
２．社会へのインパクト事例

－産総研発足以降の事例を中心に－
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第２期主な社会インパクト事例 ―概要(1/6)―

分野
研究成果

（研究ユニット）
概要

（研究ユニット）

レクチンマイクロアレイの実用化、普及化
（■糖鎖医工学研究センター）

糖鎖マーカー、診断キット開発の加速化

新型アミノ化試薬とその応用技術の製品化

（■ゲノムファクトリ 研究部門 遺伝子解析の精度向上に役立つ新型アミノ化試薬を開発（■ゲノムファクトリー研究部門
（現 生物プロセス研究部門））

遺伝子解析の精度向上に役立つ新型アミノ化試薬を開発

タンパク質ディスオーダ予測法の製品化
（■生命情報科学研究センター
（現 生命情報工学研究センター））

タンパク質立体構造解析などの実験を支援

イ サイ 分野

家庭用血圧計を応用した動脈硬化計測技術の開発
（■人間福祉医工学研究部門

（現 ヒューマンライフテクノロジー研究部門））

動脈硬化や脳卒中の予防に貢献

ヒト遺伝子アノテーション統合データベース H-InvDB
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

ヒト遺伝子アノテ ション統合デ タベ ス H InvDB
（■生物情報解析研究センター
（現 バイオメディシナル情報研究センター））

基礎研究と創薬をはじめとするバイオ産業の各分野に幅広く貢献

糖鎖構造解析ツール（SGCAL)の開発
（■生命情報科学研究センター 計算と実験の融合による糖鎖構造解析の実現

（現 生命情報工学研究センター））

グルコースイソメラーゼによる果糖の工業化
（■生物機能工学研究部門

（現 生物プロセス研究部門））

清涼飲料、冷菓等の70%で用いられる異性化糖の製造技術を発明
（2006年度 清涼飲料国内出荷高： ３兆6,542億円 全国清涼飲料工
業会統計）

血圧上昇を抑えるペプチドの開発
（■生物機能工学研究部門

（現 バイオメディカル研究部門））

安全・安心な食用資源を原料とした新しいアプローチで特定保健用
食品の市場を開拓

フ ルム状点字デ スプレイの実現
産総研で独自開発したカーボンナノチューブ高分子アクチュエータを、
民間企業の出資 共同研究 厚労省プ ジ クトによ て カ ド状
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フィルム状点字ディスプレイの実現
（■健康工学研究部門）

民間企業の出資、共同研究、厚労省プロジェクトによって、カード状
点字デバイスへ展開、フィルム状触覚ディスプレイや電子ブックなど
のノート型触覚ディスプレイへの応用



第２期主な社会インパクト事例 ―概要(2/6)―

分野
研究成果

（研究ユニット）
概要

テーラーメード医療を目指した自動化ゲノム検査技術
（■セルエンジニアリング研究部門

個人の体質に合わせて副作用が少なく効果的な医療を実現するた
（■セルエンジニアリング研究部門
（現 生物プロセス研究部門））

個人の体質に合わせて副作用が少なく効果的な医療を実現するた
めに、医療現場での低コスト自動検査を実現する手法の開発

DNAチップの生産性を向上させる
技術の開発

2004年に第一世代、翌年に第二世代のアミノ化試薬を開発し、2006
年6月にDNAチップ研究所および東レ株式会社より新型当該試薬を
利用 た プを販売（ TM 本） さら 年

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

技術の開発
（■ゲノムファクトリー研究部門

（現 生物プロセス研究部門））

利用したDNAチップを販売（3D-GeneTM / 6000本）。さらに、2007年
6月にはシグマアルドリッチ社と試薬単体のworldwideライセンス契
約を締結

誰にでも見やすく、わかりやすいアクセシブルデザイ
ン

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
各種案内表示 標準化に寄与 規格に採用され 羽 空港

ン
（■人間福祉医工学研究部門
（現 ヒューマンライフテクノロジー研究部門））

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。

ウミホタルの光で生体情報を解析する技術
（■ゲノムファクトリー研究部門

物プ 究部

ノーベル化学賞を受賞した下村脩博士の研究成果を実用化研究し、
生体情報を読み解き明かす技術を開発、本技術を基本とした製品が

（現 生物プロセス研究部門）） 日米企業より販売

情報通信・エレクトロニクス
分野

超音波３次元タグの製品化と事故予防への貢献
（■デジタルヒューマン研究センター）

人間や物体の3次元位置をcmオーダで計測し、事故防止などに役立
つシステム

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

人体形状のモデル化と着心地の良い製品開発
（■デジタルヒューマン研究センター）

感性評価構造モデルに基づいた高付加価値製品・サービス開発

セラピー効果を持つロボット、パロの医療機器化
（■知能システム研究部門）

米国FDAによる医療機器として認定、科学的データでの心理的・生
理的・社会的効果が実証され、日本国内では1,300体を販売、デン
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（■知能システム研究部門）
社会 効果 実証 、 本国 , 体を販売、

