
（１） 研究シ－ズを市場に結びつけるために様々な政策的予算制度の創設

内部シ－ズ市場化のための多様な予算制度

場 算
（２） イノベ－ション創出プロセスとしての機能強化のための制度の連携
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ハイテクものづくりプロジェクトの概要

基礎研究シ－ズを可視化、市場化プロセスにのせるため実施し、特許実用化共同研究、企業への技術
移転やＮＥＤＯ等の外部資金獲得などにつなげる移転やＮＥＤＯ等の外部資金獲得などにつなげる。

予算額：年間1000～3000万円／件（ 長２年間）採択スキ－ム 研究

研究シーズ プロトタイプ
所内公募 シ－ズの

見える化

研究シ ズ プ トタイプ

平成21年度7課題（H20継続7課題）
・ナノリューブリケーション技術の実証

書類審査

研究コーディネータ
ＩＰインテグレ－ション、ベンチャ－創設、技術移転、外部プロジェクト等

ナノリュ ブリケ ション技術の実証
自動車駆動系の摩擦抵抗低減に貢献するナノスケール周期構造を得る技術を開発

・プラスチック基材上への可視光透過・熱線反射コーティングの実証
年間冷暖房負荷の低減が期待できる可視光透過・熱線反射コーティング作製に成功

・ニューロコミュニケーターの開発
脳内意思を解読して外部機器を操作する意思伝達支援装置を開発

ヒアリング審査

脳内意思を解読して外部機器を操作する意思伝達支援装置を開発
・CMP処理後のマイクロクラック検出装置の開発
高信頼性デバイス製造に要求されるウェハ上の欠陥検出技術を開発

・有機ナノチューブ連続合成装置の開発と実証
有機ナノチューブの連続合成に加えて、微粒子のカプセル化への展開を図ることに成功

実行委員長（研究顧問）、研究コ－ディネ－タ、
総括企画主幹、知的財産部門、
産学官連携推進部門、ＴＬＯ、
ベンチャ－開発センタ－、技術情報部門

・ジーンズをはいてIC製造を可能にする密閉化搬送システムの開発
超低コストで高品質な集積回路製造が可能な装置プロトタイプの動作安定性の飛躍的向上に成
功

・遺伝子解析技術に基づく簡易型識別装置の開発 －食の安全確保への応用－
クロマグロの産地の識別に役立つ領域の配列を決定し、解析装置を開発

採択

ベンチャ 開発センタ 、技術情報部門

27

クロマグロの産地の識別に役立つ領域の配列を決定し、解析装置を開発

Ｈ１４年度制度開始／平成２１年度７課題（Ｈ２０継続７課題）実施／終了４５課題
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ハイテクものづくりプロジェクトの実施例

ニュ－ロコミュニケ－タ－の開発
（平成２０ ２１年度）

研究シ－ズの「見える化」研究シ－ズの「見える化」

（平成２０～２１年度）

重度運動障害者の自立支援に向けて、
脳波計測による意思伝達装置「ニュ－ロコミュニケ－タ－」を開発

モバイル脳波計

脳波計測による意思伝達装置「ニュ ロコミュニケ タ 」を開発

・発話や書字が困難な重度の運動障害者でも脳活動により意思を伝達できることに期待。
・超小型の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により、操作性に
優れる。

・ 大500種類以上のメッセ ジが生成可能で アバタ （自分の分身となるCG：コンピュ
システムの概要

・ 大500種類以上のメッセ－ジが生成可能で、アバタ－（自分の分身となるCG：コンピュ
－タ－グラフィックス）がメッセ－ジを人工音声で読み上げる。

参考）2010年4月8日（木）NHK総合「首都圏ネットワ－ク」にて紹介

・ 「頭部運動による入力装置及び方法」特願 2009-075366
・ 「脳情報を表示する地図、作成方法及び該地図の使用方法」特願 2009-131964

研究シ－ズ研究シ－ズ

28

脳情報を表示する地図、作成方法及び該地図の使用方法」特願 2009 131964
・ 「意思伝達装置及び意思伝達方法並びにプログラム」特願 2009-156517 
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インパクトのある大型の技術移転

