
レクチンマイクロアレイの実用化、普及化

マ カ 開発やバイオ医薬品

■糖鎖医工学研究センター

20102010
ＴＲプロジェクト成果：細胞分化判別に関わる特許海外出願

マーカー開発やバイオ医薬品
開発、細胞評価技術を通じ ラ
イフ分野の産業化を促進する
「ソリューション・テクノロジー」

20092009

20102010
iPSプロジェクト開始：レクチンアレイをiPS等幹細胞の評価に

幹細胞工学研究センターと糖鎖プロファイルでユニット連携

糖鎖マーカー、診断
キット開発の加速化

20092009

ＴＲプロジェクト開始：成育医療センターに糖鎖関連技術移転

ＴＲプロジェクト成果：細胞分化判別に関わる特許国内出願

ＭＧプロジェクト成果：肝線維化糖鎖マーカーをプレス発表

専用スキャナー・レクチンアレイを（株）モリテックスより販売

（株）モリテックスへデータ比較解析技術指導

20072007
技術移転・成
果普及を加速

ＴＲプロジェクト開始：成育医療センターに糖鎖関連技術移転

（株）モリテックスと特許実用化共同研究を開始

ＭＧプロジェクト：糖鎖マーカー探索システム開発を開始

20052005 糖鎖プロファイラー装置特許出願

レクチンアレイシステム開発に成功、論文・新聞発表

レクチンマイクロアレイとエバネッセント波
蛍光励起型スキャナー「SC-Profiler」

＋生体試料の糖鎖プロファイリング技術開発

（株）モリテックスとアレイスキャナ 共同研究開始

糖鎖プロファイリング・アレイ作成基本技術の特許出願
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20032003
（株）モリテックスとアレイスキャナー共同研究開始

SGプロジェクト：レクチンアレイ作成に向けた研究開発開始
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新型アミノ化試薬とその応用技術の製品化
■ゲノムファクトリー研究部門
（現・生物プロセス研究部門）

試薬会社 と海外試薬販売に関して交渉中 遺伝子解析、診断に利用

(株）DNAチップ研究所よりDNAチップ（ConPath 
Chi )の遺伝子解析受託事業開始

ＤＮＡチップ

20072007
Chip)の遺伝子解析受託事業開始

海外における試薬の性能評価
NH

20062006

(株）DNAチップ研究所、東レ(株）より新型アミノ化試
薬を利用したDNAチップ（3D-Gene)を販売

シグマ社と国内オリゴ合成のライセンス契約を締結

ＤＮＡチップ

ＤＮＡチップ、
ビーズアレイ等
（基板上に搭載）

標識核酸

蛍光、ビオチン等

シグマ社と国内オリゴ合成のライセンス契約を締結
（一般向け受託オリゴ合成開始）

ＤＮＡチップ用プローブとしての性能評価

（基板上に搭載）

応用

20052005
第一世代アミノ化試薬を開発

合成コストを抑えた第二世代アミノ化試薬を開発

オリゴヌクレオチド

NH2

20042004
第 世代アミノ化試薬を開発

民間企業（３社） と共同研究開始 合成オリゴプローブ

オリゴヌクレオチド
（遺伝子ごとに異なる配列）

合成

20032003
新規アミノ化試薬の開発研究を開始

アミノ基

試薬単体開発NH2
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タンパク質ディスオーダ予測法の製品化
■生命情報科学研究センター （現・生命情報工学研究センター）

