
溶液中で直接細胞を観察する電子顕微鏡ASEMの開発 脳神経情報研究部門

平成２１年度の主な研究成果

【研究成果の概要】
・電子顕微鏡の試料室は、電子線を散乱させないために真
空であり、それに耐えるための時間のかかる処理が必要で

注意点：
・図のキャプション 説明類はできるだけ

走査電顕技術

バイオ電顕と半導体技術の融合

電
半導体技術

原理

あった。近年、電子線を透過する強靭な薄膜が半導体製造
技術で開発された。これで真空を遮り、膜直上の細胞を高分
解能観察するASEMを開発した。
・ASEMは、溶液中の細胞の微細構造、蛋白複合体を分解能

・図のキャプション、説明類はできるだけ
日本語で、わかりやすい表現にする。

・印刷資料として紙媒体で使用するので、
アニメーションなどは貼らない。
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8nmで観察できる。さらに、サンプルには真空に耐える為の
疎水処理が不要なため、繊細な抗原でも免疫ラベル検出で
きる。また、組織の薄切無しで表面が見れるため、組織表面
の核を観察し癌化の情報を得れる。
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【平成２１年度計画との関連】

小項目：Ⅰ-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 カ の探索と同定
・JSB in press

発表

ASEM開発

光

日本オリジナルの顕微鏡

神経間の微細結線
(シナプス)観察

よるバイオマーカーの探索と同定

・高分解能での細胞観察を促進する。

【開発技術の用途】

・press発表：
NHK等で報道

大気

真
空

光
顕

【開発技術の用途】

・細胞内の分子複合体の観察と免疫電顕。
・ウィルス・細菌等の迅速同定と観察。
・組織表面の核観察による癌の術中迅速診断
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微鏡
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細胞内小胞の観察



平成２１年度の主な研究成果

放射線被ばくによる生体障害を予防・治療する技術を開発 脳神経情報研究部門

【研究成果の概要】
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 細胞増殖因子をこれ

放射線被ばくによる生体障害を予防 治療する技術を開発 脳神経情報研究部門

食塩水 FGF1

それぞれ評価する実験系を構築し、細胞増殖因子をこれ
らの系に供したところ、放射線被ばくによる障害の予防・
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
ルを至適化したルを至適化した。

【平成２１年度計画との関連】

小項目：Ⅰ-2-(2)-① 組織再生による喪失機能の代替技小項目：Ⅰ 2 (2) ① 組織再生による喪失機能の代替技

術の開発

・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、間葉系細胞を神経細胞 分化誘導する技術 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。

【開発技術の用途】
放射線被ばく後 各種臓 障害 防 治療

細胞増殖因子FGFを前投与すると、放射線照射によって
腸管クリプト細胞に生じる細胞死が抑制され、放射線によ
る障害が致命的である腸管を防護する効果が示された。
食塩水 群 を投・放射線被ばく後の各種臓器障害の予防・治療

・癌の放射線治療における副作用の軽減と治療成績の向

上

食塩水（対照群）または FGF1を投与したマウスに１２
グレイの放射線を照射し、小腸を採取してパラフィン包埋
切片試料を作製した。細胞死のマーカーである活性化カス
パーゼ３の出現（上段：茶色シグナル：６時間後）も、
TUNELシグナルの出現（下段：茶色シグナル：２４時間
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シグナルの出現（下段 茶色シグナル 時間
後）も、FGF1によって抑制されている。



科学的エビデンスを有する安全かつ経済的な新規抗がん剤・健康薬品の開発
セルエンジニアリング研究部門

平成２１年度の主な研究成果

セルエンジニアリング研究部門

【研究成果の概要】
・ 新の手法を用いてインド民間療法原料であるアシュワガンダ葉抽出
物の作製、ヒトのがん細胞・正常細胞をモデルとしてその抗がん・抗老物の作製、ヒトのがん細胞 正常細胞をモデルとしてその抗がん 抗老
化活性能を決定する。また、遺伝子抑制法およびバイオインフォマティ
クスを駆使して、葉抽出物の抗がん・抗老化活性に関連する細胞性分
子・経路を決定する。
平成２１年度では下記のような成果が得られた。
１ アシュワガンダ葉のアルコ ル抽出物から抗老化活性を検出し 細１．アシュワガンダ葉のアルコール抽出物から抗老化活性を検出し、細
胞ベースの解析により、この活性がウィザノンによることを明らかにした。
２．アシュワガンダ抽出物の抗老化活性は、p53の抑制、 酸化ストレス
からの保護、プロテアソーム分解経路の活性を通して作用していること
を明らかにした。