マークでは2011年までに1,000体が導入予定



第２期主な社会インパクト事例 ―概要(3/6)―

分野
研究成果

（研究ユニット）
概要

高機能3次元視覚システム製品化と新規応用分野の
開拓 人間の高度な作業を支援する多様なシステムの開発に貢献

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

（■知能システム研究部門）
間 高度 作業を支援す 多様 開発 貢献

数理的システム検証技法の個人スキルアップと組織
への導入
（■システム検証研究センター）

ソフトウェアの上流（仕様書）～下流（ソースコード）の検査手法を産業
利活用化

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

RTミドルウェア
（■知能システム研究部門）

ロボット新産業へ向けてソフトウェア共通基盤を提供

画像特徴抽出法HLAC/CHLACの実用化と多分野へ
の展開

適応学習型認識方式により、動画像中の人物識別や異常検出を高
精度か リアルタイムに行える トウ アを開発

の展開
（■フェロー（大津）、情報技術研究部門）

精度かつリアルタイムに行えるソフトウェアを開発

デスクトップナノファクトリ
（■サステナブルマテリアル研究部門）

研究開発型フレキシブル製作システムの開発

ナノテクノロジー・材料・製
造分野

加工技術データベースの構築、公開、普及と維持
（■サステナブルマテリアル研究部門）

中小製造業の加工技術力強化に大きく貢献

電子状態計算プログラムの開発と公開
（■サステナブルマテリアル研究部門）

シミュレーションを利用したデバイス・バイオの研究開発に貢献造分野
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

（■サステナブルマテリアル研究部門）

ナノ粉体物性に関する測定技術
（■サステナブルマテリアル研究部門）

電子部品や薬剤・化粧品の製品開発に貢献
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コンポーネント方式の業務ソフトウェア開発システム
MZプラットフォーム
（■デジタルものづくり研究センター）

中小製造業の自社IT化に大きく貢献



研究成果

第２期主な社会インパクト事例 ―概要(4/6)―

分野
研究成果

（研究ユニット）
概要

調湿材料による新市場の開拓
（■サステナブルマテリアル研究部門）

ナノ多孔体の吸放湿特性解明と低コスト製造法の開発。調湿タイル
としてINAX社から製品化・販売（商品名：エコカラット）

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

（■サステナブルマテリアル研究部門） としてINAX社から製品化 販売（商品名： コカラット）

難燃性マグネシウム
（■サステナブルマテリアル研究部門）

環境負荷の小さい材料であるマグネシウムの研究開発。N700系新

幹線の全車両へのダイカスト荷棚受け部品として採用（出荷台数実
績：約２万個）

可能な製造産業を目指

スーパーインクジェット技術の開発と製品化
（■ナノテクノロジー研究部門
（現 ナノシステム研究部門））

スーパーインクジェット技術を利用した超微細パターン直接描画装置
を開発、微細パターン装置や超小型装置を販売

遺棄化学兵器（ACW）処理用の爆発容器の製品化 遺棄化学兵器を独自の耐爆容器技術を用いて超高温 高圧下で迅遺棄化学兵器（ACW）処理用の爆発容器の製品化
(■爆発安全研究センター）

遺棄化学兵器を独自の耐爆容器技術を用いて超高温・高圧下で迅
速に無害化

SiC（炭化ケイ素）エピタキシャルウェアの実用化
(■パワーエレクトロニクス研究センター）

省エネに貢献するSiCパワーデバイスの実用化を加速

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

電気絶縁性と柔軟性を両立させた新規レジスト材料
(■環境化学技術研究部門）

エレクトロニクス製品の小型軽量化、高性能化、長寿命化に貢献

バイオマスを用いた濃厚廃液の処理
(■環境管理技術研究部門）

処理が困難だった高濃度廃液の環境に優しい処理技術の創出と実
用化ために (■環境管理技術研究部門） 用化

電気化学デバイス用導電性固体材料データベース
(■ユビキタスエネルギー研究部門）

・企業、大学での研究開発に貢献

・三次元結晶構造図は教育機関で 教材としても活用

包括的環境影響評価による環境指向製品開発・普及
製品の環境適合評価によるグリ ン化推進と政策 事業活動 の応
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包括的環境影響評価による環境指向製品開発 普及
の推進
(■ライフサイクルアセスメント研究センター）

