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1.イノベ－ション施策と成果事例

1.1 産総研の制度
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産総研のイノベ－ション施策

（１）イノベ－ション創出の基本的な考え方

産総研は、イノベ－ションを担う様々な繋がり（大学・産業界・行政など）の結節点となり、イノベ－
ションの要素となる「人・技術・情報」の出会いと流れを促進し、相乗させる役割を推進

● イノベ－ションは、多様なプレ－ヤ－が技術シ－ズをフロ－させ、価値増幅の連鎖を起こすことで実現。

● 産総研は、このようなフロ－ネットワ－クの結節点（ハブ）となり、さらには知的資産をストックさせ、さらなる新たなフロ－を

引き起こすエンジン（イノベ－ションハブ戦略）として機能することで、イノベ－ションを創出。

総合性（幅広いＲ＆Ｄ分野）総合性（幅広いＲ＆Ｄ分野）

拠点性（大規模な施設・設備）拠点性（大規模な施設・設備）拠点性（大規模な施設・設備）拠点性（大規模な施設・設備）

組織性（研究マネジメント）組織性（研究マネジメント）

産総研による結節産総研 結節
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大学におけるフロー 産業界・行政等におけるフロ－



産総研のイノベ－ション施策

（２）”死の谷”克服を支援する多様な産学官連携制度

産 業 界

•研究人材移籍型共同研究 •設備提供型共同研究 •資金提供型共同研究

人 物 資金・知財
新産業•研究人材移籍型共同研究

•産総研イノベーションスクール
•専門技術者育成事業

•設備提供型共同研究
•研究施設等の貸付制度

•資金提供型共同研究
•マッチングファンド
•知的財産の柔軟運用

新産業
創出

産業変革イニシアティブ 等産業変革イニシアティブ 等

ベンチャ－創出（各種優遇策、コンサルティング等）

4



新たな連携制度の創設

共同研究推進制度を効果的に運用し、企業からの資金提供額を増加共同研究推進制度を効果的に運用し、企業からの資金提供額を増加

＜新たな連携制度の創設＞

人材移籍型共同研究 ＦＳ連携制度

ＦＳ連携実施期間は、６ヶ月以内

ＦＳ連携契約

企

業

産
総
研

試行的な連携

平成２１年度実績
装置提供型共同研究 人材移籍型共同研究 FS連携 新たな共同研究推進制度を効果的に運用

共同研究実施

● 装置提供型共同研究、人材移籍型共同研究、FS連携の新たな共同研究推進制度を効果的に運用
● 特に2,000万円以上の資金提供型共同研究の増加（H20年度20件 → H21年度42件）
● 補正予算「共同研究助成事業」と併せて企業との連携を強力に推進
※研究装置等提供型5件、人材移籍型24件（48名の産総研への移籍）、FS連携13件の連携実施
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※研究装置等提供型5件、人材移籍型24件（48名の産総研への移籍）、FS連携13件の連携実施
→ 新制度が連携の強力なツールとして機能



企業からの研究資金受入実績

第２期中期目標：第２期中期目標：
民間企業等から獲得資金等を、第１期中期目標期間 終年度の１.５倍（４０億円）以上の金額に増加させる

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

民間企業等からの
受託研究

件数 131件 145件 116件 113件 112件 96件 78件 128件

金額 8.98億円 12.27億円 10.47億円 7.74億円 6.34億円 5.24億円 5.04億円 3.81億円

民間企業等からの
資金提供型共同研究

件数 64件 214件 296件 519件 633件 694件 739件 828件

金額 2.87億円 10.50億円 16.07億円 24.62億円 26.51億円 23.04億円 24.29億円 37.76億円

合 計
件数 195件 359件 412件 632件 745件 790件 817件 956件

金額 11 85億円 22 77億円 26 54億円 32 38億円 32 85億円 28 28億円 29 33億円 41 57億円

注１）平成21年度受託研究：2010/3/12現在の国内企業のみの集計値であり、公式デ－タではない。 件数、金額（契約額）ともに請負研究を含む。
注２）平成21年度共同研究：２１ＦＹ公式デ－タベ－スによる（金額は契約額）。海外企業を含む。

金額 11.85億円 22.77億円 26.54億円 32.38億円 32.85億円 28.28億円 29.33億円 41.57億円
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産総研のイノベ－ション施策

（３）産業変革イニシアティブの成果例

統合技術

RTモジュール群

規範・仕様

実施期間：Ｈ１７～１９ 実施期間：Ｈ１８～２０

RTミドルウェア

ロボット用共通モジュールの開発完全密閉型植物工場による医薬品・食糧生産

実施期間：Ｈ１９～２２ 実施期間：Ｈ２０～２３実施期間：Ｈ１９～２２ 実施期間：Ｈ２０～２３

雑食性のバイオマスエタノ－ル生産技術

● 異分野の研究者が集中する特長をより積極的に活用

ＳｉＣ高性能パワ－デバイスの開発
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分 究 集 長 積極 用
● 有望なものには予算を短期集中投資（～数億円×数年）

