
２）情報通信・エレクトロニクス分野
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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

エレクトロニクス研究部門

第２期中期目標期間の主な研究成果

エレクトロニクス研究部門

【研究成果の概要】
・磁気抵抗200%という画期的な高性能を有する酸化マグネシ
ウム（MgO）を用いた新型トンネル磁気抵抗（TMR）素子を開発
・キヤノンアネルバに技術移転して、同社製の製造装置を用い
てMgO-TMR素子を量産する手法を開発
・大阪大学は、MgO-TMR素子のノイズを低減手法を確立
・三者共同で開発されたMgO-TMR素子とその製造技術は生
産ラインに移管され超高密度ハードディスク駆動装置（HDD）
の製品化に世界で初めて成功

【第２期中期計画の内容】
小項目：Ⅱ-2-(3)-② 低消費電力システムデバイス技術の開
発
・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

デバ
上部磁気シールド層

材料を取り込んだ新規デバイスを開発する。

【開発技術の用途】

・ハードディスクの小型・大容量化、低消費電力化を加速
パ 容 ドデ

永久磁石層 永久磁石層

・ノートパソコン用大容量ハードディスク
・デジタルハイビジョン映像録画用ハードディスク
・データセンターの低消費電力化

20 nm 

MgO–TMR素子

下部磁気シールド層
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超高密度HDD用の MgO-TMRヘッド の断面構造

（写真：富士通提供）



スーパーハイビジョン伝送のための超高速光送受技術の開発
ネ トワ クフォトニクス研究センタ 光技術研究部門

第２期中期目標期間の主な研究成果

ネットワークフォトニクス研究センター、光技術研究部門

【研究成果の概要】
InGaAs/AlAsSb半導体超薄膜量子井戸を用いた

サブバンド間遷移素子（図１）で、超高速全光位相

InAlAs or AlGaAsSb 
上部クラッド層

メサ幅：1~3μm

導波路長：150~300μm, 端面：ARコート
SiN層

3周期
AlAsSb

AlAsサ ンド間遷移素子（図 ）で、超高速全光位相
変調効果発見、メカニズムを解明して位相変調効
率の大幅な増大に成功した。また、全光位相変調
効果を用いた低損失の干渉計型の超高速全光
ゲートスイッチを開発、160Gb/sでの無エラーの動

多重結合量子井戸 活性層
d = ~0.5 μm 

InP基板

AlGaAs
2原子層

InGaAs

InGaAs

AlAs
ゲ イッチを開発、 無 ラ 動
作に成功した。さらに、 NHKと連携して、この低損
失の超高速全光ゲートスイッチを用いた、86Gb/s
の光時間多重方式の送受装置を開発して、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 図１ 半導体超薄膜量子井戸を用いた光素子

InGaAs/AlAsSb
サブバンド間遷移(ISBT)素子の構造

量子井戸の
高分解能断面透過電子顕微鏡像

送受実験 成
た（図２）。

【第２期中期計画の内容】
小項目：Ⅱ-3-(3)-① 大容量光通信技術の開発

86 Gbps光多重信号

43 Gbps光多重分離信号

①
・半導体ナノ構造を用いた160Gb/s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。

【開発技術の用途】

光信号波形

・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に適用
する。
・低消費電力の光パスネットワーク型のLANでの大

光信号多重 光信号多重
ハイビジョン２ch信号
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図２ 光時間多重方式によるスーパーハイビジョン送受実験

容量伝送へ適用する。 ハイビジョン２ch映像

光信号多重
装置

光信号多重
分離装置

イ ジョン 信号



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
デジタルヒューマン研究センター

第２期中期目標期間の主な研究成果

デジタルヒ ン研究センタ

【研究成果】
身体地図機能を有する事故サーベイランスシステ

ムを開発し、３年間で約8,000件の事故情報を蓄積し
た。この情報をWEB検索サービスで公開するとともに、た。この情報をWEB検索サ ビスで公開するとともに、
この情報から傷害部位検索するシステムを開発し、
公開した。また、非接触型位置センサとの密着型筋
電センサで800人の行動データを蓄積し、確率的モデ
リング技術で、潜在的なリスクを可視化、提示するシ
ステムを開発した これらは 企業での安全製品開

身体地図機能を有する傷害サーベイランスシステム
(約8,000件のDB・学術誌２編)

ステムを開発した。これらは、企業での安全製品開
発に活用された。アウトカム事例として、(株)パナソ
ニックが熱傷事故に配慮した新しい炊飯器を開発し
た。また、傷害データに基づいて、保護者などに子ど
もの事故情報を提供するアニメーションを作成した。

