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【中期計画における目標と期待される成果】

・ナノ材料を超微粒子化、溶液化し、それらを迅速に

直接パターニングするオンデマンド製造技術を開発

する。

・必要な時に必要な量だけの生産が可能で、かつ多

品種変量生産に対応できる製造基盤技術を開発す

る。

【平成22年度計画】

・オンデマンド製造技術に関して、レーザー援用イン

クジェット法(LIJ法)や塗布光照射法(光MOD法)など

のソース原料＇ナノインク、ナノ粒子（及び装置要素

技術の開発を行う。

【平成22年度実績】

・ LIJ法では、銀ナノインクの粘度、表面張力を調整し、

線幅を微細化する指針を得た。

・光MOD法では、ナノ粒子ベースの塗布溶液を開発

し、ガラス基板上への導電配向膜や蛍光体配向膜形

成を実現した。

【今後の展開】

・エアロゾルデポジション法(AD)法、LIJ法、光MOD法

などのオンデマンド製造技術を開発し、開発した技術

を核とする先進コーティング技術プラットフォームに

よってコーティングに関するワンストップソリューション

を提供する。

・多品種変量生産の基盤技術については、デバイス

製造に要する資源及びエネルギー消費量を 30% 削

減。

多品種変量生産に対応できる低環境負荷型製造技術の開発 ５－＇１（－①

先進コーティング技術プラットフォーム
(http://unit.aist.go.jp/amri/coating_platform/index.htm

l)

http://unit.aist.go.jp/amri/coating_platform/feature/index.html
http://unit.aist.go.jp/amri/coating_platform/feature/index.html
http://unit.aist.go.jp/amri/coating_platform/feature/index.html
http://unit.aist.go.jp/amri/coating_platform/feature/index.html
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コンパクトな化学プロセスを実現する技術

【中期計画における目標と期待される成果】

・製造プロセスの低環境負荷化・高効率化のため、

様々な技術の開発、融合により、コンパクトな化学

プロセスの実現を目指す。

・特に、機能性化学品を合成する水素化反応にお

いて、有機溶媒を用いず、従来法に比べ150%以上

の反応効率の達成を目指す。

【平成22年度計画】

・水を溶媒として利用する水素化反応において、香料

原料等となるα -アリールアルコールを製造する金属

触媒の開発を行い、従来法に比較して110%以上の反

応速度を達成する。

【平成22年度実績】

・水を溶媒として利用したアセトフェノンの水素化によ

り、香料原料として利用されるα -アリルアコールの一

種である１-フェニルエタノールを合成する金属触媒

の開発を行い、従来法に比較して、有機溶媒を使用

せずに110%の反応速度を達成した。

５－＇２（－③

マイクロリアクター

特異的反応場

膜利用技術様々な基盤・要素技術

融
合 コンパクトな化学プロセス実現

・副生廃棄物の極小化
・有害物質使用を抑制
・水やCO2を媒体に利用
・エネルギー消費効率を高める
・高温高圧短時間の製造プロセス

高圧マイクロ混合反応器

コンパクトな融合
反応システム

【今後の展開】

・さらに研究開発を進め、１-フェニルエタノールを、有

機溶媒を用いず、従来法に比較して130%以上の反

応速度を達成する触媒系を開発する。
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未知遺伝子資源
の利用

大規模酵素ライ
ブラリーの利用

高度な解析

• 難分解性バイオマス分解
• 高い反応速度＇高速（
• 新規物質合成

など

高性能酵素による生産

• ゲノム情報解析
• 高速・高感度活性測定
• 多段階反応検出

など

５－＇３（－①

【中期計画における目標と期待される成果】

・バイオ変換において従来にない特徴を有する有用な酵

素遺伝子を10種以上取得する。

・非可食性バイオマスの分解など、バイオ変換の効率の

向上。

【平成22年度計画】

・多様な環境からのメタゲノムライブラリー＇微生物を

培養することなくDNAをライブラリー化（の構築等に

より、芳香族の水酸化等、市場性の高い酵素を開発

する基盤を構築。

【平成22年度実績】

・メタゲノムの解析により、グルコース耐性が極めて

高いβ -グルコシダーゼを4個、アミダーゼを11個、

また多様なセルラーゼ遺伝子を取得。

【今後の展開】

・既知微生物の高機能化

・バイオマス変換酵素の取得

・高性能酵素による有用物質の生産

有用遺伝子の探索

• 微生物資源の取得
• 有用遺伝子の取得

など

微生物資源や有用遺伝子の探索と機能解明
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【中期計画における目標と期待される成果】

