
1.イノベーション施策と成果事例

1.3 平成２１年度研究成果事例
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平成21年度成果事例 ―概要(1/2)―

分野
研究成果

（研究ユニット）
概要 ページ

それぞれ100〜130万人 150～200万人と推定されるB型肝炎

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

がんへ向かう慢性肝炎の進展(線維化)
を検出できる低侵襲検査を実現

（■糖鎖医工学研究センター）

それぞれ100〜130万人、150～200万人と推定されるB型肝炎、
C型肝炎感染者に、肝炎ウイルスの持続感染に伴い数年単位の

変化の肝臓の線維化が生じることに対する、血液検査による定性
的かつ定量的に測定可能な検査システムの開発に成功

26

脳波計測による意思伝達装置「ニュー
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めに

ロコミュニケーター」を開発
（■脳神経情報研究部門）

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ーフェースを開発

27

情報通信 エレクトロ クス分野

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 クフォトニクス研究セン

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 ザ 世界 小フォトニック結晶スイッチ等

28
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

（■ネットワークフォトニクス研究セン
ター）

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

歌声合成パラメータ推定技術
VocaListenerの実用化

（■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

29

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

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

30

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 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

（■サステナブルマテリアル研究部門）

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

31
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平成21年度成果事例 ―概要(2/2)―

分野
研究成果

（研究ユニット）
概要 ページ

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

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

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

32

工業ナノ材料のリスク評価書中間報告
版の公表

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 ブサマリ の英訳版も公開した

33
(■安全科学研究部門）

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る

地質分野

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

34

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

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

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。

35

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 創出

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をメーカと共同で開発

36

S 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計測評価技術の創出
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

37
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がんへ向かう慢性肝炎の進展(線維化)を検出できる低侵襲検査を実現
糖鎖修飾異性体の検出による次世代の検査技術を開発

