
 

 

別表１ 

 
第 2 期中期目標 第 2 期中期計画 平成 21 年度計画 平成 21 年度実績 特筆事項 整理番号 

Ⅰ.健康長寿を達成し質の高い生活を実現す

る研究開発 

Ⅰ.健康長寿を達成し質の高い生活を実現する研

究開発 

      1000000 

 我が国が高齢化社会に進んでいく中で、国

民が将来とも健康で質の高い生活を維持、向

上していくための予防医療、早期診断等の医

療技術がこれまで以上に求められている。こ

れを実現するために、ポストゲノム時代におけ

るバイオテクノロジーを活用した新しい健康関

連産業の創出のための研究開発、画像診断

技術や細胞工学技術などを活用した診断・治

療関連技術の研究開発及び環境負荷の低減

にも資する新規生物機能の探索とそれを活用

したバイオプロセス技術に関する研究開発を

実施する。 

 高齢化社会における健康で質の高い生活が求

められている。そのためには、病気や怪我になら

ないこと、罹患してもできるだけ早く正確に病気を

発見できること、そして発見された病気や怪我に対

して安全で効果的な医療が受けられることが必要

である。そこで、これまでより迅速で簡便な早期診

断技術を開発して予防医療を促進するとともに、ヒ

トゲノム情報を利用して個々人の特性に適合した

テーラーメイド医療の実現に貢献する。また、画像

診断技術や細胞工学技術などを用いた精密診断

及び再生医療技術を開発して、安全かつ負担の

少ない効果的な診断・治療を実現する。さらに、人

間特性の評価に基づく脳機能や身体機能を維持

する技術の開発及び生物機能を利用した機能性

食品素材などの開発を行い、科学的知識と技術に

裏打ちされた健康管理を日常生活に浸透させるこ

とで健康寿命の延伸を実現する。 

      1000100 

１．早期診断技術の開発による予防医療の促

進とゲノム情報に基づいたテーラーメイド医療

の実現 

１．早期診断技術の開発による予防医療の促進と

ゲノム情報に基づいたテーラーメイド医療の実現 

      1100000 

 予防医療の実現を促進するため、疾患特異

的バイオマーカーの探索技術や検知技術など

の早期診断や創薬に資する基盤技術の研究

開発を実施する。また、バイオインフォマティク

ス技術を発展させ、テーラーメイド医療への応

用を目指した研究開発を実施する。 

 罹患の初期に現れる疾患マーカーを見出してこ

れを簡単に検知できれば早期診断が可能になり、

疾患が重大な局面に進行する前に治療をうけて回

復することができる。そこで、ヒトゲノム情報を利用

して早期診断に有用なバイオマーカーの探索と同

定を行う技術を開発する。また、生体分子の網羅

的な解析技術とバイオインフォマティクス技術を用

いて、ヒトゲノム情報などから創薬の標的となる遺

伝子候補や個々人の特性を示す遺伝子情報など

を見出し、個人の特性に適合した効果的な医薬の

開発を支援することでテーラーメイド医療の実現に

貢献する。 

      1100100 

1-(1) ヒトゲノム情報と生体情報に基づく早期

診断により予防医療を実現するための基盤技

術の開発 

1-(1) ヒトゲノム情報と生体情報に基づく早期診断

により予防医療を実現するための基盤技術の開

発 

      1110000 

 疾患等特定の生体反応に関与する遺伝子

及びタンパク質等の生体分子の網羅的な解析

によってバイオマーカーの探索と同定を行い、

これらマーカー分子の検出・評価技術を基盤

とする早期診断・予防医療技術に関する研究

開発を実施する。 

 予防医療を実現するためには、早期診断に利用

できる有用なバイオマーカーを発見し同定すること

が必要である。そこで、種々の生体反応に関係す

る生体分子の中からバイオマーカーを探索して同

定するための技術を開発する。また、ヒトゲノム情

報から予想される生体分子の機能を網羅的に解

析して、バイオマーカーを同定するための研究開

発を実施する。そして、同定されたマーカーの検

出・評価技術を開発して早期診断に基づいた予防

医療を実現するための基盤技術を開発する。 

      1110100 
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第 2 期中期目標 第 2 期中期計画 平成 21 年度計画 平成 21 年度実績 特筆事項 整理番号 

  1-(1)-① 生体反応の分子メカニズムの

解明によるバイオマーカーの探索と同定 

      1111000 

  ・ガン等の疾患の早期診断と治療に役

立てるため、疾患マーカーとして有効な

糖鎖の探索と同定を行う。そのために、

ヒトのすべての糖鎖合成関連遺伝子を

利用した遺伝子発現解析技術や糖鎖構

造解析技術及びレクチンと糖鎖間の相

互作用を利用した糖鎖プロファイリング

技術を開発する。これらにより疾患や細

胞分化のマーカーとして同定された糖鎖

を診断や治療に利用する技術を開発す

る。 

・糖鎖遺伝子ノックアウトマウスを用いた糖鎖機能解析

を促進する。具体的には表現型の原因となる糖タンパク

質・糖脂質など糖鎖キャリー分子を同定し、生体におけ

る糖鎖機能を分子レベルで明らかにする。さらに、ヒトの

病態と糖鎖の関連を LDN 糖鎖やコンドロイチン糖鎖のノ

ックアウトマウスを用いて解明する。 

・糖タンパク質ポリラクトサミン合成遺伝子(T)KO マウスにおける免疫反応異常を見出し、糖

鎖リガンドの変化及びそのキャリア分子を明らかにした。また、糖脂質合成遺伝子(T5)KO マ

ウスにおける糖鎖欠損について解析し、免疫細胞の反応性について解析を行った。O 結合型

糖鎖のコア 3 構造 KO マウスを作製し、糖鎖構造変化および消化管の病態を見出し、組織染

色などにより解析した。さらに、糖転移酵素 K12 および K13 の KO マウスを作製し、その糖鎖

欠損・キャリア分子同定ならびに表現型のスクリーニングを進めた。 

  1111110 

    ・肺がんおよび胃癌における検査診断システムの実用

化を推進すると伴に、肝炎ウイルス感染関連の肝臓の

繊維化と肝細胞がんの危険度を評価できる測定検査シ

ステムを確立し、その実用化をすすめる。 

・それぞれ 100〜130 万人、150～200 万人と推定される B 型肝炎、C 型肝炎感染者では、肝

炎ウイルスの持続感染に伴い、数年単位で変化してゆく肝臓の線維化が生じるが、この病態

変化を血液検査によって、定性的かつ定量的に測定できる検査システムの開発に成功した。 

肝炎の慢性化に伴い肝臓繊

維化が進行する。繊維化の

程度がひどくなるとインターフ

ェロンの治療効果もなくなり癌

が発生する。今まで繊維化を

測定する方法論がなかった

が、我々は繊維化のレベルを

新規の血清マーカーにより数

値化することに成功した。多く

の製薬会社が繊維化治療薬

開発を目指しているが、その

治療効果判定に大いに貢献

することになる。現在、多くの

製薬会社がこの技術に興味

を示している。 

1111120 

    ・ムチン型糖タンパク質の分離分析手法を活用し、臨床

試料、特に膵液や胆汁を用いた疾患関連糖鎖バイオマ

ーカーの探索を開始する。 

・ムチンや硫酸化糖タンパク質は、簡便な分析手法がないため糖鎖バイオマーカー探索にお

いて見逃されてきた分子であるが、ムチンについては分子マトリクス電気泳動法（SMME）を

開発し、膵がんを含む各種膵疾患の判別マーカーを求めて、福島医科大学、鹿児島大学と

共同で膵液および胆汁の分析に着手した。また、硫酸化糖タンパク質については、昨年度開

発した SE 法による濃縮後、質量分析計による高感度検出を目的として増感剤を付与する手

法を開発した。この一連の操作により硫酸化糖タンパク質の濃縮と同定が可能となり肺小細

胞がんのマーカー候補の同定に繋げた。 

  1111130 

    ・糖鎖遺伝子発現を測定し、糖鎖バイオマーカーの探索

を行う。各種培養細胞に加えて、病変組織由来サンプル

から mRNA を抽出し、遺伝子発現を測定する。 

・培養細胞については、悪性黒色腫、卵巣がん、前立腺がん由来の培養細胞について、定量

PCR アレイによる糖鎖遺伝子発現プロファイルを新規に取得した。小細胞肺がんについては

特徴的な遺伝子発現プロファイルを示す 2 株について、生物学的反復実験を実施し観察した

現象の再現性を確認した。共同研究実施機関より提供された肺がんおよび大腸がん組織由

来トータル RNA を用いて、糖鎖遺伝子発がんプロファイリングを実施した。培養細胞試料は

計 35 検体、臨床試料は 28 検体について測定した。 

  1111140 

    ・原虫由来抗原をオリゴマンノース被覆リポソーム(OML)

に封入してウシに接種し、原虫抗原特異的な細胞性免

疫を誘導できるかどうかを明らかにする。開発した Th1

活性化測定法を活用して、当該ワクチンが原虫感染症

の発症を防御できうるものかどうか評価する。 

・原虫由来抗原をオリゴマンノース被覆リポソーム(OML)に封入してウシに接種し、開発した

Th1 活性化測定法を活用することで、封入抗原に特異的な細胞性免疫誘導を確認した。さら

に、タイレリア原虫の p23 抗原について T 細胞受容体エピトープの同定を行い、免疫源性の

あるペプチド配列を決定した。 

  1111150 

    ・種々のがんマーカーの検証作業に入り、有効な糖タン

パク質性バイオマーカーの絞り込みを展開するととも

に、ハイスループット対応の前処理装置の評価を行う。 

・グライコプロテオミクスの原理に基づく糖鎖関連バイオマーカー探索を実質推進した。ハイ

スループットプット型自動前処理装置を含む種々のエンリッチメント手法の開発、ならびに評

価、体オーバーレイ法、組織切片を用いた糖鎖プロファイルの差分解析から、肝疾患に関連

する有望マーカーを複数発見した。 

  1111160 

    ・細胞評価技術を高度化し、ES および iPS 細胞の特徴 ・細胞ごとにその糖鎖プロファイルが異なり、重要な生物学的現象に関わるとする「Cellular 幹細胞の分化段階、および細 1111170 
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第 2 期中期目標 第 2 期中期計画 平成 21 年度計画 平成 21 年度実績 特筆事項 整理番号 

抽出と分化方向の決定に絡むマーカーの選別を行うと

ともに、本評価技術を関連分野研究機関への普及を図

る。 

glycomics」の原理に基づき、幹細胞評価技術としてのレクチンマイクロアレイのブラッシュア

ップを行い、統計解析による分化判別式の導入や、iPS 細胞の分化判別にも途を開いた。 

胞系譜を分別するのに糖鎖

構造が 適であることに着目

し、レクチンアレイを有効利用

して、非常に簡便に短時間に

細胞の鑑別ができるようにな

った。今後、このシステムが

多くの再生医療の領域で使

われるようになると考えてい

る。iPS 細胞の分化判定にも

威力を発揮すると思える。 

    ・質量分析を利用したグライコプロテオミクスの方法を用

いて、各種の培養がん細胞の培養上清およびがん患者

血清よりがんバイオマーカーを探索する。得られたバイ

オマーカー候補については定量的な確証実験を行い、

知的財産化する。多種の細胞培養液及び血清から同定

された糖タンパク質の情報をデータベース化する。 

・肺がん細胞株 6 種の培養上清より 3 種のマーカー探索捕集レクチンを用いて糖ペプチドを

捕集し、精製後、糖鎖付加位置を安定同位体標識し、LC/MS 法にて同定した（約 500 種）。ま

た健常者及び肺がん患者の血清より探索レクチン 1 種を用いて糖タンパク質を捕集し、

LC/MS 法で同定した（約 240 種）。これらからマーカー候補を絞り込み、検証した。多数の候

補について実施例を付け、強固な特許とするため、確証実験を拡張し、知財化は延期した。

これまでに同定した約 1,000 種の糖タンパク質についてデータベース資源としてまとめた。 

  1111180 

    ・糖転移酵素、レクチン、質量分析計による糖鎖構造解

析、糖タンパク質などの研究用に作成してきた糖鎖関連

データベースを一般に公開するとともに、ユーザーに使

いやすいインターフェースを開発し、さらに、複数のデー

タベースを一度に検索できる統合データベースの開発を

開始する。 

・糖転移酵素、レクチン、質量分析計による糖鎖構造解析、糖タンパク質に関するデータを、

それぞれ GGDB、LfDB、GMDB、GlycoProtDB として、ユーザーが使いやすい形にして公開し

た。ポータルサイトをつくり、キーワード及び糖鎖構造で、糖鎖関連データベースを横断的に

検索できる糖鎖統合データベースを構築した。 

糖鎖統合データベースは、こ

の 9 年間、産総研糖鎖センタ

ーが開発してきた研究成果を

データベース化して世界に発

信した。さらに日本国内に散

在するその他の糖鎖関係デ

ータを、我々が中心となって

統合した。残された 1 年で、さ

ら多くの糖鎖研究成果を統合

していく。現在、米国、ヨーロ

ッパにも糖鎖データベースが

存在するが、我々が作成した

データベースの内容は、欧米

とは異なり、日本で独自に研

究開発された成果を中心にし

てある。国際的評価も高く非

常に多くのアクセスがある。 

1111190 

  ・疾患等により細胞膜の構造が変化する

ことからこれを知るための糖脂質及びそ

の代謝に関連する生体分子を探索し、こ

れらを有効なマーカーとして疾患の診断

や治療等に利用する。 

・ GM2 異常蓄積による細胞内増殖シグナル機構の解

明を行う。食品中の糖脂質については、さらに成分を分

離し、その作用について実験動物レベルで解析し、機能

性食品の開発の基礎とする。Gb3 の発現制御について

は、特異的合成阻害剤の病変に対する効果の検討を行

う。 

・食品中の糖脂質については、高松地区都市エリア事業（文部科学省）とも連動させてオリー

ブや海産物など地域食品中の成分を分離しその作用について実験動物レベルで解析し、四

国地域イノベーション創出共同体形成事業（四国経済産業局）とも連動して機能成分分析法

マニュアル作りを完成させて機能性食品開発の基礎とした。また、GM2 異常蓄積による細胞

内増殖シグナル機構の解明については、 GM2 の異常蓄積により細胞増殖シグナルが増大

していることが明らかとなったが、同時に GM3 の増大も引き起こしており細胞外因子のレセプ

ターの遮断が起きていることも明らかとなった。この細胞外因子のレセプターの遮断は細胞

外因子による増殖制御の遮断も結果的に引き起こすことも明らかとなった。Gb3 の発現制御

の解析の結果、炎症性サイトカインにより Gb3 合成酵素の発現は上昇し、その結果 Gb4 が増

大するとともにセラミドの脂質の長さも変化していることが判明した。この結果、炎症のマーカ

ーとして糖脂質 Gb4 が使用できる可能性を示すことができた。 

グロボ系糖脂質の合成制御

機構を明らかにし、グロボ系

糖脂質のうち Gb4 が炎症マー

カーとして有効であることを見

出した。 

1111210 

    ・細胞内で蓄積している GM2 の増殖シグナル増強作用

について解析し、病変の原因を解明する。また、この知

見を治療などに応用する方策を検討する。 

・細胞内のリソソームに蓄積した GM2 は、直接 Src が活性化しており糖脂質の異常の蓄積が

増殖シグナルの増強を引き起こしていることが明らかとなった。この結果、GM2 ガングリオシ

ドーシスにより形成されたリソソームでの糖脂質によるマイクロドメインは通常のマイクロドメ

インと大きく性質のことなるものであることが判明した。また、マイクロドメインの異常によるシ

グナルの異常が明らかとなり、従来の酵素補充療法以外にも細胞内シグナルの抑制により、

リソソーム病の治療が可能であることも示すことができた。 

  1111220 

  ・脳神経疾患の診断と予防に利用するた

め、神経細胞の増殖や分化及び機能発

現等に関与する遺伝子とその産物の同

定を行い、これらの分子に着目して神経

・創薬や診断に重要な受容体やイオンチャネルについて

特異的リガンドを創出する。また脳神経疾患のバイオマ

ーカーや原因因子を特異的に認識するペプチドの創製

も進める。その特異的ペプチドの分子改変によるサイズ

・加速進化型の生理活性ペプチドの分子骨格を利用した新たな試験管内分子進化技術開発

を行った。これにより、創薬や診断に重要な受容体やイオンチャネなどの膜タンパク質を標的

としてそれを特異的に認識するペプチドを作り出すことに成功した。さらにこのペプチドの分

バイオマーカーおよび受容体

やイオンチャネルなどの治療

創薬ターゲットを特異的に認

識し、またそれらの機能を制

1111310 
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第 2 期中期目標 第 2 期中期計画 平成 21 年度計画 平成 21 年度実績 特筆事項 整理番号 

細胞機能の解析評価技術や診断技術を

開発する。 

縮小化及び低分子化合物モデルの検討を行う。 子改変により、ペプチドサイズをさらに小さくすることに成功した。 御することのできるペプチドを

創製するための汎用技術を

開発した。 

    ・細胞増殖因子 FGF が個体レベル、組織レベルで発揮

する複雑な活性をさらに詳細に解析するため、FGF 遺伝

子をノックアウトした ES 細胞を用いてノックアウト動物を

作成し、その表現型を解析する。 

・細胞増殖因子FGF群の一因子が個体の皮膚関連組織で発揮する複雑な活性をさらに詳細

に解析するため、その遺伝子をコンディショナルノックアウトした ES 細胞からトランスジェニッ

ク動物を作成した。 

  1111330 

    ・FGF21、及びカルシウム代謝や胆汁酸合成などの代謝

調節に関わる他の FGF ファミリー因子について、受容体

ー補助受容体によるシグナル複合体形成が起こる可能

性を検証すると共に、シグナル活性化と分子間結合の

両面において、糖鎖による制御機構を解析する。 

・代謝制御に関わる FGF21 等の FGF ファミリーリガンドについてシグナル活性化複合体形成

の可能性を網羅的に評価し、受容体サブタイプ、補助受容体サブタイプに対する特異性を明

らかにした。ＦＧＦシグナルの活性化に対するグリコサミノグリカン糖鎖の関与を評価し、糖鎖

構造に依存した活性化調節が起きることを示唆した。また分子間結合に対するグリコサミノグ

リカン糖鎖の関与を評価し、ＦＧＦリガンドと補助受容体の 2 者間の結合に対する寄与は低い

ことがわかった。 

  1111340 

    ・セレックス法を適用してＤＮＡ配列とＦＦＲＰ（多細胞生

物転写因子のプロトタイプと考えられる転写因子）アミノ

酸配列の対応を解析する。ＦＦＲＰについて様々な変異

体を作製し、結合ＤＮＡ配列の変化を解析する。これらを

もとに、ＦＦＲＰによるＤＮＡ認識機構を確認、修正する。 

・ＦＦＲＰ転写因子が結合するＤＮＡ配列を同定する生化学的方法（セレックス）を改良し、これ

を適用して 7 種のＦＦＲＰの結合ＤＮＡ配列を決定した。さらに 10 種のアミノ酸置換体を作製し

するとともに、昨年度に決定した 3 種の結合 DNA 配列と総合して解析し、FFRP の標準的な

DNA 結合モードを確認するとともに、そのバリエーションを明らかにした。この理解を元に転

写因子の DNA 結合特性を設計・改変する方法論を確立した。 

  1111350 

    ・セロトニン受容体（5-HT）3 のリガンドを特異的に認識し

結合する能力のあるタンパク質をセンサー基板に固定

化して、受容体とリガンドの動的結合過程の解析を行

う。また、5-HT3 リガンドセンサーとして組上げるために

必要な5つのサブユニットの適切な連結条件について検

討する。 

・中枢及び末梢神経系において重要な働きをするアセチルコリン受容体及びセロトニン受容

体 3 のリガンドを特異的に認識し結合するタンパク質の調製方法について検討し、大腸菌及

び酵母を用いた発現系でそれらのタンパク質を調製した。これを金基板やカラムに固定化し

て、ニコチン性リガンドのセンシング及び受容体リガンドの分離に成功した。 

  1111360 

    ・心臓、腎臓、肝臓、膵臓等の分化に関与する遺伝子の

単離をツメガエル胚、マウス胚両方を用いて進め、ロー

ドマップに因子を追加する。 特に心臓形成については、

同定した約 300 の新規候補遺伝子の機能解析を行い、

「疾患マーカーとしての有用性」、「心筋前駆細胞の選択

マーカーとしての有用性」を検討し、「ES 細胞、iPS 細胞

から心筋誘導促進効果の有無」の検証を開始する。 

・アフリカツメガエル未分化細胞を用いた心臓・肺誘導系を用い、これまで明かされていなか

った、誘導のファーストステップに関与する遺伝子群の候補をそれぞれ数十遺伝子同定し

た。その結果、ES 細胞などの幹細胞からの細胞分化時に質の良い細胞を選択し培養するた

めの基盤情報を整備できた。 

  1111370 

  ・生活習慣病の予防に利用するために、

健常人及び罹患者の生体組織試料につ

いて遺伝子の発現頻度解析及びマイク

ロサテライトマーカー法による遺伝子多

型の解析を行い、この結果を臨床情報と

関連付けて生活習慣病関連遺伝子を同

定する。そして同定された遺伝子の産物

である種々のタンパク質の機能を解明し

て生活習慣病の予防に役立てる。 

・年齢軸恒常性の統合的理解に向けた研究課題の推進

を行う。 

1)完成したタンパク質の年齢軸変動 DB を用いてデータ

マイニングを推進し、年齢軸恒常性の統合的理解と有

用な応用技術・創薬開発シーズ探索を本格化する。 

2)肝ミトコンドリア分画タンパク質の年齢軸変動の網羅

的解析を完成させ、DB に加えて拡充を図り、さらに加

齢・老化に関するミトコンドリアタンパク質の影響を精査

する。 

3)♀マウス肝タンパク質発現解析を完了し、DB に加え

て拡充を図るとともに、♂マウス肝タンパク質発現解析

との比較検討を行う。 

4)年齢軸に沿った細胞質、核、ミトコンドリア間タンパク

質輸送制御の全体像解明を行う。 

5)肝遺伝子発現とタンパク質発現パターンの年齢軸変

動相関の解析を行う。 

6)応用技術・創薬のシーズ発見につながる動物を用い

た様々なチャレンジテストを行う。また、それによって年

齢軸変動 DB の更新と充実を図る。 

・年齢軸恒常性の統合的理解に向けた研究課題を推進した。 

1) 構築を 優先にしてきた雄マウス肝タンパク質の年齢軸変動 DB を高度化、完全化する

作業を進めると共に、老化に特異的に関与するタンパク質を網羅的に同定した。  

2) 肝ミトコンドリア分画タンパク質の年齢軸変動の網羅的解析を完成させ、情報を DB を拡

充した。これにより、加齢・老化に特に重要な役割を果たすミトコンドリアタンパク質の精査を

容易にする情報基盤を確立した。  

3) ♀マウス肝タンパク質の発現解析を完了し、DB を拡充した。♂マウスとの比較検討のた

めの情報基盤を確立した。  

4) 細胞質と核、ミトコンドリアのタンパク質の網羅的解析がほぼ終了し、細胞内輸送の全体

像解明のための基盤を確立した。  

5) 構築がほぼ終了した肝遺伝子発現と蛋白質発現の年齢軸変動 DB を連結し、年齢軸発

現変動の統合的解析を開始した。  

6) 応用技術・創薬のシーズ発見を目指した動物チャレンジテストは、必要な試料調整段階ま

で進めた。 

  1111510 

    ・ASE/AIE 型の年齢軸遺伝子発現調節機構の精査と年

齢軸恒常性機序研究新分野確立に向けた集大成研究

を展開する。 

・ASE/AIE 型年齢軸遺伝子発現調節機構の精査と年齢軸恒常性機序研究新分野確立に向

けた研究を集大成した。 

1）遺伝子エレメント ASE の結合核タンパク質の同定に続き、siRNA 等による機能解析を動物

  1111520 
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1）遺伝子エレメント ASE の結合核タンパク質の機能を

siRNA を用いた動物実験を含めた精査する。 

2）遺伝子エレメント AIE の結合核タンパク質の構造と機

能の関係を精査する。 

3）膜タンパク質ヘプシンの前立腺がん及び血液凝固に

おける役割に関する研究を進めると共に、肝臓と脳にお

ける役割の研究展開を図る。 

実験を含めて行い、その機能を明らかにした。  

2）遺伝子エレメント AIE の結合核タンパク質を同定し、その機能を動物実験を含めて精査し、

明らかにした。また、遺伝子エレメント AIE の結合核タンパク質の核酸認識機構解明へ向け、

立体構造解析のための安定同位体標識と各種多次元 NMR スペクトル測定を行った。 

3）膜タンパク質ヘプシンの前立腺がん及び血液凝固における機能を精査し、明らかにした。

また肝臓の再生とヘプシン発現の関係があることと，脳にヘプシンが存在することを見出し

た。 

  ・加齢にともなう生体機能の低下や罹患

率の増加の原因を追求するため、生ま

れてから死ぬまでの一生の間の生体機

能の変動を表す種々のマーカー分子を

同定し、変動を制御するメカニズムを解

明する。そして、加齢に関係した疾患の

予防や治療及び高齢者における免疫や

脳機能の維持に資する技術や創薬の開

発に役立てる。 

・成人・老人病の予防・治療、健康増進技術開発基盤整

備に向けた研究を行う。 

1）消化管免疫細胞の同定と応答解析など、二重鎖 RNA

の認識・作用機序を解明する。 

2)構造生物学的手法により免疫制御転写因子 SATB1

の DNA 配列認識機構を精査する。 

3）変異型 DapK3 出現機構を明らかにする。人工抗体ラ

イブラリ作製技術の知財化、応用開発を行う。 

・1）C-タイプレクチンである dectin-1 が消化管Ｔ細胞の IL-10 および IFN-γ産生の促進に関

与することを見出した。また、樹状細胞から IFN-β産生を促進する消化管由来乳酸菌を同定

した。 

2)免疫制御転写因子 SATB1 の DNA 配列認識制御機構の解明へ向け、タンパク質内の異な

る DNA 結合ドメインの組み合わせと核酸への結合特性の関連を解析した。 

3）DapK3 機能精査のため遺伝子発現制御型レンチウイルスベクターを構築した。また人工抗

体ライブラリー作製技術について新規技術基盤を確立し、知財化に向けて企業と協議を開始

した。 

  1111530 

    4）神経可塑性因子 addicsin と SPARC の機能異常と神

経疾患との関連性を解析する。 

5）正常型と異常型プリオンタンパク質を識別する候補ア

プタマーの機能を検証する。 

4）SPARC タンパク質の海馬抑制性神経系における異常発現亢進がカイニン酸誘発性てん

かんの発症要因となることを明らかにした。 

5）プリオンタンパク質に対する RNA アプタマーの機能構造を明らかにした。 

   

  ・生物時計などの生体リズムの分子機構

を解明するため、リズムの発生や伝達に

関係する分子を同定する。これらをマー

カー分子として時刻依存型疾患などの

生体リズムの失調が関係する疾患の原

因追求に供する。 

・1)生物時計遺伝子が癌を抑制する分子機構を研究す

る。 

2)時計遺伝子のリズミックな発現機構について、転写調

節、特に補助因子の関与について明らかにする。 

3)肝細胞において時計とグリコーゲン合成の関係を解

明する。 

・1)時計遺伝子 Period2 を過剰発現する安定発現株を作製してマウスへの移植実験を行い、

時計タンパク質 PERIOD2 が癌細胞の増殖を抑制することを明らかにした。 

2)時計遺伝子のリズミックな発現機構において、時計タンパク質 PERIOD2 と CRY1 の相互作

用が重要であり、CRY1 は、PERIOD2 の C 末端に位置するαへリックス構造を認識して結合

していることを明らかにした。 

3)時計タンパク質 CLOCK と BMAL1 の 2 量体が、グリコーゲン合成酵素 2 遺伝子の日周発

現を制御することにより、グリコーゲン合成の日内変動を制御していることを明らかにした。 

  1111610 

  ・人間のストレスを分子生理学的に評価

するため、マーカーとなるストレス応答タ

ンパク質や脂質由来のストレス応答化合

物を探索し同定するとともに、体液に含

まれるこれらのストレスマーカーを検出

するチップを開発してストレスの診断に

利用する。 

・実験動物や細胞を用いてバイオマーカーの科学的根

拠をともなった妥当性を提示する。疾病患者、健常者の

血液、組織を用いた検証試験を継続実施する。特に脂

質由来バイオマーカーの選択的抗体作製を継続し、汎

用的分析法である ELISA システムの開発を進める。 

・ストレスバイオマーカーの科学的根拠を提示するために、疾病患者、健常者の血液、組織

を用いたストレスバイオマーカーの検証試験を継続して実施した。これにより、当該バイオマ

ーカーの信頼性向上を図ることができた。さらに、脂質由来バイオマーカーに対する汎用的

分析法である ELISA システムの開発を進め、従来法と同オーダー程度の感度が達成され

た。また、AIST-東大先端研包括協定に基づく研究で、酸化 DJ1 のパーキンソン病早期診断

マーカーとしての有用性を確認した。 

パーキンソン病早期診断マー

カーの計測法を開発 

1111710 

    ・動物実験による血中ストレスマーカーの探索を継続

し、水浸・明暗周期かく乱によるうつ病関連および化学

的ストレスによる統合失調症関連のストレスマーカーを

同定する。ヒト末梢血のOMICS解析を行うことにより、ス

トレスマーカー群を同定する。ストレスマーカーの変化と

臨床的ストレスレベル（精神科医による診察、脳の画像

解析等）との相関を調べ、精神疾患発症に重要な役割

を果たしているストレスマーカーを同定する。 

・動物実験による血中ストレスマーカーの探索から、うつ病関連のストレスマーカー候補遺伝

子を 871 種同定した。脳からは、うつ病・統合失調症・発達障害関連ストレスマーカー候補遺

伝子を 135 種同定しており、脳と血液の両方で変化するストレスマーカー候補を 43 種同定し

た。ヒト末梢血におけるストレスマーカー候補遺伝子群を測定し、問診票による精神的ストレ

スおよび心拍数との相関を調べた。 

動物の脳内および血中で発

現変化するストレスマーカー

候補群を 43 種同定し得た（特

許 6 報申請済み）。 

1111720 

    ・メタボロミクス技術とゲノミクス技術との融合性につい

て、その融合例をさらに蓄積、バイオマーカー選択にお

ける根拠を提示する技術としての有効性を示す。さら

に、選択根拠について、生物学的証明法の事例を示

す。以上を通じて、OMICS 技術がストレスマーカー探索

に有効であり、科学的根拠をも示せる技術に発展させ

る。 

・メタボロミクス技術とゲノミクス技術との融合性について、その融合例を蓄積した。さらに、融

合例である重金属ストレスに関しては、融合性を確認するための遺伝子破壊株などを用いた

証明実験を行い融合性を確認することができた。以上のことから、メタボロミクス技術とゲノミ

クス技術を並列させることが、ストレスマーカー探索に有効であり、科学的根拠をも示せる技

術で有ることを示せた。 

  1111730 

    ・唾液などの試料前処理や検出機能などを高度集積化

した遠心力送液型のラボディスクや電気泳動型ラボチッ

プ、さらに超小型センサ利用の携帯型チェッカのプロトタ

イプ開発を行う。さらにヒト実試料による実証研究を行

・遠心力送液型ラボディスクの実用化を、企業との共同研究で行い、試作したオンチップ唾液

タンパク定量用の原理プロト装置を展示会に出展し、産業技術化を着実に進めた。電気泳動

型ラボチップへの色素レーザー光源の集積化研究を大学と共同研究で進めた。さらに、超小

型 FET センサによる携帯型チェッカの原理プロト開発を行い、生体適合性材料の利用によ

超小型の FET バイオセンサを

開発し、電子体温型の唾液

NO 代謝物計測チェッカのプロ

1111740 
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い、産業技術化を着実に進める。 り、ヒト唾液を一滴垂らすだけで、10 秒以内に NO 代謝物合量を定量可能なことを実証した。 トタイプを開発。 

  1-(1)-② 生体機能の網羅的な解析によ

るバイオマーカーの探索と同定 

      1112000 

  ・創薬の標的として重要な遺伝子を同定

するため、ヒト遺伝子の発現頻度情報と

タンパク質の細胞内局在情報及び相互

作用情報を網羅的に取得し解析する。こ

の解析結果を創薬のスクリーニングに利

用する。また、ゲノム情報やヒト完全長

cDNA 情報等から遺伝子の発現制御に

関係する機能性 RNA 分子の同定手法を

開発して創薬に利用する。 

・20 万サンプルを目安に 10 個以上の in vito メモリーダ

イによるタンパク質相互作用スクリーニングを行い、得ら

れた合成が容易な化合物については、 適化やコンビ

ナトリアルケミストリーによるライブラリ展開を行う。スク

リーニング系は増やし続けパイプライン拡充を目指す。

化合物リソースも海洋由来の菌株を用いて充実させ、新

規化合物の取得、培養サンプルの部分精製したサンプ

ルの調製を進め、10 万サンプル以上のスクリーニングラ

イブラリー、500 以上の単離化合物を目標とする。 

・20～30 万サンプルを対象に 7 個の in vito メモリーダイによるタンパク質相互作用スクリーニ

ングを行った。重要な相互作用ターゲットに関しては、メモリーダイアッセイの他に、細胞を用

いたスクリーニングを展開した。年間 30 個以上の新規化合物を見出すと共に、得られた合成

が容易化合物については、 適化やコンビナトリアルケミストリーによるライブラリ展開を行っ

た。化合物リソースも海洋由来の菌株を用いて充実させ、新規化合物を取得すると共に、次

世代シークエンサー等を用いた効率的な有用化合物生産菌の新手法の開発に着手した。 

年間 10 個以上の in vitoメモリ

ーダイタンパク質相互作用ア

ッセイの他、5個以上のiPS細

胞作成効率化物質のスクリー

ニングなどを展開した。また、

天然物ライブラリーに関して

は総数 30 万ライブラリー以上

確立しており、単離化合物ラ

イブラリーは 600 個以上ライ

ブラリーとして確立している。 

1112120 

    ・微量タンパク質質量分析システムにより mRNA に結合

する特異的な因子の同定を重点的に行う。また、タンパ

ク質分解酵素の基質の決定とその機能解析を目指す。

神経変性疾患や老化に関わるレドックスタンパク質の小

胞体に於けるネットワーク解析を行う。これらの解析を

通して、新規で有用な創薬ターゲットの決定や疾患発症

メカニズムの解明に貢献する。 

・mRNA に特異的に結合し、mRNA の運命（安定性、分解、翻訳制御）を決定するタンパク質

を、質量分析によりシステマティックに同定する手法を確立した。それにより、約 50 個の

mRNA の運命を決定するタンパク質を同定することに成功した。これらのタンパク質はシグナ

ル依存的に、細胞の増殖・分化、あるいは癌化や免疫反応において重要な役割を果たしてい

ることを明らかにした。その結果、新規な癌・高脂血症・自己免疫疾患の治療薬のターゲット

を発見した。さらに、これらのターゲット情報を用い、核酸医薬を設計したところ、細胞レベル

で顕著な薬効を示した。また、二型糖尿病の原因遺伝子であるタンパク質分解酵素の基質

を、やはり質量分析により同定することに成功した。それとともに、レドックスタンパク質の定

量解析を行うための、新規な質量分析のためのラベル法を開発した。これらの発見と技術開

発により、神経変性疾患・糖尿病や老化のメカニズムを分子レベルで解明し、治療と創薬に

結びつけていく道筋が示された。 

mRNA に結合するタンパク質

を同定することにより、システ

マティックに核酸医薬を設計

できることを明らかにした。ま

た、設計した核酸医薬が著効

を示したことは、予想を遥か

に超える成果と考える。 

1112130 

    ・アレイ解析によって特徴的な発現パターンや局在パタ

ーンが確認された保存二次構造予測領域から生み出さ

れている RNA 分子の詳細なマッピングを実施する。新た

に見出された snoRNA 及び難治性疾患 PWS(プラダーウ

ィリー症候群)の原因遺伝子候補の機能未知 snoRNA の

機能解析を核内ノックダウン法によって行う。 

・細胞内の RNA 分解装置（エクソソーム）の機能破壊の結果、これまでにバイオインフォマテ

ィクスで予測した保存二次構造を有するヒトゲノム領域由来の ncRNA は、通常迅速な分解を

受け、細胞内量を低く抑えられていることが判明した。このうち遺伝子プロモーター領域から

合成される ncRNA が、この RNA 分解経路によって近隣遺伝子の発現を制御することが示唆

された。機能未知のsnoRNAを核内ノックダウン法で機能破壊し、その細胞から抽出したRNA

を次世代シーケンサーによって解析することによって、発現変動する遺伝子リストを取得し

た。 

  1112140 

    ・パラスペックル構成タンパク質が結合する ncRNA 配列

を、紫外線架橋ー免疫沈降法を改良する事によって同

定する。さらに様々な生理条件下で ncRNA とタンパク質

相互作用がどのように制御されているのかを検討し、そ

の相互作用制御に関わるタンパク質修飾などの分子機

構の解明を目指す。疾患関連パラスペックルタンパク質

が制御している標的遺伝子の探索を RNA 干渉とマイク

ロアレイを組み合わせて実施する。 

・パラスペックルを構成する MENe/b ncRNA の発現維持に必要なタンパク質を 10 種類見出し

た。このうちパラスペックル形成に必須なncRNA の選択的 RNA プロセシングに関わる制御因

子を 3 個同定した。紫外線架橋による生体内の RNA とタンパク質の複合体を単離し、タンパ

ク質の結合 RNA 領域を同定する方法の条件の至適化を実施した。パラスペックルの構造維

持には、構成タンパク質のメチル化が必要なことを見出し、それに関わるアルギニンメチル化

酵素を同定した。 

  1112150 

    ・MENe/b ncRNA の機能解明を目指す。MENe/b による

核内ボディの動的制御とその生理意義を細胞レベルで

明らかにするため、様々なストレス条件下での MENe/b

の挙動と核内ボディ形態変化を追跡する。MENe/b の標

的候補である遺伝子発現制御のメカニズムを解析する

ことによって、分子レベルでの MENe/b ncRNA 機能に迫

る。新たに共同研究によって MENe/b のノックアウトマウ

スを作成し、表現型解析を実施する。新たに精製したカ

ハールボディに含まれる RNA 種の同定を進め、新しい

核内ボディ構築に関わる RNA の発見を目指す。 

・パラスペックルによって発現制御されている遺伝子をマイクロアレイにより同定し、この遺伝

子が 4 種類のパラスペックルタンパク質を介して mRNA の輸送段階で制御されていることを

明らかにした。パラスペックルは、UV や熱ストレスによって、その形態を大きく変化させること

から、ストレス応答経路に関わる可能性が浮上した。MENe/b ncRNA のノックアウトマウスを

作製し、その解析を開始した。他の細胞内構造体のカハールボディを精製して、次世代シー

ケンサーによって含有 RNA の配列情報を取得した。その結果、低分子 ncRNA の前駆体や神

経芽腫関連領域から転写された新奇 ncRNA 種が含まれることが明らかになった。 

  1112160 

  ・神経ネットワークの機能発現に関わる

バイオマーカーを探索して同定するた

め、新たな神経細胞培養系、脳スライス

実験系、全脳実験系や遺伝子改変モデ

・結晶を用いないタンパク質構造決定技術である単粒子

解析法を Neural Network や Simulated Annealing により

さらに改良することで 80%以上の自動化と高分解能を実

現する。また本技術により脳・神経において重要な機能

・結晶を用いないタンパク質構造決定技術である単粒子解析法に関しては、Neural Network

や Simulated Annealing を用いてその方法を改良した。その結果、80%以上の自動化とさらに

高分解能化に成功した。この技術を用いて、我々の体を発癌から守っている酸化ストレスの

センサーである Keap1 タンパク質の構造を解明した。負染色後に単粒子解析を行い、全体と

電子顕微鏡技術と半導体加

工技術を融合させることで液

中の細胞を観察する大気圧

走査型電子顕微鏡(ASEM)を

1112210 
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ル生物実験系を構築して神経ネットワー

ク情報伝達系の可視化・解析技術を開

発する。 

を果たす様々なタンパク質の詳細構造を決定する。 してサクランボ状の形をしていることを解明した。また電子顕微鏡技術と半導体加工技術を

融合させることで液中の細胞を観察する大気圧走査型電子顕微鏡(ASEM)を開発した。分解

能は 8nm である。 

開発した。 

    ・ヒトの遺伝性疾患と相同部位での遺伝子変異がモデ

ル生物神経形成にどのような影響をあたえるかを検討

する。マウスのシナプス形成機構や形態変化の個体レ

ベルでの観察を引き続き試みる。光刺激による培養神

経細胞興奮性の制御系を確立させる。 

・ヒト若年性パーキンソン疾患の原因とされる遺伝子変異を組み込んだ複数の遺伝子改変線

虫を作成し、そのシナプス形成や神経変性における影響を検討した。その結果、様々な疾患

遺伝子内の一塩基変異の影響を、高効率で解析可能であることを見出した。また、具体的に

神経細胞死を高効率で誘因する新たな変異部位を同定した。マウス神経細胞を用いて、光

刺激により細胞の興奮を数ミリ秒オーダーで制御可能な系を確立し、同時に活性化したタン

パク質の細胞内動態を可視化解析することに成功した。これにより、シナプス構造間での活

動に伴う物質の流動についての新たな概念を提唱した。 

  1112220 

  ・同定されたバイオマーカーを検知して

診断等に利用するため、細胞情報の大

規模処理が可能な新規分子プローブ及

びそれを導入したトランスフェクションマ

イクロアレイなどの検知技術を開発す

る。得られた細胞情報を細胞機能の制

御に利用するため、ナノテクノロジーなど

を利用した細胞操作技術を開発する。 

・発光タンパク質や蛍光タンパク質を利用した生体分子

リアルタイム解析デバイスについて、以下の研究を行

う。 

1) 多色発光、高機能化ルシフェラーゼを基盤に、小中

動物個体を対象とした複数分子のダイナミズム解析技

術を確立する。 

2) 化学物質毒性評価系として、免疫毒性・発ガンマーカ

ー遺伝子群のプロモーター配列をマルチ遺伝子発現シ

ステムに導入した安定株の作成し、免疫毒性・発ガン評

価のハイスループット分析システムを構築する。 

・発光タンパク質や蛍光タンパク質を利用した細胞内マルチ分子マーカーリアルタイム解析デ

バイスについて、以下の研究成果をあげた。 

1) 細胞発光イメージング装置を企業と共同開発し 2 色発光培養細胞において一細胞内の 2

遺伝子活性情報の同時解析に成功した。一方、昨年成功した蛍光色素導入ウミホタルルシ

フェラーゼとがん細胞認識抗体を融合した近赤外発光プローブにより、マウス体内の数ｍｍ

程度の大きさのがん細胞の生体深部のイメージングに成功した。 

2) 発がん毒性評価のためのマルチ遺伝子発現プローブ群を有する評価安定化細胞株を樹

立した。また、ハイスループット毒性評価の精度を向上させるための発光標準タンパク質を作

成した。 

  1112310 

    ・タンパク質構造機能相関について、以下の研究を行

う。 

1) 基板上に固定化したモデル生体膜においてタンパク

質の機能を計測する技術を開発する。特に、酸素セン

サーによる酵素機能計測技術を改良し、バイオセンサ

ーの開発に取り組む。また、ポリマー脂質二分子膜を活

用し膜組成の空間制御を行う技術を開発する。 

2) 格子結合表面プラズモン共鳴を利用したより高 S/N

の高感度蛍光顕微鏡およびバイオチップの開発のため

光学系（照射-検出系）を 適化する。 

3) 光で活性制御可能なケージドペプチドの体系化を進

め、光によるペプチドの高次構造制御の解析を行う。 

4) 銅イオンと選択的に錯形成して蛍光消光する配位子

の金属イオン選択性の要因を検討し，他の金属イオンと

も錯形成できるよう分子構造の修飾を試みる。 

5) 電子線トモグラフィーによって細胞膜や微小繊維など

の三次元構造を計測する技術を開発する。 

・タンパク構造機能相関について、以下の研究を行った。 

1) 基板上に固定化したモデル生体膜においてタンパク質の機能を計測する技術として、体

内での薬物代謝に関与するシトクロム P450 酵素活性を酸素センサーで計測する技術を開発

した。また、ポリマー脂質二分子膜を用いて基板上に固定されたモデル生体膜でコレステロ

ールを多く含む膜（秩序液晶相）と含まない膜（不秩序液晶相）を空間的に分離することに成

功した。 

2)格子結合表面プラズモン共鳴を利用したより高 S/N の高感度蛍光顕微鏡として入射角制

御が可能な正倒立型蛍光顕微鏡を作製した。さらに、バイオチップにおける蛍光検出感度の

適化として、入射角を共鳴角に、検出角を蛍光とプラズモンとの結合角に光学系を調整す

ることで 120 倍以上の増強蛍光検出に成功した。 

3) アスパラギン酸とグルタミン酸の側鎖に光解離性保護基を効率よく導入する方法を開発し

た。また、ペプチドに光解離性保護基を導入し、光によってペプチドのニ次構造が変化する方

法を確立した。 

4) 銅イオンへの選択性の要因を明らかにするために、錯体における銅イオンの電子状態お

よび配位構造の解析を行った。また、当該配位子にグリシン残基を導入し、金属イオンの選

択性の変化について検討した。その結果、分子内の水素結合能が選択性に関与しているこ

とを明らかにした。 

5) 電子線トモグラフィー法と急速凍結レプリカ法を統合して、物体の三次元構造を高コントラ

スト画像として把握する方法を開発した。これを利用して、細胞膜上に膜タンパク質によって

構築された細胞間結合複合体や水中に分散化したセルロース微小繊維の三次元構造をナノ

メートル分解能で明らかにした。 

  1112320 

    ・1) バイオマスの酵素的分解法に役立つ糖質分解酵素

や基質複合体との構造を決定し、立体構造に立脚した

新たな人工酵素の創出に取り組む。 

2) 超耐熱性スレオニンデヒドロゲナーゼのバイオセン

サーとしての実用化を図る。 

3) 抗酸化機構であるチオレドキシンシステムを形成す

るタンパク質の反応を解析する。 

・1) バイオマス酵素的分解法に役立つ糖質分解酵素や基質複合体との構造を決定し、この

酵素活性に重要なアミノ酸残素の決定に成功した。この情報を用い、バイオマス有効利用を

妨げていた酵素糖化反応阻害剤、および、その阻害機構を解明し、バイオマス完全糖化シス

テムの構築を進めた。  

2) 超耐熱性スレオニンデヒドロゲナーゼの構造機能解析に成功し、酸化還元系酵素をバイ

オセンサーに実用化するための情報を提供した。 

3) 抗酸化機構であるチオレドキシンシステムを形成する酵素の基質複合体の構造解析に成

功し、その詳細な立体構造情報を発表した。 

  1112330 

    ・細胞時系列解析技術を応用した、遺伝子機能評価シ

ステムの開発を行う。さらに、そのシステムの各種産業

ニーズに対する有用性を評価する。 

・細胞時系列解析技術の応用として、細胞運動に関わる遺伝子のスクリーニングチップを開

発し、遺伝子のスクリーニングを実施することによって実用性の評価を行った。その結果、1

つの新規な遺伝子機能が発見された。この結果によって開発成果の実用性が裏付けられ

た。 

  1112340 
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    ・分子ビーコンなどの mRNA 結合分子を修飾したナノ針

を用いて単一細胞に mRNA を導入する技術を開発す

る。iPS 細胞をナノ針を用いて挿入操作する手法を開発

する。iPS 細胞の表面マーカータンパク質あるいは細胞

内部マーカータンパク質を抗体修飾 AFM 探針、または

抗体修飾ナノ針を用いて検出する手法を開発する。 

・ヒトとマウス間で 3 塩基の違いがある GAPDH 遺伝子の 19 塩基の配列を標的とした分子ビ

ーコンを設計し、これを修飾したナノ針をヒト細胞 HeLa、マウス細胞 C3H10T1/2 にそれぞれ

挿入し、細胞を識別して mRNA を検出することに成功した。マウス iPS 細胞にナノ針を挿入す

ることに成功した。細胞内部のネスチン、ニューロフィラメントに対する抗体を修飾したナノ針

を神経細胞分化前後の細胞に挿入し、それぞれのタンパク質の有無を力学的に検出するこ

とにより、細胞を識別することに成功した。 

  1112350 

    ・ユニークな要素情報を自動的に強調する匂い表現モ

デルの統計的有意性を実験例を増やすことで検証す

る。また、人工の鼻センサの要素素子については、新た

な方法を検討するとともに、レセプタ機能発現系培養細

胞の応答データの統計的解析を行い、得られたデータ

から刺激を推定できるかどうかを明らかにする。 

・ユニークな要素情報自動強調匂い表現モデル検証のため、追加データの収集を目指した

が、状態確認のための対象データの収集に止まった。また、キメラ G タンパク質の開発によ

り、嗅細胞と同等の匂い分子識別能を持つ培養細胞を得て、人工の鼻センサの要素素子プ

ラットフォームを実現し、平均応答波形データで単体成分の刺激推定を可能とする段階に至

った。 

  1112360 

    ・1) Phospholipase D を含む細胞運動関連遺伝子の機能

解析を進める。 

2) 運動中のダイニンの高分解能構造解析に適する系

の開発を目指し、異なるダイニンを用いて微小管との複

合体を作成する。また、二量体構造をもつキネシン分子

モーターと微小管の複合体の立体構造を得る。 

3)独自の組換えアクチン発現系を用いて協同的構造変

化に異常を来した変異アクチンフィラメントを調製し、ア

クチンフィラメントの協同的構造変化の実態と機能的意

義の解明を目指す。 

・1) Phospholipase D のアイソフォーム特異的なノックダウン法を開発した。 

2) DNA で架橋した微小管・ダイニン複合体を作成し、運動中のダイニンの高分解能構造解析

に適する観察系を確立した。キネシンについては、データを収集し、解析に着手した。 

3)昨年度単離した変異アクチンが、ミオシンのクラス特異的な運動阻害を示すことを発見し、

ミオシンの運動におけるアクチンフィラメントの機能解明に向けた端緒を得た。またその分子

機構を探るため、一分子 FRET 法による解析に着手した。 

  1112370 

    ・正常細胞の長命化と癌細胞の短命化など、細胞の寿

命操作を目的とした以下の研究を行う。 

1) 植物抽出物の神経分化誘導および抗ガン作用に関

する作用機序の解明。 

2) ガンや細胞分化に関与する miRNA の解析と miRNA

の標的遺伝子探索。 

3) 熱ショックタンパク質（モータリン）の細胞内在化に関

わる部位に対する抗体の作製と内在化抗体のイメージ

ングへの応用。 

4) Collaborator of Alternative Reading Frame 

protein(CARF)に対する siRNA を用いた、ガン細胞のア

ポトーシス誘導の解析。 

5) ガン細胞の薬剤耐性に対する遺伝子の機能解析。 

・正常細胞の長命化と癌細胞の短命化など、細胞の寿命操作を目的とした以下の研究を行

った。 

1) 植物抽出物の成分が、神経細胞の分化誘導することを明らかにした。 

2) 細胞分化やウイルス感染に伴って発現する miRNA の生細胞における定量イメージングに

成功した。 

3) 様々な抗体の中から細胞内在化活性を有する抗体を同定し、間葉系幹細胞の生体内イメ

ージングに成功した。 

4) CARF に対する siRNA を用いてガン細胞のアポトーシスに関するパスウェイ解析を行った。 

5) 薬剤耐性に関する遺伝子を新たに同定し、腫瘍細胞の浸潤化に関与することを明らかに

した。 

1)インドの伝統的民間療法で

用いられている植物の抽出物

から得られた成分が抗老化、

及び抗癌活性を有することを

明らかにし、特許申請、企業

との共同研究を活発に進め

た。 

3)細胞に内在化する抗体を同

定し、生体内イメージングへ

の利用、また抗癌効果につい

て特許の申請、企業との実用

化研究を行った。 

1112380 

    ・ヒト全ゲノム領域をカバーするタイリングアレイの一次

試作を行い、スポッティングの評価を行い、クローンの妥

当性を検証する。タイリングアレイを用いて胃癌の臨床

検体由来の DNA の解析を行う。 

・遺伝学的に日本人であることが確認された産総研オリジナルの 33 万クローンゲノムライブ

ラリーの特徴的クローンを次世代ギガシークエンサーで塩基配列解析を行い、日本人の塩基

配列は米国 NCBI が公開している欧米人の配列と構造的に異なることを明らかにした。この

ゲノムライブラリーを基にヒト全ゲノム領域をカバーする1.7 万クローンを選択し、1 枚のガラス

基板上にタイリングアレイを作製し、胃癌等の臨床検体由来の DNA について解析を行った。 

  1112390 

    ・環境中遺伝子の全長を効率的に獲得することを可能と

する技術の開発をさらに進め、実用化する。環境から獲

得した酵素並びに蛋白質のビーズへの結合等、実用化

をさらに進める。さらに、ビーズ上での遺伝子増幅などを

用いて、簡便で実用的な生物系材料の判別技術を開発

する。 

 ・マグロ類の種や系統の判別に有効と考えられる領域の配列を決定した。ゲノム上の特定

領域の DNA を増幅し、ビーズ上に固定した DNA 断片の 1 塩基配列の違いから種や系統の

違いを判別する方法を確立した。さらに、この方法に従って、微小な肉片からゲノム DNA を抽

出し、増幅、ビーズ上への固定、発光法を用いた判別の分析まで自動的に行う小型装置の

仕様を決定し、試作した。ビーズへの固定化に適した耐熱性酵素として、超好熱古細菌ゲノ

ム情報から見出された有用酵素候補について機能解析に取り組み、新規機能を有する酵素

等を確認した。 

  11123a0 

    ・産業的に重要な糸状菌のゲノムの比較解析などによっ

て、細胞に対する生理活性を有する物質を探索・生産す

るための基盤を築く。安全で物質生産効率に優れた麹

菌をベースとする実用的な物質生産系を開発・実証す

る。 

・麹菌の転写制御因子破壊株ライブラリーのスクリーニングにより、二次代謝系を広く制御す

ると考えられる因子を同定した。産業的に重要な二次代謝物質の代謝パスウェイを発見し、

その転写制御を解明するとともに、人為的な高発現系の作成により、生産性の向上に成功し

た。麹菌による安全で効率的な物質生産系を構築し、有用な物質の高生産に成功した。ギガ

シークエンサー等による麹菌の比較ゲノムから、株間の違いを決めるゲノム配列上の特徴を

同定できた。 

  11123b0 
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  ・ガン等の疾患マーカー分子の迅速且つ

網羅的な同定・検出・評価をするため、

高感度バイオイメージング、ゲノムアレイ

及び磁気ビーズ等を用いたゲノム解析

技術を開発する。 

・1）開発した糖鎖自動合成装置「Golgi」を利用して、細

胞法で調製された糖鎖のトリミングや再修飾を施し、より

複雑であるが有用な糖鎖の合成研究をすすめる。 

2）上記 1）を指向して、難溶性糖脂質を基質とした酵素

反応を可能にする技術開発研究をすすめる。 

1）化学的合成手法だけでなく、市販の酵素や自前で調製した糖転移酵素を利用して、新規

糖鎖群、とくに生理活性発現の鍵となると思われるシアル酸やフコースを有する新規糖鎖の

合成に成功した。これらの化合物は毒素やウイルスなどとの活性試験に寄与するものであっ

た。当初目標に掲げた糖鎖自動合成装置の利用については、汎用性の面で改良の余地を

残すものの、 2、3 の特化した糖鎖化合物に関しては利用展開可能となった。 

2）難溶性糖脂質を基質とした酵素反応を可能にすべく、従来の界面活性剤添加法だけでな

く、新たに分子認識システムを基盤としたシクロデキストリン添加効果について、詳細な作用

機能の解明をすすめた。 

  1112410 

1-(2) テーラーメイド医療の実現

を目指した創薬支援技術の開発 

1-(2) テーラーメイド医療の実現を目指

した創薬支援技術の開発 

      1120000 

 薬の効き易さの個人差など、

個々人の特質を考慮したテーラ

ーメイド医療を実現するため、ゲ

ノム情報の迅速な解析に基づく創

薬・診断支援技術に関する研究

開発を実施する。 

 薬の効き易さの個人差など、個々人の

特質を考慮したテーラーメイド医療の実

現が求められている。そこで、ヒトゲノム

情報をもとに作成した網羅的なタンパク

質や糖鎖の合成プールを利用して、特

定のタンパク質や糖鎖と相互作用する

物質を探索し、個々人の特質に適合した

創薬の支援技術を開発する。また、バイ

オインフォマティクス技術を発展させ、遺

伝子やタンパク質などの機能予測及び

化合物－タンパク質ドッキングシミュレー

ションを実現して、膨大な化合物の中か

ら医薬品候補を選び出すことのできる創

薬支援技術を開発する。 

      1120100 

  1-(2)-① ヒト遺伝子産物の機能に基づ

いた創薬支援技術の開発 

      1121000 

  ・ヒトゲノム情報のタンパク質への効率

的な翻訳体制を確立する。これを利用し

て重要なタンパク質及びそれに対応する

抗体を作製してプロテインチップや抗体

チップなどの解析ツールを開発する。さ

らにこのチップを利用してタンパク質の

機能を制御する低分子化合物の解析を

行い、創薬支援や診断薬の開発支援技

術として利用する。 

・ヒトタンパク質発現リソースを活用して、1）チロシンリン

酸化の網羅的解析研究、2)インビトロメモリーダイ法に

よるタンパク質相互作用の検証、スクリーニング系の改

良、3)タンパク質発現技術の網羅性の強化、4)新規 iPS

化因子の探索、5)疾患の予知、予防、臨床検査技術の

進歩を目指したガンと自己免疫に関する技術開発、6)タ

ンパク質修飾のテーマの共同研究、7)統合データベース

チームとの連携による H-inv DB と HGPD とリンクの拡

充、RIO-DB との共同開発を進める。これにより、創薬支

援や診断薬の開発支援技術として利用する。 

・1)11 種の Src ファミリーチロシンキナーゼとキナーゼを基質とした基質特異性を網羅的に解

析し、新規基質を発見した。 2)インビトロメモリーダイ法やインビトロスプリットルシフェラーゼ

法によるタンパク質相互作用の検証を可能にし、相互作用阻害物質のハイスループットなス

クリーニング系を確立した。NEDO ケモバイオプロジェクトにおいて、本法により年間 10 種類

の創薬スクリーニング（プロジェクトの主力スクリーニング系となる）を実施し、新規タンパク質

阻害化合物を発見した。 3)タンパク質発現技術の網羅性の強化のため、不溶化タグ等の新

規タグを開発し、効率的な発現タンパク質の精製、回収技術を開発した。4)新規 iPS 化因子

の探索は京大・山中研と共同で行い、4 種の新規因子を発見し、極めて重要な機能があるこ

とを発見した。 5)平成 21 年度地域イノベーション「自己抗体を活用した効率的な特定のがん

の総合診断システムの開発」を実施し、病院、大学、企業との産学官共同研究で、疾患の予

知、予防、臨床検査技術として活用できる網羅的な自己抗体解析技術を新規に開発した。 

6)大阪府大や熊本大学と新規タンパク質修飾である S-グアニル化の共同研究を行い、プロ

テインアレイ上で測定可能な技術を開発した。 7)統合データベースチームとの連携による

H-inv DB と HGPD とリンクの拡充のデータ作成、RIO-DB との共同開発を進め、HGPD データ

ベースを一般公開した。さらに CBRC と共同で発現タンパク質の可溶性等を予測プログラム

を作成した。 

iPS 細胞誘導因子探索では

我々のヒトタンパク質発現リソ

ースから次々と新規因子や既

存因子と相乗効果のある因

子がが見つかり、iPS 細胞技

術に大きな影響を与え、社会

にインパクトを与えるものであ

る。この世界に類のないリソ

ースは、iPS 細胞分野にとど

まらず分化誘導、細胞変換を

行う細胞システム変換因子の

探索リソースとしても、今後

益々、重要となる。 

1121110 

  ・遺伝子の機能を解明するため、ヒト遺

伝子の発現を個々に抑制できる siRNA

発現ライブラリーを作成する。これを用い

て遺伝子機能を個々に抑制することで

疾患に関係する遺伝子などの重要な遺

伝子を見出す。これら遺伝子の翻訳産

物の機能や遺伝子発現の調節機構を解

明して医薬や診断薬の開発に向けた標

的遺伝子を明らかにする。 

・iPS 細胞作成用ベクターを改良し、作成効率を 1%まで

上昇させ、世界 高水準を達成する。創薬研究に貢献

できるように、医薬品の標的タンパク質を複数個同時に

発現できる持続発現型 RNA レプリコンベクターのキット

化を進める。 

・山中 4 因子（Oct4, Sox2, Klf4, c-Myc）を同時に搭載した持続発現型センダイウイルスベクタ

ーを使って、iPS 細胞作製効率 1%を達成した。また 4 個の外来遺伝子を同時に搭載するベク

ターの新しい設計法を開発し、簡便なベクター作製法に道を開いた。 

  1121210 

  ・糖鎖マーカーを利用した創薬支援技術

を開発するため、酵母による糖タンパク

・ヒト糖転移酵素の発現と in vitro でのヒト型糖鎖の生産

の検討を進め、糖鎖の大量調製を試みる。酵母によるヒ

・ヒト糖転移酵素の発現と in vitro でのヒト型糖鎖の生産の検討を進め、天然物からは抽出が

困難な糖鎖について 10 mg スケールでの調製が可能となった。酵母によるヒト型糖鎖含有糖

  1121320 
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質糖鎖の改変技術等を開発する。また、

糖転移酵素の発現技術と糖鎖関連化合

物の生産技術を開発し、これらを利用し

て糖転移酵素や糖鎖分解酵素等に対す

る新規な酵素阻害剤の設計と合成を行

い医薬品としての機能を評価する。 

ト型糖鎖含有糖タンパク質の生産系を利用して多様な

糖鎖を生産する系を確立するとともに、糖タンパク質、糖

ペプチドバイオマーカーの発現を行ない、糖鎖認識抗体

の作製を目指す。またヒト化抗体など糖タンパク質治療

薬の酵母による生産系の改良を進める。 

タンパク質の生産系を利用して細胞内での CMP-シアル酸の合成に成功した。ヒト型糖鎖を

含有する糖ペプチドを調整し、抗糖鎖抗体のスクリーニング系に利用した。またヒト型糖鎖を

もつ抗体を酵母で生産し、動物細胞由来の抗体と結合活性の比較を行なった。さらにリソソ

ーム酵素を酵母で生産し、動物細胞由来の酵素と比較し、同等以上の治療効果があること

が示された。 

    ・1)開発しているマイクロ波利用合成装置を利用して、長

鎖ペプチド、短鎖タンパクの化学合成研究をすすめる。 

2)マイクロ波を利用した創薬シーズ化合物の効率合成

と、新機能修飾を目指したシーズ化合物への被糖鎖修

飾シーズ合成研究をすすめる。 

・1）メーカー（東京理化器械）と固相反応に特化させたマイクロ波利用合成装置を開発した。

また実際にその装置の実証試験として、長鎖ペプチド、短鎖タンパクだけでなく、N-アルキル

ペプチドなど合成困難な配列ペプチドの合成研究をすすめた。さらに中小企業等製品評価事

業として、バイオケミストリー分野への展開を指向した多穴ウエルに同等にマイクロ波照射さ

れうる装置の性能評価をおこなった。 

2）マイクロ波を利用して、糖尿病薬ロシグリタゾンの全合成の簡便化、効率化を計り、プロセ

ス合成に展開可能な合成手段の開発をおこなった。また創薬を指向した、多活性官能基であ

る 30 種類以上からなる 1,3,4-oxadiazole ライブラリをマイクロ波を利用して効率的に合成し、

様々な活性試験を開始した。 

  1121330 

    ・細胞壁合成のしくみを理解するために、GPI の脂質リ

モデリングのメカニズムに関する研究を進め、脂質部分

のセラミドへの変換を司る遺伝子と、その基質を明らか

にする。 

・グリコシルフォスファチジルイノシトール（GPI）の脂質部分のセラミドへの変換を司る遺伝子 

CWH43 を見いだし、この遺伝子産物がリゾ PI 型の GPI を基質として脂質リモデリングを

行いうることを明らかにした。 

  1121350 

  1-(2)-② バイオインフォマティクス技術

を利用した創薬支援技術の開発 

      1122000 

  ・創薬の標的を明らかにするために、複

数の生物のゲノム配列を比較する方法

及びマイクロアレイ等による大量の遺伝

子発現情報を解析する方法を開発す

る。これに基づきゲノム上に存在するタ

ンパク質コード領域や機能性 RNA のコ

ード領域及び転写制御領域などの構造

を情報科学的に明らかにする手法を確

立する。 

・配列情報解析技術等の開発と、転写制御機構の解

析、新規機能性 RNA 発見等、ゲノム配列情報の工学的

制御の観点からの解析を行うため、以下の課題に取り

組む。 

1) 予測された機能性 RNA 候補についてウェット実験に

よる検証をより多くの候補について実施する。 

2) 予測した、ミトコンドリア膜タンパク質を(共同研究者

による)ウェット実験で確認する。 

3) 全ゲノム類似配列検索プログラム"LAST"の機能拡

張と成果発信を行う。 

・1) ウェットと連携して実施した RNA 分解因子の核内ノックダウンにより、300 個の予測候補

について新たに発現が確認できた。従来の候補と併せて、発現が確認された新規機能性

RNA 候補は 1600 個となった。また機能性 RNA 候補を予測する際に独自開発手法であるγ

セントロイド推定技術を基盤にして、世界的にも も精度の高い RNA 配列情報解析ツール：

CentroidHomFold、CentroidAlign を開発した。 

2) 共同研究者による、我々が予測したミトコンドリア外膜タンパク質(Mmm2)の膜組込みシグ

ナル(βシグナル)配列が外膜局在に必須である結果を得た。更に、真核生物の網羅的プロ

テオーム配列解析を行い、β型膜タンパク質が非常に限られているという、我々が提案した

新説を裏付けるデータを得た。  

3) LAST を用いてゲノム配列からタンパク質の情報を得やすいため、複数の読み枠を考慮す

る計算と、似た性質を持ったアミノ酸を一致する文字として扱える手法を実装した。成果発信

として lastweb.cbrc.jp のウェプサービスを公開した。 

情報解析技術開発において

当初の予定を大きく上回る数

のソフトウェア、データベース

を開発した。またウェットとの

共同研究においても独自の

情報解析技術力を発揮して、

実際に機能が確認できるよう

な新規機能性 RNA を当初目

標よりも多数同定した。このよ

うに基盤技術の構築から応用

までバランスを保ちつつ多数

の成果が得られた。 

1122110 

    ・平成 20 年度に公開した「予測とデータ取得によりタン

パク質に関する網羅的な情報を得るワークフロー」およ

び「タンパク質の比較情報を提示し、保存部位、変異部

位を推定するワークフロー」の利用者の意見や要望を開

発に反映し、タンパク質立体構造予測システムのワーク

フローを開発・公開する。 

・平成 21 年度計画において、以下の研究を行った。一連のタンパク質解析 WEB ワークフロー

としてタンパク質立体構造予測システムのワークフローを開発し、平成 21 年度 11 月に統合

DB 情報基盤サイト（togo.cbrc.jp)より公開した。また利用者が柔軟にワークフローを改変でき

るアクティブ・ワークフローの開発基盤環境の構築を行った。 

  1122120 

    ・大量の遺伝子発現データ解析技術と遺伝子ネットワー

ク解析技術を統合した創薬ターゲット発見過程を支援す

る技術を開発するため、以下の課題に取り組む。 

1) 時系列遺伝子発現データから時間依存遺伝子モジ

ュールとネットワークを探索する技術を開発する。 

2) 遺伝子の細胞機能解析のための細胞情報データベ

ースを開発して公開する。 

3) 発現情報等時系列計測データから、ネットワーク構

造変化を推定する技術を開発する。 

4) 遺伝子制御ネットワークデータベースを構築し、活性

化ネットワーク構造探索システムを開発する。 

・平成 21 年度計画において、以下の研究を行った． 

1) 時系列遺伝子発現データから時間依存型遺伝子モジュールを探索しこれをシードに用い

た遺伝子ネットワークを推定する技術を開発した。 

2) ヒト細胞の位置に基づく体系的分類、細胞画像、遺伝子発現、論文情報を統合した細胞

情報データベースを開発して公開した。 

3) 発現時系列データから、グラフィカル連鎖モデルと経路整合性アルゴリズムの組み合わ

せにより、ネットワーク構造変化を推定する技術を開発した。 

4) 多能性細胞に関する 8 種類の ChIP-on-CHIP データから制御ネットワークデータベースを

構築し、多能性獲得の際活性化するネットワーク構造を探索するシステムを開発した。 

  1122130 

  ・タンパク質の立体構造および機能を予

測するためのソフトウェアを開発する。ま

ず、フォールド認識法と網羅的モデリン

・タンパク質構造予測技術、分子シミュレーション技術、

分子設計技術の融合、大規模計算の活用による、高精

度な創薬支援技術を開発するために以下の課題に取り

・1) 立体構造・リガンド結合予測システムを G タンパク質共役受容体やキナーゼなどの標的

タンパク質に適用し、作用機序解明や構造活性相関研究に応用した。その結果、新規リガン

ド設計などに関する知見が得られた。2) タンパク質-タンパク質間の複合体予測技術・複合

タンパク質凝集・アミロイド化

は，アルツハイマー病などの

原因となる。その凝集分解の

1122210 
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第 2 期中期目標 第 2 期中期計画 平成 21 年度計画 平成 21 年度実績 特筆事項 整理番号 

グを融合させ高い精度をもつタンパク質

の立体構造予測法を完成する。次に、立

体構造の動的性質に注目して膜タンパ

ク質等の機能予測法を開発する。これら

の成果を創薬の重要な標的である細胞

膜受容体や酵素へ適用し、創薬支援シ

ステムとして提供する。 

組む。1) これまで開発した立体構造・リガンド結合予測

をより網羅的なシステムに発展させ、化合物の選択性

や作用機序に関する研究、データベース化への応用を

目指す。2) タンパク質-タンパク質複合体制御リガンド

探索への応用を目指す。3) 高精度 DISORDER 法の実

証実験を行う。また GRID 環境下、高速タンパク質複合

体計算プログラムの応用技術開発を行う。 

体制御リガンド探索技術を開発し、いくつかの先行標的複合体タンパク質に対してヒット化合

物を同定した。3) 統合による DISORDER 予測の高精度化を行い、タンパク質の安定性やタ

ンパク質間相互作用制御に関する網羅的解析を実施した。GRID 環境下、大規模計算に向け

たタンパク質複合体解析技術を開発した。 

メカニズムをシミュレーション

で分子レベルで解明すること

に成功した。これは技術的に

も当初のも目標を超え、新し

い発見にもつながった。 

  ・遺伝子や生体分子に関する情報の高

度な利用を促進するため、遺伝子、RNA

及びタンパク質のアノテーション（注釈づ

け）をヒト完全長 cDNA レベルからゲノム

レベルに展開する。これらの情報に加え

て、遺伝子の発現頻度情報や細胞内局

在情報及び生体分子の相互作用情報等

を統合したバイオ情報解析システムを開

発する。 

・ヒト全遺伝子に関する機能・構造・発現・多様性・進化

等の高精度なアノテーション情報を格納した統合データ

ベース H-InvDB を発展させ、新たな実験データを精査し

つつ統合化し、さまざまな研究開発のニーズに対応した

情報基盤を整備する。産総研内外のデータベースも含

めた情報統合化とデータマイニングツールの融合によ

り、バイオ情報解析システムへの発展をめざす。また、

経済産業省統合データベースポータルサイト MEDALS

の機能拡充を図る。 

・ヒト遺伝子と転写産物、タンパク質に関する各種の情報を整備した統合データベース

H-InvDB を更新した。平成 21 年 3 月に公開した 新リリースでは、約 43,000 の遺伝子の約

20 万の転写物に対するアノテーションを公開している。また、H-InvDB を活用した解析ツール

として、遺伝子リスト特徴抽出ツール HEAT を開発し公開した。さらに、リンク自動管理システ

ム（http://biodb.jp/）の開発を進め、データ識別子を用いた全データベース検索の機能を実

現した。一方、経済産業省統合データベースポータルサイト MEDALS の更新を進め、2010 年

1 月までに 59 件のデータベースと 41 件のソフトウエアに関する情報を公開した。また、新規

文献お知らせツール PubMedScan を公開し、研究者が興味を持つ論文情報の配信を開始し

た。 

  1122310 

    ・モデル生物のゲノム・トランスクリプトーム・プロテオー

ム等のオミックス情報の統合化の強化、ヒトの情報と比

較検討ができる情報システムの拡充を行う。特に、遺伝

子発現の制御に関わる分子機構の解明をめざした情報

解析を実施する。 

・ヒト遺伝子に対するモデル生物のオルソログの情報を高精度に判定し、その遺伝子構造や

機能の情報を整備して Evola データベースにて公開した。選択的スプライシングに関する

H-DBAS を更新し、ヒトとマウスの間で機能と構造が保存されている選択的スプライシングバ

リアントの情報を提供した。また、ヒトを中心とする主要な脊椎動物のゲノム配列比較解析を

行い、その成果を比較ゲノムブラウザ G-compass バージョン 3 として発表した。 

  1122320 

２． 精密診断及び再生医療によ

る安全かつ効果的な医療の実現 

２．精密診断及び再生医療による安全か

つ効果的な医療の実現 

      1200000 

 安全かつ効果的な医療の実現

に向け、生体を分子レベルでイメ

ージングする精密診断・治療技術

及び組織再生や人工臓器等の機

能代替技術に関する研究開発を

実施する。 

 診断や治療における患者の負担を軽

減するには、正確な診断に基づいた効

果的な治療を迅速かつ安全に施すこと

が必要である。そこで、短時間で精密な

診断を可能にする生体分子のイメージン

グ技術や計測装置などの研究開発を実

施する。また、効果的な治療として再生

医療や生体適合性材料を利用した喪失

機能の代替技術を開発する。さらに、治

療の安全性を高めるための手術の訓練

支援システムを開発する。 

      1200100 

2-(1) 高度診断及び治療支援機

器技術の開発 

2-(1) 高度診断及び治療支援機器技術

の開発 

      1210000 

 迅速で正確な検査診断システ

ム及び低侵襲の治療システムの

実現に向けた生体の分子レベル

でのイメージング技術に関する研

究開発及び安全かつ効果的な医

療の実現に向けた手術訓練の支

援システムに関する研究開発を

実施する。 

 正確な診断と効果的な治療を施すた

め、短時間で計測できる高速診断法、細

胞における分子の機能を解析できる画

像診断法などを開発する。また、治療の

効果と安全性の向上を目指し、精度の

高い位置決め機構を有する治療支援装

置を開発するとともに手術の訓練支援シ

ステムを開発する。 

      1210100 

  2-(1)-① 患者の負担を軽減する高精度

診断技術の開発 

      1211000 

  ・診断及び治療に伴う患者の肉体的負

担を軽減できる低侵襲検査診断システ

ムを構築するため、心拍動等の動画像

を連続計測可能な超高速 MRI 技術及び

微小電極を用いた低侵襲計測技術等の

要素技術を開発する。 

・既知の化学組成で構成した物質および動物を用いた

実験を実施して高速 MRI 撮像法の特性（生物学的な有

効性、生体への安全性）を解析する。また、実用化を目

的に臨床用 MRI 装置への適用に関して検討する。 

・開発した MRI 撮像法（約 33msec で 2 次元撮像）の特性を評価した。その結果、撮像時に印

加する傾斜磁場の時間変化や電波の SAR は従来の撮像法と同等で、臨床用 MRI 装置への

適用が可能であることがわかった。開発した受信系の高感度化技術は、連携する企業にお

いて理化学機器（ＮＭＲ装置用受信機器）として製品化した。 

  1211110 
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    ・末梢神経線維からの活動電位の計測や電気刺激が可

能な低侵襲多点微小電極を開発するため、電極間隔

0.1mm 以下のアレイ電極を作成して活動電位の計測や

局所的な電気刺激に適する電極間隔について電気生

理学実験により検討する。また、神経線維活動電位を分

離・抽出するプログラムを用いて複数の末梢神経線維

から活動電位波形を同時計測できることを実証する。 

,・金属微小電極を約 0.1mm の間隔で並べたアレイ電極を作成し、末梢神経束での神経線維

活動電位の計測実験を実施した。神経束の走行方向に沿って神経周膜内にアレイ電極を刺

入して単極導出した結果、全か無かの法則にしたがって異なるタイミングで生じている複数の

単一神経線維活動電位を同時計測することができた。また、複数の記録点で観測された信

号を組み合わせて神経線維活動電位を分離・抽出することが可能なプログラムを用いて処

理することで、記録点の数よりも多い単一神経線維の活動電位を計測できる可能性のあるこ

とを実証した。 

  1211120 

  ・個々人のゲノム情報に基づいた高精度

診断を実現するため、1 分子 DNA 操作

技術や 1 分子 DNA 配列識別技術等の

個々人のゲノム解析に必要な要素技術

を開発する。 

・4 種類の塩基識別の S/N 向上のために、新型超高感

度カメラを導入し、微弱な蛍光色素 1 分子の検出感度を

さらに向上させて、読み取り性能を高めたリアルタイム

での 1 分子 DNA シーケンスを行い、読み取り可能なシ

ーケンス長など当該 1 分子 DNA 高速シーケンス手法の

基礎的な評価を行う。また、本手法を用いた応用解析と

して、1 分子 DNA から高速に一塩基多型（SNPs）を解析

する新技術について基礎的検討を行う。 

・それぞれ異なる色素で蛍光標識された 4 種類のヌクレオチドを連続的に取り込むこ DNA ポ

リメラーゼを探索して、当該酵素および標識に 適な蛍光色素を選別した。新型超高感度カ

メラを導入して検出感度を改良した全反射顕微鏡を開発した。これを用いて 3 種類の蛍光標

識ヌクレオチドの合成反応を実時間で可視化することに成功し、読取可能なシーケンス長を

拡張するための基盤技術を整備した。以上の成果を基礎として、1 分子 DNA から高速に一塩

基多型（SNPs）を解析する新しい技術の実現に必要な要素技術の手掛りを得た。 

  1211210 

    ・走査電子顕微鏡（SEM）観察で実測された銀ナノ粒子

凝集体構造に、2 段階電磁場増強モデルを適用して、実

験で得られた表面増強ラマン散乱（SERS）、表面増強ハ

イパーラマン散乱（SEHRS）、そしてレーリー散乱を再現

する増強電場の空間分布と励起波長依存性を明らかに

して、2 段階電磁場増強モデルを検証する。 

・2 段階電磁場増強モデルに基づき、走査電子顕微鏡（SEM）観察で実測した銀ナノ粒子凝集

体構造を境界条件として、有限要素法を用いて表面増強ラマン散乱（SERS）、表面増強ハイ

パーラマン散乱（SEHRS）、およびレーリー散乱の強度およびスペクトルを空間分布と励起波

長依存性を含め計算して、実験結果と比較した。その結果、両者で良好な一致が得られた。

この結果により、2 段階電磁場増強モデルを検証することに成功した。 

非蛍光標識で 1 分子感度で

検出できる可能性がある表面

増強ラマン分光法に着目し、

モデル分子を用いて、主要な

増強機構を理論と実験両面

から実証することに成功。 

1211220 

  ・疾患に関係する生体分子等の細胞内

における存在を検知して診断に役立てる

ため、単一細胞内のタンパク質を一分子

レベルでリアルタイムイメージングする技

術を開発する。 

・マルチ細胞ソータの自動制御システムを実用的な解析

レベルまで改良する。動物細胞を含む細胞等を用いて、

複数種類の細胞識別・回収の性能を検証する。。実用

的価値の高い抗菌剤開発の基礎として、細胞膜結合性

のペプチドおよびその他の関連物質の抗菌機構の解明

を進める。 

・マルチ細胞ソータの自動制御システムの、実用的な試作機を開発するための企業との共同

研究を開始した。特に細胞を弁別するための光源部分の設計では、第 1 段階としてコストの

削減を優先させて、低出力レーザを選定し、選別できる細胞を 2 種類に絞った。また抗菌性

ペプチドのアミノ酸の一部を置換して細胞膜への結合性を向上させた。その結果抗菌活性が

向上することが見出された。この成果は実用的抗菌剤の開発指針と考えられた。 

従来法の電場を用いた方式

のセルソータは原理が異な

る、光圧力を用いたチップ型

ソータを発案した。従来法で

は困難な 5 種類以上の細胞

を、弁別できるだけでなく、回

収し再利用可能な特長を有

する。 

1211310 

    ・ぺプチド修飾量子ドットの取り込み機構を一細胞蛍光

顕微分光法を用いて解析し、量子ドットが細胞膜表面か

ら細胞内小胞に取り込まれる効率を評価する。また、量

子ドットに細胞内小胞から脱出する機能を付与するため

の表面修飾法を探索する。量子ドット標識技術を活用し

糖脂質 GM3 による EGF レセプターの阻害メカニズムを

明らかにし、この知見をガンなどの診断に使用する方策

を検討する。 

・抗菌性等の機能を有するぺプチド修飾量子ドットが細胞内小胞へ移行する効率を、いくつ

かの阻害アッセイ法を用いて定量的に調べた。その結果、クラスリンと呼ばれるタンパク質形

成を経て細胞質内に取り込まれる機構の寄与が も高く（～57%）、次いで、何らかの受容体

が関与する過程（～45%）、およびペプチドが有する正電荷が寄与する過程（～30%）の寄与が

高いという結果を得た。量子ドットが細胞内小胞から脱出する機能が期待される数種のペプ

チドを用いて脱出効率を評価して、有意な差がないことを見出した。 

量子ドットを用い、生きた単一

細胞の表面および内部のイメ

ージングに成功。従来の常識

を覆し、ある種のペプチドで修

飾すると、その量子ドットが細

胞質のみならず核内まで容

易に到達することを発見 

1211320 

  ・同定された生活習慣病のタンパク質マ

ーカーを簡便に解析して疾患の早期診

断に役立てるため、極微量の血液からマ

ーカーを数分以内で解析できるデバイス

を開発する。また、遺伝情報の個人差を

解析して罹患の可能性や薬効を診断す

るため、注目する遺伝子について個々

人の配列の違いを数分以内に解析でき

るデバイスを開発する。 

・コーティング材のセルロース誘導体とバイオチップ表面

の間の水素結合構造が分離特性を支配しているという

昨年度の知見に基づき、ポリメチルメタクリレート

（PMMA)製のバイオチップを用いて、多種多様なタンパ

ク質を効率よく分離するための、セルロース誘導体を基

盤とする新しい表面コーティング材料を開発する。 

・表面赤外分光法を用いて得られた情報、すなわちコーティング表面のセルロース誘導体の

官能基とＰＭＭA 表面の官能基が形成する水素結合の程度が、分離特性を特異的に支配し

ているという知見を指針として、すでに合成した数種のセルロース誘導体から、糖鎖で修飾さ

れたタンパク質の分離性能を評価して、性能が優れたものをスクリーンニングしてそれを用い

た分離分析を実施した。 

  1211410 

    ・複数のバイオマーカーに対する多種類の抗体を単一

マイクロ流路上に吐出・固定化することで「その場診断」

に応用可能な迅速・省サンプルなマルチ解析系を構築

する。マラリアの感染赤血球の高度検出系に好適な細

胞チップを応用し、感染種の特定も可能な診断チップの

構築する。単一のマイクロ流路で、3 種類以上の血中バ

イオマーカーの定量測定が可能なチップを試作、データ

・幅 300μm、深さ 100μm のマイクロ流路上で微細化インクジェットを用いて血中バイオマー

カーの抗体を固定し、サンドイッチ ELISA 系を構築した。この ELISA 系を用いることで血中

PICP、アディポネクチンのほか各種炎症セイサイトカインを含め計 6 種類のマーカーの定量

的検出が可能になった。また同一流路上で3 種類のマーカーの同時検出系も構築した。現在

の試作チップは 大 50 種類の抗体の固定化と検出に対応可能である。マラリア感染診断用

細胞チップの構築では検出感度 0.0001%、操作時間 15 分の、迅速・超高感度診断用チップを

構築した。 

マラリア感染診断用細胞チッ

プを開発。感度は世界トップ

レベル 

1211411 
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第 2 期中期目標 第 2 期中期計画 平成 21 年度計画 平成 21 年度実績 特筆事項 整理番号 