ＩＰインテグレ－ション

インパクトのある大型の技術移転へ

ライセンス ベンチ 創業

特許調査 市場調査 追加研究 特許網構築

ライセンス・ベンチャ－創業

保有特許を束ねて製品イメ ジを明確にし 産業テ マを抽出

特許調査、市場調査、追加研究、特許網構築

保有特許を束ねて製品イメ－ジを明確にし、産業テ－マを抽出

物理系ユニット
特許第123456A号
特許第123456B号

情報処理系ユニット
特許第234567F号
特許第234567G号

機械系ユニット
特許第345678K号
特許第345679L号特許第123456B号

特許第123456C号
特願平13-15151D号
特願平15-16161E号

特許第234567G号
特願平14-13131H号
特願平14-13131J号

特許第345679L号
特願平15-12121M号
特願平16-00001N号
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球状ナノ粒子の開発と応用（反射防止フィルムへの応用） H19～21年度実施

ＩＰインテグレ－ションの実施例

>> 応用イメージを明確にした追加研究を、産総研内のポテンシャルを結集して実施

１ ナノ粒子合成 粒径制御
出願済特許
特願2006-273647ほか
（産総研出願の基本特許）

材料系の拡大、知財強化

高屈折率層
（金属酸化物ナノ粒子含有ポリマー層）

４．光学特性評価
光技術RI

１．ナノ粒子合成、粒径制御
先進製造プロセスRI

材料系の拡大、知財強化

種々の酸化物ナノ粒子

およびその応用開発

ベースフィルム

断面
模式図

コアシェル型酸化物
ナノ粒子

反射防止

ルム の応用３ ポリマ 膜解析 評価

２．ナノ粒子分散ハイブリッド
生産計測技術RC

ナノ粒子
フィルムへの応用３．ポリマー膜解析・評価

ナノテクノロジーRI

知財強化と実用化に必要な追加研究

製造プロセス
の簡略化、高
性能化に期

実用化に向けた知財の集積から

知財強化と実用化に必要な追加研究
→追加特許出願 （国内８件、外国４件）

待

知財コ－ディネータ・TLO
特許（技術）の強み分析・ニーズ調査

30

実用化に向けた知財の集積から、
大型技術移転の共同研究へ展開

実用化への展開のシナリオ検討
研究開発の協力体制作り
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産総研産業変革研究イニシアティブ（産業変革イニシアティブ）

産業変革を先導する戦略的な産学官連携プロジェクト

● 新産業創成への現状の課題とそれを克服するための明確なシナリオを共有

● 複数の異分野・異業種企業との産学官連携プロジェクト● 複数の異分野 異業種企業との産学官連携プ ジ クト

● 大型予算（数億円/年）の投入による短期間（２～３年間）でのプロトタイプ開発を通し、
目に見える成果の発信を目指す

● 平成２１年度 実施課題３件（新規課題１件、継続課題２件）
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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 平成２１年度継続課題（１/２）

●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

32

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
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産業変革イニシアティブ 平成２１年度継続課題（２/２）

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 イオマス 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）

33

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
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産業変革イニシアティブ 平成２１年度新規課題

生物・情報融合化解析システム（Ｈ２１～Ｈ２４）生物 情報融合化解析システム（Ｈ２１ Ｈ２４）

●目的：生物解析と情報解析の融合化によるゲノム情報の効率的産業利用

●産総研の取組み：大規模な複数種類の生物情報を用いて、信頼性の高い解析を可能にする統●産総研の取組み 大規模な複数種類の生物情報を用いて、信頼性の高い解析を可能にする統

合化ソフトウェアの設計、および迅速な解析を可能にする生体分子解析設備

によるシステム化。連携企業のニ－ズと技術連携による実証。

●産総研の実施体制：生物プロセスＲＩ、生命情報工学ＲＣ

●連携企業：契約内容を検討中 情報技術の融合生体分子 生物機能の迅速な利用

平成２１年度実績 物質生産（生理活性

生物解析

情報解析
大規模
情報

平成２１年度実績

設備整備、原理設計と実証

従来の方法 物質生産（生理活性
物質、化成品原料な
ど）、医薬品開発など

PC、研究者の知識、
実験による解析は
時間を要する。

特記事項

二次代謝系生合成遺伝子に関
する高効率な解析系を構築した

人
々
の
賞
賛

ゲノム塩基配列情報
遺伝子発現情報など

ゲノム情報の
産業利用

ゲノム情報の爆発
的増加による産業
利用効率の低下

曖昧性の高い
生物情報から、
標的遺伝子など
を効率的に推定
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する高効率な解析系を構築した。

