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概要（ライフサイエンス分野）

タイトル 概 要 実施ユニット 頁

肝疾患等を検出できる糖鎖バイオ
マーカーの開発

糖鎖構造の変化を系統的に見出す新システムを開発し、複数の糖鎖疾患マーカーを見出すことに
成功。血液検査によってウイルス性肝炎で進む線維化の進展を評価測定することが可能となった。

糖鎖医工学研究センター 12

創薬ターゲットの高効率抽出を可能
とする遺伝子発現の大容量解析

世界的に高速で高精度なRNA配列情報解析するアルゴリズムを開発した。高発現の新規機能性
RNA1600個を同定した

生命情報工学研究センター 13

とする遺伝子発現の大容量解析 RNA1600個を同定した。

大容量高効率ヒトタンパク質発現技
術

創薬支援や診断薬の開発を加速する要素技術として、世界 高水準の大容量高効率ヒトタンパク
質発現技術を開発した。これにより、一週間で、二万種類のタンパク質を合成に成功した。

バイオメディシナル情報研究
センター

14

効率的な抗体精製技術の開発 抗体医薬精製に有用なタンパク質を 分子デザインにより改変し その安定性と親和性を向上させ 生物機能工学研究部門 15効率的な抗体精製技術の開発 抗体医薬精製に有用なタンパク質を、分子デザインにより改変し、その安定性と親和性を向上させ
ることに成功し、抗体の精製効率を上げること成功した。

生物機能工学研究部門 15

安全なiPS細胞の作製 iPS細胞の作成における危険性を新規センダイウイルスベクターを使うことによって克服した。この方
法により作製したiPS細胞を用いてキメラマウスの作製に成功した。

器官発生工学研究ラボ 16

歯（親知らず）からiPS細胞を樹立 親知らず（歯胚）の歯胚由来間葉系細胞からiPS細胞を得る方法の開発に成功し、多くの患者さんか
ら容易に細胞を採取、利用できる方法を確立した。

セルエンジニアリング研究部
門

17

医薬品原料生産のための植物工場 世界初かつ唯一の密閉型遺伝子組換え植物工場の開発に成功し、医薬品原材料を生産するイチゴ、
ジャガイモ等の水耕栽培技術を確立した。

ゲノムファクトリー研究部門 18
ジャガイモ等の水耕栽培技術を確立した。

脳波計測による意思伝達装置を開
発

超小型モバイル脳波計と高速・高精度の脳内意思解読アルゴリズム等を統合し、実用的なブレイン
マシンインターフェース「ニューロコミュニケーター」を開発した。

脳神経情報研究部門 19

誰にでも見やすく わかりやすいア 高齢者や視覚障害者の方にも配慮した 見やすい よりわかりやすい各種案内表示の標準化に寄 人間福祉医工学研究部門 20誰にでも見やすく、わかりやすいア
クセシブルデザイン

高齢者や視覚障害者の方にも配慮した、見やすい、よりわかりやすい各種案内表示の標準化に寄
与。JIS規格に採用され、羽田空港の案内表示にも活用された。

人間福祉医工学研究部門 20
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概要（情報通信・エレクトロニクス分野）

タイトル 概 要 実施ユニット 頁

スピントロニクス技術を用いたハードディ
スクヘッドの実用化

製造装置メーカーと共同でMgO-MTJ素子の量産技術を開発した。さらに、それを用いた製品開発
にデバイスメーカーと共同で取り組んだ結果、2007年にMgO-MTJ素子を用いたHDD磁気ヘッド
（MgO-TMRヘッド）の製品化に成功した。

エレクトロニクス研究部門 22

スーパーハイビジョン伝送のための光パ 量子井戸のサブバンド間遷移で、超高速の全光位相変調効果を発見、これを用いて160Gb/sで動 ネットワークフォトニクス研 23イ ジ 伝送 光
スネットワーク技術

量子井戸 サ 間遷移 、超高速 光位相変調効果を発見、 れを用 動
作する干渉計型の全光スイッチを開発した。さらに、NHKと協力して、光時間多重方式でスーパー
ハイビジョン2チャンネルの送受実験に成功した。

ネッ ク ォ ク 研
究センター

大規模傷害データベースに基づく子供の
事故に関する情報提供システムの開発

8000件の事故データ、800人の行動データを蓄積し、確率的モデリング技術を利用することで、傷
害データと子どもの行動データから、潜在的なリスクを可視化、提示するシステムを開発した。

