX：029-862-6159
E-mail：

新しいカーボンナノチューブ分散剤
分散/凝集を光で制御することも可能

適用分野：
● CNT の精製・分離
● CNT を用いたデバイス製
　造技術
● CNTを用いた機能性インク

目的と効果
単層カーボンナノチューブ（SWCNT）をはじ
めとする各種のカーボンナノチューブ（CNT）
は、軽くて丈夫、そして優れた導電特性を示す
ナノ炭素材料の一つとして注目されています
が、難溶性であることが応用上の制約となって
います。近年、SWCNTを可溶化する分散剤の
開発が活発に行われていますが、SWCNTの分
散状態を精密に制御する技術は確立されていま
せんでした。今回開発した分散剤は、複数の芳
香環を有し、優れた SWCNT分散能を示しま
す。さらに、一部の分散剤については光反応に
よる構造変化によりSWCNT表面から脱離し、
SWCNTを再凝集させることができます。

技術の概要
水溶性を付与する目的でアンモニウム基を
もつベンズアミド基を導入した各種の電解質
化合物を合成し、それらが SWCNT分散能を
もつことを見いだしました。特に、スチルベ
ンの両端に導入した化合物 1（図 1左）は、直
線的で平面性の高い板状構造であることが分
子軌道計算によりわかりました。この構造ゆ
えに SWCNT表面との親和性がとても高く、
SWCNT表面に吸着して SWCNT同士の強い

相互作用を解き、水中に単分散させることがで
きます。この化合物 1を用いて調製した分散液
をかき混ぜながら紫外光を照射すると、スチ
ルベン骨格の光環化反応が進行することによ
り、化合物 1は SWCNT表面と立体的に親和
性の低い、屈曲した構造をもつ化合物 2（図 1
右）へと変化します。このことで、化合物 2は
SWCNT表面からはがれ、SWCNTは水中で分
散状態から凝集状態へと変化し、図 2に示すよ
うに沈殿しました。

発明者からのメッセージ
今回発明した複数の芳香環をもつ分散剤は、
CNT 表面との親和性が優れ、とても良好な
CNT分散特性を示します。さらに、光応答性
の芳香族官能基を導入することにより、光反
応による分散剤の構造変化がもたらす CNT表
面との親和性の違いを利用して、CNTの分散
/凝集を制御することができるようになりまし
た。CNTの精製・分離の新しい技術として有
望であることをはじめとして、光という強度や
波長を空間レベルで制御可能な刺激に対して応
答可能なこれらの分散剤は、新しい複合材料で
ある CNT含有膜や CNT含有塗料などの開発
に有用と考えています。

図1　光応答性単層カーボンナノチューブ（SWCNT）
分散剤の構造式（上）と分子モデル（下）
板状構造（化合物1）から、紫外光を照射すると、屈曲し
た構造（化合物2）に変化する。

図2　SWCNTと分散剤の概念図（上）とSWCNT水溶
液の様子（下）
SWCNT表面に化合物1が吸着し水中に分散した状態
から、紫外光を照射すると、化合物2がSWCNT表面か
ら脱離し、SWCNTは凝集して沈殿する。
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関連情報：
● 参考文献

Y. Matsuzawa et al.  : 
Advanced Materials, 23, 
3922-3925 (2011).

● プレス発表

2011 年 7 月 26 日「単層
カーボンナノチューブの分散
状態を光で制御する新技術」
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とN値（地層の固さを示す指標）が示されている
だけなのですが、私たちが丹念に観察したボー
リングコアの検討結果と照合することで、私た
ちが区分した地層がそれら既存データのどの部
分に相当するのかを把握することができまし
た。これにより地下50 mくらいまでの詳細な
地層の分布、すなわち中川沿いの低地には軟弱
な泥層（沖積層）が昔の谷を埋めるように厚く分
布し、一般的に地盤がよいとされる台地の地下
にも一部に沖積層のような谷埋めの軟弱な地層
があることなどが明らかになりました。

野田図幅には地質断面図を大きく載せて、地
下の地層の分布を示しました。そのため通常の
図幅と異なる、縦長（通常は横長）のやや大きい
版となっています。2002年に発行した西隣の「大
宮」図幅とともに、これが平野部の地質図幅の
一つのスタイルと言えると思います。今後も近
隣の地質図幅調査を継続させ、首都圏平野部の
地質情報整備に貢献したいと思います。