ガ ダ 高 グ 細胞 細胞３．アシュワガンダ抽出物の高用量投与は、グリア芽種細胞を細胞死へ
導くことと対照的に、低用量投与では細胞分化を引き起こすことを明ら
かにした。それゆえ、軽度で安全な治療法として用いることができると
期待できる。
４．アシュワガンダ葉の水抽出物精製法を確立し、この抽出物が抗がん、アシ ワガンダ葉の水抽出物精製法を確立し、 の抽出物が抗がん、
抗老化活性を有することを立証した。
【平成２１年度計画との関連】

小項目：Ⅰ-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
・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・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
した研究を行う。
【開発技術の用途】

•安全かつ経済的な抗がん植物化学物質としての利用
•安全かつ経済的な抗老化・健康サプリメントとしての利用
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アシュワガンダの抗がん・抗老化活性能を発見



カーボンナノチューブ高分子アクチュエータの開発とカード状点字ディスプレイへの応用

平成２１年度の主な研究成果

セルエンジニアリング研究部門

【研究成果の概要】

柔軟性、弾力性のある人工筋肉材料として、カーボンナノ柔軟性、弾力性のある人工筋肉材料として、カ 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、発生圧で10 MPa

以上、伸縮率で４％を達成した。高分子アクチュエータの出力目以 、伸縮率で を達成した。高分子アクチ 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。

【平成２１年度計画との関連】

図１ ３Ｖの電圧で変形するカーボン

ナノチューブ高分子アクチュエータ

小項目：Ⅰ-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

・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。

【開発技術の用途】

・携帯電話、デジタル家電、銀行ATM、玩具、電子教科書等への

展開

・カーボンナノチューブ高分子アクチュエータは、リハビリ、介護機 4 mm
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器、その他医療福祉用アクチュエータ等への応用
図２ フィルム状点字ディスプレイの模式図



真正細菌の鋳型を用いないRNA合成酵素の反応の分子機構を解明 生物機能工学研究部門

平成２１年度の主な研究成果

【研究成果の概要】
・真正細菌の鋳型を用いないCCA付加酵素の分子機
構は謎であった 真正細菌のCCA付加酵素のＸ線結晶構は謎であった。真正細菌のCCA付加酵素のＸ線結晶
構造解析、および構造を基にした生化学的、遺伝学的
解析を行った。
・タツノオトシゴ形状の酵素タンパク質のネック（首）部
分とヘッド（頭）部分との共同作業でRNAが伸長分とヘッド（頭）部分との共同作業でRNAが伸長。
・ネック部分が蝶番としてはたらき、合成されるRNAの
長さと組成を規定。
・伸長してきたRNA鎖配列を酵素タンパク質が認識して

終反応が進行して反応が終結 。
タツノオトシゴ形状のCCA付加酵素によるRNA合成伸
長、終結を規定する分子機構（棒と糸は酵素タンパク
質を、赤青黄の球は合成を制御する酵素内の領域を
表す。）

終反応が進行して反応が終結 。

【平成２１年度計画との関連】
小項目：Ⅰ-4-(2)-① バイオプロセス技術の高度化小項目：Ⅰ 4 (2) ① バイオプロセス技術の高度化
・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。

【開発技術の用途】

・蛋白質のみによる特定の配列を合成することができ
るRNA合成酵素の開発に期待。
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ヘッド内のループ（黄色）によるCC配列認識によるポ
ケット（くぼみ）の構造と 後のATPの認識モデル。右
図は左図の表面モデル。



リガンドアレイ解析装置の開発とそれを用いた抗体アフィニティリガンド開発
生物機能工学研究部門

平成２１年度の主な研究成果

生物機能工学研究部門

【研究成果の概要】
アフィニティクロマトグラフィ をその場観察できるリガンドア

測定原理
（その場観察）

担体基板

アレイ化されたアフィニティクロマトグラフィーをその場観察できるリガンドア
レイ解析装置を開発し、これまでに作製しているプロテインA
変異体をフレームとした網羅的1アミノ酸置換変異体よりなるリ
ガンドライブラリーの中から、医薬品抗体の精製に適するリガ
ンドを見出した アレイ解析装置

アレイ化された
リガンド・タンパク質

２次元
ＵＶ吸収測定
(CCDカメラ)

