オープンイノベーション
ラボラトリ

産総研は平成

年度か

ら 、経済産業省が進める

る幅広い視野を持った実践

ＧａＮ—ＯＩＬ（ガ
ン・オー・アイ・エル）で
は、従来の半導体材料より
も高性能な素材として注目
されるガリウム系の窒化物
を使った半導体技術の研究
窒化ガリウム（ＧａＮ）

開発を行う。
は、青色発光ダイオード
（青色ＬＥＤ）の素材とし
て知られ、発光デバイスと

則、大学内に産総研の研究

の３点である。ＯＩＬは原
材であるシリコンでは難し

た。また、従来の半導体素

的博士人材を育成すること

室を設置して、当該研究室
い高周波領域での高出力化

オペランド計測技術
（実環
境動的計測技術）は材料やデ

材料モデリング技術の体系

算材料科学を融合させて、
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Ｇ ａ Ｎ — Ｏ Ｉ Ｌでは、
化と、材料の構造・機能・

電メーカー、大学などとの

ＧａＮをはじめとする幅広
形成プロセスの相関原理を

（マッサム・オー・アイ・

い窒化物半導体デバイスの
明確にして材料開発の加速

エル）では、数理科学と計

研究開発を産総研と名古屋

共同研究により行ってきた

大が連携して行い、窒化物
化を目指す。

実績がある。

半導体デバイスの実用化と

セス技術などパワーデバイ

設計／評価技術・製造プロ

路技術やパワーデバイスの

ワーエレクトロニクスの回

業化・実用化のために、パ

り、製品の開発期間は長期

素材の構造などが複雑にな

一方で、製品を構成する部

の創出が求められている。

化による新しい産業・市場

しい機能による製品の差別

近年、鍵となる機能性材

ス技術や、結晶制御技術を

化傾向にある。機能性材料

社会への導入を推進する。

活用したＧａＮ系高指向性

は、個々の市場規模は小さ

料の飛躍的な性能向上や新

ＬＥＤなど発光デバイス技

いものの、各市場で高い

窒化物半導体デバイスの産

術の研究開発を進める。

大学は学部、学科に細かく分
かれ、研究者の関心や交友範囲
もどちらかというと専門分野に
偏りがちです。それに対してＯ
ＩＬは、産総研や企業など、さ
まざまな立場の専門家と「リン
ク」ができ、新しいモノを生み
出す場になっていくと思いま
す。
ＯＩＬは同時に、大学と社会
を「リンク」する場にもなるで
しょう。大学の研究も、最終目
標は社会に成果を還元していく
ことにあります。その意味でも
基礎研究を実用化につなげるノ
ウハウをもつ産総研との連携は
ありがたく、ぜひ、一緒に新し

能ウェアラブルデバイスな

料などの新材料の創成、高性

生体模倣材料や新規ナノ材

術とを組み合わせることで、

て世界をリードする基礎研

しい生命データ創出に向け

の技術を蓄積しており、新

セル解析に関して日本最大

の挙動を解析するシングル

シェアを確保できる分野
で、日本発の材料が高い
シェアを獲得するには、市
場導入をスピードアップす
ることが重要である。東北
大学原子分子材料科学高等
研究機構（ＡＩＭＲ）は、
「数学」、特に離散幾何解
析学を活用して複雑材料の