製品の環境適合評価によるグリーン化推進と政策・事業活動への応
用展開



研究成果

第２期主な社会インパクト事例 ―概要(5/6)―

分野
研究成果

（研究ユニット）
概要

曝露・リスク評価大気拡散モデル(ADMER)の開発
(■化学物質リスク管理研究センタ ）

化学物質の曝露とリスクを定量的な評価が可能(■化学物質リスク管理研究センター）
学物質 曝露 リ を定 評価 能

IPCCの2007年ノーベル平和賞受賞への貢献
(■エネルギー技術研究部門、
環境管理技術研究部門、
環境化学技術研究部門 安全化学研究部門）

IPCCのノーベル賞受賞の契機となった第4次評価報告書の策定に、

統括執筆責任者等として大きく貢献、地道な活動が大きく結実した事
例

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

環境化学技術研究部門、安全化学研究部門）

アスベスト代替ガスケットの開発
(■コンパクト化学システム研究センター）

従来からガスケットに用いられてきた膨張黒鉛製品に、耐熱粘土膜
を複合化させることにより、既存の非アスベスト製品よりも耐熱性、耐
久性、耐薬品性に優れ、さらにアスベスト製品並みの優れた取扱性
を実現したガスケット製品を開発

太陽電池性能・信頼性評価技術
(■太陽光発電研究センター）

太陽電池の性能・信頼性評価により太陽光発電の普及促進に貢献
するとともに、校正業務収入は約1600万円に到達

脱硫触媒技術によりクリーンな軽油製造に貢献
企業との提携により、クリーンな軽油製造のための高性能・長寿命の
脱硫触媒の商品化に成功し バイオディーゼル燃料製造の実証研究(■新燃料自動車技術研究センター）
脱硫触媒の商品化に成功し、バイオディーゼル燃料製造の実証研究
をアジア地域で実施中

地質文献データベースの普及と維持
（■地質調査情報センター）

地質図・地質文献を国内随一のデータベースにし、地球科学情報の
普及・提供を実施

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

活断層活動確率地図の整備と公開
（■活断層・地震研究センター）

活断層による地震発生確率地図の整備と公開

地圏環境リスク評価システム (GERAS）の開発と公開 地圏環境リスク評価システムを開発・公開し、産業用地等の土壌汚
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（■地圏資源環境研究部門） 染リスク管理に貢献



研究成果

第２期主な社会インパクト事例 ―概要(6/6)―

分野
研究成果

（研究ユニット）
概要

簡易型超音波エコー装置の開発と製品化
（■生産計測技術研究センター）

簡易型超音波エコー装置の開発と非医療分野への応用

周波数の遠隔校正の提供
（■計測標準研究部門）

周波数遠隔校正サービスの実現と産業界への普及

分散型熱物性データベースの開発と公開
（■計測標準研究部門）

省エネルギーシステム、デバイスの熱設計、先端材料開発の知的基
盤として寄与

電波行政ニーズに対応した高周波電力標準の緊急開
発
（■計測標準研究部門）

緊急開発した校正装置による標準供給により、電波法行政に関連す
る標準にトレーサビリティを確保

有機化合物スペクトルデータベースの普及と維持
（■計測標準研究部門）

化学分析、大学教育、材料研究等に大きく貢献

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

（■計測標準研究部門）

PCB標準物質とPCB分離剤の開発
（■計測標準研究部門）

分析精度管理、簡易分析法確立への寄与によりPCB廃棄物の適切・
迅速な処分の遂行に貢献

ファインセラミックス特性評価手法の工業標準化
（■計測標準研究部門）

機械的特性評価および化学分析手法のJIS・ISO化を主導
（■計測標準研究部門）

材料研究・開発・ものづくりを支援するスペクトルデー
タベースの開発と公開
（■計測標準研究部門）

材料・物性研究や素材産業、半導体産業などで必要とされる固体
NMRとオージェ電子分光の基準スペクトルデータベースを整備、公開

熱力学平衡計算ソフトの開発と製品化 材料研究 プロセス開発 環境問題等の研究開発 あるいは大学教熱力学平衡計算ソフトの開発と製品化
（■計測標準研究部門）

材料研究、プロセス開発、環境問題等の研究開発、あるいは大学教
育に寄与

多焦点撮像ユニット（MFU)の製品化
（■計測標準研究部門）

半導体組み立て工程を中心に、製品製造現場の各種検査工程にお
ける高精度・高スループット検査装置ユニットとして製品化
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カーボンナノ構造体X線源によりX線非破壊検査の応
用拡大に貢献
（■計測フロンティア研究部門）

