
精神神経疾患に関連する薬剤の評価系 健康工学研究部門

【研究成果の概要】
情報工学の手法から機能異常が予測された神経栄養因子

の一塩基多型ノックインマウスを作製したところ、顕著な
抑うつ行動と第３世代抗うつ薬に対する治療抵抗性を特徴
とする難治性うつ病モデルマウスが樹立できた（図１）。
さらには、DNAアレイ、qRT-PCR、免疫組織化学、
stereology等の解析から、抗うつ薬抵抗性に関する病態生
理学の研究も進捗した（図２）。これらの成果をもとに、
本年度、製薬企業を含む国内企業２社との共同研究を開始
した。

【平成２２年度目標との関連】
小項目【別表１】II- １-(1)-① 幹細胞等を利用した再生医
療等に資する基盤技術及び標準化技術の開発
・創薬における医薬品の毒性評価や再生医療に必要な分化
細胞や組織等を供給するための基盤技術や標準化技術を開
発する。

【開発技術の用途】
・我が国におけるうつ病患者数の増加が大きな問題となっ
ている。このような状況にもかかわらず、抗うつ薬の開発
は十分ではなく、そのモデル動物の開発、うつ病に関する
生物学的理解は遅延している。当該研究から開発された上
記モデルマウスは、新規抗うつ薬の開発、抗うつ薬開発の
標的分子の探索等への実用性が期待され、我が国の健康脳
推進に貢献しうる。

図２ 作製したモデルマウスでは、第
３世代抗うつ薬の標的神経細胞の免
疫組織化学のシグナルが低下してお
り（左写真の赤）、DNAアレイの解析
から有意に変動する遺伝子が多数見
出された（上グラフの赤矢印）。

図１ 神経栄養因子の一塩基多型ノックインマウスは、抑
うつ行動試験（尾懸垂試験）において、顕著な抑うつ行
動（灰色グラフ）と抗うつ薬抵抗性（赤矢印）を示す。

平成２２年度の主な研究成果（ライフサイエンス分野）
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マルチ発光プローブを用いたバイオマーカー分子検出システム開発 健康工学研究部門

【研究成果の概要】
NEDO「高機能簡易型有害性評価手法の開発」プロジェクト

を東北大学、東洋紡績、鳥取大学と共同で推進、化学物質が
示す免疫毒性を評価するための多色発光細胞の樹立とそれに
特化した計測法の構築を実施した。構築システムでは、合計
288のマーカー遺伝子の発現変動を20分以内に誤差18%以内で
計測できることを証明、短時間で高精度な化学物質のリスク
評価手法の確立に成功した（図１）。また生体リズムのマー
カー遺伝子である2種の鍵遺伝子の発現変動を、8種類の組織
において20分間隔、7日間に渡り同時に検出することにも世界
に先駆けて成功した（図２）。

【平成２２年度目標との関連】
小項目【別表１】II- 2-（2）-① 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

・バイオマーカー分子を簡便かつ迅速に検知し、時系列情報
として管理するためのシステムとして、1) 細胞内に導入した
有用蛋白質の動態をリアルタイムに検出するシステム、2) 健
康状態を把握するための簡易測定システム、の開発を進める。

【開発技術の用途】
・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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mPer2 mBmal1