5万分の1地質図
ず ふ く

幅「野田」の出版
首都圏の地質情報整備

首都圏の地質図、5 万分の 1 地質図幅「野田」
産総研地質調査総合センターでは国の知的基

盤整備の一環として「地質の調査」を行い、その
成果をさまざまな地質図にして出版していま
す。このうち自らの調査に基づく最も詳細な地
質図シリーズが5万分の1地質図幅です。今回ご
紹介する5万分の1地質図幅「野田」は、埼玉県東
部、千葉県北部および茨城県南部にかかる国土
地理院発行5万分の1地形図「野田」をベースに、
地層の分布を表現したものです。野田地域はひ
と昔前まではのどかな田園風景が広がっていま
したが、東京近郊に位置することから、近年は
都市化がとても著しい地域です。災害に強い街
づくりを効率的に進めるためにも、まさに地質
情報の整備が必要とされる地域です。

「野田」図幅の調査と地質の特徴
野田地域は関東平野の中央部に位置し、川沿

いの低地とそれよりやや標高の高い台地が分布
します。しかしそれらの標高差は小さく、全体
にかなり平たんな地形をしています。一般に地
質調査では、川沿いなどの崖に露出する地層を
観察することが多いのですが、野田地域は平野
部で崖が低いため、野外調査で観察できる地層
は限られています。そのため野田図幅の調査で
は、数地点でボーリング調査を行いました。ボー
リングコアを丹念に観察し、堆積年代を知るた
めに火山灰を調べたり、堆積環境を知るために
化石を調べたりして、地下にどのような地層が
どのような順序で堆積しているかを明らかにし
ました。野田地域の地下の地層についてはこれ
まで詳細な調査はほとんど行われていませんで
したが、私たちのボーリング調査によって、こ
の地域の模式的な地層の積み重なり方が初めて
明らかになりました。

ところで、数地点のボーリング調査では地層
の横方向の広がりを詳細に知ることはできませ
ん。そこで公共の土木建築工事の際などに行わ
れたたくさんのボーリング調査のデータを自治
体や各機関から提供していただき、それらを使
用して地層の広がりを調べました。土木建築工
事のボーリング調査データは簡単な地層の記載

5 万分の 1 地質図幅「野田」
地下の地質状況を理解してもらうため、地質断面図を大き
く掲載した。また平面図には表層の地質を色分けして表現
したほか、地下に埋没している谷地形を等高線で描いた。

中澤 努（写真右）
なかざわ つとむ

地質標本館　
地質試料管理調製グループ
主任研究員

（つくばセンター）

専門は地質学、堆積学、古生物
学。地層や化石から過去の環境
変遷を明らかにする研究を行い、
3 億年前の古生代石炭紀から現
在まで、幅広い年代の地層を扱っ
ています。「野田」図幅では台地
を構成する地層（更新統）の調
査を担当しました。

田辺 晋（写真左）
たなべ すすむ

地質標本館　
アウトリーチ推進グループ
主幹

（つくばセンター）

専門は地質学。産総研に入所し
て以来 8 年間、東京や新潟、濃
尾、石狩平野の低地の地下に分
布する軟弱地盤（沖積層）の成
因に関する研究を行ってきまし
た。今後も日本全国の沖積層を
対象とした調査・研究を行って
いきたいと考えています。「野田」
図幅では沖積層の調査を担当し
ました。

関連情報：
地質調査総合センター地質図
カ タ ロ グ：http://www.gsj.
jp/Map/index.html

平面図

地質断面図



18 産総研 TODAY 2011-11

スタートアップ・アドバイザー　平
ひらばやし

林 隆
たかし

スタートアップ・アドバイザー就任までの経歴
私は大学院修了後に大手建設会社に入社しましたが、その
後アメリカのビジネススクールに留学、帰国後は経営コンサ
ルタントに転身しました。外資系コンサルティング企業で新
規事業立ち上げプロジェクトを複数経験し、自ら企業経営に
携わった後、2008年にスタートアップ・アドバイザー（SA）
に就任しました。