→ 実用化＆新たな産業基盤の形成を加速



産業変革イニシアティブ（１/２）

中小規模雑植性バイオマスエタノ－ル燃料製造プラントの開発実証 （Ｈ１９～Ｈ２２）中小規模雑植性バイオマスエタノ ル燃料製造プラントの開発実証 （Ｈ１９～Ｈ２２）

●目的：非硫酸法によるセルロ－ス系バイオマスからのエタノ－ル燃料生産技術の実証

●産総研の取組み：バイオエタノ－ル製造プラント（産地産消型・モバイル型）の設計・製造（環境産総研 取組 イオ タ 製造 ラ （産地産消型 イ 型） 設計 製造（環境

負荷を低減した非硫酸法の実証，プラント現場における糖化酵素の生産，遺

伝子組み換え酵母による効率的なエタノ－ル生産）

●産総研の実施体制：バイオマスＲＣ（中国センタ－）・新燃料自動車技術ＲＣ・安全科学ＲＩ●産総研の実施体制：バイオマスＲＣ（中国センタ ） 新燃料自動車技術ＲＣ 安全科学ＲＩ

平成２１年度実績

ベンチプラントにて、ユ－カリ、米松、ヒノキ、稲わらなどから

非硫酸プロセス（水熱 微粉砕方式）により99 7 l％のバイ

水熱処理装置 湿式微粉砕装置

非硫酸プロセス（水熱－微粉砕方式）により99.7vol％のバイ

オマスエタノ－ル燃料を製造できることを確認。得られたエタ

ノ－ル燃料を使用して一般公開（６月２７日）において、Ｅ３デモ
主糖化発酵タンク（2000L）

走行を実施。

固形分１０％の高濃度での微粉砕前処理を達成。

高濃度での糖化発酵試験を行い、発酵後エタノ－ル濃度

主糖化発酵タンク（2000L）
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3vol％を達成。
一次蒸留装置 二次蒸留装置

膜脱水装置
製品エタ

ノール燃料



ＳｉＣパワ－デバイス量産試作研究およびシステム応用実証 （Ｈ２０～Ｈ２３）

産業変革イニシアティブ（２/２）

ＳｉＣパワ デバイス量産試作研究およびシステム応用実証 （Ｈ２０ Ｈ２３）

●目的：ＳｉＣデバイスの量産技術の確立

●産総研の取組み：Ｃ面を用いたデバイス開発（ＡＩＳＴオリジナル）．ＳｉＣデバイスチップの実用レ
ベルでの生産技術の確立と応用企業等への供給システムとＳｉＣチップを用いた
次世代高効率インバ－タ開発における関連知財を確保する環境を構築する。

●産総研の実施体制：エネルギ－半導体エレクトロニクス研究ラボ●産総研の実施体制 ネルギ 半導体 レクト クス研究ラボ

●連携企業：富士電機アドバンストテクノロジ－（株）、他１社

平成２１年度実績
新設SiC デバイス
CR2010年3月完成

既存
CR

(600m2)
廃
液
処

付
帯
設
備

平成２１年度実績

クリ－ンル－ム完成

ＳＢＤの技術移転に目処

CR2010年3月完成

エピ成長実
験室（2010

受

(250m2)
処
理

付帯設備 ２インチ基板での
SBD試作

開発
SBD

特記事項

平成２１年６月より

験室（2010
年7月予定）

電
設
備

(630m2)

開発SBDの性能

素子耐圧

600V

電流

25A
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平成 年 月より

西５ＤＣＲでＳＢＤ試作開始 西５Ｄ棟ＳｉＣデバイス作製ＣＲ
600V
1200V

25A
10A



産総研における連携拠点の形成

産総研と産学官が一体となって、研究・製品化・標準化等を推進するための
「場」としての拠点を社会のニ－ズに合わせて機動的に整備場」としての拠点を社会の ズに合わせて機動的に整備

連携拠点では連携拠点では

● 基盤技術から先端技術まで様々な実験機器・設備を社会と共有

● 産総研内外の人的交流の加速

産総研内外に有るノウ ウの有機的連携● 産総研内外に有るノウハウの有機的連携

● 異分野融合の促進

● 新規研究分野への参入障壁の低減新規 究分野 参 障 減

● 研究開発支援や技術移転によるソリュ－ションの提供

● 開かれた場における人材の育成

10



産総研のイノベ－ション施策

（４）先進的研究開発拠点の整備

我が国の国際競争力の保持・発展のため、産総研を国内外の人材・技術等を結集して革新的研究を
行う拠点（イノベ－ションハブ）として整備

本が強 を有す 素材 デバ を 強 ●C l E th構築のための エネルギ 研究 評価●日本が強みを有する素材・デバイス分野を一層の強化のため、
ナノテク関連の研究施設の重点的整備

●Cool Earth構築のための、エネルギ－研究・評価
関連施設の整備

メガワット太陽発電システム
＜つくばセンタ－＞

リチウムイオン電池開発拠点
＜関西センタ－＞

●先端機器共用イノベーションプラットフォ－ムの整備
（IBEC Innovation Platform ）

ナノテク拠点＜つくばセンタ－＞

●生活支援ロボットの安全性を評価するための拠点施設の整備 （IBEC Innovation Platform ）

搭乗型生活
支援ロボット警備ロボット

移動作業型
ロボット
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実験機器・設備を共同利用を図ることで、異分野融合の促進、研究
成果や技術の共有、協創の場としてのフロントエンドの提供を行う。ロボット安全拠点＜つくば＞