平成２２年度の主な研究成果（ライフサイエンス分野）

40



量子ドット発光点滅制御に新たな局面：発光消光するはずの酸化チタン添加で点滅抑制
健康工学研究部門

【研究成果の概要】
従来、発光の消光に寄与することが知られている酸化チタン

のナノ粒子を、基板に固定して水溶液中に置いた量子ドットに
対して加えたところ、驚くべきことに量子ドットの発光点滅を
抑制することを見出した。この現象は水溶液中に特有の現象で
あり、量子ドットと酸化チタンを強制的に結合させた系では消
光が起こる。この結果は、点滅抑制機構理解に一石を投じるも
のであり、極めて重要な発見である。
【平成２２年度目標との関連】
小項目【別表１】II-1-(2)-① ナノテクノロジーと融合した
生体分子の計測・解析技術の開発とその標準化
・蛍光標識を用いた生体分子の可視化技術の開発では、量子
ドット（QD）に着目し、細胞内への遺伝子デリバリの素過程の
可視化へ応用する。核内移行性を有すペプチド修飾QDおよびQD
と色素で2重標識したDNA を用いて、外来遺伝子が核内まで到
達する過程の可視化および核内に運搬されたDNAが機能発現す
る過程を可視化する。
【開発技術の用途】
・イオン化を抑えること、イオン化状態を中和することがOFF
状態抑制の指針である。
・発光点滅抑制により、量子ドット標識を用いた生体単一分子
イメージング法の高機能化。
・量子ドットを用いた光増感機能の向上に寄与する。
・がんの光線治療を含む光触媒機能、太陽電池への応用でも注
目されている。

図１.酸化チタン添加前の単一CdSe/ZnSコアシェル型量子ドットの発光点
滅、および同添加後、点滅の抑制．点滅のOFF時間が長い場合、１個の量
子ドットで標識した１個の生体分子を連続的に可視化するとき支障がある．

図２．本成果を進化させて、さきがけ研究で開発するそれぞれ難易度の
異なる2種類の蛍光ナノ磁石．（ａ）のInP/ZnおよびInSb/ZnSコア・シェル
型量子ドットを使用．（b）のナノ結晶および（a）の磁性修飾で用いる高ス
ピン錯体はCu(II) 錯体、Fe(III)、Tb(III)錯体を使用．（ｂ）の難易度が高い。
がん細胞を光照射により発生する活性化酸素で死滅させる．使用後の
ナノ粒子を光分解によって小断片化して、組織外に排泄せることが提案
の要点のひとつである．

平成２２年度の主な研究成果（ライフサイエンス分野）
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再生医療実現化に向けた幹細胞開発と製造工程の国際標準化 健康工学研究部門

【研究成果の概要】
先天性骨代謝疾患治療の実現化に向けて、 皮膚細胞の100倍
以上の高効率で歯胚からiPS細胞を樹立するとともに、移植用の
間葉系幹細胞に正常遺伝子を導入する技術・人工骨上の培養法
を確立した。また、当部門セルプロセッシングセンターで培養
した他家間葉系幹細胞を同疾患患者に移植して、将来のiPS細胞
治療に繋がるような治療効果を得た (厚労省「ヒト幹指針」承
認済臨床研究)。一方、産学官連携の下、再生医療製品製造用除
染接続装置に関する国際標準化活動も展開した。

【平成２２年度目標との関連】

小項目【別表１】II-1-(1)-① 幹細胞等を利用した再生医療等

に資する基盤技術及び標準化技術の開発・先天性疾患患者の治

療技術開発を目的として、疾患遺伝子に対応する正常遺伝子の

導入法の検証を行う。また、病態解明や治療を目的として、患

者由来のiPS細胞作製の検討を行うとともに、本細胞を用いた再

生医療技術開発のため、腫瘍性のある未分化細胞除去技術の開

発を行う。

【開発技術の用途】
・開発した幹細胞によって、これまで外科領域での局所治療で
あった再生医療を、本疾患に対する治療のように小児科・内科
領域での全身治療まで適用を拡大する。
・除染接続装置の規格化を通して、アイソレーター技術の早期
導入を図り、移植用細胞の製造コストを削減、再生医療の普及
を目指す。

再生医療用細胞の製造に必須の除染接続装置に関する国際標準化
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共生微生物が宿主生物に賦与する新規生物機能の解明 生物プロセス研究部門