測定し、データベースコンテンツとして利用可能とする。 

    ・マイクロアレイによる DNA または生体マーカに対する

計測再現性の飛躍的な向上を目的とし、チップ表面の

ナノ構造および計測スポットにおけるプローブ分子の固

定化量および均一性を正確に評価するため、表面膜の

厚さを非標識かつ高解像度で測定する光学系の設計お

よび構築を行う。 

・表面膜の厚さを高解像度で測定する基本光学系を設計した。対物レンズの後焦点面の位

置および大きさを評価し、後焦点面内における収束点の位置と光の入射角との関係を調べ

た。対物レンズに光を入射し、試料の表面で反射した光を再び対物レンズで集光し、CCD に

結像する光学系を構築した。また、水溶液中で生成する表面膜を非標識で観察するため、基

板上に設けた多数のスポットにビオチンを固定したアレイを作製し、10 個のスポットにおける

アビジンの特異的な結合を 2 秒間隔で基板表面 1mm2 あたり 5pg の感度で検出した。 

  1211420 

    ・マルチ抗原検出チップにおける抗体吐出、固定化用イ

ンジェクターとして使用するための改良を実施する。ま

た、マルチチャンネル電気泳動チップを実現する。具体

的には、                               

1)幅 300・m の流路内に抗体を固定化する。 

2)駆動時の加熱に伴う抗原検出感度低下を 20%以下に

抑える。 

3)同時 10 流路電気泳動チップを試作し、その動作確認

を行う。 

・マルチ抗原検出チップにおける吐出条件、表面処理方法、サンプルの調整等を実施すると

ともに、流路カバーフィルムの改良を行い、インクジェット法によるマルチ抗原検出チップの高

感度化が実現した。また，以下の三点についても成果を得た。 

1)ディスポーザブル化に適した独自インジェクターによる、幅 300・・m、深さ 100・・m の流路内

への抗体固定化を実現した。 

2)駆動用レーザ加熱による抗原検出感度低下を 15%以下に抑えることができた。 

3)今後の同インジェクターとチップ型電気泳動との一体化に向けて、インジェクターと同じ流路

幅・間隔をする同時 10 流路電気泳動チップの試作と泳動実験を実施した。 

マルチ抗原検出チップ用ピコ

インジェクターの商品化 

1211430 

  2-(1)-② 治療の安全と効果の向上を目

指した治療支援技術の開発 

      1212000 

  ・小さな病変部位を局所的かつ集中的に

治療する技術を確立するため、MRI など

のイメージング装置下で生体内での微

細操作が可能な低侵襲治療用マニピュ

レータ技術を開発する。 

・顕微内視鏡画像を表示しながら MRI 対応微細操作シ

ステムを操作する表示・操作卓を試作し、MRI 画像との

対応付け、温度の変動による誤差の評価、組織操作を

試行するなどによりシステムの有用性を確認し、必要な

改良を行う。 

・試作システムを用いて、動物組織の微小血管（直径 100μm 以下）に先端太さ 50μm の微

細針を穿刺して薬液を注入する動作が可能なことを確認した。また、顕微内視鏡の 適焦点

距離と視野広さ、各機器配置等の使い勝手を向上させる知見を得ることができた。 

  1212110 

  ・外科手術の安全性を向上させるため、

擬似患者モデルを用いた手術トレーニン

グシステムの構築に必要な手術技能評

価手法を開発し、その有効性を医学系

研究機関と連携して検証する。 

・開発した自習システムの効果を、従来型の学習方法と

の比較実験により評価する。また、遠隔指導システムを

手術室-医療技術実習室間に設置し、手術室にいる指

導医が実習室の学習者を遠隔指導することで、手術室

で無ければ得られないスキルの内容抽出と、これを安

全に学習可能なシステムを研究開発する。 

・筑波大学附属病院手術室と医療技術実習室（ラボ）間に遠隔指導システムを開発・設置し、

手術室にいる指導医がラボにいる学習者（若手医師）を遠隔指導する実験を 1 例実施した。

学習者は、手術室にいる患者さんのモデルを手術して、指導者の手技を追いかけた。実験の

結果、手術室側の指導者（執刀医ではない）は複数の学習者を指導する余裕があることがわ

かった。出血対応など、模型単独では経験できないスキルを、安全に、かつ効率良く、疑似体

験することが可能となった。  

  1212210 

2-(2) 喪失機能の再生及び代替

技術の開発 

2-(2) 喪失機能の再生及び代替技術の

開発 

      1220000 

 喪失した身体機能を生体組織レ

ベルで再生、代替する再生医療

技術及び長期生体適合性を有す

る人工臓器技術に関する研究開

発を実施する。 

 効果的な治療技術の一つとして再生医

療や生体適合材料による喪失機能の代

替技術を開発する。再生医療技術の開

発では、骨、軟骨、心筋及び血管等を生

体組織レベルで再生する技術や神経ネ

ットワークの再構成を促進する技術等を

開発する。また、長期生体適合性を有す

る人工臓器などによる身体機能の代替

技術の開発では、埋め込み型人工心臓

のための生体適合材料及び骨形成の促

進や抗感染などの効果を有する生体適

合材料を開発する。 

      1120100 

  2-(2)-① 組織再生による喪失機能の代

替技術の開発 

      1221000 

  ・生体親和性に優れた組織細胞による

再生医療を実現するため、三次元細胞

培養技術を用いた骨・軟骨、心筋及び血

管等の組織再生技術を開発して臨床応

用を行う。 

・間葉系幹細胞の再生医療への応用展開をはかるた

め、骨髄由来の間葉系幹細胞へ複数の遺伝子を導入

し、数種類の iPS 細胞の創製を行う。これらの iPS 細胞

の機能を検証して再生医療への応用の可能性について

研究する。 

・2 種類の間葉系幹細胞へ 3 種類の遺伝子（OCT4, KLF4, SOX2)を導入し、胚性幹細胞に発

現している遺伝子を誘導するのみならず免疫不全マウスへの移植により奇形腫の発生を確

認した。以上より、ヒト間葉系幹細胞を用いて iPS 細胞の創製に成功した。これらの iPS 細胞

は種々分化能を有し、将来の再生医療への応用の可能性を示した。 

  1221110 
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    ・他人の細胞（同種間葉系幹細胞）を用いた再生医療技

術開発を行うため、同種のヒト間葉系幹細胞を用いた臨

床研究について検証する。 

・遺伝性疾患である低フォスファターゼ症の患者に父親の細胞（同種間葉系幹細胞）を移植

し、臨床成績の向上を見いだした。すなわち、同種のヒト間葉系幹細胞を用いた再生医療の

可能性を示した。 

  1221120 

    ・多能性幹細胞特異的に発現する細胞表面マーカーを

利用して、良質の iPS 細胞を評価選別する技術への応

用研究を開始する。また、心筋に分化しやすい幹細胞

特異的な細胞表面マーカーについては、実際に心筋前

駆細胞の組織からの選別・精製などに利用可能か検討

を行う。マウス ES 細胞で特異的に発現する 2 つの因子

については、その作用機序を明らかにする。 

・心筋に分化しやすい幹細胞を選別するための細胞表面マーカーについてデータの解析を

ほぼ終了した。また、ES 細胞や iPS 細胞の細胞表面マーカーを利用したガン化を抑制する技

術開発では、有用細胞表面マーカーの特定を既に終了し、 終的な動物実験によるガン抑

制効果を検証を開始した。さらにマウスES細胞で発現する2 つの因子については、それぞれ

幹細胞の未分化状態を制御する因子や iPS 化を加速する因子としての活性を見出し、そのメ

カニズムの解明を開始した。また作成した iPS 細胞の中から良質な幹細胞を選別するための

マーカーを同定した。 

特にヒト iPS 細胞標準化のた

めの遺伝子・糖鎖解析につい

て有望な結果を得ており、

NEDO プロジェクト成功の期

待が高まった。 

1221140 

  ・疾病や高齢化により失われた神経機能

を再生するため、間葉系細胞を神経細

胞に分化誘導する技術と神経組織の再

構成を促進する生体分子の探索技術を

開発する。 

(平成 19 年度で終了） (平成 19 年度で終了）   1221210 

    ・平成 20 年度に開発したモデルマウス等を用いてうつ病

の難治化と寛解に関する分子基盤および脳内情報処理

異常に関する研究、さらには、難治化因子及び寛解因

子の一分子イメージング技術と光ピンセットを用いたナノ

レベルでの病態解明と細胞治療技術の開発、さらには、

うつ病難治化モデル動物に特化した行動解析バッテリ

ー（網羅的行動解析）の開発を目指す。また、半人工生

体神経回路網を BMI（脳-機械インターフェイス）の人工

介在神経回路として利用するために、レーザー光を用い

た神経微小操作技術を確立し、神経補綴技術へ応用す

る。 

・平成 20 年度に開発した難治性うつ病のモデルマウスおよびその病因分子に関する研究に

おいて成果が得られた。つまり、うつ病の難治化因子および寛解因子の神経細胞に対する

作用の違い及びその作用機序の違いを細胞生物学や GFP イメージングの手法を用いて解

明し、うつ病難治モデル動物の行動テストバッテリーの結果に基づいた国内企業との共同研

究を進展させた。また、受容体型チロシンキナーゼ Ror に関し、その発現動態やシグナル伝

達機構、ヒト先天性骨疾患との連関等について、これまでに我々が行ってきた知見とともに、

新たにゼブラフィッシュ等で見つかった Ror メンバー等に関する英文総説を発表した。またフ

ェムト秒レーザー光で加工したマスクパターンを用いることにより、半人工生体神経回 路網

の自己組織化的形成を操作することに成功し，空間的に制御された神経回路網の機能 的

結合特性を評価可能な実験系が確立された． 

  1221220 

    ・種々の細胞増殖因子、主に分子改変により天然型分

子より優れた特性を示す細胞増殖因子について、これ

までに構築した種々の障害評価系を用いて放射線障害

に対する予防治療効果を評価する。これを通じて放射

線障害を軽減するための 適プロトコルを開発する。 

・放射線障害の主要因となる腸管障害と造血細胞障害をそれぞれ評価する実験系を構築し

た。細胞増殖因子をこれらの系に供したところ、放射線被曝障害の予防・治療効果が認めら

れた。さらに、蛋白質の構造改変を通して 適化した細胞増殖因子を創製し、その投与プロ

トコルの至適化を実施した。 

放射線被ばくによる生体障害

を効果的に予防治療できる分

子と技術を開発し当該分野で

高い評価を得た。 

1221240 

  ・脳機能の修復技術の確立を目指して、

これまで困難であった神経冠幹細胞の

単離・培養と分化誘導技術を開発する。

また、脳損傷回復における神経ネットワ

ークの再構成を促進する技術を開発す

る。 

・これまでに明らかになった脳損傷後に生じる脳活動や

分子発現の変化のうち、機能回復に必須な役割を持つ

ものを明らかにする。具体的には、脳機能回復後に変

化が生じた領域を不活性化するなどの操作を加えたと

きに機能障害の再発が見られるかを検討する。 

・脳損傷後の機能回復時に、損傷周辺の脳領域と、損傷から離れた領域の両方が機能の代

償に関わっていることが明らかになった。また脊髄が損傷された後、損傷部位から離れた大

脳皮質レベルで機能代償が生じていることを示す結果を得た。さらに脳損傷と脊髄損傷の両

方で機能代償に関わると考えられる遺伝子を同定した。 

  1221320 

    ・多光路測定法に基づく近赤外脳機能計測について、光

減衰度を改良した L 字型プローブによる体動アーティフ

ァクトの軽減効果を確認する。また、高度化計測システ

ムの光受光部の設計・試作を行い、光射出部と統合し、

計測実験を行う。さらに、データ統合処理などに必要と

なる、波長あるいはプローブ間距離に依存した光路長の

推定技術を改良し、実験により、その効果を確認する。 

・光減衰度を改良した L 字型プローブを用いて脳機能計測実験を行い、本プローブが体動ア

ーティファクトの軽減に非常に効果的であることを確認した。また、試作計測システムの試用

をファントムを用いて行い、良好な動作を確認した。さらに、3 波長計測を利用した光路長比

の推定手法、Crosstalk の少ない波長組決定手法などの開発に成功した。 

  1221330 

  2-(2)-② 生体適合材料を用いた喪失機

能の代替技術の開発 

      1222000 

  ・長期に使える体内埋め込み型人工心

臓を開発するため、生体適合性材料を

用いて製造した高耐久性ポンプ機構をも

つ回転型人工心臓について、その血液

適合性を評価しながら性能を改善する。

また、医療機関と連携して実験動物を用

・一点接触型遠心ポンプおよび動圧遠心ポンプの血液

適合性をさらに向上させるため、ポンプの設計改良を行

うとともに、ポリマー材料に生体適合性を付与し、抗血

栓性評価を行う。動圧軸流ポンプは、2 年間の実験期間

完了を目指し、耐久試験を継続する。また、質量流量計

は、血流量の測定にとどまらず、生体の高次機能（末梢

・一点接触型遠心ポンプについては、ピボット軸の表面研磨とピボット受形状を修正すること

で、抗血栓性を向上することに成功した。動圧遠心ポンプは、動圧軸受の設計改良によって

抗血栓性を実現することが出来た。動圧軸流ポンプの開発については、ポンプ耐久試験装

置の構成要素の改良、防腐剤に対する検討、および計測プログラムの修正により、耐久試験

の実験条件の精度を向上するとともに、耐久予備試験を継続した。また、質量流量計は、生

体の高次機能推定法と組み合わせることで、体循環系の高次機能の推定と拍動制御の効果

  1222110 
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第 2 期中期目標 第 2 期中期計画 平成 21 年度計画 平成 21 年度実績 特筆事項 整理番号 

いた 3 ヶ月間の体内埋め込み実験で性

能を検証する。 

血管抵抗、動脈のやわらかさ、生体至適血流量の決定

など）推定および拍動制御への効果の検討を行う。 

を確認することが出来た。 

  ・体内埋め込み用生体材料の生体親和

性の向上及び高機能化を図るため、生

体組織との接着性に優れ、骨形成促進

や抗感染等の効果を有する生体適合材

料を開発して動物実験で検証する。 

・抗生物質徐放性人工骨については、薬剤含有量の増

加と人工骨素材の 適化により、骨髄炎治療効果をこ

れまでの 1.5 倍程度に引き上げる。ケイ素やマグネシウ

ムを付加した生体適合性材料の免疫賦活性を評価す

る。FGF 付加経皮端子の臨床応用のための動物実験を

実施し、抗感染性、安全性、組織再生活性を確認する。

・ 抗生物質徐放性人工骨については、人工骨素材を 適化して薬剤含有量を 10 倍に増量

しても徐放性能が維持できる条件を見出し、骨髄炎治癒率を従来の約 50%から 95%に引き上

げることができた。ケイ素やマグネシウムを付加した生体適合ナノ粒子に造血薬成分を組み

合わせると高い免疫賦活活性が得られることが細胞実験で判明した。FGF 付加経皮端子は

FGF 非付加経皮端に比較して、安全性は同等で抗感染率が 6 倍以上増加し、その抗感染性

能は皮下に歯根膜様組織を再生する組織再生活性にあることの再現性を確認できた。 

  1222210 

  ・生体組織のように柔軟性や弾力性等を

持つ新規機能材料として、組織・細胞の

機能を代替できる高分子材料を用いた

高分子アクチュエータ等の新規生体機

能代替デバイスを開発する。 

・柔軟性、弾力性のある人工筋肉材料として、導電性高

分子材料を用いた高分子アクチュエータを実現するた

め、カーボンナノチューブの分散・配向電極に様々な導

電性微粒子を添加した新規アクチュエータ電極と導電性

高分子材料との複合体を利用し、高出力アクチュエータ

の開発を行う。具体的には、発生力 10MPa 以上でかつ

伸縮率 5%以上の数値を達成することを目標とする。 

・柔軟性、弾力性のある人工筋肉材料として、カーボンナノチューブの分散・配向電極にカー

ボンブラック、及び導電性ポリマー微粒子を分散させた複合体電極を開発し、電場伸縮特性

の数値目標として、発生圧で 10MPa 以上、伸縮率で 4%を達成した。発生圧は目標値以上の

特性を，伸縮率ではほぼ目標値 4%を達成した。 

高分子アクチュエータの出力

目標をほぼ達成し、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

用に成功した。 

1222310 

    ・柔軟性、弾力性のある人工筋肉材料として、導電性高

分子材料を用いた高分子アクチュエータを実現するた

め、弾性体論的および分子シミュレーション手法の精密

化と電気化学的および電気/機械実験手法の適用によ

りナノカーボン材料と導電性高分子の複合体によるアク

チュエータ素子の応答モデルを確立する。 

・弾性体論的および分子シミュレーション手法の精密化の研究と、電気化学的および電気/機

械実験手法の適用によりナノカーボン材料と導電性高分子の複合体によるアクチュエータ素

子の応答モデルの研究を進め、導電性高分子ベースのアクチュエータの応答モデルについ

て確立した。 

  1222320 

    ・生体適合性の高い無機物質である炭酸カルシウム、リ

ン酸カルシウムやシリカ等を基本材料として用い、実際

の生体内での物質運搬に有効な材料システムを、前述

無機物質に生体分子等を複合することで開発する。 

・生体適合性の高い無機物質である炭酸カルシウム、リン酸カルシウムやシリカ等のカプセ

ル内部に種々の生体物質をカプセル内部に貯蔵した。この内包化カプセルを用い、家畜

（鶏）による摂取や生体内での生体物質運搬性能を評価した。その結果、カプセル材料は胃

部を越え、生体物質は腸部で放出されることを確認し、新しい薬物運搬性機能デバイスの開

発に成功した。 

  1222330 

３．人間機能の評価とその回復を

図ることによる健康寿命の延伸 

３．人間機能の評価とその回復を図るこ

とによる健康寿命の延伸 

      1300000 

 社会の高齢化が進展する中で

健康で質の高い生活の実現に資

するため、脳機能、認知行動特性

及び身体調節系特性等を客観的

に評価する技術を確立するととも

に、低下した身体機能の回復及

び健康増進等に関する技術の研

究開発を実施する。 

 高齢になっても健康で自立的な生活を

維持するためには、加齢にともない低下

した機能を代替する技術、脳を含む身体

機能の低下を訓練により回復する技術、

さらには日常生活における事故や怪我

などを防止する技術が必要である。そこ

で、脳機能計測技術に基づいて、失われ

た脳機能の回復技術や代替技術等の開

発を行うとともに、身体機能計測技術を

用いて身体機能低下を防ぐための訓練

技術を開発する。そして、認知行動計測

技術を用いて日常生活における認知や

行動に起因する障害に遭遇する可能性

を評価し、事故や怪我を回避するための

生活支援技術を開発する。 

      1300100 

3-(1) 脳機能障害の評価及び補

償技術の開発 

3-(1) 脳機能障害の評価及び補償技術

の開発 

      1310000 

 脳損傷患者の治療効果を高め

るため、脳機能の評価技術を開

発するとともに評価結果に基づい

た効果的な治療方法やリハビリ

手法に関する研究開発を実施す

る。また、事故及び疾患等による

機能欠損を補うための脳機能補

 高次脳機能に障害が起きると、失われ

た機能を再び取り戻すことは容易ではな

い。そこで、障害によって失われた脳機

能や身体機能を訓練によって取り戻す

ための支援技術として、高次脳機能の

低下を精度良く計測・解析する技術及び

リハビリテーション技術等を開発する。ま

      1310100 
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第 2 期中期目標 第 2 期中期計画 平成 21 年度計画 平成 21 年度実績 特筆事項 整理番号 

償技術に関する研究開発を実施

する。 

た、電子機器技術を用いた身体機能補

償技術として、脳と電子機器とを接続す

る た め の BMI （ Brain –  Machine - 

Interface）技術を開発する。 

  3-(1)-① 認知機能などの高次脳機能の

計測・評価技術の開発 

      1311000 

  ・脳機能診断の精度向上及び適切なリ

ハビリテーションスケジュールの管理を

実現するため、加齢、疾病や脳損傷など

による感覚機能や高次脳機能等の変化

を高精度に計測・評価する技術を開発

し、脳機能計測・評価結果と脳損傷部位

との関係についてデータベースを構築す

る。 

・脳活動計測データに対する統合解析技術の適用によ

り、視覚ー音韻処理の神経ダイナミクスにおける発達性

言語障害者と健常者との違いを示す。注意障害に関す

るデータを蓄積し、障害脳部位と注意障害の関係を明ら

かにする。 

・脳波・脳磁界(MEG)データと fMRI データを統合解析して得られる高精度脳活動マップをもと

に、高次脳機能の評価で重要となる脳領域間の相互作用を定量的に解析する技術を開発し

た。また、発達性言語障害者および健常者の脳磁界(MEG)および機能的 MRI(fMRI)計測デー

タの取得を進め、両グループそれぞれ 10 名以上のデータを蓄積し、発達性障害児では左半

球高次視覚野の神経活動が健常児と異なる可能性を示唆する結果を得た。また、注意と遂

行機能障害に関わる認知実験データを蓄積し、これらに関わる脳部位を特定した。 

  1311110 

    ・被験者の数を増やし、より頑強な結果を構築するととも

に、「味覚と嗅覚」の組み合わせの認知メカニズムを明

らかにするため、脳機能計測、また味物質や嗅覚刺激

の種類を換えるなどの心理物理実験を行う。 

・味物質とニオイ物質の組み合わせを代え、食品のフレーバと味物質の組み合わせ(match

条件)と香水のニオイと味物質(mismatch 条件)の条件間で同時性判断の確率分布に有意な

差が見られた。また脳計測においては 100 ミリ前後の非常に早い時期に味覚と嗅覚の相互

作用がおき、その後は脳活動が全体的に抑制されることが示唆された。 

  1311120 

    ・骨導超音波補聴器の明瞭性・快適性向上を目指して、

内部信号処理方式の 適化を行う。骨導超音波聴力と

気導音聴力、頭部サイズとの関係を詳細に検討し、知

覚メカニズムに関する知見を得る。重度難聴者を対象と

した長期モニタリングを実施する。また、工業標準策定

を目指して、骨導超音波出力の校正方法の開発、骨導

音のラウドネス特性（周波数と主観的に知覚される音の

大きさの関係）の推定に取り組む。さらに、骨導技術を

応用したマイクロホンの明瞭性向上に取り組み、従来方

法からの優位性や応用可能性を検討する。 

・骨導超音波の両耳知覚特性を調べ、音像定位能を向上させる信号処理方式を開発し、両

耳装用方式の骨導超音波補聴器を試作した。骨導超音波補聴器による音声知覚特性を詳

細に調べ，分節音のみならず話者・発話意図といったパラ言語情報の伝達においても実用

的な性能を有すること、人工内耳にくらべて高い明瞭性を示すことを明らかにした。また、骨

導超音波聴力と気導音聴力、頭部サイズとの関係を詳細に検討し、骨導超音波の知覚メカ

ニズムの特異性を示した。重度難聴者を対象とした長期モニタリングを実施し、実生活場面

においても有用な補聴効果および耳鳴遮蔽効果があることを確認した。骨導音のラウドネス

特性の推定に取り組み，工業標準策定に向けた基礎データを得た。さらに、骨導マイクロホ

ンの明瞭性を向上させる信号処理方式を提案し，強大なノイズ下でも良好に動作することを

示した。  

  1311130 

  3-(1)-② BMI 技術の開発       1312000 

  ・喪失した身体機能を脳神経と身体機能

代替機器を電気的に接続することで補

償し再建するため、脳内埋込み電極の

開発、長期に渡って安定かつ安全に神

経細胞活動を信号として取り出す技術、

この信号から意図を検出する技術及び

脳を刺激して現実感のある感覚を生じさ

せる技術を開発する。 

・電気刺激や熱破壊に加えて課題遂行中の動物から神

経活動を記録する実験を行い、上丘が定位行動の意思

決定にどのように関与するかを多面的に明らかにする。

また、単一試行ベースの上丘神経活動から行動予測を

行う実験システムを構築する。さらに、脳波ベースの脳

内意思解読技術と直観インターフェースを比較・併用し

ながら、福祉機器モデルの外部機器を制御するシステ

ムの開発を行う。 

・電気刺激、熱破壊、神経活動記録などの多面的アプローチによって、上丘が特定の定位行

動の発現のみならず、抑制を行っている可能性を示唆する知見を得た。また、単一試行活動

の解析においては多次元の意思決定を予測するアルゴリズムを考案した。さらに、脳波ベー

スの脳内意思解読技術、および頭部動作の直観インターフェースを用いた、実用的福祉機器

モデルの開発に成功した。 

  1312110 

    ・大脳皮質 MST 野の単一神経細胞活動の記録を行い、

十分なデータを蓄積し、腕修正運動の感覚運動変換に

おける時空間周波数特性に関連した情報処理メカニズ

ムを解析する。連合学習の研究では、視対象と報酬の

連合記憶の形成に関わる情報処理を、側頭皮質あるい

は基底核で単一神経細胞活動の記録を行い、明らかに

する。脳画像データベースの機能拡張を継続して行い、

共同研究を通じて提示する生物種を増やす。 

・頭頂・後頭連合野の一部である大脳皮質ＭＳＴ野を不活化すると、腕運動と眼球運動の両

方が影響を受けることを明らかにした。視野の大部分を動かしたときの眼球運動と MST 野の

神経活動を記録し、感覚運動変換メカニズムを解析する基盤データを得た。連合学習の研究

では、連合記憶の形成後に内側側頭皮質の神経細胞が、記憶情報、視覚情報、報酬情報の

順に、異なる種類のシグナルをダイナミックにコードすることを明らかにした。また、脳画像デ

ータベースの機能拡張を行い、産総研・研究情報公開データベースにて公開した。 

  1312120 

    ・物体色および光の波長成分に対する選択性を単一細

胞レベルで記録し、物体色推定のメカニズムを明らかに

する。また、維投射様式を精査することで、下側頭溝の

顔応答領野における情報の出入力を推定し、顔応答領

野が下側頭溝に形成される起源を明らかにする。 

・物体色の符号化は、V4 野、あるいは IT 野で行われると考えられてきたが、第一次視覚野に

おいて既に実現されていることを明らかにした。また、自己運動感覚および体性感覚を通じ

て、「顔」を見る前に、顔に応答する細胞が形成されていることを明らかにした。 

  1312130 

3-(2) 身体機能の計測・評価技 3-(2) 身体機能の計測・評価技術の開       1320000 
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術の開発 発 

 運動動作や循環器機能等に関

する計測及びその相互関係の総

合的評価技術に関する研究開発

を実施する。また、生活習慣病の

予防に向け、動作調節系及び循

環調節系の機能改善の支援に関

する研究開発を実施する。 

 環境変化への身体機能の適応には、

温度変化等に対して身体状態を維持す

る循環調整機能や、転倒・つまずき等に

対処した姿勢・動作制御を行う動作調整

機能が大きな役割を担っている。そこ

で、加齢に抗して身体適応能力を維持

することを支援する技術の開発を目指し

て、環境変化への適応機能に関与する

循環調節機能、動作調節機能を簡易に

計測・評価する技術を開発する。さらに、

この計測・評価技術を用いて、これらの

機能を高めるための訓練手法の評価・

分析を行うことにより、個々人の状態に

適合した効果の高い訓練支援システム

を構築する。 

      1320100 

  3-(2)-① 運動刺激による身体機能の回

復・改善技術 

      1321000 

  ・身体機能回復効果の高い訓練支援シ

ステムを構築するため、運動刺激に対し

て生じる動作調節系機能、循環調整機

能の変化を計測・評価する技術を開発し

て、これらの機能を維持するのに 適な

低負荷運動の訓練効果を明らかにす

る。その上で、被訓練者の状態にあわせ

て訓練機器の発生負荷等を制御する技

術を開発する。 

・運動習慣や筋活動と循環調節系機能との関係や運動

による循環調節機能改善に関するエビデンスを蓄積す

る。また、簡易動脈硬度計測装置については、幅広い被

験者を対象に計測したエビデンスに基づいて計測アル

ゴリズムを改良する。新規健康改善運動プログラムにつ

いては、引き続きヘルスケアサービスの現場で有効性

や機能改善効果に関するエビデンスを蓄積する。 

・加圧によって下肢への血流を制限して歩行を行うと、心臓への負荷は大きくなり、血管内皮

機能は低下することが明らかになった。この結果は、加圧トレーニングが循環調節機能を阻

害する可能性があることを示唆した。簡易動脈硬度計測技術開発の一環として、加齢変化を

考慮した中心動脈長推定手法を構築し、これにより頸部-大腿部間の脈波伝播速度の計測

精度が 20％以上向上することを確認した。この成果は既存の脈波伝播速度計測機器の精度

向上や計測精度の高い簡易脈波伝播速度計測機器の開発に繋がるものであった。血圧計

に組み込んだ簡易動脈硬化度評価装置については、今年度血圧計としての薬事承認を取得

した。昨年度まで開発してきた「膝関節の痛みを取り除いて運動効果を高めるための運動処

方や健康運動プログラム」については、さっぽろ健康スポーツ財団における健康増進事業の

中に組み込まれた。 

  1321110 

3-(3) 認知行動特性の計測・評

価及び生活支援技術の開発 

3-(3) 認知行動特性の計測・評価及び

生活支援技術の開発 

      1330000 

 個々の人間特性に適合した安

全・安心な生活環境の実現に向

け、認知行動特性の計測技術及

びその特性の解明技術を開発す

る。また、日常生活での安全確保

等の支援技術の研究開発を実施

する。 

 生活空間における人間の認知行動

は、環境と人間との相互作用に基づき行

われている。したがって、注意が散漫に

なるなどの認知行動の状態に対応して

注意喚起や環境の整備などの生活支援

を行うためには、環境や認知状態及びそ

の結果として現れる人間行動等を計測・

評価する必要がある。そこで、支援の必

要な行動を検知するため、行動データ等

の蓄積に基づいて認知行動を適切に評

価する技術を開発する。 

      1330100 

  3-(3)-① 認知行動の計測技術の開発       1331000 

  ・日常生活に潜む事故や怪我などの危

険性を予測して生活の安全を保つため、

身体負荷が小さい脳機能計測装置等を

用いて、注意の程度などの人間の認知

特性を計測する技術を開発する。 

・脳波や生理的振戦などの生理学的指標と、認知課題

の成績など行動学的指標とを統合して、ストレスなどの

生体に対する負荷を検出する手法を開発する。 

・時間的注意課題において、脳波の低γ帯域位相同期性の強さおよび高γ帯域位相同期性

の変動量が見落とし回避などの行動成績と関係していることを明らかにした。 

  1331110 

  ・事故の発生を未然に防ぐなどのため、

人間の行動情報や人間を取り巻く環境

の情報から有用な情報を抽出するデー

タマイニング技術を確率モデルの体系化

と 新の統計的学習理論を用いて開発

・人間の行動情報や人間を取り巻く環境の情報から有

用な情報を抽出するための機械学習・機械適応の基本

原理の解明を目指して、数多くのセンサやカメラからの

情報を分散・統合処理することによって効率的なデータ

マイニングを行う枠組みについて、幾何学や確率統計

・数多くのセンサの分散統合処理において、情報幾何的ベイズ推定のアルゴリズムを非正規

的に分布する手書き数字文字のクラスタリングに応用した。また、新たな学習の枠組みとし

て、少数の管理されたデータと大量の管理されないデータが与えられたときの、「飼い慣らし

学習」と名付けた転移学習を発展させた汎化性の高い学習アルゴリズムを提案し、協調フィ

ルタリングの１つであるソーシャルブックマーキングのタグ付け予測問題に適用した。BESOM 

  1331210 
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する。 的なアプローチから研究を進める。また、推薦システム

において用いられる協調フィルタリングについて手法の

改良や新たな枠組みの構築に取り組む。さらに、大脳皮

質の神経回路モデルである BESOM ネットについて、

神経生理学的知見の再現と工学的有用性を検証する。

ネットについては、脳のコラム構造に対応するベイジアンネットワークモデルの構築を行い，

効率的な学習アルゴリズムを提案した． 

    ・画像情報を用いた物体認識のために、訓練データの

選択に基づく識別器の構成方法や特徴抽出等の研究

開発を続ける。また、リーマン空間上のデータに対する

曲線の当てはめ問題の研究を通じ、カメラ運動の平滑

化や球面エピポーラ幾何学の推定、部分空間法による

認識に関する検討を行う。 

・球面データ解析に関し、その応用として全方位カメラの放射対称歪曲の較正を行なう数値

計算上安定な手法を提案した。固定監視カメラでの移動体検出に関して、より正確かつ高速

な移動体の位置決め問題の解決手法等を開発した。 また、認識性能の高い多クラス識別器

を構成するために遺伝的アルゴリズムを用いた 適化手法を開発した。さらに、対象追跡問

題における追跡対象の照明条件変化、および、外形変化に対応可能な、ペア特徴による追

跡手法を開発し、従来追跡を難しくしていた条件下でも優れた追跡性能を示すことが出来

た。また、画像の対応付けや物体認識に使用される局所不変特徴量の高速な抽出方法を開

発した。GPU(Graphics Processing Units)を使用した並列処理を導入し、対 CPU 比で 30 倍以

上の高速化を達成した。 

  1331220 

  3-(3)-② 人間生活支援のための認知

行動の評価技術の開発 

      1332000 

  ・日常生活行動に基づく健康のモニタリ

ングを可能とするため、生活空間におけ

る人間行動と身体状態に関するセンサ

情報を長期に渡って蓄積する技術の開

発を行う。また、蓄積された行動情報か

ら行動パターンをモデル化し、これによっ

て個人の行動の変化や個人間の差異を

検出する技術を確立する。 

・長期間（2ヶ月間）にわたる生理情報と心理情報の計測

を行い、各個人に適合化した生理情報を用いた心理状

態評価技術の開発を試みる。睡眠中の高齢者の体温調

節を補うために、夜間就寝中の温熱環境を時間的に変

動させる空調条件を設定して睡眠実験を行い、睡眠と体

温調節データを取得し、その有効性を検証する。 

・15名の被験者の長期間（2ヶ月間）にわたる自律神経系生理情報（心拍変動）と身体加速度

と心理情報の連続計測を行って、各個人に適合化した生理情報を用いた心理状態評価技術

の開発のための基礎データを蓄積した。また、夜間就寝中の温熱環境ならびに寝床内気候

を時間的に変動させる空調条件を設定して睡眠実験を行い、睡眠と体温調節データを取得し

制御のないコントロール条件と比較したところ、睡眠効率には若干改善が見られ、睡眠感や

温冷感・快適感等で有意に良い評価が見られた。夜間のトイレへ行く回数が減少傾向であっ

た。これらの結果を不均一温熱環境での睡眠時の人体熱モデルでの睡眠評価に組み込むこ

とができた。 

  1332110 

    ・運転行動データの時系列パタンから先行車追従や障

害物回避等のドライバーの意図を推定し、意図を考慮し

た運転行動データの確率モデルを構築する。このモデ

ルを用いて運転リスクの警報システムの精度改善を図

る。 

・先行者追従やカーブ侵入などのドライバーの行動意図を加速度変動や初期速度などの事

前の運転行動データと道路線形特徴などの環境要因から推定するためのアルゴリズムを運

転行動データベースの統計解析によって構築した。このアルゴリズムを用いて推定された行

動意図の変化に応じてパラメータを調整することにより危険運転警告システムの精度の改善

を行った。 

  1332120 

  ・速やかな作業スキルの獲得を支援する

ため、作業中において熟練者と未熟練

者との差異が現れる場面や普段と異な

る場面を検出して、熟練者の作業のノウ

ハウを蓄積する技術を開発する。 

(平成 20 年度で終了） (平成 20 年度で終了）   1332210 

４．生物機能を活用した生産プロ

セスの開発による効率的なバイ

オ製品の生産 

４．生物機能を活用した生産プロセスの

開発による効率的なバイオ製品の生産 

      1400000 

 新規有用生物や遺伝子資源の

効率的探索及び生物機能を活用

した有用物質の生産に関する技

術の研究開発を実施する。 

 医用タンパク質や機能性食品素材など

の健康産業の基盤となる有用物質を生

産するには、生物機能を活用した物質生

産プロセスが適している。そこで、有用な

機能をもつ微生物や遺伝子を探索し、遺

伝子組換え技術により機能を改良してバ

イオプロセスに利用することで、品質の

高いバイオ製品を効率よく生産する技術

を開発する。また、遺伝子組換え植物を

用いて効率よく物質生産を行う技術を開

発する。 

      1400100 

4-(1) 新規な遺伝子資源の探索 4-(1) 新規な遺伝子資源の探索       1410000 

 バイオプロセスの高度化や新規

高付加価値製品の開発に利用可

能な微生物及び遺伝子の効率的

 これまで培養が困難であった微生物に

は、有用な機能をもつ遺伝子が豊富に

存在していると期待される。これら環境

      1410100 
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な探索技術の研究開発を実施す

る。 

中に存在する未利用の微生物や遺伝子

から有用な機能を見出して生産プロセス

に利用するため、これらの微生物の各種

環境からの取得及び有用遺伝子の生物

個体からの取得のための効率のよい探

索技術を開発する。 

  4-(1)-① 効率のよい探索手法をもちい

た遺伝子資源の開発 

      1411000 

  ・有用物質の生産プロセスに利用できる

新しい遺伝子を効率よく獲得するため、

現在培養が不可能な微生物の培養を可

能にする技術や、環境中の微生物から

分離培養過程を経ることなく直接有用な

遺伝子を探索・取得する技術を開発す

る。 

・1)水生植物根圏から分離した系統的に極めて新規な

細菌の諸性質を詳細に調べ、新門提案を行う。また、新

規固体培養基材を用いて新規菌株の探索を行う。 

2)当グループの解析で得られた細菌ゲノムまたはメタゲ

ノム配列情報を対象とした有用酵素遺伝子の探索を行

う。加えて、発見された新規酵素の大腸菌による大量発

現系の確立を検討し、酵素学的諸性質を明らかにする。

・1)水生物根圏から分離した新規微生物について、新門として提案するために必要な系統学

的な諸性質を明らかにした。また、新規な培養基材を利用した環境微生物の分離培養を行

い、樹木の表面から、色素を生産し、セルロースに対する分解活性を有するなど、バイオプロ

セスの構築に利用できる可能性を持つ新種の微生物を分離した。 

2)当グループで解析した細菌ゲノムの情報から、ポリリン酸蓄積に係わる新規な酵素遺伝子

の探索を行った。また、メタゲノム配列情報を利用して、新規な硫黄酸化に係わる遺伝子の

分離と、大腸菌を利用したこれら遺伝子由来の酵素の発現系の構築を行った。得られた酵素

は、解析の結果、耐熱性を示し、塩基配列情報から温泉環境に生息する微生物由来である

と同定した。 

  1411110 

    ・メタゲノムライブラリーから取得した芳香族水酸化酵素

については、細胞を触媒として利用する方法を検討す

る。ラッカーゼについては、進化工学的な手法を用い

て、より応用に好適な酵素へと改変する。 

・芳香族水酸化酵素については、変異 PCR により変異ライブラリーを作成した。同時に、位置

選択的な水酸化反応を区別出来るアッセイ系を確立した。本系を用いて、各種基質に対する

水酸化能の改変を検討したが、目的化合物の変換には至らなかった。ラッカーゼについて

は、C 末端配列の除去やタグの付加などにより、電気化学的性質の異なる変異体や高活性

変異体を得た。 

  1411120 

    ・社会性アブラムシ類において兵隊階級に特異的に発

現している遺伝子群について、その生物機能の解明と

探索を推進し、有用な遺伝子の獲得を目指す。 

・モンゼンイスアブラムシの1齢幼虫による自己犠牲的ゴール修復について、1齢幼虫に特異

的に高発現するフェノール酸化酵素および反復配列を含む新規タンパク質の遺伝子を同定

し、それらが体液凝固によるゴール修復の分子基盤となっている可能性を示した。 

  1411130 

    ・1) タイワンマルカメムシの腸内共生細菌の全ゲノム配

列を完全決定するとともに、タデマルカメムシについて

腸内共生細菌のゲノム解析を推進する。その他の昆虫

共生細菌においてもゲノム解析に着手する。 

2) 昆虫類の体内で微生物を収納することに特殊化した

共生器官について、特異的に発現する遺伝子群の解析

をおこなう。 

・１）タイワンマルカメムシおよびタデマルカメムシの腸内細菌 Ishikawaella の全ゲノム配列を

決定した。得られた配列情報に基づき、比較ゲノム解析や機能解析を進めた。その他、アブ

ラムシやトコジラミの昆虫共生細菌のゲノム解析に着手した。 

２）ホソヘリカメムシおよびマルカメムシの共生器官である中腸盲嚢部についてcDNAライブラ

リーを作成して EST 解析をおこない、共生器官特異的に発現する遺伝子を多数同定した。 

  1411140 

    ・グラム陰性好アルカリ性細菌の可溶性 cytochrome c

の発現系を構築し、その酸化還元特性を明らかにし、同

細菌において薬剤耐性マーカーフリーの同遺伝子破壊

株を構築し、その生理機能を明らかにする。また、これ

までの遺伝子データーベース、構造機能相関の研究に

基づき、環境中から分離培養を経ることなく有用カタラ

ーゼ遺伝子を取得する。 

・グラム陰性好アルカリ性細菌の可溶性 cytochrome c の発現系を構築し、その酸化還元特

性を明らかにし、同細菌において薬剤耐性マーカーフリーの同遺伝子破壊株を構築し、その

生理機能について検討したところ cytochrome c が本細菌のアルカリ適応に寄与していること

が示された。また、これまでの遺伝子データーベース、構造機能相関の研究に基づき、環境

中から新たなカタラーゼ遺伝子を取得するには至らなかったが、既存のカタラーゼ遺伝子に

変異を加えた発現系を取得した。 

  1411150 

4-(2) 高効率バイオプロセス技術

の開発 

4-(2) 高効率バイオプロセス技術の開発       1420000 

 バイオプロセスにより、有用物

質を低コスト、高効率かつ高純度

で生産するための技術の研究開

発を実施する。 

 生物機能を利用したバイオプロセスの

高度化を進めるため、プロセスの要素技

術である標的遺伝子の改変技術と遺伝

子の発現効率を高める技術及び生産物

の分離・精製技術を開発する。また、バ

イオプロセスにより質の高い製品を生産

するための品質管理技術を開発する。 

      1420100 

  4-(2)-① バイオプロセス技術の高度化       1421000 

  ・有用な機能を持った酵素などの生体高

分子や核酸及び脂質を効率よく製造す

・真正細菌由来の CCA、CC 付加酵素、ポリ A 付加酵素

と RNA 複合体の結晶化を試みる。ポリ A 付加酵素の単

・真正細菌由来の CCA 付加酵素、ポリ A 付加酵素の単体、およびヌクレオチドとの複合体の

構造を決定した。また、生化学的、遺伝学的な解析をも行い、これらの鋳型を用いない RNA

構造解析から鋳型を用いない

RNA 合成酵素の基質特異性

1421110 
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るため、個々の標的遺伝子に対して

適な遺伝子改変技術を適用し、機能性

核酸や機能性脂質等をバイオプロセス

により効率よく生産する方法を確立す

る。 

体の構造を決定する。転写制御蛋白質 HutP と金属イオ

ンの相互作用を詳細に解析し、転写制御の詳細な解析

を行う。tRNA のアンチコドン一文字目のウリジン塩基修

飾に関わる酵素と tRNA との複合体の結晶構造解析を

行い、詳細な反応機構の解明を目指す。また、RNA のプ

ロセシングに関わる酵素の構造解析を目指す。 

合成酵素の基質特異性の違いのメカニズムを提唱した。転移 RNA の化学修飾に関わる酵素

TiaSとtRNAとの複合体の結晶構造を決定した。さらに酵素およびtRNAの変異体解析から、

詳細な反応メカニズムを解明した。ＨｕｔＰによる転写終結には Mg イオンが不可欠であるが、

他の 2 価金属イオンでも活性があり、Zn イオンが も活性が高かった。Zn イオンに置換した

転写終結複合体のＸ線解析結果、Zn イオンの結合様式は、Mg イオンの結合様式とは異な

り、活性の違いを構造の面から解明した。 

の違いをみごとに明らかにし

たこと。 

    ・酵母による高度不飽和脂肪酸生産系確立を目指して、

増殖特性の向上、脂質代謝関連遺伝子改変、各種特性

の関係の解析を行う。出芽酵母の脂質蓄積性を向上さ

せる脂質合成酵素DGA1蛋白質の活性化状態を解明す

るために、活性化型蛋白質を精製し、野生型蛋白質と

比較検討を行う。また、脂肪酸と酵母のストレス耐性と

の関連を解析する。 

・転写調節因子 SNF2 の破壊と脂質合成遺伝子 DGA1 及びΔ6 不飽和化酵素遺伝子の過剰

発現により、希少な高度不飽和脂肪酸であるステアリドン酸を生産する出芽酵母の生産効率

を上げるために培養条件を検討し、高濃度の栄養要求性アミノ酸の添加によって、生産量を

顕著に増大させた。また、出芽酵母の脂質蓄積性を向上させる DGA1 タンパク質の活性化型

を精製し、野生株の DGA1 タンパク質と比較した結果、N 末端 29 アミノ酸残基が欠失している

分子種を見出した。さらに、このような N 末端欠失 DGA1 タンパク質をコードする遺伝子を発

現させると、さらに DGA1 の酵素活性が増加することを見出した。Δ12 不飽和化遺伝子とω3

不飽和化遺伝子を導入して確立したリノール酸及びα-リノレン酸を生産する出芽酵母の系

に不飽和化酵素の反応に必要な因子であるチトクローム b5 遺伝子をさらに導入したところ、

それまで 20℃の培養では認められたが、30℃の培養では殆ど認められなかった酵素活性

が、30℃の培養でも認められるようになった。また、脂肪酸組成の改変によりエタノール耐性

の向上が観察された。 

  1421120 

    ・実用化を目指し、タンパク質生産の標準細胞となって

いる CHO-DG44 細胞と無血清培地の組み合わせへの

移植を行い、高純度な酵素生産の可能性を検討する。

また、他のライソゾーム酵素についても大量発現系の開

発に取り組む。 

・CHO-DG44 細胞と無血清培地に持続発現型センダイウイルスを組み合わせ、ヒト・アルファ

ガラクトシダーゼ、ヒト・ベータグルクロニダーゼ、ヒト・アリルサルファターゼ A の大量発現系

の開発に成功した。 

  1421130 

  ・微生物による物質の生産効率を高める

ため、宿主として使用する細菌のゲノム

情報をもとに複数の遺伝子を一度に組

換える大規模な染色体再編技術を開発

する。 

・菌体培養終期に自動的に溶菌を起こさせる方法の実

用可能性の評価を行う。 

・大腸菌の自己溶菌に関与する遺伝子のクローニングを行い、発現ベクターに安定に組み込

むことに成功した。この遺伝子の発現を栄養成分の飢餓条件時に誘導がかかるプロモータ

ーの支配下に置くことで培養終期に溶菌遺伝子の発現が生じることから、実用可能性を高め

ることができた。 

  1421210 

    ・ブレオマイシン耐性遺伝子の耐熱化および新たな耐性

遺伝子として、リファンピン耐性遺伝子の利用を検討す

る。 

・メタゲノム由来ブレオマイシン耐性遺伝子は野生型で 62℃まで耐性を発現した。Error 

Prone PCR により耐熱性が上昇した 2 種の変異遺伝子の分離に成功し、それぞれ 68℃およ

び 76℃まで耐性を発現した。特に後者は好熱菌の選択マーカーとして使う上で実用的な耐

熱性を備えている。メタゲノム由来リファンピン耐性遺伝子については好熱菌で耐性を発現

する変異体の分離はできなかった。 

  1421220 

  ・バイオプロセスにおいて医用タンパク

質等を精製・濃縮するために、目的とす

る分子に結合する高分子リガンドを設計

し製造する技術を開発する。 

・プロテイン A をフレームとするリガンドライブラリーを利

用して、中性での結合特性の向上と弱酸性での解離特

性の両方が改良されたリガンドを開発する。プロテインG

リガンドライブラリーの特性を明らかにする。 

・プロテイン A をフレームとしたリガンドライブラリーの変異体について、中性 pH における抗体

（IgG1)との結合特性と、弱酸性 pH における抗体との解離特性を測定した結果、両方の特性

が改良されたリガンドを見出した。また、プロテインGリガンドライブラリーの変異体について、

中性 pH における抗体との結合特性を明らかにした。 

温和な条件で抗体医薬品を

精製できるアフィニティ-・リガ

ンドの作製とリガンドライブラ

リーの解析。 

1421310 

    ・疾病原因となっている複数のアミロイド分子凝集体に

ついてそれぞれの凝集の中核領域を精密に特定して、

アミロイド検出用分子に適用する。インフルエンザウイ

ルス膜タンパク質の培養細胞株発現系を利用し、インフ

ルエンザ感染に対する生理活性物質の阻害効果を測定

するためのウイルスを使用しない評価システムを開発す

る。 

・アルツハイマー病アミロイドβを含む 3 種類の疾病関連アミロイド分子凝集体についてその

凝集中核領域をほぼ特定した。ウイルスを使用しない評価システムを開発の一環として、イ

ンフルエンザウイルス膜タンパク質であるヘマグルチニンに蛍光タンパク質GFPを融合したも

のを 70%のヒト培養細胞 U937 に発現させることに成功した。 

  1421320 

    ・薬剤に感受性の高いがん細胞の Vault RNA を発現さ

せることによって、薬剤耐性が上昇するかを検討する。

ヘルペスウイルス(HSV-1）の表面抗原蛋白質である gD

蛋白質に結合するアプタマーの性質を解析するととも

に、抗ウイルス作用を有するか検討する。  

・癌化学療法薬剤に耐性のあるがん細胞においては、Vault RNA が過剰に発現していること

を見出した。また、RNAi 法を用いて vRNA の細胞内での発現レベルを knock-down する実験

を行い、U20S/mot-2 がん細胞株における Vault RNA の発現量が 30%抑えられた時に癌化学

療法剤の細胞内濃度は増大した。以上より、Vault RNA は、がん細胞内で過剰発現し、癌化

学療法剤耐性に関与していることを明らかにした。ヘルペスウイルス(HSV-1）の表面抗原蛋

白質である gD 蛋白質に結合するアプタマーの血清中での安定性の解析を行い、安定である

ことを確認し、また、細胞に対して実際に抗ウイルス作用を有することを確認した。 

  1421330 

    ・試験管内免疫刺激法を用いて、タンパク質抗原に対す ・試験管内免疫刺激時のサイトカイン産生や抗体産生関連遺伝子発現を測定し、より多くの   1421340 
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る抗体産生細胞を誘導し、ミエローマ細胞と融合させ、

ハイブリドーマを作製する。ハイブリドーマの生産するモ

ノクローナル抗体のタンパク質抗原に対する特異性・親

和性を定量的に決定する。試験管内系において抗体産

生細胞が効率的に誘導されているときに発現する遺伝

子を利用して、試験管内免疫刺激時のシグナル伝達を

明らかにし、試験管内抗体作製法の 適化を行う。 

抗体産生細胞を誘導できる培養条件を探索し、 適な培養期間・細胞濃度・刺激因子の添

加条件を決定した。この条件を用いて C 反応性タンパク質に対する抗体産生細胞を誘導し、

ミエローマ細胞との融合及びクローニングにより、抗 C 反応性タンパク質モノクローナル抗体

を産生するハイブリドーマを樹立した。このハイブリドーマの生産する抗体を精製し、抗原に

対する結合カイネティクスを測定し、高親和性の抗 C 反応性モノクローナル抗体が産生され

ていることを証明した。 

  ・目的のタンパク質や脂質等を微生物に

より選択的に生産するため、酵母を用い

た分泌タンパク質や膜タンパク質発現技

術及びロドコッカス属細菌を用いた物質

生産技術を開発する。 

・ロドコッカス属放線菌を利用したビタミン D の水酸化反

応の効率化を目指し、必要な細胞内因子の探索と同定

を行う。またビタミン D 水酸化酵素並びに共役するタン

パク質について、構造生物学的な視点から機能解析を

行う。 

・ビタミン D の水酸化反応に必要な細胞内因子の探索と同定は、機能が特定できない遺伝子

を含めて 10 以上単離同定することに成功し、それら遺伝子の欠失がビタミン D 水酸化を抑制

することを見いだした。また構造生物学的解析については、ビタミン D 水酸化酵素とビタミン D

水酸化体(25 位水酸化体)との複合体について詳細な 3D モデルを取得すると共に、共同研究

による遺伝子配列の改変によりビタミン D 水酸化におけ部位特異的な水酸化反応を抑制す

る変異体取得に成功した。また、ビタミン D 水酸化酵素と共役する酵素についても構造解析

が終了し共役反応を原子レベルで評価することができるようになった。 

  1421410 

    ・1 つの mRNA から複数のタンパク質を同時に発現にさ

せるための技術を開発する。また、高感度ハイスループ

ットアッセイについては、内分泌攪乱物質のバイオアッ

セ イ の 他 、 創 薬 タ ー ゲ ッ ト と し て 重 要 な G-protein 

coupled receptor を用いたリガンドスクリーニングシステ

ムを開発する。 

・1 つの mRNA から複数のタンパク質を同時に発現にさせるための技術としてウイルス由来

配列を利用した技術を開発した。この配列により、複数のタンパク質の発現の他、単一タンパ

ク質の発現量の向上に利用できた。また、高感度ハイスループットアッセイについては、内分

泌攪乱物質などのリガンドをスクリーニングするための核内レセプターや創薬ターゲットとし

て重要な G-protein coupled receptor の発現とレポーターアッセイを組み合わせた実験系を

開発することができた。 

  1421420 

  4-(2)-② バイオ製品の品質管理技術の

開発 

      1422000 

  ・タンパク質医薬等のバイオ製品の性能

評価及び品質管理等に係る技術体系を

構築するため、生体分子の特性評価方

法の開発、配列-構造-機能相関の理解

に基づく品質管理方法の開発及び生体

分子の安定化機構の理解に基づく生体

分子の品質管理技術の開発を行う。 

・配列-構造相関データベースを利用する新規の設計法

を用いて合成した、抗体結合性タンパク質の変異体の

構造安定性と生物活性を解析し、その有効性を評価す

る。バイオ医薬として利用されている免疫グロブリン G

溶液の長期保存実験を行い、タンパク質の安定化機構

の解析を行うと共に、加熱試験によって選択された溶媒

組成が長期保存に伴うタンパク質劣化に対して低減効

果を有するか検討する。 

・新規の設計法を用いて合成した抗体結合性タンパク質の変異体を解析し、生物活性を維持

したま熱安定、プロテアーゼ耐性、アルカリ耐性、および変性剤耐性が大きく向上したことを

証明した。免疫グロブリンG溶液の長期保存実験を行い、二量体-多量体間の相互交換反応

が存在することが示唆された。また、加熱試験によって選択された溶媒組成が必ずしも長期

保存に伴うタンパク質劣化に対して 適の選択肢とならないことを明らかにした。 

  1422110 

    ・ナノ構造分子膜構築において二分子膜厚相当長の膜

構築分子を合成して膜構築を行い、その構造と膜物性

の検討を行うと共に、ホスホリルコリンを導入した表面修

飾材料の開発を行う。分子プローブに関しては、細胞膜

に局在する分子プローブや膜タンパク質の標識機能を

有する分子プローブの設計・合成の検討を行う。 

・ナノ構造分子膜構築において、二分子膜厚相当長の膜構築分子の合成経路を確立し、構

築した膜構造を解析するための分子プローブを開発した。また、ホスホリルコリンを導入した

表面修飾材料の開発を行い、炭素材料や無機材料表面を修飾できる材料を開発した。 

  1422120 

    ・蛍光性の BODIPYを担持した新規な脂質の蛍光プロー

ブとしての分光学的な特性を明らかにする。続いて

DGAT（ジアシルグリセロールアシルトランスフェラーゼ）

の働きにより遊離するコエンザイム A などのチオール化

合物を検知する系を確立するための基盤技術の確立

や、DGAT の再構成膜の構築を検討する。 

・BODIPY FL L-システインを脂質膜に埋め込んだチオール化合物の測定系を構築し、その

有効性を確認した。続いて BODIPY を担持させたリン脂質誘導体の合成を行い、蛍光発光能

を有することおよび溶液中では自己消光をしないことを確認した。出芽酵母の SNF2 破壊株

に発現させていた活性化型の DGA1 タンパク質を、Biacore の基板に固定化し、その基質、相

互作用タンパク質、阻害剤などとの結合を表面プラズモン共鳴によって検出する系を構築し

た。 

  1422130 

    ・1)電気化学発光に基づく免疫測定法をマイクロデバイ

ス化するための検討を行う。具体的には電気化学励起

を行うマイクロ電極を有する微小流路を形成し、遠心力

により送液と血球分離を行うデバイスを開発する。 

2)ポリエチレングリコール（PEG)末端チオール分子と合

わせて、より生体適合性の高い末端の分子を用いて非

特異吸着抑制を抑えた目的分子（タンパク質・レクチン）

の特異的検出を行う。金ーチオールの修飾系以外に、

化学修飾する手法と基板の組み合わせを検討し、新規

基板材料のセンサ基板への取り入れを試みる。 

・1)酵素反応生成物を電極上に濃縮して電気化学発光を行う新規な検出法と酵素免疫測定

法の組み合わせによる、新規な免疫測定に関して、そのマイクロデバイス化の検討として、

血液試料から血球を除くための微小流路デバイスを形成し、遠心力による分離に成功した。 

2)ポリエチレングリコール末端チオール分子構造検討による生体適合性の向上を行い、糖鎖

末端を有する自己組織膜と組み合わせて、レクチンの 1 種であるガレクチンの特異的で高感

度な検出を行った。金ーチオールの修飾系以外に、化学修飾する手法と基板の組み合わせ

を検討し、炭素基板材料への化学修飾を行い、原理確認に成功した。 

より高感度で再理性の良い検

出系を構築したこと。 

1422140 
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    ・非標識電気化学的な 1 塩基変位、あるいはメチル化の

測定に関して、その検出限界の向上の為、電極面積の

適化、試料のオリゴヌクレオチドの濃縮、マイクロ流路

の利用などの方法を検討し、1 桁の検出限界改善を図

る。また、ハイブリッドカーボン表面のローカルな電気化

学活性分布を調べるために、走査型電気化学顕微鏡を

用いてローカルな電極活性をマイクロメーターレベルの

分解能で評価可能な手法を開拓する。 

・非標識の DNA 塩基の電気化学検出に関しては、電極面積と表面状態の 適化を行い、

24mer の比較的長いオリゴヌクレオチドに関してもシトシン一塩基のメチル化の検出に成功し

た。酵素反応を組み合わせ数倍の感度向上に成功した。また、遺伝子関連のマーカに関し

て、従来の電極に比べて1桁近い検出限界の向上と再現性向上を実現した。また、走査型電

気化学顕微鏡により、電極表面の局所酸素官能基の分布をマイクロメートルレベルでイメー

ジングすることに成功した。 

 1422150 

  ・微量のタンパク質や微生物等の特性を

高感度に評価できるようにするために、

電気化学顕微鏡技術を活用して生体分

子をフェムトグラムレベルで測定できるシ

ステムを開発する。 

・真空紫外光による表面化学種の変換技術を利用して、

細胞の接着・非接着を制御した細胞パターニング技術を

開発する。 

・ポリエチレングリコール鎖を持つ有機シラン層に真空紫外光を照射して表面の化学種を変

化させて細胞接着性を変えることにより､神経細胞のパターニングができることを明らかにし

た。 

  1422210 

    ・酸化還元酵素を固定化し、酵素を効率的に駆動する

種々のナノ構造電極を作製する。各ナノ構造電極界面

をコーティングし、固定化した酵素の活性と電極との構

造活性相関を調べる。 

・スッパッタ法および金微粒子を用いて、凹凸のあるナノ構造金電極を作製し、表面を疎水性

物質によってコーティング後、ヒト P450 を固定化した。その結果、高密度の凹凸の場合にお

いてのみ、電極から酵素への電子移動が確認できた。このことから、密な凹凸のナノ構造体

を有する電極が、酵素の電極上駆動には重要であることを明らかにした。 

今回、ヒトのチトクロム P450

について、電極から酵素への

電子移動が確認できたことに

より、医薬品開発に大きく貢

献出来ると考えられる。 

1422220 

    ・種々の外部刺激を細胞に局所的に与えるシステムを

開発する。さらに、そのシステムと電気化学顕微鏡を併

用し、外部刺激に対する細胞膜の応答、安定性を電気

化学的に評価する。 

・微細なキャピラリーを一細胞に近接させ、一定量の溶液を添加し、それと同時に細胞側の

反応を走査型電気化学顕微鏡で観察するシステムを構築した。このシステムを用いて、アポ

トーシスおよびネクローシスを誘導する既知物質を添加したところ、細胞が収縮あるいは膨

張する様子を経時的に確認することができた。 

  1422230 

4-(3) 遺伝子組み換え植物を利

用した物質生産プロセスの開発 

4-(3) 遺伝子組み換え植物を利用した

物質生産プロセスの開発 

      1430000 

 遺伝子組換え植物を用い、生理

活性物質等を効率的に生産する

技術の研究開発を実施する。 

 遺伝子組換え植物を物質生産に利用

するため、植物における物質代謝を制御

する遺伝子の機能を解明して、これらの

遺伝子を改変した組換え植物を物質生

産に利用する技術を開発する。また、植

物型糖鎖の合成を抑制した遺伝子組み

換え植物を作成することにより、ヒト型糖

鎖などをもつタンパク質を遺伝子組み換

え植物で生産する技術を開発する。 

      1430100 

  4-(3)-① 有用植物遺伝子の開発と機能

解明 

      1431000 

  ・物質生産を効率的に行える改変植物を

作成するために、モデル植物であるシロ

イヌナズナの転写因子の過剰発現変異

体を網羅的に作成し、遺伝子発現を制

御している転写因子の機能を解析する。 

・形質転換植物について、乾燥耐性や栄養要求性など

のバイオマス生産性に関連する形質変化を解析し、各

転写因子の物質生産プロセス制御機能を検討する。有

望な機能を見出した転写因子について、実用植物への

適用の可能性を検証する。 

・シロイヌナズナ過剰発現体の解析によって、渇水耐性と栄養成長の増大がみられる 3 種の

転写因子が、共通して光応答の制御系に作用していること、クロロフィル含量が増大する転

写因子遺伝子、窒素再分配に作用すると考えられる転写因子を見出した。14 種の転写因子

について、窒素施肥量の影響の情報を得た。2 種の転写因子についてセイヨウナタネの形質

転換体の作成を進め、1 種については複数の過剰発現体が確認できたが、1 種については、

形質転換効率が極端に低く、再分化に影響を及ぼしていることを示唆する結果が得られた。 

  1431110 

  ・モデル植物であるシロイヌナズナの約

200 個の転写因子遺伝子に対するキメラ

リプレッサーを導入した植物体を作成し

て、その機能の解析に基づいて物質生

産を効率的に行える改変植物を作成す

る。 

・産総研で開発した新規な遺伝子サイレンシング法であ

るキメラリプレッサーを用いた遺伝子発現抑制システム

を用いて、閉鎖型栽培施設に適した形質を有するタバコ

の作出を進める。遺伝子破壊株や変異体では見いだせ

ない有用形質を付与する遺伝子の探索を、モデル植物

を用いて行い、実用植物で検証実験を行う。有用物質

の代謝に関わる転写因子群の同定を行い、産業上有益

な植物の基盤モデルの構築を進める。 

・形態形成に関与する転写遺伝子の探索を促進するため、産総研で開発したキメラリプレッ

サーを利用した遺伝子サイレンシング法（CRES-T 法）によりタバコの遺伝子発現を効率的に

操作し、多段式栽培が可能な節間が短い、葉数が多い等の閉鎖型植物生産施設に適合した

基盤植物として形質を有するタバコの作出を進めた。シロイヌナズナ植物において矮性、多

葉を誘導する遺伝子 At5g06250、At1g15580 でタバコを形質転換し、節間伸長が抑制され、

矮性の植物体が得られ,野生型と比較して 2.5 倍以上の葉数の増加と 1.5 倍以上の開花遅延

を誘導することを見いだした。また、At5g06250、および At2g36080、3g11580、これら 3 つの遺

伝子の過剰発現体および 3 重変異体を作成し、これらの遺伝子が腋芽の生長を促進する遺

伝子であることを明らかにした。At2g43060 転写因子に対するキメラリプレッサーについてさら

に研究を進め過剰発現体においてはブラシノステロイド感受性が失われており、At2g43060

の遺伝子発現はブラシノステロイドシグナル伝達系の転写制御因子である BZR1 によって負

  1431210 
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に制御されており、ブラシノステロイド存在下では細胞の伸長抑制因子である At2g43060 の

遺伝子発現が抑制されることで細胞の伸長に関与するエクスパンシンやエンド型キシログル

カン転移酵素の発現が誘導され、細胞伸長が起ることを明らかにした。次に、植物のフェニル

プロパノイド、脂質、シキミ酸経路を制御する転写因子をキメラリプレッサーとメタボローム解

析法を用いて探索した結果、AT3G02790、AT3G02790 は、カマレキシン合成経路にかかわる

転写因子であること、およびキメラリプレッサーを用いたスクリーニング法が代謝関連遺伝子

の同定に有効であることが示された。また、At2g22770 に対するキメラリプレッサーを発現す

る植物体は、近年抗癌作用が示唆されているグルコシノレートを野生型に比べ 2 倍以上蓄積

していることを明らかにした。さらに bHLH 転写因子 At2G46510 に対するキメラリプレッサー

(HR0729)は、ヒアルロン酸の生成量を親株に比べ 3 倍以上上昇させることを明らかし、植物

を用いたヒアルロン酸生成の産業化への糸口を示した。 

  4-(3)-② 遺伝子改変植物の作成と利用       1432000 

  ・独自に開発した遺伝子導入手法を用い

て作成した遺伝子組換え植物を利用し

て、多品種のタンパク質を生産する技術

を開発する。 

・1) 閉鎖型遺伝子組換え植物工場施設においてイヌイ

ンターフェロンイチゴの GLP 試験用実生産試験およびワ

クチン発現ジャガイモの水耕栽培の確立を行う。 

2)抗体遺伝子を導入・発現する組換えタバコを作出し、

植物発現抗体の糖鎖修飾様式を解析する。 

3)非拡散ウイルスベクターシステムを用いて抗体を発現

させるとともに、、当該システムの安定性を解析する。 

・1)閉鎖型遺伝子組換え植物工場施設においてイヌインターフェロンイチゴの GLP 試験に供

試可能な水耕栽培プロトコルを確立、実生産を行い、治験を開始した。ワクチン発現ジャガイ

モの水耕栽培の技術開発により安定生産技術、同収穫量での栽培期間の 20%短縮にも成功

した。 

2)抗体遺伝子を発現するタバコの作出に成功し、植物発現抗体の糖鎖修飾様式の解析を開

始した。 

3)抗体遺伝子を用いて非拡散ウイルスベクターシステムの安定性を数世代にわたり実証し、

加えて、植物の遺伝子発現抑制機構を抑制する技術により、発現量を数倍程度上げる技術

開発にも成功した。 

完全ヒト型抗体を遺伝子を発

現する組換えイチゴ・ジャガイ

モの作出は、産業上重要でか

つ先駆的な成果と考えられ

る。 

1432110 

4-(4) 天然物由来の機能性食品

素材の開発 

4-(4) 天然物由来の機能性食品素材の

開発 

      1440000 

 生理活性をもつ天然物を探索

し、その構造と機能の解析を行う

ことにより、これら天然物を機能

性食品に利用する技術の研究開

発を実施する。 

 健康食品に利用するため、多様な天然

物を探索して高血圧や糖尿病に対する

予防効果や健康維持機能をもつ食品素

材及び冷凍による食品等の品質低下を

防ぐ効果をもつ食品素材を開発する。 

      1440100 

  4-(4)-① 機能性食品素材の開発と機能

解明 

      1441000 

  ・亜熱帯植物の抽出物や海洋生物の抽

出物の中から生活習慣病予防に効果の

ある新規機能性物質を探索して、その機

能を解明する。 

・天然フェノール性化合物のうちこれまで比較的研究の

少ないカルコン類を取り上げアディポサイトカイン産生調

節作用について検討する。また食用植物のアディポサイ

トカインや PAI-1 等のアディポサイトカインの産生増強お

よび抑制物質を調べる。 

・アディポサイトカインの 1 つである TNF-αのマクロファージ系細胞における産生は明日葉に

含まれるキサントアンゲロール等のカルコンポリフェノールにより抑制されるが、この機能は

フェノール性水酸基よりもフェニル基と共役したエノン構造に基づくことを明らかにした。一

方、生姜からは TNF-α抑制物質として、やはりエノン構造を持つショウガオールやデヒドロジ

ンジャージオンを得た。紅花から分離した主成分カルタミンに PAI-1 産生抑制効果があるこ

と、またコショウ成分 Piperoleine A や Piperoleine B にアディポネクチン産生増強および PAI-1

産生抑制効果があることを明らかにした。 

  1441110 

    ・発現した組換え体イソプリメベロース生成酵素を用い

て、より詳細な酵素学的性状解析を行う。 

・様々な構造のオリゴ糖を用いて、詳細な基質特異性を解析した。その結果、本酵素はキシ

ログルカンオリゴ糖の非還元末端の構造を特異的に認識することが明らかになった。また、

立体構造のモデリングを行い、本酵素の極めてユニークな基質特異性の分子機構について

重要な知見を得た。 

  1441120 

  ・皮膚の老化防止や高血圧の予防効果

などが期待される、ペプチド、ポリフェノ

ール、スフィンゴ脂質等の機能解明と製

造技術の開発を進め、機能性食品として

の実用化研究を行う。 

・ヒト皮膚 3 次元モデルを用いて、メラニン合成抑制作用

のある亜熱帯生物資源を広く探索する。 

・沖縄亜熱帯植物（寄生植物の一種）の抽出液が、ヒト皮膚 3 次元モデルでアルブチン（既存

の美白剤）と同程度のメラニン合成抑制作用があり、同時にセリンプロテアーゼ阻害によるメ

ラニンの移動抑制作用のあることを見出し、これが美白剤として有望なことを確認した。 

  1441210 

    ・脂質スフィンゴファンジン E, F の化学合成を完了させ

る。また、合成した脂質類について抗真菌作用等の生

物活性を評価する。 

・当初想定した合成ルートでは合成が不可能であることが判明したため、合成中間体に対し

て塩基性条件下でヒドロキシメチル基を立体選択的に導入することにより合成上の難点であ

る 4 級炭素の構築を達成し、新規十数工程の反応を行ってスフィンゴファンジン E と F の化学

合成を完了した。新規な合成ルートが多段階であったため、反応諸条件の再設定等に時間

がかかり、充分な量の生成物を得るのが遅れ、生理活性評価に着手したが、詳細な生物活
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性評価には至らなかった。 

  ・天然物から不凍タンパク質を探索して、

その構造の機能の解明に基づいて品質

の良い冷凍食品の生産に利用する。 

・優れた細胞保存効果をもつ複数の不凍タンパク質

（AFP）アイソフォームを大量発現する技術を開発する。

各種細胞に対する AFP アイソフォームの保護効果がそ

れらの混合比に依存して増大するかどうかを明らかにす

る。魚肉由来の AFP 粗精製物を用い、柔軟性と再利用

性に優れた新しい凍結材料を開発する。生分解性の微

粒子に対して AFP アイソフォームの固定化を行うことで

環境負荷の少ない氷核材料を新たに開発する。 

・市販のモデル細胞（ヒト肝臓由来 HepG2）に対して 5 日間の延命効果を発揮する不凍タンパ

ク質（AFP）アイソフォームを 3 種類同定し、それらを実用上の閾値となる 1 グラム/週の収量

で生産する技術を開発した。それらの混合比を変えて HepG2 に対する保護効果を解析し、3

種類を 5:3:2 で混合した際に優れた活性を示すことを明らかにした。魚肉由来の AFP を用い

て高付加価値の多孔性材料を創成した。AFP アイソフォームを固定化した生分解性氷核微

粒子を作製した。 

  1441310 

５． 医療機器開発の実用化促進

とバイオ産業の競争力強化のた

めの基盤整備 

５．医療機器開発の実用化促進とバイオ

産業の競争力強化のための基盤整備 

      1500000 

 新しい医療機器の開発に関す

る技術評価ガイドライン策定に貢

献し、優れた医療機器の開発と

実用化を促進するとともに、福祉

に関連した製品の規格体系を整

備する。また、我が国のバイオ産

業の競争力強化を図るため、技

術融合によるバイオテクノロジー

関連計測技術に関する研究開発

を実施するとともにその標準化を

進める。 

 新しい医療機器の実用化には薬事法

上の審査を経る必要がある。このため審

査を円滑化する技術評価ガイドラインの

策定が求められている。そこで、新しい

医療機器の研究開発を通じてガイドライ

ンの策定を支援する。また、福祉に関連

した製品の規格体系の整備に資する研

究開発を実施する。さらに、技術融合に

よる先端的なバイオテクノロジー関連計

測技術を開発するとともにその標準化を

進める。 

      1500100 

5-(1) 医療機器開発の促進と高

齢社会に対応した知的基盤の整

備 

5-(1) 医療機器開発の促進と高齢社会

に対応した知的基盤の整備 

      1510000 

 医療機器の技術評価ガイドライ

ン作成に資するため、機器の評

価に関する基盤研究を実施す

る。また、高齢者･障害者に配慮

した設計指針の国際及び国内規

格制定に向けて、感覚・動作運

動・認知分野を中心とした関連規

格を体系的に整備する。 

 安全・安心な生活及び安全な治療を実

現するためのガイドライン作りや規格の

作成に資する研究を実施する。そのた

め、医療機器及び組織再生の評価に関

する基盤研究を実施し、医療機器や再

生医療の技術ガイドライン策定に貢献す

る。また、高齢者･障害者に配慮した設

計指針の規格制定について、感覚・動作

運動・認知分野を中心とした研究開発を

実施し関連規格の体系的な整備に貢献

する。 

      1510100 

  5-(1)-① 医療機器の評価基盤整備       1511000 

  ・医療機器の安全性や有効性の評価技

術等に関する基盤研究を実施し、医療

機器の標準化及び医療機器技術ガイド

ラインの策定に貢献する。 

・次世代の医療機器の開発および薬事承認の迅速化を

目的に、医療機器ガイドライン策定に貢献する。また、

医療機器に関わる材料や試料についての試験方法（安

全性、性能）や基準物質など標準化を推進する。  

・医療機器の円滑な開発および迅速な薬事承認を目的に、「バイオニック医療機器（神経刺

激装置）」や「体内埋め込み型材料（高生体適合性インプラント）」など、7 品目の次世代医療

機器に対する安全性や有効性などの評価方法を検討し、これらを規定した 4 件の開発ガイド

ライン（案）を策定した。また、インプラント用素材の機械的試験方法に関して、生体親和性に

優れたチタン合金を中心にミクロ組織観察方法、耐食性、機械的性質及び疲労特性に関して

デ ー タ を 取 得 し 、 JIS T 7401-4:2009  外 科 イ ン プ ラ ン ト 用 チ タ ン 材 料 - 第 4

部:Ti-15Zr-4Nb-4Ta 合金展伸材を制定した。 

医療機器ガイドラインの策定：

策定したガイドラインは治験

相談や薬事申請に活用され

始めており、産コンソーシアム

の設立を含め、業育成の観

点からの効果が見え始めたと

の印象である。 

1511110 

  ・骨等の組織再生における評価技術に

関する基盤研究を実施し、再生医療関

係の技術評価に関するガイドラインの策

定に貢献する。 

・骨分化装置の改良を行い製品化への展開を図るととも

に、骨評価技術に関わる標準化活動を行う。 

・骨分化装置の開発を三洋電機とともに行い、改良を重ねてバイオジャパンで開発装置の機

器展示を行うことができ、製品化へ一歩近づいた。また、セラミックと間葉系細胞を用いた骨

評価技術の ISO TC150 への提案を行った。 

  1511210 

  5-(1)-② 高齢社会に対応した国際・国

内規格化の推進 

      1512000 

24



 

第 2 期中期目標 第 2 期中期計画 平成 21 年度計画 平成 21 年度実績 特筆事項 整理番号 

  ・高齢者･障害者配慮の設計技術指針に

関連した国際規格制定のために国際的

な委員会活動において主導的な役割を

果たす。さらに、人間の加齢特性の計

測・解析に基づき、感覚、動作運動及び

認知の各分野を中心に 5 件以上の国際

的な規格案の提案を行い、この制定に

向けた活動を行う。また、我が国の工業

標準活動に貢献する観点から、関連す

る国内規格制定のための活動を行う。 

・ロービジョンの被験者による文字の「判読しやすさ」に

ついて実験を行い、20 名以上のデータを収集する。ま

た、晴眼者の加齢変化を考慮した可読文字サイズに関

する ISO 規格原案 1 件を作成する。 

・ロービジョン被験者 74 名を対象にデータを収集し、ロービジョンの可読文字サイズデータ集

（JIS TR）の素案 1 編を作成した。あわせて、国際比較データ計測をタイで行い、すでに取得

済みの他国のデータと合わせて ISO への新規規格提案の準備を完了させた。また、関連研

究の成果として、JIS/TR S 0004“視標検出視野の加齢変化に関するデータ集”及びＪＩＳ/ＴR 

S 0005“ロービジョンの基本色領域データ集”を制定した。 

  1512110 

    ・年齢別聴覚閾値分布の国際規格原案 1 件を作成す

る。また、公共空間等における音声の音圧に関わる国

際規格の素案 1 件を作成し、規格化審議を開始する。 

・年齢別聴覚閾値分布のうち、まず若齢者についてその個人差分布を測定によって明らかに

し、ISO 規格 1 件として提案した。各国の投票の結果、委員会原案として承認された。平成 21

年度末現在、国際規格原案としての投票が開始された。また、公共空間等で提示される音声

アナウンスの音量設定方法に関する国際規格原案 1 件を提案した。併せて、同規格の国際

的な妥当性を確認するために、中国の標準化機関と協力して検証実験を実施した結果、産

総研において測定した日本人のデータと同様の傾向になることがわかった。 

  1512120 

    ・前年度までに開発した映像酔い評価システムを基に、

映像酔いのリスクを伴う区間に対して可能な対策を提案

し、その実施によるリスク軽減の効果に関するデータ計

測を 100 名規模で実施する。また、映像の生体安全性

の国際規格体系において、映像酔いガイドラインの国際

標準原案提出をねらうために、まず平成 21 年度は国際

照明委員会（CIE）へ技術報告書（TR）1 件の提出をおこ

なう。 

・外部機関との連携により、映像酔い軽減に向けた対策手法について、総数 163 名での生体

影響計測を実施した。具体的には、映像酔いしやすい映像（約 10 分）を編集し、オリジナル映

像と 4 つの対策手法を施した映像とを組み合わせて実験映像を制作し、心理学的及び生理

学的計測を実施した。また、この結果を基に、映像制作支援システムを構築した。また、関連

する映像の生体安全性の国際規格化提案として、光感受性発作に関するガイドラインの NP

提案を、ISO/TC 159/SC 4 に対して行った。 

  1512130 

5-(2) バイオ・情報・ナノテクノロ

ジーを融合した計測・解析機器の

開発 

5-(2) バイオ・情報・ナノテクノロジーを

融合した計測・解析機器の開発 

      1520000 

 バイオテクノロジーと情報技術

及びナノテクノロジーの融合によ

り新たな分析機器を開発する。ま

た、これを用いて細胞の情報を迅

速かつ網羅的に計測し解析する

技術に関する研究開発を実施す

る。 

 研究開発を加速し新産業の創出を促

すため、バイオテクノロジーと情報技術

及びナノテクノロジーの融合により新た

な分析・解析技術を開発する。また、こ

れらの技術を用いて分子・細胞の情報を

迅速かつ網羅的に計測・解析し、バイオ

産業の基盤整備に貢献する。 

      1520100 

  5-(2)-① バイオ・情報・ナノテクノロジー

を融合した先端的計測・解析システムの

開発 

      1521000 

  ・臨床現場や野外で生体分子を精度良く

迅速に計測・解析するために、バイオテ

クノロジーと情報技術及びナノテクノロジ

ーを融合してタンパク質を短時間で簡便

に分離分析できるチップと有害タンパク

質等を検出できるセンシング法を確立す

る。 

・タンパク質を分離分析するチップの開発では全自動二

次元電気泳動システムの本体、チップ等消耗品の製品

出荷に対応した品質向上を目指す。また、このシステム

とウエスタンブロッティング装置を組み合わせたパーソ

ナルプロテインチップシステムの製品化度の向上を目指

す。 

・全自動二次元電気泳動システム、消耗品の製品出荷に対応した品質向上のため、再現性

等の製品評価的研究を行った。また、このシステムとウエスタンブロッティング装置を組み合

わせたパーソナルプロテインチップシステムの製品化度の評価を行った。その結果、いずれ

も従来法と比べて同等以上の性能を示し、細胞シグナル伝達タンパク質の解析に有効な手

段となることを明らかにした。 

  1521110 

    ・これまでに試作した現場検知器を用い、過去に暗殺や

テロに用いられたリシンについて選択性などを明らかに

し実用レベルで検出可能か検討する。 

・リシン以外の 5 種類の妨害タンパク質を用いて特異性を評価したところ、リシンのみを特異

的に検知できることを証明した。また、リシン検知感度もこれまでと比べて約 10 倍高感度化

が達成され、世界 高クラスの携帯型検知器を開発できた。 

  1521120 

  ・機能性高分子材料を利用した選択的な

細胞接着・脱着制御技術を確立し、それ

を組み込んだセルマニピュレーションチ

ップを開発する。 

・集積化チップに前年度までに開発した光細胞マニピュ

レーション技術を応用し、それぞれの灌流培養チャンバ

ー内に微小組織を形成させることにより、薬物アッセイ

精度の向上を目指す。 

・任意の濃度の薬液を自動的に調製できるグラジエントミキサーを開発し、灌流培養チャンバ

ーと組み合わせてチップ上に集積することにより、薬液 12 種類×濃度 8 段階×4 サンプルを

同時にアッセイできる細胞チップを開発した。さらに、細胞チップ上の任意の位置に任意のタ

ンパク質層を形成する技術を開発し、細胞機能に与える接着性刺激のスクリーニングを可能

にするバイオチップの開発に成功した。 

  1521210 
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  ・レーザによる生体高分子イオン化なら