ＵＶ光
ンドを見出した。

【平成２１年度計画との関連】

小項目：Ⅰ-4-(2)-① バイオプロセス技術の高度化

アレイ解析装置

石英ガラス

抗体溶液
小項目：Ⅰ 4 (2) ① バイオプロセス技術の高度化

・プロテインAをフレームとするリガンドライブラリーの利用

【開発技術の用途】

図１．リガンドアレイ解析装置の概要

その場観測データ

・急速に成長している抗体医薬品における製造技術の革新
・タンパク質精製における効率のよいアフィニティ精製技術の
高度化
・タンパク質医薬品の品質向上
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図２．リガンドアレイ装置を用いた
ハイスループット解析

酸溶出のし易さ
(溶出条件）

アフィニティの確認



平成２１年度の主な研究成果

電気化学発光をベースとした新規酵素免疫測定法の開発 生物機能工学研究部門

【研究成果の概要】
チオールの一種であるチオコリンと、ルテニウム錯体

を電気化学的に酸化することにより高輝度に発光するを電気化学的に酸化することにより高輝度に発光する
ことを初めて見いだした。そこで、酵素反応によりチオ
コリンを生成する酵素で抗体を標識し、酵素生成物を
金電極上に濃縮後、ルテニウム錯体とともに酸化した
際の発光強度を測定する新規免疫測定法を開発した際の発光強度を測定する新規免疫測定法を開発した。
従来、励起光照射時の蛍光強度を測定する手法が一
般的であるが、本法では励起光不要でバックグラウン
ドレベルが極めて低い。また、チオールと金の相互作
用により高輝度に発光し 高いS/N比で目的分子を検用により高輝度に発光し、高いS/N比で目的分子を検
出可能である。

【平成２１年度計画との関連】【平成２１年度計画との関連】
小項目：Ⅰ-4-(2)-② バイオ製品の品質管理技術の
開発
・電気化学発光に基づく免疫測定法の開発

【開発技術の用途】

・高感度免疫測定法
・疾病マ カ センサ
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・疾病マーカーセンサー



電極からの電子移動によって酵素を駆動するための電極の開発
ゲノムフ クトリ 研究部門

平成２１年度の主な研究成果

ゲノムファクトリー研究部門

【研究成果の概要】

代謝 応 重要な役割を担う 酵素は 触媒 応

S（基質）
HO-S

（生成物）ヒトの代謝反応で重要な役割を担うP450酵素は、触媒反応
に電子を必要とする。そこで、同酵素を電極上に固定化し、電
極から酵素への電子移動によって、酵素を簡便に活性化させ
る方法を開発している。H21年度においては、酵素を固定化す
る電極表面にナ メ タ サイズ 凸が高密度に存在する

電極にNADPH
P450

ヘム（生成物）

e–

る電極表面にナノメーターサイズの凹凸が高密度に存在する
ことが、同酵素の活性化に必要であることを明らかにした。

【平成２１年度計画との関連】

電極に
置換

NADP+

NADPH

再生系

還元酵素

フラビン

【平成２１年度計画との関連】

小項目：Ⅰ-4-(2)-② バイオ製品の品質管理技術の開発

・P450の酵素反応を、電気的にコントロールすることに加え、反

応の進行を電気信号によって得ることが可能になる。 S

図１生体内でのP450には、複雑な系が必要

気

【開発技術の用途】

・P450による薬物代謝反応の進行を、電気信号によって得るこ
とができるため 医薬品開発における薬物代謝スクリ ニング

HO-S

e–とができるため、医薬品開発における薬物代謝スクリーニング
が迅速で簡便化する。
・P450による酸化触媒野力を有用物質の生産に応用する。

図２微細な凹凸構造が酵素の活性化には重要

電極
e
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遺伝子改変植物の作成と利用 ゲノムファクトリー研究部門

平成２１年度の主な研究成果

【研究成果の概要】

ヒトの治療用抗体や検出用試薬としての抗体分子を植物の

遺伝子組換え技術や独自開発した植物ウイルスベクター技術
植物（タバコ、イチゴ、イモ等）による
治療 抗体 検出 抗体 大量生

YY

Y Y

遺伝子組換え技術や独自開発した植物ウイルスベクター技術

を用いて、大量に、もしくは短期間に生産する技術を開発した。

加えて、植物発現抗体で問題視される植物が他糖鎖修飾を抑

制する抗体等生産用植物の開発にも成功した 抗体遺伝子を

YY 治療用抗体、検出用抗体の大量生
産に成功

ManMan

ManMan Glc
NAc

Glc
NAc

植物N-結合型糖鎖

制する抗体等生産用植物の開発にも成功した。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。 植物生産抗体は植物特有の糖鎖修飾
（β‐1,2‐キシロース、α‐1,3‐フコース）を受ける。