1.イノベーション施策と成果事例

1.2 第2期中期目標期間の研究成果事例
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産総研の６つの研究分野

■ライフサイエンス分野
健康長寿で質の高い生活を実現するために

■情報通信・エレクトロニクス分野
安全・安心な生活を実現するための高度情報サービスの創出を目指して

■ナノテクノロジー・材料・製造分野
国際競争力があり持続的発展が可能な製造産業を目指して

■環境・エネルギー分野
環境・エネルギー問題を克服した、豊かで快適な生活の実現のために

■地質分野
環境に調和した国土の有効利用を実現するための知的基盤整備に向けて

■標準・計測分野

環境に調和した国 の有効利用を実現するための知的基盤整備に向けて

産業基盤を構築する計量標準の整備と計測評価技術の創出
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産業基盤を構築する計量標準の整備と計測評価技術の創出



第２期中期目標期間の主な研究成果一覧―概要(1/10)―

分野
研究成果

（研究ユニット）
概要

（研究ユニット）

肝疾患等を検出できる糖鎖バイオマーカーの
開発
（■糖鎖医工学研究センター）

糖鎖構造の変化を系統的に見出す新システムを開発し、複数の糖鎖疾患マーカーを
見出すことに成功。血液検査によってウイルス性肝炎による病期の進行を検出すること
が可能となった。

創薬ターゲットの高効率抽出を可能とする遺創薬ターゲットの高効率抽出を可能とする遺
伝子発現の大容量解析
（■生命情報工学研究センター）

世界的に高速で高精度なRNA配列情報解析するアルゴリズムを開発し､発現可能な
1600個の機能性RNA遺伝子を見出した。

大容量高効率ヒトタンパク質発現技術
（■バイオメディシナル情報研究センター）

創薬支援や診断薬の開発を加速する要素技術として、世界最高水準の大容量高効
率ヒトタンパク質発現技術を開発した。これにより、一週間で、二万種類のタンパク質を

ライフサイエンス分野

健康長寿で質の高い生活を

（■バイオメディシナル情報研究センタ ）
合成に成功した。

効率的な抗体精製技術の開発
（■生物機能工学研究部門）

抗体医薬精製に有用なタンパク質を、分子デザインにより改変し、その安定性と
親和性を向上させることに成功し、抗体の精製効率を上げること成功した。

健康長寿で質の高い生活を
実現するために 安全なiPS細胞の作成

（■器官発生工学研究ラボ）
iPS細胞の作成における危険性を新規センダイウイルスベクターを使うことによって克服し
た。この方法により作成したiPS細胞を用いてキメラマウスの作成に成功した。

歯（親知らず）からiPS細胞を樹立
（■セルエンジニアリング研究部門）

親知らず（歯胚）の歯胚由来間葉系細胞からiPS細胞を得る方法の開発に成功し、多
くの患者さんから容易に細胞を採取、利用できる方法を確立した。く 患者さんから容易に細胞を採取、利用できる方法を確 した。

医薬品原料生産のため植物工場
（■ゲノムファクトリー研究部門）

世界初かつ唯一の密閉型遺伝子組換え植物工場の開発に成功し、医薬品原材料
を生産するイチゴ、ジャガイモ等の水耕栽培技術を確立した。

脳波計測による意思伝達装置「ニューロコ
ミュニケーター」を開発

超小型モバイル脳波計と高速・高精度の脳内意思解読アルゴリズム等を統合し、実用的
なブレインマシンインタ フ スを開発した

ミュニケ タ 」を開発
（■脳神経情報研究部門）

なブレインマシンインターフェースを開発した。

誰にでも見やすく、わかりやすいアクセシ
ブルデザイン
（■人間福祉医工学研究部門）

高齢者や視覚障害者の方にも配慮した、見やすい、よりわかりやすい各種案内
表示の標準化に寄与。JIS規格に採用され、羽田空港の案内表示にも活用された。
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第２期中期目標期間の主な研究成果一覧―概要(2/10)―

分野
研究成果

概要分野
（研究ユニット）

概要

スピントロニクス技術を用いたハード
ディスクヘッドの実用化
（■エレクトロニクス研究部門）

製造装置メーカーと共同でMgO-MTJ素子の量産技術を開発し、製品開発にデバ
イスメーカーと共同で取り組んだ結果、2007年にMgO-MTJ素子を用いたHDD磁
気ヘッド（MgO-TMRヘッド）の製品化に成功した。