ライフサイエンス分野

－糖鎖修飾異性体の検出による次世代の検査技術を開発－

侵襲性の高い生検検査に代替する 糖鎖修飾異性体を検

成果のポイント
日本のC型肝炎ウィルス感染者は150-200万人
放置すると、感染から20～25年の後に肝硬変・肝細胞がんへ至る

－侵襲性の高い生検検査に代替する、糖鎖修飾異性体を検
出する低侵襲検査を開発。

－開発した検査は緩徐に進行する線維化を検出し、肝硬変や
肝がんに向かうリスク評価を可能とする。 線維化の生じている領域を青く染色して、写真に提示。

－糖鎖修飾異性体の探索法は、アスベスト関連疾患や動脈
硬化症の血液検査法の創出へ展開可能。

企業との連携状況

線維化の進展

健康な肝臓で産生されるAGP分
子は、健常型糖鎖で修飾

線維化が進展した肝臓で産生される
AGPは、異常糖鎖(↓)で修飾

肝臓では「線維化の進展 を反映して

NEDOプロジェクトで、シスメックス社と自動迅速測
定を目的とした共同開発を実施中。

今後の展開

肝臓では「線維化の進展」を反映して、
糖鎖構造の異なるα１酸性糖タンパク質（AGP）が産生される。

AOLのシグナル
⇒ 線維化の進展で上昇

MALのシグナル
⇒ 線維化の進展で下降

•自動測定(時間60症例)を達成して、高い感染が見
られる日本などアジア各国で実用化。

糖鎖修飾異性体探索技術を 他臓器の癌や動脈

今後の展開

ナ
ル

の
強

さ

血液検査 病理検査

• 糖鎖修飾異性体探索技術を、他臓器の癌や動脈
硬化へ展開した研究開発を行なう。

•特記事項

シ
グ

ナ
F0,1 F2 F3 F4 F0,1 F2 F3 F4

線維化の進展 線維化の進展

将来の肝炎検査
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血液検査 病理検査

炎症の程度 トランスアミナーゼ値 肝細胞障害

線維化の進展 糖鎖修飾異性体値 実質の線維化

日本癌学会や日本分子腫瘍マーカー学会シンポジ
ウム等、各種学会で発表。朝日新聞、日本経済新
聞記事で紹介。

将来の肝炎検査



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

ライフサイエンス分野

脳波計測 よる意思伝達装置 ケ タ 」を開発

・脳活動（脳波）によって意思を伝達する実用的システム

成果のポイント
①メッセージの
候補をユーザー

に提示
②小型センサで
脳波を計測し、
無線で送信

のどが乾いたので
お茶を さ・脳活動（脳波）によって意思を伝達する実用的システム

・高速・高精度で脳内意思を解読するアルゴリズムを搭載
・500種類以上のメッセージを作成し、アバターが表出

企業との連携状況

無線で送信お茶を下さい

企業との連携状況

図１ ロ ミ ケ タ の模式図

③脳波を解析し、
どのメッセージを
選びたいか解読

④アバター（ＣＧ
アニメのキャラ）が
メッセージを人工
音声によって表出

・複数社と連携して試作に成功した。そのうちのコア企業
と製品化フェーズに向けて外部資金へ応募中。
・地元シンクタンクと連携し 患者団体を主な対象とした

所内で健常者を対象とした実験を行いつつ 重度の運動

今後の展開

図１ニューロコミュニケーターの模式図・地元シンクタンクと連携し、患者団体を主な対象とした
マーケティングを行っている。

・所内で健常者を対象とした実験を行いつつ、重度の運動
機能障害者等を対象としたユーザーズグループを発足。
体系的にモニター実験を開始し、実用を図る。

特記事項特記事項

・NHK全国放送「ニュースウォッチ９」（5/3）や『ニュートン』
６月号、『日経エレクトロニクス5/3号』などで紹介される。
・今後も『Nature Digest』や中学効用教科書に掲載予定

28

図２ニューロコミュニケーターによる意思表出

・今後も『Nature Digest』や中学効用教科書に掲載予定。

・経産省系の政策的資金（ハイテクものづくり）と厚労省の
H21障害者自立支援機器等研究開発プロジェクトの融合的成果。



超高速光デバイス技術・光伝送技術を開発
ビジ 送

情報通信・エレクトロニクス分野

：スーパーハイビジョン伝送に向けて

成果のポイント
43G NRZ信号 43G RZ信号

－超高速光信号を光でゲーティングするサブバンド間遷移
素子（ＩＳＢＴ）の位相変調効率を大幅に改善（省エネ化）

－このゲート素子を用いた光時間多重送受装置を開発、
172Gb/sでの送受動作を実証（送受信の効率化）

VDL

SOA

172G   (RZ)

1×4VSR PCPC ISBT
(+filter)

PCPC
PMPM PCPC

Monitor

10.7GHz

672MHz

PD

CLK

PPG

43G  (NRZ)

CR

43G  (NRZ)

光ゲート40G 送受信モジュール

172G RZ信号

172Gb/sでの送受動作を実証（送受信の効率化）
－ 600インチ画面に鮮明な映像を表示可能なスーパー

ハイビジョンを2チャンネル（86Gb/s)での送受実験に成功

企業との連携状況

イメージを表示できません。メモリ不足のためにイ
メージを開くことができないか、イメージが破損し
ている可能性があります。コンピュータを再起動
して再度ファイルを開いてください。それでも赤い
x が表示される場合は、イメージを削除して挿
入してください。Eye

( )

data

43GHz

PMPM

VDL
Monitor

ISBT
(+filter)

43G MLLD
(+EDFA,PC)

CLK

43G  (RZ)
SMSM

43GHz

PD

光ゲート

全光位相変調効果を
持つサブバンド間遷
移量子井戸デバイス
の位相変調効率を大

－NHK放送技術研究所、富士通研究所と共同でスーパー
ハイビジョン2チャンネルの送受実験を実施
（NEDOプロジェクト）

企業との連携状況
イメージを表示できません。メモリ不足の
ためにイメージを開くことができないか、イ
メージが破損している可能性があります。
コンピュータを再起動して再度ファイルを
開いてください。それでも赤い x が表示さ
れる場合は、イメージを削除して挿入して
ください。ED

clock

Monitor

幅に改善して低パワ
(20mW)でのゲート動
作を実現

43G RZ信号

－将来急拡大する情報通信容量の大部分を占める
大容量映像情報を、効率的に配信することが可能に

今後の展開
172Gb/s伝送系の実証実験系：43Gb/sを4多重化して１72Gb/s、にし
て伝送、無エラーで43Gb/sに復調することに成功
172Gb/s伝送系の実証実験系：43Gb/sを4多重化して１72Gb/s、にし
て伝送、無エラーで43Gb/sに復調することに成功

大容量映像情報を、効率的に配信する とが可能に
－電力消費の急拡大が懸念される大容量伝送装置の

省エネ化が可能に

特記事項

29

－H22年5月ＮＨＫ技研公開で172Gb/s伝送のデモ予定 172Gb/sの光時間多重分離実験

特記事項

NHKスーパーハイビジョン映像の２チャンネル(86Gb/s)同時伝送
に成功。43Gb/sを2多重化。
NHKスーパーハイビジョン映像の２チャンネル(86Gb/s)同時伝送
に成功。43Gb/sを2多重化。