【研究成果の概要】

ある種のアブラムシ体内に生息する共生細菌 Regiellaを別

種のアブラムシに異種間移植することで、ある種のアブラムシ

が、これまで餌として利用できなかった植物上で生存や繁殖が

可能になることを発見した。この発見は、害虫防除の観点から

も重要な昆虫の植物適応という性質が、共生細菌の感染に

よって生物種を超えて伝搬する可能性を実証したものであり、

自然界における植物と昆虫の関係や、食性の進化、新興害虫

の起源などの解釈に新たな観点を与えるものである。

【平成２２年度目標との関連】

小項目【別表１】I-3-(1)-②および5-(3)-①微生物資源や有

用遺伝子の探索と機能解明

・共生微生物のゲノム情報に基づいて、害虫化、植物適応など

の生物機能を担う分子基盤を解明する。

【開発技術の用途】
・生態系における植物と昆虫の関係の制御。
・害虫対策への応用。 Science誌に論文掲載 (Science 303, 1102, 2010）

アブラムシ体内には“菌細胞”という特殊な細胞（Myc）が存在し、
菌細胞内にはアブラムシにとって必須の共生細菌Buchnera（緑）
が生息している。任意共生細菌Regiella（赤）は、菌細胞、鞘細胞
（図中、矢尻）のほか、アブラムシの体液中にも存在している。

平成２２年度の主な研究成果（ライフサイエンス分野）
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有用物質高発現用植物ウイルスベクターシステムの開発 生物プロセス研究部門

【研究成果の概要】

植物発現系を用いて有用物質を生産する場合、遺伝子組換え植物

を作出する汎用法では、最短数ヶ月から半年を必要とする。一方、

植物ウイルスベクターを用いる方法は、短時間かつ高発現な生産系

である。しかし、この方法においては、植物ウイルスは感染植物体内

においてウイルスの感染後の日数および葉位によってウイルスの蓄

積量が周期的に増減するというサイクリックな増殖を示すことが知ら

れおり、一様な目的タンパク質の高発現が持続できる技術の開発が

必要である。当該研究では、ウイルスがもつサイレンシングサプレッ

サー(HC-Pro) を用いることで、CMVのサイクリック性の打破に成功し、

CMVベクターの発現量の飛躍的増加が可能な高発現システムを開発

に成功した。

【平成２２年度目標との関連】

小項目【別表１】I-5-(3)-③ 遺伝子組換え植物作出技術と生産シ

ステムの開発

・サイレンシングサプレッサーと植物ウイルスベクターの活用により、

有用物質の発現量を2倍以上増加させる技術の開発

【開発技術の用途】
・組換え植物による有用物質の大量生産
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バイオ電顕と半導体技術の融合による大気圧電子顕微鏡(ASEM) の開発
バイオメディカル研究部門

【研究成果の概要】
液体中の細胞を直接観察できる大気圧電子顕微鏡
(ASEM)を開発し、マイクロメータ以下の小さなマイコプラズ
マの迅速観 察に成功した。また、癌の転移に重要なCD44
免疫電顕法の開発に成功し、本手法を用いてMβCD薬が
癌転移を防ぐ作用を明解に示した。

【平成２２年度目標との関連】

小項目【別表１】II-1-(1)-① 生体反応の分子メカ

ニズムの解明によるバイオマーカーの探索と同定

•溶液中での、細胞や物理・化学反応を高分解能で観察
する技術を確立する。

【開発技術の用途】
•細胞内分子複合体の観察と免疫電顕法による薬開発。
•ウィルス・細菌等の迅速同定と観察。
•組織表面の核観察による癌の術中迅速診断

注意点：
・図のキャプション、説明類はできるだけ
日本語で、わかりやすい表現にする。
・印刷資料として紙媒体で使用するので、
アニメーションなどは貼らない。
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【研究成果の概要】

ナノニードルアレイを用い機械的に細胞を釣り上げ、細胞
を分離するには、接着力の異なる異種細胞の接着力を等し
く減弱し、同程度に平準化しなければならない。接着力の
大きく異なるマウス胚性癌細胞P19とマウス繊維芽細胞
NIH3T3において、接着力を2 nN程度に調製する手法を開発
した。細胞の脂質二重膜を固定する保持材料BAMを用いた。
トリプシン処理後、細胞をBAM-BSAコンジュゲートを１%混
合したBAM-BSA /BSA混合被膜を設けた基板に播種すること
によって、P19とNIH3T3の接着力をともに2nN程度に調製す
ることが可能であった。