【第２期中期計画の内容】
小項目：Ⅱ-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
・非接触型センサと人間密着型のセンサによって、行 身体傷害部位の 傷害情報検索サービスリスクコミュニケーション用

http://www.kd-wa-meti.com/

非接触型センサと人間密着型のセンサによって、行
動と生理量を計測することで、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、
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。

身体傷害部位
検索システムの公開
（DL数： 1867 件）

傷害情報検索サ
ウェブページの公開
（アクセス数： 45997 件）

リスク ミ ケ ション用
傷害アニメーション
（100コンテンツ以上）
（企業へのライセンシング）

【開発技術の用途】
・安全な製品開発に資する安全知識提供とリスクア
セスメント
・過去の事故事例に学んだ安全製品の顕彰と市場
創

キッズデザイン賞 金賞
（経済産業大臣賞）
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創成
・製品利用者へのリスクコミュニケーション

（経済産業大臣賞）

【アウトカム】
熱傷事故防止のための改善
スチームIHジャー炊飯器

潜在リスクの可視化技術：
子どもの生活行動シミュレータ
(赤い部分は傷害リスクが高い)



異常行動を見張るソフトウェアを開発 フェロー、情報技術研究部門

第２期中期目標期間の主な研究成果

【研究成果の概要】
セキュリティへの社会的要請から、多数の監視カメラが用い

られる時代になったが、全ての映像を人が監視するのは困難
であり 異常動作を 高速に見落しなく自動検出可能な常時監であり、異常動作を、高速に見落しなく自動検出可能な常時監
視システムの実現が急務である。そこで、CHLAC（立体高次
局所自己相関）特徴法に基づく適応学習型認識方式を用いて
、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が取り纏めているムに行えるソフトウェアを開発した。NISTが取り纏めている
gait(歩き振り)認識のコンペティションデータに対して適用した
結果、従来手法を大幅に上回る世界 高の認識性能であるこ
とが実証された。

図１ 通常の動きの特徴を学習しその分布からの
【第２期中期計画の内容】
小項目：Ⅱ-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
・時空間情報を その意味内容に基づいて圧縮・再構

図１ 通常の動きの特徴を学習しその分布からの
逸脱を測ることで異常動作を高速に自動検出

・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
を支援するシステムなどを開発する。

【開発技術の用途】【開発技術の用途】
・監視カメラ（エレベータ内異常行動検知システムとし
て企業に実施許諾し実用化）
・ビデオの自動インデキシング
・医療福祉やスポーツ分野

米国立標準技術研究所（NIST）の
国際コンペティションデータ

CHLACによって歩き方の
微妙な個人差を正確に識別
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25

・医療福祉やスポーツ分野
・ロボットの視覚など 図２ 動画像からのgait(歩き振り)による人物認識

方式において世界 高性能を実現



組込みシステム信頼性向上のための「組込み適塾」開催 システム検証研究センター

第２期中期目標期間の主な研究成果

【研究成果の概要】
関西経済連合会と、組込みシステムアーキテクト育成プログ

ラム「組込み適塾」を開催した。

システム
アーキテクト

技術の統括ラ 組込み適塾」を開催した。
カリキュラム策定に際して、システム検証研究センターの研究
成果「モデル検査研修コース」教材を提供し、高度技術を産業
界に移転した。また開催のための設備提供を行い、19年度補
正予算による検証クラスタ設置と共に、関西地域の産学官連

組込み適塾

技術の統括
構造の設計把握
開発推進

予算 る検証クラ タ設置 共 、関西地域 産学官連
携拠点を形成した。

【第２期中期計画の内容】

① 数 科学的技法 基づく 検証 図１ システムア キテクト育成

組込みソフト
技術者

小項目：Ⅱ-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

・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 ルの統合的

図１ システムアーキテクト育成

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

術を開発する術を開発する。

【開発技術の用途】

・組み込みソフト開発高度技術者の増加、技術力の向上。
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・産学官が交流し、連携して活動する拠点の形成(図２)。
図２ 組み込みシステム開発に関する連携体制