３次元視覚システムを応用、日本大学歯学部との共同研究により「顎
運動三次元計測システム」を開発、新たに医療機器分野への展開を
模索。２００９年２月、第４回つくばベンチャー大賞を受賞



平成21年度社会インパクト事例 ―概要―

分野
研究成果

（研究ユニット）
概要 ページ

（研究ユニット）

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

フィルム状点字ディスプレイの実現
（健康工学研究部門）

産総研で独自開発したカーボンナノチューブ高分子アクチュエー
タを、民間企業の出資、共同研究、厚労省プロジェクトによって、
カード状点字デバイスへ展開、フィルム状触覚ディスプレイや電子
ブックなどのノート型触覚ディスプレイへの応用
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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

セラピー効果を持つロボット、パロの医
療機器化
（知能システム研究部門）

米国FDAによる医療機器として認定、科学的データでの心理的・
生理的・社会的効果が実証され、日本国内では1,300体を販売、
デンマークでは2011年までに1,000体が導入予定
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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

ものづくり支援ツールの開発・普及によ
り中小製造企業のIT化と技術力強化に
貢献
（先進製造プロセス研究部門）

熟練技術者の技能をデジタル化、加工技術のデータベース（登録
者10,000名以上）無料公開により、我が国の製造業の国際競争力
強化、人材育成・技能継承に貢献
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企業との提携により クリ ンな軽油製造のための高性能 長寿環境・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

脱硫触媒技術によりクリーンな軽油製
造に貢献
（新燃料自動車技術研究センター）

企業との提携により、クリーンな軽油製造のための高性能・長寿
命の脱硫触媒の商品化に成功し、バイオディーゼル燃料製造の
実証研究をアジア地域で実施中
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地質分野 地圏環境リスク技術開発により土壌汚
染評価に貢献

3次元的な土壌・地下水汚染のリスク解析を可能にする地圏環境
リスク評価システムGERAS 3を開発し 工場や自治体等の実務に 50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

染評価に貢献
（地圏資源環境研究部門）

リスク評価システムGERAS-3を開発し、工場や自治体等の実務に
普及・活用され、わが国の標準的な評価ツールとして確立
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標準・計測分野
産業基盤を構築する計量標準の整備と

カーボンナノ構造体X線源によりX線非
破壊検査の応用拡大に貢献
（計測フロンテ ア研究部門）

企業との共同研究により、カーボンナノチューブを利用した乾電池
で駆動する可搬型のX線源を開発。ポータブルなX線検査が可能
となり 非破壊検査の応用範囲拡大に貢献
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計測評価技術の創出 （計測フロンティア研究部門） となり、非破壊検査の応用範囲拡大に貢献

ベンチャー開発センター 株式会社サイトパスファインダー
武田薬品工業株式会社との非独占的実施許諾契約を含む技術
移転契約締結、ピージーアイエス株式会社の吸収合併により、産
業界における新薬開発の加速に貢献

52

46

ベンチャー開発センター 株式会社アプライド・ビジョン・シ
ステムズ

３次元視覚システムを応用、日本大学歯学部との共同研究により
「顎運動三次元計測システム」を開発、新たに医療機器分野への
展開を模索。２００９年２月、第４回つくばベンチャー大賞を受賞
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フィルム状点字ディスプレイの実現

高分子アクチュエータ技術開発によるやさしいインターフェース実現に貢献

フィルム状点字ディスプレイの実現
－ナノテク材料によるライフイノベーション－

インパクト

・産総研で独自開発したカーボンナノチューブ高
分子アクチュエータを 民間企業の出資 共同

カーボンナノチューブをアクチュエータの素材として
応用
柔軟性、弾力性を有する複合体電極を開発
高分子アクチュエータとして、発生圧で10 MPa以上、 分子アクチュエ タを、民間企業の出資、共同