【平成２２年度計画との関連】

小項目【別表１】II-1-(2)-① ナノテクノロジーと融合

した生体分子の計測・解析技術の開発と標準化

•ナノニードルアレイを用い機械的に細胞分離を行う新し
いセルソ－ターの開発における基盤技術として、細胞の付

着力制御技術の開発を行う。

【開発技術の用途】
•細胞内部のマーカータンパク質を標的にし、生きた細胞
の分離を行う革新的なセルソーターシステムを提供する。

ガラス基板

新規セルソ－ターシステムの開発 バイオメディカル研究部門

接着力の平準化：
あらゆる細胞種で同程度の接着力に調整し
なければならない。

接着力の大きく異なるP19（左）とNIH3T3（右）

基板への接着力はP19で25 nN、
NIH3T3では60 nN以上であった。

BAM-BSA

脂質二重膜
オレイ
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牛血清アル
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混合被膜上に
播種されたP19

100 μm

BSAは細胞の接着を抑制する分子である。
BAMをBSAに修飾したコンジュゲートを作
製し、BSAと混合被膜を作製した。

100 μm

100 μm

平成２２年度の主な研究成果（ライフサイエンス分野）
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空港用車椅子の開発と評価に関する研究 ヒューマンライフテクノロジー研究部門

【研究成果の概要】
これまで車椅子を利用する乗客は、車椅子の金属が空港の
保安検査場の検知器に反応するため、ボディチェックを必
ず受けざるをえなかった。それを解消するための非金属製
車椅子の開発において製品化モデル（写真）を試作しJIS
走行耐久性試験をクリアした。本件につき2件特許申請を
行った。プレス発表後、空港に配備し顧客サービス用に使
われている。

【平成２２年度目標との関連】
小項目【別表１】II-2-（３）-② 身体生理機能や認知機
能の理解に基づき心身機能を維持増進する技術や回復（リ
ハビリテーション）する技術の開発
・心身活動の回復や増進については、日常生活における身
体活動量を簡易・低拘束で把握するための要素技術や運動
機能訓練用の自転車ペダル機構やアクチュエータ機構構築
のための要素技術の開発を行う。また、低負荷刺激による
積極的休息の効果評価のための指標候補を抽出するととも
に、指標計測簡易化のための要素技術を検討する。

【開発技術の用途】
・空港用非金属製車椅子として使用
・空港用ベビーカーの開発に応用することが可能。
・病院用MRI関連の非金属製車椅子やストレッチャーの開
発に応用することが可能。

製品化モデル

前輪キャスターの強度対策 フットレストの跳ね上げ機構

平成２２年度の主な研究成果（ライフサイエンス分野）
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日本発かつ世界初のアクセシブルデザイン国際規格３編を発行
ヒューマンライフテクノロジー研究部門

【研究成果の概要】
アクセシブルデザイン技術（高齢者・障害者を含むより多
くの者に適合した製品・環境設計技術）に係るJIS（日本
工業規格）３編の国際標準化を提案し、ISO（国際標準化
機構）規格として発行するに至った。発行されたISO規格
は、下記の３編である：
・ISO 24500 消費生活製品の報知音
・ISO 24501 消費生活製品の報知音の音圧レベル
・ISO 24502 有色光の年代別輝度コントラスト
発行に至るまでの過程では、JIS原案の作成から、ISO規

格化提案に向けた国際比較実験、国際規格の原案審議にあ
たる作業部会の運営までを一貫して担った。
【平成２２年度目標との関連】
小項目【別表１】II-２-（１）-② 日常生活における人間
の生理、心理及び行動の統合的計測と健康生活への応用技
術開発とその国際標準化
・高齢者、障害者、健常者等の人間の生理、心理及び行動
情報を計測し、健康及び安全状態を時系列で定量的に評価
する技術を開発する。低視力者、聴覚障害者や高齢者を対
象にデータの蓄積を行い、標準化活動を行う。
【開発技術の用途】
・発行されたISO規格は、すでに制定されたJISをもとに作
成されているため、国内向けに設計された製品等を、その
まま仕様を変更することなく海外に輸出可能となる。また、
日本国内での製品の使用状況及び日本人の特性にあった仕
様の製品が、国内外に広く普及することが期待できる。 図２ 発行された３編のISO規格