・数ミリメートル角以内の通信機能付きセンサチップ

を試作し、オフィス、クリーンルーム等の製造現場の

消費エネルギーを10％削減するためのシステム技

術を開発する。

【平成22年度計画】

・MEMS用クリーンルームおよび製造装置の消費エ

ネルギーを一括でモニタリングするシステムの試作

を行う。

【平成22年度実績】

・クリーンルーム・製造装置および小規模店舗の消

費エネルギーを一括でモニタリングするシステムの

試作・導入を行い、特に小規模店舗において10%程

度の消費電力削減に有効であることを示した。

【今後の展開】

・100店規模の小規模店舗内各機器の消費電力を

一括でモニタリングするシステムの試作を行い、そ

の実証実験を実施する。

ユビキタス電子機械システム技術の開発

プロトタイプ小型無線センサ端末＇MEMSデバイス（

例：調理器の稼働状況

例：空転運転状況

店舗内各機器の電力モニタリング

５－＇４（－②
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環境負荷物質及び環境浄化能の計測手法の開発

【平成22年度計画】

・有害試薬を用いないヒ素の迅速検出法の開発。

・性ホルモン様化学物質の生体影響計測のための

生物発光酵素の改良。

・迅速環境微生物検出法の汎用性の向上。

【中期計画における目標と期待される成果】

・産業活動に伴って発生する環境負荷物質の計測技術お

よび環境影響評価技術の確立。

・製品及び産業プロセスにおける有害物質の迅速検出法

の開発。

・生物応筓に基づく有害性スクリーニング技術の開発

・高効率＇5倍以上（の微生物迅速検出法の開発

【平成22年度実績】

・電気化学処理を行った白金電極を用いて、亜ヒ素酸を30

分間(検出限界5 ppb)で測定可能に。

・性ホルモン様化学物質の生体影響評価において、ナノ粒

子の炎症効果を可視化する生物発光プローブを開発。

・迅速環境微生物検出法の汎用性向上のために、酵母、

乳酸菌、未知微生物群等のマススペクトルデータを蓄積。

６－＇６（－①

難分解性化合

物の分析技術

要素技術を統合した環境影響評価技術の高度化

環境微生物の

迅速検出技術

C

C

C

C

C

C

C

C

S

O-
F FFFFF

FF F F F F F F

F

F

F

O

O

化学物質の生体

影響評価技術

各種基盤技術の開発

－ 環境診断技術 －

バイオマーカーに
基づく臨床検査 多種の試料を

様々に分析する
集団健診

薬剤・薬剤代謝産物の
スクリーニング

化学物質の
生体影響評価

微生物機能の探索・解析

アレイスポッタ

ハイスループット
環境診断システム

分子プローブ

Geナノドット質量分析

DNAアレイ

－ 環境診断技術 －

バイオマーカーに
基づく臨床検査 多種の試料を

様々に分析する
集団健診

薬剤・薬剤代謝産物の
スクリーニング

化学物質の
生体影響評価

微生物機能の探索・解析

アレイスポッタ

ハイスループット
環境診断システム

分子プローブ

Geナノドット質量分析

DNAアレイ

分子プローブ

Geナノドット質量分析

DNAアレイ

技術統合
高効率化

【今後の展開】

・難分解性化合物(パーフルオロオクタンスルホン酸)の分

析法に関する基礎データの公表。

・高輝度生物発光酵素の生体試料への応用。

・迅速環境微生物検出法における前処理時間の短縮。



27

Ⅱ．ライフ・イノベーションを実現するための研究開発の推進

先
進
的
、
総
合
的
な
創
薬
技
術
、

医
療
技
術
の
開
発

・細胞操作及び生体材料技術を

応用した再生医療技術等の開発

・情報処理と生物解析の連携、

融合による高効率な創薬支援技術

の開発

等