スーパーハイビジョン伝送のための光
パスネットワーク技術
（■ネットワークフォトニクス研究センター）

160Gb/sで動作する干渉計型の全光スイッチを開発し、光時間多重方式でスー

パーハイビジョンの送受実験に成功、世界 高性能の高性能量子ドットレーザ、
世界 小フォトニック結晶スイッチ等の開発に成功した。

多様なネットワークロボットシステムの構
築を可能にするＲＴミドルウ アの開発

ロボット用ミドルウエアOpenRTM-aist-1.0を開発してオープンソースとし
て公開 サイバネテ クヒ マンロボ トHRP 4C 物流支援ロボ ト

情報通信・エレクトロニク

築を可能にするＲＴミドルウェアの開発
（■知能システム研究部門）

て公開、サイバネティックヒューマンロボットHRP-4C、物流支援ロボット、
対人サービスロボットの開発に採用し、有効性実証。

大規模傷害データベースに基づく子供
の事故に関する情報提供システムの開
発

8000件の事故データ、800人の行動データを蓄積し、確率的モデリング技

術を利用することで、傷害データと子どもの行動データから、潜在的なリ
スクを可視化 提示するシステムを開発した情報通信 エレクトロニク

ス分野

安全・安心な生活を実現する
ための高度情報サービスの創
出を目指して

発
（■デジタルヒューマン研究センター）

スクを可視化、提示するシステムを開発した。

異常行動を見張るソフトウェアを開発
（■フェロー、情報技術研究部門）

適応学習型認識方式を用て動画像中の人物識別や異常検出を、高精度かつ
リアルタイムに行えるソフトウェアを開発、NISTが行うgait（歩き振り）
認識コンペティションにおいて世界 高の認識性能を達成。

組込みシステム信頼性向上のための
「組込み適塾」開催
（■システム検証研究センター）

関西経済連合会組込みソフト産業推進会議と共催で「組込み適術」を実施。
数理的手法に基づくモデル検査技術を体系化し, 導入シナリオの規格化を行
い、その普及を図った。

印刷塗布プロセス等による高機能フレキ
シブルな有機デバイスの開発

プリンタブル、フレキシブル光電子素子に必須の塗布可能な有機半導体を設計･
合成し 型及び 型半導体特性としてそれぞれ0 18及び0 5 2/V を達成し 塗シブルな有機デバイスの開発

（■光技術研究部門）
合成し、ｐ型及びｎ型半導体特性としてそれぞれ0.18及び0.5cm2/Vsを達成し、塗
布CMOSとして世界 高の75倍のゲインを得た。

トランジスタの極微細化・高性能化
（■ナノ電子デバイス研究センター）

n型及びp型のトランジスタに適した歪みをチャネルに印加する技術を開発し、通
常のSiトランジスタに比較してそれぞれ2倍の駆動電流の増大を実現した。

声 成パ 推定技
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歌声合成パラメータ推定技術
VocaListenerを開発
（■情報技術研究部門）

歌声合成パラメータ推定技術VocaListenerの実現により、人間らしい自然な歌声
を誰でも容易に合成することが可能に



第２期中期目標期間の主な研究成果一覧―概要(3/10)―

分野
研究成果

概要分野
（研究ユニット）

概要

ダイヤモンド大型結晶開発
（■ダイヤモンド研究センター）

１ｃｍ角単結晶６個の組合せによるモザイク構造で、１インチダイヤモン
ドウエハ作製に成功。

ダイヤモンドデバイス開発
（■ダイヤモンド研究センター）

Ruを電極として使い、250℃30万時間以上動作可能な超耐熱パワーダイ
オードを開発 。10nm微細凸凹構造を形成したダイヤモンド電気化学的ＤＮ
Ａセンサーで、2pMの高感度と100回繰返し計測を実証。

先端微細加工技術の設備整備と人材育
成 各種センサ に代表されるMEMSデバイスの試作プロセスラインの強化と成
（■先進製造プロセス研究部門

（現 集積マイクロシステム研究センター））

各種センサーに代表されるMEMSデバイスの試作プロセスラインの強化と
時代を先取りした設備運用を整備し、イノベーション人材育成を実施した。

中小製造業のＩＴ化を支援する「MZプラット
フォーム」の開発と普及

高度なIT知識を持たなくても、製造業の技術者が自らITシステムを構築・運用する
ことのできる設計･製造ソフトウェアの開発基盤「MZプラットフォーム」を開発し、公

ナノテクノロジー・材料・
製造分野
国際競争力があり持続的発
展が可能な製造産業を目指し
て

フォ ム」の開発と普及
（■デジタルものづくり研究センター

（現 先進製造プロセス研究部門））

ことのできる設計 製造ソフトウェアの開発基盤 MZプラットフォ ム」を開発し、公
設試験研究機関等との連携普及活動や民間企業への技術移転により、1,000社
を超える企業に導入した。

セラミックス膜の常温形成技術（エアロゾ
ルデポジション（AD）法）の実用化研究

進製造プ 究部

AD法による常温セラミックスコーティング技術を民間企業へ技術移転、半導体製
造装置用プラズマ耐蝕部材、パワーデバイス用高放熱回路基板、高速MEMS光

て （■先進製造プロセス研究部門） スキャナーを用いた網膜投影型ヘッドマウントディスプレーなどの実用化、製品化
に成功。

セラミック電気化学リアクターのマイクロ集
積製造技術を開発
（■先進製造プロセス研究部門）

革新的なセラミック燃料電池（SOFC）を実現するために、従来に無い、ミリメー
トル以下のセル構造を３次元規則配列で高集積化する製造プロセス技術開
発に成功（■先進製造プロセス研究部門） 発に成功。

難燃性マグネシウム合金の高速鉄道部材
への実用化
（■先進製造プロセス研究部門）

軽量の基幹材料であるマグネシウム合金の難燃化とその技術移転による量産化
を進め、新鋭高速車両部材（荷棚受け）がマグネシウム合金としては国内初の実
用化に成功した。