デジタルヒューマン研究セ
ンター

24

異常行動を見張るソフトウェアを開発 適応学習型認識方式を用いることで、動画像中の人物識別や異常検出を、高精度かつリアルタイ
ムに行えるソフトウェアを開発した。NISTが行うgait（歩き振り）認識コンペティションにおいて世界
高の認識性能を達成。

フェロー

情報技術研究部門

25

組込みシステム信頼性向上のための
「組込み適塾」開催

関西経済連合会組込みソフト産業推進会議と共催で「組込み適塾」を実施。数理的手法に基づくモ
デル検査技術を体系化し, 導入シナリオの規格化を行い、その普及を図った。

システム検証研究セン
ター

26

印刷塗布プロセス等による高機能フレキ
シブルな有機デバイスの開発

プリンタブル、フレキシブル光電子素子に必須の塗布可能な有機半導体を設計･合成し、ｐ型及び
ｎ型半導体特性としてそれぞれ0 18及び0 5cm2/Vsを達成し 塗布CMOSとして世界 高の75倍の

光技術研究部門 27
シブルな有機デバイスの開発 ｎ型半導体特性としてそれぞれ0.18及び0.5cm /Vsを達成し、塗布CMOSとして世界 高の75倍の

ゲインを得た。

トランジスタの極微細化・高性能化 n型及びp型のトランジスタに適した歪みをチャネルに印加する技術を開発し、通常のSiトランジスタ
に比較してそれぞれ2倍の駆動電流の増大を実現した。

ナノ電子デバイス研究セ
ンター

28

暗号モジュールの安全性評価手法の国
際規格化

暗号モジュールの安全性評価手法の国際規格策定のためNISTと協力しながら、標準評価環境を
構築し、国内外の研究機関での活用を促進している。 この環境を利用し、日本の電子政府調達暗
号リスト改訂に向けた実装評価も進めている。

情報セキュリティ研究セン
ター

29
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概要（ナノテクノロジー・材料・製造分野）

タイトル 概 要 実施ユニット 頁

ダイヤモンド大型結晶開発 １ｃｍ角単結晶６個の組合せによるモザイク構造で、１インチダイヤモンドウエハ作製に成功。 ダイヤモンド研究セン
ター

31

ダイヤモンドデバイス開発 Ruを電極として使い、250℃30万時間以上動作可能な超耐熱パワーダイオードを開発 。10nm微細凸
凹構造を形成したダイヤモンド電気化学的ＤＮＡセンサーで、2pMの高感度と100回繰返し計測を実証。

ダイヤモンド研究セン
ター

32

先端微細加工技術の設備整備と人材育
成

各種センサーに代表されるMEMSデバイスの試作プロセスラインの強化と時代を先取りした設備運用
を整備し、イノベーション人材育成を実施した。

先進製造プロセス研
究部門

33

中小製造業のＩＴ化を支援する「MZプラッ 高度なIT知識を持たなくても、製造業の技術者が自らITシステムを構築・運用することのできる設計･ デジタルものづくり研 34中小製造業のＩＴ化を支援する「MZプラッ
トフォーム」の開発と普及

高度なIT知識を持たなくても、製造業の技術者が自らITシステムを構築 運用することのできる設計
製造ソフトウェアの開発基盤「MZプラットフォーム」を開発し、公設試験研究機関等との連携普及活動
や民間企業への技術移転により、1,000社を超える企業に導入した。

デジタルものづくり研
究センター

34

セラミックス膜の常温形成技術（エアロゾ
ルデポジション（AD）法）の実用化研究

AD法による常温セラミックスコーティング技術を民間企業へ技術移転、半導体製造装置用プラズマ耐
蝕部材、パワーデバイス用高放熱回路基板、高速MEMS光スキャナーを用いた網膜投影型ヘッドマウ