図１ 国際標準化研究の全体概念図
JISのISO規格化により、国内産業の国際的発
展と高齢者・障害者の自立・社会参加を支援

平成２２年度の主な研究成果（ライフサイエンス分野）
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３次元音響を用いた視覚障害者の聴覚空間認知訓練
ヒューマンライフテクノロジー研究部門

【研究成果の概要】
視覚障害者の聴覚空間認知訓練を支援する技術の実用化と
いう社会ニーズに基づき、汎用PCと低コスト周辺機器から
なる訓練生の行動範囲を制限しない訓練システムを３次元
音響技術を用いて開発し、平成22年度に一部機能（広範囲
測位など）を除き、本訓練システムの機能が実用レベルに
到達したので、平成22年9月よりソフトウェアβ版の視覚障
害関係者への無償提供を開始した。

【平成２２年度目標との関連】
小項目【別表１】II-２-(3)-② 身体生理機能や認知機能
の理解に基づき心身機能を維持増進する技術や回復（リハ
ビリテーション）する技術の開発
・認知及び運動の相互作用特性の計測、評価及びデータ
ベースに基づいた視覚障害者に対する聴覚空間認知訓練シ
ステムを開発する。

【開発技術の用途】
・視覚障害リハビリテーションや教育における歩行訓練の
支援

訓練システムの概要

訓練システムβ版の操作方法

GPS

ジャイロ
地磁気
加速度
センサ

ASIO
USBハブ

ヘッドホン

PC

平成２２年度の主な研究成果（ライフサイエンス分野）
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タイトル 概 要 実施ユニット

１ ソフトウェア安全性の厳密な証
明手法の構築

暗号処理ソフトウェアの実装が、セキュリティのために暗
号学的に必要とされる数学的性質を満たしていることを
完全に証明する手法を構築し実際のソフトウェアに適用
した。

情報セキュリティ研究センター

中期計画【別表1】 III-3-(5)-①
整理番号 0000360-100

２ シリコンの限界を超えるCMOS
トランジスタの基本技術が完成

化合物半導体を利用した次世代CMOSトランジスタ実
用化のための3つの基本技術、高電子移動度動作、極
薄チャネル形成、メタルソース/ドレイン（S/D）接合形成
に成功した。

ナノ電子デバイス研究セン
ター

中期計画 【別表1】 I-4-(3)-①
整理番号 0000113-100
共同研究者の所属ユニッ
ト：エレクトロニクス研究
部門、集積マイクロシステ
ム研究センター、太陽光発
電研究センター

３ 不揮発性抵抗変化メモリ
RRAM素子を128 Kbitチップに
集積化

低消費電力，高速動作の性能を兼ね備えた不揮発性抵
抗変化メモリ素子を128Kbitのメモリアレイチップに集積
化することに成功した。

ナノ電子デバイス研究セン
ター

中期計画 【別表1】 I-4-(3)-①
整理番号 0000114-100

４ 不揮発性相変化固体メモリ消
費エネルギーの大幅な低減

固体相変化メモリのメモリ層の原子配置を精密制御す
ることで、従来デバイスに比較して1/10以下のエネル
ギーで動作させることに成功した。

ナノ電子デバイス研究セン
ター
中期計画【別表1】 I-2-(3)-①
整理番号 0000047-100

情報通信・エレクトロニクス分野

平成２２年度の主な研究成果一覧（情報通信・エレクトロニクス分野）
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タイトル 概 要 実施ユニット