↓

安全な抗体の
植物生産
を目指した

糖鎖修飾抑制技術

ManMan

α‐1,3‐フコース

Xyl Fuc

β‐1,2‐キシロース

【平成２１年度計画との関連】

小項目：Ⅰ-4-(3)-② 遺伝子改変植物の作成と利用

・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

↓
アレルゲンとなる可能性があるため、ヒトを含め
た哺乳類に抗体を投与する際には、

植物特有の糖鎖修飾（植物型糖鎖修飾）を除
去する必要がある。

糖鎖修飾抑制技術
の応用へ

植物型糖鎖修飾を除去するための技術開発
↓

植物型糖鎖修飾関連遺伝子を抑制することによる
植物型糖鎖修飾抑制技術の開発

植物型糖鎖修飾を除去するための技術開発
↓

植物型糖鎖修飾関連遺伝子を抑制することによる
植物型糖鎖修飾抑制技術の開発

抗体遺伝子を導入 発現する組換えタ を作出し、植物発

現抗体の糖鎖修飾様式を解析する。

【開発技術の用途】

植物を利用し 抗体を安全に 低コストで大量生産可能な技
植物 糖鎖修飾抑制技術 開発

（植物遺伝子組換え技術、ウイルスベクター技術の応用）
植物 糖鎖修飾抑制技術 開発

（植物遺伝子組換え技術、ウイルスベクター技術の応用）・植物を利用し、抗体を安全に、低コストで大量生産可能な技
術は、今後の抗体医薬の発展に伴い、有用な技術として展開
可能である。
・植物型糖鎖修飾を抑制する技術は、抗体以外にも医療用の
糖タンパク質を植物で生産させる場合 重要な技術として汎用

植物体よりN‐結合型糖鎖を精製し、
質量分析器（MALDI-TOF-MS）に

より植物型糖鎖修飾抑制効果を検
証。

X FFX

X F

XXX

WT

ΔFuc
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糖タンパク質を植物で生産させる場合、重要な技術として汎用
性が高いものである。

ManMan

ManMan

ManMan

Glc
NAc

Glc
NAc

植物型糖鎖修飾の抑制
技術の開発に成功



医療機器の効率的な開発と迅速な審査のための医療機器ガイドラインの策定
人間福祉医工学研究部門

平成２１年度の主な研究成果

人間福祉医工学研究部門

【研究成果の概要】
医療機器産業の活性化や国際競争力の増大、先

端技術を備える機器の早期臨床導入を目的に 次

効率的な機器開発 迅速な承認
審査審査機関

（承認審査）
学会

（助言）
工業会・企業
（開発 申請）端技術を備える機器の早期臨床導入を目的に、次

世代の医療機器７課題に対し、関連の医学系およ
び工学系学会や工業会から人選された専門家を委
員とするワーキンググループを組織し、各課題に対
する開発状況の分析 機器開発や製造管理 薬事

JIS基準
厚労省通知

医療機器
普及活動

JIS基準の引用
・試験方法（企業）
・審査基準（審査機関）

規定項目

（承認審査） （助言）（開発・申請）

する開発状況の分析、機器開発や製造管理、薬事
申請に必要な評価項目に関して討議を行った。
また、諸外国における基準や規格を調査し、必要な
実証試験を実施した。これらに基づいて４件のガイド
ラインを策定した

（作成の提言）
厚労省通知

ガイドライン
規定項目
の解説

合同検討会

経済産業省 医療機器開発ガイドライン評価検討委員会

事業推進体制

ラインを策定した。
・除染パスボックス設計ガイドライン（案）
・パーソナライズド骨接合材料の開発ガイドライン（案）
・植込み型神経刺激装置開発ガイドライン（案）
・ナビゲーション医療機器の位置的性能の品質担保に

開発WG・審査ＷＧ
（ガイドライン案の検討）

経済産業省：医療機器開発ガイドライン評価検討委員会
（８名）
厚生労働省：次世代医療機器評価指標検討会(７名）

関するガイドライン（案）

【平成２１年度計画との関連】
小項目：Ⅰ-5-(1)-① 医療機器の評価基盤整備
・医療機器の安全性や有効性の評価技術等に関す

（ガイドライン案の検討）
事務局：産総研（開発WG）、国衛研（審査WG）

平成16年度から２０年度の成果
（１）ガイドラインの提案

平成２０年度までに開発ガイドライン（８件）と審査ガイドライン（９件）を策定

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。
【開発技術の用途】
・次世代医療機器の開発促進、迅速な薬事審査