・健康状態を定量的に計

測する技術の開発

・個人に適した治療やリ

ハビリテーションによる健

康の回復、維持増進を支

援する技術の開発

等

健
康
な
生
き
方
を
実
現
す
る
技
術
の
開
発

・生活安全のための情報

通信技術にかかわる開発

・生活支援ロボットの実環境

での安全規格の制定

等

生
活
安
全
の
た
め
の
技
術
開
発

バイオマーカー測定用
チップ

幹細胞、人工臓器等に
よる喪失機能の再生

乳幼児や高齢者の傷害予防
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iPS細胞＇ヘテロな集団（
分化細胞

心筋分化用iPS細胞

作製効率を高めることでiPS細胞を効率よく取得できる
→培養期間を短縮し、染色体異常の集積を防ぐ

→iPS細胞の安全性を確保

肝臓前駆細胞

iPS細胞作製用遺伝子と導入
法の改良「センダイウイルス」

【平成22年度計画】

・iPS細胞作製効率の向上。

・良質のiPS細胞を評価するための新規因子の探索。

【中期計画における目標と期待される成果】

・ 骨、軟骨、心血管、膵臓等を生体組織レベルで再生す

る技術や神経ネットワークの再構成を促進する技術等

の開発。

・安全・均質な分化細胞や組織等を再生医療に供給。

【平成22年度実績】

・末梢血由来の細胞からのiPS化に世界で初めて成功。

・iPS細胞作製効率を昨年度と比較して2倍(2%)に向上。

・iPS細胞に特徴的なマーカー群を特定。良質なiPS細

胞の選別基盤を確立。

【今後の展開】

・iPS細胞の作製効率を１０倍程度に向上。

・再生医療に必要な分化細胞や組織等を供給するた

めの分化基盤技術や標準化技術を開発。

・創薬における医薬品の毒性評価への応用。

幹細胞等を利用した再生医療技術等に資する基盤技術及び標準化技術の開発 １－＇１（－①

肝臓分化用iPS細胞

心筋前駆細胞

(1)標準化技術を改良し、分化指向性まで予測
(2)分化指向性を味方につけた分化基盤技術

→時間短縮・高効率化・高精度化

→安全な再生医療・高機能な毒性評価系

遺伝子発現、エピゲノム、
糖鎖修飾情報を駆使した

「幹細胞標準化アルゴリズム」

再生医療支援

創薬支援
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配列情報と分子構造情報を用いた創薬支援技術開発 １－＇３（－①

分子構造予測

創薬標的＇タン
パク質（に対し
て選択的に結
合する化合物

＇医薬（

塩基配列情報

…ATGCGTTAA…

【平成22年度計画】

・膨大な化合物の中から従来よりも10倍程度の効率

で医薬品候補を選び出すことのできる技術の開発。

【中期計画における目標と期待される成果】

・遺伝子やタンパク質の機能予測及び特定のタンパク質

や糖鎖と相互作用する化合物の探索技術の探索。

・医薬品の開発にかかるコストと時間の大幅な削減。

【平成22年度実績】

・200万化合物の中から、従来の10倍以上の効率で医

薬品候補を選抜できる技術を開発・公開、国内外で数

百回ダウンロードされ、複数の製薬企業で採用、関連

ソフトウェアが市販された。

・薬物の物性予測として溶解度予測計算手法を開発

【今後の展開】

・医薬品候補物質の探索手法の高度化。

・医薬品開発における化合物展開の支援ソフトウェア開発。

・物性予測を取り込んだ大規模化合物データベース開発。

・これらソフトウェア・データベースの公開と一般への普及。

市販ソフトウェアや民間での事業に
ソフトウェアが採用されている
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分子計測による心身の健康状態のモニタリング、管理技術の開発 ２－＇２（－①

