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高エネルギー密度蓄電池材料の開発 ・・・ 11
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Ⅰ－国民に対して提供するサービス
その他の業務の質の向上
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Ⅰ-０－「課題解決型国家」の実現に
向けた研究開発の重点化
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Ⅰ-０-＇０（世界をリードする「グリーン・
イノベーション」、「ライフイノベーション」

の推進

戦略的な研究企画及び
研究資源配分の重点化
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【平成22年度実績】

・産業界に一次基準セルを10個、二次基準セルを23個供給。新型太陽電池について約100件の測定。

・基準モジュールの校正技術を高精度化＇校正値の繰り返し再現性1%以内を達成（。

・超高効率革新型太陽電池の日米屋内外比較評価を実施。

・化合物薄膜フレキシブル太陽電池で、世界最高効率15.9%を達成＇10ｃｍ角サブモジュール（。

・産総研をハブとした薄膜シリコンオールジャパン体制による低コスト高効率太陽電池の開発。

太陽光発電の性能向上と低コスト化、性能・信頼性評価技術の開発

世界で認可された4校正機関の一つ
化合物薄膜フレキシブル
太陽電池で世界最高効率
の達成

【第２期中期計画期間における目標】

・基準セル校正技術、高精度性能評価技術、屋外性能評価技術、信頼性評価技術等を開発し、それらを産
業界に供給する。

・太陽光発電システムの低コスト化に直結する発電効率の向上＇相対値で10%効率向上（。

太陽光発電の屋外性能
評価・信頼性評価技術の
開発

H22年度実績No. 111010
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高エネルギー密度蓄電池材料の開発

H22年度実績No. 111011

リチウム金属
＇貟極材料（

リチウムイオン電池用の様々な材料

マンガン-鉄系酸化物
＇正極材料（

次世代自動車

の普及へ

・コバルトを用いない正極材料

の開発＇低コスト化（

・金属貟極の開発＇高容量化（

・難燃性イオン液体の開発

＇安全性の向上（

安全、低コスト、高エネ
ルギー密度の蓄電池の
設計が可能な技術開発

Li+

Li0

Li+

Li0

Li+

Li0

【第２期中期計画期間における目標】

・次世代自動車普及の鍵となる蓄電池について、安全・低コストを兼ね備えた高エネルギー密

度＇単電池で１４／Wh/kg以上（を設計可能な電池機能材料＇正極材料、貟極材料等（を開発

する。

【平成22年度実績】

・新型リチウム-銅-空気電池を構築し、５／時間を超える長時間発電を実証。

・固体電解質を用いた新型リチウム-空気電池の触媒として、金属フリーなグラフェンが触媒と

して利用可能であることを明らかにした。

・電池の飛躍的普及に向けた空気極触媒の低コスト化の指針を得た。
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高い貯蔵量と優れた繰り返し特性を有する水素貯蔵技術の開発

高圧ガスと水素吸蔵合金を組み合わせたハイブリッドタンク
の模式図

水素吸蔵パウダー チューブ シール

冷却剤

アルミ・ライナー熱交換用アルミ・フィン

水素

バルブ

炭素繊維強化
プラスティック

繰り返し特性を
有する貯蔵密度
2.5wt%の材料
開発

貯蔵密度
5.0wt%,50g/L

の材料設計
技術開発

現状 第3期中期目標

AIST第3期

AISTにおける取り組み

2030年頃 貯蔵密度
5.0wt%,50g/Lの材料、
繰り返し特性500-

1000回の材料開発

最終目標＇FCVの航続距
離500kmを実現（

水素
ステーション

FCV

【第２期中期計画期間における目標】

・燃料電池自動車用水素貯蔵技術として、高い貯蔵量＇４重量％（と優れた繰り返し特性を有す

る材料の設計技術を開発する。

【平成22年度実績】

・米国ロスアラモス研で「その場」中性子回折実験を実施し、水素吸蔵状態のデータの収集に成

功。

・SPring-8において、放射光X線を用いた水素吸蔵過程の構造変化の観測を試み、最高1/60秒

の速度で変化の観測が可能であることを確認。

H22年度実績No. 111011
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カーボンナノチューブの量産技術の開発

H22年度実績No. 111012

【背景】

単層カーボンナノチューブは、多層カーボンナ

ノチューブにはない種々の機能を発現するた

め、軽量・高強度部材用材料や、キャパシタ

用材料等として社会・産業界から高い期待が

寄せられている。これまでに産総研では、

スーパーグロース法による高純度単層カーボ

ンナノチューブの合成技術の開発に世界に先

駆けて成功している。

【平成22年度実績】

スーパーグロース法による工業規模に近い大
量生産装置の開発を行った。本装置では、金
属シート上に触媒層をコーティングし、これを
CVD＇化学気相成長（炉に送り込むことで基

板上に単層カーボンナノチューブを連続的に
成長させる。種々の合成条件を最適化するこ
とで、幅50 cmの金属シートの全面に単層

カーボンナノチューブを均一かつ緻密に成長
させることに成功した。

高出力・高エネルギー
密度キャパシタ実現

軽量・高強度部材
の実現

大量生産設備で製造した
50cm角の単層カーボンナノチューブ

単層カーボンナノチューブへの期待
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情報通信機器の省エネルギーを可能とする不揮発性メモリ技術の開発

DRAMやSRAMの置き換えを狙った不揮発性メモリ・スピンRAMの記憶素子である磁気トンネ
ル接合素子＇MTJ素子（の性能を向上

低飽和磁化と高い磁気抵抗比のための界面層の開発を行い、垂直磁化MTJ素子で200%以上
の磁気抵抗比を実現

8インチウェハーに集積化したチップアレイ
128 kbit RRAMメモリアレイ

不揮発性抵抗変化メモリー素子＇RRAM（を128 Kbitのメモリチップに集積化

現行の半導体製造プロセスで8インチのウエハー上にチップアレイを作製

スピンRAM

抵抗変化メモリ＇RRAM（

スピンRAM 抵抗変化メモリ＇RRAM（

H22年度実績No. 111013
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再生医療支援技術の開発