オンデマンド微細配線描画を実現する工 クジ 描 中 ザ 射を行う と 重ね塗りする となく ペク
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オンデマンド微細配線描画を実現する工
業用インクジェット技術

（■先進製造プロセス研究部門）

インクジェット描画中にレーザー照射を行うことで、重ね塗りすることなくアスペクト
比(配線厚/配線幅)が1以上、線幅10μm以下の微細導体パターンを高速で描画
することに成功。単位長さあたりの配線抵抗を１／１０に低減した。



第２期中期目標期間の主な研究成果一覧―概要(4/10)―

分野
研究成果

概要分野
（研究ユニット）

概要

鏡と透明な状態が電気的にスイッチングで
きる調光ミラーフィルムを開発
（■サステナブルマテリアル研究部門）

既存の窓ガラスに貼り付けるだけで、太陽光を効果的に遮断して冷房負荷を低減
できる調光ミラーフィルムを、世界で初めて開発した。

大規模系のシミュレーションプログラムの
開発と実証
（■計算科学研究部門

（現 ナノシステム研究部門））

エネルギー分野、エレクトロニクス分野やバイオ分野などで重要な材料の電子状
態を知る為には大規模な数値計算が必要である、一方で計算機資源には限りが
ある。その様なジレンマを解決する高速化プログラム開発とその実証研究を進め
た。（現 ナノシステム研究部門）） た。

ゲルを用いたカーボンナノチューブの分離
技術
（■ナノテクノロジー研究部門

（現 ナノシステム研究部門））

用途に応じて金属型と半導体型のカーボンナノチューブ(CNT)をゲルを用いて分
離する新技術を開発した。従来分離技術と同等の分離純度（金属：９０％、半導
体：９５％）を保ち、分離コスト１／１０以下を実現した。

ナノテクノロジー・材料・
製造分野
国際競争力があり持続的発
展が可能な製造産業を目指し
て

（現 ナノシステム研究部門））

ナノギャップスイッチ効果によるメモリー技
術
（■ナノテクノロジー研究部門

（現 ナノシステム研究部門））

ギャップ幅10nm以下のナノギャップ電極に発現するスイッチ効果を見出し、動作
原理を解明するとともに、不揮発性のメモリー素子として応用するための開発を
産学官連携により行った。

自由自在に設計したカーボンナノチューブ
3 次元デバイスを実現
（■ナノチューブ応用研究センター）

高密度配向集合体である “カーボンナノチューブ・ウエハー（CNT ウエハー）”の
開発により、設計したCNT デバイスを大量作製することに成功し、複雑な３次元
形状を有するCNT デバイス構造の形成の実証を行なった。

化学 応とく 触媒 応 視化を 指 た 究を行 る 今 は
触媒反応の可視化
（■ナノチューブ応用研究センター）

化学反応とくに触媒反応の可視化を目指した研究を行っている。今回はナ
ノカーボン材料（フラーレン分子）がタングステン触媒の存在下で成長す
る様子を超高性能電子顕微鏡を用いて初めて捉えた。

常温プレス加工ができる新マグネシウム
合金圧延材を開発

マグネシウム合金のプロセス制御により材料の集合組織を改質させ、汎用プレス
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合金圧延材を開発

（■サステナブルマテリアル研究部門）
機や既存の加工技術を用いて常温プレス加工ができる新型合金圧延材を開発し
た。



分野
研究成果

（研究 ト）
概要

第２期中期目標期間の主な研究成果一覧―概要(5/10)―

分野
（研究ユニット）

概要

高品質微結晶シリコンの高速成膜技
術の開発
(■太陽光発電研究センター）

高速かつ高品質な微結晶シリコン薄膜の作成に成功し、太陽光電池の低コ
スト化による更なる普及促進に貢献した。

バイオマスエタノール燃料製造プラ
ントを本格稼働
(■バイオマス研究センター）

食料生産を圧迫せず、かつ環境負荷が小さな非硫酸プロセスによるバイオ
エタノール製造プラント（一回の処理量200kg）を本格的に稼働し、高純度
のバイオマスエタノールが製造できることを検証した。

燃料電池自動車搭載用高圧水素タン
高圧水素下での材料強度デ タベ スを構築して 米国自動車工業会の高

燃料電池自動車搭載用高圧水素タン
ク品質保証のための指針提示
(■水素材料先端科学研究センター）

高圧水素下での材料強度データベースを構築して、米国自動車工業会の高
圧水素機器の設計指針に反映させた。

化学物質の詳細リスク評価書の出版
安全科学研究部門）

リスクが大きいと懸念されたり、社会的な意義の大きいと考えられる化学
物質について、世界水準の詳細なリスク評価を実施し、25種の化学物質に

詳細 書を あわ 書 ガ環境・エネルギー分野
環境・エネルギー問題を克服した、
豊かで快適な生活の実現のため
に

(■安全科学研究部門） 対して詳細リスク評価書を出版した。あわせて、評価書のテクニカルガイ
ダンスや英語版も作成した。

新規POPsとしてのPFOS測定法の
ISO国際規格の確立
(■環境管理技術研究部門）

新規残留性有機物（POPs）として、国際的な規制対象となるペルフルオロ
オクタンスルフォン酸(PFOS)および関連物質について、産総研が開発した
高度分析技術を基にISO国際規格を確立した。(■環境管理技術研究部門） 高度分析技術を基にISO国際規格を確立した。