びに光解離を利用した高分解能質量分

析と微量試料採取を融合した生体分子

の網羅的計測・解析システムを開発し、

細胞モデルを構築する。 

(平成 18 年度で終了） (平成 18 年度で終了）   1521310 

  ・生体分子を観察する新しい技術とし

て、極低温電子顕微鏡による生体分子

の動的機能構造の解析システムを開発

する。 

・極低温電子顕微鏡を用いた単粒子解析の技術開発を

進める。シャペロニン以外の試料への応用も積極的に

推進し、いろいろな試料に応用できるよう、改良する。特

に、膜タンパク質への応用も検討する。また、単粒子解

析のための撮像装置、撮影条件などを検討する。電子

線結晶構造解析に関しては、既に我々のチームで構造

を決定した試料について、高分解能化を推進し、構造と

機能の関連について詳細を理解し、創薬などへの応用

への基盤を作る。 

・赤血球に存在する膜タンパク質で陰イオン交換体である Band3 について、その内向きに開

いた構造を化学架橋により固定し、チューブ状の結晶を作製した。そのチューブ状の結晶に

ついて、単粒子解析の手法を応用することで、その立体構造を計算した。その構造から、1 分

子が二つのドメインから構成されていることが明らかになり、その二つのドメインが相対的に

結合を変化させることで、基質が輸送される機構を示唆する結果が得られた。電子線結晶構

造解析については、水チャネル AQP1 について、より高分解能の結晶が得られた。 

  1521410 

  ・膜タンパク質等について、NMR により

不均一超分子複合体の分子間相互作

用の解析データを取得するとともに、X

線立体構造解析データを取得する。これ

らの動的情報と立体構造情報をコンピュ

ータ上で統合して膜タンパク質のダイナ

ミズムを扱える計算システムを構築す

る。 

・遺伝情報の読み出しと複製にとって必須な過程である

ヌクレオソーム構造変換のメカニズムを、立体構造に基

づき更に詳しく解析する。遺伝情報の読み出しと複製に

必須であることが知られている高分子量型のヒストンシ

ャペロンの大量精製方法を確立し、結晶構造解析と生

化学解析を行う。大量精製したタンパク質を用いて、核

内に存在する他のタンパク質群との相互作用を生化学

的に解析し、その結果に基づき上記ヒストンシャペロン

を含む複合体の結晶化を検討する。 

・高分子量型のヒストンシャペロンである FACT 複合体の大量発現、精製法を検討した結果、

昆虫細胞の系を用いて10mgのレベルで高度に精製した複合体を得ることに成功した。また、

この複合体はヒストン H3-H4 複合体および H2A-H2B 複合体と結合する活性を持つことを確

認した。また、別の高分子量型ヒストンシャペロンである HIRA に関しては、大腸菌を用いた系

で大量発現することに成功し、1mg のレベルで精製タンパク質を得ることに成功した。また、

相互作用解析に用いるヒトのヒストン H3.1-H4 複合体と H3.3-H4 複合体の発現系、精製系の

構築にも成功した。 

  1521510 

    ・1)NMR 相互作用解析技術開発について、創薬に密接

に関連する、タンパク質-低分子複合体に適用可能な

NMR 測定技術の開発・応用に取り組む。2)脂質輸送に

関連する脂質結合タンパク質をはじめとする、生体機能

において重要なタンパク質相互作用系を対象とする

NMR 相互作用解析を実施する。3)幅広いタンパク質複

合体系に NMR 相互作用解析を適用可能とする、試料調

製技術を開発する。 

・1)標的タンパク質に結合したリガンド部位を明らかにする新規エピトープマッピング手法を開

発した。その実証実験から本手法は従来法の欠点を克服した効果的かつ簡便なリガンドエピ

トープマッピング手法であることが示された。2)セラミド輸送タンパク質 PH ドメインの NMR 構

造解析から、その立体構造を決定するとともに、セラミド輸送に関わるゴルジ体認識様式を解

明した。3)新しいタイプの酵母を利用した安定同位体標識試料調製法の確立を行った。これ

により NMR 解析が困難なタンパク質試料の構造解析が可能となった。 

  1521520 

    ・タンパク質の動的構造情報を有効利用することにより、

MD などにより発生させたタンパク質の多数の構造か

ら、薬物探索に有効な構造を予測する手法を開発する。

薬物探索は、「薬の元になる分子断片の探索と断片か

らの合成展開」(Fragment-based drug development)が重

要となっていることから、薬物探索手法とデータベース

の開発を行い、タンパク質モデリングの組み合わせによ

り、医学・生物学的に意味のあるタンパク質構造解析を

行う。 

・立体構造が未知のタンパク質に対して、立体構造モデルの作成と分子シミュレーション（MD

など）によって複数の構造を作成するという薬物探索計算方法を開発し、実証実験で、ヒット

化合物を得ることに成功した。Fragment-based drug development のための薬物探索計算法

を試作し、文献データでその有効性を確かめた。実証実験に向けて、薬の元となる分子断片

の合成展開を 1 種類の化学反応だけに限定したデータベースを試作した。 

  1521530 

5-(3) 生体分子の計測技術に関

する国際標準化への貢献 

5-(3) 生体分子の計測技術に関する国

際標準化への貢献 

      1530000 

 DNA、タンパク質及び酵素等の

バイオテクノロジーの共通基盤と

なる生体分子の計測技術に関す

る研究開発を実施し、その国際標

準化を目指す。 

 バイオテクノロジーの共通基盤である

生体分子の計測技術を SI 単位系に基づ

いて整理し、計測法の標準化に貢献す

る。またタンパク質等の生体分子の標準

品の作成技術を開発する。 

      1530100 

  5-(3)-① 生体分子の計測技術に関する

国際標準化への貢献 

      1531000 

  ・バイオチップや二次元電気泳動の標準

として利用するための標準タンパク質を

作製する。また、臨床検査などで検査対

・臨床検査対象または疾患マーカーとなっているタンパ

ク質（VEGF など）やその受容体などの関連タンパク質を

作製するため、新規大量生成系を構築する。またこれら

・疾患マーカータンパク質である血管内皮細胞増殖因子（VEGF）とその受容体（VEGFR）を作

製するため、大腸菌を用いた新規大量生成系を構築した。また VEGF を高精度、高選択的に

測定するため、VEGFR の膜貫通領域と VEGF 結合領域を含む組換えタンパク質を作製し、こ

  1531110 
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象となっているタンパク質について高純

度の標準品を作製する。 

のタンパク質を高精度、高選択的に測定するツールの

実用化開発を行う。 

れを脂質膜に埋め込んだ VEGF センシングツールを作製した。 

  ・バイオテクノロジー関連の SI トレーサブ

ルな測定技術を整理して標準化のため

の課題を明らかにする。また、新規 DNA

計測手法について国際標準制定に貢献

する。 

・タンパク質の室温等保存下における化学変化の可能

性について検討するとともに、その対処法等についても

検討する。 

・室温等保存下においてタンパク質が酸化などの化学変化を起こしうることを見出し、酸化に

よってタンパク質の活性が影響を受けることを見出した。その対処法として、硫黄原子を含む

アミノ酸を別のアミノ酸に置換する方法が有効であることが判った。 

  1531210 

    ・1)平成 21 年度から平成 22 年度にかけて、国内初の核

酸認証標準物質（DNA、RNA1 種類）を頒布することを目

指し、その合成純度検定、評価等を進めるとともに、核

酸計測のトレーサビリティ体系の構築の検討を行う。 

2)国際度量衡委員会等における核酸計測手法等の国

際比較に参加し、国際的なバイオ計測の標準化に貢献

する。 

・1)DNA 計測の品質管理や互換性の向上などを目的とした核酸認証標準物質（DNA および

RNA）の作製と評価を実施し、その作製を完了した。また、DNA 認証標準物質に関して必要

な評価を実施し、均質かつ安定な核酸標準物質が作製されたことを示す結果を得た。核酸計

測のトレーサビリティ体系の構築の検討を進め、必要な高次標準や、整備すべき基準測定操

作法に関する課題を抽出した。 

2)バイオ計測の国際標準化に関して、国際度量委員会物質量諮問委員会バイオアナリシス

ワーキンググループおよび ACRM（認証標準物質に関するアジア地域における協力、日本、

中国、韓国が参加）に参加し、バイオ計測の標準化に関する議論に参加、貢献した。また、平

成 20 年度に引き続き、核酸計測の国際比較（RNA 定量）、遺伝子組換え作物混入検査に関

する国際比較に参加した。 

  1531220 

5-(4) 環境中微生物等の 高精

度・高感度モニタリング技術の開

発 

5-(4) 環境中微生物等の高精度・高感

度モニタリング技術の開発 

      1540000 

 遺伝子組換え生物が環境に与

える影響を評価するため、環境中

の特定の微生物や遺伝子を対象

とした高精度・高感度モニタリング

技術の研究開発を実施する。ま

た、生活環境中の有害物質の評

価及び管理技術の研究開発を実

施する。 

 遺伝子組換え生物（GMO）の利用促進

のため、特定の遺伝子や微生物の高精

度・高感度モニタリング技術を開発する。

これらの技術を環境微生物等の解析に

活用して生活環境中の有害物質の評価

や管理に役立てる。 

      1540100 

  5-(4)-① バイオ環境評価技術の開発       1541000 

  ・組換え微生物等の特定微生物や環境

微生物の固有の遺伝子配列を利用し

て、これらを高感度かつ高精度に定量し

て解析する技術を開発する。また、この

技術により環境微生物の動態を解析し

て、組換え微生物等の環境における安

全性評価の技術基盤を整備する。 

・1)環境利用時における組換え微生物の挙動を追跡す

る手法のマニュアル（標準プロトコール）を完成させる。 

2)リボソーム RNA を標的とした特定微生物検出法の適

用拡大を図るため、各種微生物のリボソーム RNA 標準

の整備を進めると共に、必要な技術開発を進める。 

3)エンドポイント法の実用化を目的として、本手法のハイ

スループット化を検討する。 

1)組換え微生物等の野外使用における安全性評価手法の標準化のため、グラム陽性細菌を

標準微生物として利用した DNA 抽出効率の評価方法を確立した。その結果を基に、DNA 抽

出法およびその評価法、微生物定量のための定量 PCR 法の標準プロトコールの改正を行っ

た。 

2)リボソームRNAを標的とした特定微生物の定量技術に関しては、構築した手法を実際の複

合微生物試料に適用した結果、実環境試料に対しても適用可能であるとの結果を得た。 

3)エンドポイント法の実用化を目的として、細菌や特定遺伝子を簡便に検出、定量するため

の低コスト・ハイスループットな新規エンドポイント定量法（ユニバーサル QP 法）を確立した。 

  1541110 

    ・環境調和型高分子素材の高機能化を図るため、新規

高機能高分子を開発する。また、環境調和型高分子及

び関連物質の分解に係わる微生物の動態を解析する。

・環境調和型高分子を開発するため、バイオマス由来物質（ヘキサンジオール、グリセリン誘

導体）からの新規環状ケテンアセタールの合成方法を検討した結果、これらの環状ケテンア

セタールが不安定であることを見いだした。機能性化学品の製造に重要な短鎖炭化水素の

酸化反応に関わる酵素を探索した結果、従来のメタン酸化酵素群に類似の酵素をエタン・エ

チレン資化菌が保有していることを見いだした。また、高分子分解等に係わる微生物や遺伝

子の環境特性を明らかにした。 

  1541120 

  ・DNA チップ及びプロテインチップ等を利

用することにより、バイオテクノロジーを

利用した環境の安全性評価システムを

開発する。 

・DNA チップ法を用いた環境安全評価システムの改良を

進め、技術移転を効果的に行うことにより企業の製品化

を支援する。また、天然物由来の生活習慣病治癒効果

に関して、有効成分を精製・単離し、細胞内シグナル伝

達に関する解析により細胞増殖など細胞レベルの機能

を解明する。 

・企業が開発した蛍光色素を組み込んだ DNA チップ法を構築し、試作品をつくって展示会な

どで発表した。フタル酸などの化学物質の影響評価と生活習慣病予防などに関係する天然

物の解析を行い、ERK タンパク質などのシグナル伝達系タンパク質のリン酸化を指標に有効

成分の精製を行った。  

  1541210 

  5-(4)-② 生活環境管理技術の開発       1542000 
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  ・水や大気等の媒質中に存在する微量

でも健康リスク要因となる物質や微生物

などを除去・無害化する技術の開発及び

生物学的手法と吸着法を併用した浄化

システムを開発する。 

・生活環境中の健康リスク因子の除去･無害化技術に関

して、以下の研究を実施する。1)サイズの大きなオキソ

酸イオンを選択捕捉する新規イオン交換体の設計を進

める。硝酸イオン分離用繊維成形体の実用性の評価を

行う。多孔質の新規炭素-チタニアナノコンポジットの開

発を進め、循環流通式カラムシステムを構築して、実環

境での無害化処理効果を評価する。2) 水系で抗菌性

の発現期間を制御するため、抗菌性銀錯体を担持した

層状化合物の表面疎水化条件を 適化し、抗菌効果の

持続性を評価する。ナノカーボンの光発熱特性を有効に

活用するため、広範囲の媒質中への分散化法、および

得られた複合体の光応答特性を明らかにする。3) 海水

中の窒素、リン等の効率的な生物学的除去のため、栄

養塩低減処理水槽中で栄養塩を吸収して増殖する海藻

について、各増殖時期での生長速度、栄養塩吸収速

度、成分量を評価する。 

・生活環境中の健康リスク因子の除去・無害化技術に関して、以下の研究を実施した。1)臭

素酸イオンの選択的イオン交換体として、焼成ハイドロタルサイト、非晶質水酸化アルミニウ

ムが有効であった。硝酸イオンで汚染された井戸水について、硝酸イオン分離用繊維成形体

が、硝酸イオンで汚染された井戸水の飲料水化(10mg-N/L 以下）を高速で達成できること、

亜硝酸イオン単独系に於いても同等の性能を有することを実証した。 カーボンナノシート上

にアナタース型チタニアナノロッドを二次元配列した新規複合体の開発に成功し、実用的な

簡易循環型システムで繰り返し使用が可能であることを確認した。2)銀ヒスチジン錯体担持

層状ニオブ酸化物の表面をシランカップリングした疎水化物は、従来困難であった 10mmol/L

の NaCl 濃度、pH9.5 の水系において、少なくとも 40 日以上、抗菌効果が持続した。 ナノカー

ボン材料をジクロロメタン、クロロホルム、トルエン、酢酸エチル等有機溶媒中に分散化でき

ること、及びレーザ光の照射による高速・高精度の温度制御できることを示した。3)オゴノリ属

海藻の栄養生長体（湿重量 51mg、生長速度 0.68mg/d）の窒素及びリン吸収速度は、幼体

（6.7mg、0.50mg/d）の約 50%を維持しており、両増殖時期の藻体とも栄養塩吸収に活用でき

ることを明らかにした。含有蛋白質量は約 30%と同等であった。 

硝酸イオンを選択的に除去す

る材料組み込んだ緊急時浄

水化装置を試作。平成 20 年

ハノーバーメッセの国際展示

会に出品 

1542110 

Ⅱ．知的で安全・安心な生活を実

現するための高度情報サービス

を創出する研究開発 

Ⅱ．知的で安全・安心な生活を実現する

ための高度情報サービスを創出する研

究開発 

      2000000 

 情報サービスや情報機器の高

度化による情報化社会への進展

の中で、産業活動や社会生活に

おける情報サービス提供の利便

性向上、提供される情報サービス

を安全かつ安心して利用できる社

会の実現が求められている。この

ため、知的資源のネットワーク化

と情報の質や価値を高めるため

の大容量データサービス技術の

研究、ロボットと情報家電を始め

とする生活創造型サービス創出

に向けた研究及び情報のセキュ

リティ、信頼性、生産性を向上す

る情報通信の基盤技術に関する

研究開発を実施する。また、新た

な情報産業の創出に向けた技術

の研究開発を実施する。 

 知的生活を安全かつ安心して送るため

の高度情報サービスを創出するには、

意味内容に基づく情報処理により知的

活動を向上させる情報サービスを提供

する技術、情報機器を活用して生活の

質を高める生活創造型サービスを提供

する技術及び情報化社会における安全

かつ安心な生活を支える信頼性の高い

情報基盤技術が必要である。これらの技

術により、ネットワーク上の大量のデジタ

ル情報などの意味をコンピュータが取り

扱えるようにし、利用者ニーズに適合し

た情報サービスを提供して人間の知的

生産性を向上させるとともに、ロボット及

び情報家電の統合的利用により、人間

が社会生活を送る上で必要な情報サー

ビスを提供して生活の質を向上させる。

さらに、情報のセキュリティやソフトウェ

アの信頼性を向上させ、提供される情報

サービスを安全かつ安心して利用できる

情報基盤を構築する。また、新たな情報

技術の創出に向けた先端的情報通信エ

レクトロニクス技術の開発を行い、革新

的情報サービス産業の創出に貢献す

る。 

      2000100 

１．知的活動の飛躍的向上を実

現するための情報サービスの創

出 

１．知的活動の飛躍的向上を実現するた

めの情報サービスの創出 

      2100000 

 人間の知的活動の飛躍的な高

度化を目指し、多様なユーザ毎に

必要な情報を抽出する技術やネ

ットワークを介した地球規模での

知識の蓄積及び高度利用技術の

研究開発を実施する。さらに、人

間及び社会から得られる情報を

デジタル化して有効利用する技

 情報化社会において人間の知的活動

を飛躍的に高度化するためには、すでに

ネットワーク上などに存在する大量のデ

ジタル情報を効率的に利用することに加

えて、デジタル情報化されていない人間

社会のデータをデジタル情報として蓄積

し、新たな情報資源として活用すること

が必要である。このために、利用者毎に

      2100100 
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術の研究開発を実施する。 異なる多様な情報ニーズに対して、蓄積

された情報及び情報ニーズの意味内容

をコンピュータが理解し、的確な情報提

供ができるよう知的活動支援技術を開

発する。また、地球規模で蓄積されてい

るソフトウェアを含む膨大なコンピュータ

資源を容易に利用できるようグローバル

な意味情報サービスを提供する技術を

開発する。さらに、人間生活に関わる情

報のデジタル化を行い、人間の行動や

社会活動の支援など、多様なニーズに

応える情報サービスを提供する技術を

開発する。 

1-(1) 意味内容に基づく情報処

理を用いた知的活動支援技術の

開発 

1-(1) 意味内容に基づく情報処理を用い

た知的活動支援技術の開発 

      2110000 

 加速度的に増大する情報の中

から必要な情報を効率よく得るた

めに、あらゆるデータをその意味

内容に基づいて構造化して取り

扱うための技術及びそれを利用

して知的活動を支援する技術の

研究開発を実施する。 

 人間に分かりやすく有用なサービスを

即座に提供するためには、大量のデジタ

ル情報の意味を理解して体系的に扱う

技術と、それをユビキタスに提供する技

術の開発が必要である。このために、身

の回りに存在する物やシステム等の役

割や機能等を体系的に構造化して記述

することにより、意味を含めたデジタル

情報として取り扱う技術を開発するととも

に、人間の位置や行動パターンに適応し

た情報を提供するユビキタス情報サービ

ス技術を開発する。 

      2110100 

  1-(1)-① 知的生産性を高めるユビキタ

ス情報支援技術の開発 

      2111000 

  ・デジタル情報をその意味内容に基づい

て構造化して利用するプラットフォームを

構築する。その上で、ニーズに合致した

総合的な情報として提供し、知識の検

索、人間の位置や嗜好に応じたサービ

スなど、人間の思考や行動を支援する

技術を開発する。 

・無線センサーネットを用いた携帯情報端末上での屋内

ナビゲーションシステムに、目的地の自動選択や緊急時

の非常口への案内機能等の拡張を行い、システム全体

としての完成度を高める。ショッピングモール等の実公

共空間において、同システムの動作を確認する。 

・無線センサーネットを用いた測位エンジンの性能向上を図り、実空間において 1～数 m 程度

の精度を実現した。また、非常時の緊急信号を伝達するシステムを実現した。これらを用いて

屋内ナビゲーションシステムの自動的な目的地選択と緊急時の非常口への案内を実現し

た。 

  2111110 

    ・意味に基づいてコンテンツやサービスを利用者自らが

創造し共有する技術を観光やイベント支援等のサービ

スに展開し、事業化のための開発を進める。また、この

技術に基づく医療サービスのモデル化の方法を整備し、

医療情報システムの導入方法論を構築する。在宅医療

のための問診サービス等にもこの技術の応用を図る。 

・意味に基づいてコンテンツやサービスを利用者自らが創造し共有する技術の観光への応用

として、旅行代理店の窓口での旅程作成サービスをモデル化した。また、この技術を実際の

病院に適用しつつ、医療サービスのモデル化の方法を整備し、医療情報システムの導入方

法論を具体化し、その有効性を確認した。教育および研究の現場でもこの技術を実験的に適

用した。日常的に利用できる自動問診サービスを、個人が自分の健康状態を記録・蓄積する

一手段として位置付け、他のサービスとの連携に関する設計を行なった。 

  2111130 

    ・意味内容に即した信頼性の高い情報サービスプラット

フォームの構築をめざし、関数型及び論理型プログラ

ム、プロセス代数、知識様相論理の、情報技術への応

用を企図した論理研究を行う。 

・関数型及び論理型プログラム、プロセス代数、知識様相論理の、情報技術への応用を企図

した論理研究について以下のような成果が得られた。 

  2111170 

    1)大域脱出を含む値呼びのプログラミング言語が、開発

した Continuation Passing Style(CPS）ターゲット言語へ

コンパイルが可能であり、仕様を厳密に記述できること

を示す。 

2）人間の思考を支援する論理プログラム技術を応用し

たプラットフォームの実現を目指す研究として、論理式

1)大域脱出を含むプログラミング言語の仕様を古典論理の証明図の変形として厳密に記述

できることを証明した。 

2)前年度までに成果として得られた、論理式の写像によるセマンティクスの比較手法を、より

広い論理プログラムのクラスに適用できるように拡張した。そして、拡張した手法に基づい

て，デフォルト否定を含むセマンティクスに要請されていると考えられる条件を検討し、得られ
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の写像を用いてセマンティクスを比較する枠組に基づい

て代表的なセマンティクスを比較し、デフォルト否定を含

むセマンティクスに要請されている条件を明らかにす

る。 

た条件を仮説として提案した。 

    3 ） 現 在 開 発 中 の CSP(Communicating Sequential 

Processes)に基づくスケーラブル並行システムの検証支

援ツール CSP-Prover の使い易さを改善するため、検証

に必要な知識と経験も CSP-Prover に実装し、利用者に

かかる負担を軽減することを目標とする。4）暗号通信プ

ロトコルのリング署名、ブラインド署名、電子投票のプラ

イバシー保持などの安全性機能を記述するための知識

の論理体系の開発をする。 

3) CSP-Prover に、チャネル名変更機能の構文を追加定義し、その検証に必要な知識として

定理を追加証明して、CSP-Prover の自動証明機能を強化した。その 新の CSP-Prover は

ウェブサイトにて公開されている。また、CSP-Prover では自動化が難しい再帰動作の証明を

支援するため、並行動作の逐次化ツールを Java によって実装した。4)知識の遮蔽が確率論

によって保証されるプロトコルに対して、そのプロトコルを形式化して知識の遮蔽が証明され

るような確率様相論理の論理体系を設計した。その論理体系を用いて電子投票のプロトコル

を記述し、プライバシー保持を証明した。 

    

    ・意味内容に即して人間の知的活動を支援するユビキタ

スプラットフォームの構築を目指し、以下の高信頼通信

技術とデータ処理技術について研究を行う。 

1) キロヘルツ帯電力線通信技術を実応用分野に適用

し、その有効性を検証する。 

2) シリアルバス技術に関して、信号のモニタ管理機構

を開発する。 

3) 情報家電セキュリティ技術については、新規ウィルス

発生時におけるセキュリティハードへの更新機構を研究

開発する。 

・1) キロヘルツ帯電力線通信技術については、実応用を想定し模擬分電盤に多数の家電機

器を同時接続した状態で通信実験を行って頑健な通信性能を確認し、また同種の電力線通

信では 速の 200Kbps の速度を実証した。またこの実験結果から、提案通信方式の物理層

を活かすような MAC 層の方式設計を完了した。 

2) シリアルバス技術に関しては、シリアルバス信号のモニタ管理機構を開発し、シリアルバ

ス通信システムを実装した産業機器の生産性およびメインテナンス性を大幅に向上できた。 

3) 情報家電セキュリティ技術については、一般的な形式のウイルス識別データからそれを識

別するデジタル回路への変換ソフトウェアを開発した。 

・プレス発表を行い、HEMS な

どの実応用を想定した通信環

境においても今回開発したキ

ロヘルツ帯ＰＬＣが頑健に通

信ができることを実証した。ま

た通信方式の物理層のみな

らずＭＡＣ層まで方式設計が

完了し、実用化を視野にモデ

ム試作に着手している点も特

筆に値する。 

2111190 

    4) データ圧縮技術について、立体高次局所自己相関特

徴(CHLAC)を用いたフレーム制御方式の改良を進め

る。 

5) HLAC および CHLAC を用いた医療診断支援技術に

ついて、これまでに検討を行ってきた胃癌に続き、他の

部位の癌細胞のスクリーニング実験を行う。 

4) データ圧縮技術については、CHLAC を用いた動画像の可変フレームレート制御方式を開

発し、動画像の意味内容にまで踏み込むことにより 大 2.5 倍の圧縮率向上に成功した。 

5) 医療診断支援技術については、HLAC を用いて胃生検画像データから癌細胞をスクリー

ニングする実験を通じて、色空間変換、解像度変換、輪郭抽出、セグメンテーションなどの画

像処理手法を適切に組み合わせることにより、識別性能を 大で 20%向上させることに成功

した。同手法を、小腸内視鏡画像から異常組織をスクリーニングする方法に関して予備実験

を行い、これまで開発した手法が適用可能である見通しを得た。 

    

1-(2) グローバルな意味情報サ

ービスを実現する技術の開発 

1-(2) グローバルな意味情報サービスを

実現する技術の開発 

      2120000 

 地球規模で蓄積された知識の

自由で容易な利用を可能とする

ため、多くの情報システム上で動

作する情報処理ソフトウェアを効

率的に作成するとともに、その動

作安定性を向上させる情報技術

の研究開発を実施する。 

 意味内容に基づく情報処理プラットフォ

ームをネットワーク上に分散したコンピュ

ータで利用することにより、世界規模の

大量のデータを意味構造に基づいて統

合的に運用する技術等を開発する。ま

た、意味情報サービスを提供する応用ソ

フトウェアの開発、運用を世界中の開発

者が連携して安定的に行うための基盤

技術を開発する。 

      2120100 

  1-(2)-① 世界中に意味情報サービスを

安定して提供するグローバル情報技術

の開発 

      2121000 

  ・意味情報サービスをグローバルに展開

し、普及するためのソフトウェアのオープ

ン化技術を開発するとともに、その自律

的発展を実現するための各国で共通利

用可能な各種ツール及びソフトウェアの

開発、検査、改良、運用を世界中の開発

者と連携して安定的に行うためのソフト

ウェア開発運用支援技術を開発する。 

・多言語化情報技術の研究では、GNU/Linux 上の C 言

語で実装した多言語ライブラリ m17n-lib/C を C#環境に

移植し、多言語ライブラリの機能を C#環境に適合させた

m17n-lib/C# の開発を継続し、ホスト OS が提供する

GUI環境に依存しないm17n-lib/SHELLの部分の移植を

行なう。また多言語ライブラリデータベースの XML 化環

境の開発を継続し、フォントのグリフレイアウト方法を定

義するデータベースなどの XML 化を行なう。 

・多言語ライブラリ m17n-lib/C のうち、ホスト OS が提供する GUI 環境に依存しない

m17n-lib/SHELL の部分について C# 環境に適合させたものを開発した。多言語ライブラリデ

ータベースの XML 化環境の開発については、多言語ライブラリデータベースのうち、フォント

のグリフレイアウト方法を定義するデータベースの既存部分の XML 化を完了させた。また多

言語ライブラリがこの XML 化したフォントのグリフレイアウト方法の定義を読み込み実行する

機能を追加した。 

  2121110 

    ・ソフトウェア開発運用支援技術の研究では、システム ・ソフトウェア開発運用支援技術の研究では、システム運用情報活用システムの性能を改善   2121120 
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運用情報活用システムの性能およびユーザインタフェー

スを改善し、使いやすさの向上を図る。また、Windows を

管理対象にできるかどうか検証し、可能な場合はシステ

ムを改良して Linux と Windows が混在する環境でシステ

ム管理業務を支援できるようにする。 

し、100 パッケージの脆弱性検査時間をこれまでの 2 秒程度から 1 秒未満に短縮できた。ユ

ーザインタフェースについては、これまでと異なる画面構築ライブラリを採用し、画面遷移の

統一感や操作性の向上を図った。また、業界標準の脆弱性評価方式を採用し、Windows 及

び Linux を含む複数のプラットフォームを管理対象にできるようになった。  

    ・自由ソフトウェアの分散協調開発と流通の問題に関

し、OS やプログラミング言語等の基盤となるソフトウェア

の面から研究開発を行う。特に、自由ソフトウェアの文

化が到達していない産業の分野に対し、その普及をは

かる。実践として自由ソフトウェアの実装による USB トー

クンを開発する。 

・自由ソフトウェアの普及をはかり、ソースコードの開示のみならず利用者がすぐに利用でき

る OS としての配布(ディストリビューション)の問題に取り組んだ。配布の信頼性を担保する電

子署名に関し、電子鍵を保持する USB トークンと 1024bit 長の RSA 鍵を保持するプロトタイプ

を 8-bit マイクロプロセッサで開発した（意味が不明瞭）。ひとつの事例として、デバイス機器

開発を含む関連の開発に自由ソフトウェアを活用する範を示すことができた。 

  2121130 

    ・軽量仮想計算機モニタを既存 OS に適用し、識別情報

がないゼロディ攻撃に対してハードディスクの改竄およ

びネットワークからの情報漏洩を防止する技術を開発す

る。ゼロディ攻撃はその異常挙動の振る舞いから検出

し、その情報をもとに仮想計算機モニタがハードディスク

の書き込みやネットワークの通信を抑制する。 

・Windows のゼロディ攻撃を WindowsAPI の呼出し手順やレジストリの書換えなどの異常挙動

から検出し、仮想マシンモニタでハードディスクの書込み抑制(CopyOnWrite)やネットワークの

ポート抑制などによりデータの改竄および情報漏洩を防ぐ技術を開発した。作成したソフトウ

ェアは大学や研究機関からの要望があり、プロジェクトの終了後にオープンソースとして公開

する準備を行った。 

  2121140 

    ・外部機関と連携し、ハニーポットで捕捉された有害プロ

グラムの分類・解析、および解析結果のフィードバックを

自動化することで、未知のネットワーク攻撃に対する防

御を自動化する技術の開発を行う。 

・エミュレーターによる仮想実行と静的単一代入形式によるバイナリコードの静的解析を組み

合わせて、未知で複雑な有害プログラムに対しても、複数実行パスにまたがる挙動解析を行

うことを可能にした。さらに、結果として得られる制御フローグラフを支配木で近似し、木差分

計算による類似度を求めることで、未知の有害プログラムの自動分類や検索を可能にする

技術を開発した。この結果を、京都大学に設置されたハニーポットへ返信することで、重複し

た解析の手間を大幅に軽減することを可能にした。 

  2121150 

  1-(2)-② 広域分散・並列処理によるグリ

ッド技術の開発 

      2122000 

  ・地球規模で分散して存在する大量の情

報や計算資源を有効に利用した高度情

報サービスの基盤システムを構築する

ために、コンピューティング技術と通信ネ

ットワーク技術を融合して、情報資源が

分散していることを利用者が意識するこ

となく利用するためのソフトウェアコンポ

ーネント、また利用者間で協調して情報

処理を行うためのソフトウェアコンポーネ

ント等を開発する。さらに、科学や工学

分野あるいは社会における具体的な利

用技術をこれらの基盤システム上で開

発し、開発した技術の国際標準化を目指

す。 

・地球科学分野を中心に、幅広い応用コミュニティが、地

理的に分散されたデータや計算などのサービスを安全

に、統括的に、柔軟に、容易に組み合わせて研究を行う

ためのミドルウェアの研究開発を行う。平成 20 年度の成

果をもとに、サービスの提供者や利用者の要求に応じた

様々なレベルのセキュリティを実現するミドルウェアおよ

び地理的に分散配置された異種データベースを連携さ

せるミドルウェアの研究開発を行う。セキュリティミドルウ

ェアはオープンソースソフトウェアとして公開し、データベ

ース連携ミドルウェアは施策を行いながら設計を進め、

設計を完了する。 

・パスワード認証や公開鍵暗号による認証など、サービスの提供者や利用者の要求に応じて

様々なレベルのセキュリティを実現するセキュリティミドルウェアを開発し、オープンソースソフ

トウェアとして公開した。また、関係データベースや XML データベースなど地理的に分散配置

された異種データベースを連携させるミドルウェアの設計、プロトタイプ実装および予備評価

を行ない、設計を完了した。 

  2122110 

    ・平成20年度に開発したミドルウェアを高度化し、オープ

ンソースソフトウェアとして公開する。また、産総研、筑

波大学の他に海外機関のクラスタも含めた国際的なテ

ストベッド上で数週間にわたる実証実験を行い、大規模

広域環境での有効性を検証する。 

・平成 20 年に開発したミドルウェアにマルチコアプロセッサ上で 適化する機能を実装するな

どの高度化を行い、オープンソースソフトウェアとして公開した。また、産総研、筑波大、米

国、台湾、中国などの海外機関のクラスタを含めた国際的なテストベッド上で化学シミュレー

ションを約 2 週間にわたり実行し、大規模広域環境での有効性を検証した。 

  2122130 

    ・平成 20 年度にプロトタイプとして実装した三つの要素

技術「仮想計算機システム」、「仮想クラスタ構築システ

ム」、「運用決定モジュール」を、高度化を行いつつ実シ

ステムとして開発する。特に、仮想計算機システムで

は、サイト間のマイグレーション途中におけるネットワー

ク接続の切断にも耐えられる頑健性を実装する。また、

運用決定モジュールの機能を高度化するとともに、仮想

クラスタ構築システムに統合する。 

・三つの要素技術を単一サイト内で運用する仮想クラスタ構築システムに統合した。本システ

ムでは、複数の計算機上でアプリケーションを動作させつつCPU負荷を監視し、アプリケーシ

ョンが必要とするリソース量が増減するタイミングで、計算機全体が消費する電力を 小化さ

せるようアプリケーションを再配置することが可能となった。仮想計算機システムのマイグレ

ーションでは、移動にかかる時間を大幅に短縮することにより、頑健性を強化した。 

・ソフトウェア開発、大規模環

境での実証、国際標準など多

岐にわたる研究成果の達成

が認められ、平成 21 年度科

学技術分野の文部科学大臣

表彰 科学技術賞（研究部

門）を受賞した（業績名「科学

技術計算用グリッドミドルウエ

2122140 
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アの研究）。 

1-(3) 人間に関わる情報のデジタ

ル化とその活用技術の開発 

1-(3) 人間に関わる情報のデジタル化と

その活用技術の開発 

      2130000 

 人間の身体機能及び行動等に

関する情報をはじめとして、社会・

生活環境から得られる大規模な

情報をデジタル情報として蓄積

し、それに基づいた分析・予測に

よって、個人から社会全体までを

対象とした行動の意志決定支援

などを実現する情報処理技術の

研究開発を実施する。 

 人間社会のデータをデジタル情報とし

て蓄積し、新たな情報資源として活用す

るためには、人間そのものをデジタル情

報化する技術と、人間が生活する上で遭

遇する様々な情報をデジタル情報化す

る技術が必要である。そのために、人間

の身体機能や行動を計測してデジタル

情報化を行い、ソフトウェアから利用可

能な人間のコンピュータモデルを構築す

るとともに、それを活用した応用システム

を開発する。また、人間を取り巻く大量

の情報を観測、蓄積及び認識して情報

資源化し、それに基づいて分析及び予

測を行うことにより、過去から未来へ繋

がる人間の行動や社会の活動を支援す

る情報技術を開発する。 

      2130100 

  1-(3)-① 人間中心システムのためのデ

ジタルヒューマン技術の開発 

      2131000 

  ・人間機能を計測してモデル化し、人間

特性データベースとして蓄積するととも

に、それをもとにコンピュータ上で人間機

能を模擬するソフトウェアを開発する。こ

のために、人間の形状、運動、生理、感

覚及び感性特性を自然な活動を妨げず

に計測する技術を開発し、それを用いて

年齢等の異なる 1,000 例以上の被験者

の人体形状を mm 級の精度で計測し、個

人差などを表現できる計算モデルを開発

する。さらに、これらの技術を機器の人

間適合設計、製品の事前評価、映像化

及び電子商取引などに応用する。 

・人間の形状、運動、変形を非接触で mm 級の精度で計

測する技術を開発し、子どもと成人の形状と運動、成人

の運動中変形特性を計測する。これまでに 1000 例以上

の形状データを登録するという目標は達成しているが、

あらたに形状データベースに 50 名、運動変形データベ

ースに 50 名×5 動作=250 例のデータを追加する。

「Dhaiba」の全身モデルを形状データや変形データにフィ

ットさせることで、個人差を表現する計算モデルを開発

する。これらの技術を健康サービス、ファッション販売サ

ービスに適用するためのデータベース検索技術、データ

品質管理手法の標準化活動を並行して行う。 

・人間の形状、運動、変形を非接触で 1mm の精度で計測する技術を開発し、子どもと成人の

形状と運動、成人の運動中変形特性を計測した。人体形状データベースに 50 名、運動変形

データベースに50名×5動作=250例のデータを新たに追加した。全身デジタルマネキン技術

「Dhaiba」の全身モデルを形状データや変形データにフィットさせることで、個人差を表現する

計算モデルを開発し、これらの技術を健康サービス 1 件、ファッション産業 1 件に技術移転し

た。この基盤となる人体特性データベースの統合検索技術の開発、人体形状データの品質

管理手法の標準化活動を行った。 

  2131110 

    ・人間機能モデルを、機器の人間適合設計、製品の事

前評価、映像化及び電子商取引などに応用する実証例

として、企業との共同研究を通じて具体的製品開発に人

間機能モデルを適用する。シューズ、スポーツウェア、

自動車などの機器、健康サービスにおける体形変化の

映像化、メガネや婦人靴の電子商取引への応用を進め

る。 

・人間機能モデルを、機器の人間適合設計、製品の事前評価、映像化及び電子商取引など

に応用する実証例として、企業との共同研究を通じて具体的製品開発に人間機能モデルを

適用した。シューズ 3 件、スポーツウェア 1 件、自動車 2 件、健康サービスにおける体形変化

の映像化 1 件、婦人靴の商取引 1 件の応用実績であった。 

  2131120 

    ・全身デジタルマネキン技術「Dhaiba」の第 2 版を完成さ

せ配布する。第 2 版では、日本人を代表する数個の体

形の仮想人間を生成し、機器操作時のリーチ運動を指

先精度 10mm 以下で再現し、可視化できることを目標と

する。そのために、運動生成に用いるモーションキャプ

チャデータベースに新規データを追加し精度向上を行う

とともに、仮想空間内にある「Dhaiba」の姿勢を、実空間

の小型ロボットパペットを介して入力するインタフェース

技術を開発する。 

・全身デジタルマネキン技術「Dhaiba」の第 2 版を完成させ、10 月の学会と 3 月のシンポジウ

ムで 350 名以上に配布した。第 2 版では、日本人男女平均 2 体を生成し、機器操作を想定し

た立位状態と着座状態でのリーチ運動を指先精度 10mm 以下で再現し、可視化するソフトウ

ェアを整備した。リーチ運動生成に用いるモーションデータベースとして体形の異なる 3 名の

被験者のデータを追加して運動生成精度を向上させた。また、デザイナーに Dhaiba を簡便に

利用させる技術として、Dhaiba の姿勢を小型ロボットパペットを介して入力するインタフェース

技術を開発し、有効性を検証した。 

  2131130 

    ・詳細な手の機能モデルである「DhaibaHand」を、全身

の「Dhaiba」と統合して第 2 版として配布する。日本人を

代表する数個の仮想の手モデルを生成し、製品を操作

・詳細な手の機能モデルである「DhaibaHand」を、全身の「Dhaiba」と統合した。日本人を代表

する 2 個の仮想の手モデルを生成し、携帯電話やパッケージなどの製品を把持する、スイッ

チを操作する手の姿勢生成技術を開発した。また、このときの把持力を推定するために、手

  2131140 
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する手全体の姿勢生成技術を開発する。また、このとき

の把持力を推定するために、手の内部構造として筋と腱

を備えた詳細モデルを開発し、筋や腱の制御による手

の姿勢生成を実現する。これらの技術の有効性を、ステ

アリングスイッチ、パッケージなど具体的な事例研究を

通じて実証する。 

の内部構造として筋と腱を備えた詳細モデルを開発し、筋や腱の制御による手の姿勢生成を

実現した。これらの技術を、企業との共同研究を通じステアリングスイッチ 1 件、パッケージ 1

件に適用した。 

  ・壁や天井などに取り付けた非接触型セ

ンサによって人間と機器の動きを数 cm

の精度で計測するとともに、人間密着型

のセンサによって、血圧や体温等の生理

量を計測することで、生理量と心理・行

動の関係をモデル化し、起こりうる行動

を発生確率付きで予測できる技術を開

発する。これにより、高齢者や乳幼児の

行動を見守るなどの人間行動に対応し

たサービスを実現する技術を開発する。 

・壁や天井などに取り付けられ、すべてのモジュールが

無線通信化された非接触型センサである超音波ロケー

ションシステムを開発し、設置容易性を向上させる。手

術室内での医療従事者の行動モニタリングシステムに

より蓄積した医療従事者の行動データを利用した行動

モデルを開発する。時空間センシングとプロトコル分析

を統合した新たな行動分析技術を開発し、日常生活に

おける製品のユーザビリティ試験に応用する。 

・壁や天井などに取り付けられ、すべての送受信モジュールが無線通信化された超音波ロケ

ーションシステム（Ver.9)を新たに開発した。手術室内での医療従事者の行動モニタリングシ

ステムにより蓄積した医療従事者の行動データを利用した動線クラスタリングアルゴリズムを

開発した。時空間センシングとプロトコル分析を統合した時空間生活プロトコル分析システム

を開発し、企業との共同研究を実施することで、日常生活における製品のユーザビリティ試

験に応用した。蓄積したライフログデータを、ICF を用いた記述法で記述することで、生活機

能統計を導出した。 

  2131210 

    ・乳幼児の行動を見守り、事故予防する研究として、壁

や天井に非接触センサを埋め込んだセンサルームと、

屋外の遊具で遊ぶ乳幼児に人体密着型センサを装着し

行動を観察するシステムを用いた乳幼児行動データの

蓄積を継続する。また、病院の電子カルテと連携できる

電子版事故サーベイランスシステムを新たに開発し、こ

れを共同研究先の病院に導入することで事故情報を蓄

積する。さらに、事故データの自由記述から因果構造モ

デルを構築する技術、有限要素解析ソフトウェアと身体

地図機能付きサーベランスシステムを用いた傷害プロセ

スの推定技術等を開発する。これまでの成果を踏まえ

て、事故統計を周知するためのホームページを開設し、

事故データベース検索ソフトウェアを無料公開し、Web を

介した検索サービスを開始する。 

・環境に非接触センサを埋め込んで行動を見守る技術として、分散力センサネットワークシス

テムを開発し、これが取り付けられたセンサ遊具（ノボレオン 2）を開発し、これを用いた登り

行動のデータを蓄積した。また、病院の電子カルテと連携できる身体地図機能を有する事故

サーベイランスシステムを新たに開発し、これを成育医療センターに導入することで事故情報

を蓄積した。事故サーベイランスシステムを普及するためのパンフレットを作成した。使われ

方のデータと身体地図機能付きサーベイランスシステムによって収集された傷害データ、有

限要素解析ソフトウェアとを統合することで、潜在的リスク提示を行うシステムを開発した。事

故データベース検索ソフトウェア(BIS Search Ver1.0 と Ver2.0)を無料公開した。事故統計を周

知するために開設していたホームページを改善し、キーワード入力支援機能を備えた検索

WEB サービスを開始した。 

  2131220 

    ・人間の心理・生理のモデル化研究として、人間密着型

のセンサによって心拍・呼吸などの生理信号及び身体

動作・外部刺激などを同時に計測するシステムを構築

し、多様な環境下で計測実験する。これをもとに心理負

荷の評価指標を算出する因果関係モデルを開発する。

この因果モデルによって既存の心理評価指標と 70%以

上の一致精度を実現する。人間の認知・行動モデルの

研究として、初心者から上級者までのヒューマンエラー

特性を類型化した習熟度別デジタルヒューマンモデルを

作成し、習熟度診断・教習課程設計サービスシステムを

構築し企業現場等で試用する。 

・人間密着型のセンサを構築し、被験者をのべ 300 日以上にわたり計測し心拍と呼吸の生理

信号同時計測に成功した。ストレス負荷時の心拍と呼吸と唾液成分の変動を計測し、心理負

荷の因果関係モデルの基礎を作った。既存の心理評価指標との一致精度は 70%程度であっ

た。ヒューマンエラー特性の研究では建設作業員 157 名を調査し習熟度別に類型化できた。

事故に遭うリスクの高い類型の作業者を検出し現場での指導に用い、教習課程の設計にも

活用した。 

  2131230 

  1-(3)-② 大量データから予測を行う時

空間情報処理技術の開発 

      2132000 

  ・人間が生活する実環境に多数配置さ

れたセンサ等によって、音や映像等のデ

ータを長時間にわたって多チャンネルで

収集し、大規模な時空間情報データベー

スを構築するとともに、そこからデータの

内容を意味的に表現したテキスト情報や

3 次元的な空間情報を自動的に抽出す

る技術を開発する。これによって得られ

た時空間情報を、その意味内容に基づ

いて圧縮・再構成し表現する技術の開発

を行うとともに、行動や作業を支援する

・これまでに開発した要素技術を集積して、会議録コン

テンツ作成システムのプロトタイプを制作し、これを用い

て、企業との共同研究を行い、実環境での実証実験を

行う。具体的には、制作したプロトタイプシステムを、企

業内での会議に適用し、言語モデルの適応など使用環

境への適応を行ったうえで、キーワード検出率などによ

り、数値的な評価を行う。また、アンケート調査を実施

し、ユーザの主観的評価も行う。 

・マイクアレイ・全方位カメラ及びソフトウェア群からなる会議録コンテンツ作成システムのプロ

トタイプを作成し、企業との共同研究により、実証実験を行った。企業内における技術系会議

を 620 分に渡って収録し、言語モデルの適応を行い、キーワード検出率による数値評価を行

った。この結果、言語モデルの適応により、認識率が 16%向上した。また、企業内のユーザ数

人にアンケート調査を行った。この結果、検索・表示などの面で、会議の閲覧が容易になった

との主観評価が得られた。一方、意味の無いキーワードの表示の抑制、編集機能の追加の

必要性など、今後のシステム改良において、有意義な意見も得られた。 

  2132110 
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システムなどを開発する。 

    ・音響的な異常検出に関して、音以外の時系列信号も

含めた多様な対象についてデータを収集し、異常検出

手法について、複数マイクの利用や多様なアルゴリズム

の適用を検討して、有効性の検証と精度の向上のため

の研究を進める。また、分散音声認識技術に関して、セ

ンサ周辺装置の小型実装を進めるとともに、サーバとの

間の効率的な通信方式を開発する。 

・音響的な異常検出に関して、住居の防犯に関連した異常音を再現して収集し、高精度に検

出可能な手法を開発した。また、機械の制御信号など音以外の時系列信号に関する異常検

出手法についても含めたデータを収集して、異常検出手法の有効性を確認した。さらに、複

数マイクの利用や多様なアルゴリズムの適用を検討して、雑音環境下での有効性を検証し

た。さらに、分散音声認識技術に関して、小型 DSP チップを利用してセンサ周辺装置の小型

実装を実現し、これとサーバとの間の効率的な通信方式を開発した。 

  2132120 

    ・3 次元視覚技術を用いた実時間実環境の時空間認識

技術に関し、人の行動等を常時センシングする応用事

例等を通してシステム化と理論的な要素技術研究を進

め、成果の実用化と普及に努める。そのために、蓄積し

た長時間 3 次元情報から解析技術を数ヶ月超えるような

事例に適応可能にする技術や、インテリジェント電動車

いすにおけるセルフキャリブレーション技術、および独自

の画像特徴抽出方である統計的なリーチ相関法の高度

化を行う。 

・3 次元視覚技術を用いた実時間実環境の時空間認識技術に関し、蓄積した長時間 3 次元

情報から解析技術を数ヶ月超えるような事例に適応可能にする技術を実証するために、複

合施設の商業スペース内に4 台のステレオカメラを設置し、1年間超の間データを取得し続け

た。この蓄積データから人の軌跡を 10frame/sec で抽出することで、イベントや案内表示の効

果測定への利用に成功した。また、インテリジェント電動車いすにおけるセルフキャリブレー

ション技術に関して、実機へ実装して位置検出誤差の標準偏差が 5cm から 3cm に向上した。

さらに、独自の画像特徴抽出法である 統計的リーチ特徴法の高度化を進め、極端な照明変

動下でのロバストな背景差分およびテンプレートマッチングを実現した。 

  2132130 

    ・断片的な画像情報から大規模コンテンツを創出するた

めのスナップショット収集技術と構造的特徴量による統

合化技術として、引き続き画像検索システムの開発を行

い、大規模なスナップショット群を対象にした実験を行

う。自由形状・柔軟物を対象とする視覚情報処理技術に

ついて、ロボット操作との相補的処理に関する実験を行

い、ステレオカメラを活用したシステムの開発を行う。ま

た、基本的画像処理技術の開発について、特に 3 次元

計測データからの認識処理および検索技術について、

引き続き実験を行う。 

・画像検索システムの開発を行い、1 万件程度のスナップショット群を対象にした実験を行

い、検索結果を妥当な候補数件に絞り込むことができた。自由形状・柔軟物を対象とする視

覚情報処理技術について、衣類モデルとステレオカメラ画像から、吊り下げられた衣類形状

を推定し、ロボットハンドによって広げて把持することに成功した。また、基本的画像処理技

術の開発について、3次元計測データからの認識処理について、3次元形状の位置合わせ処

理に関する実験で、広く使われている代表的な手法（spin-image）のパラメータ設定成功例が

13 例中 6 例であったのに対し、独自手法では 36 例中 28 例とパラメータの設定範囲が広くと

れ、有効であることを確かめた。 

  2132140 

    ・各種センサから得られた時空間情報を分析・再構成

し、人間の行動や作業を支援する技術に関して以下の

研究開発を行う。 

1) 複合現実インタラクション技術に関して、歩行者デッ

ドレコニング、画像処理、センサ情報を適用した直感的

なインタラクション技法等を、種々のサービス事例に導

入して、大規模な行動・操作履歴の獲得と可視化し遠隔

協調作業を支援するシステムを開発する。 

2) 市民芸術が創造されるワークショップの場において

気軽に積極的に自己表現・協調創造活動を行うための

インタフェースに関して、参加者の位置と向きを取得す

る技術の改良を行うとともに、既存のコンテンツ共有サ

イトのコミュニティ分析の結果を用いて市民芸術創出プ

ラットフォームをデザインする。 

・1)歩行者デッドレコニング、インフラセンサ、及び複数写真から生成したマップ情報を用いた

センサデータフュージョン技術を開発し、外食店舗、介護施設での従業員の行動履歴を大規

模に獲得し可視化することに成功した。科学ミュージアムでのスマートフォンによるガイドシス

テムでは利用者の行動・操作履歴獲得や共創的電子ワークシート作成が可能なシステムを

開発し 2 週間連続での現場実証を実施した。施設レイアウト、利用者と従業員の対話、サー

ビスプロセス等の関係を、仮想化環境での直感的なインタラクション技法によって事前評価

可能とする全方位ハンズフリーウォークスルーシミュレータを開発し、産総研オフィス並びに

病院の新病棟を事例として技術検証を行いその有効性を確認した。 

2)参加者の位置と向きなどの状況を推定する技術の改良を行い、スマートフォンを用いたイ

ンタフェースへ実装可能とした。これを用いて自己表現・協調創造活動を行うためのシステム

を多摩美大学と共同で構築した。既存システムにおける創造活動の分析結果をもとに、市民

芸術創出プラットフォームの一例として、共同作業の場を支援する Web ホワイトボードシステ

ム SaasBoard を改良、ワークショップで活用し実証データを評価した結果、事前の自己表現

およびワークショップ中の協調創造活動を促進する効果を確かめられた。 

  2132150 

    ・大量音声データを扱える音声認識技術・音声検索技術

に関しては、インターネット上のポッドキャスト（音声ブロ

グ）音声データを収集して全文検索可能にするシステム

を開発する。具体的には、ポッドキャスト音声データを音

声認識技術によって自動的にテキスト化することで、そ

れらをユーザが検索できるだけでなく、詳細な閲覧、認

識結果の訂正も可能なシステムを開発・改良する。 

・大量音声データを扱える音声認識技術・音声検索技術に関しては、インターネット上のポッ

ドキャスト（音声ブログ）音声データを収集して全文検索可能にするシステム PodCastle を開

発した。具体的には、ポッドキャスト音声データを音声認識技術によって自動的にテキスト化

することで、それらをユーザが検索できるだけでなく、詳細な閲覧、認識結果の訂正も可能な

システムを開発・改良した。一般ユーザに対してこのシステムを Web サービスとして提供する

一方で、ユーザに音声認識誤りを訂正して貢献してもらい、それらの訂正結果を実際に自動

学習する新たな技術を開発して評価したところ、実際に音声認識性能の改善を図れたことが

明らかになった。これは、ユーザの訂正を全体の性能向上に繋げる新たな技術として高く評

価できる。また、ポッドキャスト動画データ中の音声データにも対応したことで、より多量の音

声データが検索可能となった。さらに、大量音声データに関連して歌声を対象とした研究開発

にも取り組み、ユーザが歌ってお手本を聞かせることによって、より自然なニュアンスで歌声

が合成できる歌声合成技術 VocaListener を開発した。これにより、従来のように歌声合成パ

ラメーターを人手で長時間調整せずに、人間らしい自然な歌声を容易に合成できるようにな

歌声合成技術 VocaListener

をヤマハ株式会社に技術ライ

センシングして共同研究を推

進し、H21.4.28 に、産総研か

らは「主な研究成果」として広

報され、ヤマハからは産総研

と連携して実用化することが

広報された。多数のメディア

で報道され、社会的に高い注

目を集めている成果である。 

2132160 
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った。 

    一般ユーザに対してこのシステムを Web サービスとして

提供する一方で、ユーザに音声認識誤りを訂正して貢

献してもらい、訂正結果を自動学習して音声認識性能

の改善を図る技術を開発・評価する。また、ポッドキャス

ト動画データ中の音声データにも対応し、より多量の音

声データを検索可能にする。 

      

２．ロボットと情報家電をコアとし

た生活創造型サービスの創出 

２．ロボットと情報家電をコアとした生活

創造型サービスの創出 

      2200000 

 誰もが IT を活用した創造的な生

活の実現を目指し、ロボットや情

報家電が人間の生活空間にとけ

込み、使っていることを意識させ

ない自然なインターフェースを通

じて、個々の生活状況に応じた支

援サービスを創出するための研

究開発を実施する。 

 個々の生活状況に応じた情報サービ

ス を 提 供 し て 、 生 活 の 質 （ Quality of 

Life、QoL）を飛躍的に向上させるため

に、人間活動を代行、支援及び拡張する

生活創造型サービスを実現する。そのた

めに、人間を中心としてロボットと情報家

電を有機的かつ協調的に機能させ、統

合的で創造的な生活空間の実現を目指

し、人間と物理的・心理的に共存・協調

するロボット技術、人間と情報家電の双

方向インタラクションを支援するインター

フェース技術及びこれらを構成するハー

ドウェアを高機能化、低消費電力化する

デバイス技術を開発する。 

      2200100 

2-(1) 人間と物理的・心理的に共

存・協調するロボット技術の開発 

2-(1) 人間と物理的・心理的に共存・協

調するロボット技術の開発 

      2210000 

 人間と共存・協調して人間の活

動を支援するロボットの実現を目

指し、それに必要となる要素技術

として、移動や作業機能だけでな

く、案内、運搬、見守り、補助等の

機能の実施に際しての安全性の

確保及びシステム全体の統合的

動作に関する技術の研究開発を

実施する。 

 人間と共存・協調して、人間の活動を

支援するロボットを実現するために、人

間と空間を共有しつつ、人間の行動や状

態に適応、協調して機能するロボット技

術を開発する。そのために、生活空間を

ロボット化する技術、人型（ヒューマノイ

ド）ロボットの運動機能を人間と同程度に

向上させる技術及び人間と情報を共有

するために必要な視覚認識技術を開発

する。 

      2210100 

  2-(1)-① 屋内外で活動できる社会浸透

型ロボット技術の開発 

      2211000 

  ・ロボットの行う複雑な作業を構成する

要素機能を共通仕様に基づいてモジュ

ール化し、異なるロボットシステムで利用

可能にする。また、開発したモジュール

を生活空間に分散配置して、それらが人

も含めて有機的に協調して機能する技

術を構築し、生活支援型ロボットシステ

ムのプロトタイプを開発する。 

・RT ソフトウエア開発環境として、公開リリースした開発

支援ツールの一般ユーザからの技術フィードバックを受

けて、その完成度を高めるとともに、機能拡張を進め

る。汎用的な把持機能の実現に向け、視覚のセンシン

グと把持のマニピュレーションを統合したハンドアイシス

テムにより、操作対象物に応じた技能を検証する。ＲＴミ

ドルウエアに関しては、OMG でのコンポーネントモデル

標準仕様(RTC1.0)の保守管理に協力するとともに、当該

標準準拠のロボット用ミドルウエア OpenRTM-aist-1.0

のユーザからの技術フィードバックを受け、完成度の向

上と機能拡張を進める。 

・RT ソフトウエア開発環境として公開した RTC ビルダ、RT システムエディタ等の開発ツール

に関して、利用者からのフィードバックに基づいて機能拡張と改善を行なった。 

アクティブビジョンを使って把持計画を行う研究を実施し、対象物の周りに障害物が置かれた

状況下での日常生活用品の把持に適用し、実験によりハンドアイの有効性を検証した。 

OMG において、コンポーネント標準仕様(RTC1.0)の実用性を高めるために、コンポーネント

の情報や接続情報管理の相互運用を図る Deployment and Dynamic Configuration(DDC)仕

様の標準化を開始した。また、先行公開したロボット用 RT ミドルウエア OpenRTM-aist-1.0RC

の利用者からのフィードバックを受けて、完成度の向上と機能拡張を進め、正式安定版をリリ

ースした。 

ロボット技術の共有と蓄積を

可能とするモジュール化の枠

組みとなる標準仕様に準拠し

た共通ミドルウエアと開発支

援ツールをオープンソースと

して公開した。 

特に、世界的な普及を図るた

めに、国際会議(IROS2009)で

講習会を開催するとともに、ド

イツの研究者に協力いただい

てホームページのミラーサイト

(www.openrtm.de) を 開 設 し

た。 

2211110 

  ・ロボットシステムを人間の生活空間に

安全に導入するために、利用者や周辺

・1)実証段階にあるロボット安全管理ソフトウェアの適用

範囲を拡張する。 

･1)産業用ロボットをモデルに構築してきたロボット安全管理ソフトウェアを、セル生産ロボット

と移動型ロボットに適用して想定通り機能することを確認した。 

  2211210 
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の人間の行動を実時間でモニタリングす

る技術及び類似状況における過去の事

故事例等からのリスクアセスメントを効

率的に行う手法を開発し、それらをロボ

ット要素モジュールとして利用可能にす

る。 

2)国際安全規格 SIL3 を満たす次世代サービスロボット

に汎用な高信頼分散制御システムを開発する。 

3)1ms 光通信位置認識を含めた画像センサによる高信

頼な人位置検出技術を開発し、模擬現場による評価実

験を行う。 

4)UML (Unified Modeling Language)を用いた次世代ロボ

ット用の安全設計プラットホームの基本設計を行う。 

5)知能化福祉機器の転落回避を実現するため、外界セ

ンサを用いた SIL3 相当の 3 次元環境モニタリング機能

を当該機器に実装する。 

2)国際安全規格 SIL3 を満たす汎用な高信頼分散制御システム D3 プラットフォームを開発し

てロボットアームにて実証し、技術移転ベンチャーを創業して実用化を行った。 

3)すでに開発した 1ms 光通信位置認識システムの実証現場の検討を行った。 

4)産総研イニシアティブで開発された次世代福祉用ロボットアーム RAPUD を UML をシステム

用に拡張された SysML でモデル化し、生活支援ロボットアームの安全設計のためのベースを

確立した。実際の屋外環境(遊歩道)での自律型移動ロボットの走行に関するリスクアセスメ

ントを題材として、SysML を用いたリスク分析システムについての検討を行った結果、人間と

共存する移動ロボットの危険因子の特定方法と、その因果関係、さらにはその回避手法がわ

かった。 

5)複数台のカテゴリ 3(SIL2)外界センサにより障害物検知の二重系を構成すると同時に、下り

段差、階段等の 3 次元環境を検知する手法を考案し、カテゴリ 4(SIL3 相当)で求められるシス

テム動作の一部(故障検知機能)を満足する転落危険予知機能を知能化車いすに実装した。 

  ・ロボットの自律的な探索により環境や

地形に関する情報収集や異状発見を行

う技術及び複数のロボットを協調動作さ

せることによって、より広範囲な状況の

認識を行う技術を開発する。これらの技

術を用いて、環境を改変して有効に利用

する方法を開発し、自律作業ロボットに

よる 100m3 程度の砂利堆積の移動や再

配置等の実証実験を行う。 

・1)広範囲環境認識を目的に、複数ロボットによって効

率的に環境情報を採取し、それらを統合する技術を開

発する。 

2)企業と共同開発した移動検査ロボットの製品化を図る

ともにハードウエア、ソフトウエアの信頼性を高める。 

3)100m3 程度の砂利堆積の移動や再配置等の環境改

変として、複数台のダンプ積み込みを想定した総合的な

作業を実行する手法を開発し、実証実験を行う。 

4)位置決め技術、複数ロボットの統括技術、障害物回避

技術、対人安全制御技術などを高信頼に統合する手法

を開発し、ロボット事業化に耐えうる技術を目指す。 

・1)広範囲環境の認識技術として、搭載センサでは取得困難な情報をネットワークを活用して

他の移動体やインフラから得ることで、自己位置同定支援、誘導支援、効率的移動などの協

調動作を実現する方法を開発し、シミュレーションや実車実験により検証した。 

2)移動検査ロボットに搭載するサーボモータの位置速度制御及び高負荷時の回転制限機能

の見直しを実施し、安全性及び制御信頼性の向上を実現した。また、実環境における技術実

証試験を経て技術移転先企業にて受注販売を開始した。 

3)100m3 程度の砂利堆積の移動や再配置等の環境改変として、複数台のダンプ積み込みを

想定した無人自律型ホイールローダーによる総合的な作業を実行する手法を開発した。実証

実験として異なる位置に置いたダンプに連続して積み込む実験を行い成功した。(ホイールロ

ーダー1 回で約 1.5m3、4 回で計 6m3 の積み込みでダンプ 1 台が満載となり、これを連続する

ことで 100m3 の環境改変が可能) 

4)環境マップ生成機能、走行軌道生成機能、自己位置同定機能、軌道追従制御機能、障害

物回避機能、危険検知及び回避機能等を移動ロボット上に統合的に実装した。屋外実環境

での実証実験により、1km 以上の自律走行を 10 回以上実現した。 

  2211310 

  2-(1)-② 作業支援を行うヒューマノイド

ロボット技術の開発 

      2212000 

  ・人間の作業を代替し、人間と共存して

働くために、人間の通常の生活空間内を

自由に移動する機能と基本的な作業機

能を開発する。具体的には、人間と同程

度の速度での平面の歩行、滑り易い路

面の歩行、移動経路の自律的な計画及

びハードウェアの高度化による IEC 規格

IP-52 程度の防塵防滴処理並びに簡単

な教示による指示通りの運搬等の機能

を開発する。 

・人間の通常の生活空間内を自由に移動する機能と基

本的な作業機能の実現を目指し以下の研究開発を行

う。 

1) 不整地歩行制御技術の向上、路面形状マップ生成

技術を用いた屋外の歩道上の安定な 2 足歩行を実現す

る。また、不慮の転倒に対応したしゃがみこみ動作につ

いての分析を行うほか、意図的な滑りを利用した方向転

換技術をより向上させる。 

2) 対象物の位置姿勢認識のための視覚処理アルゴリ

ズムの処理を高速化し、視覚処理とハンド把持動作を

連携したシステムの基盤を構築する。 

3) 人間がインタラクティブに行動を教示できるシステム

の開発、環境センシングに基づく物体搬送計画の実現、

変化する環境における自己位置推定の実現、建物ドア

の通り抜けの実現を目指す。 

・人間の通常の生活空間内を自由に移動する機能と基本的な作業機能の実現を目指し以下

の機能を実現した。 

1)状態空間ベースの線形倒立振子の安定化制御により不整地歩行制御技術を計画以上に

向上することができたため、路面形状マップ生成技術を用いることなく、HRP-4C により 大

傾斜 1 度の屋外歩道上で時速 0.9km の安定な歩行を実現した。不慮の転倒に対応したしゃ

がみ込み動作生成手法を開発し、シミュレーションにより代表的な 8 方向への転倒での有効

性を検証した。体重が左右どちらかの足に偏っている場合でも、意図的な滑りを利用して望

みの角度に方向転換する手法を確立し、HRP-2、HRP-4C で実現した。 

2)把持対象物の位置姿勢認識処理を階層的探索手法により高速化し、1フレーム1秒以内で

の認識を実現し、視覚処理とハンド把持動作を連携したシステムの基盤を構築した。 

3)キーポーズベースの編集操作の結果が自動的に運動学/動力学的拘束条件を満たしたも

のへと帰結するインタフェースを確立し、人間がインタラクティブに行動を教示できるシステム

を構築した。視覚センシングを中心に検出された環境や物体情報に基づく物体搬送計画手

法を、異なる把持形態に対応する多重化ロードマップを用いて構築した。広視野視覚情報と

能動的露光調整手法を用いて、照明条件が変化する環境における自己位置推定を実現し

た。ドア反力および力学・幾何学的条件を考慮した軌道計画法を開発し、HRP-2 により 大

33Nm のトルクで閉まるスイングドアを押し開け通り抜ける動作を実現した。 

  2212110 

  ・ヒューマノイドロボットの安全性と可用

性を人間と共存できる程度に高めるため

に、コンピュータ上に構成した人間型構

造モデルで人間の動きを合成する技術、

人間の運動機能を規範としてロボット全

身運動を生成する技術及びロボットが人

間を認識し、人間と対話することで協調

・ロボット全身運動を生成する技術として、複数コア CPU

の計算機資源の上で並列的に複数の戦略や指標を用

いた安定歩行軌道生成を行い、 も安定な解を利用す

る探索的な安定歩行技術を開発する。これにより、凹凸

や階段の存在する実環境での長距離安定移動を実現

する。双方向 Mixed-Reality 環境を構築し、ロボットと人

との MR 技術を通じたインタラクション手法を提案し、評

価実験を行う。事前計算にもとづく物体把持軌道探索手

・複数コア CPU の計算機で並列に安定歩行軌道生成するシステムを構築し、凹凸や階段の

存在するような生活環境を模した環境での安定二足歩行を実現した。双方向 Mixed-Reality

環境を構築し、ロボットと人との MR 技術を通じたインタラクションデバイスを開発し、評価実

験を通じて有効性を検証した。物体把持における制約条件を記述可能な軌道探索手法を実

現し、全身把持の実証実験を行った。ロボットが人の身近で安全・安心に行動するために、複

数コアを用いて実時間性や安全性を確保するディペンダブル OS 技術を開発し、公開した。 

  2212210 
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的に作業するロボット技術を開発する。 法を実現し、実証実験を行う。ロボットが人の身近で安

全・安心に行動するために、複数コアを用いて実時間性

や安全性を確保するディペンダブル OS 技術を開発す

る。 

    ・人間と対話することで協調的に作業するロボット技術と

して、マイクロフォンアレイにより環境中に存在する音源

の二次元地図を作成する技術、人間の発生する音声お

よび非音声の音を認識するための音認識技術、人間が

生活する環境で発生する生活音や安全・安心に関わる

音のデータベース構築を行う。さらに、人間の生活環境

に存在する物体をカメラおよびレーザー距離センサを併

用することで発見し、相対的な位置姿勢をフレームレー

ト(30fps)で計測する手法を実現し、生活環境に存在する

物体のデータベースを構築する。これらを統合し、人間

と共存できる環境下で物や物音を認識し、地図に記載し

てサービスを行う技術を開発する。 

・移動ロボットが変化する環境中で人間と対話したり、環境中の音情報を理解するためのフレ

ームワークとして、モーバイルオーディションという概念を整理した。この概念を実現する手法

として、低サイドローブマイクロフォンアレイによる定位、分離手法、環境音の認識手法を研

究し、システムを構築した。開発したシステムを用いて環境中に存在する音源の二次元地図

を作成する技術、人間が生活する環境で発生する生活音や安全・安心に関わる音のデータ

ベース構築を行った。また人間の生活環境に存在する物体をカメラおよびレーザー距離セン

サを併用することで発見し、相対的な位置姿勢をフレームレート(30fps)で計測する手法を実

現し、生活環境に存在する物体のデータベースを構築した。これらを統合し、人間と共存でき

る環境下で物や物音を認識し、地図に記載してサービスを行う技術を開発した。 

  2212220 

  2-(1)-③ 環境に応じて行動ができるた

めの高機能自律観測技術の開発 

      2213000 

  ・家庭内や屋外環境において人の作業

を支援、代行するための共通機能とし

て、人と同等以上の視覚的な認識、理解

が可能な 3 次元視覚観測技術を開発す

る。この技術に基づき、3K（きつい、汚

い、危険な）作業の代行や医療現場の

過失事故を防止する多種物体の自動認

識技術、プライバシーを守りながら高齢

者や入院患者の異常事態を検知する技

術及び番犬や介助犬を代行するパーソ

ナルロボット技術並びに広域環境のリア

ルタイム立体測量と危険地帯の監視や

災害時の状況把握を可能にする自律観

測技術等を開発する。 

・1) 多種対象物の自動認識技術のために、面表現され

た曲面対象物の位置姿勢を検出する視覚機能を開発

する。 

2) 生活環境内を自由に移動する犬型パーソナルロボッ

トを目指して、視覚機能と四輪四脚機構を連動させて

床・段差・階段を含む室内環境を移動する機能を開発す

る。 

・1)曲面対象物の認識機能においては、曲面特徴を有する既知形状の日用生活品等(コッ

プ、ペットボトル、お菓子、おもちゃ等十数種類)の位置姿勢をロボットが把持可能な数 mm の

精度で検出する機能を開発した。 

2)犬型パーソナルロボットの床、段差、階段を含む室内環境を移動する機能として、ステレオ

カメラによる前方移動環境を立体的に観測する機能と連動して四輪と四脚を協調させて乗り

越える歩容動作を開発した。 

  2213110 

2-(2) 情報家電と人間の双方向

インタラクションを実現するインタ

ーフェース技術の開発 

2-(2) 情報家電と人間の双方向インタラ

クションを実現するインターフェース技術

の開発 

      2220000 

 多様で高機能な情報家電の実

現を目指し、ユビキタス情報ネット

ワークと人や環境との接点となる

ディスプレイ及びセンサ等の入出

力デバイスの性能向上に関する

技術の研究開発を実施する。ま

た、誰もが情報家電を容易に使

いこなすためのユーザインターフ

ェース技術の研究開発を実施す

る。 

 ユビキタスネットワークに接続された情

報家電による多様な情報サービスの提

供を実現するために、日常的な動作や

言葉を用いて情報家電を容易に使いこ

なすための実感覚インターフェース技

術、多くの機能を低消費電力で提供する

システムインテグレーション技術及び高

機能でフレキシブルな入出力デバイス技

術を開発する。 

      2220100 

  2-(2)-① 実感覚ユーザインターフェース

技術の開発 

      2221000 

   ・利用者の意図に応じて日常的な動作

や言葉による対話的な操作を可能にす

るユーザインターフェース及び複雑な接

続設定を必要とせずに異なる規格間の

機器連携を可能にするプラグアンドプレ

・音声によるコンテンツ検索技術に関して、検索の高速

化のための手法の改良をさらに進めるとともに、多言語

対応のための研究開発を行う。また、音声による情報家

電インタフェースに関して、部屋の中に多数配置したマ

イクやその他のセンサからの情報を統合し、これらから

推定したユーザの状況や意図の情報に基づいた効率的

・音声によるコンテンツ検索技術に関して、検索の高速化のために手法の改良を進め、約

2,000 時間分のコンテンツを 1 秒で検索可能にした。また、音声による情報家電インタフェース

に関して、部屋の中に多数配置したマイクやレーザレンジセンサや超音波センサ等からの情

報を統合し、これらから得られたユーザの位置情報や顔の向きなどから、ユーザが操作した

い対象機器を推定し、 適なマイクを選択的に利用する家電操作システムを構築し、障害者

の自立支援に応用した。さらに、調音的特徴を利用した雑音にロバストな音声コマンド認識手

  2221120 
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イ機能を開発する。 なユーザ支援システムを構築する。さらに、調音的特徴

を利用した雑音にロバストな音声コマンド認識システム

の研究開発を行う。 

法を開発し、プロトタイプシステムを構築した。 

    ・超高精細映像処理装置を用いたユーザインタフェース

について、超高精細映像を PCI-Express インタフェース

を通して容易に送受信するために、10G 光イーサを多数

ポート備える FPGA 基板の通信回路及びドライバソフト

ウェアを開発する。これにより、PC や組込機器からも複

数の 10G 光イーサポートを用い手軽に数十 Gbps の通

信を実現する。 

・超高精細映像処理装置の中核部分として、PCI-Express カードエッジを持ち PC に内蔵で

き、DDR2 メモリを 2 スロット搭載し、10G 光イーサポートを 6 個、SATA インタフェース 8 個、

備える新開発の FPGA 基板を採用し、これらのポートの通信回路及びドライバソフトウェアを

開発した。これにより、PCI-Express により FPGA ボードと PC との通信が、10G 光イーサによ

り他のシステムとの通信が、SATA により大規模ストレージへの通信が、それぞれ数十 Gbps

の性能で可能となった。 

  2221130 

    ・組込機器の連携を実現するオブジェクト指向の通信プ

ロトコルをハードウェア（FPGA）により加速する「ORB エ

ンジン」の整備及び利用促進を行う。すなわち、「ORB エ

ンジン」を使用した組込みシステム開発の普及を進める

ため、企業における開発事例を作成すると共に、利用者

からのフィードバックを受け、システムの改善を行う。 

・ORB エンジンを発展させると共にライセンスを整備し、情報開示を伴う「ORB エンジン有償

版」と機能を限定した「ORB エンジン試用版」を開発し、後者は同意書の提出により無償で使

用できるようにして、組込システムへの普及を促進すると共に、利用者からのフィードバックを

得た。 

  2221140 

  2-(2)-② システムインテグレーション技

術の開発 

      2222000 

  ・情報機器とユーザとのインターフェース

デバイスあるいは情報機器とネットワー

クとのインターフェースデバイスの小型

化、低消費電力化及び高機能化を両立

させる技術を開発する。具体的には、自

発光型平面ディスプレイに駆動回路等を

内蔵させ、1,000cd/m2 以上の高輝度を

低消費電力で実現するディスプレイ技術

を開発する。また、多機能な集積回路チ

ップを積層し、チップ間を 50Gbps 以上の

超広帯域信号で伝送してより高度な機

能を実現するシステムオンパッケージを

作製するための 3 次元実装技術を開発

する。  

・高輝度化の目標値としては、平成 20 年度の結果にお

いて第 2 期中期目標(1000cd/m2)を達成できたが、配線

の抵抗などに起因する輝度分布などいくつかの課題が

明らかとなった。平成 21 年度は、配線のマスクを設計し

直すなど、デバイス設計を見直すことで、試作ディスプレ

イの完成度をより高める。さらに、アノード電圧を高める

ことでさらなる高輝度化も目指す。 

・試作フィールドエミッションディスプレイパネル配線のマスクパターンを再設計し、配線抵抗

を 1 桁以上低減することに成功し、輝度分布の抑制に目途をつけた。またアノード電圧を

5,500V に高めることにより、9,000cd/m2 の高輝度動作が可能であることを確認した。 

  2222110 

  ・50 Gbps 以上の信号伝送容量の確保を目指して、1000

個以上のシリコン基板貫通ビア電極による多ビット並列

チップ間信号伝送方式の実証プロトタイプについて、設

計・試作を進めて、実証実験を行う。また、同方式に対

応した検査評価用プローブシステムの要素技術開発を

進める。 

・50Gbps のチップ間伝送速度に対応した 1,000 個以上のシリコン基板貫通ビア電極による超

多ビット並列チップ間信号伝送方式の検討を進めた。同方式に対応した検査評価用プローブ

要素技術として、樹脂コアバンプによる高密度コンタクトアレイの試作・評価を実施した。 

  2222120 

  2-(2)-③ フレキシブル光デバイス技術

の開発 

      2223000 

  ・次世代のユビキタス情報社会に資する

ために、印刷塗布プロセス等により高機

能かつフレキシブルな光デバイスを実現

する。具体的には、新規な有機・高分子

材料等を用いて、移動度 0.5 cm2/Vs 以

上で動作する p 型及び n 型トランジスタ

や外部量子効率 10%以上で発光する高

輝度発光素子を開発するとともに、有

機・無機材料を用いた独自のプロセス技

術による光回路素子を開発する。また、

その高性能化や素子の一体化を促進す

ることにより、モバイル情報端末への応

用に向けたフレキシブルなディスプレイ

や光回路等を開発する。 

・次世代ディスプレイの要素技術開発として以下の技術

開発を行う。 

1)薄膜トランジスタ用の無機半導体薄膜を、実プロセス

における 200℃以下の加工温度で印刷形成する技術を

開発する。 

2)大画面ディスプレイの製造技術の開発において、素子

損傷評価解析技術の開発を行い、高耐久性化の要因

解析を行う。 

3)大面積薄膜デバイス用の封止膜作製技術として、窒

化膜を 200℃以下の加工温度で液相プロセスで作製す

る技術を開発する。 

4)ディスプレイとしての長寿命化･高安定性に必要な

10-3 g/m2・day 以下の水の透過率を有する有機デバイ

ス用薄膜封止性能評価技術を開発する。 

・次世代ディスプレイの要素技術開発として以下の技術開発を行った。 

1)180℃以下の加工温度で、移動度 4cm2/Vs 以上を示す酸化物半導体の印刷形成技術の

開発に成功した。 

2)大画面ディスプレイの製造技術における電極、封止膜作製上の損傷解析技術として、新た

に「蛍光ダメージ解析法」を開発した。これにより、5nm 以下の有機膜の損傷解析が可能とな

った。 

3)大面積薄膜デバイス用の封止膜作製技術として、100nm 厚の酸窒化膜を加工温度 100℃

で液相プロセスで作製する技術の開発に成功した。 

4)有機デバイス用薄膜封止性能評価技術として、新たに「吸湿薄膜電解評価法」を開発し

た。これにより 10-4 g/m2・day 以下の水の透過率を絶対値として 1 時間以内で評価すること

を可能にした。 

次世代テレビとしての有機 EL

ディスプレイの大面積化に必

要な材料と評価技術に関し、

目標達成するとともに、NEDO

プロジェクトにおける産学官

連携をリードしている。 

2223110 

    ・塗布可能なｐ型およびｎ型半導体の開発と素子構造の

適化を行い、ｐおよびｎ型のいずれも移動度で 0.5 

cm2/Vs を達成する。また、有機薄膜トランジスタのゲー

ト絶縁膜の 適化に注力し、現状（50 ボルト程度）の 10

分の 1 程度の低電圧で駆動できる有機薄膜トランジスタ

・塗布可能なｐ型およびｎ型半導体の開発と、薄膜トランジスタの製膜方法や構造の 適化

を行い、ｐ型ではポリチオフェンを用いて 0.41 cm2/Vs、ｎ型ではフラーレン誘導体で 0.60 

cm2/Vs を達成した。また、有機薄膜トランジスタのゲート絶縁膜を極薄化し、数ボルト程度の

低電圧で有機薄膜トランジスタを駆動した。さらに、シリコーンゴムを版とした転写印刷等の
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を開発するとともに、フレキシブルなプラスチック基板上