事業化に必要なこと
産総研に限りませんが、研究者には自分の研究成果の事業
化に対して自信がもてない人が多いという印象です。成果を
研究室内にとどめず、外部の企業人の目に触れさせ、フィー
ドバックを受けることは事業化への不可欠なステップと考え
ています。ですから、SAはまず「成果を企業にアピールする」
というよりは、「研究者に代わって外の評価を受けにいく」段
階から始める必要があると感じています。
学術的にどんなに良い研究でも、買い手に受けなければ
実用化はできません。歌のうまい人が必ずしもヒット曲を出
せないのと同じです。売るための戦略を立案・実行するプロ
デューサーの存在が重要で、事業化でそれを担うのがSAの仕
事なのです。SA＝スタートアップ・「アドバイザー」という名
称ではありますが、むしろ「プロデューサー」であるべきでしょ
う。研究者には出せない付加価値の創出がSAのミッションで
あって、研究者の話し相手・カウンセラーではないと思って
います。
しかし現実には、事業化準備のためのタスクフォース（TF）
が通常2年間であるのに対し、SAの雇用は単年契約です。つ
まり翌年も産総研にいる保証がなく、TFにおいて責任をもつ
のが難しい状況です。そんな人の言うことを聞くのは不安だ、

という空気を研究者から感じることもあります。これは制度
的な問題であり、見直す必要があると思います。

新しいベンチャー創出に向けて
「ベンチャー」の世間での人気には波があります。2006年に
ベンチャーバブルがはじけ、リーマンショックの追い打ちも
あって今は人気がありません。産総研でも新規のTF案件が
なかなか出てこなく、元気とは言えない状況です。
確かにベンチャー化につながる研究シーズを新規発掘する
のはとても大変です。目ぼしい研究者に声をかけても「起業」
にあまり関心がないことも多く、また、これは私にとってと
ても意外でしたが「事業＝利益を出すもの」とは思っていない
方も少なからずいます。つまり「事業＝慈善事業（のようなも
の）」と考えている。そういう考えを否定するつもりはありま
せんが、起業となると難しいでしょう。
そもそも日本では「ベンチャー」という言葉にあまり良いイ
メージがなく、成功事例もとても少ないので、ピンとこない
研究者が多いように思います。一方アメリカでは、工学系の
大学教授なら技術系ベンチャーの一つは持っていて当然、特
に西海岸の大学では学生の起業をサポートしようという空気
があります。また、経済学の教授なら株でもうけていて当然。
要するに、教えていることを実践し成果を上げていないと信
用されないのです。これは行き過ぎれば「お金がないやつはダ
メだ」という風潮になりかねないので一概に良いとは言いきれ
ません。しかし、日米でこれだけ大きな認識の違いがあるの
が現実です。幸い私は就任以降とても意識の高い研究者との
縁に恵まれ、現在折り返し地点にある担当TFも順調に進んで
います。顧客となってくれそうな企業からも一刻も早い事業
化を期待されています。残りの期間でそれを果たすのと並行
して、ぜひ新しいTF案件を発掘したいと思っています。
2007年以来、産総研のみならず日本全体で新しいベン
チャーはほとんど生まれていません。新しい事業が出てこな
い、というのは国としても危ないことだと憂慮しています。
特に3月の震災以降、社会には節約や自粛のムードが広がり、
ますますベンチャーどころではないという感じになっていま
すが、むしろ今こそ、こんな状況を打開できるような産総研
の高い技術を広く社会にアピールし、実用化につなげていく
べきだと思っています。

インタビューに答える筆者

このページの記事に関する問い合わせ：イノベーション推進本部 ベンチャー開発部　　　　http://unit.aist.go.jp/dsu/ci/



空き缶と備
長炭を使っ
て電池をつ
くります。
うまく電球
がつくとい
いね。

展示コーナーの「パロ」、「チョロメテ」は子どもたちの人気者でした。また「英語ティーチング」は子どもから大人まで多く
の方に体験していただきました。健康に関するテーマは関心が高く「血管年齢測定装置」は行列ができるほどでした。