POODLE-I（POODLEの統合システム）をWeb公開
タンパク質立体構造解析

などの実験を支援

POODLE-I（POODLEの統合システム） でCASP8に
20092009
20102010

POODLE I（POODLEの統合システム） でCASP8に

参戦し、高評価を得る

20072007
20082008

国立遺伝学研究所に提供

POODLEを用いてCASP7（国際的なタンパク質立体

構造予測コンテスト）のディスオーダ予測（DR）部門に

20072007
ウィスコンシン大学の評価実験でも高評価

構造予測コンテスト）のディスオ ダ予測（DR）部門に

参戦し、高評価（DR部門の総合2位、長いディスオー

ダ領域予測で1位）を得る

POODLEをWeb公開し POODLE LのWindows版 http://mbs cbrc jp/poodle/

20062006
POODLEをWeb公開し、POODLE-LのWindows版

を販売

POODLE（-W：配列全体、-L：長いディスオーダ領域、

http://mbs.cbrc.jp/poodle/

-S：短いディスオーダ領域）を開発

（株）ファルマデザインと共同研究開始

タンパク質デ スオ ダ予測法の開発研究を開始

正常プリオンタンパク質PrPC20052005
タンパク質ディスオーダ予測法の開発研究を開始 N末のディスオーダ領域

（立体構造を形成しない領域）は
モデリングして付加（青で示した）

20042004
POODLE:Prediction Of Order and Disorder by machine LEarning 
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家庭用血圧計を応用した動脈硬化計測技術の開発
■人間福祉医工学研究部門
（現・ヒューマンライフテクノロジー研究部門）脈波特性附帯機能に関する薬事申請（予定）

家庭で簡単に動脈硬化度を測定し、動脈
硬化や脳卒中の予防に役立てる

（現 ンライ テク ジ 研究部門）

20102010
脈波特性附帯機能に関する薬事申請（予定）

血圧計としての薬事承認を取得

研究用計測装置として(株)志成データムより

20082008
病院等と連携しながら実測データを拡充

20072007
計測装置を試作し、国際福祉機器展とビジネ

スEXPO札幌に出展

研究用計測装置として(株)志成デ タ より

製品化

血管の硬さの違いを評価する新しい指標を、

上腕血管モデルや生理学実験に基づいて開

スEXPO札幌に出展

20062006
発し特許を出願

血圧測定時の脈波パターンが、血管が硬い

場合と柔らかい場合で異なることを確認

20052005
場合と柔らかい場合で異なることを確認

（株）志成データムとの共同研究で家庭用血

圧計の原理を応用した動脈硬化測定法の開 血圧測定時に得られる脈波の
違 を特徴づ る指標を開発

発を開始
20042004

違いを特徴づける指標を開発
し動脈硬化を評価
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ヒト遺伝子アノテーション統合データベース H-InvDB

基礎研究と創薬をはじめとするペ ジ参照数15 2万ペ ジ/月（平成21年度）

■生命情報解析研究センター
（現・バイオメディシナル情報研究センター）

アノテーション：遺伝子の領域を確定しその機能に関する記載を与えること

基礎研究と創薬をはじめとする
バイオ産業の各分野に幅広く貢献

ページ参照数15.2万ページ/月（平成21年度）

主なアノテーション項目
遺 構造

特徴

20102010
新のcDNA情報を追加したH-InvDBリリース

７.0を公開

機能未知cDNAの発現頻度と比較ゲノムによ

る機能推定を追加

遺伝子構造
選択的スプライシング
タンパク質の機能
機能性ＲＮＡ
立体構造予測

ヒトの全遺伝子と転写産

物を対象に、バイオイン

フォマティクス技術を用い

た解析と専門家による精

20082008
新規機能の追加： 横断検索ツールの公開、

20062006

立体構造予測
酵素・代謝経路
細胞内局在
タンパク質間相互作用
遺伝子発現パターン
遺伝子多型

た解析と専門家による精

査を加え、世界 高水準

のアノテーションを提供。

解析ツールHEATの公開

ヒト遺伝子のアノテーションと統合データベー

スに関する研究論文発表

遺伝子多型
進化・比較ゲノム情報

関連データベース
H-DBAS, GTOP, 
H-ANGEL, VarySysDB,表

20042004
ヒト完全長cDNAの統合データベースとしてH-

InvDBリリース１を公開

Evola, G-compass,
LEGENDA, HEAT

20022002 世界の約120人の研究者によるヒト完全長

cDNAアノテーションのためのH-Invitational

ジャンボリー開催

H-InvDB トップ
ページ

ゲノムブラウザ G-integra
20012001

ジャンボリ 開催
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糖鎖構造解析ツール(SGCAL)の開発
SGCAL:Structural Glycomics Calculation System 