H22年度実績No. 111020

iPS細胞

分化細胞

iPS細胞作製の効率化

産総研ベクター 高効率作製

ヒトiPS細胞

従来法

低い作製効率

平成22年度実績

iPS細胞作製効率の向上や新規な因子の探索、作製した細胞の
評価技術の開発に取り組む。

・応用性、利用可能性の高い細胞(例:末梢血由来の細胞)か
らのiPS化に世界で初めて成功
・4種類の異なる組織からiPS細胞を樹立し、iPS細胞に特徴
的な遺伝子群の特定に成功
・iPS細胞作製効率を昨年度と比較して2倍(2%)に向上

・iPS 細胞の作製効率を10倍＇10 ％（程度
に向上。

・安全で均質な分化細胞・組織を、医薬品
の毒性評価や再生医療に供給する

今後の展開＇第２期（
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遠隔医療システムの基盤技術開発

H22年度実績No. 111020

遠隔地にいる医療機器の指導者が、学習者に操作技術を伝達可能にする

技術を開発する。

・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

・遠隔指導実施＇1例（による有効性の確認

・「在宅」「予後」に関する研究戦略の検討

平成22年度実績
・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

今後の展開＇第２期（

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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電波暗室全天候再現可能試験路

対人安全技術の確立に必要な
施設一体型の装置等

生活支援ロボット実用化ＰＪ

各場所へ
フィードバック

全国から生活支援
ロボットが持ち込まれる

共同研究・コラボ

産総研
「ロボット安全拠点」

人・技術・情報が集約する場

つくば都市圏のロボット
企業・研究所・大学

網羅的な試験設備の集約

安全データの集積

全国のロボット
企業・研究所・大学

知の集積

国際標準化
ISO TC184/SC2

調査研究機関
＇負（製造科学技術センター

他独法、試験研究機関
＇独（労働安全衛生総合研究所

安全性試験機関
＇負（日本自動車研究所

標準化提案機関
＇社（日本ロボット工業会
＇ロボットビジネス推進協議会（

安全性認証機関
＇負（日本品質保証機構

試験研究機関
名古屋大学

ロボットの安全性認証のための安全基準構築と国際標準化活動

○ロボットの安全性を考慮した設計手法確立
○国際標準化による産業競争力強化

ロボット開発に適用可能なリスクアセスメント手法として、コンセプト検証チェックシートやリスクア
セスメントシートのひな型を作成

NEDO生活支援ロボット実用化プロジェクトの国際標準化WG主査、および機能安全検討WG主
査として企画調整を行い、さらに国際標準化活動としてISO会議TC184/SC2に2名参加

生活支援ロボット安全共同研究棟

H22年度実績No. 111020
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ロボットの物体把持技術等の開発

日常物品を円柱、四角柱、球などの単純な形状に置き換え、それぞれの代表的な把持形態に
より物体の取り上げ方を記述するモデル化手法を開発

人から人への手渡し動作を対象に把持動作データの収集を行い、受け手が心地よく感じる把持
ならびに受け渡し方の評価方法を構築

マグカップの物体モデル

x

y

z

X Y

Z

X
Y

z

y

x
Z

多様な日常物品に
適用可能な把持モデル

生活支援ロボットで最も高いニーズ
「手の届かない所にある物を取ってくる」

○多種多様な物品を扱うことができ、人にとって心地の良いサービスを提供する生活支援ロボットの実現へ

良い手渡し方

悪い手渡し方

日常物品を手渡す技術 日常物品を取る技術

受け取りやすさ・丁寧さ・
自然さ・安全性で評価

H22年度実績No. 111020
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高効率なエネルギー利用のためのネットワーク技術の開発

H22年度実績No. 111030

電力ネットワークの
通信制御 蓄電池

電気自動車

太陽電池

低圧配電線

各種
家電

電力線通信
機器

燃
料
電
池

低損失高耐圧
電力変換器
＇パワーデバイス（

【第２期中期計画期間における目標】

・民生部門での温室効果ガス削減に財献するため、住宅地域ネットワークにおけるエネルギー

マネジメントシステムを開発する。

【平成22年度実績】

・一般住宅6戸を対象に電気、給湯に関するエネルギー消費量を約3年間にわたり2秒間隔で計

測した住宅エネルギー需要データベース＇約100GB（を構築。

・住宅エネルギーネットワークの統合マネジメントシミュレーションモデルのプロトタイプを開発。
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Ⅰ-０-＇１（他国の追従を許さない
先端的技術開発の推進
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省エネルギー型発光ダイオードの開発

H22年度実績No. 112010

【背景】

化合物半導体発光ダイオード＇LED（は省エネ光
源として高い期待が寄せられている。LEDの発

光効率を向上させるには、半導体内部で発生し
た光を高い効率で空気中に取り出さなければな
らない。これまでに産総研は、GaAs/AlGaAs系

半導体基板の表面にナノサイズのリッジ＇うねり（
構造を作製することによって、エバネッセンス光
の干渉現象による光取り出し効率の向上に成功
している。

【平成22年度実績】
可視光LEDにおいて重要なAlGaInP系半導体基

板においてリッジ構造を作製し、光取り出し効率
を平坦基板試料に比べて10倍以上向上させるこ

とに成功した。さらに、干渉現象を測定可能なサ
ブミクロンレベルの空間分解能を有する近接場
光学顕微鏡用プローブを開発した。

AlGaInPリッジ構造

発光ダイオードへの期待

リッジ構造付与による
光取り出し効率の向上

照明・表示機器の
省エネ化
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電力エネルギー制御を最適化するシステム技術の開発

H22年度実績No. 112020

【背景】

地球温暖化や環境汚染への対策に加
え、東日本大震災に伴う電力不足への
対策として、省エネの推進が求められ
ている。店舗、製造現場、オフィス、家
庭等での利便性を維持しつつ省エネを
推進するには、電力モニタリングシステ
ムを用いた消費電力の最適化が有効
な手段である。

【平成22年度実績】

プロトタイプ小型無線電力センサ端末
を用いて小規模店舗用電力モニタリン
グシステムを構築し、それらを関東地区
の０／店舗に設置して実証実験を実施
した。モニタリングシステムの活用によ
り、同規模のシステム未設置店舗に比
べ10%程度の消費電力の削減が可能
であることを示した。