「巨大地震が
やってくる」
では地震発生
の メ カ ニ ズ
ム、 四 国 地
域に密接な南
海地震につい
て解説しまし
た。

普通は見え
ない空気の
流れをコン
ピューター
で見ること
ができます。

四国
センター

初めてつくばを飛び出したチョロメテⅡで
す。元気にごあいさつ。

ビーズでゼオライトの結晶を作って
います。ちょっと細かくて難しいけ
ど、きれいな模様ができ上がります。

色がついた水をゼオライトでろ過し
てみます。少し時間が経ったらまた
来てね。色はどうなっているかな？

偏光フィルムで万華鏡をつくったよ。両目でみるとどうなるのかな？

ポンプをまわして水から霧をつくっていま
す。誰が早いか競争だよ。

ふしぎサイエンスマジック。知りたいけど、
タネはなかなか教えてもらえません。

東北
センター

超小型の工作
機械（参加型
印鑑製造シス
テム）を使っ
て、オリジナ
ルのはんこ作
りに挑戦！

「立体映画で
体験する偏光
の不思議」で
は、映像を立
体的にみる体
験 や 偏 光 を
使ったマジッ
クを楽しんで
いただきまし
た。

「紫外線ビーズストラップを作ろう」では紫外線にあ
たると色の変わる不思議なビーズを使って、親子で
ストラップ作り。

「カラフルスライムと磁石に反応するスライム」
では実際に触ってプヨプヨした触感や磁石を近づ
け不思議に動き出すスライムを体験。

「無重力を体感する」では、無重力につい
て楽しく勉強していただきました。

「星座盤作り」では自作することで興味と
関心を持っていただきました。

「紙コプター作り」では工作用紙とスチレ
ンペーパーを利用して楽しく体験してい
ただきました。

シャボン玉であそぼう。特製の
シャボン液をつかって大きな
シャボン玉ができたよ。

「色を自由に操れる携帯型LED照明パネル」ではLED
照明の色と明るさをノートパソコン画面上で自由に操っ
たり、照明の色が異なる時の物の見え方などを体験。

産総 研
全国各地の産総研で「一般公開」を開催し
ています。今回は、東北センター（8月20日）、
四国センター（8月23日）での体験コーナー、
展示コーナーなどの報告をいたします。四国センターでは、小・中学生を中心に640

名の方にお越しいただきました。当日は曇り
で一時雨にもかかわらず、子どもから大人ま
で、楽しく科学を体験していただきました。

当日は天候にも恵まれ、486名の方がお越しくださいました。
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社会的取り組み
●20

産総研は憲章に「社会の中で、社会のために」と掲げ、持続発展可能な社会の実現に向けた
研究開発をはじめ、社会的な取り組みを行っています。

「産総研レポート2011　－社会・環境報告－」を発行しました

　

■特集　震災報告
小野災害対策中央本部長に当時の模様とその後の

産総研の対策を聞きました。
震災復興に向けた放射線量の測定と情報発信など

産総研が行った活動を紹介しています。
■研究特集　産総研における省エネルギー研究

震災後のエネルギー事情を考え、産総研が取り組
んでいる3つの省エネルギー研究を紹介します。
① SiCパワー素子による変換ロスの削減
② データセンターの省エネルギー化
③ LEDの明るさ評価の標準の開発

■オープンイノベーションの実現へ
　産総研では、産学官が結集して進める研究、技術
評価、標準化のために「人」と「場」の活用を推進
しています。
・つくばイノベーションアリーナや研究拠点そして

研究組合の例など
・人材育成では、イノベーションスクールや技術研修

■職場環境の取り組み
・介護休暇の新設
・障がい者に配慮（入り口や歩道の段差の解消など）

■公正な事業慣行
・大学における輸出管理体制構築の支援

■環境報告書
震災トピックスとして、東日本大震災による影響

と産総研の取り組みを紹介しています。
・つくばセンターおよび東北センターの主な被害状況
・つくばセンターにおける放射線の測定活動

産総研レポート 2011 表紙

産総研における社会的責任（SR）活動の成果
を、わかりやすく、親しみやすい説明を通じて、
さまざまなステークホルダーの皆様にご理解を
いただくことにより、産総研と社会とのより一
層深い信頼関係を築くことを目指して編集いた
しました。

また、本誌でも2010年4月号より“社会的取
り組み”のコーナーを連載しています。

「産総研レポート2011」は公式ホームページ
でもご覧いただけます。
http://www.aist.go.jp/aist_j/aistinfo/aist_
report/2011/