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 光技術研究部門

第２期中期目標期間の主な研究成果

【研究成果の概要】
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としてオリゴチオフェンおよびフ

pp型半導体材料型半導体材料
VDD

S S S S SS S

布可能な有機半導体としてオリゴチオフェンおよびフ
ラーレン系の新規材料を設計･合成し、ｐ型及びｎ型半
導体特性としてそれぞれ電界効果移動度0.18及び
0.5cm2/Vsを達成した。これらの半導体材料を用いて
塗布プロセスによりCMOSを形成し 塗布CMOSとして

p型

n型

nn型半導体材料型半導体材料

N
Me

VIN VOUT
D
D

塗布プロセスによりCMOSを形成し、塗布CMOSとして
は世界 高の75倍のゲインを得た。

【第２期中期計画の内容】 図１．塗布型有機半導体材料とCMOS回路

n型 N

S

小項目：Ⅱ-2-(2)-③ フレキシブル光デバイス技術の

開発

・次世代のユビキタス情報社会に資するために、印刷

図１．塗布型有機半導体材料とCMOS回路

50

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。

【開発技術の用途】

40

30

20O
U

T
(V

)

高い反転特性
(ゲイン：75)

【開発技術の用途】

・印刷法で作製する大面積／低価格な有機電子回路

20

10

0
50403020100

V
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図２．塗布法で作製したCMOS回路の特性(VDD = 50 V)

50403020100

VIN (V)



トランジスタの極微細化・高性能化 ナノ電子デバイス研究センター

第２期中期目標期間の主な研究成果

【研究成果の概要】
•極微細CMOS LSIの構成に必要な、nチャネルとpチャ
ネルのそれぞれに適したトランジスタを開発

圧縮
ひずみ

引っ張り
ひずみ

ﾒﾀﾙ

<110><110>

電流の
方向ネルのそれぞれ 適したトランジ タを開発

•nチャネルには電流方向に引っ張りひずみを加えたSi
の(110)面を採用pチャネルには電流方向に圧縮ひず
みを加えたSiGeの共に(110)面を採用
•立体構造のマルチゲートトランジスタを試作し、通常 ｼﾘｺﾝｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ ｼﾘｺﾝ

pMOS 制御電極（ｹﾞｰﾄ） 制御電極（ｹﾞｰﾄ）
nMOS

(110)(110) (001)(001)

体構造 チゲ ラ ジ タを試作 、通常
のSi トランジスタに比較して、それぞれ約２倍の電流
駆動力を実現

【第２期中期計画の内容】

位
)

図１．材料・結晶方位・歪みの方向を 適化したCMOS構造

【第 期中期 容】
小項目：Ⅱ-2-(3)-① 次世代半導体技術の開発
•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 0.2

0.25

0.3

0.35

ク
タ

ン
ス

(μ
S) 引っ張り歪み (110面）

2 2x
5
6
7
8

ン
ス

(任
意

単
位

圧縮歪み
SGOI (110)

2 9x

pチャネル

nチャネル

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。

0

0.05

0.1

0.15

相
互

コ
ン

ダ
ク

無歪み

2.2x

0
1
2
3
4

互
コ

ン
ダ

ク
タ

ン
無歪み(100) 

2.9x

【開発技術の用途】

・32 nm以降の極微細世代の高性能・低消費電力LSI
を構成する技術

0
-0.5 0 0.5 1 1.5 2

ゲート電圧 (V)
0-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5

ゲート電圧(V)

相

図2 通常のSi トランジスタに比較して pチャネル
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⇒ 情報処理機器の低消費電力化・高性能化
図2．通常のSi トランジスタに比較して、pチャネル、
nチャネル共に２倍以上の電流駆動力を実現



暗号モジュールの安全性評価手法の国際規格化 情報セキュリティ研究センター

第２期中期目標期間の主な研究成果

【研究成果の概要】

暗号モジュールの物理解析攻撃に対する安全性評価手法の

国際規格策定のための標準評価環境を構築し、国内外の70を

超える研究機関に配布し当該研究分野を活性化を進めた。同時超える研究機関に配布し当該研究分野を活性化を進めた。同時

に米国国立標準技術研究所NISTとの共同研究を行い、国内で

は電子政府で利用する暗号技術を評価するための経産省と総

務省の合同プロジェクトCRYPTRECにおいても、我々の研究が

重要な役割を担っている重要な役割を担っている。

【第２期中期計画の内容】

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

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

図1 プロジェクトの概要

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。

【開発技術の用途】【開発技術の用途】
・国際規格ISO/IEC19790，24759改訂への貢献

・セキュリティ製品の評価・認証制度への評価環境の活用

・電子政府調達暗号アルゴリズム改訂の実装性能評価

IT製品のセキ リテ 強化と国際競争力の向上
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・IT製品のセキュリティ強化と国際競争力の向上

・評価ボード・評価ツールの事業化

・教育ツールの開発による情報セキュリティ技術者の育成

図2 新規開発の標準暗号ボード(製品)とLSI