への光電子素子の作製を行う。 

手法を利用してプラスチック基板上への有機薄膜トランジスタの作製に成功した。 

    ・平成 20 年度に見出した 3 次元スクリーン材料の候補

物質を基本として、室内型 3 次元表示装置の開発を進

め、性能評価のための 3 次元表示実験を行う。また、空

中描画装置については、実用化を視野に入れ、安全装

置の改良を行い、安全関連の検証実験を進める。 

・3 次元スクリーン材料の候補物質を用いて、初の室内型プロトタイプ装置となる初号機を開

発し、3次元描画の実験に成功した。空中描画装置については、実用化に向けて人員配置や

ブースレイアウトを含めた運用方法の開発、安全スイッチの増設等の装置改良をすすめ、散

乱光強度測定等の安全検証実験を実施して、1kHz 高繰り返し描画の公開実験を初めて実

現した。 

  2223130 

    ・モバイル情報端末への応用に向けた高分子光回路の

開発として以下の研究を行う。 

1)真空スプレー法に加え、摩擦転写法と蒸気輸送法を

組み合わせることで、白色偏光発光 EL デバイスを試作

する。 

2)高感度化した Xe NMR 法をイメージング計測にも展開

させ、また、CMOS チップ上に機能性分子等の固定化を

行い、ミクロ化学センシング技術の開発を行う。 

3) 評価用光源、光学系について検討し、主に青色領域

の二光子吸収評価技術の改良を進める。これを用いて

他の放射状分子構造を持つ分子系についても調べ、青

色域での二光子吸収材料の探索を行う。 

4) 大型放射光 SPring-8 用の高空間分解能（100 nm 

レベル）レンズの開発・評価を行う。 

・1)配向高分子膜に鎖状色素をドープし、偏光比が 30 程度の擬似白色 EL 素子を試作した。 

2)CMOS チップを NMR 検出コイルに応用した NMR イメージング計測手法を提案し、また

CMOS の Au ゲート膜上に Ru 錯体を固定化することで青色領域に感度を持つ光センサーの

開発を行った。 

3) 青色領域に対応した二光子吸収評価を進めるとともに、放射状分子構造を持つ二次元的

に広がったπ共役分子系について、理論計算により分子構造と二光子吸収特性との相関を

明らかにし、青色領域で二光子吸収特性を持つための条件を探索した。 

4) 100 nm レベルの高分解能化に必須となる、レンズの薄片化（厚さ：1000 nm 以下）に関し

て、FIB 技術による研磨法が有効であり、かつ、100 nm 以下に研磨が出来ることを見いだし、

高分解能化への技術的な目処を得た。 

  2223140 

    ・モバイル情報家電用の撮像系、光メモリディスクピック

アップ光学系およびセンシング系等への応用を目指し

て、以下の研究開発を行う。 

1)ガラスモールド法によるサブ波長光学素子の形成技

術と、ガラス成型時の高温レオロジー（粘弾性）解析技

術の開発を行う。 

2)サブ波長光学素子では、周期 200nm 以下の偏光子、

屈折と回折を併用したハイブリッドレンズを作製する。 

3)レオロジー解析では、サブ波長素子を含む光学部材

全般のモールド法の高度化に波及するレオロジー計測・

評価技術を構築する。 

4)ナノ粒子分散ガラスビーズの作製を進め、カドミウム

含有（CdTe または CdSe）とカドミウムフリー（InP）におい

て粒径の揃った発光効率 20%以上を達成する。 

・1)周期 100nm の 1 次元周期構造をモールド上に形成するとともに、これを用いてガラスモー

ルド法によって周期 100nm の 1 次元周期構造をガラス上に形成することに成功した。また、

ガラス成型温度付近でのレオロジー測定を行った。 

2)周期 100nm の１次元周期構造を用いてワイヤーグリッド型偏光子を作製した。耐熱メッキ

の機械加工により屈折回折光学素子用モールドを作製し、屈折・回折複合レンズの作製に成

功した。 

3)レオロジー解析では、レオロジー測定結果を用いた成型シミュレーションを行った。 

4)カドミウム含有ナノ粒子（CdTe）分散ガラスビーズにおいて、粒径 29±4 ナノメートル、発光

効率 31%を達成するとともに、カドミウムフリー（InP）ナノ粒子分散ガラスビーズにおいても、粒

径 15±5 ナノメートル、発光効率 35%を達成した。 

  2223150 

    ・光インターフェースを革新する要になると期待される先

端的光電子材料とそのデバイス化技術として以下の研

究開発を行う。 

1) 超分子強誘電体において、従来の 2 成分型から単成

分型で強誘電性機能を発現させるための分子設計を行

い、プロセスの簡略化が可能な優れた有機材料を創製

する。 

2) 低分子系有機薄膜のプロセス技術において、異質な

微小液滴同士を組み合わせて液体中に反応場を構築

することにより、均質性に優れた薄膜デバイスを得る新

しい液体プロセス技術を開発する。 

3) 有機半導体において、フェムト秒過渡吸収分光法お

よび電子スピン共鳴法を用い有機半導体界面のキャリ

ヤ輸送の物理を明らかにする。 

・光インターフェースを革新する要になると期待される先端的光電子材料とそのデバイス化技

術の研究開発を行った。 

1)様々な単成分型有機化合物の強誘電性の探索を行う中から、古くから知られ、かつ水素結

合とパイ電子骨格を併せ持つ低分子有機物であるクロコン酸結晶が、室温で強誘電性を示

すことを見出した。有機系物質としては動作温度（キュリー点）が 400Ｋ以上と 高レベルで、

かつ自発分極性能（残留分極が約 21μC/cm2）については高分子を上回り、チタン酸バリウ

ム（26μC/cm2）に近いことを明らかにした。 

2)異質な微小液滴同士による反応場を構築し均質性に優れた薄膜デバイスを得る新しい液

体プロセス技術の開発において、親水・疎水パターニング法を用いて幅広い領域にわたって

均質な液体プロセス技術を形成した。これを用いて形成した有機金属電極による有機トラン

ジスタの特性を TLM 法により求め、チャネル抵抗の低減に由来した低い閾ゲート電圧を示す

ことを明らかにした。 

3)ペンタセン薄膜トランジスタ内にゲート電圧により蓄積したキャリヤの電子スピン共鳴スペク

トルを測定し、室温近傍でキャリヤがトラップから熱励起され運動する様子を、運動による尖

鋭化効果により明らかにするとともに、キャリヤがトラップに全て凍結した低温スペクトルの解

析からトラップ状態密度分布を得た。さらにフェムト秒過渡吸収分光法を用いてルブレン半導

体単結晶を光励起し、生成した電子-正孔対（励起子）が電子と正孔に解離しポーラロンが形

成される様子を明らかにした。 

非常に簡単な構造の有機化

合物における強誘電特性を

世界で初めて明らかにし、

Nature, Science などで成果発

信した。 

223160 
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第 2 期中期目標 第 2 期中期計画 平成 21 年度計画 平成 21 年度実績 特筆事項 整理番号 

2-(3) 電子機器を高機能化・低消

費電力化するデバイス技術の開

発 

2-(3) 電子機器を高機能化・低消費電力

化するデバイス技術の開発 

      2230000 

 ユビキタス情報社会を支えるモ

バイル情報機器及びロボットに搭

載される CPU や入出力デバイス

の長時間使用及び多機能化を目

指し、2010年以降のLSI微細化ロ

ードマップに対応する超高集積・

超高速・超低消費電力デバイス

技術の研究開発を実施する。 

 モバイル情報機器及びロボットに搭載

される CPU や入出力デバイスの機能向

上とバッテリーによる長時間駆動を目指

し、集積回路の性能向上に必須な半導

体デバイスの集積度及び動作速度を向

上させ、国際半導体技術ロードマップで

2010 年以降の開発目標とされる半導体

技術を実現する。また、新デバイス構造

を用いた集積回路の性能向上と低消費

電力性を両立させる技術及び強磁性体

や強誘電体等の半導体以外の材料を用

いた新デバイス技術を開発する。 

      2230100 

  2-(3)-① 次世代半導体技術の開発       2231000 

   ・半導体集積回路用トランジスタを極微

細化、高性能化及び超高密度集積化す

るために必要な技術を開発する。具体的

には、高移動度チャンネル材料及び高

誘電率絶縁膜等の新材料技術を開発

し、それに関連する新プロセス技術と計

測解析技術及び要素デバイス技術並び

に回路構成技術を基礎現象の解明に基

づいて開発する。 

・次世代半導体集積回路用極微細デバイスのチャネル

領域の応力分布を、ラマン分光法を用いて解析する技

術を開発する。 

・紫外線励起共焦点顕微ラマン分光法により、Si デバイス構造の断面測定を行い、チャネル

領域の局所応力の方向および大きさを定量解析することに成功した。また、ラマン信号の偏

光方向依存性と電磁場シミュレーションの結果を解析することにより、光の回折限界を超える

空間分解能で応力分布の評価を行うことに成功した。 

  2231140 

    ・チャネル部分のシリコン表面を原子レベルで平坦化す

る技術などを駆使して、シリコンチャネル中のキャリア散

乱を抑制し、トランジスタの電子移動度を向上させる技

術を開発する。 

・前年度に開発した、低 pH HF 溶液処理と水素アニール技術によりシリコン Si(100)表面を原

子レベルで平坦化し、トランジスタの Si チャネル界面ラフネス散乱の抑制に成功した。その結

果、これまでＳｉチャネルトランジスタの限界値と考えられていたユニバーサル移動度を超え

る、電子移動度を達成した。 

新規に開発した材料処理技

術により、従来通説の限界値

を超える性能向上を達成し

た。 

2231170 

    ・次世代半導体集積回路用の極微細トランジスタの高性

能化に不可欠な、10 nm 以下の浅さで接合したシリコン

チャネルと金属電極の界面のエネルギー障壁高さを制

御する技術を開発する。 

・NiSi2 の固相エピタキシャル成長によりメタルソース・ドレインを形成する技術および不純物

をシリサイドとシリコンの界面に偏析させてエネルギー障壁高さを制御する技術を開発した。

これらを用いて厚さ 10 nm の SOI トランジスタを試作し、N チャネルおよび P チャネルの MOS

トランジスタ動作に成功した。 

  2231180 

    ・金属シリサイド電極を次世代半導体集積回路用のゲ

ート長 30 nm 以下の極微細トランジスタ製造プロセスに

適用するために、金属シリサイドソースドレインの低抵

抗化技術を開発する。 

・極微細トランジスタのソースドレイン金属シリサイドの 2 段階形成技術、即ち、極微細化に適

するが高抵抗のシリサイド NiSi2 を形成した後、Si をイオン注入し、再度ニッケルと反応させて

低抵抗相の NiSi に相変化させ、抵抗を 1/2 に低減させる技術を開発した。 

  2231190 

    ・微細化が物理的限界を迎える 22nm 世代以降の半導

体集積回路において微細化に頼らずに性能向上を実現

するために、高電子移動度を持つ III-V 族半導体をチャ

ネル材料として用い、結晶方位、化学組成、積層構造な

どを 適化することにより、MISFET において Si チャネ

ルを凌ぐ電子移動度を達成する。 

・InGaAs/InP 基板を用いて MISFET を作製するプロセスを確立した。InGaAs チャネルの結晶

方位を(111)A とすることにより、Si の 2 倍を超える電子移動度を達成した。さらに、高品質

III-V チャネルを、埋め込みアルミナ層を介して Si ウエハ上に貼り合わせ形成する技術を開発

し、Si 基板上での III-V チャネル MISFET 動作に成功した。 

Si の 2 倍を超える移動度を達

成した上に、Si 上に III-V チャ

ネルを形成する技術の開発

に成功した。 

22311a0 

    ・ナノデバイスの高度化のため、シリコンおよびその上に

堆積した極薄絶縁膜の 表面や界面の電子状態およ

び結晶構造変化を、極端紫外光励起光電子分光を用い

て分析する技術を開発する。 

・極端紫外光励起光電子分光により、TaN ゲート電極の金属性や仕事関数、HfO2 高誘電率

ゲート絶縁膜に起因するシリコンのバンド曲がりなど、極微細シリコンデバイスに必要な極薄

膜の電子状態を、定量分析することに成功した。 

  22311b0 

  2-(3)-② 低消費電力システムデバイス

技術の開発 

      2232000 

  ・ユビキタス情報ネットワークの中核とな

る、低消費電力性と高速性を両立した集

・XMOS デバイスモデルについては、モジュール化機能

を活用し、モデルの実用性をダブルゲートトランジスタの

・XMOS デバイスモデルについて、モデルの実用性を十分に高めた結果、内外の複数のユー

ザーによる XMOS 回路研究における回路シミュレーション等での実利用が開始されるに至っ

  2232110 
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第 2 期中期目標 第 2 期中期計画 平成 21 年度計画 平成 21 年度実績 特筆事項 整理番号 

積回路の実現を目指して、回路機能に

応じたデバイス特性の動的制御が可能

となるダブルゲート構造等を利用した新

規半導体デバイス及び強磁性体や強誘

電体等の不揮発性を固有の物性として

持つ材料を取り込んだ新規不揮発性デ

バイスを開発する。併せて、これら低消

費電力デバイスをシステム応用するのに

不可欠な集積化技術に取り組み、材料

技術、集積プロセス技術、計測解析技術

及び設計技術並びにアーキテクチャ技

術等を総合的に開発する。 

  

  

コンパクトモデル国際標準化案として十分な程度に高め

る。 

た。 

  ・大容量不揮発メモリ・スピン RAM の実現を目指して、

垂直磁化磁気トンネル接合(MTJ)素子のさらなる高性能

化を実現する。高スピン偏極率を持つ界面偏極材料を

用いることにより、垂直磁化 MTJ 素子において高磁気

抵抗(MR)比を実現する。また、MgO-TMR 素子のマイク

ロ波発振の物理機構を解明し、Q 値の向上と発振周波

数制御を目指す。さらに、MgO-TMR 素子を用いて負性

抵抗機能や電力増幅機能などの新機能を実証する。 

・新規に開発した垂直磁化薄膜を用いて垂直磁化 MTJ 素子を作製し、応用上重要な低トン

ネル抵抗領域で室温で 100%を越える巨大な MR 比を実現した。また、MgO-MTJ 素子の磁気

渦を用いた新構造のマイクロ波発振素子を開発し、500 を越える高 Q 値を実現した。さらに、

MgO-MTJ素子の巨大TMR効果とスピントルクを用いて、室温で負性抵抗機能と電力増幅機

能を実現した。 

  2232120 

  ・FeFET 微細化のため自己整合ゲート技術の開発を行

う。適切な加工方法、側壁材料を選択し、エッチング角

80 度以上を目指す。不揮発論理回路では、順序回路の

主役であるフリップフロップを作製し、不揮発性能を評価

する。FeFET による NAND フラッシュメモリの研究を進

め、1k ビット以上のアレイを試作し、その動作を評価す

る。 

・ゲート加工プロセスとして高密度反応性イオンエッチング技術を研究し、サブミクロンゲート

長 FeFET 試作に成功した。メモリウィンドウ拡大のため Si 表面を窒化した FeFET 作製技術を

開発した。不揮発論理回路では、論理回路中の一時データ保持回路であるインバータラッチ

回路を FeFET で作製し、電源オフでの不揮発性能を評価し 1 日以上データ保持を実証した。

FeFET によるキロビットレベルの Fe-NAND フラッシュメモリに向けての集積回路技術を世界

で初めて開発し、64kb メモリアレイを試作した。4×2 のメモリアレイの書込み、消去、読出し

の正常動作を検証した。 

  2232130 

  

  

・全金属自己検出型プローブ顕微鏡による不純物分布

計測等の計測解析技術の開発に関しては、 終開発年

度として、 終目標空間分解能（約 2 nm)の達成を目指

すとともに、定量マッピング手法等の重点項目の開発を

実施する。また、既開発分の評価計測技術の実評価へ

の適用については、平成 20 年度と同様に実施し、産総

研内外の研究開発推進に寄与する。 

・全金属自己検出型プローブ顕微鏡を用いた不純物分布計測等の計測解析技術の開発に

関しては、理論計算との併用により測定データの定量化手法を開拓した。また電荷一個相当

の検出感度を達成し、約 2nm の空間分解能が必要とされる 先端デバイスのプロセス評価

に成功し、 終目標空間分解能を達成した。さらに、グラフェンなど新規電子材料の評価を通

じて、他の計測解析技術に対する優位性を確認した。 

  2232140 

  

  

・製造現場で求められている高スループット（200mm ウ

エハを1枚数分で検査）に対応できるよう、検査システム

の高速化を進める。さらに、レーザーの短波長化等によ

る検出限界の向上を行う。 

・これまで検出困難だったシリコン・ウェハ内部の微小欠陥について、新規光計測技術を適用

した装置を試作し、200mm ウェハを 1 枚/数分で検査できることを確認した。また、理論計算

から短波長レーザ光源を用いることにより、80nm 程度の欠陥まで検出できることを明らかに

した。さらに、本試作機を用いて実際に検出したいくつかのウエハクラックについて、その検

出箇所（エッチング処理後）を AFM で詳細に調べたところ、50～100nm 程度の深さに対応した

シグナルが得られ、理論計算から予測されたクラック検出限界に概ね近いことを確認した。 

既存の検査法では検出でき

ない欠陥を検出可能な技術

（マイスター企業に技術移転

中）を確立するなど、当初の

計画を大きく上回る成果を上

げた。 

2232145 

  

  

・次世代半導体集積回路の作製技術高度化を目指し、

極微細 XMOS 作製プロセスの構築と、特性ばらつきに

関する知見集積を行う。また、大規模フレキシブルパス

ゲート SRAM(Flex-PG-SRAM)セル群の試作を行い、特

性ばらつきの統計評価により、当該 SRAM の優位性を

明確化する。さらに、シミュレーション技術を用いて、周

辺回路も含めた Flex-PG-SRAM 回路性能の検討も行

う。 

・極微細 XMOS 作製プロセスとして、20nm 級ゲート長加工技術を構築した。また、XMOS特性

ばらつきに関して包括的に調査を行い、特性ばらつき主要因がゲート金属材仕事関数ばらつ

きにあることを世界に先駆け提唱した。新提案 Flex-PG-SRAM セル群を試作し動作余裕ばら

つきの統計評価を行った結果、通常 SRAM よりも動作余裕のばらつき標準偏差一定のまま

平均値が 1.5 倍以上向上することを実測により確認した。また、0.5V 電源電圧動作において

も十分な動作余裕の確保が可能であることも実証した。さらに、シミュレーションにより 20nm

技術世代における性能評価を行い、周辺回路も含めた場合においても、動作余裕を向上し

つつ動作速度も向上することを確認した。 

  2232160 

３．信頼性の高い情報基盤技術

の開発による安全で安心な生活

の実現 

３．信頼性の高い情報基盤技術の開発

による安全で安心な生活の実現 

      2300000 

 社会のライフラインである情報

通信ネットワークの信頼性を確立

するため、情報セキュリティ技術、

ソフトウェア検証技術及び大容量

情報の高速通信・蓄積技術に関

する研究開発を実施する。 

知的生活を安全かつ安心して送ることが

できる、信頼性の高い情報通信基盤を

確立するためには、ネットワーク、ソフト

ウェア及びハードウェアの各々の要素の

信頼性を高めることが重要である。ネット

ワークに関しては、様々な情報資源に対

するセキュリティ技術を開発しネットワー

クそのものの信頼性を高める。ソフトウェ

アに関しては、その信頼性の向上に有

効な検証技術を確立する。ハードウェア

に関しては、増大する情報量に対応する

ために、大容量かつ高速に処理し得る

      2300100 
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通信技術及び情報蓄積技術の高度化を

図る。さらに、信頼性の高い情報基盤技

術を利用して自然災害の予測や被害軽

減に資することにより、安全かつ安心な

生活の実現に貢献する。 

3-(1) 情報セキュリティ技術の開

発 

3-(1) 情報セキュリティ技術の開発       2310000 

 不正行為にも安全に対処でき、

誰もが安心して利便性を享受でき

る IT 社会を実現するために、情

報漏洩対策やプライバシー保護

などを目的とした暗号、認証、ア

クセス制御などの情報セキュリテ

ィ技術及びそこで用いられる運用

技術の研究開発を実施する。 

 信頼性の高いネットワークの構築に向

けて、情報セキュリティで も重要なネッ

トワークの利用における情報漏洩対策

及びプライバシー保護に資するために、

暗号、認証及びアクセス制御等の情報

セキュリティに関する基盤技術及びそこ

で用いられる運用技術を開発する。 

      2310100 

  3-(1)-① 情報セキュリティ技術の開発と

実用化のための検証 

      2311000 

  ・情報漏洩対策及びプライバシー保護を

目的として、暗号、認証、アクセス制御及

びそれらの運用技術を開発する。また、

量子情報セキュリティに関する基盤的研

究として、情報理論や物理学の知見を用

いたモデル解析及びその実証実験を行

う。さらに、OS から実装までの様々な技

術レベルにおいて総合的に研究を行い、

セキュリティホールの防止、迅速な被害

対応及び製品が安全に実装されている

かどうかの検証等の技術を実用化する。 

・以下の各課題に関する要素技術について開発と解析

を行う。 

1) 情報セキュリティ（暗号技術、バイオメトリクス、耐タン

パー技術等）の安全性理論の構築をさらに進めると共

に、情報漏えいやプライバシー保護等の重要課題の解

決に向けた抜本的な対策技術の開発を進める。 

2) 産業界との連携、企業との共同研究を推進し、産業

ニーズに適合した新技術の開発、国際標準化等に貢献

する。特に半導体セキュリティ分野でつくばに研究施設

を開設し、主要企業との共同研究を開始する。 

3) 内閣官房情報セキュリティセンター、METI 情報セキ

ュリティ政策室・IPA 等の政府系機関への専門家の立場

から支援を行うと共に、実効性の高い社会制度の構築

に貢献する。 

1) これまでに一番基礎的な計算量的仮定に基づく、 強の安全性と世界 高の効率を持つ

暗号アルゴリズムを提案した他、コンテンツ配信やオンラインデータベース等のアクセス制御

に応用できる、自由かつフルアクセス制御可能な暗号を提案した。また、暗号化データベー

スで情報検索を可能とする暗号技術、RFID 等軽量デバイス向け認証技術、生体情報を暗号

化したまま照合可能なキャンセラブルバイオメトリクスの安全性定式化とそれを満たす実現

法を提案した。 

2) 情報漏えいに堅牢なパスワード認証方式を提案/実装し、産業応用および国際標準化活

動を進めた他、複数の主要メーカーと IC カード安全性評価で共同研究を開始し、つくばに拠

点を形成した。また、キャンセラブルバイオメトリクスについても民間企業と共同研究を開始し

た。 

3) 内閣官房情報セキュリティセンター、METI、IPA 等に対して、人的な貢献および国際競争

力のある IC チップの評価に関わる認証制度の構築に向けて技術敵な面からの貢献を行っ

た。 

2)情報漏えいに堅牢なパスワ

ード認証方式について、技術

的には世界 高レベルの安

全性を 小限のユーザ負担

で実現したこと、関連技術を

標準化提案したこと、さらにベ

ンチャー企業を H22.4 に設立

予定であること。 

2311110 

    ・高度な攻撃に対する対策および評価手法の確立を目

的に新規技術開発を行うとともに、産業界へ技術移転を

推進する。また、測定量の制限とそこから導かれる情報

理論的性質を一般的に記述する枠組みとして期待され

ている一般確率論や、物理的状態の表現空間に依存し

ない記述をあたえる圏論的量子論など、近年注目を集

める理論的枠組みの幾つかについて取り上げ、情報理

論や暗号学の意味から再検討を行う。特に、セキュリテ

ィへの応用として、秘密分散スキームなど具体的な暗号

学的プリミティブとの関連を明らかにする。また量子情報

理論の実用化に資する活動については、実機の仕様策

定に向け、安全性概念の整備に必要な物理パラメータリ

ストを、少なくとも量子鍵配送の代表的なプロトコルの一

つについて策定する。 

・暗号モジュールの安全性評価の国際規格 ISO/IEC 19790 の元となる、米国標準 FIPS140-3

策定において物理解析攻撃の章の執筆を担当した。開発した評価環境のさらなる利用促進

のため、企業と連携して評価ボード販売の事業化を行った。物理解析攻撃の評価手法や技

術の蓄積を目的とする世界規模のプロジェクト DPA Contest や、次世代の世界標準アルゴリ

ズム SHA-3 制定、国内の電子政府推奨暗号リスト改定のための実装評価においても標準環

境としての利用が決まり、様々な評価実験を進めた。 

複数の物理量の測定間に何らかの条件が存在した場合に、それらの物理量の数学的表現

上に誘起される代数関係、および、それに双対的な状態空間の幾何学的性質の両方を導出

した。さらに、量子暗号の安全性の理論的基盤となっている不確定性関係あるいは複製不可

能定理について、これらのケースの特殊な場合であることを導出、他の量子論理と呼ばれる

理論的枠組みにおける導出との関係についても整備した。量子暗号の実用化に向けた研究

については、量子暗号で想定される攻撃者に対しても安全な「情報棄却」の定式化とその達

成が極めて困難であることを指摘した。 

  2311120 

    ・ソフトウェアの検証および検査のためのツールの整

備、メモリセーフな C 言語処理系 Fail-Safe C の実用性

向上のための研究開発を引き続き行う。検証に関して

は、特にネットワークアプリケーションやネットワークプロ

トコルに注目し、これらのソフトウェア実装の正当性を確

認するツールの研究開発を行う。Fail-Safe C に関して

は改修作業を行い、新しいバージョンの公開を行う。運

用時のセキュリティ対策技術として、引き続き PKI(Public 

・ソフトウェアの検証・検査ツールの開発を進め、実機の機械語プログラムに暗号学的に完全

な安全性証明を付加する試みに成功した。開発したツール類の改良も行ない、成果をプログ

ラムとして公開した。Fail-Safe C については、組込み機器での利用が多い ARM, MIPS の両

アーキテクチャへの対応を行なうとともに、クロス開発に対応、さらに利便性の向上を行なっ

たバージョンを開発・公開した。また、サーバや PC で利用が増加している x86-64 への対応

方法を検討し、そのための実装作業を行なった。PKI の正しい利用方法については、FISC 安

全対策基準（金融機関等コンピュータシステムの安全対策基準）への記載を目指して、FISC

との協議を開始した。運用時のセキュリティ対策のうち啓発活動以外のシステム技術として

  2311130 
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Key Infrastructure)の正しい利用方法の啓発活動を行う

とともに、Windows を対象とした異常挙動解析技術、仮

想計算機モニタによる情報漏洩/改竄防止技術の研究

開発を行う。 

は、仮想計算機モニタによるメモリおよびストレージの重複除外技術を使い、OS の脆弱性を

排除する構成法を提案した。 

3-(2) ソフトウェアの信頼性・生産

性を向上する技術の開発 

3-(2) ソフトウェアの信頼性・生産性を向

上する技術の開発 

      2320000 

 情報処理システムソフトウェア

の不具合を効率的に検出するな

ど、利用者が安心して安全に使

用できる信頼性の高いソフトウェ

アの開発生産性を向上させる技

術の研究開発を実施する。 

 利用者が安全に安心して使用できる信

頼性の高いシステムソフトウェアの開発

とその生産性向上に資するために、様々

な数理科学的技法を活用してシステムソ

フトウェアの動作検証を総合的に行う技

術を開発する。 

      2320100 

  3-(2)-① 数理科学的技法に基づくシス

テム検証技術の開発 

      2321000 

  ・モデル検査法やテスト技法等のシステ

ム検証の要素技術とその数理的基盤の

研究を行い、システム検証ツールの統合

的利用を可能にするソフトウェア環境を

構築する。また、システム検証の数理的

技法をシステム開発現場に適用するた

めの技術を開発する。 

・ 統合検証環境は安定版の開発を開始し、センター内

の様々なプロジェクトに応用していく。システムライフサ

イクルのディペンダビリティの概念確定から規格策定を

進める。そのために、関連規格活動に積極的に参加す

る。検証クラスタを使った大規模検証実験を開始する。 

・統合検証環境を企業等と行った2件の研究開発プロジェクトへ応用した。企業との運賃清算

システムの検証に関するプロジェクトで清算アルゴリズム仕様記述に用いた。また、組込みシ

ステム統一仕様処理システムの検証エンジンとして組み込んだ。利用者指向ディペンダビリ

ティの概念検討、Dependability case 記述法、運用・保守ガイドライン作成などの研究を行い、

JTC1/SC7/WG7 でのディペンダビリティ実現の規格策定にエディタを就任させて積極的に関

与した。また、産学官で共同利用する連携検証施設さつきを設け、自動検証に必要な記号処

理向けのクラスタコンピュータを中心に検証技術の研究と産業移転を促進した。具体的に

は、連携検証施設さつきを稼働させて産学との共同研究に有効利用し、組込み適塾を関経

連組込みソフト産業推進会議と共催で実施した。  

  2321110 

3-(3) 大容量情報の高速通信・

蓄積技術の開発 

3-(3) 大容量情報の高速通信・蓄積技

術の開発 

      2330000 

 通信ネットワーク上の情報量の

高速大容量化に向けて、光デバ

イス技術や光信号処理技術など

の高速通信技術と、大容量光ディ

スク技術に関する研究開発を実

施する。 

 動画コンテンツ等により増大する情報

量に対応した通信の大容量化及び高機

能化を実現するためには、光の高速性

等を 大限に利用した大容量高速通信

技術及び情報蓄積技術の確立が必要で

ある。そのために、次世代の光通信ネッ

トワーク用の高速光デバイス及び光信

号処理技術、従来のルータ及びスイッチ

などを用いない超広帯域通信網の利用

技術等の基盤技術を開発する。また、近

接場光等の新たな原理に基づいたテラ

バイト級大容量光ディスクを実用化す

る。 

      2330100 

  3-(3)-① 大容量光通信技術の開発       2331000 

  ・半導体ナノ構造を用いた 160Gbps 以上

で動作する光スイッチデバイスと光信号

再生技術を開発する。また、量子ドット、

量子細線及びフォトニック結晶等のナノ

構造を用いた光集積回路及び超小型光

回路を開発する。さらに、光の位相情報

等の精密な制御による量子情報通信技

術を開発する。 

・超高速光信号変換技術の確立を目指し、光位相変調

デバイスを用いて、オンオフ変調から位相変調へのフォ

ーマット変換技術を開発する。また、量子情報通信技術

として、4 光子もつれによる量子もつれ交換実験におい

て、50%以上の確率で交換を実現する。 

・光電子発振器による光クロック抽出と、半導体光増幅器による光位相変調を組み合わせ

て、10Gb/s オンオフ変調信号から 2 値位相変調信号へのフォーマット変換を実現した。4 光

子偏光もつれによる量子交換実験において成功率 55%を達成した。 

  2331110 

    ･ナノ構造を用いた光集積回路及び超小型光回路の開

発として以下の研究を行う。 

1) 通信用量子ドットレーザーの単一モード動作および

20mA 以下の閾値電流を実現する。 

2) シリコン基板上に接合された化合物半導体への微細

･ナノ構造を用いた光集積回路及び超小型光回路の開発として以下の研究を行った。 

1) 通信用量子ドットレーザーの単一モード動作（サイドバンド抑圧比 20dB）および 7mA の閾

値電流を実現した。 

2) シリコン基板上に接合された化合物半導体への微細加工プロセスを開発し、フォトニック

結晶構造を作製した。微小光源に関してはプロセス開発が遅れ、試作までいたらなかったが

  2331120 
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加工プロセスを開発し、量子ドットフォトニック結晶構造

による微小光源を試作する。 

3) 前年度までに開発したフォトニック結晶光スイッチを

アレイ化するため多段接続を行なう。また、誘電体クラッ

ド構造にし、シリコン・オン・絶縁層（SOI）構造の安定化

を図る。 

光取り出し構造の数値解析が進展した。 

3) フォトニック結晶光スイッチの 2 段接続を行い、消光比の増大を確認した。また、誘電体ク

ラッド構造は、シリコン・オン・絶縁層（SOI）構造の数値解析により、高 Q 値の実現が可能で

あることを確認した。 

    ・高位相変調効率化したサブバンド間遷移スイッチと、シ

リコン細線光干渉計構造を組み合わせてハイブリッド型

の超小型の 160 Gb/s 対応の全光ゲートスイッチのプロ

トタイプを開発し、動作を実証する。 

・シリコン細線を用いたマイケルソン型の微小光干渉計構造を開発、また反射型のサブバン

ド間遷移素子を開発し、これらをハイブリッド集積してプロトタイプ集積化素子を開発、基本的

な動作を実証した。 

  2331130 

    ・シリコン光導波路と異種材料のハイブリッド光集積回

路を目指し、以下の研究開発を行う。 

1)積層型シリコン光導波路等の製作技術を進展させ、光

スイッチングデバイスを実現する。 

2)前年度までの有機結晶マイクロディスクレーザーの成

果を用い、微小レーザー発振閾値の測定と更なる低減

を目指す。さらに、電流注入型デバイスを試作・評価す

る。 

・シリコン光導波路と異種材料のハイブリッド光集積回路を目指し以下の成果を上げた。 

1)積層型アモルファスシリコン光導波路製作技術をもとに、方向性結合器タイプの光スイッチ

ングデバイスを試作した。さらに、アモルファスシリコン光導波路とカーボンナノチューブ分散

ポリマー光導波路をハイブリッド集積したデバイスを開発し、非線形光学特性を確認した。 

2)有機結晶マイクロディスクレーザーの発振閾値の測定を可能とし、閾値 30μJ を実現した。

さらに、電流注入型デバイスのための有機結晶成長技術開発に着手した。 

今年度の目標を超え、当該研

究グループで発見したカーボ

ンナノチューブの光非線形効

果を、今後の光通信デバイス

に重要なシリコンフォトニクス

とのハイブリッド集積で実現

し、通信システムへの適応が

期待できる。 

2331160 

    ・超高速サブバンド間遷移スイッチ、光増幅器等を用い

たディスクリートデバイスにより、40 Gb/s の信号から

160 Gb/s の光時間多重信号を送り出す送信装置、なら

びに対応する受信装置を開発して、基本的な動作特性

の評価を行う。 

・超高速サブバンド間遷移素子を用いた超高速光干渉計型スイッチ、半導体光増幅器のディ

スクリートデバイスを用いて 160Gb/s の光時間多重送受装置を開発して、無エラーの動作を

実証した。また、この装置を用いて、ＮＨＫ技研と協力して、スパーハイビジョン 2 チャンネル

の送受実験に成功した。 

新規超高速デバイスを用い

て、スパーハイビジョンの実

時間送受に成功した. 

2331170 

    ・光パスネットワーク用のパススイッチとして、シリコン細

線導波路を用いたスイッチの設計を行い、基本的制作

技術の開発を行う。また、スイッチの基本動作を確認す

る。 

・シリコン細線導波路の設計・作製技術を開発して、単体のスイッチで 20mW の低電力動作で

応答時間 40 マイクロ秒の動作を実証した。また 2×2 のスイッチを設計・試作してその動作を

実証した。 

  2331180 

    ・光パラメトリック動作を用いた可変分散補償技術を用

いて、光ファイバーの160Gb/sの信号に対する分散を補

償する実験を行い、効果を実証する。 

・パラメトリック分散補償の手法で、160Gb/s 光信号の分散補償を実証した。また、同様の手

法でファイバーの分散と光信号の遅延を独立に制御することに成功して、43Gb/s の信号に

対して 22 ナノ秒の可変遅延を実証した。 

分散補償の実証に加えて信

号の遅延制御に成功した。 

2331190 

  ・160Gbps 以上で動作する大容量光通

信の実用化に向けて、波長の動的制御

に基づく超高速データ転送を実現するト

ラフィック制御方式及びミドルウェアから

のネットワーク資源動的確保方式を開発

する。 

・ネットワークの帯域を予約により確保するインタフェー

スの標準化活動を進めるとともに、計算機やストレージ

とネットワークの帯域を統合して資源として扱うミドルウ

ェア技術を開発する。具体的には、帯域予約可能ネット

ワークと連携して映像配信に用いる性能保証ストレージ

のプロトタイプと、モニタリング情報やアプリケーション情

報に基づき、適切にネットワークをはじめとする資源を

選択・確保するためのフレームワークの開発を行う。 

・ネットワークの帯域を予約により確保するインタフェースについて、国際標準化フォーラムで

のドキュメント作成に貢献した。異なる制御ソフトを用いるネットワーク間にまたがる帯域予約

を汎用プロキシミドルウェアを用いて実現する国際実験に参加し実験を成功させた。また、映

像配信を想定した性能予約可能なストレージステムを開発し、ネットワークや計算機の予約

システムとの連携を実現した。アプリケーションの情報に基づいてネット枠の選択・確保する

フレームワークのプロトタイプ開発を完了した。 

  2331210 

  3-(3)-② 光ストレージ技術の開発       2332000 

  ・テラバイト級超大容量光ディスクの事

業化に向けて、第 1 期で開発した近接場

光、局在光及び薄膜の熱光学非線形特

性を用いた光ディスクの信号光を増幅す

る技術を発展させ、製品化へ向けた問

題点の抽出と改良を企業と連携し、技術

移転を行う。 

・スーパーレンズディスクの実用化を検討するため、コー

ディングや信号処理方法等を含めたシステムとしての総

合評価を連携先企業と共に進める。また、多層化の課

題（ディスク構造、非線形材料の選択）や、専用光ピック

アップ・信号処理方法等の検討を進め、200 GB 超級の

スーパーレンズディスクの基盤技術確立を目指す。 

・スーパーレンズ光ディスクのフルハイビジョン動画再生に向けた超高密度基板開発、成膜、

信号処理について、共同研究企業等と検討を重ね、50GB の記憶容量基板を用いて実時間

動画再生に世界で初めて成功した。また、200GB 級容量の技術開発においては、狭トラック

再生技術の採用とすべてのピットサイズを光解像限界以下とすることで達成できることを実

験によって確認した。 

  2332110 

3-(4) 自然災害予測のための情

報支援技術の開発 

3-(4) 自然災害予測のための情報支援

技術の開発 

      2340000 

 自然災害の予測及び災害被害

の軽減を目的に、多様な地球観

測データを統合するとともに、大

 信頼性の高い情報通信基盤を活用し

た自然災害の予測及び被害低減により

安全かつ安心な生活を実現するため

      2340100 
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第 2 期中期目標 第 2 期中期計画 平成 21 年度計画 平成 21 年度実績 特筆事項 整理番号 

規模シミュレーションを行うための

情報処理支援システム技術の研

究開発を実施する。 

に、多様な地球観測データの処理、分析

対象の適切なモデリング及び地球規模

での大規模シミュレーションを統合して、

短時間で確実に災害及びその被害状況

を予測するための情報支援技術を開発

する。 

  3-(4)-① 防災のための地球観測支援

技術の開発 

      2341000 

  ・災害予測及び被害軽減に資するため

に、地球観測衛星及び地上観測センサ

等から得られる多様な観測データを処理

する技術と、大規模数値シミュレーション

技術を統合した新たな情報処理支援シ

ステム技術を開発する。 

・衛星データや地上観測データを対象とし、個々のアー

カイブシステムの認証方式の違いを吸収し、データベー

スへのアクセス方法を統合するためのデータベース連

携ミドルウェアに対する要件を整理したうえで、研究コミ

ュニティへのサービス提供を開始する。一方、アプリケ

ーションサービスとしては、LANDSAT 等の一般公開可

能なデータも取り込むことで科学データプラットフォーム

の一般公開に向けた整備を行う。また、活動的な火山を

含む地域の PALSAR データを用いた自動インターフェロ

メトリアプリケーションプロトタイプの開発を行い、衛星画

像を用いた地殻変動抽出および被害抽出アプリケーシ

ョンプロトタイプの開発も行う。 

・研究コミュニティでのデータ管理ツール（群）として GMS（Geoinformation Management 

System）を設計・開発、これまでに開発してきた VO 等の GEO Grid の技術と組合せ、地質の

調査情報収集システムやボーリングデータ共有・利活用システム等の具体的なシステムの基

本部分を構築した。一方、一般公開可能な衛星データ（ＭＯＤＩＳ画像）と地上観測データ（エ

アロゾル観測データおよび二酸化炭素収支観測データ）を対象とし、現地データ統合ツール

（ＳＦＩ）を開発、また、雲なし全球ＬＡＮＤＳＡＴ画像のＷＭＳ実験配信も開始、科学データプラッ

トフォームの一般公開に向けた整備を行った。さらに、活動的な火山地域を対象に干渉 SAR

解析による地殻変動モニタリングプロトタイプを開発、また、地震後に地震記録が公開される

と速やかに日本全国の地震動マップを推定する地震動マップ即時推定システム（QuiQuake）

を開発した。 

・地震動マップ即時推定シス

テム（QuiQuake）については

一般公開し、外部機関からも

事業継続計画（ＢＣＰ）や効果

的な地震災害対応のための

基盤情報として大きな期待を

寄せられるまでに至った。 

2341110 

４．次世代情報産業を創出するた

めのフロンティア技術の開発 

４．次世代情報産業を創出するためのフ

ロンティア技術の開発 

        

 次世代の情報産業創出の核と

なる技術を産み出すために、従来

とは異なる動作原理に基づく情報

処理デバイス技術及びバイオ分

野への IT の新たな応用技術など

に関する研究開発を実施する。 

 新たな電子技術及び光利用技術を開

発することにより次世代の情報サービス

産業の創出を目指す。そのために、新機

能材料及び新物理現象に基づいた革新

的ハードウェアの構築を目的とした電子

デバイス技術、バイオや医療と光情報処

理との分野融合的な新しい光利用技術

及び超伝導を利用した電子デバイス技

術を発展させた次世代の電子計測・標

準化技術等のフロンティア技術を開発す

る。 

      2400100 

4-(1) 電子・光フロンティア技術の

開発 

4-(1) 電子・光フロンティア技術の開発       2410000 

 コンピュータ性能を革新するた

めの新機能材料等を利用した電

子・光デバイス技術及び光情報

処理によるバイオ・医用計測技術

の研究開発を実施する。 

 次世代産業創出の核となる情報通信

のフロンティア分野を確立するために、

新規材料、新物理現象に基づいた革新

的電子デバイス技術及び光情報処理技

術のバイオや医療分野との融合による

光フロンティア技術を開発する。 

      2410100 

  4-(1)-① 新機能材料や新物理現象に

基づく革新的電子デバイス技術の開発 

      2411000 

  ・量子閉じ込め状態や超伝導状態にお

いて顕著となる電子の磁性や波動性に

起因して、電気的または磁気的特性が

劇的変化を示す新機能物質を対象とし

て、物理現象の探索、解析及び制御に

関する研究を行う。これにより、量子効

果や超伝導効果を示す新しい電子材料

の開発、コンピュータの演算速度及び消

費電力を飛躍的に改善できる革新的な

・スピントランジスタを実現するために、GaAs への効率

的なスピン注入のための新規の障壁層材料を開発す

る。また、磁気光学分光法を用いて強磁性半導体の電

子構造を明らかにする。さらに、半導体と強磁性金属の

ハイブリッド構造からなる光導波路の光メモリ機能を検

討する。 

・新しいトンネル障壁材料であるアモルファス GaOx を用いて強磁性金属から半導体 GaAs へ

のスピン注入を行い、世界で初めて高い電流注入効率とスピン分極率を同時に実現した。ま

た、磁気光学分光法を用いて、強磁性半導体標準物質である(Ga-Mn)As の特異な電子構造

を解明した。さらに、半導体光導波路中にμm サイズの MgO-MTJ 素子を埋め込んだハイブ

リッド光素子を試作した。 

  2411110 
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情報処理ハードウェア応用のための要

素技術を開発する。 

    ・前年度開発した日射熱反射ガラスに光触媒機能を兼

ね備える多層膜開発のための新規材料探索とプロセス

技術の 適化を行い更なる高機能化を図る。従来技術

では日射熱反射機能と光触媒機能に各々個別の機能

膜を要し、板ガラスへの応用には両面コーティングが必

要である。両機能を兼ね備え応用上有利な片面コーティ

ングにて形成可能な多層膜開発をめざす。 

・日射熱反射と光触媒機能を兼ね備える機能膜実現のために、まず も重要な日射熱反射

膜の耐熱性向上をめざした。銀系材料をベースに新規材料を探索し、合金化により大気中

160℃の耐熱性を有する日射熱反射膜の作製に成功した。これにより光触媒機能付加のた

めに必要な耐熱性を達成する目処を得た。 

  2411120 

    ・ジョセフソン接合を検出素子とするミリ波顕微鏡の構成

を試み、波長スペクトルとしての像の検出の可能性を探

る。Agで被覆したBSCCO結晶化アニールの方法を引き

続き探究し、大きいグレインサイズを得るための 適条

件を見出すとともに、近接した 2 個の固有接合メサの作

製を試みる。 

・MBE 法に代えてパルスレーザ堆積法で BSCCO 薄膜固有接合ができることを明らかにし、

素子作製工程を短縮できた。Ag で被覆した BSCCO 結晶化アニール法では、BSCCO の粒径

と結晶化温度が Ag の被覆の厚さに依存することを見出した。これらの技術の開発で薄膜に

よる固有接合作製の収率を高めることができ、近接した固有接合メサの試作に成功した。ま

たバイクリスタル基板による YBCO ジョセフソン接合を試作し、これをミリ波顕微鏡に搭載し

た。 

  2411130 

    ・超伝導転移温度の向上と新物理概念/新物質の創成

について、継続して取り組む。鉄系超伝導体について、

Tc の同位体効果や結晶構造と Tc の関係の詳細を明ら

かにするなど、この系の Tc の決定要因や超伝導メカニ

ズムを明らかにするような研究を行う。銅系高温超伝導

体の本質的な電子相図について、超伝導と磁性の共存

付近の詳細について明らかにする。ソリトンの研究に関

して、位相差ソリトンの検出用の外付け超伝導量子干渉

素子(ＳＱＵＩＤ)回路を開発する。位相差ソリトンと（素粒

子論や宇宙論などの）基礎科学の関係の明確化、検出

方法の高度化、新デバイスのデザインのために、多成

分超伝導の超伝導理論とグラショー・ワインバーグ・サラ

ムの電弱統一理論との関係を精査する。 

・鉄系新超伝導体について、超伝導転移温度(Tc)の同位体効果が通常とは逆になるという現

象を観測し、理論的な解釈を与えた。超伝導の歴史において初となる重要な発見であり、鉄

系の超伝導メカニズムが電子-格子相互作用起源ではない可能性を示した。鉄系新超伝導

体の高品質単結晶を育成し、詳細な物性を測定した。鉄系超伝導材料において、逆同位体

効果と元素置換効果、Tc 直下の比熱の跳びの消失、マイスナー効果の消失などの実験事

実と、多バンド超伝導理論を組み合わせて、この材料がソリトンデバイス材料として有望であ

ることを示した。人為的ソリトン発生・検出装置の開発を進め、現在の問題点が、薄膜のナノ

加工にあることが明確になった。位相差ソリトンは、宇宙論で扱われるソリトンと類似している

が、ソリトンの起こす位相シフトが両者では異なっており、位相差ソリトンの起こす位相シフト

の方は位相空間を大きくする特徴があり、デバイス展開に対して有利であることを提示した。 

超伝導の歴史で初めてとなる

逆同位体効果を発見した。 

2411140 

    ・Bi 系超伝導体を用いた研究に関しては、引き続き素子

の高品質化とマイクロ波応答を利用したラビ振動の観察

を目指すとともに、結合多体量子系としてのマルチスイ

ッチの物理を明らかにし、量子ビット実現の基礎を確立

する。ナノ超伝導量子干渉素子(SQUID)については Nb

系超伝導体のさらなる高品質化、および Bi 系超伝導体

や Ru 系超伝導体など内部自由度のある超伝導体によ

る SQUID の作製を行う。Ru 系超伝導体に関しては、前

年に見出したメゾスコピック特性の磁場、温度特性を詳

細に観測し、スピン 3 重項、カイラリティなどの超伝導の

内部自由度との関連を明確にし、スピントリプレット超伝

導体におけるジョセフソン効果の物理を解明する。 

・新たに発見された鉄系超伝導体に関する研究を開始し、鉄ヒ素系超伝導体 BaFe2As2 系の

大型単結晶育成に成功した。得られた単結晶試料を用いて輸送現象、光学反射率測定を行

い、本系における異常な電荷応答及び超伝導対形成に関する知見を得た。Bi 系超伝導体に

関する量子ダイナミクスの研究に関しては、ラビ振動の観察には至らなかったが、マイクロ波

アシスト MQT の観察、結合多体量子系の MQT の観察に成功し、多数の接合が同時にスイッ

チするマルチスイッチングの起源を明らかにした。Nb 系 SQUID に関してはナノ SQUID を再現

性良く作製する技術を開発し、半導体における 2 次元電子ガスのエッジ状態の観察に適用す

る準備を進めた。Ru系に関してはSQUIDの作製に成功した。スピントリプレット超伝導体にお

けるジョセフソン効果の物理として、高い電流密度を有するエッジ状態の観察に成功した。 

  2411150 

    ・強相関系の相変化と相互作用との関係解明のため、

Bi 系超伝導体の電子構造における酸素同位体効果のド

ープ量依存性とともに結晶歪依存性を調べる。また、Bi

系高温超伝導体の大型単結晶を育成し、中性子散乱の

実験によりスピン構造を明らかにする。鉄系超伝導体等

に対し、組成などを変えることにより探索研究を行う。低

酸素分圧制御技術により、新物質の探索研究を行う。

鉄ヒ素系新超伝導体に対して、フェルミ面や状態密度を

計算し、特に、ヒ素原子の位置を変えたときのフェルミ面

と状態密度の変化を明らかにする。2 次元強相関系にお

いて感受率を計算し、超伝導相転移がコスタリッツーサ

ウレス転移として理解できることを示す。 

・Bi 系超伝導体の酸素同位体効果は、超伝導転移温度や擬ギャップでなく超伝導ギャップに

直接関与していることを明らかにした。Bi 系高温超伝導体の世界 大サイズの大型の単結

晶育成に成功した。中性子散乱の実験による磁気ピークは臨界温度 Tc より低い温度域に存

在すること、すなわち超伝導状態中に磁気ピークが存在し、また、このピークは高温超伝導を

特徴づける温度において消失し、磁気的性質が高温超伝導メカニズムと深い関係があること

を見いだした。鉄ヒ素系の新超伝導体に対して、第一原理計算を行い、ヒ素原子の作る四面

体の歪みと超伝導臨界温度との間に密接な関係があることを示した。すなわち、この四面体

の構造を変えることにより、より高い臨界温度が得られる可能性があることを明らかにした。

低酸素分圧制御技術を使った新物質の探索研究に関して、高温超伝導体の酸素量を制御

することによりキャリアー数を変化させ、これまで得られていなかった低キャリアーの試料作

製に成功した。鉄ヒ素系の逆同位体効果を説明する理論式を導いた。高温超伝導のモデル

と考えられているハバードモデルに対して、超伝導の応答関数を大規模数値計算により計算

し、超伝導相が存在することを厳密に示した。 

  2411160 
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    ・環境に優しい高性能なニオブ系非鉛圧電セラミックス

の組成を精密制御するため、ゾルゲル法による粉末の

合成、セラミックスの作製を行い、そのプロセス条件の

適化を図る。また、低酸素分圧制御技術を実用化に

向け信頼性を向上させ、デバイス技術などへの応用技

術を発展させるとともに、低酸素分圧下での新アルミニ

ウム精練法の提案を行う。アスベストに関して、その場

アスベスト溶融無害化装置の試作を行う。 

・ゾルゲル法によるニオブ系非鉛圧電セラミックス粉末の合成に成功し、当該粉末を焼結して

得られたセラミックスの誘電特性を評価し、組成を精密制御するプロセス条件 適化への指

針を得た。低酸素ポンプを iOxygen として製品化し、ベンチャー企業から販売を開始した。大

流量低酸素分圧制御装置を製作した。その場アスベスト溶融処理装置を共同研究等により

試作した。 

  2411170 

  4-(1)-② 光フロンティア技術の開発       2412000 

  ・フェムト秒パルスの光波内位相制御技

術を確立するとともに、アト秒領域での

超短パルスの発生、計測及び制御のた

めの技術を開発する。 

・3 波長フェムト秒光パルスにおける光波位相関係とパ

ルスタイミングの同時精密制御技術を開発し、フーリエ

合成によるパルス発生・波形整形の実証実験を行う。ま

た、複数光パルス間の相互相関測定方式に基づく微弱

信号検出等の技術を開発し、超短パルス光計測及び制

御におけるアト秒領域の時間分解性能を実現する。 

・受動タイミング同期及びキャリア位相制御を高精度化し、1250, 830, 630nm の 3 波長フェムト

秒光パルスのタイミングとパルス位相を同期してパルス波形整形実験を行った。3 波のフーリ

エ合成に初めて成功し、電界自乗強度で半値幅 660as(アト秒)のインパルスを整形した。ま

た、7fs 圧縮レーザーパルスと高次高調波との干渉計構成による相互相関測定装置を開発

し、時間ジッタの計測実験を行った。振動等の除去により、100as 以下の時間分解能を確認し

た。さらに、合成アト秒パルスの高強度化を可能とする増幅用励起源として、50μJ,400kHz

の高平均出力フェムト秒パルス Yb ファイバーレーザーを開発した。 

中期目標をパルス合成実験

で総合的に実証した。さらに、

実用化に必須の高出力励起

源を開発した。 

2412110 

  ・タンパク質や DNA 等の配列集積化技

術と光計測技術との融合による高感度、

高速かつ高密度集積型バイオセンシン

グ素子の開発及び補償光学技術と三次

元分光技術を駆使した眼底カメラ等の高

分解能 3 次元機能イメージング技術を開

発する。 

・眼底分光分析装置の臨床現場における計測試験を繰

り返しながら、機器およびソフトウェアの操作性や性能を

確認するとともに、改良を加えながら機能と計測精度の

向上を図る。 

・平成 20 年度に試作した可搬型の走査型眼底分光分析装置の臨床評価を、京都大学病院

眼科において行った。当該機器とソフトウェアについて、医療現場における適合性と性能を確

認した結果、従来の侵襲的方法とも相関があり、当該機器は非侵襲ながらも医学評価に適し

た性能と効率的なインターフェースをもつ機器であると評価された。特に、循環器疾患に対し

て有効であることが明らかとなった。一方、医療現場から当初目標よりも進んだ課題として、

より早期の病変検出のための検出感度向上と評価基準軸の設定が求められた。これに向け

た改良を行い、再度の臨床評価を行った。その結果、当初想定していない緑内障病変に対し

ても有効である可能性が見出された。 

  2412210 

    ・セロトニン等のカテコールアミン以外のストレスマーカ

ーの検出も試みる。また、固体基板上で選択性の高い

化学反応をおこなうためのパターニングを含めた表面修

飾技術、表面で起きた化学反応に基づく極微小な屈折

率の変化を高感度に検出するための光検出装置を試作

する。 

・スパッタリングにより膜厚を精密に制御したシリカとアルミニウムの積層膜を作製し、これに

全反射条件で紫色光を入射させ、長距離伝搬型プラズモン共鳴モードの発振に成功した。ま

た、積層膜表面に抗体を修飾し反射率の変化や共鳴角のシフトによって、特定のタンパク質

の特異吸着を液中で検出することに成功し、カテコールアミン以外の生体関連物質のセンシ

ング法の基盤技術を開発した。更に、昨年度までに作製したプロトタイプデバイスを用いた検

出のための装置を試作した。 

  2412220 

    ・ガラス製バイオチップに蛍光検出センサをモノリシック

集積したデバイスを試作し、高速・高分解能ＤＮＡ断片

分離を行う。 

・ガラス製のバイオチップに蛍光検出センサを集積した更なる小型デバイスを試作し、高速（2

分）・高分解能（理論段数：95000）・高感度 DNA 断片分離を行った。2 重鎖 DNA100 塩基対の

場合、5×105 個の DNA が検出可能であり、ポリメラーゼ連鎖反応法と組み合わせれば 1 分

子 DNA を検出できる感度に相当することを明らかにした。 

  2412230 

    ・レーザー誘起背面湿式加工法(LIBWE法)等のオンデマ

ンド型迅速レーザー微細加工技術を駆使し、高アスペク

ト比深溝構造を利用した分析素子を搭載する高感度マ

イクロ流体分光システムを開発する。 

・レーザー誘起背面湿式加工法を駆使し、ナノスケールでの高精度化ならびに高アスペクト

比深溝構造の作成自由度を高める新しい加工手法を開発することに成功した。これにより、

オンデマンド型加工技術をさらに発展させることが可能になり、散乱光による信号ノイズを

75%減少させ分析素子を搭載する高感度マイクロ流体分光システムを試作できた。 

  2412240 

    ・強蛍光かつ長寿命の蛍光性金属錯体を開発して、生

体試料中の蛋白由来の蛍光成分より高効率で発光るこ

とを実証する。また、蛍光性金属錯体に導入した抗体と

の結合基の機能について、極微量の生体分子の分析に

実際に使用される抗体を用いて検証を行う。 

・強蛍光かつ長寿命の蛍光性金属錯体を開発して、生体試料中の蛋白由来の蛍光成分より

高効率で発光することを実証した。また、蛍光性金属錯体に導入した抗体との結合基の機能

について、極微量の生体分子の分析に実際に使用される抗体を用いて検証を行った結果、

抗体との共存下において蛍光性金属錯体の発光を確認することができた。 

  2412250 

  ・第 1 期で開発した 10nm オーダーの近

接場光微細加工による光ディスク用原

盤（マスタリング）の高度化技術及びナノ

粒子を応用した光による高感度分子セ

ンサのバイオや医療分野への応用技術

を開発する。 

・1)開発した導波モードセンサーを現実の生態系により

近い夾雑物質の混在した系においても使用できるよう

に、更なる高感度化を推進する。特に、試料を培養しな

くても検出できるほどの高感度化の達成と測定の迅速

化を目指す。 

2)共同研究先企業との連携も図りながら、大面積反射

防止機能素子を実用化する。また、提案しているナノ構

造形成方法等を駆使し、新規機能デバイス等の設計・

開発を進める。 

・1) 導波モードセンサーについては、蛍光色素分子を結合させることで、従来より一桁高い

高感度化を達成できた。さらに、インフルエンザウイルス種の差別化を可能とした。 

 2)大面積反射防止機能付素子においては、曲面転写技術や量産化技術等について検討

し、実用レベルの段階まで技術を完成させた。さらに、ナノ構造を制御することで親水性の高

い表面処理化技術を新たに開発した。 

光超解像ナノ加工技術の開

発により、製造装置を共同研

究企業と開発・商品化したこ

と、また、ナノ粒子作製技術を

応用して大面積の反射防止

付光学素子の大量生産技術

を実用化技術まで完成させた

こと。 

2412310 
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4-(2) 超伝導現象に基づく次世

代電子計測・標準技術の開発 

4-(2) 超伝導現象に基づく次世代電子

計測・標準技術の開発 

      2420000 

 超伝導現象を利用することによ

り、高精度かつ低雑音を実現する

電子計測技術の研究開発を実施

する。 

 絶対的な高精度性を必要とする先端

計測及び標準化に関する技術の実現に

資するために、超伝導現象の特性を活

用した電子計測デバイス及びそれを用

いた標準システムの確立と普及を図る。 

      2420100 

  4-(2)-① 超伝導現象を利用した電圧標

準技術の開発 

      2421000 

  ・独自に開発した Nb 系ジョセフソン素子

大規模集積技術を用いて、1～10 V 出力

の直流電圧標準システムを開発し、ベン

チャー企業等に技術移転することにより

世界的規模での普及を行うとともに、高

精度な交流電圧標準等に用いる次世代

の計測・標準デバイスを開発する。 

・高精度電圧増幅器を用いたプログラマブル・ジョセフソ

ン(PJ)電圧標準システムの測定時間を数 10 分から数分

に短縮する技術を開発するとともに PJ 素子作製歩留ま

りの改善と動作マージンの拡大を実現し、小型冷凍機を

用いた PJ 電圧標準システムの確立と普及を図る。 

・10V プログラマブル・ジョセフソン電圧標準（PJVS)システムを開発し、10 桁の不確かさで直

流電圧の発生に成功した。また、PJVS素子の作製歩留まりを30%程度に改善し、動作マージ

ンを数mAに拡大した。新規の電圧増幅回路を開発し、PJVSシステムの出力電圧を、数分で

高精度（7 桁）に増倍する技術を開発した。さらに、PJVS システムを 3 か国目となるオーストラ

リア標準研究所に導入した。 

  2421110 

    ・10 ビット D/A 変換器チップを 10MHz クロックで駆動して

正弦波電圧を合成し、誘導分圧器を用いてその振幅を

増大して実効値の精度を評価する。  

・誘導分圧器を用いた出力電圧評価システムにより、磁束量子 D/A 変換器が半導体発振器

にくらべて少なくとも 1 オーダー程度高い精度で電圧実効値を決定できることを実証した。 

  2421120 

Ⅲ．産業競争力向上と環境負荷

低減を実現するための材料・部

材・製造プロセス技術の研究開発 

Ⅲ．産業競争力向上と環境負荷低減を

実現するための材料・部材・製造プロセ

ス技術の研究開発 

      3000000 

 地球温暖化防止等の国際的な

環境意識の高まりの中で、我が

国の産業競争力の源泉であるも

のづくり産業の競争力を環境と調

和させながら強化していくことが

求められている。これを実現する

ため、我が国の産業競争力の中

核である製造分野の強化を図る

ためのナノテクノロジーによる先

端ものづくり産業の創出につなが

る研究、情報通信、環境、医療等

の産業に革新的な進歩をもたら

すナノテクノロジーの基盤技術研

究及び環境負荷低減化のための

機能性材料に関する研究開発を

実施する。 

 環境との調和を取りながら国際競争力

を持つ先端ものづくり産業の創出のため

には、製造に必要な資源とエネルギーを

小に抑えながら 高の機能を持つ製

品を生産する製造技術を実現するととも

に、低環境負荷製品の製造に必要な機

能性材料技術及び部材化技術の実現が

不可欠である。そのため、製造の低環境

負荷と製造コストの削減及び製品の高

機能化について統合的に開発する技術

が期待されている。また、環境負荷を低

減する機能性部材の開発により、製造

業だけでなく輸送機器及び住居から排

出される CO2 の低減に大きく貢献してい

かなければならない。さらに、先端微細

加工設備の共同利用等を進めて先端技

術を産業にすみやかに移転し活用を図

ることによりものづくり産業を支援すると

ともに、ナノテクノロジーを情報通信、環

境及び医療等の研究開発に横断的に適

用することにより産業技術に革新的な進

歩をもたらす。 

      3000100 

１．低環境負荷型の革新的もの

づくり技術の実現 

１．低環境負荷型の革新的ものづくり技

術の実現 

      3100000 

 省資源・省エネルギー型ものづ

くり産業の創出を目指し、電子機

器の高密度基板実装、高集積化

学センサ等、高機能・高付加価値

を 小限の原料とエネルギーの

投入で実現する革新的ものづくり

 我が国のものづくり技術の国際競争力

を強化するために、製造プロセスの省資

源化や省エネルギー化と合わせて製品

の高機能化・高付加価値化を実現できる

革新的な技術の開発が求められてい

る。このため、機能のカスタマイズに即

      3100100 
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技術の研究開発を実施する。 応できる省資源型革新的製造技術の開

発を行い、材料資源の無駄を生じさせる

ことなく高機能・高付加価値を持つ製品

の多品種少量生産を実現する。また、省

エネルギー型製造プロセス技術の開発

を行い、従来の製造手法よりも低温のプ

ロセスを利用する技術等により製造に要

するエネルギーを削減し、有機材料との

複合化等による製品の高機能化を実現

する。 

1-(1) 省資源と高機能化を実現

する製造プロセス技術の開発 

1-(1) 省資源と高機能化を実現する製

造プロセス技術の開発 

      3110000 

 材料資源をリサイクルも含め有

効利用することにより原材料の投

入と廃棄物の発生を 小限に抑

え、また、多品種少量生産及び製

品機能の仕様変更への容易な対

応が可能な製造プロセス技術に

関する研究開発を実施する。 

 素材を成形して加工するモデルプラン

トを構築して製品製造に適用し、資源消

費量や排出物量等の総合的な評価を行

って、製造プロセスを 適化する手法を

開発する。また、機能のカスタム化が必

要とされる集積化学センサ等の製造へ

の適用を目指し、スーパーインクジェット

技術をコアとして、必要な微細構造を必

要な位置に 小の資源材料で形成する

オンデマンドナノマニュファクチャリング

技術及びナノ構造とマクロ構造とを媒介

するメゾスケール技術の開発を行う。さ

らに、材料の無害化や微細構造の内在

化等の高付加価値製品を省資源で製造

するためのテーラードリキッド法をコアと

したプロセス技術を開発する。 

      3110100 

  1-(1)-① 製造プロセスの 適化手法の

開発 

      3111000 

  ・射出成形や放電加工を備えたモデルプ

ラント等を用いて、加工条件や設計等を

適化することにより、環境性と経済性

に優れたローエミッション型製造プロセス

を実現する。 

・低環境負荷プロセス技術に関しては、レーザ、電解複

合加工を用いた波及効果の大きなアプリケーションを探

索し、成果の実用化を図る。設計評価技術に関しては、

公開した製品設計解析ソフトウェアのユーザに対するフ

ォローアップを行うことを通じて、実際の製品への適用

例を収集する。 

・低環境負荷プロセス技術に関しては、レーザ加工と電解加工を同一機上で行う複合加工法

及び複合加工機を開発し、医療用高付加価値デバイス（カテーテル、ステント）の微細加工に

適用した。公開した手法や製品設計解析ソフトウェアを実企業における設計課題 2 例に適用

し、環境側面を考慮した有効な設計指針を導出することが出来た。 

  3111110 

  ・ミクロな構造を内包する材料を使用して

その構造をマクロな製品の機能に生かし

た製品を実現するために、ミクロな構造

とマクロな機能との相関に関する大規模

計算を小規模のコンピュータシステムを

用いて効率よく実現できるマルチスケー

ル数値解析技術を確立する。 

・ミクロ材料形態とマクロ構造形状の双方を考慮した比

強度及び比剛性向上設計のための マルチスケール有

限要素解析技術に基づいたマルチスケール数値解析技

術を確立し、セラミックス部材等に応用する。 

・セラミックス構造部材を対象として、剛性や浸透率のようなマクロスケールでの機能と傾斜

材料の配置及び材料の形態等のミクロスケールの構造の相関に関する大規模計算を小規

模のコンピュータシステムで実行可能な拡張型マルチスケール有限要素解析手法を開発し、

軽くて撓みの少ないマルチスケール構造を導出する 適設計手法を提案した。これらの手法

をセラミックスＸＹステージの高剛性軽量設計や浸透流を制御したセラミックスフィルターの設

計に応用し、ＸＹステージについては撓み計測でその有効性を検証した。 

  3111210 

  1-(1)-② オンデマンドナノマニュファクチ

ャリング技術の開発 

      3112000 

  ・超微細インクジェット技術によるナノデ

バイスの高密度実装を実現する配線等

の実用的なオンデマンドナノマニュファク

チャリング技術に関する開発を行う。 

・オンデマンド型製造技術実現のためにオンサイトで目

的の材料を合成し、そのままパターニングを行う一環型

オンデマンド技術の研究を行う。昨年度試作した高温高

圧水製造装置の試験を進め、インク付着物からの有用

資源回収の可能性を明らかにする。また、高温高圧流

体の基板状への直接塗布技術を開発する。 

・基板上に金属インクとスーパーインクジェット技術を用いて立体構造体を形成し、その場で

電気化学反応を起こすことで、目的電極材料をオンサイトで合成することに成功した。得られ

た結果を基に、電池としての利用可能性を検討し、マイクロ 2 次電池の印刷形成と動作確認

を行った。高温高圧水を用いて温度と流量を制御することにより、インク付着物からの残留イ

ンク回収の可能性があることを確認した。また、高融点有機化合物の溶解現象から、高温有

機溶剤が液体溶媒として利用可能であることを確認した。 

産総研技術移転ベンチャーを

起業し、産総研技術の実用化

を図った。また、日本科学未

来館への常設展示など産総

研技術の普及に努めた。 

3112110 

  1-(1)-③ 製品の高付加価値化を実現す       3113000 
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るフレキシブル製造技術の開発 

  ・表面積の飛躍的増大等の高機能化を

目指して、空孔と微細構造とが入れ子に

構成されている新セラミックス材料を無

害元素から作製するテーラードリキッドソ

ース法のプロセス技術の開発と、上記の

新セラミックス材料を 3 次元的に集積す

ることにより、1kW/L 級の高出力セラミッ

クスリアクタ等の開発を行う。 

・有機フレキシブル基板上におけるゲート絶縁層の誘電

率向上、有機太陽電池の光電変換効率向上、酸化物半

導体表面への色素標識タンパク質の選択的固定化によ

る高光電流の達成を狙い、2 次元集積素子の実証を図

る。また、多孔/緻密質のナノ構造制御多層構造体が 3

次元集積化した機能モジュールを実現し、発電出力密

度1kW/L級等の高性能セラミックスリアクタを作製する。

・ナノ構造酸化物/有機材料からなる 2 次元集積素子について、ハフニア膜に高絶縁性・高誘

電性を付与、数 100nm 長酸化亜鉛ウィスカ/有機半導体ナノ接合による光誘起正孔-電子対

の電荷分離の促進、マクロ孔内部に色素標識タンパク質を固定した多結晶性酸化スズ膜に

ついて高光電流特性を実現した。また、多孔/緻密質のナノ構造制御多層構造体が 3 次元集

積化した、従来に無い小型高効率・低温作動・急速起動停止が可能なマイクロセラミック燃料

電池を実現、発電出力密度 2kW/L 級を有する高性能セラミックスリアクタの小型モジュール

として実証した。 

目標値をはるかに超える世界

高性能の小型高集積リアク

ターモジュールの開発実証に

成功し、革新的なセラミックマ

イクロ燃料電池として産業技

術及び学術両面で高い評価

を受けている。 

3113110 

  ・セラミックスの大型部材化やミクロンレ

ベルの微細 3 次元構造の成形及び両者

を併せもつ構造を特性劣化を起こさずに

実現する成形技術を開発する。また、自

己潤滑層等を有するヘテロ構造部材化

技術を開発する。 

・これまでの接合に関する知見を基に多様な形状ユニッ

トのニアネット製造技術の融合と実用化に向けた技術の

高度化をはかることで、特性劣化を起こさないセラミック

スの大型部材化、ミクロンレベルの微細 3 次元構造の成

形、または両者を併せもつ構造を実現する成形技術を

開発する。 

・接合に関する知見と形状ユニットのニアネット製造技術の融合により、SiC 同士や窒化ケイ

素同士等を接合する技術の高度化を行い、軽量と断熱性を両立できるセラミックス大型部材

の構造をコンピュータ解析により明らかにすると共に、ミクロ気孔が分散した微細 3 次元構造

ユニットをニアネットで成形する技術の開発・試作に成功した。 

  3113210 

1-(2) 省エネルギー型製造プロセ

ス技術の開発 

1-(2) 省エネルギー型製造プロセス技術

の開発 

      3120000 

 従来と比較して著しい低温若し

くは小型装置により製造・加工を

行うことで実現される省エネルギ

ー型製造プロセス技術の研究開

発を実施する。 

 製造プロセスにおける飛躍的な省エネ

ルギーを実現することを目的にして、従

来高温でしかできなかった薄膜製造を低

温で実現する技術及び機械加工機のコ

ンパクト化を実現する技術を開発する。

具体的には、微粒子の噴射コーティング

技術をコアとして、低温で高性能セラミッ

クス材料を積層する省エネルギー薄膜

製造プロセスを開発する。また、機械加

工及び微細加工の製造効率を高め省エ

ネルギー化を実現する小型製造装置を

開発する。 

      3120100 

  1-(2)-① 省エネルギー・高効率製造技

術の開発 

      3121000 

  ・微粒子の基板表面での衝突による非

熱平衡過程に基づいた噴射コーティング

法を用いて、低温で高性能セラミックス

材料等を積層する省エネルギー薄膜製

造プロセスを開発し、単位時間当たりの

成膜速度を第 1 期で達成した性能の 5

倍以上に高速化する。 

・エアロゾルデポジション法については、全固体 Li 電池

の第一次試作と評価を完了する。金属有機化合物や微

粒子を用いた新しい光反応法を開発し、超電導膜、導電

体膜や蛍光体膜を低温、高速で積層・厚膜化するプロ

セスを開発する。粒子サイズ、結晶構造および機能が制

御された低温コーティングに用いる原料微粒子の合成

技術を開発する。 

・エアロゾルデポジション法を適用した全固体Ｌｉ電池の試作および薄膜電池としての動作に

成功した。フッ素フリー有機酸塩に紫外線ランプを照射する新しい積層成膜法を開発し、従

来より 2 倍以上厚い（1μm）エピタキシャル超電導膜の作製に成功した。ナノ粒子光反応法

による透明フレキシブル蛍光体膜の低温成膜法やパターン化されたナノサイズ導電体膜の

高速作製法を開発した。溶融塩法、液相マイクロ波プロセス等により、10μm から 10nm の範

囲で粒子サイズを制御し、結晶構造と機能が制御された原料微粒子の合成法を確立した。 

常温衝撃固化現象の発見と

ＡＤ法は、産総研発の技術と

して民間企業による本格事業

化も開始され、皇室で御進講

を行うなど国内外から高い評

価を得るようになった。発明

協会・21 世紀発明賞（産総研

初）、産学官連携功労者表

彰・科学技術政策担当大臣

賞（産総研初）など著名な賞

を 4 件受賞。ＰＬを勤めたＡＤ

法コアのＮＥＤＯプロジェクト

事後評価でも、優良ＰＪ（スキ

ーム内 2 位）の高い評価を得

た。 

3121110 

  ・セラミックスや特殊合金部材等の製造

プロセスの効率を飛躍的に向上させるた

め、湿式ジェットミル等によるスラリー調

整から成形に至る工程の 適化技術と

統合化技術を開発する。 

・開発を進めた高効率なスラリー調製技術とマイクロ波

加熱技術を統合化し、製造時間及びエネルギー消費量

と部材特性を検証、開発した製造プロセスの優位性を実

証する。 

・高効率なスラリー調製技術とマイクロ波加熱技術を統合化した製造プロセスの優位性につ

いて検討したところ、従来のプロセスと比較して、製造プロセス時間で約 1/4 から 1/5、エネル

ギー消費量で約 1/2 から 1/3 に圧縮することに成功した。開発スラリーから作製したアルミナ

成形体の焼成温度は、従来よりも 100～200℃低温で緻密化が促進され、両プロセスの開発

と統合によりセラミックス製造における省エネルギー・高効率な部材製造プロセスであること

を実証した。 

湿式ジェットミルによって、製

造時間の短縮効果だけでな

く、凝集性の弱い安定な分散

スラリーが調製可能であるこ

とを発見した。その結果がバ

ルク特性の向上を導いた。 

3121210 
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  ・微細加工の省エネルギー化を実現する

ため、デスクトップサイズの微小電気機

械 シ ス テ ム (Micro Electro Mechanical 

System, MEMS)の製造装置を試作する。

そのため、マスクレスのパターンニング

技術やマイクロチャンバー間の試料移動

時の位置決め技術等を開発する。 

・レーザーインクジェット法については、より実用的なシ

ステムを実現するためにマルチヘッド化、2 次元描画の

実現を目指す。また、金型寿命については、実証レベル

の評価試験を実施、各要素工程全体の統合化を図り、

省エネ性の検証も含め、第 2 期中期計画の目標を達成

する。 

・レーザーインクジェット法では、専用のレーザー照射光学系を試作し、シングルヘッド構造で

2 次元描画を実現した。また、マルチヘッド化に向け、レーザー照射によるインク液滴の乾燥・

焼結メカニズムの基礎的検討を完了した。さらに、民間企業数社への技術情報開示契約の

締結および技術相談の中で、本技術が大面積デバイスやエレクトロニクス実装でのリペア、

再生に有効であることがわかった。金型寿命向上では、表面改質による寿命向上の原理を

解明し、この成果を元に企業との共同研究を行い、実証レベルの評価を実施した。その結

果、加工装置の適正化や統合化による省エネ・省資源化が見込めることが明らかとなった。

これらにより、第 2 期中期計画の目標は十分達成された。 

レーザー援用インクジェット法

によるアスペクト比 1 以上の

微細配線描画は、世界初の

成果であり、工業用インクジェ

ット技術を実用技術にするブ

レークスルーとして産業界か

ら高い注目を浴びている。 

3121310 

  ・高剛性・高減衰能部材や高機能摺動

面の開発により、切削や研削等の加工

効率を高める高度機械加工システムの

実現に資する。 

・機械加工における摩擦力変動を低減させた高機能案

内面技術の成果実用化に向けて、パターニングの 適

化を実験、計算の両面から追求する。また潤滑油分子

配向の計測技術に基づき、潤滑油の種類、組成、分子

構造なども含めた高機能案内面の構成技術を確立す

る。概念設計支援ソフトウェアについては設計例を充実

させるとともに、引き続き改良を進める。各研究項目とも

中期計画目標を達成する。 

・数値計算、実験の両面からパターニングの 適化を追求した結果、微細加工形状を数十μ

ピッチのものから、1～2mm 程度のものまで適切に使用することで、境界潤滑領域から、流体

潤滑領域までの全域において、摩擦係数を低減することが出来た。併せて、潤滑油分子配

向の計測技術に基づき、潤滑油の種類、組成、分子構造を適正化することにより、工作機械

用案内面として高い性能を持つとされるきさげ面に比べても、優れた特性を発揮した。概念

設計支援ソフトウェアの設計例について、特に 5 軸加工機の構造例を追加する改良を行っ

た。 

  3121410 

２．ナノ現象に基づく高機能発現

を利用したデバイス技術の創出 

２．ナノ現象に基づく高機能発現を利用

したデバイス技術の創出 

      3200000 

 分子及び超微粒子等の相互作

用による自己組織化プロセスに

基づくナノスケールデバイスの製

造技術及びナノシミュレーション

技術等に関する研究開発を実施

する。 

 国際競争力を強化するためには、製造

コストの低減はもとより、ナノ現象に基づ

いた革新的な機能を有するデバイス技

術の創出が求められている。このため、

分子及び超微粒子等の相互作用による

自己組織化プロセスに基づく製造技術

の開発及び化学合成された機能性有機

分子等をナノ部品とするデバイス技術等

の開発を行う。また、デバイスの新機能

を実現するために、新材料技術及び量

子効果等に起因する現象に基づくデバ

イス技術の開発、さらにはナノスケール

で発現する多様な現象の理論的解明と

そのシミュレーション技術等の開発を行

う。 

      3200100 

2-(1) ナノ構造を作り出す自己組

織化制御技術の開発 

2-(1) ナノ構造を作り出す自己組織化制

御技術の開発 

      3210000 

 ナノスケールの特異な物性を利

用して機能的ナノ構造を作り出す

ための理論的基盤を構築すると

ともに、自己組織的な構造形成及

び機能発現の制御により飛躍的

な省エネルギー・省資源を実現す

るナノ材料、ナノデバイス及びナ

ノ製造プロセス技術に関する研究

開発を実施する。 

 生体内の有機分子に見られるような高

度な自己組織化に倣って、材料固有の

物性を利用して自己組織化的にナノ構

造を作り出す技術が求められている。そ

のために、人工的に設計・合成した有機

分子による熱平衡下での自己集合化を

利用してチューブ構造等を作り出し、超

高感度分析手法等への応用を図る。ま

た、基礎的な視点から非平衡下の自己

組織化のメカニズムを解明し、構造生成

の新たな制御を可能にする。 

      3210100 

  2-(1)-① ボトムアップ法の高度制御技

術の開発 

      3211000 

  ・生体分子やガス状分子等の極微量の

分子を分析するために、第 1 期で開発し

たナノチューブ制御技術やナノ粒子調製

法を利用して、バイオチップやガラスキャ

ピラリー等からなる超高感度分析技術を

・第 1 期、第 2 期を通じて開発してきたナノチューブ、ナノ

ファイバーなどのナノ構造体を用い、ガラスキャピラリー

中などの微少空間への実装化やタンパク質との複合化

を達成することによって、極微量の生体分子等の超高

・ナノチューブが微細な網目状構造に組織化したゲルからなるバイオチップの形成に成功し

た。またガラスキャピラリの空間サイズに較べて 1/1000 以下の極微細なナノチューブ空間へ

のタンパク質の複合化を行い、チューブ内部に存在する 10 分子以下のタンパク質の超高感

度検出を実現した。さらにチューブ内部にとりこまれたタンパク質の安定性が著しく増大する

ナノチューブに内包化するこ

とによるタンパク質の安定化

現象は、高効率で長寿命の

バイオリアクター開発に向け

て有用な技術となる可能性が

3211110 
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開発する。 感度分析を可能にする技術を開発する。 ことを見いだした。 大きい。 

    ・バイオチップ作製のためのマイクロプラズマ法では、プ

ロセス中で発生する活性種やその濃度を明らかにして

制御することで、バイオチップ用の高品質配線作製技術

を確立する。また、生体分子の超高感度分析に適した

表面修飾層をもつ機能性ナノ粒子のその場合成・複合

化技術を液相レーザーアブレーション法により開発す

る。また、これらを組み合わせた超高感度分析技術を開

発する。 

・バイオチップ作製のためのマイクロプラズマ法では、プロセス中で発生する活性種やその濃

度を制御することで、高品質配線作製技術を確立した。また、液相レーザーアブレーション法

によりグラファイト層を表面修飾層としてもつ機能性炭化ホウ素ナノ粒子のその場合成・複合

化に成功した。これらの技術を組み合わせて、制御されたナノ構造を持つ基板が従来法の 5

倍のタンパク質検出感度を持つ超高感度分析技術として応用可能であることを実証した。 

  3211120 

  2-(1)-② 自己組織化メカニズムの解明

とその応用技術の開発 

      3212000 

  ・非平衡下での自己組織化メカニズムの

解明とシミュレーション技術の構築及び

それらを利用した自己組織化モデリング

ツールを開発する。 

・非平衡電場印加下のブルー相液晶の挙動を、位相欠

陥の構造変化を解析可能なシミュレーション技術を構築

し、それを利用した応用技術における指針を明らかにす

る。協同現象を伴う分子システムを想定し、大域的なフィ

ードバックがかかる系のパターン形成に関する計算機

実験を行い、その自己組織化モデリングツールを開発

する。 

・ブルー相液晶材料における位相欠陥の外部電場応答挙動を解析するシミュレーション技術

を構築し、その 3 次元構造のフォトニック応用に関する知見を得た。また、ナノギャップ中にお

ける 3 次元秩序構造について、新規な欠陥構造の発見を含む新たな知見を得た。大域的な

フィードバックがかかる分子システムのモデリングツールとして反応浴中の 1 次元触媒反応

系に相当する階層モデルを構築した。 

  3212110 

  ・自己組織化現象の解明に基づいて、

光、電磁場、化学物質及び機械応力等

の外部刺激に対する応答をプログラムさ

れたスマート分子システムや記憶機能を

持つナノ構造液晶デバイス等を開発す

る。 

・従来のスマート分子システムの発展として、人工ロドプ

シンの光応答に係る散乱体誘起の機構を明らかにし、3

次元空間における立体像表示を検討する。また、光や

機械応力の刺激に応答して種々の物性を変化させる有

機材料の高機能化を目指す。さらに、液晶材料の展開

として、デバイスに適した液晶性有機半導体、トライボロ

ジー（摩擦・潤滑制御）材料等への利用を目指す。 

・人工ロドプシンの光応答に係る散乱体誘起の機構について、液-液相分離がその起源であ

る可能性が示唆された。また、当該材料を用いて 3 次元液中空間における文字の表示に成

功した。また、新しい刺激応答材料として、機械応力による歪に対して自己修復性を持つゲ

ル材料や、溶媒蒸気や張力刺激により明瞭な色変化を起こす高分子薄膜の開発に成功し

た。有機エレクトロニクス技術に自己組織化性を導入する技術である液晶性有機半導体の

研究では、分子間の特異的相互作用を利用する分子の動的状態制御により液晶性を安定

化しつつキャリヤ移動度向上を実現した。また表面形状を制御するミクロな皺を形成すること

で、新たなラビングレス液晶配向技術の可能性を示した。 

  3212210 

2-(2) ナノスケールデバイスを構

成する微小部品の作製及び操作

技術の開発 

2-(2) ナノスケールデバイスを構成する

微小部品の作製及び操作技術の開発 

      3220000 

 ナノチューブ、有機半導体分子

等の機能性ナノ材料を微小部品

として利用するため、ナノ材料の

作製・操作技術の研究開発を実

施する。また、分子デバイス、磁

性半導体デバイス等のナノ構造

デバイスを実現するために必要

な超微細加工技術の研究開発を

実施する。 

 均一なナノカーボン構造体を作製する

技術を開発し、カーボンナノチューブ等を

部品として利用したナノデバイスの実現

を目指す。また、有機分子や磁性半導体

等の新材料を開発し、それらをトップダ

ウン手法によって作られたナノ構造に組

み込んで機能を発現させ、分子エレクト

ロニクス等へ展開するための技術を開

発する。 

      3220100 

  2-(2)-① ナノカーボン構造体の構造制

御技術と機能制御技術の開発 

      3221000 

  ・カーボンナノチューブの実用を目指し

て、用途に応じて直径、長さ及び成長面

積等の制御が可能な単層ナノチューブ

合成技術を確立し、それを用いたナノチ

ューブデバイスの基礎技術を開発する。 

・石英以外の連続合成炉の炉材を開発する。スーパー

グロース法のメカニズムを解明し、多様な超高速、効率

成長を実現する。工業的評価手法を確立する。室温で

貼って作成するデバイスの製造プロセスを開発する。ス

ーパーグロースカーボンナノチューブ固有の用途開発を

行い、スーパーグロースならではの用途を開拓する。 

・ガス供給システムから炉壁までを全部金属とし、石英を使用しない連続合成炉を開発した。

スーパーグロース法のメカニズムを解明し、水分以外の酸素を含む添加剤で超高効率成長

を実現した。比表面積を用いて、純度と単層率を評価する手法を確立した。2 方向配向構造

体を張り付け法で製造した。放射率 98％以上のカーボンナノチューブ黒体材料を開発した。 

放射率 98%以上（世界トップ）

のカーボンナノチューブ黒体

材料の開発は、新たな用途

への展開が期待される。 

3221110 

    ・DDS や電子デバイスへの応用研究を加速させる短尺

SWCNT を実現するために、SWCNT の量産的精密切断

技術を開発する。短尺 SWCNT の半導体電子デバイス

への応用研究を進める。短尺 SWCNT の医療応用のた

めの基礎研究を行う。高品質 SWCNT 薄膜を利用した透

明導電性電極のフレキシブルデバイスへの応用研究を

・SWCNT の量産的精密切断技術に適用可能な新規電気化学セルを開発し、切断のメカニズ

ムを解明した。プラスチック基板上に SWCNT を合成時直接成膜し、透明電極やトランジスタ

として応用可能であることを確認した。医療応用のために、ナノカーボンの DDS に適した分散

剤の条件を明らかにし、 適な分散剤を確定した。SWCNT の合成時直接紡糸に成功した。 

  3221120 
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進める。SWCNT を直接紡糸する技術開発を引き続き進