【掲載記事から】
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AIST Network

インドネシア技術評価応用庁長官が産総研を訪問

イ ン ド ネ シ ア 技 術 評 価 応 用 庁
（BPPT）のマルサン長官、リスティ
アニ副長官、ウングル副長官およびリ
ドワン副長官らが来訪され、9月9日
東京にて野間口理事長と会談し、研究
協力について意見交換を行いました。
また、前日の8日にはウングル副長官
およびリドワン副長官らが山﨑理事ら
とつくばセンターにて意見交換および
ラボ見学を行いました。

インドネシア研究技術省傘下の研
究機関であるBPPTは、同国最大規
模の公的研究機関であり、その人員、
研究分野、組織形態が産総研ととて
も似ています。2011年2月に野間口理
事長がインドネシアを訪問し、今回
来訪されたマルサン長官と包括的研
究協力覚書に調印しています（参照：
2011年4月号）。

野間口理事長とマルサン長官との
会談では、本年2月に合意している産

総研、BPPTおよび株式会社ブリヂス
トンとの天然ゴムに関する共同研究
に関して意見交換するとともに、3者
による契約の早期締結に努力する旨
双方で確認しました。

8日は、山﨑理事を中心にウングル
副長官およびリドワン副長官らの訪
問を歓迎し、大和田野環境・エネル
ギー分野副研究統括より、先方の関
心の高い再生可能エネルギー研究を
中心に産総研の取り組みなどについ
て説明しました。ラボ見学では、副

長官お二人の担当である「エネルギー
分野」と「地球科学分野」に分けて、
産総研の関係者が説明しました。お
二人は見学先でそれぞれ高い関心を
示され、天然ゴムのプラント・バイ
オテクノロジーに続き、環境・エネ
ルギー分野では太陽光、クリーンコー
ル技術、バイオ燃料の製造・改質・
標準化など、地球科学分野ではリモー
トセンシング、海洋活断層調査など
の研究協力について意見交換を行い
ました。

野間口理事長のフランスおよびドイツ訪問

野間口理事長は、瀬戸理事ほか 4
名とともに、2011 年 9 月 18 − 23 日に
訪欧し、フランス国立科学研究セン
ター（CNRS）のアラン・フックス総
裁、ドイツヘルムホルツ研究協会ユ
ルゲン・ムリネック総裁と会談した
ほか、いくつかの研究所を訪問しま
した。

フックス総裁との会談は 9 月 20 日
にパリ市内の CNRS 本部で行いまし
た。フックス総裁からは、CNRS の
現状や課題についてご説明いただ
き、産総研からはオープンイノベー
ションなどにつき、また、2011 年 2
月の運営諮問会議、および 2012 年 2
月に開催予定の次回の会議について
説明しました。さらに、2011 年 11 月
に期限を迎える現在の包括研究協力
協定の延長の調印を行いました。

9 月 23 日には、ベルリン市内のヘ
ルムホルツ研究協会で、ムリネック

総裁と会談しました。ムリネック総
裁からはドイツにおける研究開発の
状況とヘルムホルツ協会の使命につ
いてご説明いただき、産総研からは
オープンイノベーションなどについ
て説明したほか、前回の運営諮問会
議へのご参加に感謝を申し上げまし
た。

このほか、野間口理事長一行は、
ト ゥ ー ル ー ズ の CNRS の シ ス テ ム
解析・アーキテクチャ研究所、ベル

リン近郊のヘルムホルツ研究協会の
メンバー研究所であるドイツジオサ
イエンス研究センター、マックスデ
ルブリュック分子医学研究所、ヘル
ムホルツ研究協会ベルリン研究セン
ターを訪問しました。

産総研は CNRS およびヘルムホル
ツ研究協会と包括研究協力協定を締
結しており、これらの研究機関との
ますますの研究協力の発展に、大変
有意義な訪問となりました。

ヘルムホルツ研究協会にて（左から四番目が
野間口理事長、その右がムリネック総裁、瀬
戸理事）（9 月 23 日）

左の 5 番目からウングル副長官、リドワン
副長官、山﨑理事、大和田野環境・エネルギー
分野副研究統括

野間口理事長（左）とマルサン長官（右）

フックス CNRS 総裁と野間口理事長（9 月
20 日）
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第 2 回 Korea-Japan R&D Collaboration Day