利便性を維持した省エネ推進

小規模店舗で電力モニタ
リングシステムを活用

10%程度の省エネが可能

プロトタイプ小型無線センサ端末
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Ⅰ-１－地域活性化の中核としての
機能強化



24

Ⅰ-１-＇０（地域経済の競争力を支える
最高水準の研究開発の推進
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①地域センターの事業計画策定
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最高水準の研究開発分野と事業計画の重点課題

H22年度実績No. 121010, 221050

つくばセンター

イヌインターフェロン生産システム
を実用レベルで確立

◆重点事業
・植物工場を活用した
農商工連携

・微生物による物質生産
プラットフォームの開発 他

関西センター９ 伝統ある電池技術に基づく
蓄電池・燃料電池開発、バイオ・材料機械
技術の融合に基づく医工連携技術

◆重点事業
・新材料開発支援での蓄電池
産業の育成

・バイオ医薬産業などの健康関連
産業の育成 他

住宅用燃料電池

◆重点事業
・製品検査・プロセス管理
計測技術開発

・太陽電池信頼性評価への
産学官連携拠点形成 他

九州センター９ 生産現場の問題解決のための
計測技術および水素エネルギー社会構築に向
けた水素材料技術

太陽電池信頼性評
価拠点の形成

東北センター９
低環境貟荷化学プロセス技術

◆重点事業
・東北地域企業における
製造技術の環境ブランド化 他

超臨界二酸化炭素を利用する
VOC低減塗装装置

臨海副都心センター９ バイオ・IT融合技術

◆重点事業
・バイオ・IT技術による
高度医療関連産業の
振興

個人差を人工的に創り出す
バイオチップ

中国センター９ メカノケミカル技術による
木質系原料のバイオマスエネルギー技術

◆重点事業
・林工一体型バイオマス利用
ビジネスモデルの構築 他

木質系バイオマス利用
液体燃料製造プラント

中部センター９ ものづくり産業の基盤
となる先進材料プロセス技術

重希土類元素フリー新規
焼結磁石
(Sm-Fe-N)

◆重点事業
・部材軽量化技術やパワー関連技術による
次世代自動車産業の育成

・材料・プロセスの基盤技術に基づく
素形材産業の高度化 他

◆重点事業
・健康関連産業の創生
・ものづくり産業の
競争力強化

四国センター９ バイオ技術と材料・
システム開発技術の融合による健康
工学技術

生活習慣病
マルチマーカー計測システム

北海道センター９ 遺伝子組換え技術を駆使
した最高水準のバイオものづくり技術
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地域センターの事業計画策定＇北海道センター（＇０．１（

H22年度実績No. 121010, 221050

◆「バイオものづくり」による新たな産業基盤構築
北海道が他地域に対し優位性を持つ農林水産業との連携を進め、「バイオものづくり」による新たな産業
基盤構築に資することを目指す。その為に以下の重点事業計画＇地域イノベーションプラン（を策定した。
重点事業1 完全密閉型遺伝子組換え植物工場システムを活用した農商工連携による、北海道地域に

とって新しい産業の振興
重点事業2 組換え微生物による物質生産プラットフォーム開発
重点事業3 北海道の基幹産業である農業の問題解決に、最新のバイオテクノロジーを応用し、その生産

性を向上

北海道センターの事業計画

Culture sol.

ECSteril.

世界初の完全密閉型遺伝子
組換え植物工場をイノベーショ
ンプラットホームとして活用

）イチゴによるイヌインターフェロンの大量生産技術開発に成功
）我が国で初めて、遺伝子組換え植物栽培のカルタヘナ
第二種 産業利用の承認を得、治験用インターフェロン
産生イチゴの 栽培が可能となった。

）ジャガイモの水耕栽培に成功＇シストセンチュウ等の
問題がないジャガイモを圃場の４倍程度の収穫が可能（

）完全人工環境下でのイネの栽培に成功＇数ヶ月で
種籾から稲穂へ（

農産物の無農薬、クリーンで迅速
な収穫が可能である事を実証

農業生産物の高付加価値化
が可能であることを実証

サプリメントや機能性食品の生産に適用する事によって、農業
生産物の高付加価値化を狙った新たな産業構築が可能になる

地域企業と製薬メーカーが製品化へ挑戦

重点事業０－植物工場を活用して農商工連携による新たな産業振興

http://www.dex.ne.jp/mantan/search/std2_search_preview.jhtml?start=4&lastServiceTime=1109744605063&number=1


28

分解・資化

ロドコッカス属放線菌

蛋白質等生産

物質変換

蛋白質等回収

酵
母

地域センターの事業計画策定＇北海道センター（＇１．１（

大腸菌等では生産できない物
質＇タンパク質等（も、放線菌
や低温に耐える酵母で生産可
能にすることができる

細胞内外の反応を制御し
て、微生物を物質生産の
プラットホーム化する

北海道のみならず、世界
中で被害が報告されてい
る。現在のところ防除に
は、残留毒性の強い強力
な農薬による殺菌以外の
方法が無い。

・ 外見の悪化

・ デンプン含量の減少市場価値が著しく低下
ジャガイモそうか病

ジャガイモを植え付け
る畑の土の中にいる微
生物の遺伝子を測定

そうか病に関連がある
特異的な遺伝子の存
在を判定

植え付けのリスクが高い
と判定される場合は、植
え付けを回避

遺伝子診断技術で北海
道の基幹産業である農
業のリスクを軽減する２種のそうか病菌

種特異的遺伝子

の評価

北海道には、低温で

も活性があるユニーク
な微生物が存在

重点事業１－微生物による物質生産プラットホームの開発

重点事業２－農業の問題解決に最新のバイオテクノロジーを適用

科学的な、そうか病の
リスク判定法が必要

H22年度実績No. 121010, 221050
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地域センターの事業計画策定＇東北センター（＇０．１（

H22年度実績No. 121010, 221050

◆環境を重視したものづくり技術開発ならびに先端技術支援の推進

研究拠点としては、「低環境貟荷型の化学プロセスイノベーション＇分散適量型・地産地消型生産方式、
環境対応先端製造技術（」に関する重点研究を行い、世界的研究拠点としての機能を強化する。