糖鎖医工学センタ とのDB連携

■生命情報科学研究センター
（現・生命情報工学研究センター）

20072007
計算と実験の融合によ

る糖鎖構造解析
国際バイオ EXPOに出展

量子化学計算による断片化規則の抽出

糖鎖医工学センターとのDB連携20082008

糖鎖構造解析ツール(SGCAL)の公開

2 000の糖鎖構造のシミュレーションを完了

国際バイオ EXPOに出展

20062006
質量分析実験（糖鎖工学センター）との比較・

検証

2,000の糖鎖構造のシミュレーションを完了

20052005
計算科学解析による糖鎖構造評価

糖鎖断片化パタ ン解析方法特許出願

Webベース断片化解析ツールの開発開始

20042004

糖鎖断片化パターン解析方法特許出願

東京大学と糖鎖断片化解析の研究を開始

20032003 糖鎖エンジニアリングプロジェクトに参加

計算による網羅的糖鎖構造計算を富士通（株）

と研究開始

20032003
糖鎖構造解析ツール

糖鎖エンジニアリングプロジェクトに参加
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グルコースイソメラーゼによる果糖の工業化に成功

■生物機能工学研究部門
（旧工技院生発酵研究所）2007年度異性化糖の生産は117万トン
（現・生物プロセス研究部門）

清涼飲料、冷菓等の70%で用い

られる異性化糖の製造技術を発
（ 年度 清涼飲料国内出

1971年以降、参松工業に加えて東海糖業、長瀬産業、
ナガセ生化学工業、合同酒精、三和澱粉工業、

（日本スターチ糖化工業会統計）

明（2006年度 清涼飲料国内出
荷高： ３兆6,542億円 全国清涼飲

料工業会統計）

、 精、 澱粉 、
サルジミル社（インド）、アニルスターチ社（インド）に実施。
関連特許による総特許収入は14億円。

コカ・コ ラで採用されたことで

Standard Brands Inc.（現Nabisco）に再実施権付きの

農芸化学会奨励賞を受賞1970
コカ・コーラで採用されたことで
日本国内でも広く認知

1966

参松工業に優先実施権を許諾し 参松工業は

（現 ） 再実施権付
独占実施契約を締結。FDAの審査を経て1969年より
生産を本格化。国有特許の輸出第一号。

1965 酵素（グルコースイソメラーゼ）によりブドウ糖から果糖を

参松工業に優先実施権を許諾し、参松工業は
千葉工場で相当の生産実績を上げる

異性化糖が含まれる製品

キシロースを含む栄養源の中で生育する微生物を探索

1965
工業的に生産する方法に関する２件の特許出願

イソメラーゼを効率的に生産する放射菌

1960 酵素法による異性果糖製造技術確立に着手

15



血圧上昇を抑えるペプチドの開発

■生物機能工学研究部門
（旧工技院生命工学工業技術研究所）

－カゼインドデカペプチド－

カゼインDP（国内）、C12 peption（海外）として販売中2010

Nutr Award受賞（C12 peption)

（旧工技院生命工学工業技術研究所）
（現・バイオメディカル研究部門）

C12の販売、欧米中に広がる

安全・安心な食用資源を原料

p p2010

海外技術移転 （DMV International社）
C12 peptionとして販売

Nutr Award受賞（C12 peption)

2005
とした新しいアプローチで
特定保健用食品の市場を開拓

通産大臣表彰

市村学術賞

p p

健康食品市場（規模5500億円）の
パイオニア的存在

化学・バイオつくば賞

表

血圧調整機能表示が許可された

パイオニア的存在
血圧調整機能特保は200億円市場

1995
特定保健用食品ペプティオドリンク（カネボウ）

カネボウ（現クラシエ）と共同研究
Angiotensin I Angiotensin II

作用メカニズム

血圧調整機能表示が許可された
特定保健用食品の第一号

ACE阻害効果のあるペプチドに関する
5件の特許出願

安全 安心な食用資源からの生理活性物質探索

Angiotensin I Angiotensin II
★強い血圧上昇作用

ACE：ダブルで血圧上昇に寄与する酵素

ブラジキニン
★血圧降下作用

分解・不活性化

抑制

安全・安心な食用資源からの生理活性物質探索
★血圧降下作用

血圧上昇の抑制
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テーラーメード医療を目指した自動化ゲノム検査技術