研究、厚労省プロによって、世界初カード状点
字デバイスへ展開
・視覚障害者（全世界：約1億6千万人）に利用の
可能性

高分子アクチュ タとして、発生圧で10 MPa以上、
伸縮率で４％を達成
フィルム状点字ディスプレイという新規医療福祉デバ

イスへの応用に成功

可能性

フィルム状触覚（点字）ディスプレイ：在宅医療機器、
家電製品、携帯電話、ATM等の液晶表示代替等

4 mm

ノート型触覚（点字、触図）ディスプレイ：電子教科書、
電子ブック等への利用

薄い、軽量

4 mm
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図３ フィルム状点字ディスプレイの模式図

図１カーボンナノチューブ高分子
アクチュエータ構造模式図

図２. ３Vの電圧で変形するカーボンナ
ノチューブ高分子アクチュエータ



セラピー効果を持つロボット、パロの医療機器化

アメリカFDA（食品医薬品局）が、パロを医療機器に認定（2009年9月）、同12月から販売開始

デ が インパクト科学的なデータから以下のような効果が実証済み
・心理的効果

（元気付け、動機付け、退院意欲の向上など）
・生理的効果（ストレスの低減 脳機能の活性化など）

同免許制度はオランダ ノルウ 等でも導入

デンマークでは200名超がパロ・セラピスト
の免許を取得、約100か所で利用

生理的効果（ストレスの低減、脳機能の活性化など）
・社会的効果（コミュニケーションの活性化など）

精神医療への貢献
・同免許制度はオランダ、ノルウェー等でも導入
・日本国内では、累計約1300体の販売

精神医療 貢献
ロボット産業の活性化
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デンマークの高齢者向け施設にて

セラピー用メンタルコミットロボット・パロ
アメリカ・ワシントンDC、VA（退役
軍人省）メディカル・センターにて



ものづくり技能のデジタル化と形式知化技術の開発により、

ものづくり支援ツールの開発・普及により中小製造企業のIT化と技術力強化に貢献

製造プロセスのシステム化や人材育成に大きく貢献

インパクト製造業の後継者育成や高付加価値・低環境負荷

・中小製造業18社が自社システムとして運用中、ソ
フトウェアベンダー10社が技術移転契約締結済

製造業 後継者育成や高付加価値 低環境負荷
な製造を可能にするため、ものづくり現場の技能技
術を解明し、可視化する以下の技術を開発。

・設計／製造用アプリーケーションソフト開発支援

・熟練技術者の技能をデジタル化することにより

フトウェアベンダー10社が技術移転契約締結済
・加工技術データベースは、10,000名以上が利用

設計／製造用アプリ ケ ションソフト開発支援
ツール「MZプラットフォーム」を開発。

・技能継承支援ツール「加工技術データベース」を
開発、公開。 ・熟練技術者の技能をデジタル化することにより、

我が国の製造業の国際競争力強化に貢献。
・15の加工法の加工技術データベースを無料公開し、
人材育成・技能継承に貢献。

加工技

開発、公開。

加工技
術

設計技設計技

術
情報技術
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計測技
術



軽油中の硫黄低減（硫黄分<10ppm）を達成するため 産総研の特許実用化共同研究の中で

脱硫触媒技術によりクリーンな軽油製造に貢献

軽油中の硫黄低減（硫黄分<10ppm）を達成するため、産総研の特許実用化共同研究の中で、

工業規模の新規触媒製造技術を構築し、商品化に成功。

企業と 共同開発により 硫黄 リ 軽油製造用 インパクト

クリ－ンな軽油製造のための高性能・長寿命

・企業との共同開発により、硫黄フリー軽油製造用
の新規脱硫触媒”LX-NC10“の商品化に貢献。

・開発触媒を用いた脱硫により、法規制値であ

・商品化脱硫触媒は、国内外の製油所での硫黄フリー

の脱硫触媒の商品化に成功
☆市場規模：国内60億円、海外6,000億円

る軽油中の硫黄分許容限度10ppm以下まで、硫
黄を低減可能。

・開発した触媒は、従来の硫黄フリー触媒では 商品化脱硫触媒は、国内外の製油所での硫黄フリ
軽油生産に利用可能。

・ガソリン等の低硫黄化用触媒技術への波及が期待。

機能しないような低温でも脱硫性能を発揮。触媒
の長寿命化・燃料の高品質化に寄与。
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・バイオディーゼル燃料製造の実証研究をアジア地域
で実施中。
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サルファーフリー軽油製造用脱硫触媒
（NiMo系及びCoMo系触媒）