「ものづくり」に限ることなく東北地域の各産業の要望に合わせて、全産総研の研究成果を的確に展開で
きる産学官連携ネットワーク体制をさらに充実させ、連携拠点としての機能を強化する。

重点事業０－東北地域企業における製造技術の環境ブランド化
重点事業１－産-産連携を加速する１つのコンソーシアム活動の強化９ 研究拠点・連携拠点事業
重点事業２－東北航空宇宙産業研究会活動の強化９ 連携拠点・産技連事業

東北センターの事業計画

重点事業０－東北地域企業における製造技術の環境ブランド化

◆研究拠点としての重点事業

輸出型産業に関連する東北地域のものづくり企業は、欧州の RoHS指令等による製品中の有害物質への対

応はもとより、製品生産工程の低炭素・低環境貟荷化を図ることにより、ユーザーに安全・安心を保証し得る環
ブランド付きの製品を出荷する必要がある。

この産業界のニーズに、これまで東北センターが開発してきた革新的環境貟荷低減技術を応用し、地域産業
の振興を図る。
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海外展開

水素シール
材

水素タンク

太陽電池
バックシート

天然
粘土

合成
粘土

汎用シート新製品

ものづくり
ベンチャー

新規事業

企業会員数
50

Clayteamコンソーシアム

重点事業１－産-産連携を加速する１つのコンソーシアム活動の強化

◆連携拠点としての重点事業

重点事業２－東北航空宇宙産業研究会活動の強化

山形県
工業技
術ｾﾝﾀｰ

福島県ハイ
テクプラザ

宮城県
産技総ｾ
ﾝﾀｰ

青森県
産業技
術ｾﾝﾀｰ

産総研・
東北大学

等

秋田県
産総研
ｾﾝﾀｰ 岩手県

工業技
術ｾﾝﾀｰ

東北航空宇宙産業研究会

【情報提供、技術高度化支援、等】
企業

企業

【全国との連携】 【行政との連携】

産業技術連携推進会議 東北地域部会

各県航空産業研究会
航空機
メーカー

等

【連携】

東北５県

地域センターの事業計画策定＇東北センター（＇１．１（

研究成果を、速やかに産業界に技術移転し実用化を
進展することを目的に、東北センターでは１種類のコ
ンソーシアム活動＇グリーンプロセスインキュベーショ
ンコンソーシアムとClayteamコンソーシアム（を行って
いる。

第２期における地域財献を進展するため、地域会員
企業の発掘を進め、技術移転による地域産業の振興
を推進する。

東北航空宇宙産業研究会は、①東北地域
の技術を結集、②航空機部品等の多様な発
注に対応、さらには③航空宇宙産業におけ
る競争力の強化、を目指し現在活発な活動
を行っている。

今後、航空機産業進出に不可欠な各種認
証の取得援助、シェアによるものづくり連携
の構築を目指して活動を行う。

H22年度実績No. 121010, 221050
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地域センターの事業計画策定＇臨海副都心センター（

H22年度実績No. 121010, 221050

◆「ライフ＇ゲノム、人、社会（とＩＴ＇情報処理技術（の融合技術」

臨海副都心センターは情報処理分野を専門とし、生命の根幹であるゲノムから個々の人間、そ
の集合である社会を対象とする先導的かつ基盤的な研究開発を推進している。「ライフ＇ゲノム、
人、社会（とＩＴ＇情報処理技術（の融合技術」に重点化し、ライフ・イノベーションの創出に財献する。

臨海副都心センターの事業計画

重点事業０－バイオ・IT技術による高
度医療関連産業の振興

具体的な取り組みのひとつとして、連携
研究体において産総研が開発した固相方
式の遺伝子導入技術によって個人差を反
映したiPS細胞やモデル細胞を人工的に創

り出すバイオチップの開発を推進し、個人
差を人工的に創り出す細胞チップの実用化
及び技術移転を推進する。
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地域センターの事業計画策定＇中部センター（＇０．１（

H22年度実績No. 121010, 221050

◆ものづくりの基盤となる材料の部材化に関する研究開発・連携の総合的な拠点化

地域展開の核となる３つの重点事業に加え、グリーンイノベーションに資する部材の
高度化技術開発、材料技術の国際競争力強化に資する標準化研究、材料開発の基盤
となるデータベース整備等を推進。

重点事業０－部材軽量化技術やパワー関連技術による次世代自動車産業の育成
軽量部材であるマグネシウム合金の鋳造・鍛造・圧延・接合・表面処理等の総合的な加工技術開発や、

グリーンビークル向けハイブリッド電源などの次世代自動車関連技術開発による自動車産業の振興。

重点事業１－CFRP関連技術を核とした航空機関連産業振興
熱可塑性樹脂CFRPの開発、CFRP加工技術の開発、CFRPによる材料、部材、部品の評価技術の開発

および技術移転により、我が国の航空機産業の国際競争力の強化を推進する。

重点事業２－医療用部材やデバイス開発による医療機器関連産業の育成
電子デバイスを内視鏡診断や治療機器への組み込み、数ppmの検知下限でH2、CH4、CO等を一度に

計測可能なマルチセンサ部材の開発、ポリマーとセラミックス複合体による医療部材の開発、並びに人工
生体材料のデザイン手法の確立とその標準化など、医療機器関連産業に向けた技術開発の推進。