■セルエンジニアリング研究部門
（現・生物プロセス研究部門）

特定構造のDNA断片と結合する磁気ビーズ
（構造ごとに異なる蛍光を発する）を用いて （現 生物プ セス研究部門）

個人の体質に合わせて副作用が
少なく効果的な医療を実現するた
めに、医療現場での低コスト自動

検査を実現する
プレシジョン･システム･サイエンスと
実用低 ト装置 関する共同研究開始

（構造ごとに異なる蛍光を発する）を用いて、
目的のDNA構造を高速自動処理で検出

2007 検査を実現する

関連特許出願

実用低コスト装置に関する共同研究開始

2005
異なる磁気ビーズに異なるDNA

1度に複数の検査を実行

プレシジョン･システム･サイエンスと2003

プレシジョン･システム･サイエンスと実施契約

京都大学、戸田工業等と磁気ビーズ改良2002

シジョン シ テ サイ ン
実用化に関する共同研究開始

2003

プロトタイプ自動化装置
遺伝子検査・診断市場

（2015年、1500億円以上）
シード・プランニング2006年8月調べ

と使用方法に関する共同研究
2002

関連特許出願 センターでの検査 患者中心の医療の実現

2001 プレシジョン･システム･サイエンス、山之内製薬、
日立ソフト、徳島大学等と共同研究を開始

基本特許出願1999 診療現場での
オンサイト検査

結果が出るまでに
2、3日以上を要す
る
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20082008
シグ ド 社（米国）と試薬販

ＤＮＡチップの生産性を向上させる技術の開発

■ゲノムファクトリー研究部門
（現・生物プロセス研究部門）

20072007

008008
シグマアルドリッチ社（米国）と試薬販
売のライセンス契約を締結
市場規模：300億円

新しいアミノ化試薬に
よって、ＤＮＡチップの
生産性が大幅に向上

DNAチップ研究所、東レ(株）より新型アミノ化試薬を利用

(株）DNAチップ研究所よりDNAチップ（ConPath Chip)
を販売

20062006
(

したDNAチップ（3D-GeneTM)を販売

シグマアルドリッチジャパン社と国内ライセンス契約を締結 ＤＮＡチップに搭載
（国産高品質DNAチップ）

3D-Gene(6,000本)

第 薬を 特

ＤＮＡチップ用プローブとしての性能評価、合成会社への技

術移転開始
応用

20052005
第一世代アミノ化試薬を開発（従来品に比較し反応性、
精製効率が向上 特許出願）

第二世代アミノ化試薬を開発（特許出願）

NH2

合成DNA
20042004

精製効率が向上。特許出願）

民間企業（３社）と共同研究開始

合成DNA

精製時間 半減
歩留り率の向上

20032003
新規アミノ化試薬の開発研究を開始 合成DNAを貼り付ける

“糊”の役割の試薬を開発
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国際標準共同研究開発事業

誰にでも見やすく、わかりやすいアクセシブルデザイン
■人間福祉医工学研究部門
（現・ヒューマンライフテクノロジー研究部門）国際標準共同研究開発事業

「アクセシブルデザイン技術」
誰にでも見やすくわかりやすい

視覚表示の実現へJIS/TR「高齢者の有効視野」制定

JIS/TR「弱視対応の色の組み合わせ」制定

20082008

ISO規格「加齢と色の感度」提案

ISO/TR「人間工学技術資料集」制定

等
， 5P

5Y

5R

5YR5RP

○○駅

JIS/TR 弱視対応の色の組み合わせ」制定

20062006
標準基盤研究

JIS「色の組合せ方」制定

ISO規格「加齢と色の感度」提案

の
案

内
表

示
へ

の
適

用

図１ 識別しやすい色の組合せ表示の例（路線図）

5PB

5B

5BG

5G

5GY

△△駅

20042004

標準基盤研究

「弱視者の色覚」

JIS「加齢と色の感度」制定 設
，

病
院

の
ザ

イ
ン

現
場

図 識別しやすい色の組合せ表示の例（路線図）

20042004

標準基盤研究

JIS「 適文字サイズ」制定

JIS「加齢と色の感度」制定

公
共

施
設

デ
ザ

20022002
標準基盤研究

標準基盤研究

「高齢者の有効視野」

図２ 案内表示への適用例（羽田空港）
表示が見にくいことによる

不便や危険
「加齢と 適文字サイズ」

不便や危険

高齢社会対応技術の開発
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ＮＥＢ社（米国）がレポータアッセイ