トデ プレ などの実用化 製品化に成功

先進製造プロセス研
究部門

35

ントディスプレーなどの実用化、製品化に成功。

セラミック電気化学リアクターのマイクロ
集積製造技術を開発

革新的なセラミック燃料電池（SOFC）を実現するために、従来に無い、ミリメートル以下のセル構造
を３次元規則配列で高集積化する製造プロセス技術開発に成功。

先進製造プロセス研
究部門

36

難燃性マグネシウム合金の高速鉄道部
材への実用化

軽量の基幹材料であるマグネシウム合金の難燃化とその技術移転による量産化を進め、新鋭高速車
両部材（荷棚受け）がマグネシウム合金としては国内初の実用化に成功した。

サステナブルマテリア
ル研究部門

37
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概要（ナノテクノロジー・材料・製造分野）

タイトル 概 要 実施ユニット 頁

鏡と透明な状態が電気的にスイッチング
できる調光ミラーフィルムを開発

既存の窓ガラスに貼り付けるだけで、太陽光を効果的に遮断して冷房負荷を低減できる調光ミラー
フィルムを、世界で初めて開発した。

サステナブルマテリア
ル研究部門

38

大規模系のシミュレーションプログラム
の開発と実証

エネルギー分野、エレクトロニクス分野やバイオ分野などで重要な材料の電子状態を知る為には大規
模な数値計算が必要である、一方で計算機資源には限りがある。その様なジレンマを解決する高速

計算科学研究部門 39
の開発と実証 模な数値計算が必要である、 方で計算機資源には限りがある。その様なジレン を解決する高速

化プログラム開発とその実証研究を進めた。

ゲルを用いたカーボンナノチューブの分
離技術

用途に応じて金属型と半導体型のカーボンナノチューブ(CNT)をゲルを用いて分離する新技術を開発
した。従来分離技術と同等の分離純度（金属：９０％、半導体：９５％）を保ち、分離コスト１／１０以下を
実現した。

ナノテクノロジー研究
部門

40

ナノギャップスイッチ効果によるメモリー
技術

ギャップ幅10nm以下のナノギャップ電極に発現するスイッチ効果を見出し、動作原理を解明するととも
に、不揮発性のメモリー素子として応用するための開発を産学官連携により行った。

ナノテクノロジー研究
部門

41

自由自在に設計したカーボンナノチュー
ブ 次 デバイ を実現

高密度配向集合体である “カーボンナノチューブ・ウエハー（CNT ウエハー）”の開発により、設計した
デバイ を大量作製する と 成功 複雑な 次 形状を有する デバイ 構造 形成

ナノチューブ応用研究
タ

42
ブ3 次元デバイスを実現 CNT デバイスを大量作製することに成功し、複雑な３次元形状を有するCNT デバイス構造の形成の

実証を行なった。
センター

触媒反応の可視化 化学反応とくに触媒反応の可視化を目指した研究を行っている。今回はナノカーボン材料（フラーレン
分子）がタングステン触媒の存在下で成長する様子を超高性能電子顕微鏡を用いて初めて捉えた。

ナノチューブ応用研究
センター

43
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概要（環境・エネルギー分野）

タイトル 概 要 実施ユニット 頁

高品質シリコン薄膜太陽電池の高速製
造法の開発

高速かつ高品質な微結晶シリコン薄膜の作成に成功し、太陽光電池の低コスト化による更なる普及
促進に貢献した。

太陽光発電研究セン
ター

45

バイオマスエタノール燃料製造プラント
を本格稼働

食料生産を圧迫せず、かつ環境負荷が小さな非硫酸プロセスによるバイオエタノール製造プラント（一
回の処理量200kg）を本格的に稼働し、高純度のバイオマスエタノールが製造できることを検証した。

バイオマス研究セン
ター

46

燃料電池自動車搭載用高圧水素タンク
品質保証のための指針提示

高圧水素下での材料強度データベースを構築して、米国自動車工業会の高圧水素機器の設計指針
に反映させた。

水素材料先端科学研
究センター

47

化学物質の詳細リスク評価書の出版 リスクが大きいと懸念されたり、社会的な意義の大きいと考えられる30種の化学物質について、世界
水準の詳細なリスク評価を実施し 詳細リスク評価書を出版した あわせて 評価書のテク カルガイ

安全科学研究部門 48
水準の詳細なリスク評価を実施し、詳細リスク評価書を出版した。あわせて、評価書のテクニカルガイ
ダンスや英語版も作成した。

新規残留有機物分析技術のISO国際規
格の確立

新規残留性有機物（POPs）として、国際的な規制対象となるペルフルオロオクタンスルフォン酸(PFOS)
および関連物質について、産総研が開発した高度分析技術を基にISO国際規格を確立した。