（経済産業省、産業技術総合研究所、国立医薬品食品衛生研究所のHPにて公開）

（２）厚労省通知の発出
①通知「次世代医療機器評価指標の公表について」

薬食機発第0404002号、平成20年4月4日
（２品目：高機能人工心臓システム、ＤＮＡチップ）

②通知「次世代医療機器評価指標の公表について」
薬食機発 第 号 成 年
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・医療機器産業の活性化、国際競争力の増大 薬食機発0118第１号、平成22年１月18日
（４品目：骨折整復支援装置、重症心不全細胞治療用細胞シート、など）

（３）コンソーシアムの設立
「バイオチップコンソーシアム､JMAC」（平成19年10月）



心筋細胞上での未分化細胞からの心筋誘導系の開発 器官発生工学研究ラボ

平成２１年度の主な研究成果

【研究成果の概要】
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。（図１）また、ES細

心筋前駆細胞特異的
細胞表面マーカー（成果）

カ についてデ タの解析をほぼ終了した。（図１）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。

ヒト間葉系幹細胞 心筋誘導

【平成２１年度計画との関連】

小項目：Ⅰ-2-(2)-① 組織再生による喪失機能の代替技術の
開発
多能性幹細胞特 的 す 細胞表 を

心筋前駆細胞のみ選別

心筋細胞

心筋前駆細胞特異的表面
マーカーの抗体カラム

・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 利 能か検討を行う ウ 細胞 特異別・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。

【開発技術の用途】

その他の
細胞を排除

ガン抑制技術（成果）

【開発技術の用途】
・心筋選別用抗体カラムの開発

・心筋誘導デバイスに必要な支持体の開発
・患者内での心筋再生医療基盤技術の開発

図１：間葉系幹細胞からの

心筋誘導から再生医療応用
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までのスキーム



スーパーハイビジョン伝送のための超高速光デバイス技術・光伝送技術を開発

ネ トワ クフォトニクス研究センタ

平成２１年度の主な研究成果

ネットワークフォトニクス研究センター

【研究成果の概要】
超高速サブバンド間遷移素子の効率を大幅に改善し

秋田他 ’09秋応物 11a‐P8‐16

H21年度成果

超高速サブ ンド間遷移素子の効率を大幅に改善し
（図１）これ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172Gb/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（図２）。また、この装置を用いて、ＮＨＫ技研と協

Nagase et al., 
EEE Photon. Technol. 
Lett., 20, 2183 (2009)

Gozu et al., 
Appl. Phys. Express 2, 
042201((2009)

相
変

調
効

率
(r
ad

/p
J)

証した（図 ）。また、 装置を用 、 技研 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。

【平成２１年度計画との関連】

小項目：Ⅱ-3-(3)-① 大容量光通信技術の開発 図１結合障壁層材料の改良による素子効率の増大

Akimoto et al. 
APL. 91, 
221115 (2007)

位
相

Ga=70%Ga=50%

進捗方向

結合障壁層材料

小項目：Ⅱ 3 (3) ① 大容量光通信技術の開発
・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の信号を多重
化して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

図１結合障壁層材料の改良による素子効率の増大

43G NRZ信号 43G RZ信号

43G (NRZ)
光ゲート40G 送受信モジュール、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。実験はFEC(Forward Error 
Correction)を含めて、172Gb/sで行った。
【開発技術の用途】

・将来急拡大する情報通信容量の大部分を占める大容 Eye

VDL

SOA

172G   (RZ)

43GHz

PMPM

1×4

M it

VSR PCPC ISBT
(+filter)

PCPC
PMPM PCPC

Monitor

10.7GHz

672MHz

43G MLLD
(+EDFA,PC)

PD

CLK

PPG

43G  (NRZ)

43GHz

CR

43G  (NRZ)

ゲ

172G RZ信号

172G-OTDM by ISBT

1.0E-01

将来急拡大する情報通信容量の大部分を占める大容
量映像情報を、効率的に配信する技術
・電力消費の急拡大が懸念される大容量伝送装置の省
エネ化 43G RZ信号

ED

Eye

clock

data

VDL
Monitor

ISBT
(+filter)
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SMSM

Monitor

PD
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図２ 172Gb/sの光時間多重分離実験
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光パスネットワークに向けた独自のファイバの遅延分散制御技術の開発に成功
ネットワークフォトニクス研究センター