歌声合成パラメータ推定技術 VocaListener の実用化

情報通信・エレクトロニクス分野

歌声合成パラメ タ推定技術 VocaListener の実用化

成果のポイント
人間の歌声とその歌詞を与えると

その歌い方 ( 声の高さと声の大きさ ) を真似て歌声合成できる

－「このように歌わせたい」と歌ってVocaListenerに入力
すれば、そのニュアンスをまねた歌声が合成可能

－人間らしい自然な歌声を誰でも容易に合成できる
音源（歌手の声）を切り替えても自動的に同じ歌い方で合成

「 立ち止まる時 またふと 振り 返る」

分析VocaListener

ユーザの歌声 歌詞

できるだ
なるよ－音源（歌手の声）を切り替えても自動的に同じ歌い方で合成

－ヤマハ株式会社と、有償情報開示契約を締結の上、

企業との連携状況

声の高さ 声の大き さ

時間 時間

パラ メ ータ 推定

るだけ近く

るよう に真似る

ヤ 株式会社と、有償情報開示契約を締結の上、
特許実用化共同研究を実施。現在有償実施契約を締結。

自然な歌声合成による音楽制作を幅広く支援

今後の展開

声の高さ

声の高さ

音源1専用
パラ メ ータ

による合成結果

音源2専用

声の大き さ

声の大き さ

時間 時間

－自然な歌声合成による音楽制作を幅広く支援
－ヒューマノイドロボットとの連携

（HRP-4C）

音源2専用
パラ メ ータ

による合成結果
時間 時間

合成

人間ら し い自然な歌声

－情報処理学会 平成21年度山下記念研究賞 受賞

特記事項
歌声合成ソ フ ト ウェ アA 歌声合成ソ フ ト ウェ アB

音源1 音源2

30

－情報処理学会 平成21年度山下記念研究賞 受賞
－2009年4月 ヤマハ株式会社よりプレスリリース

（１３件のマスメディア報道）

歌声合成ソフトウェアやその音源 （歌手の声） を切り替えても

常に同じ歌い方で歌声合成できる



レーザー援用インクジェット法で微細な配線の高速描画に成功
さまざまな基板 の低抵抗配線を可能とする工業用インクジ ト技術

ナノテクノロジー・材料・製造分野

－さまざまな基板への低抵抗配線を可能とする工業用インクジェット技術－

成果のポイント

ザ 射 り ク液滴 濡れ広がりを抑制 線－レーザー照射によりインク液滴の濡れ広がりを抑制し、配線
厚/配線幅（アスペクト比）が1以上で描画。

－基板の形状、材質、表面粗さにかかわらず、前処理なしで高
速描画。

企業との連携状況

－微小電子部品の多品種・少量生産に対応、また、大面積の
高密度配線が可能に。

企業との連携状況
レーザー援用インクジェット法

資金提供型共同研究：３件、情報開示契約：３件
他、国内大手民間企業より引き合い多数

今後の展開

マルチノズル・ヘッドへの適応を検討するとともに、電子部品の
高密度実装や微細医療機器などの開発に展開

・第20回マイクロマシン／MEMS展に出展

特記事項

高密度実装 微細医療機器 開発 展開

31

・産総研プレスリリースに対し、新聞報道4社
（日経産業新聞、化学工業日報、常陽新聞、茨城新聞）

配線厚／配線幅（アスペクト比）が
1以上の微細配線の様子



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
アルミ ウム合金なみの成形性を達成

ナノテクノロジー・材料・製造分野

－アルミニウム合金なみの成形性を達成－

マグネシウム合金圧延材の常温成形性を飛躍

成果のポイント

－マグネシウム合金圧延材の常温成形性を飛躍
的に改善

－プロセス制御により材料の集合組織を改質
－汎用プレス機や既存の加工技術が利用でき、

飛躍的なコスト削減や高生産性化が可能

新技術により作製した汎用
マグネシウム合金(AZ31合金)

従来技術および新技術により作
製した汎用マグネシウム合金圧

企業との連携状況

企業と 共同研究により幅 厚み

今後の展開

マグネシウム合金(AZ31合金)
圧延材の外観

製した汎用マグネシウム合金圧
延材の集合組織。

企業との共同研究により幅30cm、厚み0.3～
0.6mmのコイル材を製造、サンプル出荷を開始。

プレス加工業者との連携を幅広く求め、新技術に
より作製した汎用マグネシウム合金圧延材の、適
用分野の拡大に向けて実用化研究を推進する。

特記事項

エリクセン試験の概要(左)と 従来技術および新技術により作
日経産業新聞2010年度技術トレンド調査（第1回、
「実 性 市場性 新規性 ） 第 位
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エリクセン試験の概要(左)と、従来技術および新技術により作
製した汎用マグネシウム合金圧延材のエリクセン試験結果(右)。「実用性＋市場性＋新規性」）にて第3位