める。 

  ・ナノカーボン構造体及びそれに含有さ

れる金属元素等を単原子レベルで高精

度に分析できる高性能透過型電子顕微

鏡及びナノカーボン構造体等の高精度

な分光学的評価法を開発する。また、ナ

ノカーボン技術の応用として、基板に依

存しない大面積低温ナノ結晶ダイヤの

成膜技術を開発するとともに、機械的、

電気化学的及び光学的機能等を発現さ

せる技術を開発する。 

・低加速電子顕微鏡の開発においては 6 回対称非点の

低減を目指し、STEM におけるさらなる高分解能化・高

輝度化を実現する。TEM においては色収差低減および

入射電子線の単色化により、高分解能化・高感度化を

目指す。カーボン単原子さらにはより軽元素の単原子観

察を目指す。また化学組成分析では K,Ca などの微量元

素検出や、原子番号の近い元素の原子識別などを目標

とする。 

・低加速電子顕微鏡の開発においては、加速電圧 60ｋV において 6 回対称非点を従来の 20

分の 1 程度まで低減することに成功した。これにより、STEM においては波長の 20 倍の空間

分解能を実現した。TEM においては入射電子線のエネルギー幅を従来の 2 分の 1 に低減さ

せて、加速電圧 30ｋV において 0.21nm の高空間分解能を実現した。これらにより Ca の単原

子検出、及び Ca と隣り合う原子番号の元素の識別に成功した。 

STEM においては空間分解能

において波長の 20 倍（世界ト

ップ）を実現。 

3221210 

    ・各種機能性分子内包カーボンナノチューブの創製をお

こない分光分析システム等を駆使して基礎物性を詳細

に調べる。内包する物質を有機分子のみならず無機材

料をふくめた系へと展開する。また、ミクロレベルでの物

性を詳細に調べるための近赤外蛍光顕微システムの開

発をおこなう。さらに、ISO/TC229 において、発光法によ

るナノチューブ評価法について TS の成立をめざす。 

・カーボンナノチューブと内包フラーレンとの相互作用をラマン分光により明らかにした。ま

た、ガドリニウム酸化物ナノ粒子をナノカーボンに内包することにより、ナノカーボンの生体内

挙動の定量計測に成功した。さらに、ナノチューブ物性評価用顕微蛍光システムを構築した。

ISO/TC229 において、発光法によるナノチューブ評価法についての技術仕様（TS10867）を提

案し、発行が承認された。 

  3221220 

    ・カーボンナノチューブシート/ナノダイヤ積層体の応用

開発を行う。ナノダイヤ薄膜を利用した SOD を用いて実

際の電子デバイスを作製し、特性の検証を行う。鉄系基

材のナノダイヤコーティングの摺動応用開発をさらに進

める。ナノダイヤ薄膜コーティングのシリコン MEMS への

組み込みを目指し、開発を開始する。 

・カーボンナノチューブシート/ナノダイヤ積層体の応用開発として、加速器用荷電変換膜を

試作し、加速器ユーザーへサンプル提供を行った。ナノダイヤ薄膜を利用した SOD により全

空乏型ＦＥＴの試作に世界で始めて成功し、従来の SOI デバイスと遜色のない特性と優れた

熱マネージメント特性を確認した。ナノダイヤコーティングした鉄系材料の機械部品開発を機

械メーカーと共同で進め、摺動特性、剥離強度特性などを評価を行った。ナノダイヤ薄膜コー

ティングのシリコン MEMS への組み込みを目指し開発を進めた。 

  3221230 

  2-(2)-② ナノ現象を活用した革新的エ

レクトロニクス技術の開発 

      3222000 

  ・カーボンナノチューブの主要パラメータ

を厳密に制御するための精密合成技術

をさらに発展させることにより、カーボン

ナノチューブの真正物性を明らかにする

とともに、種々の元素や化合物を内包し

たカーボンナノチューブの持つ特異物性

を見出して、分子デバイスを中心とした

新たな応用を展開する。 

・ゲルを用いた CNT の金属・半導体分離を実用化する

ために、分離原理の解明、高純度化を実現する。密度

勾配遠心分離法では、99.99%純度の実現およびその検

査法の開発、分離のコストダウンを目指す。金属型 CNT

を用いた透明導電膜では、ITO 代替としてシート抵抗 50

Ω/sq、透過率 80%を目指す。半導体 CNT による電界効

果トランジスタでは、CMOS 回路の試作、新型センサー

の試作を行う。 

・ゲルを用いた CNT の金属・半導体分離の原理解析をすすめ、ゲルビーズカラムを用いた簡

便、高速、安価でスケールアップ可能な新たな分離法を開発し、半導体 95%、金属 90%という

極めて高い分離純度を達成した。一方、密度勾配遠心分離法では、繰り返し分離法を採用

する事により、99%以上の高純度が達成されたが、99%以上の純度を評価するためには、これ

まで開発を進めてきたラマン分光法による評価手法を始め新たな検査法の必要性が明らか

となった。透明導電膜は、金属 CNT の純度を上げても特性は向上せず、その原因は CNT 分

散時に導入される欠陥にあることが明らかとなり、欠陥導入を抑えた単分散技術の開発を進

めた。CNT を用いたトランジスタでは、CMOS やセンサーの基本となる CNT 薄膜のパターン

ニングを自己組織化膜の技術を応用して実現した。 

  3222110 

  ・単一分子デバイスや分子エレクトロニク

スに応用するため、電子・スピン物性に

優れた半導体や金属的物性を示す合成

有機分子等の新物質探索と物性解明及

びナノ配線を実現するための分子と電極

との新たな結合手法の探索を行う。 

・単一分子性金属の三次元的な電子構造を明らかにす

る。プルシアンブルー型ナノ粒子材料の実用化に向けた

耐久性の検討、ナノ粒子膜の観測を行う。有機テルル

分子やシラン化合物の金属表面への結合の基礎研究と

類似分子による応用研究を行う。無機 EL 素子を粘土膜

上に形成するため有機無機ハイブリッド薄膜を開発す

る。ナノスケール電極のスイッチング現象の 小構造を

探索する。 

・単一分子性金属錯体の合成と構造解析を行い、酸化により分子が非平面から平面構造へ

と変換されることで電導度が一億倍以上になる事を見出した。プルシアンブルー型ナノ粒子

材料の耐久性を検討し、100 万回の繰り返し耐性を持つエレクトロクロミック素子を開発し、そ

の多層膜構造を観察した。有機テルル分子やシラン化合物の金属表面への結合の基礎研

究と類似分子による応用研究において、金表面上で±10V の高い耐電圧を示す新規テルル

酸化薄膜や、金表面上におけるオリゴシランの自己組織化単結晶を見いだした。また、シリコ

ン表面上で一分子による安定な半導体特性を観測した。無機EL素子を粘土膜上に形成する

ため有機無機ハイブリッド薄膜を開発した。ナノスケール電極のスイッチング現象の 小構

造を探索し、数本の分子内包カーボンナノチューブでの動作を確認した。 

左記実績の通り計画を高いレ

ベルで達成した上、さらに、計

画遂行課程で多層デバイス

の金属配線を残渣無く露出で

きる新規プラズマエッチング

方式を開発。これを走査電子

顕微鏡と組合せ、試料の内部

構造を分析できる装置を開発

した。 

3222210 

  ・化合物半導体、金属、酸化物等のヘテ

ロナノ構造で発現する電荷とスピンが関

わる量子現象を解明し、その現象を利用

した超高効率ナノデバイスを開発する。

また、そのためのナノスケール微細加

工・形成技術を開発する。 

・遷移金属酸化物を用いた不揮発性メモリ製造プロセス

を開発するため、産総研の開発した技術を民間企業の

8 インチウェハプロセスに移転する。また、遷移金属酸化

物の特性を不揮発性メモリだけでなく、整流素子やロジ

ック素子に展開する。より具体的には、遷移金属酸化物

における酸素欠陥移動を電界で制御する手法の実証を

行う。 

産総研が開発した遷移金属酸化物からなる不揮発性メモリ製造プロセスを、民間企業におけ

る 8 インチウェハプロセスに移転し、ウェハレベルでの素子特性評価プラットフォームを構築

することに成功した。また、遷移金属酸化物と金属の界面における酸素欠陥移動を、電界で

制御することに成功した。 

  3222310 
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2-(3) 飛躍的性能向上をもたらす

新機能材料及びそのデバイス化

技術の開発 

2-(3) 飛躍的性能向上をもたらす新機能

材料及びそのデバイス化技術の開発 

      3230000 

 スイッチング及び発光等の機能

の飛躍的向上が期待される新材

料の作製及びそのデバイス化技

術の研究開発を実施する。 

 スイッチング速度、発光及び耐電圧等

でシリコンの性能を凌駕し得る優れた特

性を有しながら、材料化やプロセス技術

が十分に確立されていない新材料をデ

バイス化するためには、材料特性の評

価、材料の高度化及びプロセス技術の

開発が必要である。さまざまな高機能材

料のうち、革新的な電子技術を創成する

独創的成果が期待される強相関電子材

料及び加工の難しさから要素技術の開

発が不十分なダイヤモンド材料に関する

技術を開発する。 

      3230100 

  2-(3)-① 強相関電子技術の開発       3231000 

   ・強相関電子が引き起こす相転移の制

御技術、強相関デバイスプロセス技術及

び量子位相制御理論等の基礎を確立す

るとともに、プロトタイプを作製して超巨

大磁気抵抗センサ、テラヘルツ全光型ス

イッチング素子等の強相関デバイスの機

能を実証する。 

・強相関電子系に顕著な巨大応答・高速応答・多自由度

などの特性を活かして、相転移を利用した相制御材料を

探索する。具体的には、鉄系超伝導材料などを研究の

対象とする。 

・電荷とスピンの自由度が絡み合って強誘電相転移と反強磁性相転移が共存する強相関相

制御材料 BiFeO3 の大型結晶の作製に世界で初めて成功した。結晶の強誘電特性を評価

し、室温で電気分極が 10μC/cm2 を超える巨大応答を示し、高品質であることを明らかにし

た。鉄系超伝導材料において重要視されている相転移近傍におけるフェルミ面形状変化の

検出手法として磁場方向に依存する面間磁気抵抗の変化が提唱されたので、実験的な検出

を試みた。鉄系超伝導材料 PrFeAsO の超伝導組成における変化は 100ppm 程度より小さい

ことが明らかになった。 

  3231120 

    ・電界効果トランジスタ技術・高圧技術などを駆使して、

量子臨界点近傍で増強される異常物性を探索するとと

もに、その物性を評価する。具体的には、遷移金属酸化

物の 2 次元界面や、鉄系超伝導体を含む臨界点近傍の

超伝導などを研究の対象とする。 

・SrTiO3 の電界効果トランジスタによる異常物性の探索の過程で界面の移動度向上が重要

であることが明らかになったので、従来の有機絶縁膜に改良を加えて有機と無機のハブリッ

ド絶縁膜を開発した。移動度を 2 桁程度向上させて 10cm2/Vs を達成し、トランジスタ製作技

術を発展させた。鉄系超伝導体の量子臨界点近傍での圧力効果の研究を行い、CeFeAsO

系において 4GPa 程度の圧力で超伝導が突然消失するという異常物性を明らかにした。 

  3231130 

    ・磁性材料を微細な素子に加工した試料の表面磁区構

造をスピン SEM で観測するため、試料表面の清浄化技

術の高度化を図り、微細加工した試料の磁区構造観察

技術を確立する。また、異なる磁気秩序を有する強相関

酸化物を接合したヘテロ界面における電荷移動と磁気

秩序の競合が界面伝導および磁気に及ぼす効果を明ら

かにする。 

・中性ビーム源を用いた試料表面の清浄化技術を高度化することで、微細加工した磁性材

料、スピン素子の磁区構造をスピン偏極電子顕微鏡で再現性良く観察する手法を確立すると

ともに、ナノスピン素子の磁性電極の磁区構造を定量的に解析することに成功した。LaMnO3

と SrMnO3 の電子状態、磁気秩序の違いを利用することで、電子相競合現象により巨大磁気

抵抗メモリ効果を示す新しい機能性強相関界面構造を創製した。 

  32311g0 

    ・抵抗変化メモリ素子を構成する遷移金属酸化物につい

て、キャリア濃度に対する界面電子構造の変化を系統

的に調べることで界面電子構造と抵抗状態の関係を明

らかにし、動作機構解明へとつなげる。 

・光吸収分光、電子エネルギー損失分光などの測定から、酸素欠陥生成によるキャリア濃度

の減少は(Pr,Ca)MnO3 のバンドギャップを広げ、金属電極との界面形成された障壁のポテン

シャル形状を変化させることを明らかにした。この知見を基に抵抗変化メモリ効果の動作機

構として、酸素欠陥の生成により障壁が変化するモデルを提案した。 

  32311h0 

    ・遷移金属酸化物の100 nmオーダーの微細素子を再現

性良く作製するプロセスを確立し、その微細素子の動作

確認を行う。 

・電子ビーム直接描画による遷移金属酸化物の微細加工に適したレジストの探索と描画条

件の 適化により、 (La,Sr)MnO3 薄膜を 300nm×300nm 以下のサイズで再現性良くリソグラ

フィー可能な技術を開発した。基板冷却 Ar イオンミリング法に対するレジストのエッチング耐

性を評価した結果、(La,Sr)MnO3 薄膜の膜厚を 100nm 程度にすることで開発したリソグラフィ

ー技術により 100nm オーダーの微細加工が可能であることを確認した。また、微細素子の特

性評価から、安定動作の実現にはエッチング、層間絶縁膜作製などプロセス条件の 適化

が必要であることを明らかにした。 

  32311i0 

  2-(3)-② 新機能ダイヤモンドデバイス

の開発 

      3232000 

  ・各種の応用を目指したダイヤモンドデ

バイスを実現するために、材料加工技

術、表面修飾技術及び界面準位の面密

度を 1012cm-2 以下に抑制する界面制

・ダイヤモンド p-i-n 構造 LED の取り出し効率を向上す

る。低エネルギー電子放出デバイスの電子放出を 1%ま

で向上する。（001）面の n 型ダイヤモンド薄膜の低抵抗

化を行う。完全平坦ダイヤモンドによるナノレベルでの

・ダイヤモンド p-i-n 構造 LED について、材料の高品質化および膜厚 適化によって取り出し

効率を向上し、0.3 ミリワットの実用化に道筋をつける出力を得た。また、低エネルギー電子

放出デバイスでは電子放出を約 1%向上するだけでなく、10μW 以上の出力を室温で得ること

に成功した。ｎ型半導体の低抵抗化を図るために選択成長による薄膜作製方法を開発した。

  3232110 
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御技術の開発を行う。 高さ標準としての利用を図る。表面修飾技術や界面準

位の面密度について第 2 期中期計画の目標値を達成す

る界面制御技術の開発を行う。 

完全平坦ダイヤモンドを高さ標準として企業に提供した。さらに、材料加工技術、表面修飾技

術を改善し、絶縁膜の作製手法として原子層堆積法を使うことにより界面準位の面密度を

1012cm-2 以下に抑制する界面制御技術の開発に成功した。 

  ・ダイヤモンドの持つ優位性を生かした

10kV 耐圧デバイス、ナノモルレベルの感

度を持ち 100 回繰り返し検知可能なバイ

オセンサ及び紫外線発光デバイス等の

ダイヤモンドデバイスを開発する。 

・次世代省エネデバイスとしての SiC 素子に対する優位

性を示すため、高温での高電流密度動作を実現する。

既存素子を凌駕する高融点・長期安定ショットキーデバ

イスを利用し、250℃3000A/cm2 動作を目指す。またダ

イヤモンドで 10KV 耐圧が可能なことを示す。 

・超耐熱性の擬似縦型構造ダイヤモンドショットキーダイオードの 250℃3000A/cm2（100μm

φ）動作を実現し、高温で高電流密度動作が同時実現可能なことを実証した。また、ショット

キーダイオードで 10kV の耐圧を実証した。  

  3232210 

    ・フェムトモルレベルの高感度センサーを開発すると共

に、応用対象を明確にして実用的なセンサー構造を開

発する。 

・フェムトモルレベルを計測するための、微小電極を備えたセンサー構造の作製に成功した。

20000 個程度の DNA のセンシングが出来ることを確認し、生体物質の個数を計測できるセン

サーとしての応用の可能性を示した。 

  3232220 

  ・ダイヤモンドのデバイス化に不可欠な

大型基板作製のための基盤技術を開発

し、1 インチ以上の種結晶を合成する。 

・1 インチφ単結晶ダイヤモンドの種結晶を合成するとと

もに、2 インチφ高速合成装置の設計緒元を決定する。

・1cm 角の単結晶 6 個の組み合わせによるモザイク構造で、 1 インチウエハの作製に成功し

た。 プラズマシミュレーションと実験との比較によって、 成長範囲 2 インチφの高速成長装

置の設計緒元として、 成長速度 15μm/時および均一性±5%を得るため 合成圧力 120Torr

においてマイクロ波周波数 915MHz、電力 17kW が必要であることを決定した。 

  3232310 

2-(4) ナノ現象解明のためのシミ

ュレーション技術の開発 

2-(4) ナノ現象解明のためのシミュレー

ション技術の開発 

      3240000 

 ナノスケールデバイスの動作原

理を解明するため、ナノ物質の構

造・物性・反応やナノ現象の解

析・予測を行う基盤的シミュレー

ション理論及びナノスケールデバ

イスの設計・作製を支援する統合

的なナノデバイスシミュレーション

技術の研究開発を実施する。 

 ナノスケールデバイスの動作原理の解

明とその設計・製作には、数 nm から数

100nm のスケールをカバーする高精度

かつ高速なナノシミュレーション技術が

不可欠である。そのため、ナノシミュレー

ション技術の開発を行い、分子デバイス

や有機デバイス等の作製を支援する。ま

た、より広範なナノ物質の構造、物性、

反応やナノ現象等について広範な理論

研究を行う。 

      3240100 

  2-(4)-① ナノ物質の構造と機能に関す

る理論とシミュレーション技術の開発 

      3241000 

  ・量子力学及び統計力学に基づくシミュ

レーション技術を高機能化及び統合化し

て、ナノデバイス設計のための統合シミ

ュレーションシステムを開発する。 

・以下のようにして、第 2 期中期計画を達成する。 

1) ナノ構造体の構造と性質を予測・解析するために、

統計力学に基づくシミュレーション技術をより高度化し

て、シリコンの新構造、界面活性剤、イオン性液体の構

造解析と物性計算、水素貯蔵合金などに適用する。 

2) スピン軌道相互作用・ノンコリニア磁性計算法、オー

ダーN 法等の量子力学に基づく新物質の物性予測手法

をさらに整備して、新世代デバイス材料開発、実材料へ

適用する。 

3) 電池技術の高度化に向けて、非フッ素系電解質膜、

電極反応の第一原理解析手法をさらに開発する。 

4) 更なる計算効率化を実現する為に、 局在ワニエ関

数を用いた手法を GW+ベーテ・ザルピータ法等の量子

力学に基づく高精度計算手法に適用して、鉄系超伝導

体などの界面への適用する。 

・以下のようにして、第 2 期中期計画を達成した。 

1) 分子動力学法のアンサンブル法と粗視化法を高度化して、 金属内包フラーレン型シリコ

ンナノワイヤーの構造安定性と電気伝導性、リポソームの形成過程、イオン性液体の構造と

拡散係数の関係、金属系及びカーボン系の水素貯蔵材料の特性変化の要因など、ナノ構造

体の構造と性質を予測・解析した。 

2) スピン軌道相互作用・ノンコリニア磁性計算法の整備を進め、5d 遷移金属酸化物で妥当

な結果を得た。また、金属酸化物電子デバイス材料を中心に適用計算を進めた。さらに、オ

ーダーＮ法を活用して、超リチウムイオン伝導体について第一原理分子動力学シミュレーショ

ンを大規模に（1200 原子、15 ピコ秒）行い、その構造やイオン伝導機構を実験にさきがけて

予測した。 

3) 非フッ素系電解質膜のプロトン伝導性、白金電極上の酸素発生の第一段階を新たに開発

した第一原理分子動力学計算から明らかにした。 

4) 高精度計算手法である 局在ワニエ関数と GW/RPA 法を用いたダウンフォールディング

法により鉄系超伝導体の低エネルギー有効模型を導出した。その結果、11 系(FeSe, FeTe)

は 1111 系(LaFeAsO,LaFePO)より電子相関が強いことがわかった。 

  3241110 

  ・単一分子を介した電子輸送や単一分

子に起因する化学等の問題に適用でき

る新しいシミュレーション理論を構築す

る。 

・開発した電流・熱伝導の相関理論を用いて熱電変換効

率指数の理論計算を行う。接合条件を系統的に変えた

理論計算を行う事により、熱起電力に対するボトルネッ

ク効果の有無を理論的に検証し、熱電変換高効率化に

つながる接合条件の 適化を試みる。 

・熱電変換高効率化につながる接合条件の 適化を試みた結果、電極フォノンと振動数ミス

マッチが大きな有機分子が条件を満たす有力な候補である事が明らかとなった。その一例と

して、アルカンジチオール分子を取り上げ、この分子ではフォノンに対するボトルネック効果

が強く影響している事を見出した。 

  3241210 

  ・ナノ材料やナノ流体等の構造及び機能

に関する理論を発展させ、実用的なナノ

材料設計及びナノデバイス・プロセスモ

・粗視化高分子モデルに基づいた高分子/基板界面の

モデリング技術を発展させ、高分子の分子量依存性、薄

膜化における膜厚依存性についての実用的な評価を可

・基板界面の物性を解析するためのソフトウエアプラットフォームを、高分子／基板界面の粗

視化モデリング手法を発展させることにより開発した。得られる物性値として局所ガラス転移

  3241310 
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デリングを行うソフトウェアプラットフォー

ムを構築する。 

能とするソフトウェアプラットフォームを構築する。 温度に着目して検討した結果、分子量や膜厚によって複雑に変わることが分かった。 

  ・ナノスケールの理論研究により、量子コ

ンピューティングを実現する新たな構造

及び相転移を高速化する光誘起相転移

材料の 適組み合せ構造等の提案を行

い、 先端デバイスの開発を先導する。 

・高温超伝導体の積層結晶構造を活かした大規模量子

計算の理論的可能性を検討する。強磁性体と超伝導体

を組み合わせた量子演算素子の概念設計を行う。ナノ

構造を有する強磁性薄膜を用いた磁気センサーやマイ

クロ波発振素子について、共同現象を利用した高効率

な素子の概念設計を行う。半導体ナノ構造中に閉じ込

められた 2 電子スピンの量子力学的重ね合わせ状態を

検出する手法を開発する。 

・高温超伝導体の固有ジョセフソン接合において、層間の電磁気的結合によって巨視的量子

トンネル率が飛躍的に大きくなることを理論的に明らかにし、層間結合を利用した量子コンピ

ュータの概念設計を行った。強磁性絶縁体と高温超伝導体を組み合わせたジョセフソン素子

においてπ接合という特異なタイプの接合が出現することを示し、π接合を利用したノイズに

強い量子演算素子を設計した。ナノ構造を有する強磁性薄膜を用いた磁気センサーを 2 テラ

ビット/平方インチ級の高密度磁気記録再生ヘッドとして応用するために必要な物質パラメー

タをシミュレーションから特定した。ナノ構造を有する強磁性薄膜を用いたマイクロ波発振素

子が高効率に発振するための電極の磁気構造を理論的に特定した。半導体ナノ 構造中に

閉じ込められた2電子スピンの量子力学的重ね合わせ状態の量子力学的位相を検出する手

法、および量子相関を測定する手法を理論的に開発した。 

  3241410 

３．機能部材の開発による輸送機

器及び住居から発生する CO2 の

削減 

３．機能部材の開発による輸送機器及び

住居から発生する CO2 の削減 

      3300000 

 自動車等の輸送機器のエネル

ギー消費の大きな要因となってい

る車体重量の軽量化を目指し、

軽量合金部材の研究開発を実施

する。また、住宅におけるエネル

ギー消費の削減に有効な断熱及

び調湿機能を持つ建築部材に関

する研究開発を実施する。 

 製造業以外で大きな排出源である輸

送機器と住居からの CO2 排出の削減に

材料技術から取り組むため、軽量合金

部材の耐熱性向上と大型化する技術を

開発し、エンジンと車体の軽量化を実現

し、また、高断熱等の機能化建築部材に

関する研究開発を行うことにより、建築

物の居住性を損なわずにエネルギーの

消費低減に貢献する。 

      3300100 

3-(1) 耐熱特性を付与した軽量

合金部材の開発 

3-(1) 耐熱特性を付与した軽量合金部

材の開発 

      3310000 

 エンジン等への使用を可能とす

る耐熱性に優れた軽量合金の鋳

鍛造部材に関する研究開発を実

施する。 

 輸送機器の重量を軽減することを目的

として、実用的な耐久性を持つ鋳鍛造性

と耐クリープ性に優れた耐熱軽量合金

及びその加工技術の開発を行い、エン

ジン部材等への使用を可能にする。 

      3310100 

  3-(1)-① 耐熱性軽量合金の開発       3311000 

  ・軽量金属材料のエンジン部品を実現す

るため、鋳鍛造部材の製造技術に必要

な耐熱合金設計、連続鋳造技術、セミソ

リッドプロセスによる高品質部材化技

術、接合技術及び耐食性向上のための

コーティング技術を開発する。 

・新開発 Mg 合金の耐熱性をより高めるための凝固組織

制御を行い、200℃での耐熱強度が既存の耐熱 Al 合金

（AC8A）に匹敵する合金の開発を行う。また、耐熱Mg合

金の高度に組織制御された高品位ビレットを製造するた

めの連続鋳造技術を開発する。さらに、耐熱 Mg 合金の

高品質部材化を達成するセミソリッドプロセス技術を確

立する。粉末冶金法によって新規の TIG 溶接用溶加材

を開発し、溶接継手効率 95%以上を目指す。マグネシウ

ム合金の耐食性コーティング技術の開発では、オートク

レーブを用いた耐食性皮膜作製プロセスの開発を行うと

ともに、作製した皮膜の耐食性試験を行う。 

・新開発 Mg 合金の耐熱性向上を目的に、合金設計・凝固組織制御技術について検討した結

果、AC8A の耐熱強度にほぼ匹敵する合金を開発できた。表面性状の美麗な高品位の耐熱

マグネシウム合金ビレットの連続鋳造技術を開発した。また、セミソリッドプロセスによる高品

位部材化技術の開発では、ランナレス射出成形法により微細組織の合金スラリーが得られ

る条件を確立した。難燃性 Mg 合金をベースとした新規の溶加材を開発した。押出し板材の

溶接の結果、溶接継手効率 95％を達成できた。Mg 合金へ耐食性を付与するための表面処

理技術として新規蒸気養生法を開発した。生成された皮膜の耐食性を塩水噴霧試験・塩水

浸漬試験によって評価し、該皮膜は優れた耐食性を有することが確認された。 

  3311110 

3-(2) 軽量合金材料の大型化と

冷間塑性加工を可能とする部材

化技術の開発 

3-(2) 軽量合金材料の大型化と冷間塑

性加工を可能とする部材化技術の開発 

      3320000 

 自動車等の輸送機器の軽量化

に向け、軽量合金を大型構造部

材として実用化するために必要と

なる冷間塑性加工による薄板材

製造技術及び低コストな素形材

生産技術の研究開発を実施す

 輸送機器の車体等を軽量化するため、

冷間塑性加工が可能な軽量合金の薄板

材とその加工技術を開発し、低コストの

軽量合金素形材の生産技術を実現す

る。 

      3320100 
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る。 

  3-(2)-① 高加工性軽量合金素形材の

開発 

      3321000 

  ・車体用の軽量金属材料を用いた大型

構造部材を製造するために必要な連続

鋳造技術、冷間塑性加工プロセスによる

部材化技術、集合組織制御による面内

異方性を低減する圧延薄板製造技術、

接合技術及び耐食性向上のためのコー

ティング技術を開発する。 

・耐熱Ｍｇ合金の高度に組織制御された高品位ビレット

を製造するための連続鋳造技術を開発する。冷間成形

性に優れた Mg 合金圧延材の開発、及び高温圧延が Mg

合金の集合組織形成に及ぼす影響について調査を行

い、高強度化、低コスト化を目指す。高信頼性 Mg 合金

鍛造部材創製のための 適プロセス条件を探索する。

摩擦撹拌異種接合において接合強度を向上させる技術

を開発する。新規のTIG溶接用溶加材を開発し、溶接継

手効率の向上を目指す。汎用 Mg 合金（AZ31)用 Si 含有

ダイヤモンド状炭素（DLC）膜の耐食性の向上被膜作製

条件を確立する。 

・耐熱 Mg 合金ビレット連続鋳造材の 適鋳造条件を解明した。また、セミソリッド技術で微結

晶分散金属ガラスの新製造技術を開発した。固相線温度直下での高温圧延により、市販 Mg

合金 AZ31B の異周速圧延材で Al 合金並みの冷間成形性を得た。また、Ce 含有開発合金で

Ce の Y による代替により Al 合金並みの成形性を有し、Ce 含有開発合金より強度の高い合

金を開発した。鍛造DBを構築しつつ、難燃性マグネシウム合金連続鋳造材の動的再結晶挙

動と、微細結晶粒の形成機構を解明と異方性低減を確認により、低コスト鍛造プロセス開発

の基礎的知見を得た。粉末法によって新規組成の溶加材を開発し、汎用難燃性 Mg 合金押

出し板材の TIG 溶接へ適応し、良好な溶接継手効率を得た。Mg 合金と銅合金、Ti 合金、及

び鉄系材料等の摩擦撹拌接合法による接合において有効な接合状態を特定した。さらに

DLC コーティング内のピンホールの Ti 薄膜封鎖によりステンレス合金以上の耐食性を発現

させることができた。 

  3321110 

3-(3) 快適性及び省エネルギー

性を両立させる高機能建築部材

の開発 

3-(3) 快適性及び省エネルギー性を両

立させる高機能建築部材の開発 

      3330000 

 居住者の快適性を確保しつつ

省エネルギー化を実現するため

に、窓、壁及び屋根等の高断熱

及び調湿等の機能を持つ建築部

材並びにそれらの低コスト化技術

の研究開発を実施する。 

 住環境の冷暖房の効率を向上させる

高断熱部材の開発、我が国の高温多湿

な気候風土に適した「調湿材料」等の居

住者の快適性を確保する知能化建築部

材の開発及びそれらの低コスト化技術

の開発を行う。 

      3330100 

  3-(3)-① 省エネルギー型建築部材の開

発 

      3331000 

  ･建築物の空調エネルギーを 10%削減す

るための調光ガラス、木質サッシ、調湿

壁、透明断熱材、セラミックス壁及び照

明材料等の各種部材の開発及び低コス

ト化を行う。また、熱収支シミュレーション

等を駆使してその省エネルギー効果を

検証する。 

・ 調光ミラー窓ガラスについては、省エネルギー性能を

更に高める技術の検討を行う。サーモクロミックガラスに

ついては、安価大面積成膜技術の確立を目指す。木質

材料では、引き続き温度、含水率の変化速度が物性に

及ぼす影響を調査し、得られた知見を薬液含浸や圧縮

変形理論に反映させ、木製サッシ普及に必要な物性及

び信頼性の基礎データを蓄積する。調湿材料系では、

開発新規吸着材等の調湿材料への部材化を検討し、そ

の省エネルギー性能等の評価を行う。廃棄物リサイクル

保水建材では、実証試験と実用化試験を継続するととも

に、部材の高性能化を図る。 

・光学特性に優れた新しい調光材料であるマグネシウム・アルカリ土類金属合金による新規

調光ミラーを開発した。大面積のサーモクロミックガラス作製に適した新しい化学的作製法を

開発した。木質材料では、針葉樹では約 90℃、広葉樹では約 60℃を横切る温度変化により

弾性率の低下が著しいことを実験で明らかにした。開発新規吸着材を保持した壁紙を試作

し、既存の調湿建材との性能比較を行った。廃棄物リサイクル保水性セラミック建材として、

不焼成の固化体でありながら耐凍害性、耐摩耗性を更に向上させた部材を開発した。 

  3331110 

    ・蛍光ガラスを利用した平面光源について、実用化デバ

イス開発への連携先を見出す。蓄光材料については、

組成探索を行うとともに、従来型の蓄光材料とガラスの

複合化手法を含めて今後必要となる開発要素を明らか

にする。 

・蛍光ガラスを利用した平面光源について、他の形状の用途を含めて企業との連携可能性を

見出すことができた。蓄光材料については、ガラス組成を変えることにより既存の蓄光結晶

材料とガラスの溶融による複合化を行い、その残光特性を評価した。ガラスの融点という単

一の特性だけでなく、泡、分散状態、界面反応を考慮して材料・プロセスを選択することが必

要であることが明らかになった。 

  3331120 

４．ものづくりを支援するナノテク・

材料共通基盤の整備 

４．ものづくりを支援するナノテク・材料共

通基盤の整備 

      3400000 

 国内のものづくり産業の国際競

争力強化を支援するため、ナノテ

クノロジー・材料・製造に関する技

術の研究開発力の強化に必要な

共通技術基盤としてのインフラを

整備する。 

 我が国のものづくり産業の国際競争力

強化を支援するためには、ものづくりの

共通基盤ともいえる先端的な計測・加工

技術を開発し、これを国内事業者に普及

することが重要となる。そのため、ナノレ

ベルでの精密な計測や加工を可能とす

る技術や設計した機能をそのまま実現

する部材などの開発を行う。さらに、これ

らの技術を産業に移転するための先端

      3400100 
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微細加工用共用設備の整備と公開運用

を行うほか、加工技術の継承と活用を図

るためのデータベース等を作成して、公

開する。 

  4-(1) 先端計測及びデータベース等の

共通基盤技術の開発 

      3410000 

   機能性材料及び先端計測・加工技術

の社会への受容を促進するため、共通

的また政策的な基盤の整備を行い、も

のづくり産業を支援し、国際競争力の強

化に資する。また、加工技術の継承と活

用を推進することにより、少子高齢化に

よる熟練技術者の不足問題への対策を

行う。さらに、製造環境や作業者の状態

等を総合的にモニタリングする技術等を

開発し、製造産業の安全と製品の信頼

性の向上に貢献する。 

      3410100 

  4-(1)-① 高度ナノ操作・計測技術とナノ

構造マテリアルの創成技術の開発 

      3411000 

  ・加工と計測との連携を強化するため

の、プローブ顕微鏡等を応用した複合的

計測技術を開発する。また、計測データ

の解析を支援するナノ構造体のシミュレ

ーション・モデリング法、高精度計測下で

の生体分子のその場観察と操作技術等

の新手法を開発する。 

・平成 20 年度までに開発した走査型近接場光学顕微鏡

において、極低温下での空間分解能 50nm と、試料粗動

機構（移動距離 0.1mm、精度 100nm）の機能を確認し、

試料形状、光学特性等を極限環境下で複合的に計測で

きる技術を開発する。また、走査トンネル顕微鏡像の電

圧依存性からナノ構造体を解析するため、新たなシミュ

レーション・モデリング法を開発する。 

・試料粗動機構（移動距離 0.1mm、精度 100nm）の機能、並びに空間分解能（50nm）の確認を

行った。試料形状とともに、発光・反射光学特性、電気特性を同時に計測できる多次元複合

計測システム技術を開発した。半経験的分子動力学法を利用し、走査トンネル顕微鏡（STM）

像のシミュレーション・モデリング法を開発し、ポルフィリン誘導体の STM 像の電圧依存性を

計算し、実験と一致する結果を得た。 

  3411110 

    ・平成 20 年度までに開発されたコンタミネーションフリー

TEM、エネルギー損失電子顕微鏡によるソフトマテリア

ル解析技術を利用し、高分子等のソフトマテリアルの加

工技術と計測・分析技術の連携を強化するための複合

的計測技術を開発する。 

・平成 20 年度までに開発されたコンタミネーションフリーTEM、エネルギー損失電子顕微鏡に

より高分子構造の解析が可能となり、高分子構造解析に本技術を適用することによって複合

材料の難燃性、接着特性等との相関をナノメートルレベルで解明し、高分子等ソフトマテリア

ルの加工技術と計測、分析技術の連携を強化するための複合的計測技術を開発した。プラ

スチックなど工業材料の解析に活用し、樹脂/金属接合、材料強度、難燃性等の加工技術に

不可欠な物性との相関を明らかにした。 

  3411120 

  ・金属ナノ粒子、ナノコンポジット材料や

コポリマー等のナノスケールの微細構造

を持ち、特異な物性を発現する新規ナノ

材料の開発及び探索を行う。また、ナノ

構造材料の形成プロセスと機能的利用

を進めるモデリング技術を開発する。 

・窒素分子を室温でアンモニアに変換しさらに脱離させ

るために、鉄とタングステン等 2 成分からなるナノクラス

ター上でのアンモニア生成を検討する。またバルク金属

表面をクラスター擬似構造を持つように改質し、それに

よるマイルドな条件でのアンモニア生成が可能かを検討

する。 

・鉄とモリブデンの合金をイオンビームでスパッタすることにより、これら 2 種類の元素からな

るナノクラスターが生成することを確認した。しかしながら生成量が少なかったため、モリブデ

ンに近い性質を有するタングステンのナノクラスターについて、窒素分子からのアンモニアの

生成と脱離を X 線光電子分光法、昇温脱離法を用いて詳細に検討した。その結果、生成した

アンモニア分子はこのクラスターから室温で脱離することが明らかとなり、ナノクラスターが室

温における窒素ガスからのアンモニア製造に有用な物質であることを見出した。さらに、タン

グステンやバナジウムのバルク金属表面をイオンビームスパッタ法で改質し、その表面にお

ける室温での窒素と水からのアンモニア生成を、X 線光電子分光法、昇温脱離法、ラマン分

光法により検討した。これにより、これらの表面においても室温で窒素分子は水分子からの

水素によって還元されアンモニアに変換されることを明らかにした。 

遷移金属酸化表面を用いて

常温・常圧のマイルドな条件

下で窒素をアンモニアに変換

できることを明らかにした。 

3411210 

    ・新規導電性エラストマーや高熱伝導性ナノコンポジット

材料を開発する。また、二酸化炭素由来プラスチックの

複合化により、高耐熱性の実用材料を開発する。ナノ構

造を制御した酸化物微粒子等をベースに薄膜化を図

り、高度な光機能等の特異な物性を発現する新規ナノ

材料を開発する。また、積層構造と光反応効率との相関

解明から光機能材料薄膜化プロセスのモデリング技術

を開発する。 

・延伸可能な高導電性エラストマーの開発に成功した。また、二酸化炭素由来プラスチックの

複合化において三成分のポリマーの一つをフッ素系ポリマーにすることで、分解温度を

100℃向上させることに成功した。また、微粒子をベースとして樹状構造の酸化タングステン

薄膜の合成に成功した。この薄膜に助触媒の担持位置のモデリングをおこない、光反応効率

を 大化して、室内照明でも曇らない、汚れないといった機能が発現する光触媒薄膜を開発

した。さらに、全自動型高せん断成形加工機を開発し、製品化した。 

ナノコンポジット創製に必須と

なる高せん断成形加工機を

世界に先駆けて製品化した。

3411220 

  4-(1)-② 新機能部材開発のための基

盤技術の開発 

      3412000 
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  ・ナノ結晶粒や準安定相の利用等による

高性能なエネルギー変換型金属部材及

び鉛を用いない新規圧電体等の低環境

負荷型セラミックス系材料に関して、材

料設計、作製プロセス及び特性評価方

法等を開発する。 

・Fe 系熱電材料の特性を改善するため、合金作製技

術、モジュール化技術を開発する。特に、モジュールの

小型化に寄与する要素技術の開発を行う。また、非平

衡化プロセスによるバルク状 Sm-Fe 系希土類磁石を作

製し、得られた磁性材料の磁気特性を明らかにする。さ

らに、クリオゲル担持触媒の SOx 耐性の向上を目的に、

水等の高融点溶媒中でのゲルを作製する技術、および

これらを凍結乾燥する技術を開発し、白金の省使用化

効果を検討する。また、コア-シェル型電極触媒について

は、金コア-白金シェルナノ粒子について系統的にアノー

ド特性を評価し、白金削減量の上限値について検討す

る。 

・Fe 系熱電材料の特性を向上するため、重い元素を添加した合金を開発した。さらに、焼結

体を加工技術を開発し、微小な素子を作製して電極との接合条件を明らかにした。また、

Sm-Fe-N 合金粉末をミリングすると非平衡相が形成されるが、焼結すると Fe 相が低温で生

成して磁気特性が低下することが明らかとなった。クリオゲル担持触媒の開発では、従来の

アルミナに比べて SOx 耐性の高い、チタニアを担体として利用するため、白金-チタニア系の

ゾルゲル反応を t-ブタノール-水系で実施し、均一な湿潤ゲルを調製した。得られた湿潤ゲ

ルを凍結乾燥することにより、白金－チタニアクリオゲル触媒を作製することに成功し、従来

法による触媒と同程度の白金分散度が得られた。コア-シェル型電極触媒については、金コ

ア-白金シェル系において、同程度の粒径で組成の異なるナノ粒子を系統的に調製し、電池

性能を精査した。その結果から、本方法によるアノード側での白金削減量の上限値を 70%程

度と推算した。 

  3412110 

    ・TiCN 系サーメット合金の高性能化を図るため高熱伝

導性硬質粒子の複合化および真空燒結における硬質

粒子微細化技術を開発する。WC-FeAl 合金の切削工具

への用途を拡大するために、切削性能評価を行う。ま

た、破壊靭性を改善するための合金設計を行い、高温

金型としての特性評価および打ち抜き金型としての特性

評価を行う。微細結晶粒 Ti3SiC2 焼結体の高純度化に

効果のあった原料組成の内、Si 量の影響を調べ、さらな

る高純度化を図る。 飲料水用青銅合金鋳造材のビス

マス量を低減するため、凍結鋳造における鋳造組織の

微細化を行い、鋳物の薄肉化技術を開発する。また、大

型鋳造材作製のため、凍結鋳造に適したシミュレーショ

ン技術を開発する。 

・TiCN-FeAl 系サーメットの熱伝導性を TiB2 あるいは WC の添加により改善した。また、予備

粉砕した硬質粒子を用いることで真空焼結におけるサーメットの組織微細化を行った。

WC-FeAl は結合相量および Fe/Al 比による強度、破壊靭性への影響を明らかにし、 適な

合金設計と金型としての特性を評価した。TiC 添加した WC-FeAl チップソーを試作して鋼材を

被削材として切削性能評価したところ、市販超硬合金チップソーと同等の性能が得られた。

Ti-Si-C については、原料中の Si 量と合成条件の検討により、微細結晶粒のまま 87％から

96％に高純度化できた。また、特性を明らかにするとともに、ヒーターへの応用を目指した特

性評価を行った。飲料水用配管に使われている鉛含有の青銅合金に対して、鉛を 2mass%以

下のビスマスに置き換え、鋳造組織を微細化できる凍結鋳造技術を確立した。また、凍結鋳

造の伝熱モデルをたて、実際の鋳物における鋳造方案についてシミュレーションを行い、鋳

造欠陥の低減に有効であることを確認した。 

  3412120 

    ・希土類磁石リサイクルに関し、選択酸浸出における溶

解機構を明らかにし、また溶媒抽出法におけるモデル化

を行う。蛍光体リサイクル・再利用のための処理方法に

関して、廃蛍光体の再生処理後の輝度値等の評価を、

新品または新品との種々の混合比状態とで比較して行

い、再利用性について調査する。 

・脱磁後酸化焙焼したネオジム磁石を対象に、100℃以下での塩酸による各種金属の溶解挙

動を明らかにし、焙焼時における希土類と鉄の複合酸化物の生成が、希土類の溶解率低下

に密接に関与していることを明らかにした。また、抽出試薬 PC88A によるネオジムおよびジス

プロシウムの溶媒抽出平衡を解析し抽出平衡定数を求め、様々な条件での抽出率の定量的

予測を可能とした。さらに、使用済み蛍光体の再利用に関して、再生品と新品との混合利用

を行うため、種々の混合状態で輝度等の測定評価を行い、混合の閾値に関する基礎データ

を得た。 

  3412130 

    ・レアメタル資源に関する会議に出席し、レアメタルの資

源開発動向を把握し、今後供給が不安定化する可能性

のあるレアメタルの抽出、資源の安定供給確保のため

の方策を検討する。第 4 回産総研レアメタルシンポジウ

ムを開催する。 

・香港、カナダ、南ア、米国で開催されたレアメタル資源に関する国際会議に出席し、レアメタ

ル、特に希土類、リチウムに関する資源開発動向を把握した。それらの会議で得た情報を、

産総研レアメタルタスクフォース等を通じて、所内および経済産業省に提供した。また、第 4

回産総研レアメタルシンポジウムを開催した。 

  3412140 

  ・高次構造制御等により、優れた電磁気

的、機械的、熱的及び化学的特性を示

す有機部材及び有機無機ハイブリッド部

材を開発する。 

・ヘテロ元素を含む有機無機ハイブリッド材料において、

耐熱性に加えて他の物性の検討を行い、電気的特性等

に優れたハイブリッド材料を作製する。 

・ケイ素またはホウ素等のヘテロ元素を含む有機無機ハイブリッド材料において、低極性モノ

マーを用いて重合反応の改良を行った結果、耐熱性及び加工性だけでなく電気的絶縁性に

も優れたケイ素またはホウ素含有ハイブリッド材料を作製することに成功した。 

  3412210 

    ・水酸基含有ポリプロピレンを用いたポリプロピレン系複

合材料の用途開発を行う。 

・民間企業 2 社とそれぞれ共同研究を実施し、水酸基含有ポリプロピレンを用いた樹脂の高

次構造解析及び機械的特性評価試験を行い、高強度ポリプロピレン系樹脂としての産業利

用可能性を明らかにした。 

  3412220 

  4-(1)-③ 加工技能の技術化と情報化支

援技術の開発 

      3413000 

  ・加工条件や異常診断等に係わる熟練

技術者の技能をデジタル化する手法を

開発し、その結果をもとに加工技術デー

タベースを構築する。これらの成果を企

業に公開することで、要素作業の習得に

要する期間の半減等の企業における人

・加工技術データベースについては、継続してユーザの

獲得に努め前年と同程度の新規ユーザ獲得を目指し､

当初の目的である 10,000 ユーザ達成を実現する。ま

た，技能継承ツールである加工テンプレートについて

は、企業による試行を継続し機能の充実を図ると共に、

研修制度等を活用した人材育成に取り組み、企業現場

・加工技術データベースについては、各地公設機関や加工関連諸団体等と協力して継続的

なユーザの獲得に努め、前年同様、年間 1400 人程度の新規ユーザを獲得した。その結果、

当初の目的である 10,000 ユーザを平成 21 年 7 月末に達成した。技能継承ツールである加工

テンプレートについては、鋳造・鍛造・めっき・熱処理の 4 加工について、それぞれの加工テン

プレートの導入促進のために、「中小企業技術・技能継承セミナー」を 13 回開催、また各地の

研究組合や企業を対象とする訪問説明会を 11 件開催するなど普及活動を進めた。 

  3413110 
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材育成への貢献を実務例で実証する。 での普及に努める。 

  

  

・産総研計測技術データベースおよび生産現場計測技

術データベースを構築し、これらの成果を企業に公開す

ることで、要素作業の習得に要する期間の半減等の企

業における人材育成への貢献を実務例で実証する。 

・技術キーワードを用いて、産総研内のデータベースを利用するとともに、計測技術に関する

独自技術情報もデータベース化し、計測機器やセンサ等の技術情報に関しては外部のデー

タベースにアクセス・表示する機能を有する、生産現場計測技術データベースを構築した。開

発したシステムを連携相手企業に提示した結果、生産現場における人材育成等に有益なシ

ステムとして認識された。 

  3413125 

   ・製造業が自社業務に合った設計・製

造ソフトウェアを容易に作成することを可

能とするプラットフォームを開発して、

1000 社以上への導入を目指す。さらに、

企業の業務形態に合わせて設計・製造

プロセスをシステム化・デジタル化する

技術を開発して公開し、現場での運用に

より効果を確認する。また、設計・製造プ

ロセスにおける性能・品質の多面的評価

等を行う技術を開発する。 

・社内の異なる部門間での情報共有やデータ交換を行

うためのシステムを、高度なネットワークの知識を必要と

せずに自社で開発することを可能とするネットワークシ

ステム開発機能をソフトウェア開発基盤である MZ プラッ

トフォームの基幹機能として実装する。このほか、MZ プ

ラットフォームユーザからの要望をもとに、製造業の業

務レベルで直ちに使用可能な複合モジュールの整備を

行う。また、民間企業へ技術移転を実現し、TLO 契約経

由のユーザを含め、当初の目標である1000社への導入

を実現する。 

・ネットワーク経由でのソフトウェアモジュール転送機能ならびに転送されたモジュール間の

通信整合性管理機能を MZ プラットフォーム基幹機能として開発した。また、製造業における

業務システム開発で必要となる、データベース連携、フィールド/テーブル入力、グラフ表示等

の 10 種類の複合モジュールを整備した。成果普及としては、新たに 200 社以上へ MZ プラッ

トフォームを導入し、当初の目標である 1000 社への導入を実現した。 

  3413140 

4-(1) 先端計測及びデータベース

等の共通基盤技術の開発 

4-(1)-④ 安全・信頼性基盤技術の開発       3414000 

 先端技術のものづくり産業への

円滑な導入を図るため、共通に

必要となる機能性部材の作製、

加工、計測、分析及び評価のた

めの技術を開発する。また、産業

界及び大学の利用が可能となる

加工技術等のデータベース等の

整備と運用を行う。ほか、ナノテク

ノロジーの社会的意義と技術に

内在するリスクに関し調査・研究

を行う。 

・製造環境等のモニタリング用として、H2

やVOC等の雰囲気ガスや温度を高感度

かつ選択的に検出するセンサを開発す

る。また、作業者の状態を総合的にモニ

タリングし、作業の安全性と信頼性を保

つための予測技術を開発する。 

・高温駆動型マイクロ熱電式センサ素子を開発し CO、メ

タン等の可燃性ガスの高感度検知を図る。薄膜プロセス

及び高温熱電物性計測技術を開発し熱電式センサ素子

の応用展開を図る。微細構造制御により、セリア系ガス

センサの感度の向上を図る。呼気分析システムを用い

た呼気測定例を増やし、測定の信頼性を高める。作業

を妨げず、体動によるノイズの混入や通信状況悪化に

よる生体データの途切れがあっても人間状態の評価を

可能とするセンサの開発や装着方法の改良を行い、作

業現場を模擬した実験により、人間状態の評価システ

ムの検証を行うことで作業の安全性と信頼性を保つた

めの予測技術を開発する。 

・マイクロ熱電式センサ素子のヒーター構造の 適化および触媒の微細構造制御により、

CO、メタン等の可燃性ガスを高感度検知可能で、350℃での高温駆動ができるセンサ素子を

開発した。熱電薄膜の高温熱電物性計測技術の信頼性を定量的に評価し実用化に成功し

た。薄膜プロセスを高度化することにより、熱電式センサ素子の高感度化を図り、新しい応用

展開を可能とした。セリア系ガスセンサの応答機構を明らかにし、この知見を基に処理条件

を 適化することでニオイ系ガスに対する高感度化を達成した。呼気分析システムによる呼

気中 H2 計測技術を普及させ、再現性および信頼性を向上させた。活動を拘束することなく終

日連続計測が可能なワイヤレス脈波センサを開発・試作した。断片化した生体信号時系列デ

ータであっても精度劣化の少ない疲労診断が可能なカオス解析手法を確立すると共に、活動

に対する生体信号の応答特性評価を実施し、活動状態モニタリングとの統合による作業中

疲労予測技術を実証した。 

・第 2 期中期中に NEDO プロ

ジェクトを 2 件実施し優れた成

果を上げたことに加え、標準

化策定、ベンチャー設立等、

計画を超える実績があった。 

3414110 

  ・MEMS 技術を利用して、通信機能を有

する携帯型のセンシングデバイスを開発

し、センサネットワークのプロトタイプとし

て実証する。 

・シリコン微細加工を利用した集積化振動型センサの並

列駆動回路を用いたにおい検出システムを試作し、小

型システムとしての性能を実証する。また、デジタル圧

電加速度センサとデジタルバイメタル温度センサを搭載

した平均消費電力0.01mWレベルのイベントドリブン型無

線センサ端末を実現し、ネットワーク実証実験を行う。 

・シリコン微細加工で作製した集積化振動型センサの 4 並列駆動による、小型のにおい検出

システムを試作し、550ppb のトルエンの検出に成功し、小型システムとしての性能を実証し

た。また、圧電デジタル加速度（活動量）センサを用いて、平均消費電力 5μW 以下のイベン

トドリブン型の低消費電力無線センサ端末を実証した。さらに、翼章型端末を用いたプロトタ

イプ鶏健康モニタリングシステムを開発し、共同研究機関において夏季の暑熱ストレス等を

モニタリングする実証実験を実施した。 

  3414210 

  ・プローブ特性やデータ処理方法を改良

した計測システムの構築により、大面積

部材の非破壊検査が現状の 10%以内の

時間で可能となる技術を開発する。 

・渦電流探傷法等電磁気的手法を用いた非破壊検査プ

ログラムの構成要素のモジュール化を進め、その完成

度を高めるとともに、様々な欠陥への適用を行う。また、

内部欠陥や表面欠陥等についても、実構造部材に対応

できるよう引き続きプログラムの大規模化、 適化を行

うとともに、電磁超音波センサ、高感度磁気センサを用

いてその評価も実施する。さらに、繰り返し荷重下にお

ける損傷の生成、進展の高感度磁気センサによるモニ

タリングを行う。これらの成果を統合した非破壊検査シ

ステムを構築し、第 2 期中期計画を達成する。 

・電磁気的手法を用いた非破壊検査プログラムのモジュール化を進め、欠陥形状の 3 次元の

可視化を達成し、様々な欠陥への適用を行った。また、実構造部材に対応できるようプログラ

ムの大規模化、 適化を進め、これまでの 10 倍の計測データが解析できるようになった。こ

れら渦電流探傷、電磁超音波センサ、高感度磁気センサを用いて内部欠陥や表面欠陥等に

ついても評価を行うことができた。さらに、高感度磁気センサを用いて繰り返し荷重を負荷し

た場合のモニタリングを実施した。以上の成果を統合し、第２期中期計画の目標である非破

壊検査システムを構築した。 

本解析手法を走査型プローブ

顕微鏡を用いたミクロンオー

ダーの解析にも拡張できた

点。 

3414310 

  4-(1)-⑤ ナノテクノロジーの社会影響の

評価 

      3415000 

  ・ナノテクノロジーの社会影響について、

意識調査も含めた総合的な調査を実施

して、その結果を広く公表して施策の提

言等に資する。ナノテクノロジーの技術

・ナノテクノロジーの社会影響に関する調査に基づき、ナ

ノテクノロジーの研究ガバナンスについて議論を行う。ナ

ノテクノロジー用語の共通化のため、ISO のナノテクノロ

ジー専門委員会で進められている複数の用語プロジェ

・ナノテクノロジーの政策に関する国際会議においてナノテクノロジーの社会的影響について

講演・討論を行った。ナノテクノロジー用語の共通化のため、ISO/TC229 委員会の 8 つの用

語プロジェクトに参加し、日本から提案した炭素ナノ物体に関する用語の標準仕様書(TS)原

案を完成させるなど、国際規格原案作成に貢献した。また、ナノ物体用語の ISO 規格(TS)に

  3415110 
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的側面と社会的意義及び潜在リスクを

バランス良く整理したナノテクについての

教材を開発して普及を図る。 

クトに参加し、国内の意見を反映させて規格原案作成に

貢献する。特に、炭素ナノ物体に関する用語の TS を出

版し、すでに出版された用語 TS の翻訳作成を行う。 

対応する国内規格作成にも貢献した。 

4-(2) 先端微細加工用共用設備

の整備と公開運用 

4-(2) 先端微細加工用共用設備の整備

と公開運用 

      3420000 

 産業界及び大学の外部研究者

及び技術者の利用が可能な 先

端微細加工用の共同利用施設を

整備する。 

 ナノテクノロジーや MEMS 作製に必要

な 先端の微細加工施設を整備し、産

業界及び大学の研究者と技術者が利用

可能な仕組みを整え、微細加工のファウ

ンドリ・サービス等を実施して、横断的か

つ総合的支援制度を推進し、産業界の

競争力強化と新産業創出に貢献する。 

      3420100 

  4-(2)-① ナノプロセッシングファウンド

リ・サービスの実施 

      3421000 

  ・共用ナノプロセシング施設をさらに拡

充・整備し、支援プログラムを通じて産総

研内外に公開することで、ナノテクノロジ

ー研究者・技術者の研究開発支援を充

実させる。 

・科学技術振興を目指し、社会と産総研が共有する基盤

プラットフォームとして、ナノプロセシング施設を中心とし

た共用施設の拡充・整備を継続的に実施する。また、そ

の研究支援インフラを産総研内外に公開することで、研

究者・技術者への研究開発プロモーションを実施する。

さらに、そのプラットフォームを活用し、産業科学技術人

材の輩出と若手研究者のキャリアパス多様化促進を目

指す。 

・100件を越える研究開発支援、延べ人数で200名を超える受講生へのスクールを実施した。

また、産総研内の共用施設ネットワークを整備し、利用者への課金制度を構築した。さらに、

産総研外の連携機関・施設とのネットワーキング化も推進した。つくば市内においては、共用

施設 4 機関(産総研、物材機構、筑波大学、高エネ研)における連携強化、国内においては文

科省ナノテクノロジー・ネットワーク参画機関との連携強化を行った。米国 DOE 傘下機関

(Center for Integrated Nanotechnolohgies)との連携体制を構築した。 

  3421110 

  4-(2)-② MEMS ファウンドリ・サービス

の実施 

      3422000 

  ・共用 MEMS プロセッシング施設をさらに

拡充・整備し、産総研内外に公開するこ

とで、プロトタイピングを迅速に行うなど

により、研究者・技術者への研究開発支

援を行う。 

・高度情報化社会の技術基盤となる高機能 MEMS 製品

の開発促進を目指し、MEMS やナノインプリント技術（低

コスト微細製造技術）を異分野産業に提供し、各種アイ

デア（デバイス）の迅速な実証によるビジネス化の促進

を図る。MEMS 技術に参入を考えている企業技術者等

を対象に、MEMS の基礎知識、設計手法（設計シミュレ

ーション）、プロセス実習、講習（マスク作成からエッチン

グ技術、計測、評価技術の体得）を通して、MEMS 技術

を学んでもらい、MEMS 技術の普及に努める。MEMS 人

材育成事業の実習教材の充実と実習拠点の連携を図

り、講習会および研究会をそれぞれ 4 回以上行う。 

・高機能 MEMS 製品の開発促進のために、MEMS プロセッシング施設を産総研内外に公開

し、研究者、技術者への研究開発支援を行い、各種アイデア（デバイス）の迅速な実証による

ビジネス化の促進を図った。既存のプロジェクトの成果や新規開発した教材を用い公設試験

所や地域企業の関係者に対して実践教育を行った。MEMS における設計シミュレーション（バ

ージョンアップ）、プロセス環境整備、ファンドリー機能の充実、さらに、つくば以外の MEMS 拠

点（関東、関西、北九州）連携により、ナノインプリント、マイクロ流体、MEMS 設計、プロセス、

接合・実装、評価実習講座、講演会、研究会等を 29 回開催し、広い産業分野への人材育成

を行った。 

  3422110 

５．ナノテクノロジーの応用範囲

の拡大のための横断的研究の推

進 

５．ナノテクノロジーの応用範囲の拡大

のための横断的研究の推進 

      3500000 

 機能性部材の作製、加工、計

測、分析及び評価の基盤技術を

医療等へ応用展開するため、横

断的研究を推進する。 

 ナノテクノロジーの基盤技術をバイオテ

クノロジーへ応用展開し、医療技術等に

革新的な進歩をもたらすための融合的

な研究開発を行う。そのため、ナノスケ

ールの計測・分析技術等を駆使して、生

体分子間の相互作用等の解析を行い、

その人工的な制御を可能とする。また、

計算機の利用技術の開発によってナノ

スケールの生体分子のシミュレーション

を実用化し、創薬等に寄与する。 

      3500100 

5-(1) バイオテクノロジーとの融

合による新たな技術分野の開拓 

5-(1) バイオテクノロジーとの融合による

新たな技術分野の開拓 

      3510000 
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 ナノ材料の化学特性を利用した

ドラッグデリバリシステム等ナノテ

クノロジーとバイオテクノロジーの

融合技術の研究開発を実施す

る。 

 生体と材料表面とのナノスケールの相

互作用を利用したバイオインターフェー

ス技術の開発を行い、創薬、診断及び

治療に関わる技術の高度化に貢献す

る。また、創薬における探索的研究プロ

セスを大幅に短縮するタンパク質等の複

雑な生体分子のシミュレーション技術を

開発する。 

      3510100 

  5-(1)-① バイオインターフェース技術の

開発 

      3511000 

  ・標的指向ドラッグデリバリシステムの効

果を前臨床段階で確認し、製薬企業へ

の技術移転を図る。 

・脳梗塞周囲血流低下部位へのアクティブターゲティン

グ DDS 粒子の集積条件を検討する。この DDS を用いて

脳梗塞治療システムを作製し、治療システムの性能を

前臨床段階で確認する。また血管狭窄を予防するアク

ティブターゲティング DDS の改良も行なう予定である。こ

れらのシステムに関して数社のメーカーにカンタクトする

ことにより、製薬会社への技術移転を図る。 

・脳梗塞周囲血流低下部位へ DDS 粒子が集積し、粒子が崩壊して内包してある薬物が血流

低下部位へ放出されることを確認した。血流低下部位に発生し組織を破壊する活性酸素を

処理するための薬物をこの DDS 粒子に内包して、脳梗塞ラットに全身投与した。活性酸素処

理薬剤は脳梗塞部位に送り届けられ、脳梗塞部位で実際に活性酸素を処理減少させること

ができ、結果として脳梗塞の程度を減じることに成功した。内包する薬剤を検討することによ

って血管狭窄を予防する DDS 粒子の改良を行い、企業への技術移転を図った。 

  3511110 

  ・生体適合セラミックスのナノ構造を制御

する新規形成プロセスの開発を行い、人

工骨や経皮デバイス等へ応用する。 

・アパタイト複合体について、遺伝子導入の場所、効率、

タイミングの制御技術、コラーゲン、コンドロイチン硫酸と

の多孔体への高効率細胞導入技術の開発を行う。魚コ

ラーゲンなど新規生体材料の評価を行う。Q-dot の間葉

系幹細胞への高効率導入による、骨、軟骨、脂肪再生

に関する解析を行う。薬剤担持アルブミンフィルムを作

製し、血液適合性を評価する。神経軸策高分子透過モ

デルを検討する。 

・アパタイト複合体による遺伝子導入システムについて、複合体のナノ構造制御により遺伝

子導入の場所、効率、タイミングの制御に成功した。コラーゲン・コンドロイチン硫酸の複合多

孔体を作製し、間葉系細胞の高効率導入、軟骨への高い分化効率を持つことを実証した。魚

コラーゲンを用いた培養器材は従来製品に比べ長期培養を可能にする素材であることを明

らかにした。Q-dot の間葉系細胞への高効率導入法を確立し、骨、軟骨、脂肪への分化過程

の追跡に成功した。薬剤を担持したアルブミンフィルムを作製し、血小板接着や血液凝固試

験による評価で優れた血液適合性を有している事を証明した。軸索誘引因子を利用して神経

軸索の伸張方向を制御することで積極的に膜の孔を通過させることに成功した。 

  3511210 

  ・微小流路における流体現象を活用した

診断用チップの実用化を図る。また、超

臨界流体の特異性を利用した局所的化

学プロセスを開発し、高効率流体化学チ

ップを実現する。 

・測定対象とする物理物性値の種類及び測定対象を広

げ、微小流路中での化学反応特性を広範に明らかにす

るとともに、その応用について検討する。また、連携先

企業を確定させ、診断用マイクロチップの早期実用化を

目指す。マイクロ空間での連続反応技術では、さらに酵

素活性を安定化させる技術の確立を行うとともに、生体

関連物質の合成技術を確立し、高効率流体化学チップ

の確立を目指す。 

・微小流路中での脂質によるリポソームの形成と薬剤封入の特性をオンサイト解析し、効率

的な薬剤封入に応用した。診断用チップの実用化に向けては、連携先企業候補となる臨床

診断薬メーカーを選定した。マイクロ空間での連続反応技術では 、架橋剤にポリエチレング

リコール修飾化合物を導入することにより、より酵素活性を安定させる固定化技術を確立す

るとともに、この技術をマイクロプロセスに応用して生理活性物質の合成を行った。 

  3511310 

  5-(1)-② 原子・分子レベルのバイオシミ

ュレーション・モデリング技術の開発 

      3512000 

  ・これまで開発してきたフラグメント分子

軌道法等のシミュレーション手法を発展

させ、2 万個程度の原子からなるタンパ

ク質のような巨大分子の電子状態計算

を可能にする。さらに、他のシミュレーシ

ョン手法と組み合わせて、タンパク質工

学や創薬における分子設計への適用を

実現する。 

・FMO-CIS 法を適用し、2 万個程度の原子からなる巨大

分子の電子励起状態計算を実施する。さらに、構造

適化の効率化や分子動力学計算との融合（FMO-MD

法）等を図り、新たな機能をプログラムに実装することに

よって、DDS（薬剤配送システム）ナノ粒子設計シミュレ

ーション技術や糖鎖とレクチンの分子間相互作用解析

等の研究開発への FMO 法の適用を実現する。 

・FMO 法、ならびに FMO-CIS 法を適用することによって、光合成タンパク質（原子数 20,581

個）の電子基底状態と励起状態の計算を行い、励起状態の電子構造がかなり非対称である

ことが分かった。化学反応を伴う系についても大規模量子分子動力学計算、FMO-MD 法を

可能にした。また、糖鎖とレクチンの相互作用の大部分が分散力であることを明らかにし、さ

らに自由エネルギー面を定量的に記述するなどして、DDS（薬剤配送システム）ナノ粒子設計

シミュレーション技術を発展させた。 

  3512110 

        

Ⅳ．環境・エネルギー問題を克服

し豊かで快適な生活を実現する

ための研究開発 

Ⅳ．環境・エネルギー問題を克服し豊か

で快適な生活を実現するための研究開

発 

      4000000 

 環境・エネルギー問題を克服し

豊かで快適な生活を将来とも実

現していくため、産業活動や社会

生活の環境への負荷を低減する

とともに、これらの活動や生活の

 環境・エネルギー問題を克服し豊かで

快適な生活を将来にわたって維持してい

くためには、産業活動に伴い発生する環

境負荷を極力低減させつつ、エネルギー

の安定供給を確保することにより、社

      4000100 
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源になるエネルギーの需要や供

給をCO2の排出量を削減しながら

安定的かつ効率的なものとしてい

くことが求められている。このた

め、我が国における産業活動に

伴い発生する環境負荷の低減を

目的として、環境評価・保全技

術、環境に調和した国土の有効

利用及び化学産業の環境負荷低

減技術に関する研究開発を実施

する。また、CO2 排出量の削減及

びエネルギーの安定供給確保を

目的として、再生可能エネルギ

ー、燃料電池等の分散エネルギ

ー源とそのネットワーク化技術及

び産業・運輸・民生部門の省エネ

ルギー技術に関する研究開発を

実施する。 

会、経済の持続可能な発展を実現させ

ていくことが求められる。このため、産業

活動や社会生活に伴う環境負荷低減を

図る観点から、環境予測、評価及び保全

技術を融合させた技術により、環境対策

を 適化する。また、地圏・水圏循環シ

ステムの体系的理解に基づいて、環境

に調和した国土の有効利用を実現する

とともに、エネルギーと資源の効率的利

用によって、化学産業の環境負荷低減

を促進する。エネルギーの安定供給確

保を図る観点から、燃料電池及び水素

等の分散エネルギー源の効率的なネット

ワークを構築するとともに、再生可能エ

ネルギーであるバイオマスエネルギーを

導入し、エネルギー自給率を向上させ、

CO2 排出量を削減する。加えて、産業、

運輸及び民生部門の省エネルギー技術

開発により、CO2 排出をさらに抑制する。 

１．環境予測･評価･保全技術の

融合による環境対策の 適解の

提供 

１．環境予測・評価・保全技術の融合に

よる環境対策の 適解の提供 

      4100000 

 種々の環境変化に対応した環

境対策の 適解の提案を目指

し、環境計測、リスク評価、環境

負荷評価及び環境浄化・修復・保

全に関する技術の統合的な研究

開発を実施する。 

 環境対策の 適解を提供する新しい

技術を創造するためには、評価技術及

び対策技術の双方を高度化しなければ

ならない。このうち、評価技術において

は、化学物質リスクの評価に基づいた環

境対策を提案する技術と環境負荷の評

価に基づいた環境対策を提案する技術

の両方を確立する必要がある。前者に

対しては、 適なリスク管理を実現する

ための技術を、後者に対しては、生産･

消費活動の 適解を提案できる技術を

開発する。また、対策技術においては、

環境汚染の拡大を未然に防止する技術

が必要である。このため、汚染の早期検

出及び経時変化を予測できる環境診断・

予測技術及び汚染を効率的に除去する

リスク削減技術を開発する。 

      4100100 

1-(1) 化学物質の 適なリスク管

理を実現するマルチプルリスク評

価手法の開発 

1-(1) 化学物質の 適なリスク管理を実

現するマルチプルリスク評価手法の開発 

      4110000 

 社会、行政及び産業のニーズに

対応し、30 種類以上の化学物質

に関する詳細なリスク評価を実施

する。また、代替物質や新技術に

よる生産物等の評価手法及び複

雑なリスクの相互依存関係に対

応できる多面的なリスク評価手法

に関する研究開発を実施する。 

 化学物質の 適なリスク管理を実現す

るため、リスク評価の概念を普及させる

とともに、評価と対策の融合を含む総合

的なリスク評価技術とそれを用いた管理

手法を開発する必要がある。リスク評価

の概念普及のためには、既存物質につ

いて詳細なリスク評価を実施して公開す

るとともに、代替物質や新技術による生

産物等のリスク評価も実施する。総合的

リスク評価のためには、従来困難であっ

た多面的な評価に基づくマルチプルリス

ク評価技術を開発する。化学物質のう

ち、火薬類や高圧可燃性気体等につい

      4110100 
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ては、利用時における安全性の確保も

重要な課題である。このため、安全性評

価基準等の国際的統一化に向けた研究

開発を実施するとともに、構造物等の影

響を考慮した評価技術を開発し、燃焼・

爆発被害を 小化する技術を開発す

る。 

  1-(1)-① マルチプルリスク評価手法の

開発 (IV.1-(2)-①を一部再掲） 

      4111000 

  ・リスク対ベネフィットを基準とした管理手

法を広く普及させるため、化学物質リス

クによる損失余命に生活の質という観点

を組み込んだ新しい評価手法及び不確

実性を含んだ少ないデータからリスクを

推論する手法を開発する。 

・様々な化学物質の疫学研究の結果を調査し、情報の

質や量の観点から適当と思われる代表的な化学物質に

関する情報を用いて、ヒト健康影響の主要なエンドポイ

ントについての用量反応関係を得る。 

・主要なエンドポイントとして肝臓と腎臓への影響を取り上げ、文献資料に基づいた代表的な

化学物質を探索し、肝臓影響については塩化ビニルモノマー、腎臓影響についてはカドミウ

ムを選定した。また、それぞれのエンドポイントにおいて疫学調査結果を用いることによってヒ

トでの用量反応関係式を導出した。 

  4111110 

    ・これまでに実施したアンケートをはじめとする各種デー

タを用いた解析を継続して実施する。さらに、これらの解

析の結果を外部公表すべく、評価結果をとりまとめる。 

・これまでに実施したアンケートをはじめとする各種データを用いた解析結果を総括評価し

た。この結果、これまでに蓄積したデータを元に公共政策における利他的な便益に対する

人々の選好を定量評価することに成功した。さらに、モントリオールで開催される第4回「環境

資源経済学者世界大会」に論文を提出し、選択実験を用いた利他的便益計測手法を国際的

に提案し、その普及を図った。 

  4111120 

    ・室内濃度推定モデルについては、発生源の推定機

能、未知化学物質の放散に関するパラメータの推定機

能、外気濃度情報の取り込み機能や生活場情報のデー

タベースを含むボックスモデルを基本とした、室内暴露

量推定ツールのプロトタイプを構築する。 

・発生源の推定機能を持つ室内濃度推定モデル（ボックスモデル）、生活時間や人口を考慮

した暴露推定モデル、これらのモデルに使用する入力パラメータ等を含む日本人のライフス

タイル（生活場）のデータベースの開発を実施し、産総研曝露・リスク評価大気拡散モデル

(AIST-ADMER)の計算結果の取込等の周辺機能を含めた室内暴露量推定ツールのプロトタ

イプを構築した。さらに、プラスチック添加剤の一つである難燃剤（decaBDE）を対象として検

証し、推定値が既報告値とほぼ一致することを確認した。 

  4111130 

  ・30 種類以上の化学物質について詳細

リスク評価書を完成させ、公表するととも

に、社会とのリスクコミュニケーションの

中でリスク評価手法を改善し定着させ、

行政、産業界での活用を促進する。ま

た、これまで開発してきたリスク評価・解

析用ツールを公開し、行政、産業及び教

育の場で広く普及させる。 

・工業用洗浄剤とプラスチック添加剤用途での物質代替

に伴うヒト健康と生態に対するリスクのトレードオフの解

析結果を評価としてまとめ、公開する。 

・工業用洗浄剤については、塩素系から炭化水素系または塩素系から水系への複数の物質

代替シナリオを選択し、既存の有害性情報及び開発した有害性推論手法のプロトタイプを用

いて、代替前後のヒト健康リスクの変化を質調整生存年数（QALY）で、生態リスクの変化を

影響を受ける種の割合で評価し、代替によるリスクトレードオフ及び費用対効果を計算し、リ

スクトレードオフ評価書を作成した。 

 プラスチック添加剤については、臭素系難燃剤からリン系難燃剤への物質代替シナリオを

選択し、開発した排出量推定手法、室内暴露量推定ツール、環境動態モデル及び環境媒体

間移行暴露モデルの各プロトタイプを用いて暴露情報を補完した。また、既存の有害性情報

及び開発したリスクトレードオフ解析手法のプロトタイプを用いて、代替前後のヒト健康リスク

と生態リスクのトレードオフを解析するとともに、社会経済分析を実施し、リスクトレードオフ評

価書を作成・公開した。 

  4111210 

    ・揮発性有機化学物質とその分解生成物の濃度分布を

推定できる関東地方を対象とした大気モデル、日本全

国の1級河川をカバーする河川モデル、東京湾を対象と

した海域モデルの 3 つの環境動態モデルのプロトタイプ

モデルを構築し、洗浄剤での使用が想定される化学物

質について環境中濃度分布の推定を行い、既報の実測

濃度との比較による検証及び物質代替による効果を予

測する。 

・揮発性有機化学物質とその分解生成物の濃度分布を推定できる関東地方を対象とした大

気モデル、日本全国の一級河川をカバーする河川モデル、東京湾を対象とした海域モデル

の 3 つの環境動態モデルのプロトタイプモデルを完成し、物質代替による効果予測に活用し

た。洗浄剤及び難燃材で使用が想定される化学物質について検証を行った結果、大気モデ

ルについては当初目標とした既報の実測値の±一桁程度を大きく上回る 1/2～2 倍程度の

推定精度が、河川と海域モデルについては目標とする既報の実測値の±一桁程度の精度

が確保された。 

  4111220 

    ・研究部門の持つ情報の整備と外部への情報発信のた

めの見える化を目的として、詳細リスク評価書作成、リ

スク評価のためのソフトの頒布と普及、事故データベー

スの維持と拡張、及び LCA データの提供などの研究業

務を支援する。 

・ナノ材料リスク評価書中間報告版の日本語版・英語版を新たに公開し、公開後数ヶ月の間

に合計 2,000 件近くがダウンロードされた。また、産総研曝露・リスク評価大気拡散モデル

(AIST-ADMER)等のリスク評価のためのソフトウェア、災害事例や化学物質の安全性等のデ

ータベース公開を継続し、ホームページの改修等により各種データベースへのアクセスを容

易なものとすることにより、研究部門の持つ情報の整備と外部への情報発信のための見える

化を一層推進させた。 

  4111230 

  ・互いに関連しあう複数のリスクのトレー ・ヒト健康については、有害性情報については、有害性 ・ヒト健康影響に関しては、有害性情報データの拡充に加え、データベースの入力内容を原   4111310 
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ドオフ構造の中で、社会が許容可能なリ

スクを選択できるマルチプルリスク管理

のためのリスク評価手法を確立するた

め、複合製品のリスク評価手法、定量的

構造活性相関(QSAR)を用いた未知の化

学物質の毒性予測手法及び多物質を対

象にした包括的評価手法を開発するとと

もに、すでに実施されてきたリスク管理

対策事例から政策効果等のデータベー

スを構築する。 

の種類の範囲やデータとして含める物質の数を増やす

作業を行う。作成した有害性データベースを用いて、不

確実性の連鎖を適切に予測するモデルを導入しアルゴ

リズムの細部の検討をすすめ、洗浄剤とプラスチック添

加剤の物質代替事例における化学物質のヒト健康影響

の種類と相対強度の試算を行う。生態影響については、

有害性情報の補完手法の検討を進め、完成度の向上

につとめ、プロトタイプとしての完成を目標とする。また、

それを用いた洗浄剤とプラスチック添加剤の代替事例に

おける化学物質の生態影響の推定を行う。 

著により確認した。臓器ごとの 小影響量の相関関係をネットワークモデルとして記述するア

ルゴリズムを開発し、影響の種類（各臓器への影響）ごとに物質間の相対毒性強度（平均値

と不確実性）を推定することができた。これを洗浄剤とプラスチック添加剤の代替物質に適用

した。生態影響については、有害性情報を補完する手法のプロトタイプを完成させ、洗浄剤と

プラスチック添加剤のリスク推定に用いる種の感受性分布を、代替関係にある物質の構造や

基礎物性から推定した。 

    ・既報の流通データに基づき、植物及び家畜モデルで推

定された生産地での農・畜産物中の濃度から、一般消

費者の農・畜産物経由の疎水性物質の摂取量を推定す

る暴露モデルのプロトタイプを構築する。また、地理情

報システム（GIS）を用いて、地域性を含む空間特性を反

映した農作物流通モデルを構築するとともに、複数の農

作物に適用し、物流モデルの精度向上を図る。 

・GISを用いて既報データに基づく農・畜産物の流通モデルを構築し、平成20年に構築した植

物及び家畜モデルと統合し、京浜、中京、阪神地区の一般住民の農・畜産物経由の疎水性

化学物質の摂取量を地域特異的に推定する暴露モデルのプロトタイプを構築し、実測値とフ

ァクター5 以内で一致することを確認することで、推定の妥当性を検証した。構築した暴露モ

デルのプロトタイプをプラスチック難燃剤の代替に伴うリスクトレードオフ解析に適用し、農・

畜産物経由の難燃剤の摂取量をその不確かさとともに推定した。 

  4111320 

    ・工業用洗浄剤用途の物質については、洗浄現場デー

タによって排出量推定式の検証を行う。プラスチック添

加剤用途の物質については、難燃剤等の追加的な放散

量試験を実施して、可塑剤で求めた排出量推計式を他

用途に適用するための手法を確立する。以上から得ら

れた排出量推定式を統合し、十分な情報が得られない

場合であっても排出量の推定が可能となるエクセルベ

ースの排出量推定ツールを構築する。さらに、排出シナ

リオ文書の作成を日本語版と英語版について行う。 

・工業用洗浄剤用途の物質について、排出寄与が大きい使用段階（洗浄工程）に着目し、塩

素系等の主要な 5 用途細目について、洗浄物、洗浄剤沸点、冷却温度等の洗浄特性パラメ

ータに基づいて洗浄剤使用量及び排出量を推定することができる推計ツールを構築した。ま

た、既存の洗浄事例データでは情報の少ない、「洗浄剤持ち出し量」と「廃液中油含有率」に

ついて現場調査を行い、推計ツールに用いる洗浄特性パラメータの信頼性を高めた。 

 プラスチック添加剤用途の物質については、可塑剤等の主要な 5 用途細目について、添加

剤使用比率、配合割合や製品寿命等のパラメータに基づく各物質のマテリアルフローや排出

量を推定することができるマテリアルフロー解析ツールを構築した。また、排出寄与が大きい

「消費段階」に着目して、難燃剤の放散量試験を実施して、拡散理論に基づく排出量推定式

を導出した。さらに、これらの結果を取りまとめて、プラスチック添加剤の排出シナリオ文書

（日本語、英語版）を作成した。 

  4111330 

    ・アジア地域における鉛のフローと排出量に関する実態

調査、全球大気輸送モデルの構築、及び鉛フリーはん

だの事故シナリオの抽出と模擬実験を実施し、鉛に関す

る暴露解析を充実させる。 

・アジア地域における鉛のフローと排出量に関する実態調査と全球大気輸送モデルを中心と

して環境動態モデルを開発した。排出実態調査から、中古品や屑としてかなりの量の鉛が日

本から海外に流出していること、途上国では不法セクターからの排出が大きいことを明らかに

した。また、環境動態モデルを用いた試算から、ヒトへの暴露経路を考えると大気沈着が重

要であること、越境汚染や再飛散の寄与が大きい可能性があることを明らかにした。鉛フリー

はんだについては、事故報告事例が多くないため事故シナリオの抽出が困難であることか

ら、模擬実験は必要とされないことが判明した。 

  4111350 

   ・難燃剤、工業用洗浄剤、溶剤等の各

種代替物質の開発過程で、その導入の

合理性を評価することが可能なリスク評

価技術を開発するとともに、未規制物質

の中から代替品を選択する技術を開発

する。 

・塩素系から炭化水素系または水系への工業洗浄剤の

代替及びプラスチック添加剤である難燃剤の代替につ

いて、開発中の排出量推計手法、モデル、毒性等価係

数推論手法等を用いて暴露と有害性情報を補完し、代

替に伴うリスクの変化を質調整生存年数(QALY)としてよ

り精緻に算出し、代替に係る経済分析を行う。これらの

結果を取りまとめ、代替の可否を検討する。 

・塩素系から炭化水素系または水系への工業洗浄剤の代替及びプラスチック添加剤である

難燃剤の代替について、排出量推定手法、室内暴露量推定ツール、環境動態モデル及び環

境媒体間移行暴露モデルの各プロトタイプを用いて暴露情報を補完した。また、既存の有害

性情報及び開発した有害性推論手法のプロトタイプを用いて、代替前後のヒト健康リスクの

変化を質調整生存年数（QALY）で、生態リスクの変化を影響を受ける種の割合で評価し、代

替によるリスクトレードオフ及び費用対効果を評価し、経済分析を通じて代替の可否を検討し

た。その結果、工業洗浄剤および難燃剤の双方でヒト健康リスクと生態リスクの一部で物質

代替によるリスクトレードオフが発生していることが明らかになったが、一般環境経由のリスク

レベルは非常に小さく、上記の物質代替による費用対効果は低いと推定された。 

  4111430 

  ・環境中でのナノサイズ物質の反応・輸

送特性を解析できる粒子計測・質量分析

技術を開発するとともに、ナノテクノロジ

ー等の新規技術体系により作られる物

質に対し、社会への導入以前にそれら

の物質に内包されるリスクを事前評価す

る手法を開発する。 

・模擬試験や実際でのプロセスでの計測等を行い、ナノ

材料応用製品のライフサイクルでの排出/暴露シナリオ

の作成を継続する。有害性評価としては、カーボンナノ

チーブ、フラーレン、二酸化チタンについて、具体的な作

業環境等での許容上限値を検討する。また、社会的側

面については、アンケート調査を実施するとともに、事業

者による自主的取組の手法やガバナンス枠組みについ

てまとめる。カーボンナノチューブ、フラーレン、酸化チタ

ンについて、リスク評価書の作成を進める。 

・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、模擬試験や実プロセスで

の計測、製品のライフサイクルのフロー解析に基づく暴露評価と、有害性試験データの解析

に基づいた作業環境許容上限値の導出を中心とした有害性を評価し、それらを軸としてリス

ク評価書の中間報告版を作成・公開した。社会的側面については、アンケート調査を実施し、

過去の調査結果も含めたナノリスク認知の経年変化を解析した。事業者による自主的取り組

みやガバナンスについては、欧米での状況や調査結果を踏まえて現状を整理した。 

当初計画を超えて、中間報告

版ながら 3 材料のリスク評価

書を公開した。ナノ材料の研

究開発がリスク不安により萎

縮している中、タイムリーな情

報発信であった。 

4111510 
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    ・フローチャンバー内に分散させた工業ナノ粒子の凝集