革新的二酸化炭素塗装装置の研究開
発
(■コンパクト化学プロセス研究セン
ター）

従来の有機溶剤系スプレー塗装において大量に使用される希釈溶剤（VOC)
を極少量の二酸化炭素に替えることにより、有機溶剤系塗装と同等の塗装
仕上げ品質を確保したまま、VOC発生を大幅に低減し得る塗装装置をマイク
ロ混合器を用いて構築した。

SiCダイオードを用いた高電圧・大
容量の電力変換器の開発
(■エネルギー半導体エレクトロニクス
ラボ）

産総研で作製したSiC-PiNダイオードを搭載した高電圧・大電力の電力変換
器の開発を行い、単相3レベル方式の電力変換器(±5kV-300kVA)を試作して、
スイッチング周波数を従来比4倍の2kHzとすることに成功した。

リチウムイオン伝導性固体電解質を隔膜に利用した新規構造のリチウム 空気
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新しいタイプのリチウム電池の開発
(■エネルギー技術研究部門）

リチウムイオン伝導性固体電解質を隔膜に利用した新規構造のリチウム－空気
二次電池を開発した。また、大きな電池容量とリサイクル性に優れた新規方式の
リチウム－銅ニ次電池を開発した。



分野
研究成果

概要

第２期中期目標期間の主な研究成果一覧―概要(6/10)―

分野
（研究ユニット）

概要

環境負荷の小さな酸化剤を用いる反
応技術の開発
(■環境化学研究部門）

反応後に副生成物として水のみしか生じない過酸化水素を酸化剤として用いる酸
化プロセスの基盤技術を確立し、高選択的・高収率で目的生成物合成に成功。

環境・エネルギー分野

家庭用燃料電池システム（エネファー
ム）に対する劣化加速手法の開発

(■ユビキタスエネルギー研究部門）

燃料電池システムメーカー等との固体高分子形燃料電池の劣化加速手法開
発を通じて1kW級システムの4万時間の耐久性を見通し、家庭用燃料電池の
実用化に貢献した。

サルファーフリー軽油製造用脱硫触
触 会社 従来触 も高 性を す新規

環境 エネルギ 分野
環境・エネルギー問題を克服した、
豊かで快適な生活の実現のため
に

サルファ フリ 軽油製造用脱硫触
媒の商品化

(■新燃料自動車技術研究センター）

触媒会社と共同で従来触媒よりも高い低温活性を示す新規サルファーフ
リー (硫黄<10 ppm)脱硫触媒を開発し、商品化に成功。

分散型エネルギーネットワークの実
証研究

複数台の燃料電池と貯蔵機器からなる住宅用熱電気統合型エネルギーネッ
トワーク技術を確立し、実住宅において一次エネルギー消費、二酸化炭素

(■エネルギー技術研究部門） 排出の削減効果が得られることを実証した。

工業ナノ材料のリスク評価書中間報
告版の公表

(■安全科学研究部門）

二酸化チタン(TiO2)、フラーレン(C60)、カーボンナノチューブ(CNTs)に関するリス
ク評価書の中間報告版を、評価書策定の考え方とともに公開し、エグゼクティブ
サマリーの英訳版も公開したため、企業、ナノ材料R&D関係者等から多大な関心
を集めた

(
を集めた。

地圏環境リスク評価システム
（GERAS-3）の完成・公開と普及
（■地圏資源環境研究部門）

土壌汚染の健康リスクを科学的に評価するための地圏環境リスク評価システム
GERAS-3を完成し、環境リスクと経済リスクの軽減に寄与した。

産総研-南アフリカCGS-JOGMEC３ヵ
地質分野
環境に調和した国土の有効利用を
実現するための知的基盤整備に
向けて

産総研-南アフリカCGS-JOGMEC３ヵ

年共同研究による希土類資源ポテン
シャル評価

（■地圏資源環境研究部門）

認知南アフリカ国内に分布する希土類元素鉱床の品位、埋蔵量、希土類元素の
存在形態などを精査し、複数の有望鉱床を抽出した。

地熱資源情報データベース構築、地
日本の熱水系アトラス 全国地熱ポテンシャルマップの出版により 地熱
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情 構 、
熱資源ポテンシャル評価による社会
貢献
（■地圏資源環境研究部門）

日本の熱水系アトラス、全国地熱ポテンシャルマップの出版により、地熱
資源ポテンシャル情報を地熱産業界、官庁、自治体等に提供し、各地の地
熱資源開発計画推進に貢献した。



分野
研究成果

（研究ユニット）
概要

第２期中期目標期間の主な研究成果一覧―概要(7/10)―

（研究ユニット）

国土の地質情報整備 －20万分の1
地質図幅の全国完備達成－
（■地質情報研究部門）

国土基本地質情報である20万分の1地質図幅23区画を完成し、全国124区画完

備を達成し、全国均一な地質情報の提供が可能に。全国を共通凡例で表示した
20万分の1シームレス地質図を整備、利便性向上を図った。

大陸棚画定調査－国の権益領域拡大大陸棚画定調査 国の権益領域拡大
への地球科学の貢献－
（■地質情報研究部門、

地圏資源環境研究部門）

日本政府は延伸大陸棚の申請を国連に提出した。産総研は大陸棚画定調査に
参加し、海域調査や分析・解析に貢献、申請文書の作成作業部会に参加した。申
請後は国連委員会の審査の対応に向け、活動を継続。