平成２１年度の主な研究成果

ネットワークフォトニクス研究センター

【研究成果の概要】
高速の光信号を光ファイバで伝送するとファイバ

の分散のため パルス波形崩れる この分散補償を
DSF DCF-1 T-SI DCF-2

Pump: 1537 ~ 1548 nm

T-SI

Pump: 1552 ~ 1555 nm

の分散のため、パルス波形崩れる。この分散補償を
補償する独自の技術として、ファイバの非線形性を
利用したパラメトリック分散補償の技術を開発、
43Gb/s、160Gb/sの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の分散と光信号の

パラメトリック遅延分散制御器(PDDT)の構成

75.6 km DCF-1 T-SI DCF-2

1561 nm ~ 1539 nm

T-SI

~1551 nm

DSF:分散シフトファイバ、DCF：分散補償ファイバた。また、同様の手法でファイバの分散と光信号の
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。

【平成21年度計画との関係】

T-SIで光信号の波長を変化させることにより、THｚ以上の帯域

において均一な分散値と伝搬遅延を同時かつ独立に制御する
ことができる

T-SIで光信号の波長を変化させることにより、THｚ以上の帯域

において均一な分散値と伝搬遅延を同時かつ独立に制御する
ことができる

DSF:分散シフトファイ 、DCF：分散補償ファイ
T-SI：光パラメトリック効果によるスペクトル反転型可変波長シフタ

【平成21年度計画との関係】
小項目：Ⅱ-3-(3)-① 大容量光通信技術の開発
・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

るる

Delay： 0ns

λ1=1553nm

λ1=1549nm

λ1=1553nm

λ1=1549nm

Delay： 4.3ns
を補償する実験を行い、効果を実証する。

【開発技術の用途】
・NZ-DSF(Non Zero Dispersion Shifted Fiber)向け

分散補償器

0 5 1 0 1 5 2 0

T i m e  [ n s ]

0 5 1 0 1 5 2 0

T i m e  [ n s ]

λ1=1545nm

λ1=1541nm

λ1=1545nm

λ1=1541nm

Delay： 8.6ns

Delay：12.9ns

分散補償器
・ダイナミック光パス･ネットワーク用

光パス・コンディショナ
・光パスにおける光信号の可変遅延の実現 遅延の様子（左）とパルス波形（右）

0 5 1 0 1 5 2 0

T i m e  [ n s ]

0 5 1 0 1 5 2 0

T i m e  [ n s ]

λ1=1537nm

Delay：17.2ns
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DSFの波長分散により乱れたピコ秒のパルス波形を分散補償に
よって復元しつつ、連続的に伝搬遅延を変化させることを確認。
DSFの波長分散により乱れたピコ秒のパルス波形を分散補償に
よって復元しつつ、連続的に伝搬遅延を変化させることを確認。



ナノ構造体を利用して、従来の親水コートよりも低コスト・長持続化を実現する親水フィルムを開発

近接場光応用工学研究センタ

平成２１年度の主な研究成果

近接場光応用工学研究センター

【研究成果の概要】
光とナノ構造の相互作用がもたらす特有な現象を利用光とナ 構造の相互作用がもたらす特有な現象を利用

した新機能デバイスを研究開発しています。しかも安価
な生産整備で大面積上に製造可能であることが産業界
から強く求められています。本研究では、産総研オリジナ
ルのスーパーレンズと呼ばれる超高密度光記録技術のル ン 呼ばれる超高密度光記録技術
開発過程で見出された、多様なナノ構造形成、評価技術
の大面積ナノ構造形成技術を応用して、ナノ構造の成形
工程だけで親水特性を発現できる低製造コスト・高機能
なプラスチック基板を製造することに世界で初めて成功な ラ ック 板を製造する 世界 初 成功
しました。現在、実用化を目指しメーカーなどと共同研究
を実施しています。
【平成２１年度計画との関連】