標記の国際ワークショップが2011
年9月26、27日に産総研つくばセン
ターにて開催されました。これは、
2011年5月に釜山で開催された第1回
の成果を引き継ぐもので、日韓の研究
交流をよりいっそう深めるための一
助として企画されました。プレナリー
セッションで韓国SAMSUNG （Cheil 
Industries） の Kyuha Chung 博 士 よ
り“Recent Progress in Substrate 
Development for Flexible Displays”、 
産総研ナノチューブ応用研究セン
ター湯村守雄副研究センター長よ
り“Recent Progress of Nanocarbon 
Materials; Nanotube and Graphene”
というタイトルで講演が行われまし
た。
　続いてICT & Nano、Materials 
& Manufacturing、Bio & Medical 
Applicationsの3つのセッションで双
方の最先端の研究が紹介され、34件

のポスターセッションとあわせて活
発な意見交換が行われました。参加
者は大学と韓国産業技術研究会傘下
の研究所の研究者22名、日本側研究
者81名でした。双方の研究協力につ
ながるテーマについても模索され、
継続した意見交換の場を求める声が
多数上がりました。韓国側は韓国産
業技術振興院（KIAT）の支援を受
け、韓国知識経済部の後援を受けての

韓国電子通信研究院 Lee-Mi Do 融合技術研
究部門長（右から 4 人目）と八瀬ナノシス
テム研究部門長（左から 3 人目）

ワークショップの集合写真

食糧系バイオマスの輸送用燃料化基
盤技術」について紹介しました。プ
ロードプラソプ大臣は、ジャトロファ
から精製したオイルのエネルギー・
生産効率、コストなどについて熱心
にご質問され、日本との共同研究へ
のご関心の高さが伺えました。

タイ科学技術大臣が産総研を訪問

タイ科学技術省のプロードプラソ
プ大臣、産総研と包括研究協力覚書
を締結しているタイ科学技術開発庁

（NSTDA）のタウィサック長官、お
よびタイ地理情報宇宙開発機構など
から 12 名が来日され、9 月 29 日に野
間口理事長と、翌30日には、産総研
つくばセンター所長の小野副理事長
との意見交換を行いました。プロー
ドプラソプ大臣は、産総研の活動お
よび産総研とタイの研究機関との協

力関係の説明にとても高い関心を示
され、特に、地質分野や標準分野の
説明では、大臣やほかの方から産総
研の数名の研究者の名前が挙がり、
タイとの協力関係に言及されるなど
活発な意見交換が行われました。

ラボ見学では、新燃料自動車研究
センターの葭村上席研究員より、産
総研、NSTDA、タイ科学技術研究院、
キングモンクット工科大学および早
稲田大学が行っている共同研究「非

参加です。産総研側はナノシステム研
究部門と先進製造プロセス研究部門、
ヒューマンライフテクノロジー研究部
門が中心となりナノテク、材料、製造
分野の関係者に協力を呼び掛け盛大な
会合になりました。
　次回は日韓の研究交流のいっそう
の促進を期待して2012年5月に韓国で
開催し交流を継続していくこととな
りました。

右の 2 番目から、タウィサック長官、野間
口理事長、プロードプラソプ大臣

プロードプラソプ大臣（左）、小野副理事長（右） 非食糧系バイオマスの輸送用燃料化基盤技術
の説明をする葭村上席研究員（右端）



23産 総 研 TODAY 2011-11

AIST Network

第 10 回 産学官連携推進会議 受賞報告

2011 年 9 月 21 日、22 日、 東 京 国
際フォーラムにて、内閣府ほか 21 機
関（産総研も含む）主催の「第 10 回
産学官連携推進会議」が開催され、約
1,500 名の参加がありました。

会議は古川元久科学技術政策担当大
臣の基調講演で幕を開け、東日本大震
災の発生を受けて、「我が国の復興・
再生に向けた産学連携の促進」をテー
マとした特別講演や分科会が行われま
した。また同会議では「第 9 回産学官
連携功労者表彰」、および「若手研究
者による科学・技術説明会」も行われ
ました。