重点事業３－材料・プロセス技術に基づく素形材産業の高度化
自動車、航空機、工作機械関連の産業集積地で、加えてエネルギー・環境産業の形成を目指す中部地

域において、ものづくりの基盤となる材料の部材化に関する研究開発・連携の拠点化を推進。

中部センターの事業計画
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コアプラン３

材料・プロセス基盤技術

◆グリーンイノベーションに資する部材・プロセスの創出

◆レアメタル対策技術の開発

◆ ものづくり支援

航空機関連産業 次世代自動車産業 医療機器関連産業

ＣＦＲＰ
・ 評価
・ 加工
・ 材料

軽量部材

パワデバイス

医療用
部材・
デバイス

中部地域の次
世代産業創出
のプレーヤー
としての役割

グリッド型拠点グリッド型拠点グリッド型拠点

材料・プロセ
ス基盤技術
を持ち続け
る役割

素形材産業

中核拠点

グリッド型拠点９ 産総研中部センター、中部地域の大学、公設研、企業それぞれが得意領域で核と
なり、それらが連携して総体として目標を達成するスキーム

重点事業３

地域センターの事業計画策定＇中部センター（＇１．１（

重点事業０

重点事業２
重点事業１

出口となる産業

H22年度実績No. 121010, 221050



34

地域センターの事業計画策定＇関西センター（＇０．１（

H22年度実績No. 121010, 221050

◆関西の産業集積と先端知を活用して産業技術革新を先導する

関西センターでは次の3つの重点領域に事業を集中させる。

①環境と調和する豊かな社会を目指す技術＇グリーン・イノベーションを担うエコ家電技術（、快適性を犠
牲にしないグリーン化技術＇電池等の小型・移動型電源、エコ照明技術、情報家電の省エネ化等（。

②健康に暮らせる社会を目指す技術＇ライフ・イノベーションを担う健康工学技術（、医療機器、健康・福
祉機器＇再生医療技術とそれに関連する機器、診断機器、治療機器等（。

③安全･安心な経済社会の基盤技術＇生活セキュリティを担う情報技術（、システム検証技術。

関西センターの事業計画

重点事業０－新材料開発支援による蓄電池産業の育成

我が国の蓄電池産業発展を進めるため、その鍵となる新
素材開発から加工技術を含めた電池用材料開発を、産総
研関西センター内に設置した技術研究組合LIBTECで進

める。ここでは、素材産業が持つ新材料を的確かつ迅速
に評価する共通的材料評価技術の開発を通して、人材教
育も併せて実施して電池素材メーカーでの二次電池技術
の向上を図り、わが国の電池産業技術力の強化を図る。
材料評価の基準となる電極、電解質、セパレータについて
電池の構成比を規定した標準構成モデルを作ると共に、
電極材料評価のために標準製造条件の提唱を目指す。

http://unit.aist.go.jp/kansai/OSL_new/index.html
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地域センターの事業計画策定＇関西センター（＇１．１（

重点事業２－ソフトウェア認証技術開発による組込みシステム産業の育成

重点事業１－地域連携開発によるバイオ医薬産業の育成

研究開発連携

体内動態・薬効評価計測技術

関西センター

次世代アプタマー開発

つくばセンター

北海道センター

核酸封入技術

つくばセンター
核酸構造修飾安定化技術

事務局＇関西センター（

産学官連携センター

総括 関西産学官連携センター長
補佐 産学官連携ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ＇現 ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ（

H22年度実績No. 121010, 221050

関西センターでは、単なる研究開発の応用ではなく、
当初より、拠点形成のグランドデザインを産業界との
連携のもとで行い、それに基づいた産総研の研究開
発目標を設定し、関西センターだけでなくオール産総
研の研究開発を促進し、産業界への技術移転を行な
うなど、産総研の研究成果を活用した拠点形成を目
指す。

関西センターでは、組込みシステム産業の集
積化を加速させる方策として、「フロントロー
ディング化」のための設計検証技術の開発と高
度産業人材育成を目指す。組込みシステム産
業の高度化支援およびソフトウェア認証技術の
研究開発を行い、組込みシステム技術連携研
究体を活用して技術の社会普及に取り組む。
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地域センターの事業計画策定＇中国センター（＇０．１（

H22年度実績No. 121010, 221050

中国センターの事業計画
◆林工一体型バイオマス利用ビジネスモデルの構築

森林のCO2 吸収源としての機能の保全・強化に財献する間伐材や林地残材等の高度

利用技術として、次の２つの課題に取組み、森林再生と林業の活性化に財献する。

重点事業０－環境・機能性の高いバイオマス製品「セルロースナノファイバー」の連続製造技術
開発
森林のCO2吸収源機能の保全・強化に財献する間伐材や林地残材等の高度利用技術とし

て、環境・機能性の高いバイオマス製品である「セルロースナノファイバー」の連続製造技術
の開発を推進。

重点事業１－比較的需要が大きい自動車用プラスチックの効率的な原料製造技術開発
バイオエタノール製造技術として開発した水熱・メカノケミカル処理と酵素糖化を改良すると
ともに、効率の高い化学変換、微生物変換技術を開発することで、自動車用プラスチック原
料としてリグノセルロース由来のバイオプラスチックの実用化を目指す 。

重点事業２－熱電併給システムに液体燃料製造を組合わせた高効率トリジェネレーションシス
テムの開発
高効率トリジェネレーションシステムの開発については、FT反応装置の小型化・高効率化・

低コスト化を同時に達成することで、製材廃材、林地残材を原料として電力、熱、軽油を同時
に生産するシステムの実証を目指す。
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地域センターの事業計画策定＇中国センター（＇１．１（

重点事業０－環境・機能性の高いバイオマス製品
「セルロースナノファイバー」の連続製造技術開発

重点事業１－自動車用プラスチック等の効率的な原料製造技術開発

重点事業２－熱電併給システムに液体燃料製造を組
合わせた 高効率トリジェネレーションシステムの開発

森林再生、林業活性化

ナノファイバー製造

バイオマスプラスチック原料

バイオマス集積所

複合材料＇建材等（

化学・微生物変換

ガス化・ＦＴ合成

ＢＴＬ軽油

＊ ＊ 熱

電気

地域の企業、公設研、自治体、大学
と連携した、バイオマスの最大限利活
用技術の開発による森林の再生と林
業の活性化に向けての取り組み。

H22年度実績No. 121010, 221050
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地域センターの事業計画策定＇四国センター（＇０．１（

H22年度実績No. 121010, 221050

◆健康関連産業の創出・育成とものづくり新産業創出

四国では多様で個性ある食文化と特産品が存在すること、高齢化の進行や生活習慣病の高罹患
率が「食と健康」にかかわる関心を高めていることなどを背景に、研究拠点として健康工学研究部
門のポテンシャルを生かした「健康関連産業の創生」に取り組み、産業活性化による雇用創出と健
康水準の改善をめざす。