連携研究室

は、機能材料コンピュテー

研究を行っている。産総研

をリードする材料構造解析

の取り組みの一つ

機能を強化するため

し研究機関としての

究室」）は、産総研の橋渡

連携研究室（通称「冠研

が挙げられる。冠研

含む）の許諾」など

じて独占的実施権を

的財産の実施権（必要に応

総研のバックグラウンド知

パートナー企業の
名を冠した研究室

ショナルデザイン研究セン

で、橋渡し先の企業

構造を解析するなど、世界

ターを中心に、計算科学に

のニーズに、より特

度）の許諾」、「研究成果

に基づく事業化に必要な産

点である。冠研究

制を構築することの

シームレスな連携体

究から実用化まで

せること、③基礎研

術・データを集結さ

するために人・技

②企業の課題を解決

究開発を行うこと、

ニーズに特化した研

①パートナー企業の

究室のポイントは、
よる部素材の機能向上など

である。冠研究室を

化した研究開発を実

設置する企業を

機能性材料の技術シーズの
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「パートナー企業」

産業化をめざす「橋渡し」

では、ＡＩＭＲと産総研が

と呼び、その企業名

施するための研究室

連携して、材料の構造・機

を冠とする研究室を

研究開発を進めている。

能・プロセスの相関原理の

開設する。パート

産総研は、研究員・

明確化を目指す研究開発を

研究設備・知的財産

ナー企業は、研究員

て有効な普遍的手法を開発

などの研究資源を提

行う。数理マテリアルイン

し、それを提供すること

供し、パートナー企

フォマティクスを強力な柱

で、次世代のエレクトロニ

業からの出向研究員

や研究資金などを、

クス材料や電池材料などの

とし、広範囲な材料に対し

機能性材料の応用範囲が格

と産総研の研究員が

施権の一定期間（ 年間程

特許発明の独占的実

究室で生み出された

と、例えば、「冠研

置を受けられるこ

扱いに対する優遇措

は、知的財産の取り

業のメリットとして

行う。パートナー企

るための研究開発を

企業の課題を解決す

ともに、パートナー

段に広がることを目指す。

高速シーケンサーデータの
情報解析技術やＲＮＡ配列
からの機能・構造・相互作
用予測に関する情報解析技
術にも秀でている。一方、
産総研は、大規模なゲノム
配列を比較して遺伝子の機
能や疾病の要因となってい
るゲノム上の変異などを効
率的に見つけ出す技術や、
疾患にともなう後天的なゲ
ノム修飾の異常を高精度に
検出する技術を持ち、これ
らの情報解析技術は世界有
数のレベルにある。また、
遺伝子発現データなどの数
値データから細胞内での遺
伝子同士やタンパク質同士
の相互作用を推定するネッ
トワークモデリング情報解
析技術の研究開発実績が多
ＣＢＢＤ—ＯＩＬでは、

くある。
早稲田大学がもつ日本有数
の生体システムビッグデー
タと、産総研と早稲田大学
の双方の情報解析シーズ技
術を合わせることで、生命
現象のメカニズムをシステ
ムとして理解し、疾病メカ
ニズムの解明や究極の個別
化医療への貢献を目指す研
究開発を行う。