ウミホタルの光で生体情報を解析する技術

■生物プロセス研究部門

20102010
社（米国）がレポ タアッセイ

法を世界市場へ向け販売

ウミホタル発光系を用いた新規ガン近赤

外光 ジ グ法を開発

ノーベル賞の基礎ノーベル賞の基礎
研究成果が製品化研究成果が製品化

アトー社（日本）が遺伝子・基質の販売20092009

外光イメージング法を開発 製
品

化

され世界販売され世界販売

ウミホタル発光系に用いる灌流培養装置、

イムノアッセイを複数社と共同研究を実施

20082008 ３つの用途（レポータアッセイ、イムノアッセイ、

イメージング）のための１４のパテント、代表例、

ウミホタル発光系を利用したハイスル プット

開発したプロー
ブで、生体深部
の可視化に成功

20062006

・ウミホタル発光系を利用したハイスループット

レポータアッセイ系の開発

・ウミホタル発光系を利用したイムノアッセイの

開発

の可視化に成功

応
用

20052005

20062006
ウミホタル発光基質の新規合成法の特許出願

開発

基

20022002 ウミホタル発光タンパク質遺伝子の特許出願
下村脩博士がノーベル賞に
繋がる基礎研究を行った

「ウミホタルの光」

盤
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超音波３次元タグの製品化と事故予防への貢献

20092009 人間や物体の3次元位置を20092009 cmオーダで計測し、事故防
止などに役立つシステム

特別養護老人ホームにて３年間の継続

利用（認知症高齢者の見守り技術）

人間行動理解研究分野貢献

（ 究機関採 ）
20072007

（27研究機関採用）

子どもの事故予防への貢献

（NHKスペシャル）

1350個（センサ数）販売 （2005.12）

ロボットPaPeRoに搭載（愛知万博）

20052005

ロボットPaPeRoに搭載（愛知万博）

製品のシリーズ化（4製品）

20012001

005005

超音波式３次元タグの計測原理考案

（株）古河機械金属との共同研究

とプロトタイプの試作
生活環境での物体の3次元移動経路の確認
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感性評価構造のモデル化と高付加価値製品開発

20092009 フィ トネス効果による体形変化シミ レ 感性評価構造モデルに基づいた

■デジタルヒューマン研究センター

20092009 フィットネス効果による体形変化シミュレー
ションと体形の印象シミュレーションに基づく
健康支援サービスを、日本ユニシス(株)と共
同開発

感性評価構造モデルに基づいた
高付加価値製品・サービス開発へ

20072007
顔画像とメガネの組合せが与える印象を推
定し、スタイルにあったメガネを推奨する

健康支援サービス
日本ユニ
シス(株)

マウス操作の感性評価構造と手の寸法個人
差に対応したユニバーサルデザインマウス

20072007
サービスを、（株）シャルマンと共同開発

差に対応したユ バ サルデザインマウス
を、コクヨS&T（株）と共同開発

本人属性・同伴者・状況に応じた 適な携帯
映画推奨サ ビスを （株）KDDI研究所と共

ユニバーサルデザインマウス
"Just One"

ク S& (株) 発売

メガネ推奨システム
(株)シャルマン

ベイジアンネットソフトで顧客のモデル化を行
うベ デ イズ（株）を設立 数

映画推奨サービスを、（株）KDDI研究所と共
同開発、実用サービス実験を開始

コクヨS&T(株)   2006.12発売

携帯による映画

うベンチャー、モデライズ（株）を設立、数百
万人分のデータからのモデル化に成功

評価グリッド・ベイジアンネットによる独自の20052005
Bayonet ライセンス・販売・受注
累計 8,500万円（2007.5現在）

携帯による映画
推奨サービス
(株)KDDI研究所

「感性評価構造モデリング技術」を確立20052005
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セラピー効果を持つロボット、パロの医療機器化