小項目：Ⅱ-4-(1)-② 光フロンティア技術の開発

説明図表
小項目：Ⅱ 4 (1) ② 光フロンティア技術の開発

・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粒 光 高 度分

や医療分野への応用技術を開発する。

【開発技術の用途】

・ディスプレイ・メガネなどへの結露防止（防曇防止）

33

・太陽パネルなどの高発電効率・防汚れ性の付与



鉄系新超伝導体における新現象(逆同位体効果)の発見 エレクトロニクス研究部門

平成２１年度の主な研究成果

【研究成果の概要】
・超伝導体中の構成元素をより重い同位体に置換すると常伝
導から超伝導に転移する温度Tcが下がる(同位体効果)ことが
常識として知られている常識として知られている。
・新規超伝導体である鉄系超伝導体では、鉄元素をより重い
同位体に置換するとTcが上昇すること(逆同位体効果)を見出し、
理論的に説明することに成功した。（世界初）
この現象は 鉄系材料の超伝導メカ ズムが従来型(電子

鉄系超伝導体の
結晶構造

・この現象は、鉄系材料の超伝導メカニズムが従来型(電子-
格子相互作用による)とは異なることを強く示唆する。

・第14回超伝導科学技術賞（未踏科学技術協会）、第15回日
本物理学会論文賞を受賞

0.20
54

FeTc = 38.10 K

【平成２１年度計画との関連】

小項目：Ⅱ-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 0.10

0.15
57

Fe

R
(3

00
 K

) Tc = 37.66 K

的電子デバイス技術の開発
・これまでにない特異な電気的または磁気的特性を示す新機
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。

0.05R
(T

)/R

【開発技術の用途】

・高温超伝導体の超伝導機構解明の鍵となる学術的成果であ
り、超伝導物理の発展に貢献
超伝導送電ケ ブルや量子計算用のデバイス材料への応用 原子量54および57の鉄を用いて合成した鉄系

0.00
36 37 38 39 40

T (K)
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・超伝導送電ケーブルや量子計算用のデバイス材料への応用 原子量54および57の鉄を用いて合成した鉄系
超伝導体(Ba,K)Fe2As2の電気抵抗の温度依存
性の比較



情報漏えいに堅牢な認証方式 情報セキュリティ研究センター

平成２１年度の主な研究成果

【研究成果の概要】
鍵が漏れても致命的な状態に陥らないフェイルセイフなセ

秘密情報の
LR-AKE
サーバ

LR-AKE
クライアント

LR-AKEプロトコル
（シングルモード）

キュリティプロトコル LR-AKE(Leakage-Resilient Authenticated 
Key Establishment)を、 小の計算量で実現する具体的な方
法を提案し、そのプロトタイプ実装を行った。また、関連技術を
標準化団体に提案した。

デ

Internet

情報通信
ネットワーク

秘密情報の
分散保存・
取り出し

サ バクライアント

相互認証と鍵共有

【平成２１年度計画との関連】

小項目：Ⅱ-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
図１LR-AKEの構成と機能

データの暗
号化・復号

ための検証

・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 機密情報 個人情報ID・パス 暗号鍵

一つの短いパスワードと記録情報

クレデンやプライ シ 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。

【開発技術の用途】

の保存

LR-AKE (情報漏洩に堅牢にするための新レイヤ)

の保存ワード管理 の保存 シャル管理

LR-AKEクライアントを起動

アプリケーションレイヤ

・相互認証あるいは秘密データの保存が必要となる任意のア
プリケーションにおいて、利用者の負担を増すことなくその情報
漏えい耐性を向上させることができる。
・認証系の用途例：リモートログイン、VPN、Webアクセス

HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SCP, RSYNC, P2Pなど

記録情報の漏えいや、紛失、サーバ管理者の
不正などに強い形でデータを分散保存・復元

クラウドストレージなど既存のストレージ
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・ストレージ系の用途例：クラウドストレージ、SAN/NAS

図２提供する新セキュリティレイヤ

クラウドストレ ジなど既存のストレ ジ



シリコン表面の極平坦化により従来の限界値を超える電子移動度を達成
ナノ電子デバイス研究センタ

平成２１年度の主な研究成果

ナノ電子デバイス研究センター

【研究成果の概要】
・前年度の研究成果である溶液処理と水素中熱

Si(001) 200nm□
チャネル

ゲート電極

前年度の研究成果である溶液処理と水素中熱
処理によるSi表面の平坦化技術を用いて、原子
レベルで平坦なチャネル表面を持つトランジスタ
を作製（図1）。
・従来のSiチャネルトランジスタの限界値を、高電

ドレインソース

従来のSiチャネルトランジスタの限界値を、高電
界側で超えることを実証（図2）。
・移動度の温度解析から、この移動度向上がSi表
面での電子散乱の劇的な減少によることを確認
（図3）。