過程に及ぼす共存物質の効果について、速度論的解析

と化学分析により検討し、工業ナノ粒子の挙動モデルへ

反映させる。単層カーボンナノチューブの長さ分級に対

してカスケード篩法が適用可能かを確認し、カーボンナ

ノチューブ分級法を確立する。 

・昇華法によってフローチャンバーに分散させたフラーレンの粒子化挙動を、電気移動度式

粒径分布計測法による実測値と、流体モデルによる解析結果とを用いて検討し、粒子分布に

関してはフローチャンバー内の温度勾配の影響が大きいこと、及び粒子化速度に対する大

気浮遊粉じんの影響はフローチャンバー滞在時間内では無視できることを明らかにした。篩

カスケード法による水中分散されたカーボンナノチューブの湿式分級条件と分級特性を検討

した結果、単層カーボンナノチューブに対する分級特性の把握には至らなかったが、多層カ

ーボンナノチューブに対する 適化を行うことが出来た。 

  4111520 

  1-(1)-② 爆発の安全管理技術の開発 

(IV.1-(2)-①を一部再掲） 

      4112000 

  ・火薬類や高圧可燃性気体等の燃焼・

爆発性危険物については、評価基準等

の国際的統一化(GHS)が急速に進んで

いることから、国連試験法を改定すると

ともに、我が国の実情に則した小型かつ

高精度で国際的にも利用可能な試験法

を開発する。これら新規試験法により取

扱技術基準の資料となる各種保安デー

タを蓄積する。 

・カナダの国立爆発物研究所(CERL)との間で、引き続

き、爆薬中間体の危険性評価と新規試験法開発を行

う。また、火薬類か否かを少量の試料で判定するスクリ

ーニング（篩い分け）試験の標準化を検討する。それら

の成果を OECD の専門家会議で公表し、国連 GHS 会議

への試験法の提案を目指す。 

・カナダの国立爆発物研究所(CERL)との共同研究において爆薬中間体の改良密閉容器加

熱試験法を開発し、これに基づき評価した。また、火薬類か否かを判定するスクリーニング

（篩い分け）試験として、発熱分解エネルギー測定の標準化案を策定した。これらの試験結果

と現行の国連試験方法の代替試験法としての可能性について、OECD の専門家会議で公表

した。 

  4112110 

    ・煙火等の火薬類の実験室規模ならびに野外での大規

模実験を継続実施し、火薬類の取扱いにおける安全確

保のために必要となる保安データを取得して、取扱技術

基準作成ならびに規則改正へ向けて取り組む。 

・火薬類の実験室規模ならびに野外での大規模実験を継続実施し、保安技術基準作成及び

規則改正に必要な保安データを取得した。特に、新しい型である地下式の火薬庫について、

野外実験により万が一爆発した際の爆風、飛散物等の爆発影響を評価し、新技術基準作成

ならびに規則改正に必要となる貴重な資料・データを得た。 

  4112120 

  ・火薬類や高圧ガス等の燃焼・爆発の影

響の予測及び評価のために、構造物や

地形等を考慮した周囲への影響を予測

する手法を開発し、燃焼・爆発被害を

小化するための条件を明らかにする。ま

た、海外事例を盛り込んだ燃焼・爆発事

故災害データベース及び信頼性の高い

煙火原料用火薬類等の物性データベー

スを整備・公開する。 

・産総研で開発した計算機爆発現象予測システムを高

度化し、火薬庫周辺などの複雑な地形や構造物に適用

することで保安物件に対する爆風安全性を検証する。ま

た、爆発源近傍の構造物変形や飛散物安全性をより正

確に評価するため、流体力学計算と構造計算の連成コ

ードを改良し、信頼性の向上を図る。 

・産総研で開発した衝撃波の高精度捕捉アルゴリズムを用いて爆発現象予測コードを高度

化し、火薬庫周辺の複雑な地形や、建築物内等の複雑な構造物に適用して、爆発事故が発

生した場合に周辺環境に及ぼす爆風安全性を検証した。また、流体-構造連成コードを開発

して爆発源近傍の構造物の変形問題に適用し、対応する爆発実験データと比較検討するこ

とにより、複雑現象の再現に対する信頼性を向上させた。 

  4112210 

    ・火薬類をはじめ化学災害事例を収集・公開し、事故進

展フロー図による解析を行うとともに、教訓データおよび

危険物質の物性データを拡充する。また、産業保安へ

の貢献に向けて、保安力の評価ツールとしてのデータベ

ースの環境整備を進める。 

・リレーショナル化学災害データベースを継続的に運用すると共に、新たな情報発信の手段

と し て メ ールマガ ジ ン を 発 行 し た 。 事 故進 展 フ ロ ー 図を用 い た 事 故事 例 分 析 手 法

PFA(Progress Flow Analysis)の開発により、過去の重大事故の分析から教訓を抽出すること

を可能とし、産業保安力の向上に貢献した。また、PFA のセミナーを開催するなどの普及活

動も行った。さらには、事故事例分析結果から保安力、すなわち安全文化と保安基盤の評価

項目を抽出し、企業の保安力の弱点を明らかにする手法の開発に着手した。国際的には、

OECD の化学事故 WG や EC の重大事故データベースとの連携を進めた。 

  4112220 

    ・煙火原料および煙火組成物について、火薬学的諸特

性情報を整備し、RIO-DB の拡充を図る。また、不足して

いる情報や信頼性の低いデータについては、文献情報

の再検索や必要に応じて再実験により評価して、データ

整備を行う。 

・煙火原料の元素組成、生成熱、粒度分布等を計測し、産総研 RIO-DB で公開した。また、こ

れらの煙火原料の混合物である煙火組成物についても、大学や煙火業界と協力して爆発感

度、爆発威力などの火薬学的諸特性を再評価し、産総研 RIO-DB として公開・拡充させた。 

  4112230 

    ・研究部門の持つ情報の整備と外部への情報発信のた

めの見える化を目的として、詳細リスク評価書作成、リ

スク評価のためのソフトの頒布と普及、事故データベー

スの維持と拡張、及び LCA データの提供などの研究業

務を支援する。 

・ナノ材料リスク評価書中間報告版の日本語版・英語版を新たに公開し、公開後数ヶ月の間

に合計 2,000 件近くがダウンロードされた。また、産総研曝露・リスク評価大気拡散モデル

(AIST-ADMER)等のリスク評価のためのソフトウェア、災害事例や化学物質の安全性等のデ

ータベース公開を継続し、ホームページの改修等により各種データベースへのアクセスを容

易なものとすることにより、研究部門の持つ情報の整備と外部への情報発信のための見える

化を一層推進させた。 

  4112240 

1-(2) 生産・消費活動の 適解を

提案するライフサイクルアセスメ

ント技術の開発 

1-(2) 生産・消費活動の 適解を提案す

るライフサイクルアセスメント技術の開発 

      4120000 
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 生産と消費に係わる諸活動の

環境、経済及び社会への影響を

統合的に評価するライフサイクル

アセスメント技術に関する研究開

発を実施するとともに、その結果

の普及と利用を推進する。 

 生産と消費に係わる諸活動の環境、経

済及び社会への影響の統合的な評価手

法として、ライフサイクルアセスメント

（LCA）技術を開発し、広く普及させるとと

もに、LCA の方法論の適用対象を拡大

する必要がある。このため、独自に開発

した LCA 実施用ソフトウェアを国内外に

普及させるとともに、LCA 研究の国際的

なネットワークを構築する。適用対象の

拡大については、企業や自治体等の組

織の活動及び地域施策を LCA の方法論

に基づき評価する手法を開発し、組織の

活動計画の立案過程にその評価を導入

する。 

      4120100 

  1-(2)-① 生産・消費活動の 適解を提

案するライフサイクルアセスメント技術の

開発 

      4121000 

  ・ 新の成果である LCA 実施用ソフトウ

ェア（AIST-LCA、ver.4）の、我が国及び

アジア諸国への普及を加速するととも

に、ソフトウェアの改良のため、素材・エ

ネルギーに関する 100 品目以上のイン

ベントリ（環境負荷項目）データの更新・

拡充及び 1,000 人規模の調査等による

社会的合意に基づいたインパクト評価手

法を確立する。 

・研究部門の持つ情報の整備と外部への情報発信のた

めの見える化を目的として、詳細リスク評価書作成、リ

スク評価のためのソフトの頒布と普及、事故データベー

スの維持と拡張、及び LCA データの提供などの研究業

務を支援する。 

・ナノ材料リスク評価書中間報告版の日本語版・英語版を新たに公開し、公開後数ヶ月の間

に合計 2,000 件近くがダウンロードされた。また、産総研曝露・リスク評価大気拡散モデル

(AIST-ADMER)等のリスク評価のためのソフトウェア、災害事例や化学物質の安全性等のデ

ータベース公開を継続し、ホームページの改修等により各種データベースへのアクセスを容

易なものとすることにより、研究部門の持つ情報の整備と外部への情報発信のための見える

化を一層推進させた。 

  4121110 

    ・アジア地域における鉛のフローと排出量に関する実態

調査、全球大気輸送モデルの構築、及び鉛フリーはん

だの事故シナリオの抽出と模擬実験を実施し、鉛に関す

るサブスタンス・フロー・シミュレーターに関するサブモデ

ルを構築を開始する。 

・アジア地域における鉛のフローと排出量に関する実態調査を実施し日本から海外への鉛の

移動量が無視できないことを明らかにした。また、全球大気輸送モデルを中心とした鉛の環

境動態モデルを開発した。鉛フリーはんだについては、事故事例が多くないことが判明した。 

  4121120 

  ・従来の製品評価型 LCA をベースに、企

業活動、地域施策及びエネルギーシス

テムのインベントリとその影響並びに環

境効率（価値/環境負荷）を組み入れた

新しい LCA 評価法を開発する。また、こ

の評価法を企業、地方自治体等の活動

計画や政策立案に複数導入する。 

・企業の環境負荷削減と財務パフォーマンスを併せた環

境投資指標の研究を開始し、環境負荷削減に寄与でき

る SRI（社会的責任投資）ファンドの投資選択基準策定

に寄与する。 

・企業の環境負荷削減と財務パフォーマンスを併せた環境投資指標の研究について、SRI

（社会的責任投資）ファンドを投資先の CO2 排出量の変化率に基づいて評価する手法を開発

した。さらに、この手法を用いて実際のファンドを評価し、民間情報会社との共同研究を開始

した。 

  4121200 

    ・有機資源の利活用策に関するインベントリ分析を行

い、具体的な施策選択肢を検討を行っている地方自治

体に定量的に示す。消費者行動のCO2排出量の定量化

と排出削減対応策を示す。 

・スーパーマーケット等から出る食品加工残さの利活用策として飼料化、堆肥化を取り上げ、

焼却処理との比較可能なインベントリを作成した。さらにその飼料を用いて養豚を行い、その

豚肉をスーパーマーケットで販売する循環システムによる温室効果ガス排出削減効果を定

量化した。和歌山県における間伐材を石炭に混ぜて発電を行うシステムの CO2 排出削減効

果について LCA 検討を開始した。 

 消費行動の CO2 排出量を産業連関表ベースで網羅的に算定した上で、特に影響が比較的

大きい購買行動を事例として実測データを基に宅配システム利用による CO2 削減効果を確

認し、購買行動における宅配利用を効果が見込める対策として提案した。 

  4121210 

    ・家庭・集合住宅での充電設備設置の可能性、電動車

両に対する消費者受容性等を考慮し、電動車両の大量

普及によるわが国の運輸部門での環境負荷削減策を

検討する。また、アジア全体での資源リスク管理対策を

検討するため、資源・有害性を併せ持つ鉛を対象に国

間貿易による相互依存関係を考慮した物質フロー・環境

排出量推定モデルの開発を行う。さらに、エネルギー技

・家庭での電力機器の保有・使用状況の調査と 1 日の自動車使用に占める停止時間より、家

庭での電動車両充電可能性について分析した。また、生産、使用、廃棄段階で生じる鉛の国

間移動量を推計するモデルを用い、鉛の先進国から途上国へ流出や途上国での環境排出

が高くなる傾向を明らかにした。さらに、エネルギー技術の社会的位置づけとして重要で低環

境負荷と考えられるバイオエタノールへのプレアミム価値を支払意志額によって推定した。 

  4121220 
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術の社会的位置づけを評価をする手法について考察を

進める。  

    ・バイオマス燃料のライフサイクルを考慮したリスク評価

に向けた研究として、人間、生態系へのリスクの定量化

手法の開発、運用を行う。 

・バイオマス燃料のライフサイクルで懸念される発がんプロモーターの挙動や排出ガスの大

気拡散と曝露モデルを高度化して運用し、ヒト健康への影響を定量化した。また、窒素循環

モデルを基にしたバイオマス利活用における生態系影響評価手法を提案した。 

  4121230 

    ・世界の経済成長や人口増加等のシナリオを基に二酸

化炭素の排出量を計算するシミュレーションモデルし

て、自動車用鉄鋼を一例としたプロトタイプモデルを構

築する。  

・自動車用鉄鋼に関わる二酸化炭素の排出量を予測するシミュレーションモデルを構築し

た。このモデルを用いた評価の際に不可欠となる世界の社会経済動向や自動車技術動向等

の各種シナリオを作成した。 

  4121240 

  ・日本と密接な関係を有する国々との

LCA 研究に関するネットワークを強化

し、当該分野での国際的拠点として先導

的な役割を果たすため、APEC 地域を中

心としたワークショップを開催するととも

に、UNEP/SETAC ライフサイクルイニシ

アチブ、GALAC（世界 LCA センター連

合）及び LCA 関連の ISO において主体

的に活動する。 

・UNEP/SETAC ライフサイクルイニシアチブの活動に参

加し、世界のキャパシテイビルデングに貢献する。ISO

では、環境効率の議論に参加し、またカーボンフットプリ

ントの新 ISO の議論をリードする。さらに、第 9 回エコバ

ランス国際会議の準備に実行委員を送り世界の LCA 研

究の方向を作り出す。 

・UNEP/SETAC ライフサイクルイニシアチブの活動である Water Assessment Working Group

にエキスパートとして参加し、水資源消費に関する評価手法のレビューとガイドライン作成に

携わった。2010 年 2 月の ISO 会議に併設してデータベース関連の WS や UNEP の WS に協

力し、世界のデータベース整備に向けて議論が出来た。ISO ではカーボンフットプリント、環境

効率の議論に我々の研究成果を基に議論をリードした。エコバランス国際会議に向けて実行

委員を送り、会議の準備に貢献した。 

1800 種類以上のカーボンフッ

トプリントインベントリデータベ

ースを作成し、国の CFP 事業

で用いる公的データベースと

して提供した。 

4121300 

    ・東アジア地域でのバイオマス利活用評価に関する研

究を先導的に行い、成果を世界に向けて発信する。ま

た、アジア地域の LCA 制度構築に向けた支援を継続す

る。 

・東アジアでのバイオマス利活用の持続性評価ガイドラインを開発し、報告書を世界に向けて

公開した。また、バイオマス利活用評価に必要となる LCA データの共有を通じ、LCA 制度構

築を支援した。 

  4121310 

1-(3) 環境問題の発生を未然に

防止する診断・予測技術の開発 

1-(3) 環境問題の発生を未然に防止す

る診断・予測技術の開発 

      4130000 

 環境汚染を早期に発見し、汚染

の拡大を防止するとともに、環境

浄化・修復の効果を評価するた

め、環境負荷物質の極微量検出

を可能とする計測技術の研究開

発を実施する。また、CO2 等の産

業活動に起因する温暖化関連物

質の排出源対策技術の評価に関

する研究開発を実施する。 

 環境問題の発生を未然に防止するに

は、環境汚染を早期に検出するととも

に、汚染防止対策の効果を確認して次

の対策へのフィードバックを可能とする

環境診断技術が必要である。また、得ら

れたデータに基づき、環境の変化を予測

し、対策の有効性を推定できる技術が必

要である。このうち、前者に対しては、第

1 期に確立した計測要素技術をベース

にして、高感度な水質監視や大気監視

が可能なモニタリング技術を開発すると

ともに、微生物を利用した環境モニタリン

グ技術を開発する。後者の予測技術に

対しては、産業活動に起因する温暖化

関連物質の排出源対策が緊急の課題で

あるため、CO2 やフッ素系化合物の環境

影響評価手法及び温暖化対策技術の効

果を評価する手法を開発する。 

      4130100 

  1-(3)-① 環境診断のための高感度モニ

タリング技術の開発 

      4131000 

  ・水中の毒性量を評価する水質監視技

術確立のため、毒物応答速度や再現性

が悪い魚等を利用した既存システムに

代わり、応答速度 30 分と分析誤差 10%

を有する微生物等の分子認識系を抽

出・固定化した毒物センサを開発する。 

・化学物質応答性能の高い微生物および抽出したクロ

マトフォアに関して、応答機構の解明を図る。センサの

改良により、モデル毒物に対して分析誤差 10%、応答時

間 30 分以内の性能を示すセンサに発展させる。電気化

学検出に関しては、電極の長寿命化および簡便な再

生・活性化法の検討を行う。ヒ素の連続監視に関して

は、50%以上の省エネルギー化を行うため、前処理の高

効率化を図る。以上の結果を総合し、測定試薬、測定試

・毒物応答素子であるクロマトフォアのシアンへの特殊な応答を見出し、その機構を説明し

た。また複数の特定毒物に対して 30 分以内に応答するセンサの開発に成功した。電気化学

検出に関しては、高感度化と長期安定性の向上を実現すると同時に、装置の小型化により

サンプル必要量を 1/4 まで削減することに成功した。また、前処理装置の光反応高効率化と

検出部の条件 適化を進め、これらを一体化したヒ素の連続測定システムのプロトタイプを

構築し、必要なエネルギーを 50%軽減することができた。 

  4131110 
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料の 小化が可能な連続測定システムを構築する。 

  ・レジオネラ等の有害微生物を迅速に検

出するため、従来、培養法で数日間、

DNA 利用法でも数時間を要する分析を、

数十分以内で分析可能な電気泳動とマ

トリックス支援レーザ脱離イオン化法質

量分析装置(MALDI-MS)を利用した分析

技術を開発する。 

・環境中の検出対象菌を選択的に検出する技術を改良

し、30 分以内に対象菌の染色と電気泳動分離・検出が

行える技術にする。MALDI-MS を利用した株レベルでの

微生物の迅速識別では、汎用性・信頼性を高めるため

のデータベースの整備と解析システム開発を行う。 

・環境中の有害微生物の選択的検出を想定して、共存微生物が多い中でも高い性能を示す

染色剤を選定し、染色から分離検出までが30分以内に完了する手順をレーザー励起蛍光検

出型キャピラリー電気泳動装置で構築した。MALDI-MS を利用した株レベルでの微生物の迅

速識別では、産業上有用な乳酸菌の大半をカバーできるデータベースを作成した。これまで

分類が困難であった微生物種について、本法に基づく新しい分類指標を提案した。 

  4131210 

  ・細胞内の分子形態や遺伝子発現を利

用して、化学物質の有害性を評価するト

キシコゲノミクスの分析法の確立のた

め、電気泳動及びプラズマ質量分析法

による細胞中元素の分子形態が識別可

能な分析装置の開発及び微少量試料の

マイクロ流体システムに電気化学活性マ

ーカーを有するプローブによる遺伝子検

出チップ等を組込んだ細胞中遺伝子の

網羅的解析システムを開発する。 

・高性能遺伝子プローブおよび高密度遺伝子センサアレ

イチップに基づく、実試料をターゲットとした遺伝子発現

解析システムを完成する。昨年度開発した気化インター

フェースを CE 条件に 適化を行い、細胞等生物から抽

出した微少量試料中の元素の分子形態を元素選択的

に識別できる分析法を完成する。 

・遺伝子プローブの開発では、DNA 濃度に応じて酸化還元電位と電流値が変化するシグナ

ル・オン型プローブを開発した。遺伝子センサアレイチップの開発では、チップ作成用分注機

の迅速性向上を目指し、8×3 に配列したキャピラリーアレイを分注ヘッドとした 24 連 2 次元ピ

ッチ可変型分注機を開発した。電気泳動/誘導結合プラズマ質量法（CE/ICP-MS）について

は、インターフェースの条件 適化を行い、ヒ素の各化合物を ICP-MS 装置に分離導入でき

る条件を見いだし、微少量試料中の元素の分子形態を元素選択的識別ができる分析法を確

立した。 

  4131310 

  ・高感度な水晶振動子センサを有害物

質検出技術へ適用させるため、センサ間

で相互干渉しない基板及び回路を開発

し、応答速度を既存の 1/2 以下にした複

数同時測定により、数十試料の分析を

数時間で完了できる全自動センシングシ

ステムを開発する。 

・これまでに開発した要素技術の融合により高感度な水

晶振動子センサを構築し、有害物質検出技術へ適用さ

せる。このために水晶振動子センサ間で相互干渉しな

い基板及び回路を開発する。さらに水晶振動子センサ

の応答時間を既存の 1/2 以下にした複数同時測定によ

り、数十試料の分析を数時間で完了できる全自動セン

シングシステムを開発する。 

・1 つの水晶板に 2 つの電極を構成したツイン型センサ素子を用いて、外乱ノイズや周波数の

変動と試料測定による変化量とを同時に測定することによって、従来は困難であった測定値

から外乱要因による変化量を除去できるシステムを確立した。試料測定セルをマイクロ流路

化することで、応答時間を既存の 1/2 以下にした。その結果、1 時間当たり 10 試料以上の分

析を可能とする自動センシングシステムを構築した。 

  4131410 

  1-(3)-② 地球温暖化関連物質の環境

挙動解明と CO2 等対策技術の評価 

      4132000 

  ・CO2 海洋隔離の環境影響に対する定

量的評価法確立のため、海洋炭素循環

プロセスを解明するとともに、CO2海洋隔

離時の環境モニタリング手法及び国際

標準となる海洋環境調査手法を確立す

る。また、CO2 の海洋中挙動を予測する

ため、海洋の中規模渦を再現可能とした

数 10km の分解能を持つ海洋循環モデ

ルを構築し、現実地形の境界条件、CO2

放出シナリオや生物・化学との関連等を

統合した予測シミュレーション技術を開

発する。 

・二酸化炭素海洋隔離による海洋中深層の微生物群集

組成への影響評価に関わる室内実験を実施し、影響の

定量化を進めるとともに、隔離における環境モニタリン

グ指標としての微生物群集組成の適用可能性について

評価・検討する。 

・海水の二酸化炭素濃度の増加および酸性化に伴って古細菌の存在比が増大することを示

し、さらにこれらの古細菌類が寄与する二酸化炭素固定活性の測定法を検討したところ、従

来法で予想されるよりも約 3 倍の高活性を持つ可能性を提示した。これらの結果から古細菌

類が海洋隔離の影響評価・モニタリングの重要な指標になることが確認された。また微生物

による有機物の分解・無機化活性について、現場試料（沈降粒子）とモデル化合物を用いた

測定を行い、海洋における有機物の無機化プロセスへの影響評価の実施に有用な定量的デ

ータを得た。 

  4132110 

  ・クリーン開発メカニズムにおける植林の

炭素固定量を評価するため、地上観測

データと衛星データを統合的に解析する

技術の開発により、現状 50-100%である

炭素収支推定誤差を半減させ、アジアの

陸域植生の炭素収支・固定能の定量的

マッピングを行う。また、CO2 排出対策効

果の監視の基本的ツールを提供するた

め、地域・国別CO2排出量変動の識別に

必要な数 100km の空間分解能を持つ

CO2 排出量推定手法（逆問題解法）を開

発する。 

・斜面下降流の発生頻度とラドン濃度の分析から呼吸

量を補正することにより、複雑地形地の夜間のデータの

誤差を 30%以下にする。地上観測により修正した植生指

標を用いてアジア陸域植生の炭素収支マッピングを行

う。全球の 64 領域からの一週間単位の二酸化炭素交

換量の推定を行うとともに、交換量の推定精度の向上を

図る。 

・斜面下降流の発生頻度とラドン濃度の分析から、土壌起源物質の 30-40%が夜間、観測に

かからずに流出していることを明らかにした。これにより、対象地点では誤差を 30%以下にす

ることができた。地上観測データをもとに、衛星観測から導出した植生指標を修正し、陸域植

生の炭素収支マッピングを行った。逆問題解法においては、我が国が誇る航空機観測データ

(CONTRAIL)の利用を試みた。全球の 64 領域（空間分解能 3000km 相当）からの逆問題を設

定し 2007 年について週単位の解を得、交換量の精度向上を図ることができた。 

  4132210 

  ・都市高温化（ヒートアイランド現象）と地

球温暖化の相互関係を評価する手法を

・都市連成モデルにより、街区規模での廃熱利用や省エ

ネルギー対策の都市高温化緩和に対する効果を定量

・都市連成モデルを用いた街区規模での廃熱利用や省エネルギー対策評価をエネルギー系

民間会社との共同研究で実施した。K 市を対象とした街区レベルの総合的エネルギーシステ

  4132310 
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構築するため、都市気象モデルと都市

廃熱モデルの連成モデルを開発する。ま

た、モデルにより都市廃熱の都市高温

化を評価する手法を構築するとともに、

廃熱利用や省エネルギー対策の都市高

温化緩和に対する効果を定量的に評価

する。 

的に評価する。 ムと都市高温化との関係を年間で評価できるモデルを開発し、街区の実測温度との比較で

高い相関係数を得た。また、同市における 2 つの街区で省エネルギー対策等の効果の評価

を行った。 

  ・フッ素化合物の適切な使用指針を示す

ため、第 1 期で開発したフッ素系化合物

の温暖化影響評価・予測手法を改良し、

省資源性、毒性、燃焼特性等の要素を

考慮した総合的評価・予測手法を開発

する。 

・従来の温暖化評価は気候との関連が薄いことから、二

酸化炭素を基準とせず、さらに気候との関連を考えた評

価手法について新たに検討する。また資源評価につい

て基礎的なコンセプトを作成し、総合的評価・予測手法

の開発を行う。 

・二酸化炭素を基準としない時間軸での温暖化評価手法として、温暖化強度をワット表示か

ら大気温度に変えることで気候との関連を明確にした新評価手法を開発した。この手法によ

り、従来のライフサイクルクライメイトパフォーマンス評価では得られなかった個々の対策技

術と大気温度の関係を評価することが可能になった。資源評価では、原料コストの上昇と資

源量減少の関係を重視し、温暖化評価を加えて総合評価を進めた。 

  4132410 

    ・新規冷媒化合物等の燃焼限界の圧力依存性について

測定と予測を行う。また、混合系冷媒の燃焼限界、燃焼

速度の測定と予測法の開発を行う。発泡剤開発に向け

て、環境影響評価、燃焼性評価、特性評価、及び工業

的な製造を目指した合成法の検討を進め、発泡剤として

有望な化合物を見出す。 

・新規冷媒化合物である HFO-1234yf の燃焼限界に対する圧力依存性の測定を行い、不燃

になる圧力及び圧力の上昇と共に上限界は顕著に燃焼範囲が広がること等を明らかにし

た。また、HFO-1234yf を中心とした混合系冷媒の燃焼限界は、ルシャトリエ式等で予測可能

なことを見出した。発泡剤開発では、含フッ素不飽和化合物と OH ラジカルとの反応速度測定

を行い、大気寿命は1日～1年であることを明らかにした。また、発泡剤候補化合物の気体熱

伝導率は HFC-245fa と同程度であることを見出した。 

  4132420 

1-(4) 有害化学物質リスク対策

技術の開発 

1-(4) 有害化学物質リスク対策技術の

開発 

      4140000 

 汚染された大気・水・土壌の浄

化、修復及び保全を目指し、揮発

性有機化合物(VOC)、難分解性

化学物質及び重金属等の汚染物

質の処理技術に関する研究開発

を実施する。また、廃棄物の集中

する都市域における 終処分量

の削減と資源循環の適正化に有

効なリサイクル技術に関する研究

開発を実施する。 

 リスク評価や環境負荷評価に基づいた

事前対策によって、有害化学物質のリス

ク削減を実現するためには、従来の環

境浄化・修復技術に加えて、潜在的な問

題性が認識されていながら有効な対策

がとられていない小規模発生源による汚

染、発生源が特定困難な汚染及び二次

的に生成する有害化学物質による汚染

に対処可能な技術の開発が必要であ

る。このため、空気、水及び土壌の効率

的な浄化技術を開発する。また、小型電

子機器など、都市において大量に使用さ

れながら、効果的なリサイクル技術が確

立していないために、廃棄物による潜在

的な環境汚染の可能性がある製品等の

分散型リサイクル技術を開発する。 

      4140100 

  1-(4)-① 環境汚染物質処理技術の開

発 

      4141000 

  ・揮発性有機化合物（VOC）の小規模発

生源を対象とし、有害な 2 次副生物を発

生することなく従来比 2 倍以上の電力効

率で数 100ppm 濃度の VOC の分解が可

能な触媒法や低温プラズマ法を開発す

るとともに、高沸点や水溶性の VOC を吸

着回収することが可能な新規吸着法等

の処理プロセスを開発する。 

・オゾン分解触媒の開発に関しては、新規触媒の探索を

行うと同時に、その活用法についても検討を行う。プラ

ズマ法では、プラズマ下での触媒表面の挙動を解明し、

電力効率の目標値達成を目指す。吸着回収では通電加

熱方式や高周波誘導加熱方式の実装置化のための共

同研究を実施するとともに、真空スイング吸着回収装置

プロトタイプの完成をめざす。 

・オゾン分解触媒として Mn 触媒以外にも Ag 触媒が有効であることを見いだし、触媒を二段で

用いることで高いプラズマ利用効率を獲得した。マイクロスコープと高感度 CCD カメラによる

表面観察から、触媒上でプラズマが広範囲に進展し、相互作用がより効率的に生じているこ

とを明らかにした。通電加熱方式の吸着回収装置は上市目前の段階に達した。高周波加熱

方式では 50 m3/min 規模装置を想定した加熱実験に成功した。また、二元細孔構造を有す

る表面疎水化シリカ吸着剤を開発し、真空スイング吸着回収装置での操作条件を明らかにし

た。 

  4141110 

  ・水中の難分解性化学物質等の処理に

おいて、オゾン分解併用型生物処理法

など、従来法に比べて 40%の省エネルギ

ーを達成する省エネ型水処理技術を開

発する。また、再生水の有効利用のた

め、分離膜を組み入れた小規模浄化プ

・オゾン分解併用型生物処理法の普及では、普及先の

ベトナム染色工場でのオゾン処理と生物処理の 2m3/d

規模の連続装置での現場試験の結果を踏まえ、当該工

場以外の現場廃水への応用性を検討する。有機化合物

で汚染された水を浄化する実験室レベルの連続処理プ

・ベトナム染色工場での試験データから、当初の計画を達成できるコスト評価を得た。ベトナ

ム側との情報交換を継続し、工業団地における規制の強化に伴い、化成品製造業等の排水

にも適用可能であるとの調査結果を得た。一方、国内数か所の染色工場の現場廃水の採

取・分析から染料の種類等による処理性を明らかにした。また、有機化合物で汚染された水

を浄化する実験室レベルの連続処理プロセスを組み立ててその性能を評価し、化学的酸素

  4141210 
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ロセスを開発する。 ロセスを組み立て、性能を評価する。 要求量(COD)を半減できる結果を得た。 

  ・環境修復技術として、空気浄化につい

ては、ホルムアルデヒド等空気汚染物質

の浄化が室内においても可能な光利用

効率 10 倍の光触媒を開発する。また、

発生源に比べ 1 桁以上低い有害物質濃

度に対応するため、水質浄化について

は、超微細気泡及び嫌気性アンモニア

酸化反応を利用し、土壌浄化について

は、腐植物質や植物等を利用することに

より、各々処理能力を従来比 3 倍とする

浄化技術を開発する。 

  

・自主開発した光触媒材料を組み込んだパッシブ型シス

テムの開発・性能評価を行う。新規光触媒として、可視

光応答性および高活性酸素種生成型光触媒の開発も

行う。従来比 大 10 倍の効率を有する新規光触媒材料

の開発、及び水質浄化性能評価装置開発を推進する。

また、途上国等における飲料水中に含まれる有機系物

質の光触媒除去を検討する。光触媒性能の標準化も実

施する。 

・パッシブ型システムとして大気浄化反応塔を完成させ、低濃度トルエンの長期連続処理を

達成した。窒素と炭素を用いる新規な光触媒材料とその調製法を開発し、従来比 大 11 倍

となる新規光触媒の開発に成功した。飲料水中有機リン化合物の光触媒分解では、光触媒

反応と光触媒表面への吸着作用の併用による急速な有害成分除去が可能であることを示し

た。標準化では、光触媒材料によるバイオフィルム抑制及び可視光応答性光触媒の JIS 化を

推進した。 

  4141310 

  ・閉鎖性水域の環境改善を目的とした現場試験を継続

する。特にマイクロバブルの利用が生態系に与える影

響について調査する。また、上水処理については臭素

酸の除去メカニズムについて検討を進める。さらに水環

境に対して負荷の少ない半導体の洗浄技術について検

討を行う。 

・閉鎖性水域の環境改善については、霞ヶ浦湖畔の実験池においてマイクロバブルにより低

泥の無機化の促進を確認した。また、水田へのマイクロバブルの供給において PCR-DGGE

解析により土壌中の菌根菌の変化が認められた。さらにカブトエビの復活を確認した。上水

処理における臭素酸対策について、データを取りまとめた。オゾンマイクロバブルにより、通

常オゾン処理の 5 倍以上の半導体レジスト除去速度を達成した。さらに希薄なアンモニア水

との組み合わせでさらに敏速な除去速度を達成した。 

  4141320 

    ・アナモックス活性の評価試験法を活用し、阻害物質を

評価し、アナモックスリアクターの維持管理に資する。 

・開発した迅速・簡便な測定方法を用いてアナモックス活性のホットスポットに関する検討を

行い、活性を示す微生物種の同定に成功し、天然の陸圏におけるアナモックス活性の存在

やアナモックスリアクターの管理についての知見を得ることができた。 

  4141330 

    ・植物の栽培方法を、特に育成期間や植え付け方法に

ついて検討を行うとともに、DNA 含有水による土壌洗浄

と洗浄水の処理に関して得られる基礎資料をベースに、

そのシステム化を図る。これにより、処理能力を従来比

3 倍とする浄化技術を開発する。 

・植物の栽培方法などを詳細に検討した結果、植物の絶乾重量 1kg あたり 4mg のカドミウム

を 8 週間の生育期間で吸収させる 適条件を見出した。開発した植物のカドミウム吸収能力

は在来種比で 2 倍と高く、少なくとも年 2 回は栽培できるため、処理能力を 4 倍に高めること

を可能とした。一方、DNA およびその関連物質を利用した汚染物質の洗浄とその分解・除去

のシステム化が達成でき、これにより、植物に有害な物質を含む複合汚染にも対応を可能と

した。 

  4141340 

  ・フッ素系の界面活性剤として多方面で

使用されているパーフルオロオクタン酸

（PFOA）等難分解性化合物の環境中で

の動態を解明するとともに、光触媒等を

利用した 2 次生成物フリーの安全な分解

処理技術を開発する。 

・研究の対象物質を PFOS/PFOA 前駆物質のみなら

ず、代替物質として導入が進んでいるパーフルオロエー

テル酸類やフッ素ポリマー材料まで拡大し、低エネルギ

ーでかつ高効率にフッ化物イオンまで分解できる反応手

法を探索する。環境動態の解明に関しては大気中二次

生成物等の沈着過程を明らかにするための物性測定を

行い、それに基づいて大気質モデルの沈着過程に関わ

る大気成分や地表面の分類方法、スケーリング係数等

の改良点を明らかにする。 

・パーフルオロエーテルスルホン酸類については酸素ガスを導入した亜臨界水反応で、パー

フルオロエーテルカルボン酸類についてはペルオキソ二硫酸イオンを添加した温水反応で、

さらにパーフルオロスルホン酸ポリマーは鉄粉を添加した亜臨界水反応でそれぞれフッ化物

イオンまで効果的に分解することを見出した。また、磁気浮遊天秤を用いて腐植物質等への

ガスの吸着等温線を測定するとともに、スケーリング係数の測定方法を改良し、腐植物質に

対するプロパナール等のスケーリング係数がヘンリー定数と正の相関をもつことを示した。 

  4141410 

  ・季節や天候の影響を考慮した効果的な

発生源対策を導くことを目的として、浮遊

粒子状物質やオキシダントの予測モデ

ルを構築するため、誤差要因や未知のメ

カニズムを探索するフィールド観測を実

施するとともに、拡散モデルを高精度化

し、雲物理過程、植生モデル、ヒートアイ

ランド現象等を導入したシミュレーション

手法を開発する。 

・植生が汚染物質の発生源・吸着源として作用する過程

を中心に、天候・雲等の影響を含めて検討を行う。 

・桂川・相模川流域を中心に窒素系化学物質が大気から植生等へ降下する量について、降

水への取り込みを含めて検討した。大学との研究協力により、相模湖・津久井湖におこる富

栄養現象が桂川沿いを走る高速道路から発生する大気由来の窒素による可能性が明らかと

なった。 

  4141510 

  1-(4)-② 都市域における分散型リサイ

クル技術の開発 

      4142000 

  ・都市において多量に発生する廃小型

電子機器等の分散型リサイクル技術とし

て、再生金属純度を 1 桁向上しつつ 50%

以上省エネルギー化する金属再生技術

を開発するとともに、20%以上の省エネル

ギー化と 50%以上の再利用率を達成す

るプラスチック再生技術を開発する。同

時に、分散型リサイクル技術の社会的受

・携帯電話等のプリント基板から取り外した部品、コネク

タ等を対象とした粉砕時におけるレアメタル、貴金属類

の挙動と 適粉砕条件を明らかにし、物理的選別手段

による一次濃縮を実現する上で 適な選択粉砕プロセ

スを構築するための指針を確立する。また、多成分同時

分離技術開発では、僅かな比重差での分離を達成させ

るため、粒子を放出するノズルの改良を行うとともに、改

良装置の比重分離限界を明らかにする。 

・プリント基板を対象に、素子の選択粉砕条件を明らかにした上、レアメタル、貴金属を含むタ

ンタルコンデンサやチップ抵抗など、6 種の素子類の一次濃縮が可能な物理選別技術を開発

し、選別プロセスの指針を得ることができた。また、多成分同時分離技術開発では、その精

度をレアメタルモデル粒子の分級性能により検証した。試作した装置は、遠心場を利用した

20μm 程度の細粒子にも対応可能な技術でありながら、スクリーンに匹敵する選別精度を持

ち、かつ、数十の成分に同時分離できる能力を有することが明らかとなった。 

  4142110 

71



 

第 2 期中期目標 第 2 期中期計画 平成 21 年度計画 平成 21 年度実績 特筆事項 整理番号 

容性を評価する技術を開発する。 

    ・アミド含有 3 級アミンによるロジウム抽出機構を調べ、

抽出率および他の貴金属からの分離性向上を図る。連

続運転に適した簡易型プロセスについて、再生金属の

純度を従来よりも 1 桁向上させ、かつ 50%以上の省エネ

ルギー化が可能な操作条件を見出す。希土類回収の新

プロセスについて、試作装置を用いて分離性を評価す

る。 

・既開発の抽出剤に比べ、ロジウムの抽出率が 10%以上高い、新たな構造のアミド含有 3 級

アミンを見出した。簡易型プロセスによる連続運転装置を試作し、再生金属の純度を 1 桁向

上させるとともに 50%以上の省エネルギー化が可能な操作条件を見出した。また、これまでよ

りも更に簡便な不純物除去法として吸着剤とカラムを用いたプロセスを検討し、高い不純物

除去能力を実証した。さらに、希土類回収の新プロセスについて、京都大学および大阪大学

と連携して研究を推進し、高い分離性が得られる条件を見出した。 

  4142120 

    ・プラスチック系廃棄物について、開発開始時の 20%以

上の省エネルギー化と 50%以上の再利用率を達成す

る。アルミ箔複合フィルムから樹脂成分の分離システム

の開発を行う。また、各種資源化手法について、経済性

や環境負荷の評価基準を検討する。エポキシ樹脂中の

臭素系難燃剤を温和な条件下で分離抽出するための装

置を試作する。また、エポキシ樹脂をバイオマスから製

造したタールに可溶化するための 適運転条件を検討

する。さらにバイオマスあるいはプラスチックを直接溶融

塩共存下で水蒸気と反応させ、反応条件と生成物組成

との関係を明らかにする。 

・架橋ポリエチレンやポリウレタンの燃料化法を開発、既知資源化法に比べ、20%以上の省エ

ネルギー化、50%以上の再利用率を達成した。アルミ複合廃プラスチックの衝撃破砕成分分

離法を提案した。廃プラスチック資源化手法の環境・事業面で選択するガイドラインを提示し

た。 また、エポキシ樹脂製電子基板から臭素系難燃剤を抽出する 適条件を見出し、装置

を試作した。バイオマスタールで基板は常圧下で可溶化され、生成物の熱分解により溶媒が

再生できた。溶融混合炭酸塩共存下で基板を水蒸気ガス化することによって主に水素と二酸

化炭素が得られることを見出した。 

  4142130 

    ・分散型リサイクルシステムの”見える化”の一環とし

て、茨城県との協力のもとで提案している”茨城モデル”

における適切な技術・システムの社会受容性評価を具

体化し、推進していく。また、関西地区、北九州地区での

取り組みについても、昨年度の成果を発展させ、より高

度な循環型社会構築に向けた分散型リサイクルシステ

ムの具体像を作成する。 

・茨城県および県内の公的研究機関および民間企業との協力のもと、既存の技術やシステ

ムの社会受容性、環境負荷の評価等を勘案し、廃携帯電話に含まれる希少金属の分離・濃

縮を目的とする分散型リサイクルシステムを提案し、要素技術として電子基板の新規粉砕法

や振動モータ中のタングステンの選択溶解法の効果を明らかにした。また、福岡県と、廃蛍

光ランプから希土類を回収する分散型リサイクルについて、具体的プロセスと協力体制につ

いて協議した。 

  4142140 

    ・希土類磁石リサイクルに関し、選択酸浸出における溶

解機構を明らかにし、また溶媒抽出法におけるモデル化

を行う。蛍光体リサイクル・再利用のための処理方法に

関して、廃蛍光体の再生処理後の輝度値等の評価を、

新品または新品との種々の混合比状態とで比較して行

い、再利用性について調査する。 

・脱磁後酸化焙焼したネオジム磁石を対象に、100℃以下での塩酸による各種金属の溶解挙

動を明らかにし、焙焼時における希土類と鉄の複合酸化物の生成が、希土類の溶解率低下

に密接に関与していることを明らかにした。また、抽出試薬 PC88A によるネオジムおよびジス

プロシウムの溶媒抽出平衡を解析し抽出平衡定数を求め、様々な条件での抽出率の定量的

予測を可能とした。さらに、使用済み蛍光体の再利用に関して、再生品と新品との混合利用

を行うため、種々の混合状態で輝度等の測定評価を行い、混合の閾値に関する基礎データ

を得た。 

  4142150 

２．地圏・水圏循環システムの理

解に基づく国土の有効利用の実

現 

２．地圏・水圏循環システムの理解に基

づく国土の有効利用の実現 

      4200000 

 自然と経済活動の共生を目指し

た地下深部の利用に向け、地圏

における水の循環システムを解

明するとともに、低環境負荷資源

開発、土壌汚染リスクの評価と修

復、地層処分及び CO2 地中固定

に関する研究開発を実施する。 

 地圏・水圏における物質循環の理解に

基づいた、大深度地下利用などの国土

利用の促進と、資源開発における環境

負荷の低減が求められている。このた

め、自然と経済活動の共生を目指して、

環境問題及び資源問題を解決すること

を目的として、地圏における循環システ

ムの解明と流体モデリング技術の開発

を実施する。また、沿岸域の海洋環境の

疲弊を防ぎ持続的な低環境負荷利用を

可能にするため、環境評価技術の開発

を行う。 

      4200100 

2-(1) 地圏における流体モデリン

グ技術の開発 

2-(1) 地圏における流体モデリング技術

の開発 

      4210000 

 地球環境に配慮した地下深部

の利用を実現するため、地圏内

 環境への負荷を 小にした国土の利

用や資源開発を実現するために、地圏

      4210100 

72



 

第 2 期中期目標 第 2 期中期計画 平成 21 年度計画 平成 21 年度実績 特筆事項 整理番号 

部に含まれる流体の挙動に関す

るモニタリング及びシミュレーショ

ン等の技術の研究開発を実施す

る。また、低環境負荷資源開発に

関する研究開発、土壌汚染リスク

の評価及び地層処分に関する環

境評価を実施する。 

内部における地下水及び物質の流動や

岩盤の性状をモニタリングすることが必

要である。そのために、地圏内部の水循

環シミュレーション技術を開発し、これら

の技術に基づき、地下水環境の解明、

地熱貯留層における物質挙動の予測及

び鉱物資源探査に関する技術を開発す

る。また、土壌汚染等に関する地質環境

リスク評価及び地層処分環境評価に関

する技術を開発する。 

  2-(1)-① 地圏流体挙動の解明による環

境保全及び資源探査技術の開発 

      4211000 

  ・独自に開発したマルチトレーサー手法

を適用して、関東平野や濃尾平野等の

大規模堆積平野の水文環境を明らかに

し、こうした知見を利用して地球温暖化

及び急速な都市化が地下水環境に及ぼ

す影響を評価する。また、地下水資源を

持続的かつ有効に利用するため、地下

水の分布、水質、成分及び温度の解析

技術並びに地中熱分布に関する解析技

術を開発する。 

・現シミュレーションモデルでは、再現の悪い地点が残さ

れているため、平成 21 年度ではモデルの再現性の向上

を目指す。また、地表面温度の変化と地下水流速の地

域的な分布特性を明らかにする。さらに、タイ北部チェン

マイでの地中熱ヒートポンプシステムの運転を継続す

る。冷暖房運転を行うなど、運転設定を変更した場合の

システム効率を調べるため、温度データを継続して取得

する。同時に、東京都千代田区の地中熱利用システム

で行っている熱交換井内の温度変化データの解析を行

う。 

・大規模地下水循環を踏まえた上で地域的な地下水流動を精度よくとらえるため、マルチトレ

ーサー手法を考慮した水理地質モデルの構築方法を確立し、地下水流動のスケールに合わ

せた解析が実施できるようになった。タイや東京における地中熱利用に関するデータの取得

及び解析を行い、結果を公表した。 

  4211110 

    これに加えて、堆積平野・盆地を対象に、地下水環境評

価研究を実施する。大規模地下水盆のモデリングに加

えて、これまで構築してきたマルチトレーサー手法の適

用により、過去から現在にいたる地下水環境の変化の

解明を目指す。 

全国 60 の平野や盆地（地下水流動の大きな単位）における統合的な地下水流動解析を実施

し、流動速度や水質・温度などから地下水の構造が評価できるようになり、同時に持続的な

地下水資源の利用に貢献した。この成果を、水文環境図等として公表した。 

    

  ・地熱資源を有効利用するため、地下流

体挙動のシミュレーション技術を開発し、

将来予測技術を確立するとともに、環境

負荷の少ない中小地熱資源の開発に関

する技術指針を産業界に提供する。 

・平成 20 年度出版の『全国地熱ポテンシャルマップ』

CD-ROM の普及に努め、Web 公開できるデータから、

Web 上での公表を開始する。これらのデータを用いて、

今後、わが国で地熱開発が期待される地域を抽出す

る。また、『温泉エコジェネシステムの開発』の開発を進

め、低温発電・小規模発電といった地熱発電の裾野の

拡大を図る。 

・平成 20 年度出版の「全国地熱ポテンシャルマップ」CD-ROM の普及に努めるとともに、低温

から高温に至る全国の熱水系地熱資源量評価を系統的に行い、学会・講演会・各種研究会

等で広く公表した。その一部は資源エネルギー庁の研究会や環境省地球環境局においても

重用された。また、「温泉エコジェネシステムの開発」のために、スケール抑制方法の研究を

目指して、低温発電・小規模発電の拡大を図った。 

  4211210 

    ・地熱貯留層管理のためのモニタリング技術について補

足的な現地観測を行うとともに、自然電位モニタリング

技術についてまとめを行う。共同研究やソフトウェアユー

ザー会などを通じて得られた成果の普及を図る。 

・モニタリング技術の向上のため、大霧地熱地帯での補足的な観測を継続して実施し、同地

域での貯留層シミュレーション結果を踏まえた自然電位変化の解析を行った。また、貯留層

の初期開発段階における非凝縮性ガスの影響等を検討するとともに、ソフトウェアユーザー

会を運営し、研究成果の普及促進を行った。 

  4211220 

  ・地圏流体の挙動の理解に基づき、産業

の基礎となる銅や希少金属鉱物資源に

関する探査技術を開発し、探査指針を産

業界へ提示する。 

・東南アジア各国の岩石の風化帯において希土類ポテ

ンシャルの調査を継続するとともに、アルカリ岩、カーボ

ナタイトの重希土類ポテンシャル評価を実施する。希土

類鉱床開発に向けた希土類元素の存在形態、希土類

鉱物の同定、産状に関する調査・研究を実施する。 

・南ア、モンゴルに分布するアルカリ岩、カーボナタイトに付随する新規希土類鉱床の現地調

査を実施し、南アの蛍石鉱床およびモンゴルの燐灰石鉱床から、希土類品位が高く有望な鉱

床を抽出した。また、カナダ、米国にて既存希土類鉱床の現地調査を実施し、希土類鉱物、

特に含水ジルコンの産状と性質を明らかにした。東南アジアでは、ミャンマーに分布する風化

帯の希土類ポテンシャル調査を実施した。各鉱床のデータの一部を、民間企業、JOGMEC、

経済産業省などに提供した。 

  4211230 

            

    ・希土類以外のレアメタル、金や銅鉱床の成因および資

源量に関する研究を実施する。 

・リチウムの資源量に関する情報を、国際会議等で収集した。金、銅鉱床の成因に関する研

究を、スイス連邦工科大学と共同で実施し、流体包有物の性質から斑岩型鉱床が形成され

た温度、圧力条件を明らかにする手法を開発するとともに、それに基づく有効な探査指針を

提示した。 

  4211310 

  2-(1)-② 土壌汚染リスク評価手法の開

発 

      4212000 
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  ・土壌汚染の暴露量を定量的に評価し、

健康リスク及び経済リスクを低減するた

めに、汚染地の土壌及び地下水の特徴

を組み込んだモデルに加え、微生物や

鉱物等による自然浄化機能を考慮に入

れたモデルを確立する。これらのモデル

を利用した地圏環境修復手法を開発し、

工場等の土壌に関するサイトアセスメン

トへの適用を可能にする。 

・平成 20 年度に開発した鉱物油を対象とした詳細モデ

ルに加えて、重金属類および揮発性有機化合物を対象

とした詳細モデルを開発し、地圏環境リスク評価システ

ム GERAS の全体バージョンを完成させる。この中には、

これまでに開発した鉱物への吸着や微生物浄化のデー

タベースに加えて、わが国の土壌特性データベースおよ

び地下水汚染に関するデータベースも組み込み、平成

21 年度末までに GERAS-1、2、3 の統合版を公開する。

・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（詳細

モデル）GERAS-3 の開発を完了し、プレス発表により公開した。これまでに開発したサイトモ

デル GERAS を、国内外の 1,000 社以上に普及させ、わが国の標準的な評価ツールとして確

立させた。この中には、鉱物への吸着や微生物浄化のデータベースに加えて、わが国の土

壌特性データベースおよび地下水汚染に関するデータベースも組み込み、GERAS-1、2、3の

統合版として完成させた。 

GERAS-1,2,3 統合版の開発

を完了させ、評価システムを

予想以上の 1,000 社に普及さ

せた。 

4212110 

    ・平成 20 年度に取得した電気・電磁探査、ダイレクトプッ

シュ、土壌サンプリング等のデータの解析を継続し、油

汚染の分布と物理探査結果との関係を総合的に明らか

にする。河川堤防について、物理探査、簡易掘削データ

を用いた解析、豪雨による堤防変状に関する水理的解

釈を行う。 

・油分汚染サイトにおける地表探査データと、貫入プローブによる油分計測データおよび土壌

サンプル分析値等を比較し、深度約 2m の油分汚染分布域が低比抵抗異常、地中レーダ反

射面と良い相関を示すことを把握し、探査手法の有効性を確認した。荒川堤防のはらみだし

領域で、ダイレクトプッシュ式簡易ボーリングを用いた深度 7m までの電気伝導度(EC)と水理

特性(HPT)の原位置計測を 5 孔井で実施したところ、EC と HPT の相関は高く、粘土質と砂礫

質の地盤の識別が可能であることを明らかにした。 

  4212120 

    ・マルチ送信比抵抗探査システムについて、土木施工管

理モニタリング等の実フィールドで適用研究を進めるとと

もに、さらに高度な3次元探査に向けた計測手法の改良

を検討する。NMR 計測装置について、土木あるいは農

業分野に応用することを念頭においた改良を行う。 

・マルチ送信比抵抗探査システムの実用化のため、ファームウェア等を修正し、繰り返し測定

による計測誤差を 0.5%以下とした。本装置の実効性を確認するため、鬼首間欠泉でのモニタ

リング計測を試み、噴気現象に伴う比抵抗変動を明瞭に捉えることができた。磁鉄鉱など磁

化率の高い鉱物を含む現実の土壌サンプルも安定して計測できるよう、NMR 計測用のイン

ダクタンスを低減させたコイルを作製し、実際のサイトからサンプリングした土壌コアに対して

期待どおりの動作を確認した。 

  4212130 

  2-(1)-③ 地層処分環境評価技術の開

発 

      4213000 

  ・地層処分の際のサイト評価に役立てる

ため、岩石物性等の地質環境に関する

評価技術の開発を行う。沿岸部では地

下水観測データに基づいた塩淡境界面

変動メカニズムの解明を行い、数値モデ

ルを利用した超長期変動予測技術の開

発を行う。また、沿岸部の地下 1、000m

程度までの地下構造探査手法について

既存の調査事例を分析することにより、

選定される調査地に 適な探査指針を

提示するための知見を整備する。 

・沿岸域における深部地下水性状を明らかにするため、

幌延沿岸部を実証フィールドとした野外研究を実施す

る。平成 21 年度は、広域地質・水文構造ならびに地下

水構造を把握するためのモデリングを行う。また地下水

調査においては掘削調査を進める。 

・沿岸域における深部地下水の性状と流動深度を解明するため、北海道幌延町において物

理探査調査とボーリング掘削による現地調査を実施した。その結果、地質に依存する地下水

質（吸着度合いに差のある地下水の水質）の違いから地下水構造形成史を解析できるように

なった。また、当該地域全体の地質構造に合わせた大規模地下水流動系を解明することが

できた。 

  4213110 

    ・「web 版沿岸域基礎データシステム（メタデータ）」のユ

ーザインタフェースを改良し、web 公開版を完成させる。

・沿岸域基礎データシステムを改良し、沿岸域断層に関するメタデータや沿岸平野の地質構

造モデルのデータを公表した。 

  4213120 

   ・沿岸域を対象にする電気・電磁探査データ解析法につ

いて、海水を考慮した場合の解析精度の向上、計算の

高速化、実際の探査地域に対応した実用性の向上等の

改良を進める。また、浅海域の地下構造を解明するた

めに 適な計測配置等について検討する。 

・北海道幌延町の陸域における調査を継続して地質構造モデルを構築するとともに、海陸統

合の解析のため、海水を含む構造モデルに対応する電気・電磁探査 3 次元解析プログラム

を改良した。また、浅海域を対象とする海底電磁探査装置を開発し、波浪ノイズへの対策等

について検討のため、北海道幌延町のモデルフィールドにおける適用実験によって動作確認

を行った。 

  4213130 

2-(2) CO2 地中貯留に関するモニ

タリング技術及び評価技術の開

発 

2-(2) CO2 地中貯留に関するモニタリン

グ技術及び評価技術の開発 

      4220000 

 大気中の CO2濃度を削減するこ

とを目的として、地中の帯水層に

CO2 を固定する CO2 地中貯留シ

ステムの実現に向け、CO2の挙動

に関するモニタリング技術及び帯

水層の CO2 貯留可能ポテンシャ

ル評価に関する研究開発を実施

する。 

 大気中の CO2 削減のため、発生源に

近い沿岸域において CO2 を地下深部に

圧入する技術が期待されている。そのた

め、地下深部の帯水層の CO2 貯留ポテ

ンシャルの推定及び CO2 の移動に対す

る帯水層の隔離性能評価に必要なモデ

リング技術を開発する。また、CO2を帯水

層に圧入した際の環境影響評価のため

      4220100 
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の CO2 挙動に関するモニタリング技術を

開発する。 

  2-(2)-① CO2 地中貯留技術の開発       4221000 

  ・CO2 発生源に近い沿岸域において、帯

水層の持つ CO2 隔離性能及び貯留ポテ

ンシャルの評価を実施するために、地下

深部の帯水層に圧入された CO2 の挙動

を予測するモデリング技術の開発等を行

う。また、帯水層に圧入された CO2 の挙

動がもたらす環境影響を評価するため、

精密傾斜計による地表変形観測等の物

理モニタリング技術及び水質・ガス等の

地化学モニタリング技術の開発を行う。 

・1)CO2 の圧入に事業化に当たっては、安全性の確保が

重要な認可用件となることが予想されることから、安全

性評価ならびにリスク評価に関する本格的な研究を開

始する。評価に当たっては漏洩リスクの抽出とリスクシ

ナリオの策定および策定したシナリオにおける個別要素

及びバックグラウンドの検討を行うこととする。また、シ

ール層の安定性について岩石や模擬試料による実験に

より評価に対する基礎データを収集するとともに貯留層

内の CO2 移動についても地化学的な観点から研究を進

める。 

・1)安全性やリスク評価のための EU、米国、豪州などの事例の収集とフレームワークを検討・

構築した。また、各種リスクの定量評価と CO2 移動予測の機能を組み合わせた CO2 地中貯

留リスク評価システムの概念設計を行い、地中の亀裂等と CO2 の移動挙動の関係について

のシミュレーションを行った。シール層の安定性については、岩石に入れた人工的な切断面

が地中深くに発生する圧力にて閉鎖する過程を実験し、深度 1km 程度で封鎖されることを見

いだした。また、人工的な模擬試料による流体漏洩については、実験に用いる模擬試料の作

成を行い、実験装置の組み立てを行った。CO2 移動の地化学的な検証については、炭酸塩

鉱物を調査することにより、自然類似事例解析として CO2 の移動を推定する方法などを検討

した。CO2移動の地化学的な研究については、シミュレーションによる検証を目指しており、天

然の炭酸塩鉱物と炭酸泉を調査から鉱物共生関係と流体組成を整理検討して、天然事例に

合致するシミュレーション結果を得ることができた。また、従来のシミュレーションで想定され

ていなかった鉱物の沈殿が確認されたことにより、沈殿相の選択を改良する必要があるなど

改良点についても判明する結果を得た。 

  4221110 

    2)モニタリングについても、事業計画に事業終了後のモ

ニタリング計画も記載することが予期されることから、長

期的に安価なモニタリング技術の開発が必要とされてい

る。CO2 圧入現場でのモニタリングについて情報を入手

して可能性を検討するとともに、CO2 圧入試験が実施さ

れている現場での現地実験や実験室での適応実験を進

めて長期的なモニタリング手法について検討を行う。 

2)モニタリング技術開発では、事業終了後の為の安価なモニタリング方法として、自然信号

源によるモニタリング技術の開発を行い、自然電位によるモニタリング技術の開発について

現場実験を行った。 

    

    また、我が国での圧入が沿岸域で行われる可能性が強

いため、沿岸海底下でのモニタリング手法についても模

擬土壌での可能性調査などにより開発を進める。電気・

電磁探査法によるモニタリングについて、数値計算によ

る感度解析、 適測定配置検討、分解能などの評価を

行う。 

また、CO2 圧入の定量的な評価について検討のため、圧入中のモニタリングについて弾性波

との複合モニタリングが必要であることから、小規模 CO2 圧入実験を行って弾性波速度変化

と電気的な比抵抗変化を求めた。さらに、海底下の観測にて海水面の電磁気的な影響を評

価する為、数値シミュレーションを実施して感度解析などを実施した。 

    

    3)安全性評価もモニタリングも圧入地層や環境をシミュ

レーションすることにより実施が進むことから、シミュレー

ションの礎となるモデリング手法についても、モデルフィ

ールドを対象としてより帯水層の連続性と水理定数の明

確化など詳細なシール層と帯水層の区分を実施し、高

精度水理構造モデリング手法の開発を行う。また、地層

区分の手法に地下水流動や断層のモデリングなどを含

めて CO2 地中貯留に対して標準的な手法の開発を進め

る。 

3)シミュレーションを実施する上で基礎となる数値モデルをより高精度化するため、坑井デー

タに加えて広くデータを取得できる物理探査データなどを組み込みこむ手法について開発を

続けた。特に、実証試験では弾性波反射法によるモニタリングが計画されていることから、反

射データによりモデルを精緻化する手法の開発を進めた。このような手法を適用することによ

り詳細なシール層と帯水層などの構造を設定することができる。また、東京湾地域などを対

象として様々な、透水係数などの水理定数の収集を行った。断層モデリングに関しても、断層

内の水理定数のデータ収集を行って、断層の概念モデルの作成を行った。 

    

2-(3) 沿岸域の環境評価技術の

開発 

2-(3) 沿岸域の環境評価技術の開発       4230000 

 都市沿岸域において海水流動

や水質・底質の調査を行い、産業

活動や人間生活に起因する環境

負荷物質の評価技術の高度化を

図る。 

 自然が本来持っている治癒力を利用し

て、人類の利用により疲弊した海洋環境

を回復させることが求められている。そ

のため、沿岸域において、海水流動、水

質などの調査手法の開発や環境負荷物

質挙動の解明により、環境評価技術の

高度化を図る。 

      4230100 

  2-(3)-① 沿岸域の環境評価技術の開

発 

      4231000 

  ・沿岸域の環境への産業活動や人間生

活に起因する影響を評価するため、沿

岸域における海水流動調査、水質・底質

・瀬戸内海全域の流況場の再現精度を向上させるた

め、潮汐、河川流入、海面熱過程、風応力を考慮したモ

デルにより流況の季節変動の再現実験を行い、観測デ

・潮汐、河川流入、海面熱過程、風応力を考慮したモデルを作成し流況の季節変動の再現実

験を行った。結果を観測データと比較することでモデルのチューニングを行い高度化を図った

が、地形が複雑な海域での再現性が低く、海底地形データの見直し等さらなるチューニング

  4231110 
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の調査及び生物調査の手法を開発する

とともに、環境負荷物質の挙動をモニタ

リングする技術を開発する。 

ータと比較することでモデルのチューニングを行う。ま

た、備讃瀬戸を対象とした水質モデルを開発し、栄養塩

の動態等の再現を試みる。 

の必要性が浮上した。一方、備讃瀬戸を対象として作成した水質モデルによる栄養塩等の変

動再現実験を行い、1 年を通した実験に成功した。 

    ・開発した超音波モニタリング手法により、現場海域に

おける海藻分布と季節変化を明らかにする。引き続き海

岸生物調査を継続し、種の変遷の要因を考察する。 

・開発した超音波モニタリング手法により、伊方沖現場海域における海藻分布と季節変化を

明らかにした。引き続き海岸生物調査を継続した結果、種数の回復傾向は横ばいであること

がわかった。その中でも汚染源に近い長浜海岸で、1970 年代に姿を消したウミシダの生息が

確認されたことは特筆すべきことであった。また、透明度の増加や水温上昇と種数の回復に

相関があることが示唆された。 

  4231120 

    ・産業活動や人間活動に起因する影響が強い都市型閉

鎖水域の水質悪化の要因である流動特性、貧酸素水

塊、青潮などの解析・調査手法を開発するとともに、密

度差を利用した貧酸素水塊の改善技術を開発する。 

・都市型閉鎖水域である尼崎港を取り上げて現地調査データより水質環境悪化の要因を解

析した結果、流れの停滞による海水交換量の少なさと成層の存在による底層の貧酸素化に

あることが判った。そのため水理実験により、上層低密度水と下層高密度水を混合して放流

し貧酸素化を改善する技術を検討し、混合放流量や放流位置の効果を明らかにした。 

  4231130 

    ・平野部土壌、河川水、地熱地帯の熱水、温泉沈殿物、

鉱山周辺変質帯のヒ素データをまとめて、土壌・地質汚

染評価基本図「青森地域」を完成する。 

・青森市の河川水のヒ素濃度を測定し、ヒ素が八甲田地熱系から運ばれ、河川周辺の平野

部の土壌中の有機物へ吸着態や硫化鉱物として含まれ、一部は環境基準値を超過して溶出

することが判明した。地下水中のヒ素の分析を行った結果、不圧地下水には毒性の強い 3 価

のヒ素が環境基準値を超過して含まれることが確認された。なお、土壌汚染評価基本図の作

成に先立ちデータ公表を論文成果として発表した。 

  4231140 

３．エネルギー技術及び高効率資

源利用による低環境負荷型化学

産業の創出 

３．エネルギー技術及び高効率資源利

用による低環境負荷型化学産業の創出 

      4300000 

 化学製造プロセスにおける環境

負荷の低減を目指し、バイオマス

を原料とする化学製品の製造技

術の研究開発を実施する。また、

副生廃棄物の極小化を実現する

化学反応システム技術、気体分

離膜を利用した省エネルギー型

気体製造プロセス技術に関する

研究開発を実施する。 

 低環境負荷型の化学産業を実現する

ため、長期的には枯渇資源である石油

に依存したプロセスから脱却するととも

に、短中期的には、既存プロセスの省エ

ネルギー化や副生廃棄物の削減が必要

である。前者については、バイオマスを

原料とする化学製品の普及を図り、バイ

オマス由来の機能性を生かした化学製

品の製造技術を開発する。後者につい

ては、特に資源の利用効率が低くて副

生廃棄物も多いファインケミカル製造プ

ロセスの廃棄物低減と、今後の需要増

が予想される水素等の製造プロセスの

省エネルギー化が望まれる。このため、

副生廃棄物を極小化するファインケミカ

ルの化学反応システムと、気体分離膜

による省エネルギー型気体製造プロセス

を開発する。 

      4300100 

3-(1) バイオマスを原料とする化

学製品の製造技術の開発 

3-(1) バイオマスを原料とする化学製品

の製造技術の開発 

      4310000 

 バイオマスの化学製品原料とし

ての長期的な利用の拡大を目指

し、高性能かつ高機能なバイオマ

スベース化学製品の製造技術及

び低品位バイオ生産物からの基

礎化学品の生産プロセス技術に

関する研究開発を実施する。 

 バイオマスを原料とする化学製品は現

状では高価であるため、製品の普及を

目指すためにはコストに見合った機能性

を付与すると同時に、製造コストを低減

しなければならない。機能性の付与のた

めに、生物由来原料の利点である生分

解性等を 大限活用するとともに、石油

由来材料に近い耐熱性を有する部材の

製造技術を開発し、また、バイオマス由

来の界面活性剤（バイオサーファクタン

ト）を大量に製造する技術を開発する。

製造コストの低減のために、成分を効率

的に分離及び濃縮できる技術を開発す

      4310100 
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るとともに、成分を目的産物に効率的に

転換できる技術を開発する。 

  3-(1)-① バイオマスを原料とする化学

製品の製造技術の開発 

      4311000 

  ・バイオマス原料から、融点 200℃前後

で加工温度 230℃前後のエンジニアリン

グプラスチック及び融点 130℃前後で軟

化温度 80℃以上の食品容器用プラスチ

ック等、生分解性と耐熱性に優れた化学

製品の製造技術を開発する。また、容器

包装材料として普及している PET フィル

ムと同等の酸素透過度 500mL・25.4μ

m/m2/day/MPa 以下を満たすフィルムを

合成する技術を開発する。 

・グルタミン酸からγ-アミノ酪酸を大量に合成するシス

テムを開発し、実用化のために必要なバイオモノマーを

供給できる体制を確立する。 

・グルタミン酸もしくはその塩から効率的にγ-アミノ酪酸を合成するバイオプロセスの大型化

について検討を行い、ポリマーの直接原料であるラクタムの合成と精製までを 1 ポットで生産

する体制を確立した。さらに、γ-アミノ酪酸の高濃度合成に成功しプロセスの省エネルギー

化が達成できた。 

  4311110 

    ・ポリアミド 4 の射出成形体やキャストフィルムの物性評

価を行い、実用化のために必要な物性データの整理と

不足する物性改善を行う。 

・ポリアミド 4 の各種物性の測定を行い、まず熱物性として荷重たわみ温度及びビカット軟化

点等を測定し、高耐熱性を示すデータが得られた。また、引張り強度、曲げ応力、アイゾット

強度等の物性データを取得した。材料安定性に関しては、熱分解性、加水分解性、熱水安定

性、耐候性試験のデータを揃え、側鎖修飾により成形性及び生分解性抑制等の物性改善を

行うことができた。 

  4311120 

    ・軟化温度 80℃以上の材料の開発を目指し、アミド成分

の多い材料の開発及び加工の検討を行う。バイオマス

原料から合成可能な環状骨格をもつモノマーから得られ

るポリエステルの力学特性改良のために、その共重合

体の開発や複合化について検討を行う。クレー充填エ

ポキシ樹脂フィルムの実用性能の向上、 適条件を検

討する。 

・ポリアミド-ポリエステル-ポリ乳酸三元系材料を高剪断成形加工により開発した。脂肪族ポ

リエステルと環状骨格を持つモノマーを共重合させることにより、破断点伸度の大きな柔軟な

ポリマーを得ることができた。また、クレー充填エポキシ樹脂フィルムの 適組成を求め、連

続使用温度 200℃を達成した。 

  4311130 

    ・バイオマス由来成分から効率的な高置換度セルロー

スアセテート混合エステル誘導体の合成法について検

討し、その耐熱性等の向上を図る。 

・バイオマス由来成分から効率的な高置換度セルロースアセテート混合エステル誘導体の合

成法について検討し、耐熱温度 350℃を達成した。 

  4311140 

  ・環境適合性を持つバイオサーファクタ

ントの実用化を目的として、低コスト大量

生産技術を開発するとともに、ナノデバ

イスなどの先端機能部材への適用を行

う。 

・バイオサーファクタントの製造技術及び用途開拓の一

層の高度化を図り、先端機能部材を始めとする幅広い

技術分野での実用化を目指す。特に、微生物バイオ技

術を駆使した総合的な取り組みにより、生産及び分離シ

ステムの効率化を図り、低コスト量産技術についての検

討を進める。また、連携企業への技術移転等に取り組

み、より多様な製品群への展開にも注力する。 

・バイオサーファクタントの生合成経路の解析と新規生産菌の取得を中心とした微生物バイ

オ技術により、生産物の収率向上に成功し、連携企業への技術移転を達成した。また、生産

手法の改良等により副産物量を抑えることで、分離システムを大幅に効率化した。さらに、バ

イオサーファクタントの用途開発を進めた結果、毛髪保護効果や細胞活性化効果を見出し、

化粧品素材等へ展開可能なことを明らかにした。 

  4311210 

  ・バイオマスからアルコール、酢酸等の

基礎化学品を製造するプロセスの効率

化のため、生成産物等を高効率で分離

するプロセス技術及び生成産物を機能

部材に高効率で変換するプロセス技術

を開発する。 

・耐酸性ゼオライト膜のモジュール化を目標に、設計指

針、方法を確立する。150℃の蒸気透過に耐えるモジュ

ールを 1 種類以上作成する。このモジュールの処理量と

しては、水 50ｇ/h 以上を目指す。高温条件下のバルブ

等に用いられる耐熱パッキンを、ガスバリア膜と膨張黒

鉛の複合化素材を用いて試作し、シール性の評価を行

う。 

・耐酸性ゼオライト膜として、CHA 型ゼオライト膜を製膜する手法を見出した。200℃で使用可

能な蒸気透過用の膜モジュールを試作し、透過流速 210g/h を達成した。粘土膜と膨張黒鉛

の複合化素材より、プラント配管用耐熱ガスケット（アスベスト代替）への展開をはかり、実用

化を達成した。高温条件下のバルブに用いられる耐熱パッキン(渦巻きガスケット)を、ガスバ

リア膜と膨張黒鉛の複合化素材を用いて試作した。従来のガスケットに比べ、シール性が 6

倍程度向上する結果が得られた。 

  4311310 

    ・高透過流束を示すセラミックス基板シリカライト膜の作

成法を検討する。さらにブタノール発酵液でのシリカライ

ト膜性能の測定を行い、発酵副産物等の膜性能への影

響把握とその低減法について検討する。 

・アルミナ等のセラミックス管を基板として、シリカライト膜をその外表面に作成することに成

功し、その膜がアルコール選択透過性を示すことを明らかにした。また、ブタノール発酵液中

に含まれる酪酸の膜吸着への影響について検討を行い、溶液の pH を上げることで吸着量が

減少し、酪酸によるアルコール透過への影響を低減可能なことを明らかにした。 

  4311320 

    ・エタノールを効率良くプロピレンに転換する触媒システ

ム及び反応システムの開発として、触媒成型条件の影

響や反応器スケールアップに関する問題点を抽出し、ベ

ンチプロセス設計のための基礎データーを取得する。 

・エタノールを効率良くプロピレンに転換する触媒の開発を行った結果、ZSM-5 系触媒の開

発に成功し、プロピレン収率 32%を達成した。さらに、これらの触媒の動力学的データを取得

することで反応器スケールアップのシミュレーションを行い、エタノール処理量が 10kg/日のマ

イクロ反応器を製作し運転を行った。 

  4311330 
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3-(2) 副生廃棄物の極小化を実

現する化学反応システム技術の

開発 

3-(2) 副生廃棄物の極小化を実現する

化学反応システム技術の開発 

      4320000 

 高付加価値ファインケミカルズ

製造のための高選択性反応技術

の研究開発を実施する。また、製

造時における環境負荷が大きい

高機能化学製品の製造プロセス

において、廃棄物の発生を極小

化することにより環境負荷を低減

する技術に関した研究開発を実

施する。 

 高付加価値ファインケミカルズの製造

プロセスの環境負荷を低減するために

は、副生廃棄物量が多い選択反応にお

ける廃棄物量の削減が必要である。この

ため、市場導入が有望視されている高

付加価値エポキシ化合物の選択酸化反

応については、重金属や塩素などの酸

化剤を用いないことで、それらが廃棄物

として排出されないプロセスを開発し、選

択水素化等のその他の選択反応につい

ては、超臨界等の反応場を用いて反応

効率を向上させることで、副生廃棄物を

削減する技術を開発する。 

      4320100 

  3-(2)-① 環境負荷の小さい酸化剤を用

いる反応技術の開発 

      4321000 

  ・重金属酸化物の代わりに過酸化水素

を酸化剤とする選択酸化反応技術とし

て、転化率 50%、モノエポキシ化選択率

90%、過酸化水素効率 80%以上で二官

能性モノマーから非フェノール系エポキ

シ樹脂モノマーを合成する技術等を開発

する。 

・二官能性モノマーからのエポキシ樹脂モノマーの合成

において、転化率 50%、モノエポキシ化選択率 90%、過

酸化水素効率 80%以上を達成したので、さらに封止能

力がより高いと予想される官能基を有するトリアジン骨

格誘導体の三官能オレフィンについて、高選択的エポキ

シ化新規触媒開発を行う。高い封止能力を達成するた

めに、エポキシ転化率 80%及び選択率 80%でエポキシ樹

脂モノマーを合成する。 

・トリアジン骨格誘導体の三官能オレフィンについて、タングステン金属及び相間移動触媒か

らなる 2 成分の低毒性低環境負荷な新規触媒を開発し、エポキシ転化率 90%及び選択率 90%

以上で合成する技術を開発した。本技術を用いて各種三官能オレフィンのエポキシ化合物を

シリーズで作成することに成功した。特に柔軟性の高いトリアジン骨格誘導体から得られたエ

ポキシ樹脂モノマーは、液状で成型が容易でありかつ無色透明で封止材料用途に適してい

ることを見出した。 

・三官能オレフィンの過酸化

水素選択酸化技術において、

数値目標を大きく上回るエポ

キシ転化率及び選択率を達

成した。 

4321110 

  ・塩素の代わりに酸素と水素を用いる選

択酸化反応技術として、基質転化率

10%､エポキシ化選択率 90%、水素利用効

率 50%以上でプロピレンからプロピレンオ

キシドを合成する技術等を開発する。 

(平成 20 年度で終了） (平成 20 年度で終了）   4321210 

  3-(2)-② 反応効率を高めるプロセス技

術の開発 

      4322000 

  ・有機溶媒に代えて超臨界流体場を利

用して廃棄物を50%以上低減する選択的

水素化反応プロセスを開発するととも

に、協働型ハイブリッド触媒を用いて触

媒効率を 200%以上向上させる電池電解

液製造プロセスを開発する。 

・有機溶媒を利用したヘテロ芳香環の水素化反応により

化製品原料を製造する現行プロセスに超臨界水素化法

を応用し、従来法で使用していた有害添加物の使用量

や廃棄される副生生成を 50%以上削減する触媒プロセ

スを開発する。 

・tert-ブチルフェノールの芳香環水素化反応による香料原料合成において超臨界二酸化炭

素溶媒を用いることで、有害な有機溶媒を用いる従来法に比べ、廃棄副生物の生成を 50%以

下に抑え、目的生成物である cis-4-tert-ブチルシクロヘキサノール収率を 90%で得る超臨界

水素化触媒反応プロセスを開発した。 

  4322110 

    ・高性能型電池電解液製造プロセスの開発において、

協働型ハイブリッド触媒のハイブリッド効果をさらに高め

ることにより、従来触媒に比べ触媒効率を 200%以上向

上させる。 

・高性能型電池電解液製造プロセスの開発において、協働型ハイブリッド触媒のリサイクル

性を活かすことにより、既存触媒に比べて触媒効率を 200%以上向上させることに成功した。

また、従来型電池電解液製造プロセスにおいても、既存触媒に比べて 200%以上の活性と

99.9%の選択率を有する協働型ハイブリッド触媒を開発した。 

  4322120 

  ・マイクロリアクタ、マイクロ波及び複合

機能膜等の反応場技術と触媒を組み合

わせ、廃棄物生成量を50%以上低減する

ファインケミカルズの合成技術を開発す

る。 

・開発した耐食型マイクロデバイス用いてナフタレン以外

の有機物に対しても工業化レベルのニトロ化収率（80%

以上）の達成を目指す。高温高圧マイクロデバイスに関

しては耐食型デバイスを用いて高速流通システムを開

発する。 

・高温高圧水環境下でのニトロ化反応に関して、80%以上の収率でナフタレンのニトロ化を確

認した。対象芳香族化合物をさらに増やし、硝酸以外の窒素源によるニトロ化の可能性を検

討するとともに、50MPa以上・500℃以上の条件において使用が可能な耐食型マイクロデバイ

ス・高速流通システムを構築した。 

  4322210 

    ・丸型断面を有するマイクロリアクターによって形成され

る安定なトルエン-水スラグ流を利用して、反応系の構

築を行う。 

・トリメチルアルミニウムと水の反応系について、トルエン-水の安定なスラグ流を利用した丸

型断面を有するマイクロリアクタープロセスを開発し、高転化率で高品質のメチルアルミノキ

サン合成に成功した。 

  4322220 
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    ・重水、マイクロ波、触媒からなる複合反応場を利用し