本触媒
により実現
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土壌汚染用に我が国で初めてリスク評価システムを開発

地圏環境リスク技術開発により土壌汚染評価に貢献

土壌汚染用に我が国で初めてリスク評価システムを開発、
産業や社会に広く普及、公的採用から標準ツールに

インパクト

場 事業所 自治体等 普 数 件

・土壌・地下水を含む地下環境を３次元的に
モデル化

・環境汚染物質の移動や変換を定量評価
工場、事業所、自治体等の普及数900件以

上、土壌汚染評価用の基本ツールとして確立

環境汚染物質の移動や変換を定量評価
・土壌・地下水汚染の健康リスクを評価
・土壌層の不飽和帯と地下水層の飽和帯を

考慮した多相流動解析が可能

オンサイト（例えば工場） オフサイト（例えば住宅地）

・事業所や自治体等の実務に普及・活用。
・土壌汚染対策のリスク軽減とコスト低減の

定量評価が可能。
GERASのイメージ図

事業所等
302

教育機関
72

その他
20

自治体等
65

浄化企業

主な用途
自社内のリスク管理
サイトアセスメント
環境リスクの把握
浄化のリスク軽減効果汚染物質

蒸発

移流・拡散

地質調査業

浄化企業
120

浄化のリスク軽減効果
調査結果の検証
浄化コストの算定
不動産の取引
リスクコミュニケーション
自治体の自主調査

GERASの

普及状況

不飽和層

飽和層

汚染物質
井戸

毛管帯

水相への溶解

浸透

トラップ

溶解体の移流・拡散

油，水，ガスの三相流

LNAPLの移流・拡散

軽質分の揮発・拡散

51
自主的取り組み

137

企業マネジメント
156

地質調査業
124 環境教育

大学などの教材
個人的な使用

飽和層

不透水層

溶解体の移流 拡散

DNAPLの移流・拡散



株式会社ライフ技術研究所との共同研究によりカーボンナノ構造体電子源による

カーボンナノ構造体X線源によりX線非破壊検査の応用拡大に貢献

乾電池駆動非破壊検査用X線源を開発

インパクト針葉樹型カーボンナノ構造体電子源を用いたX インパクト針葉樹型カ ボンナノ構造体電子源を用いたX
線管の開発
・120keV以上の高エネルギーX線の発生
・高電流密度、高い安定性
ヒ タ やフィラメント不要

世界初！乾電池で動作するX線源により
ポータブルX線検査が可能に

・ヒーターやフィラメント不要
乾電池駆動X線源の開発
・カーボンナノ構造体X線管を用いたX線源
・単三乾電池１個で100枚以上の透過像の撮影

・空港手荷物検査の迅速化への応用
→企業、関係機関と共同で空港検査用の

ー保安検査、インフラ診断等への応用ー

単 乾電池 個で 枚以 の透過像の撮影
可能

・重量4kg以下で、何処にでも持ち運び可能

企業、関係機関と共同で空港検査用の
装置開発プロジェクトを推進

・その場X線検査が可能に
→立木材質評価用ポータブル非破壊検査装置、

プラント配管検査のためのX線検査技術を開発プラント配管検査のためのX線検査技術を開発
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電極付碍子（外径約10cm）