【平成22年度計画】

・細胞内に導入した有用タンパク質の動態をリアルタイム

に検出するシステムの開発。

・健康状態を把握するための簡易測定システムの開発。

【中期計画における目標と期待される成果】

・身体と精神の健康状態を生体試料によって評価、時系

列に蓄積する技術を開発。

・精度の高い健康診断が可能。

【平成22年度実績】

・細胞内、動物内バイオマーカーの経時的計測が

できる6種のプローブ検知系を開発。

【今後の展開】

・睡眠の質の向上および改善に資する化合物のプラ

ットフォームスクリーニング系構築を試薬・装置・創薬

メーカーと共同で実施する。

図１. 多色発光細胞を用いた化学物質リスク評価システム
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=288 gene expressions)

図2. 組織レベルでの生体リズムマーカー遺伝子の同時検出

mPer2 mBmal1
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生体情報計測に基づく軽負荷医療及び遠隔医療支援技術の開発

【平成22年度計画】

・低侵襲治療支援技術および遠隔地間での手術手技
を研修可能にするシステムの基盤技術開発。

【中期計画における目標と期待される成果】

・遠隔地から指導可能な手術手技研修システムの開発。

・低侵襲治療機器に即したトレーニングシステムの開発。

・患者と医療従事者の負担軽減に貢献。

【平成22年度実績】

・研修実施地点間の画像を融合した臨場感の高い
手術遠隔研修システムの構築し、遠隔指導実施＇1
例（により有効性を確認。

【今後の展開】

・遠隔手術指導症例の蓄積。

・研修カリキュラムの構築。

・より高度な手技指導を可能とする手術室内隣接形
遠隔指導システムの構築。

・遠隔医療技術の研究開発と実用化の推進。

２－＇３（－①

画像合成によって遠隔地
間のマンツーマン指導を可

能にする技術

遠隔地から指導可能な
手術手技研修システムの実証実験

＇筑波大附属病院手術室 -
CREILセンター医療技術ラボ間（

指導医
指導医

患者モデル

学習者

補助
指導医 医療技術ラボ

患者モデル

遠隔指導用の合成映像

手術室
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人間の心身活動能力を補い社会参画を支援するためのインターフェース等の技術開発 ２－＇３（－③

【中期計画における目標と期待される成果】

・ブレイン-マシン インターフェース＇BMI（を用いた意思
伝達支援装置の開発。

・軽量、柔軟、低電圧駆動アクチュエータ開発による運

動アシスト機器等の開発。

・高齢者、障害者等の社会参画に貢献。

【平成22年度計画】

・柔軟で高伸縮性のアクチュエータ素子＇伸縮率5％以

上、発生圧10MPa以上（の開発。

・脳波解析手法の改良による意思伝達効率の向上と長

時間着用可能なヘッドギアの開発。

【平成22年度実績】

・伸縮率4％程度、発生圧10MPa以上のアクチュエータ

素子を開発。

・ BMIを用いた意思伝達効率の向上＇512種類のメッ
セージから一つを90%以上の精度で選ぶのに、これまで
20秒以上かかっていたのを15秒以内で可能に（及び、軽
量樹脂を用いたヘッドキャップの試作に成功。

【今後の展開】

・軽量、柔軟で1V程度の低電圧駆動が可能な運動アシ

スト機器等を開発。

・意思伝達効率をさらに向上させ＇精度95%以上を約10秒
で実現（、かつ長時間＇3時間以上（快適装着が可能な実
用的BMI装置を開発。

高分子アクチュエーター

手足の運動機能や
意思伝達機能を補
償し、すべての人々
の高度な社会参画

BMIによる実用的意思伝達装
置

3V
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生活安全のためのセンサを用いた見守り及び異常検出技術
【中期計画における目標と期待される成果】

・生活における危険状態の自動検出を実現する
ために、人の 10 以上の姿勢・運動状態の識別
及び運動量を推定できる技術を開発する。異常
状態の自動検出率 95 % を目指して、生活動画・
日常音環境等を分析する技術を開発する。がん
細胞の自動検出率 95 % を実現するために、胃
生検画像を自動的に診断する技術を開発する。