また、集積度は低いが高度な技術力を有するものづくり企業が存在することから、連携拠点として
全産総研のポテンシャルを活用した基盤技術力のさらなる向上および先端技術の導入による「も
のづくり産業の競争力強化」をめざす。

四国センターの事業計画

重点事業０－健康関連産業の創出・育成

四国においては雇用創出と人材の定着、および健康水準向上が急務の課題であり、「健幸社会」
実現による新産業創出と社会的課題解決をめざす四国経済産業局、および自治体や大学と強固な
連携を保ちつつ、四国センターは健康関連産業の創生に取り組む。

重点事業１－ものづくり産業による新産業創出

ニッチ分野で高度な技術力を有するものづくり企業が元気で客先の求めに対応するため多様な
技術課題にチャレンジしていることから、全産総研のポテンシャルを活用し技術移転等により競争力
を強化して「ものづくり産業の新産業創出」をめざす。
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地域センターの事業計画策定＇四国センター（＇１．１（

重点事業０－健康関連産業の創出・育成

０－健康ものづくり研究会
企業との個別対話を重視した取り組みを通じ共同研究契約件数が

増加した。健康工学研究部門のバイオマーカーの同定、低侵襲の検知
デバイス開発、感染症の超早期診断技術開発などの成果を活用した共
同研究や糖脂質技術などのバイオ技術を地域資源の高度化に活かし
た技術開発などが行われた。

１－四国まるごと「食と健康」イノベーション１／０／
四国センターが事務局となり５大学＇徳島、香川、愛媛、高知の大学（

と共同で、「食と健康」をテーマに研究シーズ発信、企業向け技術相談
コーナー特設などの取り組みを試行。産総研・大学連合による高度な
研究プラットフォームづくりの議論端をスタートさせた。

重点事業１－ものづくり産業の新産業創出

０－高信頼性ものづくりプロジェクト
全産総研のポテンシャルを活用し、四国ものづくり企業の生産現場

に科学的手法を導入し生産効率・品質向上をめざす「高信頼性ものづく
りプロジェクト」を主導した。研究者招聘の企業ニーズは根強く、戦略的
基盤技術高度化支援事業に発展する案件も出始めている。

１－産技連四国地域部会活動の可視化
公設研等の強み３０技術を「技術の可視化」として冊子化し情報を発信
し企業の技術課題への対応をはかった。

重点事業の内容

H22年度実績No. 121010, 221050
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地域センターの事業計画策定＇九州センター（＇０．１（

◆ 「九州成長戦略アクションプラン」のプレーヤーとして地域財献を果たす

 研究拠点機能としての事業
重点事業０－多様な生産現場に適用可能な製品検査・プロセス管理計測技術の開発
重点事業１－安心・安全と経済性が両立する水素社会構築への財献

 連携拠点機能としての事業
重点事業２－太陽電池モジュール信頼性評価のための産学官連携拠点の形成
重点事業３－九州ものづくり企業支援のためのオープンイノベーション拠点形成

九州センターの事業計画

重点事業０－多様な生産現場に適用可能な製品検査・プロ
セス管理計測技術の開発

九州地域に集積する半導体関連ものづくり企業のマザー工
場の生産性向上、さらには食品・バイオ関連産業の品質管
理向上をもたらす計測ソリューションの開発と提供を行い、
九州地域における地域イノベーションの拠点化を目指す。

H22年度実績No. 121010, 221050
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地域センターの事業計画策定＇九州センター（＇１．１（

重点事業３－九州ものづくり企業支援のためのオープンイノ
ベーション拠点形成
九州センターがオール産総研とオール九州をつなぐ結節点
となり、九州地域産業界の活性化を推進する中核プレー
ヤーとして、様々な産学官連携活動を強化する。特に、半
導体分野で産総研ミニマルファブ構想と連動し、オール九
州で3D-IC技術開発プロジェクトを推進

ミニマルファブ２D-IC開発
プロジェクト

＇産総研九州センター（

大学

産総研ファブ
システム研究会

九州経済産業局

自治体

企業＇デバイス、装
置、材料、機器（

九州半導体イノ
ベーション協議会

シリコンシーベルト福岡
セミコンフォレスト熊本
おおいたLSIクラスター

重点事業２－太陽電池モジュール信頼性評価のための産学
官連携拠点の形成
太陽電池メーカの集積が進む九州において、大型太陽電
池モジュール性能ならびに信頼性評価を行う研究拠点を形
成し、日本の太陽光発電産業の産業基盤を強化し、国際競
争力向上によって経済発展と国際的な環境改善に財献

重点事業１－安心・安全と経済性が両立する水素社会構築
への財献
安全な高圧水素利用システム開発のための水素材料の評
価設計手法、実証実験手法の確立、データベースの構築、
産業界への提案・提供、利用普及促進や基準・標準に財献
し、水素社会に向けて世界に先駆けたイノベーション創出拠
点をめざす。

H22年度実績No. 121010, 221050
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②地域における支援機関ネットワーク
の維持と展開
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バイオものづくり産業のための支援機関ネットワークの維持と展開＇北海道産学官連携センター（

○北海道センターが事務局を務める札幌大通りサテライト＇HiNT（を中心に、出自の異なる協議会メンバーと協

力して、地域の中小企業を対象に、技術相談のワンストップ相談窓口を運営している。平成１１年度からは、地
域産業界と密接な人的ネットワークを持つ北海道内国立高専３校を新たに協議会メンバーに加えて、北海道の
ほぼ全域をカバーする技術支援ネットワークを完成し、バイオものづくり産業基盤構築の活動を強化した。

【研究シーズ等の情報拠点】
技術情報の提供や共同研究パートナーの紹介、探索支援

【技術開発の相談の拠点】
技術開発、新事業、実用化、
起業に関する相談や各種支援制度の紹介

【知的負産の活用促進拠点】
特許等知的負産の相談や情報提供、情報検索支援

【地域情報の発信拠点】
地域活動の道内外への情報発信、交流機会の創出

【人的交流の拠点】
各種公開セミナーや勉強会の開催

運営協議会メンバー
・北海道大学
・室蘭工業大学
・北見工業大学
・帯広畜産大学
・産業技術総合研究所
・北海道農業研究センター
・北海道立総合研究機構
・科学技術振興機構