関東平野中央部の地下地質構造の研 関東平野中央部の地質構造調査として、ボーリングコア解析、反射法探査、重力
デ

地質分野

究－都市における地質災害軽減に向
けて－
（■地質情報研究部門）

調査、地下水の水質分析、軟弱粘性土の室内試験を実施し、データを総合して３
次元地下地質モデルを作成。本成果は産業基盤および人口密集都市における災
害軽減に資する地質情報である。

全国の主要活断層の詳細調査
（ 活断層 地震究セ タ ）

全国110の主要活断層のうち42の活断層について､断層の位置・形状､活動性､

過去の活動時期等を把握するために調査を実施。結果は政府の地震調査研究地質分野
環境に調和した国土の有効利用を
実現するための知的基盤整備に
向けて

（■活断層・地震究センター）
過去の活動時期等を把握するために調査を実施。結果は政府の地震調査研究
推進本部による活断層長期評価に活用され､将来の地震発生予測に大きく貢献。

西暦869年貞観津波モデルを構築
（■活断層・地震究センター）

日本三代実録に記載の、869年貞観津波の波源域と規模を把握するため、仙台
平野、石巻平野及び常磐海岸で津波堆積物の分布域と当時の海岸線位置を明
らかにし、津波堆積物分布域まで浸水する津波をシミュレーションによって再現。

新規地下水等総合観測点整備
（■活断層・地震究センター）

東南海・南海地震は今後30年間の発生確率が50％以上と推定され、地震防災対
策の推進に関する特別措置法では、対象地域に観測網の公的整備が要請され
ている。産総研は、平成18年度～21年度に四国～紀伊半島周辺に、14点の地下
水等総合観測点を整備した。その結果、東南海・南海地震の予測精度の向上に
貢献した。貢献した。

放射性廃棄物地層処分の安全規制支
援研究
（■深部地質環境研究コア）

放射性廃棄物地層処分の概要調査での調査・評価項目を、安全規制の技術資
料としてとりまとめ、産総研オープンファイル報告書として公表した。

能登半島北部沿岸域において、産総研で開発した小型音波探査装置等を用いて
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地質情報空白域の解消

（■地質情報研究部門）

能登半島北部沿岸域 お 、産総研 開発した小型音波探査装置等を用
行ってきた地質調査結果を、海域ー沿岸域ー陸域を繋いだ海陸シームレス地質
情報集として出版、調査結果は原子力発電所周辺の活断層評価の信頼性向上
に大きく貢献



第２期中期目標期間の主な研究成果一覧―概要(8/10)―

分野
研究成果

（研究ユニット）
概要

社会生活と産業技術を支える標準の社会生活と産業技術を支える標準の
開発・維持・供給
（■計量標準総合センター）

中期目標計画を上回る１０１種類の物理標準と８２種類の標準物質を開発し、
供給を開始。計量行政機関等の職員の教育・啓発や計量士の育成を実施。

新しい長さの国家標準の開発－光コ 光周波数コム技術の成熟に伴い、定義に忠実な長さの国家標準が開発され、
ム装置
（■計測標準研究部門）

光周波数コム装置を特定標準器とする新しいトレーサビリティー体系が
2009年7月から運用されている。

特定計量器の評価のための大容量
ロードセル試験装置の開発

国際勧告であるOIML R60に対応した評価技術の研究を行い、実荷重2.5トン
から20トンのロードセルの規格証明書を発行できる世界トップレベルの試験

標準・計測分野
産業基盤を構築する計量標準の整
備と計測評価技術の創出

装
（■計測標準研究部門） 装置を開発し、2008年秋から稼働を開始。

発電用原子炉高効率化のための高精
度流量測定技術の研究
（■計測標準研究部門）

実際の原子力発電所と同じレイノルズ数で給水流量計を校正できる試験設備
を世界で初めて完成させ、0.08%という小さな不確かさで測定することによ
り発電所の効率を高めることが可能になった。（■計測標準研究部門） り発電所の効率を高めることが可能になった。

分散型熱物性データベースの構築－
産業技術の知的基盤整備
（■計測標準研究部門）

省エネルギー技術をはじめとする産業技術を支える知的基盤として各種物
質・材料の熱物性データベースの開発が進められた。信頼生の高い約10000
件の熱物性データ（物質種にして約3600種類）が収録され、産業界に広く
提供されている

（ 計測標準研究部門）
提供されている。

LED測光量校正技術の普及と新たな
標準LEDの開発
（■計測標準研究部門）

産総研が近年確立したLED測光量校正技術を第三者機関に移転して校正機関の
拡充を進展、また、産業界からの要望に応じて、開発が著しい高強度LEDのため
の測光標準の開発に着手し、標準器として用いるにふさわしい標準LEDをメーカと
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（■計測標準研究部門）
共同で開発した。