【平成22年度計画】

・HLACを用いた医療診断支援技術について、胃
生検画像において癌である疑いのある領域を正
確に絞り込むための画像分割型学習アルゴリズ
ムを開発する。
・高齢者や障害者が安心で安全に、歩行者とも共
存しながら移動するための知的パーソナルモビリ
ティについて車載センサによるロバストマルチ
モーダル環境認識・異常検出アルゴリズムと環境
/車載センサ協調測位アルゴリズムを開発する。

【平成22年度実績】

・ HLACを用いた医療診断支援技術について、がん
である疑いを小領域毎に正確に絞り込むことが可能
な画像分割最適化指針の検討行った。これを反映し
た画像分割型学習アルゴリズムを開発し、ソフトウェ
アとして実装した。
・ 高齢者や障害者が安心で安全に、歩行者とも共存
しながら移動するための知的パーソナルモビリティに
ついてマルチモーダルな車載センサを開発した。人と
発話者を角度分解能10度で特定可能にした。協調測
位アルゴリズムを開発し測位精度30cmを達成した。

【今後の展開】

・被介護者・高齢者の転倒の防止等の実現による、安全・
安心感の創出が可能となる。がんの早期発見率を向上し、
見落としを抑制できる。映像や音響からの高精度な自動
見守りシステムによる、生活の安全が実現される。

情報提示

センシング

時系列データ・パターン認識
異常検知・予測

HLAC等による
高度なパターン
認識技術

・転倒予防
・スクリーニング
・段差・障害物の通報

介護士
医師

センサ情報解析
ミドルウェア

人・環境

病理医による診断

胃がんの細胞が転
移しているリンパ節

白い部分ほどシステムが
正常から外れている＇＝がん（
と判定したことを示す

システムに
よる処理

３－＇１（－②
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ロボットの安全性評価のためのリスクマネジメント技術の開発

【中期計画における目標と期待される成果】

・機能安全の国際規格に適合可能なロボットの安
全規格を定めるため、ロボットの安全性を試験・
評価するための技術を開発する。ロボットの安全
技術としてのセンサ技術、制御技術、インター
フェース技術、ロボットの安全性を検証するため
のリスクアセスメント技術を開発する。
【平成22年度計画】

・ロボットの安全性を検証するためのリスクアセス
メント等、安全設計を行うための技術開発を行う
とともに、それらの国際標準化活動を行う。機械・
電気安全等に関する試験装置を開発し、開発実
施者から提供される各種ロボットを使った基礎実
験を実施し、データを採取する。さらに、安全基準
に関する定量化に関する検討を行う。

【平成22年度実績】

・NEDOの生活支援ロボット実用化プロジェクトにおい
て、国際標準化WG主査、および機能安全検討WG

主査として、リスクアセスメントなどのプロジェクトでの
研究を行うとともに、調整企画を行い、さらには国際
標準化としてISO会議TC184SC2に2名参加した。

【今後の展開】

・安全なロボット技術を確立することで、ロボット
技術による人間や物の移動や作業を、生活支援
的な側面から企業が事業化する手助けとなり、そ
のことで労働力不足が補われ、超高齢化社会に
いち早く対応することが可能となる。

 