て、残留農薬検査用試薬の合成を行う。 

・重水、マイクロ波、触媒からなる複合反応場を利用した重水素化反応において、残留農薬

検査用として利用可能な純度が 99%以上で重水素導入率が 98%以上の標準物質の合成に成

功した。 

  4322230 

    ・有機 EL 用イリジウム錯体の合成について、連携企業

と共同研究を進め、緑色発光性錯体の反応条件の 適

化とスケールアップの検討を行う。 

・代表的な緑色発光性イリジウム錯体であるトリス（2-フェニルピリジン）イリジウムの合成法

について検討し、収率 75%以上と純度 99%以上を達成するとともに、従来比 30 倍のスケール

アップに成功した。 

  4322240 

    ・不均一系触媒とマイクロ波照射を用いた炭素-炭素結

合生成反応において、収率等の面で通常加熱法よりも

すぐれた合成法を開発する。また、装置開発面から重合

反応に適したマイクロ波加熱のプロセス革新について検

討を行う。 

・Y 型またはベータ型ゼオライト触媒とマイクロ波照射の組み合わせにより、芳香族化合物と

カルボン酸との脱水的カップリングによる炭素-炭素結合生成反応において、芳香族ケトン類

を通常加熱法よりも2～3倍の収率及び速度で合成できる方法を開発した。また、金属触媒を

用いた全芳香族性高分子の合成についてマイクロ波照射による効果を検討し、誘電性と導

電性を兼ね備えた反応系に適した導波管型照射装置を開発した。 

  4322250 

    ・ナノ空孔反応場の 適化や協奏的反応場の併用等に

より触媒効率をさらに向上させ、廃棄物生成量を 25%以

下にする半導体デバイスプロセス処理剤の製造技術を

開発する。 

・ナノ空孔反応場と金属を効果的に組み合わせた触媒を用いることで、従来法に比べて廃棄

物生成量を 25%以下に低減できる半導体デバイスプロセス処理剤の製造技術を開発した。ま

た、新規な水中有機合成用のカプセル型遷移金属触媒を創製し、高活性とリサイクルの簡便

性を実証した。 

  4322260 

    ・イオン性液体を用いた二酸化炭素によるヒドロホルミ

ル化反応において、開発した触媒系をファインケミカル

合成を指向したより複雑な構造の原料に適用する。 

・イオン性液体を用いた二酸化炭素によるヒドロホルミル化反応において、これまで開発した

触媒系を用いることにより、複数のアルコール基を持つ化合物を含め、各種機能性アルコー

ルの合成を収率よく行なうことに成功した。 

  4322270 

    ・含酸素硫黄複素環化合物を出発物質とした窒素-硫黄

結合複素環化合物の新規製造法の開発と、ビスマス反

応剤によるラジカル反応を利用した新規有機ビスマス化

合物製造法を開発する。また、有機リン化合物の合成に

おいて、触媒の 適化によるクリーンな合成法の開発を

行う。 

・含酸素硫黄複素環化合物の酸化による生成物を出発原料として、窒素-硫黄結合複素環

化合物の新規な製造法を確立した。また、ビスマス-ビスマス結合を持つ反応剤を用いて、ラ

ジカル反応による新規有機ビスマス化合物製造法を開発した。さらに、有機リン化合物の合

成において安価な銅触媒系を見出し、アルキニルホスホナート類の触媒を用いた製造に成

功した。 

  4322280 

3-(3) 気体分離膜を利用した省エ

ネルギー型気体製造プロセス技

術の開発 

3-(3) 気体分離膜を利用した省エネルギ

ー型気体製造プロセス技術の開発 

      4330000 

 燃料電池の燃料として需要拡

大が見込める水素等を、省エネ

ルギーかつ安価に供給するプロ

セスを実現するため、水素や酸素

等の高性能な気体分離膜及びそ

の利用システムに関する研究開

発を実施する。 

 今後の需要の増大が予想される水素

と酸素を省エネルギーで製造する技術

が求められている。そこで、省エネルギ

ー型の水素製造プロセスを実現するた

め、高純度の水素を効率よく分離できる

パラジウム系膜の適用温度領域を拡大

して幅広い用途に利用可能とするととも

に、低コスト化を目指して非パラジウム

系膜の開発を行う。また、省エネルギー

型酸素製造プロセスの実現のために、

空気から酸素を高効率で分離する膜を

開発してその実用化に向けた技術開発

を行う。 

      4330100 

  3-(3)-① 気体分離膜を利用した省エネ

ルギー型気体製造プロセス技術の開発 

      4331000 

  ・99.9%以上の高純度水素の高効率な製

造プロセスの開発を目的として、常温か

ら 600℃までの広い温度領域で安定性を

持つパラジウム系薄膜を開発し、これを

用いて水素分離システムの実用型モジ

ュールを開発する。また、安価な無機材

料や非貴金属材料を用いた水素分離用

非パラジウム膜の開発及びプロトタイプ

モジュールを作製する。 

・パラジウム-銀-金の三元合金による水素分離膜の大

型化をはかり、企業と共同して改質ガスからの水素膜分

離システムのプロトタイプモジュールを作製する。 

・外径 30mm、長さ 35cm の多孔質ジルコニアチューブ表面に、無電解メッキにより、5μm 以

下のパラジウム-銀-金の三元合金薄膜を被膜し、実機レベルの水素透過膜を作成した。企

業と共同してプロトタイプモジュールを作製し、常温から 600℃までの広い温度範囲での長時

間（>2000 時間）の水素透過耐久性を確認した。 

  4331110 
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    ・非パラジウムアモルファス合金膜そのものが有する透

過係数を調べ、本来の性能が発揮できない原因を明ら

かにする。その結果を基に、透過流速で 4ml/cm2min の

透過速度を有するアモルファス合金膜を開発する。 

・非パラジウムアモルファス合金膜について、添加元素の効果を明らかにし材料探索を進め

ることで、4.2ml/cm2min の透過速度を有する膜を開発し目標を達成することができた。また、

膜そのものが有する透過係数の評価には新たな評価法の開発が必要であることを明らかに

し、金属膜の透過特性を他の素材と比較可能な手法を提案した。 

  4331120 

    ・パラジウム自立薄膜を複数枚用いたオールメタル膜モ

ジュールの基本特性並びに 1000 時間程度以上の長期

耐久性試験を行い、改善要因を究明し解決するととも

に、これら膜モジュールを組み込んだ出口水素量

1Nm3/h 級の高純度水素精製装置を試作する。 

・パラジウムのオールメタル膜モジュールについて、長期耐久性試験、急激な圧力変化、起

動停止の繰り返し試験を行い、それらに耐える膜モジュールを開発した。さらに膜モジュール

を組み込んだ出口水素量0.7Nm3/hの水素精製装置を試作した。また、厚さ10マイクロメート

ル以下のパラジウム自立薄膜の品質を向上させ、これまでより一桁面積の広い 10cm2 の膜

で水素精製が可能なことを確認した。 

  4331130 

  ・空気からの高効率型の酸素製造プロセ

ス用として、現状の市販高分子膜の 2 倍

のプロダクト率（酸素透過率×酸素濃

度）を達成できる膜を開発してプロトタイ

プモジュールを作製する。 

・市販高分子膜の約 2 倍のプロダクト率の性能が得られ

ている炭素膜を用いて、中空糸炭素膜の大型プロトタイ

プモジュールを作製する。並行して、膜モジュールの圧

力耐性及び長期安定性などの検討を行い、実用化を目

指す。また、膜モジュールを用いた空気分離試験を行

い、シミュレーション結果と比較することにより 適な分

離プロセスを構築する。 

・中空糸炭素膜モジュールを用いて空気分離を含む混合ガス分離試験を実施し、長期安定

性と圧力耐性があることを確認した。また、実験値とシミュレーション結果との比較を行うこと

で、分離性能が効果的に発揮されるモジュール構造や操作条件の指針を得た。さらに、炭素

膜数千本を束ねた膜モジュールの作製を行い、当初の目標を大きく超える有効膜面積 1m2

規模で選択透過性能を維持した実用型膜モジュールの開発に成功した。 

・高性能だが取扱いが困難な

炭素膜を用いた大型膜モジュ

ールの開発に成功し、次世代

分離膜として化学プロセスへ

の展開を可能とした。 

4331210 

４．分散型エネルギーネットワー

ク技術の開発による CO2 排出量

の削減とエネルギー自給率の向

上 

４．分散型エネルギーネットワーク技術

の開発による CO2 排出量の削減とエネ

ルギー自給率の向上 

      4400000 

 CO2 の削減とエネルギー自給率

の向上を可能とする電力の低コ

ストかつ安定的な供給の実現を

目指し、太陽エネルギー、水素エ

ネルギー及び燃料電池等の分散

型エネルギー源並びに分散型エ

ネルギーネットワークの運用技術

に関する研究開発を実施する。 

 CO2 排出量の削減とエネルギー自給率

の向上のためには、再生可能エネルギ

ーを大量に導入して化石エネルギーへ

の依存度を低下させるとともに、化石起

源を含めたエネルギーの利用効率を向

上させることが必須である。 

 再生可能エネルギーの多くが分散的な

エネルギー源であること、また電力自由

化により新たに導入される技術の多くも

分散型であることから、今後は分散型シ

ステムの重要性が増すと予想される。こ

のため、再生可能エネルギーの時間的・

空間的変動と需要の調整を図るため

に、分散型エネルギーネットワークの効

率的且つ安定な運用技術に関する研究

開発を実施する。また、分散型エネルギ

ーネットワークシステムの自立性とシス

テム効率を高めるために、再生可能エネ

ルギーの大量導入を実現する技術及び

エネルギー利用効率の大幅な向上をも

たらす個別技術を開発する。 

      4400100 

4-(1) 分散型エネルギーの効率

的な運用技術の開発 

4-(1) 分散型エネルギーの効率的な運

用技術の開発 

      4410000 

 個々の分散型エネルギー源を

ネットワーク化されたシステムとし

て機能させるため、高効率エネル

ギー管理技術、電気・熱・化学エ

ネルギーの統合運用技術及びモ

バイル機器等への応用可能な可

搬型エネルギー源技術に関する

研究開発を実施する。 

 分散型エネルギーネットワークシステ

ムでは、自立性とシステム効率を高める

ために、供給と需要の時間的・空間的な

不整合を調整する機能が不可欠であ

る。このため、需要データベースに基づ

き、異種エネルギー源を統合して 適な

予測・制御を行う安定運用技術を開発す

る。また、エネルギー源間の相互融通と

需要及び供給の急激な変動を吸収する

ためのエネルギー輸送、貯蔵技術、事故

      4410100 

80



 

第 2 期中期目標 第 2 期中期計画 平成 21 年度計画 平成 21 年度実績 特筆事項 整理番号 

時対策技術及び高いエネルギー密度を

有する可搬型エネルギー源に関する研

究開発を実施する。またセキュリティと容

量の観点から、完全な自立システムの

構築は困難なため、他システムおよび基

幹電力系統との協調運用技術を開発す

る。 

  4-(1)-① 分散型エネルギー技術とエネ

ルギーマネージメント技術の開発 

      4411000 

  ・エネルギーネットワークにおいて不可

欠な負荷平準化技術として、エネルギー

貯蔵密度 20Wh/L 以上のキャパシタ及び

事故時の過剰電流からシステムを守る

低損失で高速応答の超電導限流器を開

発するとともに、排熱利用技術として実

用レベルの変換効率 10%以上を有する

熱電変換素子等を開発する。さらに、将

来性の高い新エネルギー技術の評価を

行う。 

・革新的な活物質材料開発をベースに平準化電源、プラ

グインハイブリッド電源や高出力機器電源への適応性

検討を行う。高出力電源実現のための材料化学的基盤

技術開発を進め、高性能蓄電メカニズムの解明と高性

能電極材料の創成および民間企業への技術移転を推

進する。 

・低コスト・高容量・高出力特性に優れたリチウム電池活物質のナノサイズ粒子合成技術を

進め、LiMn2O4, LiFePO4 などの電極特性と充放電メカニズムの解明を行った。ナノ結晶

LiMnPO4 では世界トップレベルの高容量・高出力特性を達成した。有機電解液/固体電解質

/水溶性電解液という構造を持つハイブリット電解質を開発し、それを利用して従来にない新

規構造のリチウム-空気二次電池を世界で初めて開発した。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-銅二次電池も開発した。 

 優れた耐電圧特性を示す静電容量 40Ｆ級のカーボンナノチューブキャパシタセルを作成、

エネルギー密度 20Wh/L を実現した。また、耐久性向上のため、ナノチューブの高純度化処

理等の開発を行った。NEDO 研究開発で民間企業と共同研究を行い、技術の移転を進めた。 

水系電解液と有機系電解液

をハイブリッドした新規原理の

リチウム-空気電池及びリチ

ウム-銅電池を開発した。従

来の空気電池に比較すると

数 10～数 100 倍の電池容量

を示し、国内外の学会、企業

から注目され、共同研究など

具体化が急速に進んだ。 

4411110 

    ・ 独自方式高電界限流素子の更なる大電流容量化技

術について、インダクタンスを介して並列接続する技術

を中心に検討する。 

・独自方式高電界限流素子をインダクタンスを介して並列接続する大電流容量化技術につい

てモデル計算を行い、 初にクエンチした素子からの急激な電流流入を抑制する効果を確

認して、必要となるコイル設計を行った。 

  4411120 

    ・新型高出力因子材料を使ったセグメント型熱電素子を

試作し、変換効率 10%の熱電素子を開発する。 

・寸法等に設計変更を行い、セグメント型素子を試作し、高温側温度 430℃で 8.0%の効率を得

た。またカスケード型の素子配置では高温側 3.7%、低温側 5.7%で目標値（変換効率 10%）とほ

ぼ同等の合計 9.4%を達成した。 

  4411130 

  ・効率的なネットワーク運用技術として、

多数の分散エネルギー源からのエネル

ギー供給技術や貯蔵技術、さらに需要

側での負荷調整などネットワークの総合

的制御技術、また基幹電力系統との協

調運用のための技術を開発する。 

・実負荷に対するエネルギー供給試験においては、継

続的に計測される自然エネルギー出力や負荷のデータ

に基づいて想定した自然エネルギー、分散電源、貯蔵

設備等の構成比が異なる複数のシステム条件に対し

て、提案する協調制御・運用法の適用を検討し、効果を

評価する。同時に、系統周波数変動を緩和するための

熱負荷制御法に関する実機での検証、貯蔵装置を用い

る需給バランス制御法に関する実験室レベルの検討等

を行う。 

・実負荷に対するエネルギー供給に関して、熱電気統合型ネットワーク技術を評価した結果、

一次エネルギー消費では 大約 7%、二酸化炭素排出では 大約 13%の削減効果が得られ

ることを明らかにした。双方向通信を用いる熱負荷の直接制御アルゴリズムを開発し効果を

検証した。8 秒以下の制御周期で効果が大きくなる事を示した。貯蔵装置を用いる需給バラ

ンス制御については，太陽光発電との協調運用を目的として出現確率情報を付加した太陽

光発電出力の予測手法を開発した。用途に応じて特性の異なる電力貯蔵機器を組み合わせ

る手法を開発した。 

  4411140 

  4-(1)-② ユビキタスエネルギー技術の

開発 

      4412000 

  ・二次電池や燃料電池の飛躍的な性能

向上をもたらす電極・電解質の材料関連

技術を開発し、携帯情報機器等のユビ

キタスデバイスのエネルギー源として求

められるエネルギー密度 600Wh/L 以上

の電源デバイスを実現する。 

・高容量で長寿命な合金系負極を開発して、安全性の

高い正極と組み合わせた次世代リチウムイオン電池を

試作して、性能実証する。合わせて目標の 600Wh/L を

実現する。正極については、鉄-マンガン系正極材料及

び金属イオウ複化合物の高容量化に取り組む。リチウ

ム金属負極、イオン液体電解質を組合せた二次電池に

ついて、リチウム金属デンドライトの生成の要因と抑制

について検討する。 

・高容量シリコン系合金負極については、SiOx 系材料とポリイミド系バインダー、高強度銅箔

基材の検討を行うことで、従来の黒鉛系負極の 5 倍の電気容量（1500mAh/g)で、100 サイク

ル後でも 90%の容量維持率を実現できた。これを用いて、リン酸鉄正極と組み合わせたラミネ

ート電池を試作し、従来電池と同等の放電特性が得られることを実証した。正極材料では鉄-

マンガン系について平均放電電圧 3.5-3.7 V、放電容量 250ｍAh/g の材料を見出し、硫黄系

については固体電池系で、期放電容量780mAh/gかつ初期充放電効率92%となるLi2S-炭素

複合材料を見いだした。イオン液体電解質と組合わせたリチウム金属負極についてはデンド

ライトの生成の要因を検討し、セパレータの選択あるいは 1-3 質量%の硫黄系・カーボネート

系添加剤の使用により、デンドライト抑制の可能性を見いだした。これらの結果を総合し、鉄-

マンガン正極/イオン液体電解質/リチウム金属負極の構成で 658Wh/L のエネルギー密度を

有する電源デバイスの可能性を得た。 

  4412110 

    ・アンモニアボラン加水分解用非貴金属触媒について、

10 回程度の繰り返し使用耐久性を確認し、水素発生シ

ステムに適用する。また、水素貯蔵量 6.0wt%を超える新

規高密度水素化物の探索のために、数百度-数 GPa の

高温高圧水素雰囲気下でのマグネシウム系及びアルミ

・アンモニアボラン水溶液からの水素を取り出しのために、直径数十 nm の球状シリカ微粒子

内に金属コバルトを分散保持した触媒で 10 回使用後の反応活性低下を 20%程度に抑えるこ

とに成功した。この水素貯蔵デバイスに小型燃料電池と補機を含めて試算した結果、エネル

ギー密度 870Wh/L が達成可能であった。また、超高圧合成法により、250℃にて 6.4wt%の可

逆的水素吸蔵放出を示す Mg6VNa0.7Hx (x=約 14)相の合成に成功した。また、触媒の形態制

  4412120 
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ニウム系水素貯蔵材料の合成を検討する。また、低温

CO シフト反応触媒について、1wt%レベルまでの白金使

用量の低減につながることが期待されるナノ粒子触媒

技術の効果を明らかにする。 

御効果を検討するために、酸化鉄柱状ナノ粒子に 2wt%の金を担持させた触媒を用いて CO

シフト反応を行った結果、活性を全く示さないことが明らかとなった。これに対して、共沈法に

より調製した金触媒は本反応に活性を示すことから、柱状粒子の場合には金の担持状態に

課題があることが分かった。 

    ・産業廃棄物炉に実機搭載し、発電性能、耐久性を評価

する。この分野での実用化を実現した後、ガス機器、ユ

ビキタス応用など実用化分野を広げることを目指す。そ

のためには熱電変換材料の高変換効率化が不可欠で

ある。平成 21 年度は前年までに開発しているナノ構造

制御酸化物の素子化を目指す。 

・酸化物材料とビスマス・テルル材料のモジュールを積層したカスケードモジュールを開発し

た。このカスケードモジュールを四枚搭載した熱電アレイを廃棄物実機炉を用い実証試験し

た。その結果、熱電アレイの出力密度は約 3.9kW/m2、21 時間の連続運転でも酸化物モジュ

ールの出力劣化は見られなかった。Mn-Co-O 系ナノ自己組織化酸化物の微細組織の 適

化を行った。熱電特性の向上にはスピノーダル分解による相分離ドメインの分散状態だけで

なく、ナノ相内の格子欠陥、双晶など更に詳細な構造制御が重要であることを明らかにした。

またその構造制御は焼成後の冷却速度によりコントロール可能であることを見出しており、素

子化に必要な焼成条件が明らかとなった。 

  4412130 

4-(2) 小型高性能燃料電池の開

発 

4-(2) 小型高性能燃料電池の開発       4420000 

 小型高性能燃料電池の普及促

進に向け、固体高分子形燃料電

池の信頼性向上、電解質・電極

触媒の革新的性能向上及び低価

格化のための技術に関する研究

開発を実施する。また、固体酸化

物形燃料電池に関し、性能評価

技術及び規格・標準化技術の研

究開発を実施する。 

 分散型エネルギーネットワークシステ

ムの自立性を高める上で、高効率発電

と熱供給が可能な燃料電池は重要なエ

ネルギー源である。固体高分子形燃料

電池の技術開発は近年急激な進展を見

せているが、実用化のためには長寿命

化と低コスト化が必要である。そこで、性

能劣化現象の原因解明と対策技術の開

発、低コスト化のための材料開発を行

う。また、固体酸化物形燃料電池に関し

ては、実用化を図るために信頼性の向

上技術及び性能を公正に評価する技術

を開発するとともに、普及促進のための

規格・標準化を推進する。 

      4420100 

  4-(2)-① 小型固体高分子形燃料電池

の開発 

      4421000 

  ・定置型固体高分子形燃料電池の普及

促進のため、実用化に必要な 4 万時間

の耐久性の実現を目標として、短時間で

性能劣化を効果的に評価する技術を開

発するとともに、劣化の物理的機構を解

明する。これに基づき、劣化の抑制と低

コスト化のための材料開発及び構造の

適化を行う。 

・PEFC の耐久性を高めるため、新規耐酸化性触媒担体

調製法を改良することにより、より高い耐酸化性とカー

ボン系従来触媒（40%Pt/C）と同等の触媒活性の両立を

目指す。触媒被毒物質である CO を低電位で酸化できる

アノード触媒の開発を行い、CO 酸化電極触媒の過電圧

をさらに減少させ、50mV 以下で CO を電気化学的に酸

化できる電極触媒の開発を目指す。 

・新規酸化物触媒担体の研究開発を行い、パルスレーザーアブレーションによる調製法およ

び白金触媒担持プロセスを改良することによりカーボン系従来触媒 (40%Pt/C）と同等の触

媒活性を有し、1.5 V を上限電位とする電位サイクル試験においても優れた耐高電位酸化性

を示す触媒を開発した。CO を酸化できるロジウムポルフィリン触媒の開発を進め、配位子が

触媒活性に与える影響を明らかにし、この知見に基づいてより低い過電圧（50mV 以下）で

CO を電極酸化できる触媒を開発した。 

  4421110 

    ・実時間での連続発電となる固体高分子形燃料電池の

基準電池とこれまでに開発された劣化加速試験法の電

位サイクル適用の劣化加速電池の両電池を比較し劣化

加速係数を推定し、電池特性の低下と材料劣化と定量

的関係からその妥当性を確認する。 

・カソードガス切替あるいはアノードガス切替による劣化加速法で劣化させた電池についてカ

ソードガス拡散性計測により劣化度合いを評価し、7000 時間の実時間運転の基準電池特性

との比較から、それぞれ 3.5 倍、120 倍の劣化加速係数を得た。この過程で、白金触媒の電

気化学的活性表面積が 1/5 への低下が計測された。表面積低下と劣化に相関関係はあるも

のの、それのみで充分に説明できず、劣化には触媒のみでなく担持体またはその外側のガ

ス拡散層を構成するカーボン腐食による劣化の寄与があることが分かった。 

  4421140 

  4-(2)-② 固体高分子形燃料電池の本

格普及のための基盤研究 

      4422000 

  ・先端科学技術を利用して固体高分子

形燃料電池の基幹要素材料である電解

質及び電極触媒の性能の革新的向上に

繋がる基盤情報を得て、革新材料の創

製に繋げる。また、燃料電池の基本機能

を担う各種構成部材間の多様な界面に

・固体高分子形燃料電池内で起きている重要な現象を

先端科学的手法から追跡し、反応ならびに物質移動の

メカニズムを詳細に解析する。その成果を直ちに実際の

エンジニアリングの世界に活用できるような内容として

発信を行う。さらに、国際的な研究交流促進のためにワ

ークショップ・セミナーを開催する。 

・電極触媒反応解析、電解質特性解析、セル内物質移動メカニズム解析に関わる新しい計

測技術、解析技術を開発した。また、セミナー、ワークショップを開催、多くの企業、大学関係

者を招いて成果発信し開発技術の外部展開に努めた。新規開発した計測・解析技術を迅速

に産業界へ展開する方策として、技術提供を望む企業を公募により募るシステムを新たに設

け、計 6 企業の新規材料開発促進を実現した。 

  4422110 
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おける物質移動現象の機構を究明しそ

の物理限界を突破する技術の開発に繋

げる。 

    ・時間分解表面増強ラマン計測法を確立し、触媒表面で

の電気化学反応の機構解明を試みる。また、メソ孔を有

するモデル担体などを用いた触媒層構築を試みるととも

に、メソ孔内部に優先的に触媒を閉じこめる技術を開発

する。さらに、助触媒・担体との強い相互作用を利用し

た触媒の検討などを深化させる。 

・表面増強ラマン計測法、表面増強赤外反射吸収分光法により、酸性水溶液で金触媒表面

に存在する反応中間体検出に世界で初めて成功した。この技術は白金触媒に展開が可能な

ものである。また、EC マイクロ流路による反応トリガリング装置を新規に開発し、還元波観測

に成功した。この技術により、ラマン、赤外反射吸収分光法に時間分解能を付与できる目途

を立てた。 

 メソ細孔モデル担体の創製では、各種メソ細孔内への白金微粒子の高密度担持と分散溶

媒の選定によるイオノマー導入に成功し、高性能化に資するモデル触媒に向けた開発を進

めた。 

  4422120 

    ・モデル電解質材料を用いて、物質移動現象と高次構

造の関係性について明らかにし、高温・低加湿で優れた

特性を有する電解質材料の開発指針検討を促進する。

また、化学的・機械的劣化要因を特定するための評価

技術を確立する。 

・電気化学 AFM による電解質膜のプロトン伝導パス観察で、高温加湿下の計測を世界で初

めて成功した。プロトン伝導度の定量評価と、NMR による水の拡散係数、緩和時間分布の計

測より水易動性評価を行い、これら評価を組合せ高温･低加湿でのプロトン伝導度向上に有

効な電解質高次構造を特定、電解質膜性能向上への提言を行った。 

 陽電子消滅法により、電解質膜内のガス透過性と自由体積サイズの相関性を明らかにし

た。 

 電解質膜の化学的耐久性評価法として、劣化反応を化学発光で追跡し、劣化位置を特定

する評価技術の開発に目途を立てた。 

  4422130 

    ・ガス拡散層の温湿度制御下における物質・熱移動に

ついて解析するとともに、100℃超での移動特性を明ら

かにする。さらにガス拡散層に触媒層を塗布した拡散媒

体集合体について物質・熱移動現象を解析し、シミュレ

ーションによるモデル計算と比較検討を行う。 

・ガス拡散層内部およびその界面での高温水蒸気、高温液体水の挙動解析を進め、120℃ま

での水蒸気の脱着挙動の温度依存性、80℃までの水蒸気透過性の応力依存性を見出した。

熱移動解析では 80℃、80%RH までのガス拡散層の平面方向、垂直方向での伝導率異方性

を確認、また平面方向では応力依存性も測定した。更に 100℃超の熱移動解析技術にも着

手した。シミュレーションでは、定量的評価が可能なモデル開発を行い、実計測した各種パラ

メータ数値を反映させ、モデルの妥当性を確認した。 

  4422140 

  4-(2)-③ 固体酸化物形燃料電池の開

発 

      4423000 

  ・固体酸化物形燃料電池(SOFC)の早期

商用化を目指して、液体燃料やジメチル

エーテル（DME）などの多様な燃料の利

用を可能にする技術及び 10 万時間程度

の長期寿命予測技術を開発する。また、

普及を促進するために、実用サイズのセ

ル及び 1～100kW 級システムを対象とし

た、不確かさ 1%程度の効率測定を含む

性能評価技術を確立するとともに、規

格・標準化に必要な技術を開発する。さ

らに、SOFC から排出される CO2 の回収

及び固定に関する基盤技術を開発す

る。 

・SOFC の耐久性・信頼性向上技術、寿命予測技術の開

発を目指し、実機レベルのスタック・モジュールの長期耐

久試験を継続すると共にその劣化要因を解明し、対策

を検討する。10 万時間程度の長期寿命予測技術を開発

すると共に、不純物濃度データの蓄積と、劣化機構解明

のための基礎データの集積をおこない、共通基盤化す

る。 

・平成 20 年度の成果を受けて劣化対策を行った「中温筒状平板形スタック」及び「中温筒状

横縞形スタック」において、4000 時間を超える耐久試験を行った。解体分析を行い、新たな劣

化要因の解明と対策を検討し、スタックメーカーに成果をフィードバックした。5 スタックの耐久

試験後の不純物濃度レベルを ppm レベルで測定し、不純物とセル構成部材との反応性を明

らかにして寿命予測のためのデータを蓄積した。モデル化した燃料電池材料界面での固相

反応、固相-気相反応を検討し、元素の相互拡散係数データを集積して長期寿命予測のため

の基盤データを蓄積した。電極や電解質における炭化水素との反応性を高感度、高性能に

測定できる革新的手法として顕微ラマン分光法を適用し、酸化物基板の特性による炭素析

出反応の相違を初めて検出した。 

  4423110 

    ・SOFC 単位セルアッセンブリーの発電性能測定につい

てセル形状等が測定に与える影響について調査すると

もに得られた研究結果、関連技術動向調査から規格原

案の作成を行う。SOFC から排出される CO2 の回収及び

固定に関する基盤技術開発については分散型システム

にも適用が可能でかつ低コストが期待できる貯留技術

のコンセプトを構築する。 

・平成 20 年度に作成した SOFC 単位セルアッセンブリー試験法標準化素案に沿ってセルの

前処理方法、出力が安定するまでの時間、供給するガスの組成変化が出力測定に与える影

響等を調査した。さらに円筒型セル・スタックについてセル・スタックに発生する温度分布とセ

ルスタックの試験条件の関係、平板セルのスタッキング時に集電・ガス供給板の厚さが出力

に与える影響等について調査し、その結果を基に共通性が高い発電性能試験法について国

際標準原案を作成した。 

 さらに高効率ゼロエミッション SOFC について熱電モジュール付加により 1kW 程度の小型シ

ステムでも 3%程度効率が向上できる可能性のあることが判明した。また、1000～10,000kW 程

度の SOFC に適用可能な CO2 貯留技術の確立を目指し、低深度地下帯水層（～500m）を利

用する CO2 貯留方法のコンセプトを構築した。 

  4423120 

4-(3) 太陽光発電の大量導入を

促進するための技術開発 

4-(3) 太陽光発電の大量導入を促進す

るための技術開発 

      4430000 
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 再生可能エネルギーである太

陽エネルギーの大量導入を促進

するために、薄膜シリコン系多接

合太陽電池の開発など、太陽光

発電の高効率化・低コスト化技術

に関する研究開発を実施する。 

 分散型エネルギーネットワークシステ

ムの自立性を高める上で、資源制約の

ない再生可能エネルギーである太陽光

発電は極めて重要である。太陽光発電

の大量導入を実現するためには低コスト

化が 大の課題であり、発電効率/（製

造コスト+実装コスト）を大幅に向上させ

る必要がある。このため、シリコン系太

陽電池については発電効率の向上を図

るとともに、製造コストの低減につながる

技術を開発する。また、高効率化もしくは

低コスト化の点で有望な非シリコン系太

陽電池の技術開発を行う。さらに、大量

導入を促進するために、生産規模拡大

を支える性能評価技術を確立する。 

      4430100 

  4-(3)-① 太陽光発電の高効率化と大量

導入支援技術の開発 

      4431000 

  ・異なるバンドギャップを有する薄膜を組

み合わせる積層デバイス技術を開発し、

効率 15%を達成する。またシリコンの使

用量を低減するために、厚さ50μmの基

板を用いる極薄太陽電池の製造技術を

開発し、効率 20%を実現する。 

・3 接合型太陽電池の 適化を図り、中期目標に向けた

研究を加速する。2m のマイクロ波プラズマ源を用い、製

膜速度 2.5nm/s 以上、膜厚不均一性 10%以下の条件に

おいて得られた微結晶シリコン膜中の不純物濃度を

1018cm-3 台まで低減し高品質化を図る。 

・3 接合太陽電池において安定化アモルファスシリコンにより 9.4%、微結晶シリコンミドルセル

において 9.8%、微結晶シリコンボトムセルにおいて 8.8%をそれぞれ達成し、3 接合太陽電池性

能として 16%以上の変換効率を達成する目処を得た。2m 超の長さの周波数 900MHz のマイク

ロ波源を用いた表面波プラズマにより、薄膜シリコンの製膜における不純物濃度を 6×

1018cm-3 まで低減し、高品質化を達成した。 

  4431110 

    ・薄型結晶シリコン太陽電池の作成プロセスの高度化を

図り、第 2 期中間目標達成である変換効率 20%を実現す

る。 

・次世代薄型結晶シリコン太陽電池の高効率化に向け、新規要素技術の開発と 適化を行

った。低温形成 back-surface field 技術では、1000 cm/s 以下の裏面再結合速度を再現性よ

く実現した。ワイヤーソーダメージを使用した表面テクスチャ構造形成技術では、表面テクス

チャ形成と電気的特性を低下させるダメージ層の除去が両立できることを見いだした。厚さ

80μm の単結晶シリコンセルで、変換効率 16.0%を達成し、変換効率 20%の薄型太陽電池実

現に必要な技術要素を見出した。 

  4431120 

    ・フレキシブル基材を用いたアモルファスシリコン太陽電

池の長寿命化・信頼性向上のため、使用する基材のバ

リア性能を向上させるとともに、加速劣化試験等により

太陽電池に適した基材を選別する。 

・フイルムに熱損傷を与えない温度範囲で水蒸気透過率 0.02 g/m2dayのバリアフイルムを形

成することができた。当該バリアフイルムに関して得られた知見も用いることにより、アモルフ

ァスシリコン太陽電池のみならず、結晶系、CIGS 系を含む各種太陽電池のバックシート基材

の高性能化等を通じて、太陽電池の長寿命化・信頼性向上を実現するための研究を民間企

業 33 社と実施する産学官連携コンソーシアム体制を構築した。 

基材のバリア性能だけでなく

表面テクスチャ加工によって

低コストで高機能なナノインプ

リント技術を開発することで光

閉じ込め構造を大幅に向上さ

せることに成功した。この成

果は続く産総研コンソーシア

ム形成にもつながった。 

4431130 

  ・出力の高電圧化によりシステム効率を

高める化合物系太陽電池技術を開発し

て理論限界に近い効率 19%を達成する。

また印刷プロセス等の簡易な製造方法

の導入により低価格化が期待できる有

機材料等の新材料太陽電池を開発す

る。 

・小面積の CIGS 太陽電池において、変換効率 19%以上

を実現するための技術を開発する。また、10cm 角集積

型 CIGS サブモジュールの性能を向上し、変換効率 16%

以上を実現するための技術開発を行う。 

・CIGS 太陽電池のセルプロセスの高度化を図り、小面積セルの変換効率を約 19%まで向上

することに成功した。量産化されている集積型モジュールと同様のプロセスを確立し、さらに

独自の手法を開発することで、10cm ガラス基板上の集積型サブモジュールで変換効率 16.2%

という高効率を実現した。また、Mo と In 使用量の低減技術に取り組み、現状の CIGS 太陽電

池に比べて、Mo 使用量 1/10 でも変換効率 16%、In の使用量約 1/3 でも変換効率 15%以上

の高効率を実現した。 

・集積型サブモジュールの高

効率化に不可欠な多くの技術

課題を 3 年程の短期間に解

決し、このサイズでは世界

高の高い変換効率を上げた。

4431210 

    ・有機半導体材料の探索と 適化、および新構造セル

の改良を行い、変換効率と耐久性の向上を目指す。ま

た、有機薄膜太陽電池のモジュール実現に必要となる

大面積化、高効率化のための要素技術の確立を行う。 

・企業との共同研究により新規に合成された材料を導入し、高分子塗布系セルにおいて面積

1cm2 で変換効率 5.0%の世界 高レベルを達成した。セルの高耐久化に向けた劣化要因の

解明においては、EL 測定などの新規評価技術の導入により劣化開始の異常点の可視化に

初めて成功した。モジュール化に関しては、レーザースクライブを用いた高集積化モジュール

化技術を有機薄膜太陽電池に初めて応用した。 

  4431220 

  ・大量導入の基盤となる工業標準化のた

め、新型太陽電池の研究開発の進展に

応じて、太陽光スペクトル、温度及び時

間特性等を考慮した高度な性能・信頼性

・新型太陽電池の研究開発の進展に応じた新型太陽電

池評価技術の開発を行い、スペクトル、温度及び時間特

性等を考慮した高度な性能評価技術を確立すると共

に、評価の基本となる基準セルを供給実施し、基準モジ

・新型太陽電池開発に関して、モジュール分光感度測定技術および装置を開発し、高精度で

あることを検証した。1 次基準太陽電池校正試験所認定を取得し、2 次基準太陽電池の供給

を開始した。複合加速試験等により、屋外暴露における剥離等の劣化症状を再現し、電流低

下に関して 160 倍の加速係数を確認した。太陽電池屋外測定試験の国際比較研究をインド、

  4431310 
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評価技術を開発し、基準セル・モジュー

ルを製造メーカ等に供給する。 

ュール供給体制整備を完了する。100GW レベルの大量

導入のための技術的基盤となる発電量推定・予測技術

および評価診断解析・ 適化設計技術を開発すると共

に、30 年以上の長期信頼性評価のための新加速試験

法を開発する。 

タイで実施した。日本各地における発電量評価精度を検証した。系統連系技術における技術

的導入限界量を定量した。 

  4-(3)-② 革新的太陽エネルギー利用技

術の開発 

      4432000 

  ・低コストな太陽電池として期待される色

素増感太陽電池について、増感色素、

半導体電極及び電解液などの改良によ

る高性能化を図り、2010 年に変換効率

12%を実現し、2020 年の目標である変換

効率 15%を目指す。 

・高性能色素の開発を行うとともに、飛躍的な効率向上

が期待できるタンデム構造色素増感太陽電池の要素技

術として、電極、電解質、透明対極の改良を行う。特に、

近赤外光を利用できる色素、電極等について開発を行

い、2010 年に変換効率 12%の実現を目指す。 

・タンデムセル用としても必須である赤外光を効率良く変換できる増感色素の開発を行った。

色素の励起状態のエネルギー準位に注目して太陽電池用増感色素としてキノリン配位子を

導入した新規ルテニウム錯体を合成することにより、波長900nmの赤外光に対し世界 高値

である光電変換量子効率 35%の実現に成功した。 

  4432110 

4-(4) 水素エネルギー利用基盤

技術と化石燃料のクリーン化技

術の開発 

4-(4) 水素エネルギー利用基盤技術と

化石燃料のクリーン化技術の開発 

      4440000 

 水素エネルギーの利用に際して

の安全性の確保を図るため、そ

の製造、貯蔵及び輸送技術の研

究開発を実施する。また、炭化水

素系資源から水素、メタン及び新

合成燃料等のクリーン燃料を製

造し、利用する技術の研究開発

を実施する。 

 分散型エネルギーネットワークシステ

ムの自立性を高めるためには、再生可

能エネルギー供給と需要の時間的・空

間的な不整合を補完するエネルギー技

術が不可欠であり、燃料電池等の分散

電源や化石エネルギーの高効率利用技

術をシステムに組み込む必要がある。特

に、燃料電池等による水素エネルギー

利用を促進するために、高効率な水素

製造技術及び水素貯蔵技術を開発す

る。また、当面の一次エネルギー供給の

主役として期待される化石起源の燃料を

有効に利用するとともに、使用時の CO2

発生量を低減させるため、燃料の低炭

素化技術、各種転換プロセスの高効率

化技術及び硫黄分や灰分を極小化した

クリーン燃料の製造・利用技術を開発す

る。 

      4440100 

  4-(4)-① 水素製造及び貯蔵技術の開

発 

      4441000 

  ・燃料電池自動車用タンクに必要とされ

る貯蔵密度 5.5 重量%を目標とした水素

貯蔵材料を開発する。 

・X 線および中性子回折法、陽電子消滅法、TEM 法など

を用いて産総研で創製した材料の評価・解析を行い、水

素吸蔵・放出特性と構造との相関を見出す。高圧ハイブ

リッドタンクに適した Ti-V-Mn 系合金の開発を継続して

進める。 

・陽電子消滅法の新しい手法（CDB 法）を用いて、水素吸蔵時に材料中に導入された格子欠

陥（空孔）の周りの構造を初めて明らかにした。さらに TEM 法により、格子欠陥（転位）の密度

と水素吸蔵・放出特性との間の関係を見出した。米国ロスアラモス研究所との共同研究とし

て、産総研で開発した MgCo 合金などについて中性子・放射光Ｘ線散乱データを収集し、複雑

な局所構造を解析した。高圧ハイブリッドタンクに適した Ti-V-Mn 合金の組成依存性の評価

を行った。 

  4441110 

  ・CO2 排出が無い高効率な水素製造法と

して、固体酸化物を用いた高温水蒸気

（700～850℃）の電解技術を開発する。 

・動作温度 800℃以下、 大水素発生量 500sccm 程度

の電解セル・スタックを試作しその性能を解析評価して、

実システムの性能を予測するとともに、試験したセルの

解体調査等を実施し、本格開発時の技術課題を明確化

する。 

・ 大水素発生量 100sccm の電解セルスタックを試作し、750℃、1.3V の電解電圧

3.5sccm/cm2（電流密度 0.51A/cm2）を達成した。これらの結果からスタック規模を 5 倍にす

れば水素発生量 500sccm 程度が達成可能であることが判明した。また、得られた結果から

直列スタックをモデル化し、集電体構造、基体管のガス透過性の改善により性能が大幅に改

善する可能性のあることが判明した。耐久性についてはシール材、インターコネクタコーティ

ングが運転とともに徐々に減少する現象等が見られこれらの耐久性改善が重要なことが判

明した。 

  4441210 

  ・水を直接分解して水素を製造する光触

媒・光電極プロセスの効率向上に向けた

光電気化学反応に関する基盤技術を開

・水素製造用光触媒の研究において、自動半導体探索

システムを用いてこれまでに見出した電荷分離効率の

高い新規半導体材料に関して、光触媒や光電極として

・光触媒-電解ハイブリッドシステム用の光触媒の高性能化を行い、WO3 粉末半導体に Cs 表

面処理を行うことで Fe3+イオンを含む水溶液からの酸素発生の活性が飛躍的に向上するこ

とを見いだした。Fe3+イオンは全て Fe2+イオンに還元でき、低電圧電解による水素発生を確

  4441310 
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発する。 の応用および 適化を試みる。光触媒-電解ハイブリッ

ドシステムについては、 適化する光触媒および助触媒

の種類や担持手法をさらに改良し、量子収率の向上お

よび可視光利用範囲の拡大を試みる。 

認した。Cs表面処理によってWO3表面にイオン交換サイトが形成されることが活性向上の原

因であることがわかった。また、調製法を 適化した BiVO4 光電極については吸着した高濃

度の炭酸イオンの効果で水素発生の光電流が 6 倍向上することを見いだした。炭酸イオンが

炭酸ラジカルになって酸素発生する反応機構を提案した。 

  ・水素貯蔵材料及び高圧水素等の爆発

に対する安全データの整備を行うととも

に、安全確保技術の開発を行い、安全

関連法規類の制定・改正に資する。 

(平成 18 年度で終了） (平成 18 年度で終了）   4441410 

  4-(4)-② メタンハイドレート資源技術の

開発 

        

  ・ メタンハイドレート資源の有効利用の

ため、日本近海のメタンハイドレート分布

の詳細調査と資源量の評価を行う。 

・これまでに取得した海底堆積物のメタン生成活性に関

する情報を総括し、前弧海盆域におけるメタン生成速度

の深度分布を評価するとともに、その結果をメタンハイド

レート形成モデルに導入し、数値計算によってモデルの

有効性を検証する。 

・海底堆積物のメタン生成活性は、表層付近より深部において、またメタンハイドレートが分

布する深度帯において相対的に高い傾向があり、遺伝子解析や脂質バイオマーカー分析か

ら推定されるメタン生成菌の分布もこれを支持することから、メタン生成の場は深部であると

推定された。数値計算によってメタンハイドレート形成モデルを検証するためには、調査深度

域内ではメタン生成速度が全般的に低く、より深部でのメタン生成活性についての調査が必

要であることがわかった。 

  4442110 

    ・南海トラフのハイドレート分布域の地質構造、熱的構

造と構造発達史を明らかにし、燃料資源ポテンシャル評

価のための情報として地質構造・地史を復元する。直江

津沖では、海底表層部のハイドレートの地質特性を考

慮した資源ポテンシャル評価手法を検討し評価を試み

る。 

・南海トラフのハイドレート分布域の地質構造、熱的構造と構造発達史解析に基づき、燃料

資源ポテンシャル評価のための情報として地質構造・地史を、燃料資源地質図としてまとめ

た。直江津沖の海底表層部のハイドレートに関して、熱的情報を用いた資源ポテンシャル評

価手法についての課題を整理した。 

  4442120 

  ・採収プロセスを室内で再現する実験技

術を開発するとともに、出砂率評価法、

水生産率評価法及び圧密・浸透率同時

解析法等の生産挙動を評価する新たな

基盤技術を開発する。 

・メタンハイドレート貯留層の浸透率を解析する新たな浸

透率評価法、生産障害現象のモデル化など生産挙動を

評価する新たな基盤技術を開発し、これまで開発したメ

タンハイドレート資源の「原位置条件における基礎物性・

分解特性解析技術基盤」を完成し、「メタンハイドレート

貯留層特性・生産特性評価基盤技術集」としてまとめ

る。 

・核磁気共鳴法（NMR）を用いた孔隙径分布計測をもとにメタンハイドレートを含む砂質堆積

層の浸透率解析手法を確立し、検層解析結果の精度向上を図った他、これまでの熱伝導率

モデル式に対し、ガス相の影響を導入した実践的な熱伝導モデルとして改良した。また、東

部南海トラフの基礎試錐コアの層解析データ精度の評価と分類を行い、海洋産出試験計画

策定のため、生産障害解析などのためのデータベースとして整備した。これらの取り組みに

よって、メタンハイドレート資源の原位置条件における基礎物性・分解特性解析技術基盤を

構築し、「メタンハイドレート貯留層特性・生産特性評価基盤技術集」の作成に着手した。 

  4442210 

    ・減圧生産における出砂、メタンハイドレート再生成、ス

キン形成および細粒砂蓄積による生産障害について、

それらの生産挙動をモデル化し、「メタンハイドレート資

源生産挙動解析基盤技術集」としてまとめる。 

・強減圧によるメタンハイドレート生産に伴うメタンハイドレート再生成と間隙水の凍結過程

を、近赤外分光装置などを用いて in-situ 解析し、メタンハイドレート再生成速度モデル式、氷

生成速度モデル式を開発し、生産シミュレータの計算ルーチンとして導入した。また、メタンハ

イドレート砂質堆積層中の細粒砂の生産に伴う移動・堆積などによる浸透率低下に起因する

生産障害をモデル化した他、出砂挙動と砂質堆積層の粒径との関係などを実験的に取得

し、粒径分布が出砂に大きく寄与することなどを明らかにした。これらの取り組みによって、生

産挙動解析基盤を構築し、「メタンハイドレート資源生産挙動解析基盤技術集」の作成に着手

した。 

  4442220 

    ・コア試験から実フィールドにおける産出試験へのスケ

ールアップを行うため、室内産出試験設備の有効性に

ついて検討し、必要によりその基本設計を実施する。 

・各種生産手法、生産条件における、地層内流動、地層内応力、各種生産障害、出砂挙動、

地層の不連続性・不均質性効果などの生産挙動を解析し評価するため、生産シミュレータに

よる解析結果を用いて、高圧ガス保安法に対応した内径 1m、高さ 1.5m、拘束圧 2MPa、耐圧

20MPa の大型室内産出試験の基本設計を行った。 

  4442230 

  ・メタンハイドレートの分解・採取手法に

ついて、温度・圧力条件が生産速度や回

収率等に与える効果を評価するととも

に、生産予測のためのシミュレーションソ

フトウェアを開発する。 

・第 2 回第 2 冬陸上産出試験の結果検証を進め、信頼

性の高いメタンハイドレート資源開発専用の生産シミュ

レータおよび地層圧密変形シミュレータを完成させる。ま

た、これらのシミュレータを用いて、今後実施する陸上産

出試験や海洋産出試験の生産条件と生産性および地

層変形について感度分析を行い、その安定生産性につ

いて事前評価する。 

・第 2 回陸上産出試験の事後評価を行い、事前予測値の検証および生産障害の評価を実施

した。また、構築した東部南海トラフ濃集帯の貯留層モデルに対して、生産シミュレータを使

用して海洋産出試験の生産条件に対する生産性を事前評価したほか、地層圧密変形シミュ

レータを用いて、減圧度、メタンハイドレート飽和率分布の不均質性、地層傾斜などをパラメ

ータとして地層変形に関する感度解析を行い、生産による広域地層の沈下形態、地層内の

応力・ひずみ分布、メタンハイドレートの分解範囲、圧力分布等の特徴を解析した。 

  4442310 

    ・構築した 3 次元貯留層モデルを使用して、海洋産出試

験における高速に生産性･生産挙動を評価するシミュレ

ーション 適条件を開発する。 

・３次元貯留層モデルに対して、高速演算を可能とする並列計算法を適用して、生産性・生産

挙動解析の高速化を図り、使用する演算装置の数に比例した演算の高速化を実現した。ま

た、詳細な 3 次元貯留層モデルの複数の地層をより厚い一枚の層として取り扱えるようにす

る新しいモデル分割法を開発し、より広域の長期的生産挙動を解析するためのアップスケー

  4442320 
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リングの予備解析を行った。 

    ・地層変形解析において、塑性変形解析を高速で演算

可能な構成式を開発し、現場試験予定地域における貯

留層内の変形や応力分布について評価する。 

・室内実験を基に地層変形解析に必要な塑性変形解析用の構成式を開発した。また、東部

南海トラフ海域の貯留層データを基に、生産に伴う貯留層内の変形や坑井周辺の応力分布

に関する評価を行った。特に坑井周辺の解析では、地層の力学特性、接触面強度、減圧度、

坑井仕上げ区間などをパラメータとして、坑井仕上げ区間が沈下形態、応力分布、坑井壁に

与える影響について解析を行い、坑井の必要設計強度などを評価した。 

  4442330 

  ・液化天然ガス輸送に比較し 10%近い省

エネルギー化が見込める、ガスハイドレ

ートの高密度ガス包蔵性及びガス選択

性を利用した新たな輸送方法の基盤技

術を開発するため、ガスハイドレート結

晶におけるガス貯蔵密度の増大及びガ

ス分離効率の増大等のメカニズムを解

明し、これを制御する技術を開発する。

また、ガスハイドレートの生成・分解機構

を解明し、低圧化での生成技術を開発

する。 

・『ガスハイドレート産業技術創出イノベーション』の参加

企業・大学との共同研究によって、ガスハイドレートによ

る天然ガス貯蔵の実証研究を行い、液化天然ガスによ

る貯蔵との比較検討により、その省エネルギー技術とし

ての評価を行う。 

・『ガスハイドレート産業技術創出イノベーション』の参加企業と「天然ガスハイドレートの成型

方法と安定性に関する研究」を共同実施し、液化天然ガス組成混合ガスハイドレートの氷膜

生成実験から、分解抑制温度を評価した。さらに、より高温でも効率よく分解を抑制する新た

な技術開発に成功した。また、企業との共同研究によって実施した「ハイドレート利用冷凍シ

ステムの開発」において実用的な冷熱媒体としてのガス/有機物系ハイドレートを開発したほ

か、超音波霧化法についてベンチスケール装置を用いた実証試験を行った。 

  4442410 

  4-(4)-③ クリーン燃料製造技術の開発       4443000 

  ・従来の 1200～1500℃より低温の 500～

700℃で炭化水素から水素を製造する技

術を開発し、CO2 回収エネルギーを含め

た転換効率を従来の 65%から 75%以上へ

向上させる。またガソリンから水素製造

を行うための長寿命、低温改質触媒を

開発する。 

(平成 19 年度で終了） (平成 19 年度で終了）   4443110 

  ・石炭火力発電システムの課題である灰

処理設備を不要化できる無灰炭を、従

来不可能であった低品位炭から製造す

る技術を開発する。特に多くの炭種に対

応できる溶剤抽出技術について、抽出

率を向上させる技術の開発を行い、経済

性効果と CO2 排出削減効果が顕在化す

る 60%以上の抽出率を達成する。 

・低品位炭から製造した無灰炭の構造と性状を調べ、抽

出条件の違いによる低品位炭の改質効果を明らかにす

る。その性状に応じた 適な用途技術についてまとめ

る。 

・低品位炭からの無灰炭製造における抽出温度を、通常の 360℃より高温の 400～420℃と

設定することにより、得られる無灰炭の H/C 比、O/C 比が減少し、結果として瀝青炭と同程

度の性状に改質できることを見出した。この改質効果は、用途技術の一つであるコークス用

粘結材として、より強度を向上させる働きがあることが分かった。 

  4443130 

    ・非微粘結炭 50%以上の低品質配合条件において、原

料炭代替として無灰炭を添加することにより、既存のコ

ークス強度および反応性を上回る製造条件と配合条件

を探索する。 

・非粘結炭 50%を含む配合炭に対して、無灰炭を 10～15%添加することにより、無添加の場合

に比べてコークス強度が大幅に向上することを明らかにした。無灰炭のモデル物質を用いた

強度試験の結果から、5～7 環のペリ型芳香族が強度向上に大きく寄与することを明らかにし

た。 

  4443140 

    ・半連続式触媒装置を用いた無灰炭の水蒸気ガス化試

験により、水素と二酸化炭素の収率が併せて 98%以上と

なる連続運転での反応条件を決定する。 

・半連続式触媒ガス化装置を用いた無灰炭の水蒸気ガス化試験を行い、連続運転における

生成ガスの収率が、水素と二酸化炭素で 98%以上となるガス化温度等の反応条件を決定し

た。そのガス化温度としては 650℃～700℃が 適であることが明らかとなった。 

  4443150 

  ・未利用重質油から軽質油を製造する

効率を、従来の 80%から 90%以上に向上

させる製造プロセスを開発する。 

・触媒の改良と分解温度の 適化検討により、オイルサ

ンドビチューメンから 90%以上の効率で軽質留分を回収

することを実現する。 

・溶剤を用いたオイルサンドビチュメンの高分散化、および触媒量の増加により、450℃でコー

クを生成せずにビチュメン中の重質留分を軽質留分に分解できることを見出した。コークレス

での分解反応が可能となり、装置の改良により、90%以上の収率で軽質留分を回収できる可

能性を示すに至った。 

  4443160 

  ・石油系輸送用燃料の硫黄濃度を、今

後施行される規制値 10ppm 以下に低減

する触媒技術の実用化開発を行うと共

に、さらに進んだ 1ppm 以下に低減する

ゼロサルファー化や低アロマ化のための

触媒技術を開発する。 

・軽油の超低硫黄化用脱硫触媒（S<10ppm)の製品化と

製油所における実用化を目指す。軽油の S<1ppm 化で

は、軽油一段処理用の脱硫触媒技術と、低アロマ性の

燃料製造も可能にする二段処理用の触媒組み合わせ

技術を構築する。更に、燃料油の低アロマ化用に開発し

た触媒技術のバイオ燃料製造への展開も図る。 

・産総研と触媒会社とで共同開発した脱硫触媒の性能を実証し（約 6,000 時間の寿命試験）、

サルファーフリー軽油（硫黄分<10ppm）製造用の新規 CoMo 系脱硫触媒”LX-NC10"として商

品化に成功した。一方、ゼロサルファー化（硫黄分<1ppm）と低アロマ化（芳香族分<5wt%）を

同時に達成できる技術として、第一段目に LX-NC10、第二段目に耐硫黄性貴金属触媒

Pd-Pt/Yb-USYゼオライト-Al2O3触媒を用いる二段処理技術を開発した。本貴金属触媒は、

バイオディーゼルの酸化安定性改善にも有用であり、本技術を JST-JICA 国際共同研究に

展開できた。 

サルファーフリー軽油製造用

脱硫触媒”LX-NC10"の商品

化に成功 

4443170 
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  4-(4)-④ クリーン燃料利用技術の開発       4444000 

  ・石油代替燃料であるジメチルエーテル

（DME）を利用して公道走行が可能な自

動車を 10 台規模で製作し、自治体を中

心としたフリート走行試験により普及に

向けた実証を進める。また、天然ガス液

状化油（GTL）を燃料とするエンジンにつ

いて、排気ガスデータ等の特性を取得

し、更なる低公害化のための燃料組成

の指針を定め、市場への導入普及を進

める。さらに、バイオディーゼル燃料

（BDF）の軽油に関する品質確保法の改

正に資するデータの取得・提供を行う。 

・ジメチルエーテル（DME）燃料の標準化に向け、DME 燃

料中の不純物や添加剤がエンジンデバイスの部材の摩

耗や耐久性に及ぼす影響を評価する。ISO 当該委員会

の議論に参加していく。 

・ISO29945：2009（DME 燃料のマニュアルサンプリング方法）の発行に貢献した。浸漬試験や

潤滑性評価試験により、DME 燃料中の不純物や添加剤が及ぼすエンジンデバイス部材の耐

性や摩耗に及ぼす影響のデータを蓄積し、ISO/TC28/SC4/WG13 における燃料用 DME 品質

の標準化に向けた議論に貢献した。 

  4444110 

    ・ジメチルエーテル（DME）の普及に向けて、小型 DME ト

ラックの走行試験を継続し、耐久性評価等の実証をす

すめる。 

・小型 DME トラックの走行試験を継続し耐久性に関する大きなトラブル無く総走行距離 10 万

km を達成した。また、10 万 km 走行後の排出ガス性能評価を行い、DME 自動車の車両構造

基準制定に貢献した。 

  4444120 

    ・新潟や栃木、神奈川等、地域における DME 燃料利用

促進及び実証試験に関する取り組みに協力し、ジメチル

エーテル（DME）燃料利用に関する各種実証研究開発を

行う。 

・平成 19-20 年度に地域新生コンソーシアム事業にて開発したバイオ混合 DME 発電システ

ムの新潟県内民間工場への導入を目指し、実証試験に必要な要改造点を整理した。その結

果、燃料の供給は発電システムパッケージ外からとすることで、実証試験が可能となることが

明らかとなった。実証試験実施に向けた具体的な作業等について、民間企業と継続検討す

ることを確認した。 

  4444130 

    ・バイオマス由来の新燃料について、製造、利用、普及

の観点から現状および将来展望を調査する。また、東ア

ジアサミットのバイオ燃料の規格化推進に対して、流通

に関わる技術や市場における品質管理方法等をワーキ

ンググループの実施や調査・研究等によりまとめる。 

・東アジア・アセアン経済研究センター（ERIA）事業のワーキンググループ運営を継続した。平

成 20 年度までの成果や非食用系バイオディーゼル原料の可能性調査、実市場でのバイオ

ディーゼル燃料品質の管理方法などの議論を重ね、「Biodiesel Fuel Trade Handbook (1st 

Edition)」を作成した。この成果が東アジアサミットエネルギー大臣会合（2009 年 7 月、マンダ

レイ）の共同声明文に明記された。 

  4444140 

    ・産業用エンジンに高圧噴射が可能な蓄圧式燃料噴射

系を装備し、国内軽油及び高濃度バイオディーゼル燃

料（パーム油メチルエステル)の排出ガス特性を把握す

る。 

・将来的に需要が見込まれる非食用系のバイオディーゼル燃料について、産業用エンジンに

高圧噴射が可能な蓄圧式燃料噴射系を装備し、国内軽油及び高濃度バイオディーゼル燃料

の排出ガス特性を把握した。特に排出ガス中の粒子状物質について、次期規制に向けて導

入検討されている粒子数濃度の計測も実施した。 

  4444150 

  ・新長期規制後に導入が見込まれる新

たなディーゼル車排ガス規制に対応した

エンジン燃焼技術を開発するとともに、

窒素酸化物及び粒子状物質を除去する

ための触媒システムを開発する。 

・単気筒試験エンジンにおいて、過渡運転時の燃焼改

良策（内部 EGR、過給等）を検討する。（EGR：排ガス再

循環。排ガスの一部を吸気に戻しエンジン燃焼温度低

減による窒素酸化物（NOx）排出量の低減を目的とする

手法） 

・EGR による NOx 低減作用を単気筒試験エンジンで検討した。その結果、酸素濃度を変更し

た窒素/酸素をエンジンへ供給した場合、NOx 排出量は吸気中の酸素濃度に対して一義的

に変化することが分かった。また過給による燃焼改良策を検討した結果、過給によりスモーク

抑制、静音化、高出力化が得られることが明らかになった。 

  4444210 

    ・規制強化が予定されているディーゼル特殊自動車排

出ガス浄化のための後処理触媒技術として、軽油等の

燃料を還元剤とする NO 選択還元触媒の検討を行う。 

・軽油のモデル物質としてデカンを還元剤として用いた NOx 選択還元触媒の探索を行い、銀

/アルミナ触媒と銅 ZSM-5 触媒が高い活性を示すことを見出した。これら 2 種類の触媒を混

合することによって、 高 47%の NO 転化率が得られた。 

  4444220 

    ・規制強化が予定されているディーゼル特殊自動車向

けのディーゼルパティキュレートフィルタ（DPF）機能を兼

ね備えた熱回収型コンバータの検討を行う。 

・前年度までに開発した NOx 高度処理用の熱回収型コンバータについて、ディーゼルパティ

キュレートフィルタ(DPF）を搭載し、PM 捕集性能や DPF 再生条件を検討した結果、PM を 99%

以上捕集できるとともに、熱回収機能がない場合と比べて約 1/3 の加熱エネルギーで PM を

焼却し、DPF を再生できることを確認した。 

  4444230 

５．バイオマスエネルギーの開発

による地球温暖化防止への貢献 

５．バイオマスエネルギーの開発による

地球温暖化防止への貢献 

      4500000 

 バイオマスの利用により地球温

暖化防止へ貢献するため、木質

系バイオマスからの液体燃料製

造技術及び 適なバイオマス利

用に向けての評価技術に関する

研究開発を実施する。 

 CO2 排出の大半が化石エネルギー起

源であることから、地球温暖化を防止す

る上では再生可能エネルギーの大量導

入により、化石エネルギーへの依存度を

低下させることが必須である。こうしたな

かで、バイオマスのエネルギー利用は京

都議定書上 CO2 排出量がゼロと評価さ

      4500100 
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れていることから、その積極的導入が求

められている。このため、国内の木質系

バイオマスを高効率でエネルギー転換

する技術を開発するとともに、バイオマ

スの市場導入を促進するために必要と

なる多種多様なバイオマス種に 適な

利用システム構築のための評価技術を

開発する。 

5-(1) 木質系バイオマスからの液

体燃料製造技術の開発 

5-(1) 木質系バイオマスからの液体燃料

製造技術の開発 

      4510000 

 大気中の CO2 濃度を低レベル

で安定化させるために、特に CO2

固定効果の大きな木質系バイオ

マスを原料として、運輸用液体燃

料などを高効率・低環境負荷で製

造するエネルギー転換技術に関

する研究開発を実施する。 

 CO2 固定能の高い木質系バイオマスの

エネルギー利用においては、先行してい

る直接燃焼による発電や熱利用では規

模が小さいため熱効率が低く、バイオマ

スが有する化学エネルギーを有効に利

用できない。そこで木質系バイオマスを

付加価値の高い化学エネルギーである

液体燃料等に転換するため、高効率か

つ低環境負荷を実現するガス化技術、

発酵技術及び液体燃料製造技術を開発

する。 

      4510100 

  5-(1)-① 木質系バイオマスからの液体

燃料製造技術の開発 

      4511000 

  ・製材あるいは間伐材等の木質系バイ

オマスで 95%以上、農業廃棄物や建築廃

材等の廃棄物系バイオマスで 90%以上

のガス化率で、合成ガス（一酸化炭素+

水素等）を製造するプロセスを開発す

る。また、生成ガスの精製やガス比調整

により得られるサルファーフリーの合成

ガスから軽油等の運輸用燃料を製造す

るための触媒技術を開発する。 

・パーム空房(EFB)を前処理することで、副生成物発生

量削減及びガス化率向上（90%以上）を試みる。同時に

フィッシャートロプシュ(FT)合成に適した組成ガス生成条

件を明らかにする。 

・EFB ならびにバガスやパームトランクなど、東南アジアプランテーション産出バイオマス廃棄

物のガス化を行い、いずれも高効率（ガス化率 95%以上、炭素換算）、かつ液体燃料製造に

適した組成比でガスが得られることを見出した。EFB は他のバイオマス原料（木部など）に比

較して、同じガス化条件下では[H2]/[CO]比が高く、[H2O]/[C]比を 2 以下に落とした条件でも

FT 合成に適した組成のガスが得られることがわかった。一方、バガスは、同条件下で

[H2]/[CO]比が小さく、より多量の水蒸気添加が必要なことが示唆された。 

  4511110 

    ・脱硫剤を実際のガス化実験に利用した一貫した実験を

行う。 

・高温高水蒸気存在条件下でも脱硫機能をもつ無機系脱硫剤を見出し、これを用いて模擬ガ

ス、ならびに実バイオマスのガス化に供して脱硫機能を発揮することを確認した。 

  4511120 

    ・脱硫剤を実際のガス化実験に利用することで、ガス化-

脱硫-メタン改質の一貫した実験を行う。 

・見出した脱硫剤を用い、原料バイオマス、改質触媒と組み合わせ一貫した実験を行い、こ

のシステムが機能することを見出した。 

  4511130 

    ・フィッシャートロプシュ(FT)反応用ルテニウム系触媒に

ついて、シリカ系担体の可能性と、FT触媒と水素化分解

触媒を用いる 2 段法の可能性を固定床により検討する。

また、ルテニウム系触媒による FT 反応について 適触

媒と反応条件を提案する。 

・フィッシャートロプシュ(FT)反応用ルテニウム系触媒について、表面修飾の工夫により、シリ

カ系担体もアルミナ系と同程度の触媒性能を示すことを確認した。FT 触媒と水素化分解触媒

を用いる固定床 2 段法では、条件により一段法との生成分布の違いを認めた。開発したルテ

ニウム系触媒のベンチスケール実験により、コバルト系の 10 倍程度の空時収率を有すること

を確認した。 

  4511140 

  ・含水率の高い生ごみ等の廃棄物系バ

イオマスから水素とメタンを得る発酵技

術において、微生物の担体保持方法や

配合調整法等の開発を行い、エネルギ

ー回収率が実用化レベルである 55%以

上の発酵プロセスを開発する。 

(平成 19 年度で終了） (平成 19 年度で終了）   4511150 

5-(2) バイオマス利用 適化のた

めの環境・エネルギー評価技術

の開発 

5-(2) バイオマス利用 適化のための

環境・エネルギー評価技術の開発 

      4520000 
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 アジアに大量に賦存するバイオ

マス資源の利用を推進し、その市

場への導入を図るため、経済価

値の高い素材から経済価値の低

いエネルギーに至るまでバイオマ

スの総合的な利用を推進する技

術の研究開発を実施する。 

 多種多様なバイオマス資源の利用を

推進し、市場導入を促進するために、バ

イオマスの賦存状況や材料特性に関す

るデータベースを構築するとともに、バイ

オマス利用統合プロセスシミュレーション

技術を開発する。 

      4520100 

  5-(2)-① バイオマス利用 適化のため

の環境・エネルギー評価技術の開発 

      4521000 

  ・バイオマス利用技術の経済性と環境負

荷を評価するために、システムシミュレ

ーションに基づく総合的なプロセス評価

技術及び 適化支援を行う技術を開発

する。また、バイオマスの利用促進を図

るため、バイオマス利用形態とその環境

適合性及び経済性に関するデータベー

スを構築する。 

・実証試験を通して、システムシミュレーションの精緻化

を行う。また、バイオマス利用形態とその環境適合性及

び経済性に関するデータベースの構築を進めるととも

に、経済性、環境性だけでなく社会性の評価軸での分

析に着手する。 

・バイオエタノール燃料製造実証試験データを元に、これまで作成してきたバイオマスデータ

ベースのデータ更新、システムシミュレーションの精緻化を行った。また、経済性、環境性、社

会性の評価軸を含む分析ツールとしてバイオマス会計表を新たに考案した。このバイオマス

会計表の中に、情報収集したエネルギー利用 6 種類の利用形態、マテリアル利用 4 種類の

利用形態を組み込むことで、利用の簡便性を高めるとともに、バイオマス利用形態とその環

境適合性及び経済性に関するデータベースの構築、充実を行った。 

  4521110 

６．省エネルギー技術開発による

CO2 排出の抑制 

６．省エネルギー技術開発による CO2 排

出の抑制 

      4600000 

 CO2 の排出抑制のため、省電力

型パワーデバイスの開発及び分

散型エネルギーネットワークの構

築など、エネルギー供給における

省エネルギー化を実現する技術

の研究開発を実施する。また、エ

ネルギー消費の大きい化学産業

におけるエネルギー消費の低減

をはじめ、輸送機器の軽量化及

び情報通信機器の省電力化な

ど、製品の製造及び利用の両面

において省エネルギー化を実現

する研究開発を実施する。 

CO2 排出の大半がエネルギー起源であ

ることから、CO2 排出量の削減のために

各需要部門における省エネルギー技術

の開発が強く求められている。このた

め、民生部門では、種々のパワーエレク

トロニクス機器の電力損失を大幅に低減

できる省電力型パワーデバイス技術、分

散型エネルギーネットワークの高効率運

用によりエネルギー使用を 適化する技

術、住環境を快適に保ちつつ省エネル

ギーを図る建築部材の開発及び電子機

器の省電力技術を開発する。産業部門

では、省エネルギー化学プロセス及び省

エネルギー型環境浄化技術を開発す

る。運輸部門では、輸送機器の軽量化

による省エネルギー技術を開発する。 

      4600100 

6-(1) 省電力型パワーデバイス

の開発 

6-(1) 省電力型パワーデバイスの開発       4610000 

 民生及び運輸部門の省エネル

ギー化を目指し、材料・デバイス

技術の統合によるパワーデバイ

スの高パワー密度化、低コスト化

及び汎用化のための基盤技術を

確立し、エネルギー損失を大幅に

低減するパワーデバイスの研究

開発を実施する。 

 エネルギー消費が電力の形で使用さ

れる割合が益々増加していることから、

多くの場所で電力変換器に使用されて

いるパワーエレクトロニクス機器の低損

失化が不可欠である。現状のパワー素

子では、シリコンの半導体特性から損失

の低減には限界がある。このため、物理

特性から大幅な低損失化が見込める、

炭化ケイ素や窒化ガリウムなどの材料を

用いた省電力型パワーデバイスの基盤

技術を開発する。 

      4610100 

  6-(1)-① 省電力型パワーデバイスの開

発 

      4611000 

  ・炭化ケイ素や窒化ガリウムなどの材料

を用いたパワーデバイスに関して、これ

・大電流容量と高信頼性が得られる高品質炭化ケイ素

(SiC)ウェハーと 高レベルのSiC素子化技術を用いて、

・ 変換器損失統合設計シミュレータをもとに、内製の低損失SiC-MOSトランジスタ、SiC-ダイ

オードを用いたスイッチングモジュールを試作し、チョッパー変換器において損失 1/3 以下を

  4611110 
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までに開発した世界 高水準の素子技

術を発展させ、現状のシリコンを用いた

素子に比べて損失を 1/3 に低減した電

力変換器のプロトタイプを開発する。 

現状のシリコン(Si)素子を用いたものに比べて損失 1/3

の電力変換器性能を実証する。 

実証すると共に、試験データに基づいた分析から、オン抵抗 4.6mΩ・cm2 のデバイスを

125℃、20kHz で動作させることによって損失を Si 変換器の約 1/5 にまで低減できることを示

した。 

6-(2) 省エネルギー化学プロセス

技術及び環境浄化技術の開発 

6-(2) 省エネルギー化学プロセス技術及

び環境浄化技術の開発 

      4620000 

 化学プロセスの省エネルギー化

を実現するための熱交換技術、

蒸留技術及び反応技術の研究開

発を実施する。また、環境浄化及

びリサイクルの実施に際しての投

入エネルギーの低減を図るため、

省エネルギー型の水処理技術及

び金属再生技術に関する研究開

発を実施する。 

 産業部門のエネルギー消費の約 30%を

占める化学産業の省エネルギー化は

CO2 排出削減に大きな効果が期待され

る。このため、各種化学プロセスの省エ

ネルギー化を実現するとともに、環境浄

化やリサイクルなどの静脈産業における

省エネルギー化を実現する。化学プロセ

スの省エネルギー化については、高効

率な熱交換技術、蒸留技術、熱利用技

術及び漂白技術を開発する。また、環境

浄化及びリサイクルについては、投入エ

ネルギーの低減を図るため、高効率大

気浄化技術及び省エネルギー型の水処

理技術を開発するとともに、金属の回収

及び高純度化再生の省エネルギー化技

術を開発する。 

      4620100 

  6-(2)-① 産業部門消費エネルギー低減

のための化学技術の開発 

      4621000 

  ・産業用空調機器の消費エネルギー低

減のため、水蒸気脱着温度を従来の

100℃以上から 50℃程度に引き下げるこ

とを可能とするデシカント空調機用ナノ

ポア材料を量産する技術を開発する。 

(平成 18 年度で終了） (平成 18 年度で終了）   4621110 

  ・省エネルギー型蒸留プロセスのため

に、従来比30%以上の消費エネルギー削

減が可能な内部熱交換式蒸留塔(HIDiC)

を実用化する技術を開発する。 

・HIDiC（内部熱交換式蒸留塔）パイロットプラントの技術

及び実績に基づく新規プラントの調査研究を、ユーザー

企業及びメーカー企業と共に実施する。 

・HIDiC（内部熱交換式蒸留塔）プロセスについて、バイオマスエタノール製造プラントに充填

塔型 HIDiC を組み入れる調査研究を実施した。具体的には、現在、国内外で稼動しているバ

イオマスエタノールの製造プラントに関わる各工程の物質収支を調査し、その各工程中のど

こに充填塔型 HIDiC が組み込めるか、また組み込んだ場合のメリットをシミュレーション等で

解析・研究し、充填塔型 HIDiC のバイオマスエタノール事業における実用性を明らかにした。 

  4621210 

  ・物質生産とエネルギー変換を同時に行

うコプロダクション技術を導入した高効率

な化学製造プロセスを解析・評価するソ

フトウェアを開発する。 

・コプロダクションシステム評価ソフトウエアの商用化に

向けたさらなる機能強化を行い、実際の問題に適用す

る。また、大規模実プロセスへの適用、 非線形大域

適化、多目的 適化への対応等を検討する。 

・平成 20 年度までに開発したコプロダクションシステム評価ソフトウエアをベースに、機能を

強化したソフトウエアを開発した。これを用いて、プロジェクト内で企業と大学が別途開発中の

「自己熱再生型加熱・昇圧モジュール」や「自己熱再生型蒸留モジュール」を適用するプロセ

スのモデル化を行い、コストや省エネルギー量及びエクセルギー損失を評価指標として設計

理論の検証を行い、その有効性を明らかにした。 

  4621310 

  ・漂白プロセスの消費エネルギーを 20%

以上低減できる綿布の光漂白技術を開

発するとともに、他の材質の布及びパル

プ等に適用範囲を拡大する技術を開発

する。 

・混紡より分離したセルロースの有効利用法について検

討する。 

・混紡より分離した粉末状セルロースについて、光化学的表面化学修飾により既存の高分子

との複合材料化を行い、表面未修飾の粉末を用いた場合と比べて材料強度が向上すること

を見出した。 

  4621420 

  6-(2)-② 気体分離膜を利用した省エネ

ルギー型気体製造プロセス技術の開発 

（Ⅳ．3-(3)-①を再掲） 

      4622000 

  ・99.9%以上の高純度水素の高効率な製

造プロセスの開発を目的として、常温か

ら 600℃までの広い温度領域で安定性を

持つパラジウム系薄膜を開発し、これを

用いて水素分離システムの実用型モジ

・パラジウム-銀-金の三元合金による水素分離膜の大

型化をはかり、企業と共同して改質ガスからの水素膜分

離システムのプロトタイプモジュールを作製する。 

・外径 30mm、長さ 35cm の多孔質ジルコニアチューブ表面に、無電解メッキにより、5μm 以

下のパラジウム-銀-金の三元合金薄膜を被膜し、実機レベルの水素透過膜を作成した。企

業と共同してプロトタイプモジュールを作製し、常温から 600℃までの広い温度範囲での長時

間（>2000 時間）の水素透過耐久性を確認した。 

  4622110 
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ュールを開発する。また、安価な無機材

料や非貴金属材料を用いた水素分離用

非パラジウム膜の開発及びプロトタイプ

モジュールを作製する。 

    ・非パラジウムアモルファス合金膜そのものが有する透

過係数を調べ、本来の性能が発揮できない原因を明ら

かにする。その結果を基に、透過流速で 4ml/cm2min の

透過速度を有するアモルファス合金膜を開発する。 

・非パラジウムアモルファス合金膜について、添加元素の効果を明らかにし材料探索を進め

ることで、4.2ml/cm2min の透過速度を有する膜を開発し目標を達成することができた。また、

膜そのものが有する透過係数の評価には新たな評価法の開発が必要であることを明らかに

し、金属膜の透過特性を他の素材と比較可能な手法を提案した。 

  4622120 

    ・パラジウム自立薄膜を複数枚用いたオールメタル膜モ

ジュールの基本特性並びに 1000 時間程度以上の長期

耐久性試験を行い、改善要因を究明し解決するととも

に、これら膜モジュールを組み込んだ出口水素量

1Nm3/h 級の高純度水素精製装置を試作する。 

・パラジウムのオールメタル膜モジュールについて、長期耐久性試験、急激な圧力変化、起

動停止の繰り返し試験を行い、それらに耐える膜モジュールを開発した。さらに膜モジュール

を組み込んだ出口水素量 0.7Nm3/h の水素精製装置を試作した。また、厚さ 10 マイクロメート

ル以下のパラジウム自立薄膜の品質を向上させ、これまでより一桁面積の広い 10cm2 の膜

で水素精製が可能なことを確認した。 

  4622130 

  ・空気からの高効率型の酸素製造プロセ

ス用として、現状の市販高分子膜の 2 倍

のプロダクト率（酸素透過率×酸素濃

度）を達成できる膜を開発してプロトタイ

プモジュールを作製する。 

・中空糸炭素膜の大型プロトタイプモジュールを作製す

る。並行して、膜モジュールの圧力耐性及び長期安定性

などの検討を行い、実用化を目指す。また、膜モジュー

ルを用いた空気分離試験を行い、シミュレーション結果

と比較することにより 適な分離プロセスを構築する。 

・中空糸炭素膜モジュールを用いて混合ガス分離試験を実施し、長期安定性と圧力耐性が

あることを確認した。また、分離性能が発揮されるモジュール構造や操作条件の指針を得

た。さらに、炭素膜数千本を束ねた膜モジュールの作製を行い、当初の目標を大きく超える

有効膜面積 1m2 規模で選択透過性能を維持した実用型膜モジュールの開発に成功した。 

・高性能だが取扱いが困難な

炭素膜を用いた大型膜モジュ

ールの開発に成功し、次世代

分離膜として化学プロセスへ

の展開を可能とした。 

4622210 

  6-(2)-③ 環境汚染物質処理技術の開

発 (Ⅳ．1-(4)-①を一部再掲) 

      4623000 

  ・揮発性有機化合物（VOC）の小規模発

生源を対象とし、有害な 2 次副生物を発

生することなく従来比 2 倍以上の電力効

率で数 100ppm 濃度の VOC の分解が可

能な触媒法や低温プラズマ法を開発す

るとともに、高沸点や水溶性の VOC を吸

着回収することが可能な新規吸着法等

の処理プロセスを開発する。 

・オゾン分解触媒の開発に関しては、新規触媒の探索を

行うと同時に、その活用法についても検討を行う。プラ

ズマ法では、プラズマ下での触媒表面の挙動を解明し、

電力効率の目標値達成を目指す。吸着回収では通電加

熱方式や高周波誘導加熱方式の実装置化のための共

同研究を実施するとともに、真空スイング吸着回収装置

プロトタイプの完成をめざす。 

・オゾン分解触媒として Mn 触媒以外にも Ag 触媒が有効であることを見いだし、触媒を二段で

用いることで高いプラズマ利用効率を獲得した。マイクロスコープと高感度 CCD カメラによる

表面観察から、触媒上でプラズマが広範囲に進展し、相互作用がより効率的に生じているこ

とを明らかにした。通電加熱方式の吸着回収装置は上市目前の段階に達した。高周波加熱

方式では 50 m3/min 規模装置を想定した加熱実験に成功した。また、二元細孔構造を有する

表面疎水化シリカ吸着剤を開発し、真空スイング吸着回収装置での操作条件を明らかにし

た。 

  4623110 

  ・水中の難分解性化学物質等の処理に

おいて、オゾン分解併用型生物処理法

など、従来法に比べて 40%の省エネルギ

ーを達成する省エネ型水処理技術を開

発する。また、再生水の有効利用のた

め、分離膜を組み入れた小規模浄化プ

ロセスを開発する。 

・オゾン分解併用型生物処理法の普及では、普及先の

ベトナム染色工場でのオゾン処理と生物処理の 2m3/d

規模の連続装置での現場試験の結果を踏まえ、当該工

場以外の現場廃水への応用性を検討する。有機化合物

で汚染された水を浄化する実験室レベルの連続処理プ

ロセスを組み立て、性能を評価する。 

・ベトナム染色工場での試験データから、当初の計画を達成できるコスト評価を得た。ベトナ

ム側との情報交換を継続し、工業団地における規制の強化に伴い、化成品製造業等の排水

にも適用可能であるとの調査結果を得た。一方、国内数か所の染色工場の現場廃水の採

取・分析から染料の種類等による処理性を明らかにした。また、有機化合物で汚染された水

を浄化する実験室レベルの連続処理プロセスを組み立ててその性能を評価し、化学的酸素

要求量(COD)を半減できる結果を得た。 

  4623210 

  6-(2)-④ 都市域における分散型リサイ

クル技術の開発 (Ⅳ．1-(4)-②を再掲) 

      4624000 

  ・都市において多量に発生する廃小型

電子機器等の分散型リサイクル技術とし

て、再生金属純度を 1 桁向上しつつ 50%

以上省エネルギー化する金属再生技術

を開発するとともに、20%以上の省エネル

ギー化と 50%以上の再利用率を達成す

るプラスチック再生技術を開発する。同

時に、分散型リサイクル技術の社会的受

容性を評価する技術を開発する。 

・携帯電話等のプリント基板から取り外した部品、コネク

タ等を対象とした粉砕時におけるレアメタル、貴金属類

の挙動と 適粉砕条件を明らかにし、物理的選別手段

による一次濃縮を実現する上で 適な選択粉砕プロセ

スを構築するための指針を確立する。また、多成分同時

分離技術開発では、僅かな比重差での分離を達成させ

るため、粒子を放出するノズルの改良を行うとともに、改

良装置の比重分離限界を明らかにする。 

・プリント基板を対象に、素子の選択粉砕条件を明らかにした上、レアメタル、貴金属を含むタ

ンタルコンデンサやチップ抵抗など、6 種の素子類の一次濃縮が可能な物理選別技術を開発

し、選別プロセスの指針を得ることができた。また、多成分同時分離技術開発では、その精

度をレアメタルモデル粒子の分級性能により検証した。試作した装置は、遠心場を利用した

20μm 程度の細粒子にも対応可能な技術でありながら、スクリーンに匹敵する選別精度を持

ち、かつ、数十の成分に同時分離できる能力を有することが明らかとなった。 

  4624110 

    ・アミド含有 3 級アミンによるロジウム抽出機構を調べ、

抽出率および他の貴金属からの分離性向上を図る。連

続運転に適した簡易型プロセスについて、再生金属の

純度を従来よりも 1 桁向上させ、かつ 50%以上の省エネ

ルギー化が可能な操作条件を見出す。希土類回収の新

プロセスについて、試作装置を用いて分離性を評価す

・既開発の抽出剤に比べ、ロジウムの抽出率が 10%以上高い、新たな構造のアミド含有 3 級

アミンを見出した。簡易型プロセスによる連続運転装置を試作し、再生金属の純度を 1 桁向

上させるとともに 50%以上の省エネルギー化が可能な操作条件を見出した。また、これまでよ

りも更に簡便な不純物除去法として吸着剤とカラムを用いたプロセスを検討し、高い不純物

除去能力を実証した。さらに、希土類回収の新プロセスについて、京都大学および大阪大学

  4624120 
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る。 と連携して研究を推進し、高い分離性が得られる条件を見出した。 

    ・プラスチック系廃棄物について、開発開始時の 20%以

上の省エネルギー化と 50%以上の再利用率を達成す

る。アルミ箔複合フィルムから樹脂成分の分離システム

の開発を行う。また、各種資源化手法について、経済性

や環境負荷の評価基準を検討する。エポキシ樹脂中の

臭素系難燃剤を温和な条件下で分離抽出するための装

置を試作する。また、エポキシ樹脂をバイオマスから製

造したタールに可溶化するための 適運転条件を検討

する。さらにバイオマスあるいはプラスチックを直接溶融

塩共存下で水蒸気と反応させ、反応条件と生成物組成

との関係を明らかにする。 

・架橋ポリエチレンやポリウレタンの燃料化法を開発、既知資源化法に比べ、20%以上の省エ

ネルギー化、50%以上の再利用率を達成した。アルミ複合廃プラスチックの衝撃破砕成分分

離法を提案した。廃プラスチック資源化手法の環境・事業面で選択するガイドラインを提示し

た。 また、エポキシ樹脂製電子基板から臭素系難燃剤を抽出する 適条件を見出し、装置

を試作した。バイオマスタールで基板は常圧下で可溶化され、生成物の熱分解により溶媒が

再生できた。溶融混合炭酸塩共存下で基板を水蒸気ガス化することによって主に水素と二酸

化炭素が得られることを見出した。 

  4624130 

    ・分散型リサイクルシステムの”見える化”の一環とし

て、茨城県との協力のもとで提案している”茨城モデル”