新しいタイプのリチウム電池の開発
蓄電池の大幅な高容量化に向けて

環境・エネルギー分野

放電 e-

充電e-
O2

放電 e-

充電e-
O2有機系

－蓄電池の大幅な高容量化に向けて－

成果のポイント

正極触媒

空気
Li+

金属

- ++

Li+

OH -

~V
O2

空気
Li+

金属

- ++

Li+

OH -

~V
O2有機系

電解質－水溶液系電解液と有機系電解液をハイブリット化
した新しい原理のリチウム-空気電池及びリチウ
ム-銅電池を開発。

正極触媒

空気
Li

OH -

金属 Li
Li

空気
Li

OH -

金属 Li
Li

リチウムイオン伝導性固体電解質
水溶液系
電解質

－従来構造のリチウム－空気電池に比較して数十
～数百倍の電池容量を保有。

－正極材料に銅を用いることでコバルトなど資源的

図１． 開発したリチウム-空気電池の概要

リ ウ 伝導性固体電解質 電解質正極材料に銅を用いることでコバルトなど資源的
に制約のあるレアメタルの使用を抑制。

今後の展開

出力密度（パワー）をさらに改善し、電気自動車用
途などで求められる高い電池容量と出力密度を両
立可能な次世代電池の開発を目指す。

図２ 開発したリチウム-銅電池の構成と従来技術との性能比

特記事項

能 代電 開発を目指す。

平成21年2月24日 平成21年8月24日 プレスリ
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図２． 開発したリチウム 銅電池の構成と従来技術との性能比

較。単位は正極に使う活物質の重量あたりの放電容量
（mAh/g）

平成21年2月24日、平成21年8月24日 プレスリ
リース



工業ナノ材料のリスク評価を実施
リスク評価書中間報告版を公表し ナノテク研究を安全に推進する指針 目安を提案

環境・エネルギー分野

－リスク評価書中間報告版を公表し、ナノテク研究を安全に推進する指針・目安を提案－

表 な 業 料 あ ボ ブ

成果のポイント

－代表的な工業ナノ材料であるカーボンナノチューブ、フラー
レン、酸化チタンの３材料について、リスク評価を実施し、中
間報告版（和文、英文）を公表。

－有害性試験や現場での暴露濃度測定などのデータに文献有害性試験や現場での暴露濃度測定などのデ タに文献
情報を加えて解析し、作業環境での許容暴露濃度の目安値
を提案。

－ 企 業 、 公 的 研 究 機 関 、 大 学 、 官 公 庁 等 で 幅 広 く 利 用
（ 現在 ダウ ド約 件 印刷物約 部）

図１．工業ナノ材料リスク評価書

（2010/4/18現在、ダウンロード約2800件、印刷物約3800部）。

今後の展開
大学

官公庁 非営利団体＆個人R & D

その他

環境安全

公的
研究機関

R＆D

その他－カーボンナノチューブの長期暴露による有害性評価等を実
施し、リスク評価書 終版を作成する。

－工業ナノ材料キャラクタリゼーション手法の手順書について、
OECDのテストガイドライン化を目指す

特記事項 企業

R＆D環境安全
部署

OECDのテストガイドライン化を目指す。

英語版は公開後５ヶ月で ３４ヶ国 地域から 延べ1400
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図２．日本語版中間評価書の
ダウンロード内訳

英語版は公開後５ヶ月で、３４ヶ国・地域から、延べ1400
件以上ダウンロードされ、国際的にも高く評価。



地質情報空白域の解消：

地質分野

沿岸海域の音波探査と海陸シームレス地質情報集(DVD)
成果のポイント

－2004-2006年 新小型音波探査装置を開発
－2007年 能登半島地震、新潟県中越沖地震

新小型音波探査装置を小型漁船に搭載し，
な 海底 を

DVD

地震の原因となった海底活断層を発見
－2008年 能登半島北岸域の調査

－2009年 新潟沿岸域調査
－H21年度 能登半島北岸海陸シームレス

断層

調査船 小型漁船

今後の展開

H21年度 能登半島北岸海陸シ ムレス

地質情報集を出版
調査船；小型漁船

－逆断層、正断層、横ずれ断層など
断層タイプの代表地域において沿岸
地質調査手法の開発を行い、得られ
た調査研究成果をシームレス地質

能登半島地
震を起こし

特記事項

た調査研究成果をシームレス地質
図集として出版

た
活断層
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－原子力発電所周辺の活断層評価
の信頼性が大きく向上