研究成果

第２期中期目標期間の主な研究成果一覧―概要(9/10)―

分野
研究成果

（研究ユニット）
概要

マンモグラフィＸ線診断用線量標準の
開発

乳がん検診では従来の視触診に加え利用が一般的となってきたマンモグラフィＸ
線診断をより安全に行うために マンモグラフィＸ線診断に対応したＸ線線量標準開発

（■計測標準研究部門）
線診断をより安全に行うために、マンモグラフィＸ線診断に対応したＸ線線量標準
を確立。

鉛フリーはんだチップ標準物質の開
発－RoHS等環境規制関連標準物質

EUの規制、RoHS指令に対応して、Pb濃度が認証された鉛フリーはんだ
チップ標準物質を開発。はんだ製造現場におけるRoHS指令対応製品中の
Pb濃度の分析精度管理や分析機器の妥当性確認に利用され R HS等環境

発 RoHS等環境規制関連標準物質
の開発
（■計測標準研究部門）

Pb濃度の分析精度管理や分析機器の妥当性確認に利用され、RoHS等環境
規制対応として鉛フリーはんだ2種類、プラスチック中重金属11種類、プラ
スチック中難燃材3種類の標準物質を開発中。

米中残留農薬・カドミウムの標準物 食米の残留農薬やカドミウムなどを分析するための標準物質を開発。米中

標準・計測分野
産業基盤を構築する計量標準の
整備と計測評価技術の創出

米中残留農薬 カドミウムの標準物
質の開発－医・食の安全にかかわる
標準物質の開発
（■計測標準研究部門）

食米の残留農薬やカドミウムなどを分析するための標準物質を開発。米中
汚染物質分析用標準物質4種類、高純度農薬標準物質3種類、魚肉中汚染物
質4種類、臨床化学分析用高純度標準物質4種類、臨床化学分析用標準液2種
類、高純度アミノ酸標準物質4種類を開発。

温室効果ガス分析用標準ガスの開発
－半導体産業関連標準物質の開発
（■計測標準研究部門）

半導体製造工程時に排出される温室効果ガスの除害効率測定を正確に行う
ための混合ガス標準物質4種類を開発。その他半導体関連標準物質として、
GaAs/AlAs超格子標準物質やヒ素イオン注入ケイ素標準物質も開発。

映像化超音波探傷技術 実構造部材を伝わる超音波の動画映像をその場で観察しながら内部欠陥を映像化超音波探傷技術
（■計測フロンティア研究部門）

実構造部材を伝わる超音波の動画映像をその場で観察しながら内部欠陥を
探査できる、レーザー利用の新検査技術を開発した。

高感度過渡吸収分光による薬物検出
（■計測フロンティア研究部門）

パルスレーザー光源を用いた時間分解(~250fs)／空間分解(~10μm)過渡吸収

分光イメージング装置を開発し、デスクトップ装置の開発、麻薬物質への
適用性の実証を行った

22

適用性の実証を行った。



第２期中期目標期間の主な研究成果一覧―概要(10/10)―

分野
研究成果

（研究ユニット）
概要

超伝導計測技術の質量分析への応用
（■計測フロンティア研究部門）

超伝導現象を活用した分子検出器を開発し、質量分析の原理的限界を克服する
ことに成功。2つの原子で構成される分子から抗体分子の分析に応用。

非破壊検査用可搬型高エネルギーＸ カーボンナノ構造体を電子源として用い 単三乾電池でも100keV以上の高エネ非破壊検査用可搬型高エネルギ Ｘ
線源の開発
（■計測フロンティア研究部門）

カ ボンナノ構造体を電子源として用い、単三乾電池でも100keV以上の高エネ

ルギーＸ線を発生できる可搬型Ｘ線源を開発。可搬性が高く、必要な時にすぐに
非破壊検査等に利用できるＸ線を発生できる。

シリコン・ウエハ検査システムの高速
シリコンウエハ検査システム試作機の検査速度の高速化のために、光学系およ
びデータ処理システムの改良･ 適化を行い 200mmウエハを1枚数分で検査で

標準・計測分野
産業基盤を構築する計量標準の
整備と計測評価技術の創出

化および検出限界の向上
（■生産計測技術研究センター）

びデ タ処理システムの改良 適化を行い、200mmウエハを1枚数分で検査で

きることを確認。短波長レーザ光源を用いた場合、理論計算からクラック深さが
80nm程度までは検出できることを明らかにした。

応力発光塗膜センサの発光データ
ベースを構築し、橋梁で亀裂の形状と 種々の応力条件、ひずみ、ひずみ速度、温度での応力発光データを蓄積し、発光
挙動の可視化
（■生産計測技術研究センター）

強度から構造物に発生するひずみを定量的に逆解析することが可能になった。

高い圧電性を示す複合窒化物圧電体
薄膜の作製
（■生産計測技術研究センタ ）

これまでほとんど研究されてこなかった複合窒化物圧電体について研究し、
窒化アルミニウム（AlN）にスカンジウムを固溶させた複合窒化物薄膜の圧
電定数がAlNの5倍以上で 窒化物では も高いことを見いだした（■生産計測技術研究センター） 電定数がAlNの5倍以上で、窒化物では も高いことを見いだした。

誤差137億年に1秒の光格子時計の開
発

（■計測標準研究部門）

Sr光格子時計の周波数計測に成功し、国際度量衡委員会による「秒の二次表
現」（秒の新しい定義の候補）への採択に貢献、171Yb光格子時計を世界で初め
て実現し、国際標準として認定を授与
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