室の設置の要件とし

ては、「年間 億円

以上、かつ 年以上

継続して研究資金を

パートナー企業から

冠研究室に提供する

こと」、「冠研究室

に参画する産総研常

勤研究員の人件費

に、エフォートに応

じてパートナー企業

から提供される研究

資金を充当できるこ

と」としている。平

成 年 月現在、

つの連携研究室が設

置され、環境整備や

ている。

具体的な研究活動を開始し

企業ニーズに特化した新たな研究開発体制

しての利用範囲を広げてき

アリーナ構想」の一環とし

が可能であることから、Ｇ
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で３者（ 大学 、産総

ス技術は、高度情報化社会

研、企業）が集まっ

内に設置する産学官
連携研究拠点「 オー

様にＯＩＬに所属
の実現やエネルギー問題解

ａＮを使った半導体デバイ

し、リサーチアシス
決のために重要な技術と考

て研究を行う体制を

プンイノベーション

タントとして、産総
えられている。名古屋大学

スを使用すれば、省エネル

研や企業からの研究
では、平成 年にノーベル

ギー性に優れ、高速で動作

員と一緒にＯＩＬの
物理学賞を受賞した天野浩

整備する。そのため、

研究に専念すること
教授を中心に、ＧａＮに関

修士課程、博士課程

ラボラトリ 」、通称
「ＯＩＬ
（オー・アイ・

ができる。産総研や
する革新的な基礎研究が行

する電子機器が実現できる

企業と連携した研究
われている。一方、産総研

の大学院生は、大学

エル）
」
の整備に取り

に携わることで、産
は、デバイスの産業化につ

と期待されている。このた

業界での活躍もでき
ながる多数の研究開発を、

め、ＧａＮ系半導体デバイ

る実践的な博士人材

内の他の研究室と同

組んでいる。平成
年度までに 拠点以
上のＯＩＬの設置を
目指している。

へと成長するものと
結晶装置メーカーや大手家

期待される。平成
年 月現在、４拠点
のＯＩＬを名古屋大
学、東京大学、東北
大学、早稲田大学に
開設し、研究環境の

いモノを世の中に出していきた

ＣＢＢＤ—ＯＩＬ（シー

いと考えています。

計測技術の研究開発を行っ

ビービーディー・オー・ア

現在、バイオ分野への情

イ・エル）は、情報解析技

報技術の導入は、医薬品分

てきたことに加え、素材やデ

野をはじめ食品分野、化学

バイスのメーカーや大学な

ＯＰＥＲＡＮＤＯ — ＯＩ

がる研究開発を行ってきた。

品分野など多岐にわたる産

術を高度化し、生体システ

Ｌでは、東京大学と産総研の

業での応用が期待されてお

どとの共同研究を通じて、生

双方のシーズを合わせるこ

り、高速で最適な情報解析

ムの解明や制御を目指した

とで、最先端のオペランド計

技術が求められている。早

体機能材料、新素材、革新デ

測技術を高度化・複合化して

稲田大学は、 細胞単位で

研究開発を行う。

複合分析手法を確立し、それ

バイスなどの産業化につな

らの手法と材料・デバイス技

どの革新デバイスの研究開
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ＯＩＬは、大学で
の世界トップクラス
のアカデミック研究
と、産総研の産業技
術研究が融合するこ
との相乗効果と、こ
れらの技術の実用化
を念頭に置いている
企業が参加すること
で製品化や新産業を
創出することを理念
に掲げている。ＯＩ
Ｌを設置する目的
は、①基礎研究、応
用研究、開発・実証
バイスなどの開発を大幅に
スピードアップできる基盤
技術として期待されている。
ＯＰＥＲＡＮＤＯ — ＯＩＬ
（オペランド・オー・アイ・エ
ル）では、オペランド計測技
術の開発や、この技術を活用
した材料・デバイスの開発を
行う。
日本の産業競争力強化に
向けた新たな産業の創出や
価値の創成には、新素材や革
新デバイス技術を開発する
ための新しい原理・原則の追
求や、製造効率の向上がます
ます重要になっている。実際
に材料やデバイスが反応・動
作している環境下で、刻々と
変化する分子構造や欠陥状
態をリアルタイムで計測す
るオペランド計測技術は、機
能メカニズムの解明や製造
プロセスの可視化につなが
り、材料やデバイスなどの開
発に貢献すると期待されて
いる。東京大学柏キャンパス
では、物性研究所や大学院新
領域創成科学研究科など、物
性物理学で世界をリードす
る革新的な基礎研究や分野
横断的な研究が行われてい
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大学等

―天野 浩（名古屋大学 未来材料・システム研究所 未来エレクトロニクス集積研究センター
教授、産業技術総合研究所 桂冠フェロー）
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雇用し、産業界で活躍でき

オープンイノベーションラボラトリ

●所在地：名古屋大学東山キャンパス

オペランド計測技術で新材料創成を支援

窒化ガリウムで新世代の半導体材料を開発
産総研・東大 先端オペランド計測技術オープン
イノベーションラボラトリ（OPERANDO-OIL）

産総研・名大 窒化物半導体先進デバイスオープン
イノベーションラボラトリ（GaN-OIL）
●設立年月日：平成28年6月1日

●設立年月日：平成28年4月1日
●所在地：東京大学柏キャンパス

産総研と大学との
「知の共創の場」

産総研が進める橋渡し機能強化のための新たな取り組み

●所在地：東北大学片平キャンパス

情報解析で生体システムを解明・制御

数理科学を応用し材料開発を加速
産総研・早大 生体システムビッグデータ解析オープン
イノベーションラボラトリ（CBBD-OIL）

産総研・東北大 数理先端材料モデリングオープン
イノベーションラボラトリ（MathAM-OIL）
●設立年月日：平成28年7月29日 ●所在地：早稲田大学西早稲田キャンパス

●設立年月日：平成28年6月30日

