
簡易型超音波エコー装置の開発と製品化

簡易型超音波エコー装置の
在 産 食 検 開発と非医療分野への応用現在、九州地域において畜産分野（食肉検査）

への応用を検討中

ベンチャーが第６期に、第５期までの売上総額20092009
20102010

超音波粘弾性評価装置「エラストスコープ」を商
品化（年間の問い合わせが４～５件程度、１台

は1億1203万円、他社へのOEM供給も実施20082008
20072007

食肉検査 応 展開

企業との共同研究により粘弾性評価装置を開
発

を販売）

20062006
食肉検査への応用展開

新規ベ チ （株）グ バ を設立

発

ベンチャーキャピタル、エンジェルなどからの投
資（57百万円）により、第三者割当を実施

20052005

超音波粘弾性評価装置（エラストスコープ）

企業との共同研究により携帯型超音波体組成

新規ベンチャー（株）グローバルヘルスを設立
「ユビキタスエコー」販売を開始（13台を販売）20042004

超音波粘弾性評価装置（エラストスコ プ）

評価装置「ユビキタスエコー」を開発

（左）携帯型超音波体組成計（ユビキタスエ20032003
携帯型で低コストな超音波画像計測技術、およ
び生体組織の「やわらかさ」などを計測する技

（左）携帯型超音波体組成計（ユビキタスエ
コー）と（右）美容向けＯＥＭ製品（Shape eye）

20032003
術を開発
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周波数遠隔校正サービスの

周波数の遠隔校正の提供

周波数遠隔校正契約件数 13件（2010年4月現在） 周波数遠隔校正サービスの
実現と産業界への普及20102010 周波数遠隔校正契約件数 13件（2010年4月現在）

周波数遠隔校正JCSS認定事業者 2事業者

MRAのKCDBに遠隔校正のCMC登録（2009年11月）20092009

据置型利用者端末装置（GCET）の開発と商用化実現

遠隔校正用サーバソフト開発とその商用化（2008年）

海外進出企業（蘇州･上海の２事業所）が周波数遠隔校正

周波数遠隔校正用利用者端末装置実
現（周波数国家標準に同期）の開発と
商用化実現

据置型利用者端末装置（GCET）の開発と商用化実現

（2006～2007年）20072007

海外進出企業（中国）への周波数遠隔校正を開始

（2005年8月）

の認定[ASNITE-CAL]を取得（2006年3月）

20052005

国内向け周波数遠隔校正（依頼試験）開始（2005年1月）

（2005年8月）20052005

国内での周波数遠隔校正実証実験（2003～2004年）

［民間企業との共同実験を含む］
20032003

20012001 GPS（全地球測位システム）衛星か
らの信号を「仲介器」として利用
• 衛星搭載の原子時計からの信号を利用

e-traceプロジェクト（NEDO委託開発事業）による時間周

波数遠隔校正システムの開発開始
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省エネルギーシステム、デバイスの熱設計、

分散型熱物性データベースの開発と公開

年間アクセス数 100万件 省エネルギ システム、デバイスの熱設計、
先端材料開発の知的基盤として寄与公開熱物性データ数 1万組

ユーザー登録者数 1700人
(概数、2010年3月末時点)

20102010 100
100

120

20102010
JAXA、東北大の研究者と高温融

体熱物性データ整備の連携開始
(2009年)

9 11 15

42
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件

物質・材料の開発と利用を橋渡
しする分散型熱物性DB

年間アクセス数の推移20082008

青学大重里研と薄膜熱物性DB開

発の連携を開始(2008年)

6 9 11

0

20

H16 H17 H18 H19 H20 H21

ア

年度

20082008

日本熱物性学会とデータベース整

日本熱物性学会にシステムをライ

センス供与、学会DB構築(2007年)

20042004
日本熱物性学会とデ タベ ス整

備における連携を開始(2006年)

インターネット公開開始(2003年)

19971997

産総研研究情報公開データベー

スの課題に採択(2002年～)

19971997
熱物性データベースの開発を開始 専用ソフトウェアInetDBGVによる高熱伝導基板材料の熱

物性データ(熱伝導率)表示
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緊急開発した校正装置による標準供給により、電波法行政に関連する標
ビ 確保