JSTイノベーションプラザ北海道
・新エネルギー・産業技術総合開発機構
・中小企業基盤整備機構北海道支部
・北海道科学技術総合振興センター
・北海道中小企業総合支援センター
・北海道経済産業局
・北海道
・札幌市
・北海道経済連合会
・北海道中小企業家同友会
・日本政策投資銀行
・国立高等専門学校

＇函館、苫小牧、釧路、旭川（

出自の異なる様々な機関と協力して、北海道地域のニーズに対応
＇産総研北海道センターが事務局を担当（

平成１１年度か
ら新たにメン
バーとなった。

補助金等情報“テクノサポートカレンダー”
を年１回 ４１／／部発行

年間来場者数３０２２名、
技術相談件数２０／件

技術相談のワン
ストップ相談窓口

H22年度実績No. 121020
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低環境貟荷化学技術推進のための支援機関ネットワークの維持と展開＇東北産学官連携センター（

○ 「東北イノベーション・ネットワーク事業」 における活動
平成20～21年度に実施した「地域イノベーション創出共同体形成事業」の平成22年度後継事業である、

「東北イノベーション・ネットワーク事業」に国公設試験研究機関の取り纏め担当の中核機関として活動。
金融機関も参加した産学官金連携ネットワークへと展開。

東北各県市
産業支援機関

金融機関
地銀、第１地銀、
信金、信組、ＶＣ等

大学ＮＷ
東北大、弘前大、岩手大、
山形大、秋田大、高専等

国公設研ＮＷ
５県６公設研、

産総研東北センター

ＪＳＴ

中小機構
東北支部

東北５県・
仙台市

＇ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ（

東経連
ＪＥＴＲＯ

東北イノベーション・ネットワーク
＇東北インテリジェントコスモス研究機構の受託事業（

＇東北地域の産学官金40機関が参画（

東北経済
産業局

＇ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ（

全国イノベーション推進
機関ネットワーク

○ 「東北6県公設試・産総研と地域企業の交流懇談会」 を各県で開催
地域企業への技術支援体制強化・アピールを目的として、平成22年度は福島

県＇7月（、青森県＇1月（にて開催し、東北6県を三年間で一巡。
産総研東北センター、各県公設試験研究機関と地域企業トップとの情報交換

山形

岩手 秋田宮城 福島

青森

●東北リエゾン機関ネッ
トワーク会議
●東北地区国公私立大
学等研究推進協議会

産業技術連携推進会議

相互支援体制を確認

両事業の
成果例

○資金提供型共同研究
○福島県企業への山形の支援
○今般大震災後の相互支援

H22年度実績No. 121020
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広域関東圏における支援機関ネットワークの維持と展開＇関東産学官連携推進室（

～広域関東圏イノベーション創出促進協議会の成果普及活動～
関東甲信越静1都10県の公設研等と共同研究を継続し、技術の向上と普及のために、持ち回り測定や

技術研修、地域セミナーや成果発表会を開催し、広く研究成果の普及をはかった。
①幾何形状測定のための信頼性向上のための技術開発＇CMM（
②EMI測定電波暗室の電波伝搬特性評価手法の確立＇EMI（
③RoHS対策指令等環境有害元素＇六価クロム（規制対応分析技術の確立＇RoHS（

によるトレーサビリティの体制の整備・技術普及

2010/11/15 測定結果の確認・検討
＇神奈川県産業技術センター（

2011/2/16 CMMセミナーの実習風景
＇産総研つくばセンター（

2010/12/14 全国イノベ成果普及講演会場
＇秋葉原ダイビル（

2010/12/14 全国イノベ成果普及展示会場
＇秋葉原ダイビル（

公設研
1都10県の公設研

都県＇オブザーバ（
1都10県の技術振興課

食総研＇農研機構（

産業振興負団
東葛テクノプラザ
機会振興協会

にいがた産業創造機構
など

大 学
東大、東京電機大学、東工大など

事務局
産総研

関東産学官連携
推進室

計量・計測分科会
産総研計量標準総合センター＇ＮＭＩＪ（の機能を最

大限に活用したトレーサビリティ技術の高度化
①CMM ②EMI ③RoHS

地
域
中
堅
・
中
小
企
業

相談・依頼

H22年度実績No. 121020



46

技術移転、実用化技術、
応用展開の検討

3公設研
1企業

中部センター

次世代自動車部材軽量化のための支援機関ネットワークの維持と展開＇中部産学官連携センター（

○マグネシウム合金冷間プレス成形技術WGを産技連東海・北陸地域部会内に新たに設置することにより、
次世代自動車用部材軽量化技術に関して、地域産業の支援体制を強化

○産業技術連携推進会議を運営し、公設試験研究機関を支援、支援機関ネットワークを維持
○中部地域公設研テクノフェアを開催し、地域産業を支援

中部センター開発のコア技術
＇マグネシウム合金展伸材の
加工技術（

14機関合同で出展
来場者 43,000人
パンフレット配布 1,500部

全国

公設試験研究機関

中部地域 東海・北陸地域
部会の運営

機械・金属分科会
材料・エネルギー・環境分科会
情報・電子デバイス分科会
セラミックス分科会
の運営

中部センター

◆産業技術連携推進会議
３技術部会、地域部会を運営

◆マグネシウム合金
冷間プレス成形技術ＷＧ

◆中部地域公設研テクノフェア

次世代自動車用部材の軽量化

H22年度実績No. 121020
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蓄電池、バイオ医薬産業のための支援機関ネットワークの維持と展開＇関西産学官連携センター（

●ＡＩＳＴ関西懇話会９ 123会員機関＇103企業、20機関（に産総研成果普及と産業振興策議論
●関西活性化フェア2010９ 池田泉州銀行主催のフェアで中核的参画機関として産総研技術を紹介
●北大阪産学官連携会議９ 摂津水都銀行主催の会議に参加し産総研技術を紹介
●近畿地域イノベーション創出共同体事業９ 公設研ネットワークの中核として地域中小企業の先端