理想・夢 悪夢 現実・産業
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高信頼性太陽電池モジュ－ル開発・評価コンソーシアム（企業との大型連携事例）

●太陽光発電コストの大幅低減のために必須の太陽電池モジュ－ルの信頼性向上・長寿命化に求められる●太陽光発電コストの大幅低減のために必須の太陽電池モジュ ルの信頼性向上 長寿命化に求められる

基盤技術をボトムアップさせ、国際標準化も図ることにより、わが国太陽光発電産業の国際競争力を強化

することを目的とする。

●民間企業３１社（部材を生産する主要化学メ カ をほぼ網羅）と共同で研究開発を推進●民間企業３１社（部材を生産する主要化学メ－カ－をほぼ網羅）と共同で研究開発を推進。

産総研の役割：
・ 実用サイズの太陽電池モジュ－ルの試作・評価体制を構築・提供する （国内の大学・研究機関で唯一）実用サイズの太陽電池モジュ ルの試作 評価体制を構築 提供する （国内の大学 研究機関で唯 ）。
・ 各社の新規部材・新規構造の信頼性を屋外曝露試験や加速試験などを通じて評価・検討。
・ コンソ－シアム参加企業から派遣された共同研究員に必要な技能を習得させて人材も育成し、オ－ル

ジャパン体制での開発促進を図る。

平成２１年度実績

小型モジュ－ル用試作・評価

試作 分析 標準 拠点

新部材開発
信頼性向上

設備を整備。各企業の新部材に

よる試作・評価を開始。

大型モジュール試作
・試験設備（九州）

試作・分析・標準化拠点
（つくば）

企業

信頼性向

国際標準
協力

特記事項

実用サイズモジュ－ルの試

作 評価設備を整備中 部
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企業 企業 競争力強化
協力・
競争

知財
確立

作・評価設備を整備中。一部

は既に稼働中。
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び 学 ズ 体 産総

オ－プンイノベ－ションシステム構築への取り組み

＜カ－ブアウト事業＞

企業および大学内Ｒ＆Ｄシ－ズを人材と一体で受け入れ、産総研の技術との融合により
競争力を高め、産業化を目指す事業
産総研の研究チ－ムを単位として企業に異動し、産業化を実現する事業

目的： ・Ｒ＆Ｄ成果を我が国全体で流動させ、事業化する仕組みの構築
・企業および大学内に埋蔵されている知を元に起業するダイナミズム
・技術流出、人材流出の抑止

平成２１年度実績：
平成２１年１０月より民間企業から１件、技術と人材を受け入れ、ベンチャ－開発センタ－のスタ－トアッ

プ開発戦略タスクフォ－スとスタ－トアップ・アドバイザーによるベンチャ－事業化を推進。開発戦略タ タ 事業 を推 。
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先端機器共用イノベ－ションプラットフォ－ム

● 2009年6月より IBEC IP本格運用開始

（IBEC Innovation Platform：IBEC-IP）

● 2009年6月より IBEC‐IP本格運用開始。
● 産総研の保有する機器・設備を社会と共有することで、産総研内外のノウハウを必要に応じ
て有機的な連携を推進。（利用実績：外部利用 151件、所内利用：1056件）

● 異分野融合の促進 新規研究分野への参入障壁の低減 研究開発支援や技術移転による● 異分野融合の促進、新規研究分野への参入障壁の低減、研究開発支援や技術移転による
ソリュ－ションを提供。

● 人材の育成（技術研修等：475件）を通じて、協創の場としてのオ－プン・イノベ－ション・
プラットフォ－ムを提供プラットフォ－ムを提供。

所内利用者外部機関利用者 所内利用者外部機関利用者

研究環境整備部門先進製造プロセス研
光技術研究部門（代表）
セルエンジニアリング研究部門

IBEC 相談窓口
（ナノ電子デバイス研究センター ナノプロセシング施設）

先端機器共用イノベ シ ン

研究環境 備部門
テクニカルセンター

分析セクション
（ATSC）

先 製 研
究部門

MEMS開発専用
施設（MEMS-F）

セルエンジニアリング研究部門
計測フロンティア研究部門
生物機能工学研究部門
エネルギー技術研究部門
先進製造プロセス研究部門
ユビキタスエネルギー研究部門

電子顕微鏡支援施設
（TEM-PJ）

ナノ電子デバイス研究
センター
ナノプロセシング施設

（NPF）
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先端機器共用イノベ－ション
プラットフォ－ム