電波行政ニーズに対応した高周波電力標準の緊急開発

準にトレーサビリティを確保

20102010
その後さらに要請に応じて、まず50 GHz→75

20082008

その後さらに要請に応じて、まず50 GHz→75 
GHzの周波数範囲において導波管高周波減衰量

標準を新規開発し、情報通信研究機構(NICT)に
供給して電力レベルの拡大を可能とした

2年度に渡る緊急開発により40 GHz→110 
GHzに周波数範囲を拡張した高周波電力標準

20082008
50-75 GHz 導波管型減衰量校
正装置（2009年2月供給開始）

20062006
を情報通信研究機構(NICT)に供給

電波法改訂に関するNICTからの要望について

両者 協議 緊急標準開発計画を作成

20042004 取替え同時比較校正法と校正装置

（～18 GHz）を開発

50-75 GHz 導波管型電力比較
校正装置（2006年2月供給開始）

両者で協議し、緊急標準開発計画を作成

20022002

（～18 GHz）を開発

校 事業開始jcss 校正事業開始(～40 GHz) 75-110 GHz 導波管型電力比較校
正装置（2006年8月供給開始）jcss：計量法認定事業者制度

52



学分析 大学教育

有機化合物スペクトルデータベースの普及と維持

ラマン分光
3,575

アクセス数 約5,009万件

（2009年度）

化学分析、大学教育、
材料研究等に大きく貢献

20102010

質量分析
24,454

13C NMR
13,457

20002000 データの企業への有償販売

年2回のデータ追加更新

1H NMR
15 218

ESR

20002000
教育用無償提供開始

インターネット公開開始

アクセス数 約40万件 15,218 赤外吸収
52,132

1,999

19901990

アクセス数 約40万件

（1997年）

CD-ROM 供給 50 000 000

19801980

19901990 供給

(1992-2000年)

汎用大型コンピュータに

デ タ集積開始
30,000,000

40,000,000

50,000,000

年度別アクセス件数

19701970

データ集積開始

データベース構築に関する研

究「標準物質データバンク確
10,000,000

20,000,000

究 標準物質デ タバンク確

立に関する研究」を開始
0
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PCB標準物質とPCB分離剤の開発

分析精度管理 簡易分析法確立へ

20102010
分析精度管理、簡易分析法確立へ
の寄与によりPCB廃棄物の適切・
迅速な処分の遂行に貢献

環境省の公定分析法に、校正／

精度管理用としてNMIJのPCB標

準液と鉱物油標準物質が引用

JIS K0464に精度管理用標準物

質として、NMIJのPCB分析用鉱

物油標準物質が引用

20092009

共同研究を実施した民間企業に

よるPCB分離剤の商品化20072007

物油標準物質が引用

NMIJ CRM 7903-aNMIJ CRM 4206-a
よるPCB分離剤の商品化

標準物質開発の過程で開発した

PCB分離剤の特許2件を出願

20072007

「絶縁油中の微量ＰＣＢに関する簡易測定法

NMIJ CRM 7903 a 
PCB/絶縁油等4種類

NMIJ CRM 4206 a 
PCB28標準液等6種類

PCB分離剤の特許2件を出願

PCB分析用鉱物油標準物質の開

発 (4種類)

・「絶縁油中の微量ＰＣＢに関する簡易測定法
マニュアル（第１版）」平成22年1月 環境省

・JIS K 0464-2009 PCBの免疫測定方法通則

20062006

20042004 PCB標準液の開発(6種類)

発 (4種類)

販売実績

2008年：約210セット
PCB分離剤

（Supelclean Sulfoxide 年 約 ット

2009年：約370セット20012001 PCB特措法の施行（～2016）

（Supelclean Sulfoxide
Supelco社)
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ファインセラミックス特性評価手法の工業標準化