精神 療 貢献
パロ、日本国内にて約1300体の販売。デンマークでは

■知能システム研究部門

精神医療への貢献
ロボット産業の活性化

、 本国 約 体 販売。 ク
200名超がパロ・セラピストの免許を取得、約100か所で
利用され、同免許制度はオランダ、ノルウェー等でも導入

アメリカFDA（食品医薬品局）が、パロを医療機器に認定

20102010

デンマークの国家プロジェクトでパロを評価。その結果、
パロの免許制度により本格的導入開始（2008年12月）

アメリカFDA（食品医薬品局）が、 を医療機器に認定
（2009年9月）、同12月から販売開始

ドイツ、イタリア、フランス、スウェーデン、デンマーク、タイ、

パロの免許制度により本格的導入開始（2008年12月）

デンマークの高齢者向け施設にて欧米向けにCE、RoHS、UL、MET等の安全認証取得

20052005 「パロ」の販売、メンテナンスのために産総研発ベンチャー
(株) 知能システムを設立、パロの販売を開始

イツ、イタリア、 ラン 、 ウ デン、デン ク、タイ、
アメリカなどで、セラピー効果の研究や試験導入

20002000 国内外の高齢者向け施設、脳神経系病院、研究所等で

の臨床試験により、セラピー効果の検証

(株) 知能システムを設立、パロの販売を開始

19951995 メンタルコミットロボットの研究開発
• ユビキタス面触覚センサ
• 音声認識機能（多言語対応）

アメリカ・ワシントンDC、VA（退役
軍人省）メデ カル センタ にて• 音声認識機能（多言語対応）

• おしゃぶり型充電器（意匠登録）
軍人省）メディカル・センターにて
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高機能3次元視覚システム製品化と新規応用分野の開拓

人間 高度な作業を支販売実績（30社以上に出荷 4 000万円以上の売上）

■知能システム研究部門

人間の高度な作業を支
援する多様なシステム

の開発に貢献

販売実績（30社以上に出荷、4,000万円以上の売上）

新規応用分野（車載、セキュリティ用途等）の開拓
20062006

販売実績（15社以上に出荷 2 000万円の売上）20052005

他社ハードウェアとのタイアップ商品の出荷、
新アルゴリズム(3次元物体検出)の開発

販売実績（15社以上に出荷、2,000万円の売上）

プリント基板画像認識システム、相関法による3次元

計測システム 汎用認識システム等の製品化

20052005

ベンチャー設立（アプライド・ビジョン・システムズ）

計測システム、汎用認識システム等の製品化

20042004
道路上での3次元物体検出

高機能3次元視覚（VVV）：大規模ソフトウェアシステ

ムの整備：（多数の企業との共同研究を含む）

19901990
画像による3次元計測、3次元認識、3次元実時間追

跡技術 セルフキャリブレーション19901990 跡技術、セルフキャリブレーション
ステレオカメラシステム

（他社製品とのタイアップ商品）
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数理的システム検証技法の個人スキルアップと組織への導入
■システム検証研究センター

関経連との共同による高度人材育成プロ

（株）システム検証研究所（研修コ ス運用

グラム『組込み適塾』 の事業化検討開始

情報家電分野への実用化へ20072007 ソフトウェアの上流（仕様書）～
下流（ソースコード）の検査手法

を産業利活用化

20052005

（株）システム検証研究所（研修コース運用、

コンサルテーション）のスピンアウト

モデル検査実用ノウハウのマニュアル化

を産業利活用化

20052005

技術者向け研修コ スの研究開発（コ ス

（検査コストの見積もりが可能に）

コンサルテーションの核に

技術者向け研修コースの研究開発（コース

無料試行開催17回、受講者75名）

デ 検査手法を 場 使うため ウ20032003 モデル検査手法を現場で使うためのノウハ

ウ、手法を研究開発

自動検証技術（特に モデル検査に着目）

企業（各社）との共同研究：モデル検査手

法のソフトウェア開発工程への導入実験

システム検証研究センターが自動検証技術（特に，モデル検査に着目）

の研究を開始19971997
システム検証研究センターが
開発した日本初のモデル検査
技術解説書
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ロボ ト新産業 向けて
現在、多数のロボットプロジェクトで開発プラット