試験設備

ロボット安全研究拠点＇つくば（

全国から生活支援ロボッ
トが持ち込まれる

全国の生活支援ロット開
発者へフィードバック

移動作業型
＇操縦中心（
＇自律中心（

人間装着型
＇密着型（

搭乗型

○生活支援ロボットの実用化を加速
○将来の世界的ロボット安全拠点を目指す

標準化提案機関

試験研究機関

安全性試験機関 安全性認証機関

関連法規・企画
等の調査結果

試験データ提供

試験方法の提案

調査研究機関

３－＇２（－①



35

Ⅲ．他国の追従を許さない先端的技術開発の推進

高
度
な
情
報
通
信
社
会
を
支
え
る

デ
バ
イ
ス
、
シ
ス
テ
ム
技
術
の
開
発

・光、電子デバイスの高機能化、

高付加価値化技術の開発

等

・ナノカーボン材料の

量産化と産業化の推進

・マイクロ電子機械

システム＇MEMS（の開発

等

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
核
と
な
る

材
料
と
シ
ス
テ
ム
の
開
発

・既存のサービスの生産性を

向上させ、新サービスの

創出に貢献する技術の開発

等

情
報
通
信
基
盤
を
利
用
し
た

サ
ー
ビ
ス
生
産
性
の
向
上
と

新
サ
ー
ビ
ス
の
創
出
へ
の
貢
献

高速・低消費電力情報通信機器
デバイスの開発

NEMSデバイス
コンテンツサービス
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情報入出力機器のフレキシブル、小型化のためのデバイスの研究開発

【中期計画における目標と期待される成果】

・高度な情報通信社会を支えるデバイス、システ
ム技術の開発において、フレキシブル有機デバイ
スの開発により、情報通信技術の革新に資する
光・電子デバイス技術の開発を行う。
・ナノ構造制御により、非晶質シリコンよりも優れ
た移動度 (5 cm2/Vs 以上（、 on/off 比 (5 桁以
上) 、駆動電圧(5 V 以下)で動作する有機薄膜ト
ランジスタを開発する。

【平成22年度計画】

・ 第2期までに開発したp型およびｎ型有機半導
体を用い、印刷法を用いて素子を作製し、従来の
スピンコート法で作製した素子との構造の違いや
電気特性への影響を明らかにする、同時に、印
刷法を用いてCMOSを作製し、動作検証を行う。
・ デバイス化において、均質性に優れた大面積
デバイスを得るためのプロセス技術を開発する。

【平成22年度実績】

・p型＇可溶性オリゴチオフェン誘導体（およびn型＇可
溶性フラーレン誘導体（有機半導体をPDMS版から
の転写印刷により製膜し薄膜トランジスタを作製した。
・デバイス化において、10cm2/Vsを超える高移動度
の単結晶性薄膜を独自のダブルショットインクジェット
印刷技術によって形成する技術の開発に成功した。

【今後の展開】

・平成22年度までの成果をもとに、印刷法で作製

した素子を複数組み合わせてリングオシレータを

作製し、動作検証を行う。

・情報入出力機器の大面積、高密度、軽量化の

ため、強相関電子等による革新的電子材料とそ

のデバイス化技術の研究開発を行う。

１－＇１（－②

15cm角のプラスチッ
ク基板上に形成され
た全印刷有機TFT

モバイルペーパー
ディスプレイ
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光通信の波長及び空間の高密度化

【中期計画における目標と期待される成果】

・既存のネットワークルータに比べてスループット
あたり 3 桁消費電力の低い光パスネットワークで
伝送する技術を開発する。具体的には、ルートを
切り替えるシリコンフォトニクス、ガラス導波路技
術を用いた大規模光スイッチ、伝送路を最適化す
る技術、及び光パスシステム化技術を開発する。
また、1 Tb/s 以上の大伝送容量化を目指して、
多値位相変調や偏波多重を含む超高速光多重
化のためのデバイス及び光信号処理技術を開発
する。
【平成22年度計画】

・光パスネットワークに向けて、4ｘ4のシリコンフォ
トニクス光スイッチ、ならびにガラス導波路を用い
た波長選択性スイッチのプロトタイプを開発する。
さらに、光パラメトリック効果を用いた分散補償装
置のモジュール化を行う。

【平成22年度実績】

・4x4シリコンフォトニクス光スイッチ、パラメトリック分

散補償装置を開発し、情報技術研究部門のネット

ワーク資源管理技術と併せて、光パスネットワークの

公開デモ実験を行った。この実験は、NICT、NHKとも

連携して科振費「光ネットワーク超低エネルギー化技

術拠点」の成果報告として行った。この実験で、光パ

スネットワークの低消費電力性を実証することができ

た。ガラス導波路を用いた波長選択性スイッチについ

てもプロトタイプを開発、機能を実証した。

【今後の展開】

・高精細映像等の巨大コンテンツを伝送させる光

ネットワークの実現。

１－＇１（－③

In1

In2 Out2

Out1

100mm
10cm

回線交換型光パス網

カスケード構造による
低漏話光スイッチ
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【中期計画における目標と期待される成果】