（ＩＢＥＣ－ＩＰ）パンフレット IBEC-IPの運営体制



研究施設等の収益目的事業のための貸付

事業化の加速

収益事業貸付

事業化の加速

新産業共同研究 新産業
創出

産総研施設等の
収益事業貸付

企業と産総研の
共同研究事業

独自技術 る成果活
・知財等成果の共有

・効果的な技術移転

・独自技術による成果活用
・産総研法４号業務
（成果の普及）
・企業単独の収益事業への
貸付（製造物責任）

Ex. 完全密閉型植物工場
拡散 な う封 めが 能

第２種基礎研究

Ex. 遺伝子組み換え植

技術シ－ズ

貸付（製造物責任）

・拡散しないよう封じ込めが可能
・生産物の発言量を 適化する
条件とコスト検証が容易

物の高度利用技術

第１の悪夢 第２の悪夢

第１種基礎 第２種基礎 製品化研究

H2１年度実績No.70138



地域センターの研究重点化

北海道センター：バイオものづくり技術
地域ニーズ：バイオ産業・農工連携の形成地域ニ ズ：バイオ産業 農工連携の形成
拠点の特徴：完全密閉型遺伝子組換え植物工場等を利用した、バイオ製
品の製品化

東北センター：低環境負荷化学プロセス技術
地域ニーズ：粘土鉱物や超臨界技術など 地域資源や地域技術集積を活地域ニ ズ：粘土鉱物や超臨界技術など、地域資源や地域技術集積を活
かした低環境負荷ものづくり
拠点の特徴：環境にやさしい材料合成に関するシーズ低環境負荷化学生
産プロセス

関西センタ ビキタスエネルギ 技術 医工連携技術 臨海副都心センタ関西センター：ユビキタスエネルギー技術、医工連携技術
地域ニーズ１：電池関連産業の高い集積
拠点の特徴１：蓄電池の製品化及び診断・評価技術、研究組合（LIBTEC)
地域ニーズ２：医療関連産業の高い集積
拠点の特徴２：幹細胞利用技術の実用化。人間の機能や活動を支援する技術の

臨海副都心センター：
バイオ・IT融合技術
地域ニーズ：医療関連・バイオ
産業、IT産業の高い集積
拠点の特徴 バイオテクノロ

中部セ タ 先進材料プ セ 技術

拠点の特徴２：幹細胞利用技術の実用化。人間の機能や活動を支援する技術の
製品化

拠点の特徴：バイオテクノロ
ジーとITの融合による先端研
究

中部センター：先進材料プロセス技術
地域ニーズ：自動車、金属工作機械、電子機器等
のものづくり産業の振興
拠点の特徴：材料・製造に関するシーズを活かした
産業用途の部材化技術

中国センター：バイオマスエネルギー技術
地域ニーズ：森林資源の有効利用
拠点の特徴：バイオマスプラント、木質系バイオマスのエ
ネルギー関連技術

九州センター：水素エネルギー技術、生産計測技術
地域ニーズ１：水素エネルギー利用先導地域の形成
拠点の特徴１：水素・貯蔵輸送技術

四国センター：健康工学技術
地域ニーズ：健康に関する予知・診断の高度化

産業用途の部材化技術ネルギー関連技術
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地域ニーズ２：半導体及び関連産業の振興
拠点の特徴２：計測・評価技術に関する技術シーズの実用化、生産計測ソ
リューションの提供

康 度
拠点の特徴：バイオマーカーに関する技術開発
シーズの実用化、微細加工技術を利用した予知
診断バイオデバイスの民生品化



地域センターの研究重点化 －北海道センター(1/2)－

○世界初の“植物工場システム”を用いて、医薬品原料の高効率生産が可能であることを実証○世界初 植物 場シ テ を用 、医薬品原料 高効率 産 可能 ある を実証
すると共に、完全人工環境下で、土を用いること無しに、イチゴ、ジャガイモ、イネ等、多様な
植物の高収量栽培が可能であることを実証