シリコン

図1 試作したトランジスタ構造と原子レベルで平坦なSi表面（図 ）。

【平成２１年度計画との関連】

小項目：Ⅱ-2-(3)-① 次世代半導体技術の開発

・チャネル部分のシリコン表面を原子レベルで平 (c
m

2 /V
s)
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・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。

1000

効
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【開発技術の用途】

・トランジスタの性能向上によるLSIの高速化・低
消費電力化 ゲート電圧 (V)

図2 原子レベル平坦化したSiチャネ 図3 極低温（25K）でのトランジスタ

1

実効電界強度(MV/cm)

実
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300
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1
Effective Field (MV/cm)
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200

実効電界強度(MV/cm)

実
効 300 K 20% Up
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図2 原子レ ル平坦化したSiチャネ
ルを有するトランジスタでは高電界
移動度が約20%向上。

図3 極低温（25K）でのトランジスタ
移動度測定による界面粗さ移動度
の抽出結果。



シリコンの限界を突破する高移動度半導体技術を開発 ナノ電子デバイス研究センター

平成２１年度の主な研究成果

【研究成果の概要】
・微細化が物理的限界を迎えつつあるシリコン集積回
路において 性能限界を突破するためのアプローチと

Ti

Au

TaNx路において、性能限界を突破するためのアプローチと
して、高い電子移動度を持つIII-V族化合物半導体
（InGaAs, InP等）をチャネル材料として用いるデバイス
技術が注目を集めている。
・シリコン基板上にAl O 埋め込み絶縁層を介して

高移動度 InGaAs チャネル層

Al2O3
n+ n+

TaNx

Al2O3・シリコン基板上にAl2O3埋め込み絶縁層を介して
InGaAs層を形成した新構造ウエハを開発した。
・このウエハを用いて金属-絶縁体-半導体型の電界効
果トランジスタ（MISFET）を試作し、シリコンに対して２
倍以上の高チャネル移動度を達成した Si上にAl2O3埋め込み絶縁層を介して高電子移動度のInGaAs

シリコン

倍以上の高チャネル移動度を達成した。
・この成果は、シリコンテクノロジに新材料を融合させる
ことによる性能限界突破を実証するものである。
【平成２１年度計画との関連】

小項目：Ⅱ 2 (3) ① 次世代半導体技術の開発

Si上にAl2O3埋め込み絶縁層を介して高電子移動度のInGaAs
チャネル層を形成し、電界効果トランジスタを作製した。

小項目：Ⅱ-2-(3)-① 次世代半導体技術の開発

・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

×2以上

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。

【開発技術の用途】
・22nm世代以降の半導体集積回路における高性能化
と低消費電力化 立
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試作したトランジスタは良好なドレイン電圧－電流特性（左図）を示し、
シリコンの２倍以上の高チャネル移動度（右図）を達成した。

と低消費電力化の両立。
・高周波トランジスタの低消費電力化。

2



次世代大型有機ディスプレイの高効率低損傷製造技術の開発 光技術研究部門

平成２１年度の主な研究成果

【研究成果の概要】

大画面有機ELディスプレイの製造において、画素の電極や

封止膜を素子にダメージを与えることなく作製する技術として

「蛍光ダメージ解析法」、「透湿度電解解析法」を開発した。

これにより、5nm以下の有機膜の損傷解析、10-4 g/m2・day以

水 透過率解析が可能となり 大型デ プ イ 高効下の水の透過率解析が可能となり、大型ディスプレイの高効

率低損傷製造が容易になった。

【平成２１年度計画との関連】
図１ 有機ELディスプレイの電極製造に

光干渉効果光干渉効果
ダメージ領域ダメージ領域

成膜状態

【平成２１年度計画との関連】

小項目：Ⅱ-2-(2)-③ フレキシブル光デバイス技術の開発

・次世代ディスプレイの製造要素技術として、素子損傷評価解

析技術 封止性能評価技術 無機半導体薄膜低温印刷形成

おける素子損傷の制御

析技術、封止性能評価技術、無機半導体薄膜低温印刷形成

技術、窒化膜低温印刷形成技術の開発を行う。

【開発技術の用途】【開発技術の用途】

・大型有機ELディスプレイを、高効率に生産することを可能にし、
大画面テレビの超低消費電力化に貢献する。
・次世代ディスプレイとして期待の高いフレキシブルディスプレ
イの実現を加速化する。
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イの実現を加速化する。

図２ ppb台の透過水分量も、高速高感度
に検出可能に