環境管理技術研究部
門

49

革新的二酸化炭素塗装装置の研究開
発

従来の有機溶剤系スプレー塗装において大量に使用される希釈溶剤（VOC)を極少量の二酸化炭素
に替えることにより、有機溶剤系塗装と同等の塗装仕上げ品質を確保したまま、VOC発生を大幅に低
減し得る塗装装置をマイクロ混合器を用いて構築した。

コンパクト化学プロセ
ス研究センター

50

SiCダイオードを用いた高電圧・大容量
変換

産総研で作製したSiC-PiNダイオードを搭載した高電圧・大電力の電力変換器の開発を行い、単相3レ
方 変換 を 作 グ 波数を従来 倍 す

エネルギー半導体エ
ボ

51
の電力変換器の開発 ベル方式の電力変換器(±5kV-300kVA)を試作して、スイッチング周波数を従来比4倍の2kHzとするこ

とに成功した。
レクトロニクスラボ

環境負荷の小さな酸化剤を用いる反応
技術の開発

反応後に副生成物として水のみしか生じない過酸化水素を酸化剤として用いる酸化プロセスの基盤
技術を確立し、高選択的・高収率で目的生成物合成に成功。

環境化学研究部門 52

家庭用燃料電池シ ム（ ネ 燃料電池シ ム カ 等と 固体高分子 燃料電池 劣化加速手法開発を通じ 級シ ビキタ ネ ギ家庭用燃料電池システム（エネファー
ム）に対する劣化加速手法の開発

燃料電池システムメーカー等との固体高分子形燃料電池の劣化加速手法開発を通じて1kW級システ
ムの4万時間の耐久性を見通し、家庭用燃料電池の実用化に貢献した。

ユビキタスエネルギー
研究部門

53

クリーンな軽油製造のための脱硫触媒
の商品化

触媒会社と共同で従来触媒よりも高い低温活性を示す新規サルファーフリー (硫黄<10 ppm)脱硫触
媒を開発し、商品化に成功。

新燃料自動車技術研
究センター

54

散 ギ 複数 蔵 住宅 気統 ギ 技 確 ギ 技 究

7

分散型エネルギーネットワークの実証研
究

複数台の燃料電池と貯蔵機器からなる住宅用熱電気統合型エネルギーネットワーク技術を確立し、
実住宅において一次エネルギー消費、二酸化炭素排出の削減効果が得られることを実証した。

エネルギー技術研究
部門

55



概要（地質分野）

タイトル 概 要 実施ユニット 頁

地圏環境リスク評価システム（GERAS-
3）の完成・公開と普及

土壌汚染の健康リスクを科学的に評価するための地圏環境リスク評価システムGERAS-3を完成し、
環境リスクと経済リスクの軽減に寄与した。

地圏資源環境研究部
門

57

レアメタル資源ポテンシャル評価研究に
より、世界各地で高品位重希土類鉱床
を確認

世界各地のレアメタル鉱床の調査・資源ポテンシャル評価を行い、各地で有望な高品位重希土類鉱
徴地を確認した。その一部は民間企業により開発されつつある。

地圏資源環境研究部
門

58

を確認

地熱資源情報データベース構築、地熱
資源ポテンシャル評価による社会貢献

日本の熱水系アトラス、全国地熱ポテンシャルマップの出版により、地熱資源ポテンシャル情報を地
熱産業界、官庁、自治体等に提供し、各地の地熱資源開発計画推進に貢献した。

地圏資源環境研究部
門

59

国土の地質情報整備 －20万分の1地 国土基本地質情報である20万分の1地質図幅23区画を完成し、全国124区画完備を達成。これにより 地質情報研究部門 60
質図幅の全国完備達成－ 全国均一な地質情報の提供が可能になった。また、全国を共通凡例で表示した20万分の1シームレス

地質図を整備し、利便性向上を図った。

大陸棚画定調査－国の権益領域拡大
への地球科学の貢献－

日本政府は延伸大陸棚の申請を国連に提出した。産総研は大陸棚画定調査に参加し、海域調査や
分析・解析に貢献し、申請文書の作成作業部会に参加した。申請後は国連委員会の審査の対応に向
け、活動を継続している。