○地域基盤産業の一つである農業へ新技術として展開が期待されている。

・イチゴを用いて、わずか２０畳程のスペースで、年間１００万頭以上のイヌの歯周病治療薬原料 （イ
ヌインターフェロン）の生産が可能である事を実証。

技術のポイン
ト

ヌインタ フェロン）の生産が可能である事を実証。

・これまで植物工場で不可能といわれていた根菜類（ジャガイモなど）の安定的水耕栽培技術（土を使
わない）の開発に成功。

・植物工場において、イネの収穫を３ヶ月程度に短縮、ジャガイモは、半年で畑の５倍以上の収穫が
可能 とを実証

・イチゴによるイヌインターフェロン製剤は 共同研究先の地域企

可能ことを実証。

地域への貢献
・イチゴによるイヌインターフェロン製剤は、共同研究先の地域企
業等により２～３年以内に製品化の見込み。
・植物工場のサプリメントや機能性食品生産システムとしての応
用の可能性が示され、北海道の新しい産業振興に資することが
期待されている。（地域のサプリメント生産企業との共同研究を
開始）
・ジャガイモの土を使わない栽培技術は、甚大な被害のある土壌
病虫害を回避するため 新たな高品質・高生産技術として 地域
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病虫害を回避するため、新たな高品質・高生産技術として、地域
農業への貢献が期待されている。



○ウミホタルルシフェラーゼに導入した蛍光色素を、生体内化学反応により生体透過性の高

地域センターの研究重点化 －北海道センター(2/2)－

い近赤外線を発光させ、がん細胞を可視化し、外科的な手術無しで、がんの位置を体外か
ら特定することを可能にした。

技術のポイント
・生物発光を利用しているため、手術や外部から
の放射線や紫外線を当てる必要の無いがん細胞 liz

ed
 v

al
ue

1

0.8

0.6

liz
ed

 v
al

ue

1

0.8

0.6の放射線や紫外線を当てる必要の無いがん細胞
評価法であり、大型施設や大型機器を持たずとも
行なうことができる
・微小ながん組織であっても特定することができる。
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地域への貢献

400 500 600 700
Wavelength (nm)

体内を透過する近赤外
光を実現

未来創薬・医療イノベーション拠点として環境整
備が進められている北海道大学との連繋により
研究開発を進めており、北海道地域産業クラス研究開発を進 おり、 海道 域産業クラ
ター計画の「北海道バイオ産業成長戦略」の重点
分野である「健康・医療」分野において、北海道の
新しい産業振興に資することが期待されている。
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ガン細胞をイメージング



○ 超臨界二酸化炭素を利用した有機溶媒を使わない表面改質と薄膜塗装技術を開発

地域センターの研究重点化 －東北センター(1/2)－

○ VOC発生を大幅に低減するとともに高意匠性に優れた特性

地域への貢献

光学部品メ カ

光学器械メーカ

宮城県産業技

高級木工家具メーカ

光学部品メーカ

加美電子

CO2塗装ロボット高意匠性
二酸化炭素スプレー塗装

塗料
メーカ

関東
自動車

東北大
加美電子

術総合センター 大氣社

塗装技術の実用化へ二酸化炭素塗装技術超臨界技術の開発
産総研

東北センター

宮城県内の加美電子工
業で実用ロボット塗装ラ

インに設置

宮城県内進出の自動
車・部品産業（関東自動

車等）への波及展開

地域関連企業等

地域外企業等
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第３回ものづくり日本大賞特別賞受賞技術の地域展開



○ 東北地域企業の各種技術課題を解決するため、東北地域の大学・高専、公設研、県産業振興センター等
（参 機関）からなる「東北地域イ ベ シ ネ ク運営協議会 を設立