（左）とそのＸ線透過像（右）

可搬型乾電池駆動
X線源

針葉樹型カーボンナノ構造体
(左上)とそれを用いたX線管 配管部品のＸ線透過像



有限事業責任組合エシキャットジャパン株式会社サイトパスファインダー

2009年6月、ファーマコジェノミクス（ＰＧｘ）に経験豊富なピージーアイエス
（株）を吸収合併し、新薬開発の加速に貢献。

□設立日：2004年12月20日
会社概要 インパクト

創薬 究 着 す ピ ジ□設立日：2004年12月20日
□分野：ライフサイエンス
□事業概要：

「トランスフェクションアレイ」技術を基盤として、

創薬研究開発に着手するため、ピージーア
イエス（株）を吸収合併

・2009年6月、新たにファーマコジェノミクス※に経験
豊富なピージーアイエス（株）を吸収合併し、自社のトラ

医薬品の研究開発及び製薬業界における創
薬プロセスの効率改善に資するソリューショ
ンの提供

豊富なピ ジ アイエス（株）を吸収合併し、自社のトラ
ンスフェクション技術との融合により、本格的に創薬研究
開発事業に着手。

※特定疾患群の患者に共通な遺伝的特徴を把握し、その疾
患に 適な薬剤の開発を目指すもの。

促進剤なし 促進剤あり促進剤なし 促進剤あり

細胞細胞

患に 適な薬剤の開発を目指すもの。

国内大手製薬メーカとの技術的連携を実
現

※促進剤のひとつﾌｨﾌﾞﾛﾈｸﾁﾝを用いた例

効率
アップ
効率
アップ

・2006年3月参天製薬、2006年4月杏林製薬等との
共同研究契約締結、及び2008年10月武田薬品工業
との技術移転契約締結等国内大手製薬メーカとの技術
的連携を実現。
・2007年10月東京都ベンチャー技術大賞において 「トラ
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※促進剤のひとつﾌｨﾌ ﾛﾈｸﾁﾝを用いた例
（米国特許成立済 US6,905,878）

トランスフェクションアレイ技術

2007年10月東京都ベンチャ 技術大賞において、「トラ
ンスフェクションアレイシステム」が「奨励賞」を受賞。

東京都ベンチャー技術大賞授与式



有限事業責任組合エシキャットジャパン

２００９年２月 つくばベンチャ 大賞を受賞

株式会社アプライド・ビジョン・システムズ

２００９年２月、つくばベンチャー大賞を受賞。

日本大学との共同研究により、新たに医療機器分野へ挑戦。

□設立日：2004年11月25日
会社概要 インパクト

くばベ 大賞を受賞
設立日 年 月 日

□分野：情報通信・エレクトロニクス
□事業概要：

多分野・多目的に利用できる高機能３次元視覚
システムＶＶＶの研究開発を基に 開発委託 パ

・ＮＰＯ法人つむぎつくばが主催する「第4回つくばベン

つくばベンチャー大賞を受賞
（２００９年２月）

システムＶＶＶの研究開発を基に、開発委託、パッ
ケージ商品および本技術を利用したデバイスとラ
イセンス提供を行う

チャー大賞」において大賞を受賞。事業・技術の新規性・
卓越性等が評価されたもので、産総研技術移転ベン
チャーとして、大賞は初の受賞。

日本大学との共同研究に基づき、顎運
動３次元計測システムの開発に着手

・日本大学松戸歯学部等との共同研究に基づき、入れ歯
作製やインプラント治療等歯科治療に重要となる患者の顎
関節の3次元計測及び咬合器へのデータ移転を可能とす
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ることにより、簡易、かつ、低価格等の普及型の装置開発
に着手。

つくばベンチャー大賞授与式
顎運動３次元計測システム



成果の社会への発信と普及成果の社会への発信と普及

広報活動の実績広報活動の実績
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イノベーションハブの理解促進に向けた取り組み

産総研の特徴ある研究成果と連携の枠組みを積極的に発信することにより、産総研
がイノベーションを推進するために必要な多様な能力と高い可能性を持つことについ
て、産業界と国民への理解促進。

◆第２回産総研オープンラボを平成21年10月に開催
• 企業との連携を強化するきっかけになることを目指す

○産業界などへのアプローチ

企業との連携を強化するきっかけになることを目指す
• 産業界を中心に来場者数3,068人
• 約200室のラボ公開を含む合計300の展示 オープンラボにおける

「メガソーラー」の説明のガソ ラ 」 説明
様子 研究カタログ

◆プレス発表
産総研の特徴ある研究成果に いて 積極的にプレス

○マスコミを通じての情報発信
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プレス発表総件数

産総研の特徴ある研究成果について、積極的にプレス
発表することで、産総研が持つ多様で総合的な研究開
発能力がイノベーション推進に重要であることを、産業
界と国民に向けて発信
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本格研究の理解促進に向けた取り組み

第２種基礎研究を軸とした「本格研究」の理念・方法・成果を積極的に発信することに

○学術誌「 和文版及び英文版 季刊発行

より、社会との接点を有する研究開発を行う産総研の姿勢と実績について、産業界と
学界の理解を促進。

○学術誌「Synthesiology」和文版及び英文版の季刊発行

◆ 「第2種基礎研究」と「製品化研究」のプロセスと成果を記述した学術誌「Synthesiology」
を和文版と英文版で発行（各季刊で4回発行）

◆広報誌（年12回）、単行本「産総研ブックス」（産総研の研究

○各種出版物による情報発信

◆広報誌（年 回）、単行本 産総研 ック 」（産総研 研究
課題をわかりやすい形で紹介）を1巻発行

広報誌「産総研TODAY」 産総研ブックス 学術誌「Synthesiology」
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広報の質の向上に向けた取り組み