・ナノギャップ電極間で生じる不揮発性メモリ動作を

基に、既存の不揮発性メモリを凌駕する性能＇速度、

集積度（を実証する。

・エバネッセント光-伝搬光変換技術を基に、超高効

率な赤色及び黄色発光ダイオード＇光取出し効率８

０％以上（を開発する。

ナノ構造を利用した革新的デバイス材料の開発＇再掲（

金属 金属

ナノギャップ

金属 金属

ナノギャップ 金属電極が向かい合った
シンプルなナノ構造 半導体成膜特性を利用した

均質な微細凹凸構造

新規不揮発性メモリ 新規発光ダイオード

【平成22年度計画】

・ナノギャップ電極によるメモリーを高速(サブGHz台)

で測定し、最適な駆動条件を探索する。

・ AlGaInP基板上にエバネッセント光の干渉に必要

なリッジ構造を作成する。

【平成22年度実績】

・ナノギャップ電極によるメモリーを高速駆動させる

上で有効な素子の微細化に成功し、微細化によって

消費電力を削減できることを実証した。

・ AlGaInP基板上に微細なリッジ構造を作製し、フォ

トルミネッセンス法によって干渉現象の観測に成功

した。

【今後の展開】

・ナノギャップ電極によるメモリー動作では、透過型

電子顕微鏡を用いた直接的な素子状態観察によっ

て動作機構を解明し、さらなる低消費電力化を進め

る。

・理論と実験を組み合わせてリッジ構造を最適化し、

最適化されたリッジ構造を用いて超高効率な赤色及

び黄色発光ダイオード＇光取出し効率８０％以上（の

作製を行う。

２－＇1（－④
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【中期計画における目標と期待される成果】

・数ミリメートル角以内の通信機能付きセンサチップ

を試作し、オフィス、クリーンルーム等の製造現場の

消費エネルギーを10％削減するためのシステム技

術を開発する。

【平成22年度計画】

・MEMS用クリーンルームおよび製造装置の消費エ

ネルギーを一括でモニタリングするシステムの試作

を行う。

【平成22年度実績】

・クリーンルーム・製造装置および小規模店舗の消

費エネルギーを一括でモニタリングするシステムの

試作・導入を行い、特に小規模店舗において10%程

度の消費電力削減に有効であることを示した。

【今後の展開】

・100店規模の小規模店舗内各機器の消費電力を

一括でモニタリングするシステムの試作を行い、そ

の実証実験を実施する。

ユビキタス電子機械システム技術の開発＇再掲（

プロトタイプ小型無線センサ端末＇MEMSデバイス（

例：調理器の稼働状況

例：空転運転状況

店舗内各機器の電力モニタリング

２－＇３（－②
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QOL向上のための生活支援ロボット基盤技術

【中期計画における目標と期待される成果】

・家庭・施設等での行動解析に基づき必要となる支
援サービスを定義し、屋内のあらゆる地点で精度 5 

cm 以内の精度を有する屋内移動技術、15 種類以
上の日常生活用品を対象とした物体把持技術、予
備知識を必要としない高齢者とのインタラクション技
術等を開発する。
【平成22年度計画】

・ICFに基づく支援サービスのデザイン方法を開発し、
これまでに開発した生活支援ロボットを改良すること
によるニーズとのマッチングを行う。生活空間のよう
な複雑な環境下で人の把持動作のデータ収集を行
い、物体の幾何形状および配置関係に基づく物体把
持のモデル化を行う。高齢者とロボットのインタラク
ションパターンの収集を行う[数値目標：100発話x20
人分]。統計的モデリング手法を用いてインタラクショ
ンモデルの作成を行う。