地域センターの研究重点化 －東北センター(2/2)－

（参画25機関）からなる「東北地域イノベーションネットワーク運営協議会 」を設立。

○ 研究開発環境支援事業では東北地域の主要産業である輸送機械、電気・電子、食品分野で評価技術等
の基盤技術を整備。

【実施体制】
運営協議会

（事務局：産総研東北サテライト）

（産総研・公設研・大学・産業支援機関等、参画25機関）

大学等ﾈｯﾄﾜｰｸ公設研ﾈｯﾄﾜｰｸ
広域連携Ｎ広域連携Ｎ

研究開発環境支援事業 技術支援協働事業 共同体形成促進事業 共同体形成促進事業

・産総研・公設研・大学
広域連携ネ トワ クの 大学等ネ トワ ク

広域連携Ｎ

Ｗ

広域連携Ｎ

Ｗ

産業技術支援 デ
産総研 公設研 大学

シーズの整理と新技術

マップ作成

・新技術課題の試験調査

・広域連携ネットワークの
構築・整備

・技術支援情報・機器開放

のＤＢ化と共有化
・技術支援人材の育成

・大学等ネットワーク
（国公私立大学協議会）

・ＦＡＱ-ＤＢ作成ＷＧ
技術開発ロードマップ作成ＷＧ

・産業技術支援コーデイ

ネータの配置による技

術支援

技術支援人材の育成

輸送機械分野：新素材・機能性材料の 適加工・欠陥評価技術、
電気電子分野：製品に係る規制や評価基準の確認を定量的に評価する計測・評価技術、
食 品 分 野 高品質かつ安全な食品の食感を予め設計 評価する技術

地域への貢献
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食 品 分 野 ：高品質かつ安全な食品の食感を予め設計・評価する技術
等の基盤技術を、東北６県公設研と連携し整備。技術支援ネットワークによる地域産業競争力の強化を計る



地域センターの研究重点化 －臨海副都心センター－

○質量とも世界 大の6万個のヒトゲートウエイ・エントリークローンセットを作製した。ま た、それら
に関連した各種 情報を整理したデ タ ベ を構築し 公開した

わが国が保有する世界 多 FLJクロ ン （NEDO FL DNA プロジ クト)

ヒトｃヒトｃDNADNAリソースリソース

に関連した各種の情報を整理したデーターベースを構築し、公開した。

技術のポイント

わが国が保有する世界 多、
高品質のヒトｃDNAクローン等
より、6万個のﾋﾄｹﾞｰﾄｳｴｲ・ｴﾝﾄ
ﾘ ｸﾛ ﾝｾｯﾄ(H PEX)を作製し

FL cDNA ORFFL cDNA ORF

(HuPEX)(HuPEX)
ﾋﾄｹﾞｰﾄｳｴｲ・ｴﾝﾄﾘｰ ・ｸﾛｰﾝｾｯﾄ

FLJクローン （NEDO FLcDNA プロジェクト)
SVクローン、新規タンパク質遺伝子他

トップページ

ﾘｰｸﾛｰﾝｾｯﾄ(HuPEX)を作製し

た。これも世界 多を誇る。そ
れらから2万種の蛋白質の発

現テストを行い 遺伝子情報と

Information Overview

現テストを行い、遺伝子情報と
共に発現パターンを、ヒト遺伝
子・蛋白質データベース
(HGPD:Human Gene and(HGPD:Human Gene and 
Protein Database)で公開した。 エントリークローンリスト

エントリークローン概要

蛋白質地域への貢献
発現
データ

地域 の貢献
(株)協和ﾒﾃﾞｨｯｸｽ､(株)ｾﾙﾌﾘｰ
ｻｲｴﾝｽ､ (株)第一三共等と本
ﾃﾞｰﾀに基ずく共同研究を実施
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蛋白質合成データ

(HGPDの主な画面)