産学官連携功労者表彰は産学官連
携活動における成功事例（特に顕著
な功績または功労があったと認めら
れる事例）に与えられるものです。
今回、産総研と企業とが連携して実
用化した「産学官連携推進コンソー
シアムにより粘土膜材料を実用化～
地域資源を利用して環境問題を解決
する素材を開発～」（コンパクト化学

システム研究センター 蛯名武雄 先進
機能材料チーム長、ジャパンマテッ
クス（株）塚本勝朗氏、クニミネ工
業（株）黒坂恵一氏）が「経済産業
大臣賞」を受賞し、産総研における
研究水準および産学官連携活動の質
の高さを示すことができました。

若手研究者による科学・技術説明会
では、産総研から「放射能絶対測定に
基づく校正法」（計測標準研究部門 量
子放射科 放射能中性子標準研究室 佐
藤泰 研究員）の発表と展示を行いま
した。

経済産業大臣賞受賞写真（右から蛯名武雄 
先進機能材料チーム長、経済産業省 西本技
術総括審議官、塚本勝朗氏、黒坂恵一氏）

産総研の展示について説明を受ける古川科学
技術政策担当大臣（右）

このほか産総研では「産学官連携に
よる研究開発の成果等紹介」をテーマ
として「世界初の“完全密封型遺伝子
組換え植物工場”システムによる医薬
原料など高付加価値物質の生産に成
功」、「『メンタル・セラピー用ロボッ
ト パロ』の開発」、「高性能セラミッ
クス電気化学リアクター」、「産業技術
総合研究所におけるベンチャー創出と
支援」を展示し、古川科学技術政策担
当大臣にもご視察いただき、この会議
を通じて産総研の技術力をアピールす
ることができました。

イベントの詳細と最新情報は、産総研のウェブサイト（イベント・講演会情報）に掲載しています
　http://www.aist.go.jp/

2011年11月　 　2011年12月
期間

10月12日現在
　　　　　  

   11  November

4日　 東京計測標準フォーラム講演会   029-861-4118

開催地 問い合わせ先

日韓国際セラミックスセミナー

つくばイノベーションアリーナ（TIA-nano）公開シンポジウム

岡山

東京   029-862-6123

  086-251-8212

●

● は、産総研内の事務局です。

11〜12日　 応力発光による構造体の新しい診断技術フォーラム2011 福岡   0942-81-3661

九州・沖縄 産業技術オープンデー   0942-81-4074鳥栖

●

●17日　

サイエンスアゴラ2011 東京   03-5214-7625

件名

EVENT Calendar

   12  December

●

18〜20日　

　23〜26日　

　25日　

　5〜7日　

　13日　

再生可能エネルギー世界展示会

エネルギー技術シンポジウム2011

千葉

東京

  03-5294-3888

  029-851-7523(FAX）●

産総研本格研究ワークショップ   011-857-8406札幌 ●15日　

産総研本格研究ワークショップ   082-420-8254東広島 ●12日　

　28日　 産総研本格研究ワークショップ 高松 ●  087-869-3530
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表紙
上： SCR（Super Clean Room）棟に整備した半導体加工ライン（p.5）
下： 5万分の1地質図幅「野田」（p.17）

集積マイクロシステム研究センターのネットワークMEMS研究チーム
はワイヤレスセンサーネットワークのシステムからデバイスまで幅広く
開発を行っています。牧本さんはその中で動物の健康管理システムに組
み込まれる、超低消費電力の圧電MEMS加速度センサーの作製プロセス、
およびその評価を担当しており、現在は、作製プロセスの改良を行って
います。また、連携大学院である茨城大学院生の研究支援、各種作製プ
ロセス装置のユーザー支援も行っています。

MEMSデバイスの研究開発支援
集積マイクロシステム研究センター　牧

まきもと

本 なつみ（つくばセンター） 

牧本さんからひとこと
作製プロセスの改良において、私の提案が採用されることも、また、思いもよらな

いことで性能が改善されることもありました。動物の健康管理システムは、動物好き
の私にとって、かねてより心待ちにしていたシステムの一つです。特に集団で飼育さ
れる家畜（鶏、豚、牛など）には、とてもニーズの高いものです。圧電MEMS加速度
センサーの開発をすすめながら、今後この健康管理システムが一般のペットへも応用
される日を心待ちにしております。

クリーンルームにて（左は加速度センサーチップ）
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