における適切な技術・システムの社会受容性評価を具

体化し、推進していく。また、関西地区、北九州地区での

取り組みについても、昨年度の成果を発展させ、より高

度な循環型社会構築に向けた分散型リサイクルシステ

ムの具体像を作成する。 

・茨城県および県内の公的研究機関および民間企業との協力のもと、既存の技術やシステ

ムの社会受容性、環境負荷の評価等を勘案し、廃携帯電話に含まれる希少金属の分離・濃

縮を目的とする分散型リサイクルシステムを提案し、要素技術として電子基板の新規粉砕法

や振動モータ中のタングステンの選択溶解法の効果を明らかにした。また、福岡県と、廃蛍

光ランプから希土類を回収する分散型リサイクルについて、具体的プロセスと協力体制につ

いて協議した。 

  4624140 

    ・希土類磁石リサイクルに関し、選択酸浸出における溶

解機構を明らかにし、また溶媒抽出法におけるモデル化

を行う。蛍光体リサイクル・再利用のための処理方法に

関して、廃蛍光体の再生処理後の輝度値等の評価を、

新品または新品との種々の混合比状態とで比較して行

い、再利用性について調査する。 

・脱磁後酸化焙焼したネオジム磁石を対象に、100℃以下での塩酸による各種金属の溶解挙

動を明らかにし、焙焼時における希土類と鉄の複合酸化物の生成が、希土類の溶解率低下

に密接に関与していることを明らかにした。また、抽出試薬 PC88A によるネオジムおよびジス

プロシウムの溶媒抽出平衡を解析し抽出平衡定数を求め、様々な条件での抽出率の定量的

予測を可能とした。さらに、使用済み蛍光体の再利用に関して、再生品と新品との混合利用

を行うため、種々の混合状態で輝度等の測定評価を行い、混合の閾値に関する基礎データ

を得た。 

  4624150 

6-(3) 分散型エネルギーネットワ

ークにおける省エネルギーシステ

ムの開発 

6-(3) 分散型エネルギーネットワークに

おける省エネルギーシステムの開発 

(Ⅳ．4-(1)を一部再掲) 

      4630000 

 個々の分散型エネルギー源を

ネットワーク化されたシステムとし

て機能させるため、高効率エネル

ギー管理技術、電気・熱・化学エ

ネルギーの統合運用技術に関す

る研究開発を実施する。 （Ⅳ． 

4-(1)を一部再掲） 

 分散型エネルギーネットワークシステ

ムでは、自立性とシステム効率を高める

ために、供給と需要の時間的・空間的な

不整合を調整する機能が不可欠であ

る。このため、需要データベースに基づ

き、異種エネルギー源を統合して 適な

予測・制御を行う安定運用技術を開発す

る。 

      4630100 

  6-(3)-① 分散型エネルギーネットワーク

における省エネルギーシステムの開発 

(Ⅳ．4-(1)-①を一部再掲) 

      4631000 

  ・排熱利用技術として実用レベルの変換

効率 10%以上を有する熱電変換素子等

を開発する。 

・新型高出力因子材料を使ったセグメント型熱電素子を

試作し、変換効率10%の熱電素子を開発する。新材料の

候補として高い熱電特性が期待できる鉄系層状物質の

開発を行う。ナノ空間を利用することで、硫化物熱電材

料の性能を向上させる。薄膜材料に関して、デバイスを

試作して性能を評価する。 

・Zn-Sb 系、Co-Sb 系、Bi-Sb-Te 系の材料を用いてセグメント型及びカスケード型の熱電素

子を試作し、それぞれ目標値（変換効率 10%）とほぼ同等の 8.0%及び 9.4%の発電効率を達成

した。また発電用の新規物質として金属硫化物熱電材料を開発し、中高温域で ZT=0.5 程度

まで性能を上げることに成功した。熱電変換技術の冷却技術への応用としては、PLD 法で作

製した Bi-Sb-Te 系材料の高性能薄膜を使用して薄膜冷却デバイスを試作し、室温近傍で冷

却機能を実証した。またさらに低温で高い性能をもつ鉄系の層状物質を開発し、物性の起源

を解明した。 

  4631110 

  ・効率的なネットワーク運用技術として、

多数の分散エネルギー源からのエネル

ギー供給技術や貯蔵技術、さらに需要

側での負荷調整などネットワークの総合

的制御技術を開発する。 

・実負荷に対するエネルギー供給試験で継続的に計測

される自然エネルギー出力や負荷のデータに基づいて

想定した、自然エネルギー、分散電源、貯蔵設備等の

構成比が異なる複数のシステム条件にたいして、提案

する協調制御・運用法の適用を検討し、効果を評価す

・実負荷に対するエネルギー供給に関して、熱電気統合型ネットワーク技術を評価した結果、

一次エネルギー消費では 大約 7%、二酸化炭素排出では 大約 13%の削減効果が得られ

ることを明らかにした。双方向通信を用いる熱負荷の直接制御アルゴリズムを開発し効果を

検証した。8 秒以下の制御周期で効果が大きくなる事を示した。貯蔵装置を用いる需給バラ

ンス制御については，太陽光発電との協調運用を目的として出現確率情報を付加した太陽

  4631210 
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る。同時に、系統周波数変動を緩和するための熱負荷

制御法に関する実機での検証、貯蔵装置を用いる需給

バランス制御法に関する実験室レベルの検討等を行う。

光発電出力の予測手法を開発した。用途に応じて特性の異なる電力貯蔵機器を組み合わせ

る手法を開発した。 

6-(4) 輸送機器及び住宅から発

生する CO2 の削除のための機能

部材の開発 

6-(4) 輸送機器及び住宅から発生する

CO2 の削除のための機能部材の開発 

(Ⅲ．3 を再掲) 

        

 自動車等の輸送機器のエネル

ギー消費の大きな要因となってい

る車体重量の軽量化を目指し、

軽量合金部材の研究開発を実施

する。また、住宅におけるエネル

ギー消費の削減に有効な断熱及

び調湿機能を持つ建築部材に関

する研究開発を実施する。 （Ⅲ．

3 を再掲） 

 製造業以外で大きな排出源である輸

送機器と住居からの CO2 排出の削減に

材料技術から取り組むため、軽量合金

部材の耐熱性向上と大型化する技術を

開発しエンジンと車体の軽量化を実現

し、また、高断熱等の機能化建築部材に

関する研究開発を行うことにより、建築

物の居住性を損なわずにエネルギーの

消費低減に貢献する。 

      4640100 

  6-(4)-① 耐熱性軽量合金の開発 (Ⅲ．

3-(1)-①を再掲) 

      4641000 

  ・軽量金属材料のエンジン部品を実現す

るため、鋳鍛造部材の製造技術に必要

な耐熱合金設計、連続鋳造技術、セミソ

リッドプロセスによる高品質部材化技

術、接合技術及び耐食性向上のための

コーティング技術を開発する。 

・新開発 Mg 合金の耐熱性をより高めるための凝固組織

制御を行い、200℃での耐熱強度が既存の耐熱 Al 合金

（AC8A）に匹敵する合金の開発を行う。また、耐熱Mg合

金の高度に組織制御された高品位ビレットを製造するた

めの連続鋳造技術を開発する。さらに、耐熱 Mg 合金の

高品質部材化を達成するセミソリッドプロセス技術を確

立する。 

・新開発 Mg 合金の耐熱性向上を目的に、合金設計・凝固組織制御技術について検討した結

果、AC8A の耐熱強度にほぼ匹敵する合金を開発できた。表面性状の美麗な高品位の耐熱

マグネシウム合金ビレットの連続鋳造技術を開発した。また、セミソリッドプロセスによる高品

位部材化技術の開発では、ランナレス射出成形法により微細組織の合金スラリーが得られ

る条件を確立した。難燃性 Mg 合金をベースとした新規の溶加材を開発した。押出し板材の

溶接の結果、溶接継手効率 95％を達成できた。Mg 合金へ耐食性を付与するための表面処

理技術として新規蒸気養生法を開発した。生成された皮膜の耐食性を塩水噴霧試験・塩水

浸漬試験によって評価し、該皮膜は優れた耐食性を有することが確認された。 

  4641110 

  6-(4)-② 高加工性軽量合金素形材の

開発 (Ⅲ．3-(2)-①を再掲) 

      4642000 

  ・車体用の軽量金属材料を用いた大型

構造部材を製造するために必要な連続

鋳造技術、冷間塑性加工プロセスによる

部材化技術、集合組織制御による面内

異方性を低減する圧延薄板製造技術、

接合技術及び耐食性向上のためのコー

ティング技術を開発する。(再掲) 

・耐熱Ｍｇ合金の高度に組織制御された高品位ビレット

を製造するための連続鋳造技術を開発する。冷間成形

性に優れた Mg 合金圧延材の開発、及び高温圧延が Mg

合金の集合組織形成に及ぼす影響について調査を行

い、高強度化、低コスト化を目指す。高信頼性 Mg 合金

鍛造部材創製のための 適プロセス条件を探索する。

摩擦撹拌異種接合において接合強度を向上させる技術

を開発する。新規のTIG溶接用溶加材を開発し、溶接継

手効率の向上を目指す。汎用 Mg 合金（AZ31)用 Si 含有

ダイヤモンド状炭素（DLC）膜の耐食性の向上被膜作製

条件を確立する。 

・耐熱 Mg 合金ビレット連続鋳造材の 適鋳造条件を解明した。また、セミソリッド技術で微結

晶分散金属ガラスの新製造技術を開発した。固相線温度直下での高温圧延により、市販 Mg

合金 AZ31B の異周速圧延材で Al 合金並みの冷間成形性を得た。また、Ce 含有開発合金で

Ce の Y による代替により Al 合金並みの成形性を有し、Ce 含有開発合金より強度の高い合

金を開発した。鍛造DBを構築しつつ、難燃性マグネシウム合金連続鋳造材の動的再結晶挙

動と、微細結晶粒の形成機構を解明と異方性低減を確認により、低コスト鍛造プロセス開発

の基礎的知見を得た。粉末法によって新規組成の溶加材を開発し、汎用難燃性 Mg 合金押

出し板材の TIG 溶接へ適応し、良好な溶接継手効率を得た。Mg 合金と銅合金、Ti 合金、及

び鉄系材料等の摩擦撹拌接合法による接合において有効な接合状態を特定した。さらに

DLC コーティング内のピンホールの Ti 薄膜封鎖によりｽﾃﾝﾚｽ合金以上の耐食性を発現させ

ることができた。 

  4642110 

  6-(4)-③ 省エネルギー型建築部材の開

発 (Ⅲ．3-(3)-①を再掲) 

      4643000 

  ・建築物の空調エネルギーを 10%削減す

るための調光ガラス、木質サッシ、調湿

壁、透明断熱材、セラミックス壁及び照

明材料等の各種部材の開発及び低コス

ト化を行う。また、熱収支シミュレーション

等を駆使してその省エネルギー効果を

検証する。(再掲) 

・調光ミラー窓ガラスについては、省エネルギー性能を

更に高める技術の検討を行う。サーモクロミックガラスに

ついては、安価大面積成膜技術の確立を目指す。木質

材料では、引き続き温度、含水率の変化速度が物性に

及ぼす影響を調査し、得られた知見を薬液含浸や圧縮

変形理論に反映させ、木製サッシ普及に必要な物性及

び信頼性の基礎データを蓄積する。調湿材料系では、

開発新規吸着材等の調湿材料への部材化を検討し、そ

の省エネルギー性能等の評価を行う。廃棄物リサイクル

保水建材では、実証試験と実用化試験を継続するととも

に、部材の高性能化を図る。 

・光学特性に優れた新しい調光材料であるマグネシウム・アルカリ土類金属合金による新規

調光ミラーを開発した。大面積のサーモクロミックガラス作製に適した新しい化学的作製法を

開発した。木質材料では、針葉樹では約 90℃、広葉樹では約 60℃を横切る温度変化により

弾性率の低下が著しいことを実験で明らかにした。開発新規吸着材を保持した壁紙を試作

し、既存の調湿建材との性能比較を行った。廃棄物リサイクル保水性セラミック建材として、

不焼成の固化体でありながら耐凍害性、耐摩耗性を更に向上させた部材を開発した。 

  4643110 
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    ・蛍光ガラスを利用した平面光源について、実用化デバ

イス開発への連携先を見出す。蓄光材料については、

組成探索を行うとともに、従来型の蓄光材料とガラスの

複合化手法を含めて今後必要となる開発要素を明らか

にする。 

・蛍光ガラスを利用した平面光源について、他の形状の用途を含めて企業との連携可能性を

見出すことができた。蓄光材料については、ガラス組成を変えることにより既存の蓄光結晶

材料とガラスの溶融による複合化を行い、その残光特性を評価した。ガラスの融点という単

一の特性だけでなく、泡、分散状態、界面反応を考慮して材料・プロセスを選択することが必

要であることが明らかになった。 

  4643120 

6-(5) 電子機器を低消費電力化

するデバイス技術の開発 

6-(5) 電子機器を低消費電力化するデ

バイス技術の開発 (Ⅱ．2-(3)を一部再

掲） 

      4650000 

 ユビキタス情報社会を支えるモ

バイル情報機器及びロボットに搭

載され CPU 及び入出力デバイス

の長時間使用を目指し、2010 年

以降の LSI 微細化ロードマップに

対応する超低消費電力デバイス

技術の研究開発を実施する。 

（Ⅱ．2-(3)を一部再掲） 

 モバイル情報機器及びロボットに搭載

される CPU や入出力デバイスの機能向

上とバッテリーによる長時間駆動を目指

し、新デバイス構造を用いた集積回路の

性能向上と低消費電力性を両立させる

技術及び強磁性体や強誘電体等の半導

体以外の材料を用いた新デバイス技術

の研究開発を行う。 

      4650100 

  6-(5)-① 低消費電力システムデバイス

技術の開発 (Ⅱ． 2-(3)-②を再掲） 

      4651000 

  ・ユビキタス情報ネットワークの中核とな

る、低消費電力性と高速性を両立した集

積回路の実現を目指して、回路機能に

応じたデバイス特性の動的制御が可能

となるダブルゲート構造等を利用した新

規半導体デバイス及び強磁性体や強誘

電体等の不揮発性を固有の物性として

持つ材料を取り込んだ新規不揮発性デ

バイスを開発する。併せて、これら低消

費電力デバイスをシステム応用するのに

不可欠な集積化技術に取り組み、材料

技術、集積プロセス技術、計測解析技術

及び設計技術並びにアーキテクチャ技

術等を総合的に開発する。 

・XMOS デバイスモデルについては、モジュール化機能

を活用し、モデルの実用性をダブルゲートトランジスタの

コンパクトモデル国際標準化案として十分な程度に高め

る。 

・XMOS デバイスモデルについて、モデルの実用性を十分に高めた結果、内外の複数のユー

ザーによる XMOS 回路研究における回路シミュレーション等での実利用が開始されるに至っ

た。 

  2232110 

  

  

・大容量不揮発メモリ・スピン RAM の実現を目指して、

垂直磁化磁気トンネル接合(MTJ)素子のさらなる高性能

化を実現する。高スピン偏極率を持つ界面偏極材料を

用いることにより、垂直磁化 MTJ 素子において高磁気

抵抗(MR)比を実現する。また、MgO-TMR 素子のマイク

ロ波発振の物理機構を解明し、Q 値の向上と発振周波

数制御を目指す。さらに、MgO-TMR 素子を用いて負性

抵抗機能や電力増幅機能などの新機能を実証する。 

・新規に開発した垂直磁化薄膜を用いて垂直磁化 MTJ 素子を作製し、応用上重要な低トン

ネル抵抗領域で室温で 100%を越える巨大な MR 比を実現した。また、MgO-MTJ 素子の磁気

渦を用いた新構造のマイクロ波発振素子を開発し、500 を越える高 Q 値を実現した。さらに、

MgO-MTJ素子の巨大TMR効果とスピントルクを用いて、室温で負性抵抗機能と電力増幅機

能を実現した。 

  2232120 

  

  

・FeFET 微細化のため自己整合ゲート技術の開発を行

う。適切な加工方法、側壁材料を選択し、エッチング角

80 度以上を目指す。不揮発論理回路では、順序回路の

主役であるフリップフロップを作製し、不揮発性能を評価

する。FeFET による NAND フラッシュメモリの研究を進

め、1k ビット以上のアレイを試作し、その動作を評価す

る。 

・ゲート加工プロセスとして高密度反応性イオンエッチング技術を研究し、サブミクロンゲート

長 FeFET 試作に成功した。メモリウィンドウ拡大のため Si 表面を窒化した FeFET 作製技術を

開発した。不揮発論理回路では、論理回路中の一時データ保持回路であるインバータラッチ

回路を FeFET で作製し、電源オフでの不揮発性能を評価し 1 日以上データ保持を実証した。

FeFET によるキロビットレベルの Fe-NAND フラッシュメモリに向けての集積回路技術を世界

で初めて開発し、64kb メモリアレイを試作した。4×2 のメモリアレイの書込み、消去、読出し

の正常動作を検証した。 

  2232130 

  

  

・全金属自己検出型プローブ顕微鏡による不純物分布

計測等の計測解析技術の開発に関しては、 終開発年

度として、 終目標空間分解能（約 2 nm)の達成を目指

すとともに、定量マッピング手法等の重点項目の開発を

実施する。また、既開発分の評価計測技術の実評価へ

の適用については、平成 20 年度と同様に実施し、産総

・全金属自己検出型プローブ顕微鏡を用いた不純物分布計測等の計測解析技術の開発に

関しては、理論計算との併用により測定データの定量化手法を開拓した。また電荷一個相当

の検出感度を達成し、約 2nm の空間分解能が必要とされる 先端デバイスのプロセス評価

に成功し、 終目標空間分解能を達成した。さらに、グラフェンなど新規電子材料の評価を通

じて、他の計測解析技術に対する優位性を確認した。 

  2232140 
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研内外の研究開発推進に寄与する。 

    (平成 20 年度で終了） (平成 20 年度で終了）   4651150 

  

  

・次世代半導体集積回路の作製技術高度化を目指し、

極微細 XMOS 作製プロセスの構築と、特性ばらつきに

関する知見集積を行う。また、大規模フレキシブルパス

ゲート SRAM(Flex-PG-SRAM)セル群の試作を行い、特

性ばらつきの統計評価により、当該 SRAM の優位性を

明確化する。さらに、シミュレーション技術を用いて、周

辺回路も含めた Flex-PG-SRAM 回路性能の検討も行

う。 

・極微細 XMOS 作製プロセスとして、20nm 級ゲート長加工技術を構築した。また、XMOS特性

ばらつきに関して包括的に調査を行い、特性ばらつき主要因がゲート金属材仕事関数ばらつ

きにあることを世界に先駆け提唱した。新提案 Flex-PG-SRAM セル群を試作し動作余裕ばら

つきの統計評価を行った結果、通常 SRAM よりも動作余裕のばらつき標準偏差一定のまま

平均値が 1.5 倍以上向上することを実測により確認した。また、0.5V 電源電圧動作において

も十分な動作余裕の確保が可能であることも実証した。さらに、シミュレーションにより 20nm

技術世代における性能評価を行い、周辺回路も含めた場合においても、動作余裕を向上し

つつ動作速度も向上することを確認した。 

  2232160 

Ⅴ．産業基盤を構築する横断技

術としての計測評価技術の研究

開発 

Ⅴ．産業基盤を構築する横断技術として

の計測評価技術の研究開発 

      7000000 

 計測技術は、観測、実験及び生

産等全ての科学研究や産業活動

の発展の基盤をなすものであり、

様々な分野における共通の基盤

技術として広く利用されている。

広範囲にわたる産業活動を横断

的・共通的に支援し、産業技術の

信頼性を向上させるため、計測評

価技術の研究開発を実施すると

ともにデータベースの構築や試験

評価方法の標準化を推進する。 

 計測評価技術は、研究開発、産業活

動といった技術を用いた諸活動を行う上

での社会の基盤であり、優れた計測・評

価技術なくして技術に関連する活動の円

滑な実施は行い得ない。こうした認識に

則り、①先端的な計測・分析機器や計測

評価方法の開発と社会での導入実施に

不可欠となる標準化や標準試料の提

供、②産業技術の基盤となるデータベー

スや社会の安全・安心に関するデータベ

ースの構築を行う。これにより、産業振

興を牽引する新たな知見の獲得や産業

技術の信頼性向上につながる共通の基

盤技術としての計測評価技術を提供す

る。 

      7000100 

１．計測評価技術の開発と知的

基盤構築の推進 

１．計測評価技術の開発と知的基盤構

築の推進 

      7100000 

 広範な先端技術分野において

新たな知見を獲得するためのツ

ールとなる計測評価技術を開発

するとともに、それらの標準化に

貢献する。また、新技術や新製品

の国内外市場の開拓を促進する

ため、製品の機能及び特性等を

評価する技術を開発する。 

 様々な顕微鏡の開発によりナノテクノ

ロジー等の新たな技術分野が生まれた

ように、先端的な計測・分析機器は広汎

な技術、産業分野に展開できる基盤的

特性を有している。こうした基盤の構築

を行うとの観点から、産業分野を先導す

る先端的な計測・分析機器の開発と産

業技術の信頼性を向上させる評価解析

技術の開発を行う。また、新技術や新製

品が国内外の市場を確保するために

は、機能の優位性や製品の安全性、信

頼性が技術的に確保されていることが必

要であることから、製品の機能や特性等

を評価する計測技術を開発し、試験評価

方法の形で提供するとともにその標準化

に貢献する。 

      7100100 

1-(1) 先端的な計測・分析機器の

開発 

1-(1) 先端的な計測・分析機器の開発       7110000 

 新たな産業技術の発展を促進

するため、光・量子ビーム源の開

発及び高感度検出技術の開発な

ど先端的な計測・分析機器に関

 ナノテクノロジー等における先端的な

計測・分析機器の開発においては、ナノ

メートル領域の物質や欠陥等を高感度

かつ高精度に検出する技術や物質の挙

      7110100 
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する研究開発を実施するととも

に、それらの標準化に貢献する。 

動を可視化する技術の開発が必要とさ

れている。そのために、①反応性の高い

状態にある原子・分子やイオンを用いた

新たなツールを開発してナノメートル領

域の計測や分析を可能にする技術、②

新たな光・量子源の開発や高輝度化・マ

イクロビーム化により局所領域の物質の

挙動を可視化する技術等の開発を行う。

さらに、①、②の技術に関して標準化に

貢献する。また、装置等の動作状況の把

握や稼働条件の 適化を図るために、

実環境下で計測可能な機器の開発が必

要とされており、実環境下で動作する圧

力や応力等のセンサの開発とそれを利

用した計測技術の開発を行う。 

  1-(1)-① 反応性の高い状態にある原

子・分子の計測・制御技術の開発 

      7111000 

  ・90%以上の超高濃度の酸化活性なオゾ

ンを精密に制御して、10nm 以下の薄い

SiO2 膜を供給用 1 インチ半導体基板に

±0.1nm で均一に作製する技術及び

200℃以下の低温における酸化膜作製

技術を開発するとともに、長さの国家標

準にトレーサブルな厚さ計測用の物差し

を半導体産業等に提供する。 

・オゾン酸化膜を用いた厚さ計測用標準材料の供給を

行い、200℃以下の酸化膜の低温作製については、8 イ

ンチウエハ対応の酸化炉を開発し、オゾン酸化により無

加熱で、均一酸化膜(10nm 以下±0.1nm)を作製する技

術を開発する。 

・オゾン酸化膜を用いた厚さ計測用の標準物質(CRM5204-a)を供給した。また、紫外線照射

による励起オゾン酸化法が適用可能な 40 cm(16 インチ)基板対応の酸化炉を作製し、基板を

加熱することなく、40 cm の範囲で 4.9±0.1nm の均一な酸化膜を作製することに成功した。 

  7111110 

  ・材料の表面をナノメートルレベルで均

一に削りとるための新型イオン源を開発

し、半導体デバイスの深さ 10nm 以内に

存在する不純物を 1011 個/cm2 レベルで

分析できる技術を開発する。また、その

計測手法の標準化を行う。 

・ 有機材料の表面を無侵襲に均一に削りとるための新

型イオン源を開発し、半導体デバイスの深さ 10nm 以内

に存在する不純物を 1011 個/cm2レベルで分析できる技

術を開発する。また、多層膜試料を用いた極浅不純物

の深さ計測の手順の標準化を行う。 

・有機材料の表面を無侵襲に均一に削りとるイオン源の開発を目指し、エレクトロスプレー法

と真空技術を融合することにより、真空中で 1μA 以上のイオン液体ビームを発生することに

成功した。また、過渡吸収分光法により、半導体デバイスの深さ 10nm 以内に存在する不純

物を 1011 個/cm2 レベルで検出することに成功した。また、多層膜試料を用いた極浅不純物

の深さ計測の手順を標準化し、ISO として出版した。 

  7111210 

  ・ナノ物質に結合するマーカーとして極

安定ラジカルを合成し、そのマーカーを

磁気計測方法によって検出することによ

りナノ物質の挙動を精密に計測し、生体

影響評価に資する。 

・質量分析-ガスクロマトグラフィー手法でのナノ物質挙

動計測の検出限界を決定する。AFM 断面実形状測定に

おける 2nm 以下の精度と生体中カーボンナノ粒子の

TEM 観察法を確立することで、生体影響評価に資する。

・質量分析-ガスクロマトグラフィー手法でのナノ物質（CNT）挙動計測の検出限界を電子衝撃

イオン化手法を用いた方法で 10 マイクログラム（S/N 比 100 以上）と決定した。また、高精度

の探針形状測定用標準試料の作製と測定方法の 適化により、AFM 断面実形状測定にお

ける2nm以下の精度を達成し、新しい試料調整法と電子分光測定の併用により、生体中カー

ボンナノ粒子の TEM 観察法を確立した。 

  7111310 

  ・数 10Da の原子から 1MDa を越えるタン

パク質のような巨大分子までの広い質

量範囲において、タンパク質を構成する

アミノ酸の違いを識別できるレベルの質

量分解能で分子量分布計測が行える飛

行時間型質量分析装置を開発する。 

・抗体やナノ物質のような 1MDa を越える大きな質量ま

で、アミノ酸の違いを識別できる高い質量分解能で分子

量分布計測を可能とする飛行時間型質量分析装置を完

成させる。 

・アミン酸の違いを識別できる分解能で、抗体のようなナノ物質の分子量分布計測を可能に

する超伝導検出器を用いた飛行時間型質量分析装置の試作器を完成させた。通常の質量

分析装置では区別できない、同じ質量電荷比(m/z)の異なる分子の同定を可能にし、抗体

IgG サンプル中に存在するフラグメントの同定を実現した。 

  7111410 

  ・半導体検出器のエネルギー分解能と

検出効率を 1 桁以上改善した超伝導検

出器を開発し、生体用軽元素のエネル

ギー分散分光分析を可能にする特性 X

線検出システムを開発する。 

・検出効率を 1 桁以上改善した超伝導検出器にて、生体

用等で必要な軽元素のエネルギー分散分光分析を可

能とし、元素周辺の局所構造情報や電子状態情報が得

られる特性 X 線検出システムを放射光ビームラインにて

運用する。 

・検出効率を 1 桁改善した 100 素子超伝導検出器、100 チャネルプリアンプ、デジタル信号処

理系を組み合わせて、エネルギー分散分光を可能とし、ナノテクノロジー等で重要な、軽元素

の回りの原子スケール局所構造や電子構造の解析を可能にするX線計測システムを放射光

ビームラインに設置し、運用を開始した。 

  7111510 

  1-(1)-② 光・量子ビームを利用した動的

現象の可視化技術の開発 

      7112000 

  ・ 産 業 現 場 に 導 入 可 能 な 大 き さ で

3-30keV の X 線 エ ネ ル ギ ー と

109photon/s 以上の X 線収量を有する、

・短パルス・準単色硬 X 線（3-30keV）発生システムにお

いて、109photon/s 以上の X 線収量を達成し、生体試料

の高精細実時間イメージング技術を開発する。さらに加

・コンパクト(約 10m×10m)な単色 X 線(3-40keV)発生システムを開発し、生体試料等の観察

に着手した。現在の X 線収量はマルチパルス X 線の原理実証により、1.8×107photon/s で

あるが、電子の高電荷量化やマルチパルス電子ビーム生成、及びマルチパルス共振器等の

  7112110 
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生体高分子の立体構造解析や可視化

への適用が可能な単色硬 X 線発生シス

テムを開発する。 

速器やレーザーの小型・高性能化を図り、産業現場に

導入可能な大きさのシステムを実現する。 

要素技術を確立させることにより、109photon/s 以上の X 線収量を出すための目処がたっ

た。 

  ・ビーム径を 100μm 以下に絞り込める

陽電子マイクロビーム源を開発し、材料

中のナノメートルレベル以下の空孔・欠

陥の 3 次元分布や動的変化を計測する

システムを開発する。 

・高強度エネルギー可変陽電子マイクロビームの入射エ

ネルギーの可変範囲を 20keV 以上まで拡げて高機能材

料の極微構造評価を行い、3 次元極微空孔分布イメー

ジング及び局所領域の動的変化の計測技術を確立す

る。また、カーボンナノ構造体を用いて 200keV 以上の高

エネルギーX 線を発生できる可搬型装置を開発し、X 線

非破壊検査に有用であることを実証する。 

・高強度エネルギー可変陽電子マイクロビームの入射エネルギーの可変範囲を 30keV 以上

まで拡げるとともに計数率を向上させ 1 点 1 秒程度の計測が可能になった。これを用いて高

純度鉄の引っ張り試験片などの測定を行い、先端材料の極微欠陥評価に有用であることを

実験的に確かめた。また、カーボンナノ構造体を用いて 200keV 以上の高エネルギーX 線を

発生できる X 線源の試作を行うとともに X 線イメージング実験を行い、各種非破壊検査に有

用であることを確認した。 

  7112210 

  ・既存の偏光変調素子が使用できない

40nm-180nm の真空紫外領域におい

て、生体分子の立体構造の決定が可能

なS/N比10-5の測定精度を持つ高感度

円偏光二色性測定装置を開発する。 

・真空紫外円二色性（Circular Dichroism;CD)計測技術・

試料作製、導入技術を駆使し、CD による生体分子の立

体構造解析実現に向けて各種生体分子の真空紫外領

域における測定を進める。さらに既存の偏光変調素子

では測定できない極紫外域において現状 75-180nm ま

での測定領域を波長 40nm まで拡張させる。また現状

10-4 程度の S/N 比を 10-5 に改善させる。 

・CD 計測技術・試料作製、導入技術を駆使し、CD による生体分子の立体構造解析実現に向

けてアミノ酸、糖類等の各種生体分子の真空紫外領域における CD 測定を進めた。さらに既

存の偏光変調素子では測定できない極紫外域において現状 75-180nm までの測定領域を

短波長 40nm まで拡張させた。また真空紫外域において S/N 比(現状 10-4 程度)をアンジュレ

ータと変調素子の複合利用により 10-5 台へ改善させた。 

  7112310 

  1-(1)-③ 実環境下での圧力、振動の計

測技術の開発 

      7113000 

  ・発電用ガスタービンの状態診断等への

応用を目指して、ピーク時 800℃、常用

500℃以上の高温、25MPa 以上の高圧

下で 0Hz～数 MHz の広帯域圧力変動を

実環境下で計測する高耐熱性の圧力、

振動薄膜センサデバイスを開発する。 

・二元同時反応性スパッタリング法を用いて複合窒化物

圧電体薄膜の作製を行い、高耐熱圧力センサの検出感

度を 2 倍に向上させる。 

・二元同時反応性スパッタリング法により、窒化アルミニウム（AlN）にスカンジウム（Sc）を固

溶させた複合窒化物薄膜を作製した。得られた複合窒化物薄膜の圧電定数 d33 が 28 pC/N

であり、窒化物では も高い値を示すとともに、AlN 圧力センサの 5 倍以上の検出感度を有

することを見いだした。また、この複合窒化物薄膜が 500℃まで加熱しても結晶構造が変化し

ないことを確認した。 

センサの大幅な耐圧性（目標

25MPa→300MPa）や感度向

上（5 倍）を達成し、計画した

数値目標を大きく上回った 

7113110 

    ・半導体の製造プロセスで使用されるプラズマエッチン

グ装置内の異常放電を検知することが可能な耐熱性に

優れた薄型振動センサを開発する。 

・AlN 薄膜を作製した合金基板を検知素子とした薄型振動センサを作製し、基本的な振動検

知特性を評価した結果、十分な検知能力を有し、200℃で 1000 時間以上の耐熱性を確認し

た。さらに、その振動センサをプラズマエッチング装置内に設置し、異常放電の検知能力を評

価した。その結果、異常放電によって発生した振動を検知することに成功し、外側に設置した

センサでは検知できない異常放電も検知できることも確認した。 

  7113120 

  ・在宅医療用の生体情報センサやヒュー

マノイドロボットの触覚センサ等への応

用を目指して、150℃以上の温度に耐え

5mm ピッチ以下の応力分布分解能を持

つ、柔らかい高分子やゴム質表面に形

成可能な箔状圧力センサシステムを開

発する。 

・箔状フレキシブル圧電センサを適用した配管検査シス

テムの非接触型内部状態推定技術開発を行う。さらに

本センサを用いて筋肉の動きを体表で検出することで、

在宅医療用の生体情報センサやヒューマノイドロボット

の触覚センサ等への応用を目指してマン・マシンインタ

ーフェィスの開発を行う。 

・1.2mm厚のステンレス配管内部における異物蓄積の有無を、配管外部表面に設置した箔状

フレキシブルセンサによって診断することができる、非接触型内部状態推定技術の開発に成

功した。また、厚さ 40μmの箔状フレキシブルセンサを体表に設置し、得られた信号から筋肉

の厚み変化（動き）を推定できるマン・マシンインターフェイスを開発し、これで検出した筋肉

の動きが超音波エコー画像で観察した動作のタイミングと一致することを確認した。 

  7113210 

  ・材料の高精度劣化モニタリングなどへ

の応用を目指して、応力分解能が既存

の歪ゲージと同等以上の数 nN/粒子か

つ空間分解能の目安となる数百nm以下

の応力発光体ナノ粒子を合成する技

術、粒子を配列、分散及び固定化する技

術並びに応力発光体を用いた遠隔応力

計測システムを開発する。 

・金属基板上に形成した応力発光塗膜センサの種々の

条件下における応答性についてデータベース化を行う。

また、応力異常検知システムに 適化な各種センサノ

ードの性能評価、および実装上の課題抽出を行う。さら

に光利用システムについては、単一応力記録センサの

開発を行う。 

・応力発光塗膜センサについて、種々の応力条件、ひずみ、ひずみ速度領域、温度での応力

発光データを蓄積し、発光データ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。また、応力発光センサを用いた構造物全体の監視・診断ネットワークシステム

の構築に向けて、実システムの接続と改良を行い、有線型及び無線型センサノードの低ノイ

ズ化と高感度化に成功した。さらに、応力履歴記録システムの高感度化と 適化を行い、カ

メラ計測を必要としない亀裂進展履歴の記録に成功した。 

応力発光体の高輝度化（高

感度化）、遠隔応力計測シス

テムの開発で、計画を大きく

上回る成果を上げた 

7113310 

  1-(1)-④ 横断的な計測評価手法の構

築に向けた先端的計測評価技術の開発 

      7114000 

  ・次世代の衛星として期待されている準

天頂衛星システムによる高精度な位置

情報システムのコスト低減、長寿命化及

び信頼性向上を目指し、地上局の原子

時計と準天頂衛星に搭載された水晶発

・より高精度の擬似時計技術を実現するためのアルゴリ

ズムの研究を行う。実際の地上局で用いる機器を用い

て実験を行い、擬似時計制御用計算機を含めた運用方

法の検討について測位信号が適切に受信できない場合

の対処法を取り入れつつ継続して行う。他機関の機器と

・より高精度の同期を得るために、相対論効果の影響の調査を行い、実際の影響を準天頂

衛星打ち上げ後確認する準備を行った。測位信号がすべて受信できない場合の対処法を検

討し、それぞれの場合の誤差評価を実験的に行った。その結果、単独および L2/L5 測位信

号の組み合わせ以外では 10 ns 以下の同期がそれる見通しが得られた。実際の地上局（小

金井・恩納）で、インタフェース確認の試験を行った。長期安定性に対して実験を行い、目標

  7114100 
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振器を無線により同期させる技術（擬似

時計技術）を開発し、同期精度 10ns 以

内、100,000 秒以上における長期安定性

10-13 以内の擬似時計システムの実現

を目指す。 

の組合せ試験を衛星システム開発業者の事業所および

地上局現地にて順次実施する。長期安定性の数値目標

に関して地上実験で見通しを示す。 

値（10 万秒で 10-13）よりもよい結果（2×10-14）が得られた。また、他機関の装置との組み合わ

せ実験を行い、基本的な問題がないことを確認した。 

  1-(1)-⑤ 患者の負担を軽減する高精度

診断技術の開発（I．2-(1)-①を再掲） 

      7115000 

  ・診断及び治療に伴う患者の肉体的負

担を軽減できる低侵襲検査診断システ

ムを構築するため、心拍動等の動画像

を連続計測可能な超高速 MRI 技術及び

微小電極を用いた低侵襲計測技術等の

要素技術を開発する。 

・既知の化学組成で構成した物質および動物を用いた

実験を実施して提案する撮像法の特性（生物学的な有

効性、生体への安全性）を解析する。また、実用化を目

的に臨床用 MRI 装置への適用に関して検討する。 

・開発した MRI 撮像法（約 33msec で 2 次元撮像）の特性を評価した。その結果、撮像時に印

加する傾斜磁場の時間変化や電波の SAR は従来の撮像法と同等で、臨床用 MRI 装置への

適用が可能であることがわかった。開発した受信系の高感度化技術は、連携する企業にお

いて理化学機器（ＮＭＲ装置用受信機器）として製品化した。 

  7115110 

    ・末梢神経線維からの活動電位の計測や電気刺激が可

能な低侵襲多点微小電極を開発するため、電極間隔

0.1mm 以下のアレイ電極を作成して活動電位の計測や

局所的な電気刺激に適する電極間隔について電気生

理学実験により検討する。また、神経線維活動電位を分

離・抽出するプログラムを用いて複数の末梢神経線維

から活動電位波形を同時計測できることを実証する。 

,・金属微小電極を約 0.1mm の間隔で並べたアレイ電極を作成し、末梢神経束での神経線維

活動電位の計測実験を実施した。神経束の走行方向に沿って神経周膜内にアレイ電極を刺

入して単極導出した結果、全か無かの法則にしたがって異なるタイミングで生じている複数の

単一神経線維活動電位を同時計測することができた。また、複数の記録点で観測された信

号を組み合わせて神経線維活動電位を分離・抽出することが可能なプログラムを用いて処

理することで、記録点の数よりも多い単一神経線維の活動電位を計測できる可能性のあるこ

とを実証した。 

  7115120 

  ・個々人のゲノム情報に基づいた高精度

診断を実現するため、1 分子 DNA 操作

技術や 1 分子 DNA 配列識別技術等の

個々人のゲノム解析に必要な要素技術

を開発する。 

・4 種類の塩基識別の S/N 向上のために、新型超高感

度カメラを導入し、微弱な蛍光色素 1 分子の検出感度を

さらに向上させて、読み取り性能を高めたリアルタイム

での 1 分子 DNA シーケンスを行い、読み取り可能なシ

ーケンス長など当該 1 分子 DNA 高速シーケンス手法の

基礎的な評価を行う。また、本手法を用いた応用解析と

して、1 分子 DNA から高速に一塩基多型（SNPs）を解析

する新技術について基礎的検討を行う。 

・それぞれ異なる色素で蛍光標識された 4 種類のヌクレオチドを連続的に取り込むこ DNA ポ

リメラーゼを探索して、当該酵素および標識に 適な蛍光色素を選別した。新型超高感度カ

メラを導入して検出感度を改良した全反射顕微鏡を開発した。これを用いて 3 種類の蛍光標

識ヌクレオチドの合成反応を実時間で可視化することに成功し、読取可能なシーケンス長を

拡張するための基盤技術を整備した。以上の成果を基礎として、1 分子 DNA から高速に 1 塩

基多型（SNPs）を解析する新しい技術の実現に必要な要素技術の手掛りを得た。 

  1211210 

    ・走査電子顕微鏡（SEM）観察で実測された銀ナノ粒子

凝集体構造に、2 段階電磁場増強モデルを適用して、実

験で得られた表面増強ラマン散乱（SERS）、表面増強ハ

イパーラマン散乱（SEHRS）、そしてレーリー散乱を再現

する増強電場の空間分布と励起波長依存性を明らかに

して、2 段階電磁場増強モデルを検証する。 

・2 段階電磁場増強モデルに基づき、走査電子顕微鏡（SEM）観察で実測したた銀ナノ粒子凝

集体構造を境界条件として、有限要素法を用いて表面増強ラマン散乱（SERS）、表面増強ハ

イパーラマン散乱（SEHRS）、およびレーリー散乱の強度およびスペクトルを空間分布と励起

波長依存性を含め計算して、実験結果と比較した。その結果、両者で良好な一致が得られ

た。この結果により、2 段階電磁場増強モデルを検証することに成功した。 

非蛍光標識で 1 分子感度で

検出できる可能性がある表面

増強ラマン分光法に着目し、

モデル分子を用いて、主要な

増強機構を理論と実験両面

から実証することに成功。 

1211220 

  ・疾患に関係する生体分子等の細胞内

における存在を検知して診断に役立てる

ため、単一細胞内のタンパク質を一分子

レベルでリアルタイムイメージングする技

術を開発する。 

・マルチ細胞ソータの自動制御システムを実用的な解析

レベルまで改良する。動物細胞を含む細胞等を用いて、

複数種類の細胞識別・回収の性能を検証する。。実用

的価値の高い抗菌剤開発の基礎として、細胞膜結合性

のペプチドおよびその他の関連物質の抗菌機構の解明

を進める。 

・マルチ細胞ソータの自動制御システムの、実用的な試作機を開発するための企業との共同

研究を開始した。特に細胞を弁別するための光源部分の設計では、第 1 段階としてコストの

削減を優先させて、低出力レーザを選定し、選別できる細胞を 2 種類に絞った。また、抗菌性

ペプチドのアミノ酸の一部を置換して細胞膜への結合性を向上させた。その結果抗菌活性が

向上することが見出された。この成果は実用的抗菌剤の開発指針となることが示された。 

従来法の電場を用いた方式

のセルソータは原理が異な

る、光圧力を用いたチップ型

ソータを発案した。従来法で

は困難な 5 種類以上の細胞

を、弁別できるだけでなく、回

収し再利用可能な特長を有

する。 

1211310 

    ・ぺプチド修飾量子ドットの取り込み機構を一細胞蛍光

顕微分光法を用いて解析し、量子ドットが細胞膜表面か

ら細胞内小胞に取り込まれる効率を評価する。また、量

子ドットに細胞内小胞から脱出する機能を付与するため

の表面修飾法を探索する。量子ドット標識技術を活用し

糖脂質 GM3 による EGF レセプターの阻害メカニズムを

明らかにし、この知見をガンなどの診断に使用する方策

を検討する。 

・抗菌性等の機能を有するぺプチド修飾量子ドットが細胞内小胞へ移行する効率を、いくつ

かの阻害アッセイ法を用いて定量的に調べた。その結果、クラスリンと呼ばれるタンパク質形

成を経て細胞質内に取り込まれる機構の寄与が も高く（～57%）、次いで、何らかの受容体

が関与する過程（～45%）、およびペプチドが有する正電荷が寄与する過程（～30%）の寄与が

高いという結果を得た。量子ドットが細胞内小胞から脱出する機能が期待される数種のペプ

チドを用いて脱出効率を評価して、有意な差がないことを見出した。 

量子ドットを用い、生きた単一

細胞の表面および内部のイメ

ージングに成功。従来の常識

を覆し、ある種のペプチドで修

飾すると、その量子ドットが細

胞質のみならず核内まで容

易に到達することを発見 

1211320 

  ・同定された生活習慣病のタンパク質マ

ーカーを簡便に解析して疾患の早期診

・コーティング材のセルロース誘導体とバイオチップ表面

の間の水素結合構造が分離特性を支配しているという

・表面赤外分光法を用いた得られた情報、すなわちコーティング表面のセルロース誘導体の

官能基とＰＭＭA 表面の官能基が形成する水素結合の程度が、分離特性を特異的に支配し

  1211410 
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断に役立てるため、極微量の血液からマ

ーカーを数分以内で解析できるデバイス

を開発する。また、遺伝情報の個人差を

解析して罹患の可能性や薬効を診断す

るため、注目する遺伝子について個々

人の配列の違いを数分以内に解析でき

るデバイスを開発する。 

昨年度の知見に基づき、ポリメチルメタクリレート

（PMMA)製のバイオチップを用いて、多種多様なタンパ

ク質を効率よく分離するための、セルロース誘導体を基

盤とする新しい表面コーティング材料を開発する。 

ているという知見を指針として、すでに合成した数種のセルロース誘導体から、糖鎖で修飾さ

れたタンパク質の分離性能を評価して、性能が優れたものをスクリーンニングしてそれを用い

た分離分析を実施した。 

    ・複数のバイオマーカーに対する多種類の抗体を単一

マイクロ流路上に吐出・固定化することで「その場診断」

に応用可能な迅速・省サンプルなマルチ解析系を構築

する。マラリアの感染赤血球の高度検出系に好適な細

胞チップを応用し、感染種の特定も可能な診断チップの

構築する。単一のマイクロ流路で、3 種類以上の血中バ

イオマーカーの定量測定が可能なチップを試作、データ

測定し、データベースコンテンツとして利用可能とする。 

・幅 300μm、深さ 100μm のマイクロ流路上で微細化インクジェットを用いて血中バイオマー

カーの抗体を固定し、サンドイッチ ELISA 系を構築した。この ELISA 系を用いることで血中

PICP、アディポネクチンのほか各種炎症セイサイトカインを含め計 6 種類のマーカーの定量

的検出が可能になった。また同一流路上で3 種類のマーカーの同時検出系も構築した。現在

の試作チップは 大 50 種類の抗体の固定化と検出に対応可能である。マラリア感染診断用

細胞チップの構築では検出感度 0.0001%、操作時間 15 分の、迅速・超高感度診断用チップを

構築した。 

マラリア感染診断用細胞チッ

プを開発。感度は世界トップ

レベル 

1211411 

    ・マイクロアレイによる DNA または生体マーカに対する

計測再現性の飛躍的な向上を目的とし、チップ表面の

ナノ構造および計測スポットにおけるプローブ分子の固

定化量および均一性を正確に評価するため、表面膜の

厚さを非標識かつ高解像度で測定する光学系の設計お

よび構築を行う。 

・表面膜の厚さを高解像度で測定する基本光学系を設計した。対物レンズの後焦点面の位

置および大きさを評価し、後焦点面内における収束点の位置と光の入射角との関係を調べ

た。対物レンズに光を入射し、試料の表面で反射した光を再び対物レンズで集光し、CCD に

結像する光学系を構築した。また、水溶液中で生成する表面膜を非標識で観察するため、基

板上に設けた多数のスポットにビオチンを固定したアレイを作製し、10 個のスポットにおける

アビジンの特異的な結合を 2 秒間隔で基板表面 1mm2 あたり 5pg の感度で検出した。 

  1211420 

    ・マルチ抗原検出チップにおける抗体吐出、固定化用イ

ンジェクターとして使用するための改良を実施する。ま

た、マルチチャンネル電気泳動チップを実現する。具体

的には、 

1)幅 300 マイクロメートルの流路内に抗体を固定化す

る。 

2)駆動時の加熱に伴う抗原検出感度低下を 20%以下に

抑える。 

3)同時 10 流路電気泳動チップを試作し、その動作確認

を行う。 

・マルチ抗原検出チップにおける吐出条件、表面処理方法、サンプルの調整等を実施すると

ともに、流路カバーフィルムの改良を行い、インクジェット法によるマルチ抗原検出チップの高

感度化が実現した。 

1)ディスポーザブル化に適した独自インジェクターによる、幅 300 マイクロメートル、深さ 100

マイクロメートルの流路内への抗体固定化 も実現した。 

2)駆動用レーザ加熱による抗原検出感度低下を 15%以下に抑えることができた。 

3)今後の同インジェクターとチップ型電気泳動との一体化に向けて、インジェクターと同じ流路

幅・間隔をする同時 10 流路電気泳動チップの試作と泳動実験を実施した。 

マルチ抗原検出チップ用ピコ

インジェクターの商品化 

1211430 

  1-(1)-⑥ 超伝導現象を利用した電圧標

準技術の開発（Ⅱ．4-(2)-①を再掲） 

      7116000 

  ・独自に開発した Nb 系ジョセフソン素子

大規模集積技術を用いて、1～10 V 出力

の直流電圧標準システムを開発し、ベン

チャー企業等に技術移転することにより

世界的規模での普及を行うとともに、高

精度な交流電圧標準等に用いる次世代

の計測・標準デバイスを開発する。 

・高精度電圧増幅器を用いたプログラマブル・ジョセフソ

ン(PJ)電圧標準システムの測定時間を数 10 分から数分

に短縮する技術を開発するとともに PJ 素子作製歩留ま

りの改善と動作マージンの拡大を実現し、小型冷凍機を

用いた PJ 電圧標準システムの確立と普及を図る。 

・10V プログラマブル・ジョセフソン電圧標準（PJVS)システムを開発し、10 桁の不確かさで直

流電圧の発生に成功した。また、PJVS素子の作製歩留まりを30%程度に改善し、動作マージ

ンを数mAに拡大した。新規の電圧増幅回路を開発し、PJVSシステムの出力電圧を、数分で

高精度（7 桁）に増倍する技術を開発した。さらに、PJVS システムを 3 か国目となるオーストラ

リア標準研究所に導入した。 

  7116110 

    ・ 10 ビット D/A 変換器チップを 10MHz クロックで駆動し

て正弦波電圧を合成し、誘導分圧器を用いてその振幅

を増大して実効値の精度を評価する。  

・誘導分圧器を用いた出力電圧評価システムにより、磁束量子 D/A 変換器が半導体発振器

にくらべて少なくとも 1 オーダー程度高い精度で電圧実効値を決定できることを実証した。 

  7116120 

  1-(1)-⑦ 高度ナノ操作・計測技術の開

発（Ⅲ．4-(1)-①を一部再掲） 

      7117000 

  

・加工と計測との連携を強化するため

の、プローブ顕微鏡等を応用した複合的

計測技術を開発する。また、計測データ

の解析を支援するナノ構造体のシミュレ

ーション・モデリング法、高精度計測下で

の生体分子のその場観察と操作技術等

・平成 20 年度までに開発した走査型近接場光学顕微鏡

の性能を確認する。具体的には、極低温（20K 以下）に

おいて画像の空間分解能 50nm を達成する。さらに、位

置計測装置付き粗動機構により、100 ミクロン以上の距

離を精度 100nm で試料の移動ができることを確認する。

また、シミュレーションにより、走査トンネル顕微鏡像の

・試料粗動機構（移動距離 0.1mm、精度 100nm）の機能、並びに空間分解能（50nm）の確認を

行った。試料形状とともに、発光・反射光学特性、電気特性を同時に計測できる多次元複合

計測システム技術を開発した。半経験的分子動力学法を利用し、走査トンネル顕微鏡（STM）

像のシミュレーション・モデリング法を開発し、ポルフィリン誘導体の STM 像の電圧依存性を

計算し、実験と一致する結果を得た。 

  7117110 
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の新手法を開発する。 電圧依存性を解析する。 

    ・平成 20 年度までに開発されたコンタミネーションフリー

TEM を利用し、高分子や複合材料の界面、結晶構造の

解析を 10nm 以下のスケールで行い、材料物性との相

関を明らかにし、材料開発につなげる。 

・平成 20 年度に開発されたコンタミネーションフリーTEM により、シリカ微粒子にグラフト化し

た高分子鎖の構造を 10nm 以下のスケールで直接観察に成功した。本成果を利用した共同

研究を企業 3 社、大学 1 校と行い、プラスチックなど工業材料の解析に活用し、樹脂/金属接

合、材料強度、難燃性等の加工技術に不可欠な物性との相関を明らかにした。また、地域工

業センターへの技術指導、専門技術者育成事業により、人材育成による技術の普及を行っ

た。 

  7117120 

  1-(1)-⑧ 環境診断技術の開発（Ⅳ．

1-(3)-①を一部再掲） 

      7118000 

  ・高感度な水晶振動子センサを有害物

質検出技術へ適用させるため、センサ間

で相互干渉しない基板及び回路を開発

し、応答速度を既存の 1/2 以下にした複

数同時測定により、数十試料の分析を

数時間で完了できる全自動センシングシ

ステムを開発する。 

・これまでに開発した要素技術の融合により高感度な水

晶振動子センサを構築し、有害物質検出技術へ適用さ

せる。このために水晶振動子センサ間で相互干渉しな

い基板及び回路を開発する。さらに水晶振動子センサ

の応答時間を既存の 1/2 以下にした複数同時測定によ

り、数十試料の分析を数時間で完了できる全自動セン

シングシステムを開発する。 

・1 つの水晶板に 2 つの電極を構成したツイン型センサ素子を用いて、外乱ノイズや周波数の

変動と試料測定による変化量とを同時に測定することによって、従来は困難であった測定値

から外乱要因による変化量を除去できるシステムを確立した。試料測定セルをマイクロ流路

化することで、応答時間を既存の 1/2 以下にした。その結果、1 時間当たり 10 試料以上の分

析を可能とする自動センシングシステムを構築した。 

  7118110 

1-(2) 計測評価のための基盤技

術の開発 

1-(2) 計測評価のための基盤技術の開

発 

      7120000 

 材料・部材及び構造物における

損傷及び劣化現象等の安全性及

び信頼性の評価に関わる計測技

術の研究開発を実施するととも

に、それらの標準化に貢献する。

さらに、バイオテクノロジー等の先

端産業技術における信頼性の高

い計測評価技術を開発すること

により、産業と社会の信頼性確立

に向けた計測評価技術基盤の構

築に資する。 

 構造物の損傷の診断・予測を目指し

て、構造物内部の損傷や劣化を非破壊

で構造物全体に渡って遠隔監視できる

技術を研究開発する。また、材料・部材

に影響を及ぼす局所領域の物性、材料

内部の原子・分子の移動拡散現象及び

微量の不純物等の計測評価技術の研

究開発を行うともに、標準測定法、解析

手法、技術資料（TR、TS 等）及び物性デ

ータ集等として整備し、評価手法の標準

化への貢献や標準物質の開発を合わせ

て行う。さらに、生体分子やナノ物質等

の信頼性の高い計測・分析技術及びそ

れらと IT を組み合わせた計測評価シス

テム技術などの開発を行うことにより、

産業と社会の信頼性確立に向けた計測

評価技術基盤の構築に資する。 

      7120100 

  1-(2)-① 構造物の損傷診断技術の開

発と標準化の推進 

      7121000 

  ・プラントでのパイプ等の損傷の診断を

可能にするために、FBG (Fiber Bragg 

Grating) 光ファイバセンサを用いて、

100MHz までの高周波歪とき裂を同時に

1mm 以下の分解能で 50 ㎡に及ぶ広域

を監視する計測技術を開発するとともに

その標準化に貢献する。 

・複数点から発振される超音波の伝搬映像を一回のレ

ーザー走査で計測できる広域迅速映像化探傷技術を開

発し、実構造部材への適用実証試験を行う。また、

100MHz までの高周波歪とき裂の同時測定、および欠陥

検出分解能 1mm 以下での広域（50 ㎡）監視を実現す

る。さらに、映像化超音波探傷技術の普及を図るため、

TS の提案を目指す。 

 

 

・複数点から発振される超音波伝搬映像化の技術開発に成功し、プラント配管を用いた実証

試験で欠陥の形状に依存しない欠陥検出が可能なことを実証した。また光ファイバセンサを

用いて 100MHz までの高周波歪みとき裂検出のための超音波を同時に測定するシステムを

用い、金属板 50m2 で、1mm のき裂の検出に成功した。映像化超音波探傷については標準仕

様書（TS）策定のためのワーキンググループを開き、TS 原案を作成した。 

  7121120 

  1-(2)-② 原子・分子の移動拡散現象の

計測評価技術の開発と標準化の推進 

      7122000 

  ・燃料電池に適用できる固体電解質材

料のプロトン移動機構を解明するため

に、固体 NMR 法等を用いて 10-9m2/s 

までの範囲のプロトン拡散係数を測定す

・無機固体酸塩型燃料電池固体電解質の材料探索を効

率化する評価指針を作成するため、10-9m2/s までのプ

ロトン拡散係数の測定技術を活用してナノ細孔中の無

機固体酸塩のプロトン拡散高速化現象と水素結合強度

・ナノ細孔を持つ材料に無機固体酸塩を充填すると、アモルファス構造となり水素結合の強さ

に分布が生じた。このことがプロトンの運動に影響を与えていることを固体 NMR を用いて明ら

かにした。また、混合陽イオン系において、陽イオンとプロトン双方の拡散速度を固体 NMR に

よって決定し、プロトンの方がイオン伝導を担っていることを明らかにするとともに、陽イオン

  7122110 
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る技術を開発するとともに、拡散係数等

の物性と構造との相関を明らかにする。 

との関連を解明する。また、混合陽イオン系では、陽イ

オンとプロトンの双方の拡散の関連を解明する。さらに、

応力等が無機固体酸塩の構造に与える影響を評価し、

物性との相関を調べる。 

の混合比を変えて陰イオン間の水素結合を弱くすることによってプロトン拡散速度が大きくな

ることを見い出した。さらに、1.5GPa までの応力印加に対しても結晶の配向性に影響が見ら

れるものの残留応力がイオン伝導に及ぼす影響は認められなかった。 

  ・燃料電池自動車の 70MPa 級高圧水素

貯蔵を可能にするために、ステンレス鋼

等の金属材料の水素脆化評価方法の

開発を行うともにその技術基準の策定を

行う。 

・70MPa 級高圧水素貯蔵に係るオーステナイト系ステン

レス鋼の低温域における水素脆化評価を行い、水素脆

化に及ぼす化学成分の影響を明らかにすると共に、高

圧水素ガス脆化に及ぼす水素圧力の影響を明らかに

し、産総研水素脆化表の拡充を図る。また、低温水素吸

着の原子・分子レベルでの観察と、内部水素挙動のモ

デル化を実施すると共に、微小領域における相変態と

力学特性における水素の影響を明らかにする。 

・新たに開発した低温 70MPa 高圧水素中材料試験装置を用いて、12%Ni オーステナイト系ス

テンレス鋼の水素脆化評価を行い、室温では水素の影響が小さいが、200K では水素の影響

が著しく大きくなり、水素圧の増加と共に水素の影響は増加することを明らかにした。また、

化学成分として窒素含有量を調整したオーステナイト系ステンレス鋼の水素脆化評価を行

い、窒素含有量の増加と共に水素脆化は減少することを明らかにした。得られた水素脆化評

価結果は産総研水素脆化表に追加した。さらに、走査型プローブ顕微鏡と歪誘起ガス放出

法により、水素原子がオーステナイト中では 263Ｋ以下の低温で拡散が困難であるのに対

し、歪誘起マルテンサイト中では拡散が速く、相変態中に内部水素がマルテンサイトから相

界に濃縮し、相界で亀裂発生を行うことを明らかにした。 

  7122210 

    ・高圧水素疲労試験機を製作し、金属・非金属の強度特

性に及ぼす高圧水素の影響を調査する。高圧水素の粘

性係数、水への溶解度を測定し、水素熱物性データベ

ースに追加する。また、水素による材料劣化挙動の分

子動力学(MD)法による解析を行い、水素が材料強度，

疲労強度に及ぼす影響のメカニズムを明らかにする。 

・120MPa(1200 気圧)の高圧水素疲労試験機を製作・設置した。水素ステーションや燃料電池

車の高圧水素容器に使われる金属材料の疲労強度特性を解明し、これらのデータを、日米

自動車工業会の標準化会議での科学的根拠として提出して日本案採用に貢献した。また、

高圧水素熱物性データベースを CD 版やエクセル版として公開し、講習会を通して水素関連

企業に普及させた。さらに、ゴム中の水素挙動を明確にしてゴムの破裂現象の回避に目処を

つけた。水素による材料劣化挙動の分子動力学(MD)法による解析により、水素の存在によ

り転位が射出されやすくなり、転位の可動性が増すことを明らかにした。 

  7122220 

  1-(2)-③ 材料プロセスの信頼性に関わ

る評価技術の開発と標準化の推進 

      7123000 

  ・排ガス浄化用マイクロリアクタの 10nm

レベルの微小空孔を対象に、磁気共鳴

法を用いた空孔の形状や寸法の不均質

性評価方法や標準材料の開発を行い、

その標準化に貢献する。 

・ディーゼル排ガス浄化用の低温作動型酸化触媒材料

（ピロリン酸スズ）の活性酸素発生状況をin situラマン分

光法により追跡する技術の確立を行う。10nm までの微

小空孔に対して、平成 20 年度に開発したパーフルオロ

化合物を評価プローブとして磁気共鳴法による計測を

行うとともに、種々の極性分子による影響を調べる。ま

た、空孔計測の標準化に資するため、極安定ラジカルを

スピン定量可能な実用標準物質として供給する。 

・ピロリン酸スズ中の活性酸素発生状況の予測のために、バルク試料におけるプロトン挙動

の検出法を固体 NMR により確立した。併せて in situ ラマン分光測定条件（サンプル形状、セ

ル形状等）の 適化を行いピークの観測に成功した。10nm までの微小空孔サイズとパーフ

ルオロ化合物及び種々の極性分子サイズとの相関を、固体 NMR におけるピーク強度の温度

変化の解析から得ることができた。極安定ラジカルの実用標準物質としての供給に向けて、

溶液中での寿命予測を行うとともに、固体としての秤量が可能な形状として製品形態の開発

に着手した。 

  7123110 

  ・局所領域の力学物性とマクロな部材の

力学物性との関係の解明を目指して、通

常の硬度計では評価が困難なコーティン

グ膜等の機械的特性を、100μm3 程度

の微小領域における変形特性を用いて

定量的に評価する手法を開発し、その標

準化に貢献する。 

・リアルタイム型顕微インデンターを用いた表面変形効

果を考慮した解析方法を開発し、生分解性プラスチック

などの時間依存型変形特性評価の精度向上を目指し、

その標準化に貢献する。 

・球状圧子の圧入変位を正確に測定する手法を開発し、工具鋼上に形成された DLC 膜の弾

性率を、圧入体積10μm3で測定可能であることを明らかにし、目標を達成することができた。

当該システムの制御装置の高度化により、高分子材料の時間依存型変形のリアルタイム測

定を可能として装置の標準化に寄与した。 

  7123210 

  ・ファインセラミックス焼結体製品の機能

や性能に大きく影響する原料微粉体中

に含まれる微量成分に対して、信頼性の

高い定量方法、分析値の不確かさ評価

方法及び均質性評価手法等の開発を行

うとともに、分析方法の標準化と 2 種類

の窒化ケイ素の国家標準物質の作製を

行う。 

・安定化および部分安定化ジルコニア（YSZ および PSZ）

原料微粉末中のイットリア定量法についてフッ化物沈殿

法による重量分析法を試みるとともに滴定法についても

適用の可能性を探り、 終的に JIS 素案を作成する。ア

ルミナ粉末候補標準物質については、総合的な不確か

さの計算を行い、特性値を決定した上で認証標準物質

としての認証を受ける。 

・フッ化物沈殿法による重量分析法は、測定値の定量性に問題があること、滴定法について

はイットリウムの選択性が悪いことが判明したことから、平成 20 年度までに検討したシュウ酸

塩沈殿法による重量分析法を規格化の対象とし、ジルコニア（YSZ および PSZ）原料微粉末

中のイットリア定量法についての規格素案を作成した。標準物質については，高純度と低純

度の 2 種類のファインセラミックス用アルミナ粉末が認証標準物質として認証された。 

標準物質に関して、目標を大

きく上回る 5 種類の供給を実

現するとともに、JIS 素案 2 件

を作成した。 

7123310 

  1-(2)-④ 生体分子の計測技術に関する

国際標準化への貢献（Ⅰ．5-(3)-①を再

掲） 

      7124000 

  ・バイオチップや二次元電気泳動の標準

として利用するための標準タンパク質を

作製する。また、臨床検査などで検査対

象となっているタンパク質について高純

・臨床検査対象または疾患マーカーとなっているタンパ

ク質（VEGF など）やその受容体などの関連タンパク質を

作製するため、新規大量生成系を構築する。またこれら

のタンパク質を高精度、高選択的に測定するツールの

・疾患マーカータンパク質である血管内皮細胞増殖因子（VEGF）とその受容体（VEGFR）を作

製するため、大腸菌を用いた新規大量生成系を構築した。また VEGF を高精度、高選択的に

測定するため、VEGFR の膜貫通領域と VEGF 結合領域を含む組換えタンパク質を作製し、こ

れを脂質膜に埋め込んだ VEGF センシングツールを作製した。 

  1531110 
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度の標準品を作製する。 実用化開発を行う。 

  ・バイオテクノロジー関連の SI トレーサブ

ルな測定技術を整理して標準化のため

の課題を明らかにする。また、新規 DNA

計測手法について国際標準制定に貢献

する。 

・タンパク質の室温等保存下における化学変化の可能

性について検討するとともに、その対処法等についても

検討する。 

・室温等保存下においてタンパク質が酸化などの化学変化を起こしうることを見出し、酸化に

よってタンパク質の活性が影響を受けることを見出した。その対処法として、硫黄原子を含む

アミノ酸を別のアミノ酸に置換する方法が有効であることが判った。 

  7124210 

    ・1)ＤＮＡチップでの遺伝子型、発現解析において、核酸

計測のキット間互換性、および品質管理のための内部

核酸標準物質の作成を検討する。また、DNA チップによ

る核酸計測のトレーサビリティ体系の構築を検討する。 

2)DNA チップの互換性を向上させるための外部標準物

質の候補配列を検討し、その作成に着手する。 

3)欧米等での DNA、RNA 計測における標準化の動向を

調査し、国内において整備が必要な課題等を抽出す

る。 

1)DNA チップによる核酸計測のキット間互換性、および品質管理のための内部核酸標準物

質の作成を行い、50 種類の候補配列のライブラリ化を行った。構築したライブラリ内から有用

な核酸標準物質を選別し、それらを認証標準物質として整備するための核酸の作製、精製

や評価を実施した。核酸計測のトレーサビリティ体系を検討し、整備すべき基準測定操作法

に関する課題を抽出した。 

2)DNA チップによる核酸計測のトレーサビリティ体系を検討し、その構築のために必要な高

次標準候補となる外部標準物質のリスト化を実施した。 

3)米国標準技術研究所（NIST）との連携などを通じ、核酸計測の分野における国内、国際的

な動向を把握し、国内において整備が必要な課題等を抽出した。 

  7124220 

  1-(2)-⑤ バイオ・情報・ナノテクノロジー

を融合した先端計測・解析システムの開

発（Ⅰ．5-(2)-①を一部再掲） 

      7125000 

  ・レーザによる生体高分子イオン化なら

びに光解離を利用した高分解能質量分

析と微量試料採取を融合した生体分子

の網羅的計測・解析システムを開発し、

細胞モデルを構築する。 

(平成 18 年度で終了） (平成 18 年度で終了）   7125110 

  1-(2)-⑥ ナノカーボン構造体の構造制

御技術と機能制御技術の開発（Ⅲ．

2-(2)-①を一部再掲） 

      7126000 

  ・ナノカーボン構造体及びそれに含有さ

れる金属元素等を単原子レベルで高精

度に分析できる高性能透過型電子顕微

鏡及びナノカーボン構造体等の高精度

な分光学的評価法を開発する。また、ナ

ノカーボン技術の応用として、基板に依

存しない大面積低温ナノ結晶ダイヤの

成膜技術を開発するとともに、機械的、

電気化学的及び光学的機能等を発現さ

せる技術を開発する。 

・低加速電子顕微鏡の開発においては 6 回対称非点の

低減を目指し、STEM におけるさらなる高分解能化・高

輝度化を実現する。TEM においては色収差低減および

入射電子線の単色化により、高分解能化・高感度化を

目指す。カーボン単原子さらにはより軽元素の単原子観

察を目指す。また化学組成分析では K,Ca などの微量元

素検出や、原子番号の近い元素の原子識別などを目標

とする。 

・低加速電子顕微鏡の開発においては、加速電圧 60ｋV において 6 回対称非点を従来の 20

分の 1 程度まで低減することに成功した。これにより、STEM においては波長の 20 倍の空間

分解能を実現した。TEM においては入射電子線のエネルギー幅を従来の 2 分の 1 に低減さ

せて、加速電圧 30ｋV において 0.21nm の高空間分解能を実現した。これらにより Ca の単原

子検出、及び Ca と隣り合う原子番号の元素の識別に成功した。 

STEM においては空間分解能

において波長の 20 倍（世界ト

ップ）を実現。 

7126110 

    ・各種機能性分子内包カーボンナノチューブの創製をお

こない分光分析システム等を駆使して基礎物性を詳細

に調べる。内包する物質を有機分子のみならず無機材

料をふくめた系へと展開する。また、ミクロレベルでの物

性を詳細に調べるための近赤外蛍光顕微システムの開

発をおこなう。さらに、ISO/TC229 において、発光法によ

るナノチューブ評価法について TS の成立をめざす。 

・カーボンナノチューブと内包フラーレンとの相互作用をラマン分光により明らかにした。ま

た、ガドリニウム酸化物ナノ粒子をナノカーボンに内包することにより、ナノカーボンの生体内

挙動の定量計測に成功した。さらに、ナノチューブ物性評価用顕微蛍光システムを構築した。

ISO/TC229 において、発光法によるナノチューブ評価法についての技術仕様（TS10867）を提

案し、発行が承認された。 

  7126120 

    ・カーボンナノチューブシート/ナノダイヤ積層体の応用

開発を行う。ナノダイヤ薄膜を利用した SOD を用いて実

際の電子デバイスを作製し、特性の検証を行う。鉄系基

材のナノダイヤコーティングの摺動応用開発をさらに進

める。ナノダイヤ薄膜コーティングのシリコン MEMS への

組み込みを目指し、開発を開始する。 

・カーボンナノチューブシート/ナノダイヤ積層体の応用開発として、加速器用荷電変換膜を

試作し、加速器ユーザーへサンプル提供を行った。ナノダイヤ薄膜を利用した SOD により全

空乏型ＦＥＴの試作に世界で始めて成功し、従来の SOI デバイスと遜色のない特性と優れた

熱マネージメント特性を確認した。ナノダイヤコーティングした鉄系材料の機械部品開発を機

械メーカーと共同で進め、摺動特性、剥離強度特性などを評価を行った。ナノダイヤ薄膜コー

ティングのシリコン MEMS への組み込みを目指し開発を進めた。 

  7126130 

  1-(2)-⑦ 安全・信頼性基盤技術の開発

（Ⅲ．4-(1)-④を一部再掲） 

      7127000 

103



 

第 2 期中期目標 第 2 期中期計画 平成 21 年度計画 平成 21 年度実績 特筆事項 整理番号 

  ・MEMS 技術を利用して、通信機能を有

する携帯型のセンシングデバイスを開発

し、センサネットワークのプロトタイプとし

て実証する。 

・シリコン微細加工を利用した集積化振動型センサの並

列駆動回路を用いたにおい検出システムを試作し、小

型システムとしての性能を実証する。また、デジタル圧

電加速度センサとデジタルバイメタル温度センサを搭載

した平均消費電力0.01mWレベルのイベントドリブン型無

線センサ端末を実現し、ネットワーク実証実験を行う。 

・シリコン微細加工で作製した集積化振動型センサの 4 並列駆動による、小型のにおい検出

システムを試作し、550ppb のトルエンの検出に成功し、小型システムとしての性能を実証し

た。また、圧電デジタル加速度（活動量）センサを用いて、平均消費電力 5μW 以下のイベン

トドリブン型の低消費電力無線センサ端末を実証した。さらに、翼章型端末を用いたプロトタ

イプ鶏健康モニタリングシステムを開発し、共同研究機関において夏季の暑熱ストレス等を

モニタリングする実証実験を実施した。 

  7127110 

２．産業と社会の発展を支援する

データベースの構築と公開 

２．産業と社会の発展を支援するデータ

ベースの構築と公開 

      7200000 

 先端産業技術の開発と社会の

安全・安心のための基盤となる重

要な計測評価データを蓄積し、デ

ータベースとして産業界と社会の

利用に広く提供する。 

 研究開発に関係する様々な現場から

膨大なデータが取得・蓄積されている

が、多くのデータは異なる観点からの解

析により新たな研究開発成果を生み出

す可能性を常に持っており、一般性のあ

るデータは共通の財産としてデータベー

ス化して公開することが重要である。そ

こで、先端産業技術の開発と安全な社

会の実現のために、産業技術の基盤と

なる物質の物性等のデータベースや環

境、エネルギー、安全性等に関するデー

タベースを構築し、Web 等を利用して産

業界と社会の利用に広く提供する。 

      7200100 

2-(1) 産業技術の基盤となるデー

タベースの構築 

2-(1) 産業技術の基盤となるデータベー

スの構築 

      7210000 

 産業技術の基盤となる物質の

スペクトル特性及び熱物性等の

データベースを構築し、産業界と

社会の利用に広く提供する。 

 産業技術の基盤となる物質・材料のス

ペクトル特性や熱物性等を測定、評価、

蓄積し、データベース化するとともに、

Web 等を利用して公開し産業界と社会の

利用に広く提供する。スペクトル特性に

関しては、危険物や添加剤など社会ニ

ーズの高い化合物群のデータ蓄積を重

点的に行う。熱物性データベースに関し

ては、各種データベースと共同運用する

ことから、それぞれのデータの信頼性を

評価するガイドラインを整備する。 

      7210100 

  2-(1)-① 物質のスペクトル特性及び物

性等のデータベースの構築 

      7211000 

  ・有機化合物のスペクトルデータベース

に関して、新たに 6,000 件のスペクトルを

測定して解析及び評価を行い Web に公

開する。 

・危険物及び共同研究により開発を行っている香料など

の化合物群を中心に 1,200 件以上の新規スペクトルデ

ータの収集と Web 公開を行う。総数 6,000 件のデータを

公開する。科学技術振興機構のリンクセンターに、

SDBS で新規公開したデータを更新する。 

・危険物及び香料などの化合物群を中心に、約 1,200 件の新規スペクトルデータの収集と公

開を行った。平成 19 年度開始した科学技術振興機構の日本化学物質辞書と情報を共有す

るリンクセンタープロトタイプの SDBS データを更新し、日化辞 Web の日本語化合物辞書を利

用した、SDBS データ検索を可能とした。 

  7211110 

  ・同データベースにおいて、ユーザの利

便性を高めるため、構造式検索機能や

IR(赤外)スペクトルピークの検索機能の

追加及びスペクトル表示機能の強化な

どを行う。 

・有機物スペクトルデータベースのデータ入力ツールに

おける構造式検索機能の 適化を完了する。構造式検

索に必要な構造情報の化合物辞書への登録の 75 %完

了を目指す。オリジナルスペクトルデータの流出を伴わ

ないスペクトル拡大機能の仕様を決定する。 

・構造式検索に必要な構造情報の化合物辞書への登録の 71%完了した。化合物名称検索の

検索ロジックを変更して利便性を高めた。化合物検索結果をユーザが利用しやすい順番に

表示できるようにした。 

  7211210 

  ・固体や流体の熱物性データベースに関

して、新たに 1,000 種類以上の物質・材

料について 3,000 件以上のデータを収録

するとともに、データの不確かさと信頼

性を評価するためのガイドラインを整備

する。 

・高温融体、スパッタリング薄膜などに関して、新たに

300 種類以上の物質・材料について 1000 件以上の熱物

性データを収録する。熱物性データの不確かさと信頼性

を評価するためのガイドラインを取りまとめる。総数

1,000 種以上の物質・材料について 3,000 件以上のデー

タ収録を完了する。 

・高温融体、および薄膜などの 947 種類の物質・材料について、1325 件の熱物性データを新

規に収録した。熱物性データ信頼性を評価するために、測定の不確かさのみならず、材料の

不均質性の定量的に表現するガイドラインを提示した総数 2026 種類の物質・材料について

3462 件のデータ収録を完了した。 

  7211310 
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  ・製造業において求められる熱設計のた

めのシミュレーション技術の定量性と信

頼性の向上に寄与するために、標準デ

ータを含む広範な熱物性データを Web

等を介して提供する。 

・鋳造、溶接、結晶成長、電子機器の実装、半導体デバ

イスおよびメディア・ストレージの開発における伝熱シミ

ュレーションの定量性と熱設計の信頼性を向上させるた

めに、薄膜・高温融体および関連する固体・液体の標準

データを含む広範な熱物性データを Web 等を介して提

供する。 

・ダイヤモンド薄膜の熱伝導率、熱電材料薄膜の熱伝導率・電気伝導率・ゼーベック係数、熔

融状態の純金属の密度・表面張力・粘性係数、および熱膨張係数の CODATA 推奨データ、

原子量の IUPAC 標準データ等を収録した。WebAPI を利用した検索システムを開発し、インタ

ーネットからのデータベースアクセスの操作性を飛躍的に向上させ、データベースへの平成

21 年度のアクセスは月平均 78,000 ページビューに達した。 

  7211410 

2-(2) 社会の安全・安心に関する

データベースの構築 

2-(2) 社会の安全・安心に関するデータ

ベースの構築 

        

 環境、エネルギー及び安全性等

の社会の安全・安心の基盤となる

計測評価データベースを構築し、

産業界と社会に広く提供する。 

 燃焼・爆発事故災害、火薬類の物性、

環境中の微生物、エネルギー消費量、

環境影響排出物質等に関して計測評価

データを蓄積し、データベース化するとと

もに、Web 等を利用して産業界と社会に

広く提供する。 

      7220100 

  2-(2)-① 爆発の安全管理技術の開発

（Ⅳ．1-(1)-②を一部再掲） 

      7221000 

  ・火薬類や高圧ガス等の燃焼・爆発の影

響の予測及び評価のために、構造物や

地形等を考慮した周囲への影響を予測

する手法を開発し、燃焼・爆発被害を

小化するための条件を明らかにする。ま

た、海外事例を盛り込んだ燃焼・爆発事

故災害データベース及び信頼性の高い

煙火原料用火薬類等の物性データベー

スを整備・公開する。 

・産総研で開発した計算機爆発現象予測システムを高

度化し、火薬庫周辺などの複雑な地形や構造物に適用

することで保安物件に対する爆風安全性を検証する。ま

た、爆発源近傍の構造物変形や飛散物安全性をより正

確に評価するため、流体力学計算と構造計算の連成コ

ードを改良し、信頼性の向上を図る。 

・産総研で開発した衝撃波の高精度捕捉アルゴリズムを用いて爆発現象予測コードを高度

化し、火薬庫周辺の複雑な地形や、建築物内等の複雑な構造物に適用して、爆発事故が発

生した場合に周辺環境に及ぼす爆風安全性を検証した。また、流体-構造連成コードを開発

して爆発源近傍の構造物の変形問題に適用し、対応する爆発実験データと比較検討するこ

とにより、複雑現象の再現に対する信頼性を向上させた。 

  7221110 

    ・火薬類をはじめ化学災害事例を収集・公開し、事故進

展フロー図による解析を行うとともに、教訓データおよび

危険物質の物性データを拡充する。また、産業保安へ

の貢献に向けて、保安力の評価ツールとしてのデータベ

ースの環境整備を進める。 

・リレーショナル化学災害データベースを継続的に運用すると共に、新たな情報発信の手段

と し て メ ールマガ ジ ン を 発 行 し た 。 事 故進 展 フ ロ ー 図を用 い た 事 故事 例 分 析 手 法

PFA(Progress Flow Analysis)の開発により、過去の重大事故の分析から教訓を抽出すること

を可能とし、産業保安力の向上に貢献した。また、PFA のセミナーを開催するなどの普及活

動も行った。さらには、事故事例分析結果から保安力、すなわち安全文化と保安基盤の評価

項目を抽出し、企業の保安力の弱点を明らかにする手法の開発に着手した。国際的には、

OECD の化学事故 WG や EC の重大事故データベースとの連携を進めた。 

  7221120 

    ・煙火原料および煙火組成物について、火薬学的諸特

性情報を整備し、RIO-DB の拡充を図る。また、不足して

いる情報や信頼性の低いデータについては、文献情報

の再検索や必要に応じて再実験により評価して、データ

整備を行う。 

・煙火原料の元素組成、生成熱、粒度分布等を計測し、産総研 RIO-DB で公開した。また、こ

れらの煙火原料の混合物である煙火組成物についても、大学や煙火業界と協力して爆発感

度、爆発威力などの火薬学的諸特性を再評価し、産総研 RIO-DB として公開・拡充させた。 

  7221130 

    ・研究部門の持つ情報の整備と外部への情報発信のた

めの見える化を目的として、詳細リスク評価書作成、リ

スク評価のためのソフトの頒布と普及、事故データベー

スの維持と拡張、及び LCA データの提供などの研究業

務を支援する。 

・ナノ材料リスク評価書中間報告版の日本語版・英語版を新たに公開し、公開後数ヶ月の間

に合計 2,000 件近くがダウンロードされた。また、産総研曝露・リスク評価大気拡散モデル

(AIST-ADMER)等のリスク評価のためのソフトウェア、災害事例や化学物質の安全性等のデ

ータベース公開を継続し、ホームページの改修等により各種データベースへのアクセスを容

易なものとすることにより、研究部門の持つ情報の整備と外部への情報発信のための見える

化を一層推進させた。 

  4112240 

  2-(2)-② バイオマス利用 適化のため

の環境・エネルギー評価技術の開発

（Ⅳ．5-(2)-①を再掲） 

      7222000 

  ・バイオマス利用技術の経済性と環境負

荷を評価するために、システムシミュレ

ーションに基づく総合的なプロセス評価

技術及び 適化支援を行う技術を開発

する。また、バイオマスの利用促進を図

るため、バイオマス利用形態とその環境

・実証試験を通して、システムシミュレーションの精緻化

を行う。また、バイオマス利用形態とその環境適合性及

び経済性に関するデータベースの構築を進めるととも

に、経済性、環境性だけでなく社会性の評価軸での分

析に着手する。 

・バイオエタノール燃料製造実証試験データを元に、これまで作成してきたバイオマスデータ

ベースのデータ更新、システムシミュレーションの精緻化を行った。また、経済性、環境性、社

会性の評価軸を含む分析ツールとしてバイオマス会計表を新たに考案した。このバイオマス

会計表の中に、情報収集したエネルギー利用 6 種類の利用形態、マテリアル利用 4 種類の

利用形態を組み込むことで、利用の簡便性を高めるとともに、バイオマス利用形態とその環

  7222110 
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適合性及び経済性に関するデータベー

スを構築する。 

境適合性及び経済性に関するデータベースの構築、充実を行った。 
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