社会に対する説明責任を果たすことにより、国民の理解を得て、産総研の社会的信

○展示施設

頼を確保。

◆サイエンス・スクエアつくば
展示物42点のうち8点を 新の研究成果内容にリニューアルし、特別展を1回実施
平成20年度43,702名→ 平成21年度47,928名（前年度比10％増）

◆地質標本館◆地質標本館
元素周期表を 新のものに改修、事務職員を解説員として養成、特別展を3回実施
平成20年度44,610名→ 平成21年度48,287名（前年度比8％増）

○イベント 講演会

◆研究ユニット等が主催するイベント・講演会を218回実施

◆一般向けのイベント

○イベント・講演会

◆ 般向けのイベント
外部イベントに積極的に出展し、産総研のイメージを広く定着させる

産総研キャラバン特別展（7回）、出前講座・実験教室（23回）、
地質標本館による体験学習イベント（7回）

産総研キャラバンの様子
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ステークホルダーとの双方向のコミュニケーションにより、産総研の活動全般に対す
る理解と信頼を確保

広報の質の向上に向けた取り組み

◆つくばセンタ および地域センタ において オ ル産総研として一体感を持って開催

○一般公開

る理解と信頼を確保。

◆つくばセンターおよび地域センターにおいて、オール産総研として一体感を持って開催

来場者数（全体） 平成20年度 11,267名 → 平成21年度 13,618名

○サイエンスコミュニケーション事業の実施

◆サイエンスカフェ

「産総研サイエンスカフェ」を平成21年度につくば市内で6回実施

○サイエンスコミュニケーション事業の実施

一般公開の様子◆出前講座・実験教室（小学生から一般市民を対象）

研究者の出前講座・実験教室を２３回実施し、科学技術の理解増進に貢献

プ◆サイエンスキャンプ（ＪＳＴ主催）

計30名の高校生を受け入れ、科学技術への理解増進に取り組んだ。

産総研サイエンスカフェの様子

○インタ ネ トを通じた情報発信

◆ホームページを積極的に見直し、産総研全体の「見える化」を推進
◆定期的なメールマガジンの配信（月２回配信）

創刊号（平成15年6月2日）から通算170回

○インターネットを通じた情報発信

・創刊号（平成15年6月2日）から通算170回。
・平成22年4月現在の配信数は4976件。 産総研公式ＨＰ トップページ
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広報効果の把握と第3期に向けた取り組み

広報活動の効果を適確に把握することにより、広報のＰＤＣＡサイクルを有効に回し、

◆外部専門家による「広報委員会」を新たに設置

第３期に向けて更なる効果的な広報活動を実施。

○外部有識者から広報活動への意見聴取

◆外部専門家による「広報委員会」を新たに設置

把握した広報活動の効果を評価する体制を整え1回開催
第3期中期計画における広報戦略及びアクションプランへ反映

一般国民が手軽に産総研を知ることができる有効な手段の一つであるホーム一般国民が手軽に産総研を知ることができる有効な手段の一つであるホーム般国民が手軽に産総研を知ることができる有効な手段の つであるホ ム般国民が手軽に産総研を知ることができる有効な手段の つであるホ ム
ページの抜本的な改善を行う。（現在、所内ページの抜本的な改善を行う。（現在、所内HPHP検討検討委員会にて外部専門家によ委員会にて外部専門家によ

る広報委員会の委員る広報委員会の委員の意見も踏まえつつ検討案を作成中、平成２２年１０月を目の意見も踏まえつつ検討案を作成中、平成２２年１０月を目
途に改修予定 ）途に改修予定 ）途に改修予定。）途に改修予定。）

また、広報誌、メールマガジン等の様々な広報手段を活用し、効率的かつ効果また、広報誌、メールマガジン等の様々な広報手段を活用し、効率的かつ効果
的な広報活動を推進する。的な広報活動を推進する。

報道機関等を通じた情報発信を積極的に実施するとともに サイエンスカフ報道機関等を通じた情報発信を積極的に実施するとともに サイエンスカフ報道機関等を通じた情報発信を積極的に実施するとともに、サイエンスカフェ、報道機関等を通じた情報発信を積極的に実施するとともに、サイエンスカフェ、
出前講座、実験教室等の国民との対話型活動も充実させる。出前講座、実験教室等の国民との対話型活動も充実させる。
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