【平成22年度実績】

・ICFに基づく生活機能分析のためのツールを開発し、日
常生活の分析を行った。またICFに基づく生活支援アーム
の評価とユーザに求められる機能の分析を行った。人の
日用品の持ち方、渡し方データを収集し、物体プリミティブ
に適用可能な把持形態の評価関数を作成した。また、円
筒形状について把持モデルを実装し、ユーザの指示対象
の物体把持を実現した。対話エンジンSEATを開発し、介
護予防リハビリ体操ロボット「たいぞう」に実装し基礎実験
により有用性を確認した。また、インタラクションデータの収
集システム構築を行った。

【今後の展開】

・高齢化社会における労働人口減尐に伴う支援・介護分

野の人手不足問題を改善し、2025年に8兆円とも予測さ

れるサービスロボットの産業創出に寄与する。

３－＇３（－①

上体ヒューマノイドロボット
HIRO

障害者支援アーム
RAPUD

PARO

物理的支援

心理的支援
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地理空間情報の高度利用技術と新サービス創出 ３－＇４（－②

高度情報サービスプラットフォーム

地理空間情報の応用システム

危機管
理

資源探
査

再利用可能なミドルウェア

基本サービス群 OGC準拠

GISデータ
衛星データ

地上観測データ

【中期計画における目標と期待される成果】

・地理空間情報にかかる応用技術と情報インフラに

かかる技術を融合し、ユーザ利便性およびシステム

構築性の向上を図り、地理空間情報の新たなビジネ

スモデルのサービス化を支援する。

【平成22年度計画】

・データベースでは、より最新の情報技術を導入し、検索
やDEM作成の高速化に向けて実装やASTER天然色画
像のWMS実験的配信に着手する。
・地殻変動モニタリングシステム、地震動マップ即時推定
システム＇QuiQuake（および衛星画像・現地観測統合シ
ステム＇SFI（の研究開発を進める。

【平成22年度実績】

・QuiQuakeおよびASTER天然色画像WMS配信システム

を完成。SFIを用いた、大気エアロゾルのモニタリングシ

ステムを公開。

・東日本大震災の被災地域を対象に、衛星データなどを

一般や防災関連機関に提供。

【今後の取り組み】

・分野間融合を積極的にすすめ、地質データや国際

的な二酸化炭素放出量モニタリングといったコンテン

ツを拡充

・OGC  での国際地理空間標準策定およびGEOSSへ

のデータ提供などを通じて、国際的なデータ流通体制

の構築へ貢献

東日本大震災における
地震動即時推定マップおよび
ASTER 天然色画像配信
(http://disaster.geogrid.org)
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情報システム製品のセキュリティ評価技術 ３－＇５（－①

【中期計画における目標と期待される成果】

・セキュリティ評価技術について、我が国の電子
政府推奨暗号評価等での活用を実現する。さら
に、それらの技術等を実システムに組み込み可
能な暗号ライブラリに適用し、安全性検証済みラ
イブラリとして公開する。

【平成22年度計画】

・実用的暗号ライブラリを形式的に検証するため
の第一歩として、アセンブリ言語とC言語を組み
合わせて作成されたプログラムのための検証用
ツールを整備する。

【平成22年度実績】

・C言語プログラムの検証のために必要な構造化プロ
グラムの意味論とアセンブリ言語などの非構造化プ
ログラムの意味論の間の関係を検証するための理論
および検証ライブラリを整備した。

【今後の展開】

・日本が国際標準をリード。製品の安全性分析、

評価、攻撃対策技術の、産総研でのノウハウ蓄

積、国内での適切な情報共有により高セキュリ

ティを製品価値化、それによる産業力強化。さら

には国民生活の安全性向上を実現。

安全性評価制度

セキュリティ技術・製品

安全 Secure

Level 3

安全

評価済み技術・製品

Secure

カード

チップ ソフト

暗号

バイオ
メトリクス

評価手法 評価ツール対策技術分析手法

産総研での研究開発

製品認証等

http://www.cryptrec.go.jp/index.html
http://www.iso.org/
http://www.iec.ch/