機器利用を促進
●近畿地域産技連活動９ 公設研ネットワークを活用し、幹事機関として積極的活動を展開

・知負担当者勉強会の企画・運営＇２回（
・ナノテク分科会＇ナノテクキャラバン、プリンティッドエレクトニクス用
材料研究開発支援プロジェクト実施＇フォーラム実施、300人以上集客（

・食品バイオ、セラミック、情報電子、デザインの分科会開催
●大学連携９ 大阪大学と包括的連携協定締結、共同シンポジウム開催

京都大学との包括協定に基づくプロジェクト実施＇ＲＩＳＩＮＧプロジェクト、革新型蓄電池（
●国際連携９ ドイツ・フラウンホーファーＩＰＡ研究所と連携合意、大阪事務所開設支援

ナノテク国際シンポジウム開催

本格研究

技術を社会へ

持続可能な社会の実現

地域の産業集積・先端知の活用

地域連携
企業連携＇中小・ベンチャー・大企業（

公設研連携＇産技連（・機関連携

大学連携

国際連携

フラウンホーファーＩＰＡ研究所
国際広報

関西センター

蓄電池産業の育成＇新材料開発支援（
バイオ医薬産業の育成＇産総研地域連携研究開発（

H22年度実績No. 121020
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バイオマス利用ビジネスのための支援機関ネットワークの維持と展開＇中国産学官連携センター（

H22年度実績No. 121020

地域イノベーション創出共同体事業で設置した２つの分科会＇バイオ分科会、ＥＭＣ分科会、プラズマ分科
会（活動を中国４県の公設研と連携しつつ維持し、地域企業向けの試験研究機器の導入と当該機器を活
用するためのマニュアルを作成・リバイスしながら、地域の研究開発体制の拡充に向けての取り組みを進
めた。また、中国地域バイオマス協議会や広島中央サイエンスパーク研究交流推進協議会等を通じた成
果普及活動や地域の大学との連携に取り組んだ。

◆中国地域産総研技術セミナー

中国地域各県の公設研と連携し、地元産業界からの要望の大きな課題について産総研の

研究成果を紹介する技術セミナーを開催＇平成21年度6回、平成22年度8回（し、地域イノベー

ション創出共同体事業＇平成20～21年度実施（において構築した先端技術マニュアル及び設

備機器についての普及活動等を行った。

◆地域のネットワーク活動

中国地域バイオマス協議会では、バイオマス会計表等の中国センターにおける研究成果の

紹介や、5つの分科会を通じた技術相談等に対応することにより、成果の普及を図った。また、

広島中央サイエンスパーク立地機関と連携して施設公開や研究公開フォーラムを開催した。

◆地域の大学との連携

広島大学とはバイオマス利用を基軸とした研究開発・人材育成について、岡山大学とは先端

科学技術・基礎分野における研究者交流、人材育成、ベンチャー企業育成等について連携・

協力協定を締結し、組織的な連携を図った。
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健康産業、ものづくり産業のための支援機関ネットワークの維持と展開＇四国産学官連携センター（

H22年度実績No. 121020

○企業を組織化した「四国工業研究会」や「健康ものづくり研究会」、地場に密着した公設研と連携する
「産業技術連携推進会議四国部会」、国や自治体が進める産業振興策と研究開発の方向性などをす
り合わせる四国経済産業局・四県商工労働部等との連絡会議、大学との高度な研究協力を実現する
連携協定実践、産業支援機関が主催して研究開発成果を事業化に繋げる「四国地域イノベーション
創出協議会」への参画、など四国地域の産学官連携ネットワークの維持と発展をはかった。

◆自治体
＇連絡会（

徳島県商工労働部
香川県商工労働部
愛媛県経済労働部
高知県商工労働部

◆大学
＇大学・産総研連携協力・推進協定（

国立大学法人徳島大学
国立大学法人鳴門教育大学
国立大学法人香川大学
国立大学法人愛媛大学
国立大学法人高知大学
公立大学法人高知工科大学

◆公設研
＇産技連四国部会（

徳島県立工業技術センター
香川県産業技術センター
愛媛県産業技術研究所
高知県工業技術センター
高知県立紙産業技術センター
高知県海洋深層水研究所

◆産業界 四国工業研究会//四国センターが全産総研の窓口として機能

◆四国経済産業局
＇連絡会（

◆産業支援機関
＇四国地域イノベーション創出協議会（

中小機構四国支部
四国産業技術振興ｾﾝﾀｰ
四国ＴＬＯ
各県産業支援負団
＇大学・公設試等（

高信頼性
ものづくりプロジェクト

健康
ものづくりプロジェクト

四国まるごと「食と健康」
イノベーション１／０／

◆産業界 健康ものづくり研究会//健康工学研究部門と連携

健康関連産業創出・育成＇四国センター（ ものづくり新産業創出＇オール産総研（

◆産総研四国センター ネットワーク
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九州ものづくり企業支援のための支援機関ネットワークの維持と展開＇九州産学官連携センター（

H22年度実績No. 121020

○九州イノベーション創出促進協議会＇KICC（共同事務局として、60機関の産学官連携ネットワークを維持、
地域企業の技術相談対応や研究会事業を推進

○佐賀県庁との連携強化による佐賀県の産業振興に関する各種取組の実施
○製品検査・プロセス管理計測技術に関する企業課題の抽出、連携先企業開拓への取組の実施

九州イノベーション創出促進協議会(KICC)
 九州産業技術センターと共同で、九州地域の大学・高専、公的試験

研究機関、産業支援機関、経済団体等60機関からなる広域的連携
を組織

 構成機関ネットワークを活用した企業からの技術相談への対応

 インスペクション研究会活動により、製品の検査技術を中心とした
企業の技術開発向上力支援

 産総研および公設試の開放型分析機器類に関する企業の利用促
進の取組

佐賀県との連携強化
 佐賀県庁、県の研究関連4機関および佐賀大学との意見交換会等

を通じて、産業振興に向けた連携を強化

 太陽電池信頼性評価に関する佐賀県工業技術センターとの共同研
究を開始

 佐賀県との連携したMZプラットフォームの普及拡大の取組の実施
 佐賀県下企業への技術講演会、技術相談会、施設見学会の実施

九州イノベーション創出促進協議会

研究拠点機能
製品検査・プロセス管理計測技術
水素利用システム開発