地質情報研究部門

地圏資源環境研究部
門

61

関東平野中央部の地下地質構造の研
究－都市における地質災害軽減に向け
て－

関東平野中央部の地質構造調査として、ボーリングコア解析、反射法探査、重力調査、地下水の水質
分析、軟弱粘性土の室内試験を実施し、これらデータを総合して３次元地下地質モデルを作成した。
本成果は産業基盤および人口密集都市における災害軽減に資する地質情報である。

地質情報研究部門 62

全国の主要活断層の詳細調査 全国110の主要活断層のうち42の活断層について､断層の位置・形状､活動性､過去の活動時期等を 活断層・地震研究セン 63
把握するために調査を実施。その結果は政府の地震調査研究推進本部による活断層長期評価に活
用され､将来の地震発生予測に大きく貢献した。

ター

西暦869年貞観津波モデルを構築 日本三代実録に記載の、869年貞観津波の波源域と規模を把握するため、仙台平野，石巻平野及び
常磐海岸で津波堆積物の分布域と当時の海岸線位置を明らかにし、津波堆積物分布域まで浸水す
る津波をシミュレーションによって再現した。その結果は津波評価として活用される予定である。

活断層・地震研究セン
ター

64

新規地下水等総合観測点整備 東南海・南海地震は今後30年間の発生確率が50％以上と推定されており、地震防災対策の推進に関
する特別措置法では、対象地域に観測網の公的整備が要請されている。産総研は、平成18年度～21
年度に四国～紀伊半島周辺に、14点の地下水等総合観測点を整備した。その結果、東南海・南海地
震の予測精度の向上に貢献した。

活断層・地震研究セン
ター

65

8

放射性廃棄物地層処分の安全規制支
援研究

放射性廃棄物地層処分の概要調査での調査・評価項目を、安全規制の技術資料としてとりまとめ、産
総研オープンファイル報告書として公表した。

深部地質環境研究コ
ア

66



タイトル 概 要 実施ユニット 頁

概要（標準・計測分野）

社会生活と産業技術を支える標準の開
発・維持・供給

中期目標計画を上回る１０１種類の物理標準と８２種類の標準物質を開発し、供給を開始。計量行政
機関等の職員の教育・啓発や計量士の育成を実施。

計量標準総合セン
ター

68

新しい長さの国家標準の開発－光コム
装置

光周波数コム技術の成熟に伴い、定義に忠実な長さの国家標準が開発され、光周波数コム装置を特
定標準器とする新しいトレーサビリティー体系が2009年7月から運用されている。

計測標準研究部門 69

特定計量器の評価のための大容量ロー
ドセル試験装置の開発

国際勧告であるOIML R60に対応した評価技術の研究を行い、実荷重2.5トンから20トンのロードセル
の規格証明書を発行できる世界トップレベルの試験装置を開発し、2008年秋から稼働を開始した。

計測標準研究部門 70

発電用原子炉流量計測高度化に関する
研究

実際の原子力発電所と同じレイノルズ数で給水流量計を校正できる試験設備を世界で初めて完成さ
せ 0 08%という小さな不確かさで測定する とにより発電所の出力を高める とが可能にな た

計測標準研究部門 71
研究 せ、0.08%という小さな不確かさで測定することにより発電所の出力を高めることが可能になった。

分散型熱物性データベースの開発－産
業技術の知的基盤整備

省エネルギー技術などの産業技術を支える知的基盤として各種物質・材料の熱物性データベースの
開発が進められた。信頼生の高い約10000件の熱物性データ（物質種にして約3600種類）が収録され、
産業界に広く提供されている。

計測標準研究部門 72

次世代光源市場のためのLED測光標準
開発

省エネルギーの観点から発光ダイオード（LED）を用いた固体素子照明の市場は急速に拡大している。
これに即応してLEDメーカーと共同で高性能LED標準光源、LED測光量校正装置を開発し、標準供給
を開始した。

計測標準研究部門 73

マンモグラフィＸ線診断用線量標準の開
発

乳がん検診では従来の視触診に加えマンモグラフィＸ線診断の利用が一般的になってきている。そこ
で、より安全な検診を行うために、マンモグラフィＸ線診断に対応したＸ線線量標準を確立した。

計測標準研究部門 74
発 で、より安全な検診を行うために、マンモグラフィＸ線診断に対応したＸ線線量標準を確立した。

プラスチック標準物質および鉛フリーは
んだチップ標準物質－RoHS指令等の環
境規制に関連する標準物質の開発

電気・電子製品に関するEUの規制、RoHS指令に対応して、重金属あるいは臭素系難燃剤の濃度が
認証されたプラスチック標準物質を前者については11種類、後者では3種類開発した。次いで、プラス
チックの次に需要の高い金属系の内でも汎用されているはんだについて、鉛濃度が認証された鉛フ
リーはんだ標準物質を2種類開発した。