機械的特性評価および化学分転動疲労ISO作業原案審議開始

マグネシア化学分析JIS R1688発行

機械的特性評価および化学分
析手法のJIS・ISO化を主導20092009

転動疲労ISO作業原案審議開始

ThermocoupleMain spindle

Loading arm加重レバ

熱電対主軸 ThermocoupleMain spindle

Loading arm加重レバ

熱電対主軸

20072007
加工損傷による強度変化判定方法JIS R1674
発行

窒化ケイ素 炭化ケイ素化学分析JIS R1603

Accelerometer

Dead weight

Oil-bath
Loading arm

Load P

Oil
P

転動疲労によって何が起きるか？

加速度センサー

加重レバー
油槽

重錘

Accelerometer

Dead weight

Oil-bath
Loading arm

Load P

Oil

Load P

Oil
P

転動疲労によって何が起きるか？

加速度センサー

加重レバー
油槽

重錘

室温繰り返し曲げ疲労ISO22214発行20062006

窒化ケイ素、炭化ケイ素化学分析JIS R1603、
1616改訂

P/30

ボールオンフラット試験の優位性

☞試験片（平板）加工が容易

☞試験後の破壊源解析が容易

☞ステップワイズ荷重を適用できる
表面はく離（スポール、ピーリング）

P/30

ボールオンフラット試験の優位性

☞試験片（平板）加工が容易

☞試験後の破壊源解析が容易

☞ステップワイズ荷重を適用できる
表面はく離（スポール、ピーリング）

基準認証研究開発制度（転動疲労）、標準基盤
研究（化学分析）を開始

転動疲労（ボールオンフラット）試験
手法の概要

20052005

室温繰り返し曲げ疲労ISO22214発行20062006

研究（化学分析）を開始

20012001 標準基盤研究（加工損傷、化学分析）を開始

グ19931993 ISO/TC206フ インセラミ クス発足

19931993 室温繰り返し曲げ疲労JIS R1621発行

マグネシア中の非金属不純物の分析
方法概要

19931993 ISO/TC206ファインセラミックス発足
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世界 高水準の精度
（10-16Aの電流計測）で

材料研究・開発・ものづくりを支援するスペクトルデータベースの開発と公開

計測装置 高度化
111スペクトル、83パラメータを

20102010

（ 電流計測）

計測した基準スペクトル
（オージェ）、世界唯一の
高分解能データ集（化学
シフトの誤差が0.01ppm

計測装置の高度化

4物質、約120スペクトルを追

加（オージェ）

追加（16核種対象）（固体NMR）

アクセス数2万5千件/年達成

(2009年度）

誤 pp
以下）（固体NMR）各種スペクトルの計測

データベースの構造設計

加（オージェ）

オージェの例
（NMRのアピール
内容を追加）

20092009

(

2008年10月よりオージェ電子

分光スペクトル公開開始

基準となる高品質データ、必要度の高いデータ

内容を追加）

20092009

2008年1月より固体NMRスペク

分光スペクトル公開開始

14物質、約300スペクトル

20082008
トル公開開始 （10核種対象）

74スペクトル、52パラメータ
NMRスペクトルＤＢ オージェスペクトルＤＢ

使いやすいデータベース
その他適当に追加

産総研研究情報公開データ

ベース(RIO-DB)の課題に採択

(2006年度～2007年度)
材料研究者

物性 究者

半導体産業素材産業

内外のユーザー

学物20062006
(2006年度 2007年度)

物性研究者 ・・・・・・化学物質
安全管理
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熱力学平衡計算ソフトの開発と製品化

新材料開発、プロセス開発、環境問題など、物
質・材料に関する知的基盤として寄与

熱力学データベースの開発、応

用研究などを通して、熱力学に

関する知的基盤を構築整備

20102010
販売数5本。デモ版ダウンロー

ド数150件以上。（2010年3月）

知的基盤整備

熱力学データベース 計算ソフト

20082008 物質・材料に関わる研究に寄与する熱力学の知的基盤

ソフトの有償公開を開始。

（2008年9月）

Gibbs Energy、拡散データなど

熱力学デ タ 計算

平衡状態計算、状態図
非平衡モデリング

20082008
ソフトウェアの開発完了と暫定

版による評価検討を開始

物質 材料に関わる研究に寄与する熱力学の知的基盤

平衡計算アルゴリズムの開発

完了とそれをベースにした熱力

学解析ソフトの開発を開始

20042004
学解析ソフトの開発を開始

熱力学平衡計算のアルゴリズ

ム改善 究を開始20012001 ム改善の研究を開始

熱力学平衡計算ソフトウェア：CaTCalc
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半導体組み立て工程を中心に、製品製造
現場の各種検査 程における高精度 高ス

多焦点撮像ユニット（MFU）の製品化
MFUについて、企業からの問い合

わせ、技術相談などに応じつつ、さ
20102010 現場の各種検査工程における高精度・高ス

ループット検査装置ユニットとして製品化

わせ、技術相談などに応じつつ、さ

らなる高度化（ステレオ法など）、お

よびアプリケーション拡大を検討

中。

20082008
MFUの商品化（仲谷マイクロデバイ

ス社）を実現、展示会（セミコン・

ジャパン’08）に出品。ジャパン 08）に出品。

MFUの商品化に向け、製品開発補

助事業を活用した企業への技術指

導を実施。多焦点撮像装置の特許

実施許諾、および関連特許出願を

行う。

20072007
製品化した多焦点撮像ユニット（MFU）

半導体製造現場ニーズに基づき、

外観検査の高精度化を目指した多
20062006 焦点撮像装置の開発に取り組み、

初の特許出願を行う。

20062006

20052005 半導体検査技術の研究を開始。 MFUで撮影したLSIリードの多焦点画像の例
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