ﾃ ﾀに基ずく共同研究を実施
した。



○小型高出力密度の固体酸化物形燃料電池（SOFC）集積体（キューブ）と発電モジュールを開

地域センターの研究重点化 －中部センター(1/2)－

○小型高出力密度の固体酸化物形燃料電池（SOFC）集積体（キュ ブ）と発電モジュ ルを開
発

技術のポイント技術 ポイン
・従来にない微細な高機能部材の高密度集積プロセス技術を開発。

・ミクロチューブ集積／ミクロハニカム型の固体酸化物形燃料電池
（SOFC）として、これまで困難であった小型高効率化・低温作動化・急速

1キューブで発電出力2～3Ｗ/cm3

（従来より200℃以上の低温高出力化）

起動化を実現。

・小型コジェネシステムや自動車用補助電源、ポータブル電源応用等の
新しいエネルギーモジュールへの展開可能性を実証。

地域への貢献
•中部地区の8機関（セラミックスメーカー、エ

ギネルギーや自動車関係の企業、大学及び財
団研究機関）を主とした産学官連携共同開発
プロジェクトの中核機関（集中開発拠点）とし
て推進

LSMマイクロハニカム

0.7mm

LSMマイクロハニカム

0.7mm

GDCGDCて推進。

・低炭素社会に資するエネルギーモジュール
創製により、中部地区を中心とした部材-製造
産業の競争力強化 の寄与を期待

GDC

NiO/GDC

100μm

GDC

NiO/GDC

100μm

ミクロハニカム型SOFC
（1cm2に256セルを集積）

ミクロハニカム型
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産業の競争力強化への寄与を期待。 SOFC発電
モジュール



○温・熱間用金型への実用化を目指してFe Al金属間化合物を用いた新しい高耐熱性硬質材

地域センターの研究重点化 －中部センター(2/2)－

○温・熱間用金型への実用化を目指してFe-Al金属間化合物を用いた新しい高耐熱性硬質材
料を開発

技術のポイント技術のポイント
・ 超硬合金の結合相(Co)をFe-Al金属間化合物に代替（希少金属への
依存度を低減）
・ Alの液相を利用した加圧成形で緻密な成形体を作製するため 有機・ Alの液相を利用した加圧成形で緻密な成形体を作製するため、有機
系のバインダーが不要
・ 900℃を超える大気中でも酸化による重量変化が少ない（コバルトを含
む従来超硬合金は５００℃を超えると軟化し 大気中で酸化が激しい）

地域への貢献

む従来超硬合金は５００℃を超えると軟化し、大気中で酸化が激しい）

中部地域は金型を用いた金属加工が盛んに
図１ 大型焼結体の外観と光学顕微鏡組織

中部地域は金型を用いた金属加工が盛んに
行われている。その中心となっている中小企
業に、希少金属への依存度を低減させ、有機
系バインダーを不要とする省資源・環境技術

WC-Co WC-FeAl

を提供することで低コスト化を容易にさせる。
また、耐熱性を付与することによって金型交
換の頻度を減少させる。 10mm
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地域企業と共同研究を実施中。現在実用化
に向け検討中

図２ ７００℃から水中へ入れた通電焼結体の外観
Coを含む焼結体に比べ、開発品（右）は耐久性を示す



○家庭用固体高分子形燃料電池の長期耐久性を確保するため劣化要因を解明し 寿命予

地域センターの研究重点化 －関西センター(1/2)－

○家庭用固体高分子形燃料電池の長期耐久性を確保するため劣化要因を解明し、寿命予
測手法を確立した（4万時間の実用的な耐久性に目処をつけた）

○2009年6月に実用化成功（商品名：エネファーム）

家庭用コージェネレーション（熱電併給）

電気電気

都市ガス
熱

都市ガス
LPGなど

大阪ガスを中心とした

地域への貢献 技術のポイント

・家庭用燃料電池を世界で 初に一般販売
第６回エ プロダクツ大賞（環境大臣賞）研究開発コンソーシア

ムで開発

・第６回エコプロダクツ大賞（環境大臣賞）
受賞2009.12

・2009年日経優秀製品・サービス賞優秀賞
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2009年日経優秀製品 サ ビス賞優秀賞
日経産業新聞賞受賞 2010.01



地域センターの研究重点化 －関西センター(2/2)－

○組込み トウ ア技術者の人材育成 「組込み適塾 を実施○組込みソフトウェア技術者の人材育成 「組込み適塾」 を実施

地域への貢献 組込みシステムの

関西経済連合会と共同で、関西を組込みソフト
産業の一大集積地にすることを目指して、技術
者を育成

地域 の貢献 組込みシステムの
システムアーキテクト

体系的な知識現場で即活用
できる技術

技術のポイント技術のポイント

・産業界、大学、産総研から、
現場のノウハウや 新の数

関西経済連合会
産総研

組込み適塾
現場のノウハウや 新の数
理的技法を教授
・演習による「手を動かして」
学ぶ教程

組込みソフト産業
推進会議

企業の技術者

学ぶ教程
・22日間の集中教習
・国内唯一の教育プログラム
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企業の技術者国内唯 の教育 グラ