計測標準研究部門 75

残留農薬・重金属分析用米標準物質－
医・食の安全にかかわる標準物質の開
発

我が国の主食である米の安全性確保のために、残留農薬や重金属分析用米標準物質４種類を開発
した。他にも食品や医療の安全に係わる標準物質として、汚染物質分析用魚肉・海藻９種類、高純度
農薬３種類、ひ素化合物水溶液3種類、高純度アミノ酸４種類、臨床化学分析用６種類を開発した。

計測標準研究部門 76

9



タイトル 概 要 実施ユニット 頁

概要（標準・計測分野）

温室効果ガス分析用標準ガス－半導体
産業関連標準物質の開発

半導体・液晶製造工程時に排出される、温暖化係数が極めて高い温室効果ガスの除外効率測定を
正確おこなうための混合ガス標準物質3種類を開発した。他にも半導体材料の構造を正確に制御し
プロセスを管理するための標準物質として、GaAs/AlAs超格子標準物質、ヒ素イオン注入ケイ素標準
物質の開発を行った。

計測標準研究部門 77

映像化超音波探傷技術 実構造部材を伝わる超音波の動画映像をその場で観察しながら内部欠陥を探査できるレ ザ 利 計測 ンテ ア研究部 8映像化超音波探傷技術 実構造部材を伝わる超音波の動画映像をその場で観察しながら内部欠陥を探査できるレーザー利
用の新検査技術を開発した。

計測フロンティア研究部
門

78

高感度過渡吸収分光による薬物検出 パルスレーザー光源を用いた時間分解(~250fs)／空間分解(~10μm)過渡吸収分光イメージング装置
を開発し、デスクトップ装置の開発、麻薬物質への適用性の実証を行った。

計測フロンティア研究部
門

79

超伝導計測技術 質量分析 応用 超伝導現象を活用した分子検出器を開発し 質量分析 原理的限界を克服する と 成功 計測 研究部超伝導計測技術の質量分析への応用 超伝導現象を活用した分子検出器を開発し、質量分析の原理的限界を克服することに成功。2つの
原子で構成される分子から抗体分子の分析に応用。

計測フロンティア研究部
門

80

非破壊検査用可搬型高エネルギーＸ線
源の開発

カーボンナノ構造体を電子源として用い、単三乾電池でも100keV以上の高エネルギーＸ線を発生で
きる可搬型Ｘ線源を開発した。このＸ線源は、可搬性が高く、必要な時にすぐに非破壊検査等に利用
できるＸ線を発生できる。

計測フロンティア研究部
門

81

シリコン・ウエハ検査システムの高速化お
よび検出限界の向上

超LSIの品質と生産効率の低下をもたらす、化学的機械的研磨処理直後のシリコンウェハ表層の、検
出困難な微小欠陥を非破壊で検出できる新規計測技術を開発した。試作した装置により、1枚数分
のスループットで、理論上深さ80nm程度のクラックを検出できることを確認した。

生産計測技術研究セン
ター

82

応力発光塗膜センサの発光データベース
を構築 橋 亀裂 状 挙

種々の応力条件、ひずみ、ひずみ速度、温度での応力発光データを蓄積し、発光強度から構造物に
生す ず を定 的 逆解析す を 能 本技術を 応 常検 を

生産計測技術研究セン 83
を構築し、橋梁で亀裂の形状と挙動の可
視化

発生するひずみを定量的に逆解析することを可能にした。本技術を用いた応力異常検出システムを
築50年の橋梁に適用し、リアルタイム発光画像から亀裂の形状や変形量分布を可視化できることを
実証した。

ター

実環境下での圧力、振動の計測技術の
開発

大600℃まで動作し300MPa以上の計測が可能な圧力センサ素子を開発した。また、AlN薄膜にSc
を固溶させることで圧電性を5倍以上高めた。さらに、大気中800℃で600時間以上の耐久性を有し

数 広帯 振 が 能

生産計測技術研究セン
ター

84

920℃で0Hz～数MHzの広帯域振動計測が可能なセンサを開発した。
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