フ ムとして利用されている

RTミドルウェア（世界標準仕様に基づくロボット用ミドルウェアの提供）
■知能システム研究部門

ロボット新産業へ向けて
ソフトウェア共通基盤を提供

フォームとして利用されている

さまざまな

ユーザ指向ロボットシステム

2008年4月OMG公式仕様発行

OpenRTM-aist-1.0.0リリース20102010

OpenRTM-aist-0.4.0リリース

さまざまな
ユーザのニーズ

あれをとっ
てくれる
ロボットが
欲しい！

UCROAUCROA

ロボット技術モジュール群

統合技術

規範 仕様

2008年4月OMG公式仕様発行

20062006 OMGにて標準原案採択 RTミドルウェア

規範・仕様

対人サービスロボット
サイバネティック

ヒューマン

ユ ザのニ ズユ ザのニ ズ

ユーザのニーズユーザのニーズ

ユーザのニーズ

ユ ザのニ ズユ ザのニ ズ

ユーザのニーズユーザのニーズ

ユーザのニーズ

NEDO万博プロジ クトで利用（講習会２回）

OpenRTM-aist-0.2.0リリース

(100件以上の配布、講習会４回) さまざまなロボット技術シーズ
物流支援ロボット

ユーザのニーズユーザのニーズユーザのニーズユーザのニーズ

RTミドルウェアをベースにしたユーザ

20042004 ・NEDO万博プロジェクトで利用（講習会２回）

・その後、多数のロボットプロジェクトで利用が始ま

る

主導のロボット開発プロジェクトの実施

日本ロボット工業会

で制定されたRTミド

20022002
OMG: Object Management Group、非営
利の フトウ ア標準化国際団体

NEDO RTミドルウェアプロジェクト実施

RTM0.1.0リリース
で制定されたRTミド

ルウェアのロゴ

20022002 利のソフトウェア標準化国際団体
OpenRTM: 日本ロボット工業会で合意され
たロボット用ミドルウェアのフレームワーク

実施

(FY2002-FY2004)
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画像特徴抽出法HLAC/CHLACの実用化と多分野への展開