海陸シームレス地質図



産総研-南アフリカCGS-JOGMEC３ヵ年共同研究による

地質分野

希土類資源ポテンシャル評価

スピッツコップ成果のポイント スピッツコップ
岩体共同調査

－南アフリカ共和国内の鉱床を現地調査
－品位、埋蔵量、希土類元素の存在形態を精査
－3つの鉱床から高い希土類資源ポテンシャルを

企業との連携状況

3つの鉱床から高い希土類資源ポテンシャルを
発見

－南ア地質調査所（CGS）、石油天然ガス・金
属鉱物資源機構（JOGMEC)との共同研究

－経産省・民間企業に結果を移転

フォルハノフ
鉱床共同調査

今後の展開

－JOGMECと日本企業が、南アの鉱山権益

確保 デ
蛍石

特記事項

フォルハノフ鉱床の顕
微鏡写真。蛍石などに
希土類元素が含まれ
る。蛍石鉱山としては

を確保するための必要不可欠なデータと
なる
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赤鉄鉱
1mm

世界 大級。

－開発プロセスに一部が移行



LED測光量校正技術の普及と新たな標準LEDの開発
省エネ光源の校正技術の普及を通じたグリ ンイノベ シ ンの推進

標準・計測分野

－省エネ光源の校正技術の普及を通じたグリーンイノベーションの推進－

成果のポイント
LED配光ステージ

V(λ)受光器部

－LED測光量校正技術の産業界への普及測光 校 技 産 界 普
産総研開発装置を核にした第３者機関への技術移転
国内LEDメーカも当該技術の導入を検討中

－高強度LEDの全光束校正用の標準器（標準LED）の開発
標準LED開発は日本独自の試みであり世界的に注目

企業との連携状況

標準LED開発は日本独自の試みであり世界的に注目
－校正技術の同等性担保のために世界初のLED国際比較に参加

米、欧域内から多数参加（参加国16カ国）

企業との連携状況

図１.産総研が開発した装置を元に製作さ
れたLED光度・全光束校正装置

レ－ザアライメント部

－日亜化学工業(株)との連携
標準LEDの共同開発、校正技術普及のための技術協力

－第３者機関（日本電気計器検定所）との連携

今後の展開

照明光源 評価 適 た新たな標準 開発

高強度LED部
(発光部分）

第 者機関（日本電気計器検定所）との連携
校正技術移転と校正事業の支援

特記事項

－ LED照明光源の評価に適した新たな標準の開発
－ LED照明光源の照明効率評価法国際標準化のための技術開発

アメリカ国立標準技術研究所(NIST)との連携を通じた研究加速と共同提案
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特記事項
図２.高強度LED用標準LED
(試作品:白色LEDで60 lm 達成)-低炭素社会に向けた日米国際標準化シンポジウム主催(他分野と共同開催)。情報発信



誤差137億年に1秒の光格子時計の開発
「

標準・計測分野

：「秒」の新しい定義を目指して

成果のポイント
時間（秒）の定義 産総研と東大のコラボレーション

－Sr光格子時計－

－Sr光格子時計の周波数計測に成功
－171Yb光格子時計の実現（世界初）
－120km敷設光ファイバによる

低雑音光リンクの実現（世界初）

光格 時

米国 日本 フランス

低雑音光リンクの実現（世界初）

－東大と情報通信機構と研究連携

国内連携と国際競争

東大と情報通信機構と研究連携
－米国、フランス、ドイツ、イギリス、

中国、韓国の標準研と開発競争

今後の展開

国際度量衡委員会によるSr光格子時計
の「秒の二次表現」の採択へ貢献

産総研の171Yb光格子時計

－第3期中期計画（次世代標準）として
展開し、 終的には光格子時計を
「秒」の新しい定義へ導く

今後 展開 産総研の Yb光格子時計

冷却原子（mK） 極低温原子（10μK）
光格子に原子を

閉じ込める（イメージ）
時計遷移周波数を決定

－国際標準の採択において、Sr光格子時計
は一番小さい不確かさで 171Yb光格子時計

特記事項
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は 番小さい不確かさで、171Yb光格子時計
は産総研単独で貢献を果たした

－新聞メディア等で大きく取り上げられた
国際度量衡委員会による171Yb光格子時計の周波数標準への採択
（さらに誤差を小さくして、次は「秒の二次表現」への採択を目指す）