多くのニーズがありながら実現が困難であった

多様な画像認識システムの開発が多分野で加速

■フェロー（大津）、情報技術研究部門

20092009
適応学習型認識方式により、

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 ウ を開発療分 ポ 分 等 新規応

多様な画像認識システムの開発が多分野で加速

パナソニック（株）と共同研究（動作解析応用）

行えるソフトウェアを開発医療分野、スポーツ分野等、新規応用

分野への展開（共同研究）

ここまで情報開示１２件、実施許諾４件、特許 検出値

20082008
ここまで情報開示１２件、実施許諾４件、特許

新規出願１２件、プログラム登録６件、取材・

報道３０件、学会賞８件（いずれも概数）

20072007 プレス発表 カメラ映像から異常動作をリ

異常動作（こじ開け）
異
常
動
作

20072007

（株）日立製作所に実施許諾（エレベータ内

プレス発表：カメラ映像から異常動作をリ

アルタイムで自動検出するソフトを開発
通
常

20062006
ベンチャー設立（融合技術研究所）

（株）日立製作所に実施許諾（エレベ タ内

異常行動検知システムとして実用化）
時間

常
動
作

20052005 プレス発表：人および動作の認識方式で

世界 高性能を達成
HLAC（２次元画像）をCHLAC（動画像）に拡張

CHLACによる異常動作のリアルタイム検出
通常の動きの特徴を学習しその分布からの

通常動作

19911991 HLAC: 科学技術庁第２０回注目発明

HLAC（２次元画像）をCHLAC（動画像）に拡張 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

27



MEMSデバイス開発、ナノインプリント技術の
■先進製造プロセス研究部門

デスクトップナノファクトリ

平成19年度 売り上げ１億円を目標

20082008 コンサルティング、パートナ連携事業を展開 研究開発型フレキシブ
ル製作システムの開発

販売実績初年度6,000万円（デスクトップナノインプリ

20072007 デスクトップ小型ロールインプリント装置を開発

2005年10月

,
ント装置およびナノ金型）

20062006

20052005
ベンチャー設立（Nanocraft Technologies）

デスクトップナノファクトリ、ものづくり日本大賞受賞

迅速な試作による先行者利益の確保
クリーンルーム不要

20042004

地域新生コンソーシアムプロジェクト

ガラス用ナノ金型の製造技術確立（エリオニクス、東

成EB、SCIVAX等との共同研究）20042004
企業とのインプリント技術開発
（三井物産ナノテク事業部）

デスクトップファクトリの概念提唱
デスクトップナノインプリント装置
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■デジタルものづくり研究センター

加工技術データベースの構築、公開、普及と維持

中小製造業の加工技
術力強化に大きく貢献

ユーザ登録者 10,000名以上（2010年3月末）

ユーザアンケート：回答者の95％が「役立つ」と評価

20102010
12000

10 959 ユ ザ10 959 ユーザー

各地の公設試験研究機関、商工会議所、協会、業
界団体、産総研地域センター、産学官連携推進部

ザアンケ ト 回答者の ％が 役立 」と評価
10000

8000

6000ザ
ー

数

DB利用パスワードの取得者数
10,959 ユーザー

H22年3月末
10,959 ユーザー

H22年3月末

その他

門等と連携した普及活動（普及セミナー、講演会等）

20072007
ユーザアンケート：回答者の93％が「役立つ」と評価

6000

4000

2000

ユ
ー

ザ

加工ＤＢ

個人
2%

教育・研究機関
2%

学生
1%

未記入
3%

その他
1%

公的機関
5%

大企業

30%

中小企業

56%

利用者内訳
平成21年8月末利用者数 10,104

ユーザ登録者の増加

ユーザアンケート：回答者の88％が「役立つ」と評価

企業現場における有効性評価、活用事例収集

0
H15 年度 H16 年度 H17 年度 H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度

20042004
ユ ザアンケ ト：回答者の88％が「役立つ」と評価

加工技術データベースをインターネット上に公開

（ユーザー登録制、無料）

・NEDO／中企庁PJ「ものづくり・IT融合化推進技術
の研究開発」にて産学官専門家の連携体制によ
り主要15加工法のデータを集積

15加工法の加工技術データベース

インターネット無料公開

20012001
り主要15加工法のデ タを集積

・ユーザニーズ調査に基づき内容と機能を設計
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電子状態計算プログラムの開発と実証

20102010
■計算科学研究部門
（現 ナノシステム部門（計算科学領域））20102010
独自シミュレーション技術を
利用したデバイス・バイオ

機能開拓へ

ESM,FEMTECK: リチウム電池へ適用

Gbstudio: 水素吸蔵材料研究開発へ適用

機能開拓へ
ESM : 燃料電池の電極反応へ適用

QMAS: 機能性酸化物界面への適用

20072007

FEMTECK : 燃料電池のイオン交換膜へ適用

MPdyn,FMO : 医薬品のDDS開発へ適用

MPDyn: 古典分子動力学プログラム AISTにて開発

FEMTECK : 燃料電池のイオン交換膜へ適用

FMO : 2万原子の分子軌道計算（SC|05**で受賞）

グ

FEKTECK: 有限要素法による実空間DFT法。2000年前後からAISTにて開発

燃料電池中のナフィオン膜中の

20022002

QMAS : 平面波基底PAW法汎用プログラムの開発

FMO : 世界ソフトGAMESS※から公開

**スーパーコンピューティング国際会議
燃料電池中のナフィオン膜中の

プロトンのグロタス機構による移動

FMO: 分割再構成する事による巨大分子用全電子量子化学計算法。
2000年前後からAISTにて開発

20022002

OpenMX : 無償公開

FMO : 世界ソフトGAMESS から公開

※GAMESS：無償公開されている分子軌道計算のソフトウェア

OpenMX: 局在基底オーダー(N)DFT法 AISTにて開発

OpenMX : 無償公開

オーダ(N)法によるアルミニウム表面上の
カーボンナノチューブ差電子密度(OpenMX)

DFT法：密度汎関数法
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