５ 光パスネットワークの低消費電
力性を公開実験で実証

光パスネットワークによる映像配信の公開デモ実験をＮＩＣＴ、
ＮＨＫと連携して行い、光パスネットワークの省エネルギー性
を実証した。

ネットワークフォトニクス
研究センター、

情報技術研究部門

中期計画【別表1】 I-2-
(3)-③、I-2-(3)-④
整理番号 0000052-100、

0000054-100

６ 把握運動生成プログラムの開
発と筋腱相互作用の解明

任意の製品モデルに対して手の把握運動を数十秒程度で生
成できるプログラムを開発した。また、筋腱間の相互作用と
それが指運動に与える影響を屍体実験に基づき解明した。

デジタルヒューマン工学
研究センター

中期計画【別表1】 III-1-
(2)-③
整理番号 0000317-100

７ キッズデザイン共創プロジェクト
の実施

子どもの傷害予防に配慮した製品（キッズデザイン製品）を
企業が開発する上で不可欠となるデータ・技術・人的ネット
ワークを一体として開発・育成するための社会実験（キッズ
デザイン共創プロジェクト）を企画し、15社19課題
（http://www.kd-wa-meti.com/news.html）を実施した。これ
により、中期計画で掲げた目標（10件以上の製品の設計や
リスクアセスメントに応用）の達成に向けて研究を大きく加速。

デジタルヒューマン工学
研究センター

中期計画【別表1】 II-3-
(1)-③
整理番号 0000294-100

８ 球形の全方位望遠マイクアレイ
の設計と試作。

球形の全方位望遠マイクアレイを世界で初めて開発し、方位
角と仰角の二元角の定位性能において誤差約6度であるこ
とを確認した。いままで同種の技術により方位角のみを定位
可能な平面型のアレイは存在していたが、二元角をこのよう
な精度で定位可能なシステムは本システムが初めてである。

デジタルヒューマン工学
研究センター

中期計画【別表1】 III-3-
(3)-①
整理番号 0000352-100

情報通信・エレクトロニクス分野

平成２２年度の主な研究成果一覧（情報通信・エレクトロニクス分野）
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タイトル 概 要 実施ユニット

９ 大容量不揮発メモリのための
高性能MTJ素子を開発

次世代の大容量不揮発メモリ「スピンRAM」実現の鍵と
なる垂直磁化MTJ素子を開発。10 Gbit級の大容量スピン
RAMの設計を可能とする低抵抗かつ高MR比を有する
MTJ素子の作製に成功。

ナノスピントロニクス
研究センター

中期計画【別表1】 I-2-
(3)-①
整理番号 0000044-100

１０ ロボット大賞優秀賞受賞（サ
イバネティックヒューマン
HRP-4C）

ヒューマノイド技術を活用した新サービスの創出を目的とし
た、サイバネティックヒューマンHRP-4Cを用いたメディ
ア技術との融合によりコンテンツ産業を支援するロボット
サービスの試行が高く評価された。

知能システム研究部門

中期計画【別表1】 III-3-
(4)-③
整理番号 0000358-100

１１ 市街地環境を自律走行できる
車いすを実現

つくば市中心部の一般市街地環境（公園、遊歩道、建物
内など）において、電動車いすによる1.5km以上に渡る
自律走行を実現した。ロボットの自律走行を競うコンテ
ストであるつくばチャレンジ2010ファイナル走行におい
て完走を果たすことでつくば市長賞を、移動支援サービ
ス活用への期待によりバンダイナムコ賞を受賞した。

知能システム研究部門

中期計画【別表1】 I-2-
(1)-⑤
整理番号 0000026-100

１２ 多品種変量生産で省エネ・省
資源に対応するミニマルファブ
の研究開発

多品種変量生産に対応し、省資源・省エネルギー、超低投
資を実現するミニマルファブに関する研究開発において、
ハーフインチウェハ対応で、外径30cm規格のミニマルウェハ
洗浄装置、ミニマル露光装置およびミニマル搬送システムの
開発およびミニマルファブの具体的な仕様の策定を行った。

エレクトロニクス研究部
門

中期計画【別表1】 I-5-
(1)-①
整理番号 0000121-100

１３ 強誘電体フラッシュメモリ用メモ
リセルの微細化

強誘電体フラッシュメモリ用メモリセル(FeFET)のゲート長を
素子の信頼性を損なうことなく従来比約1/10の約0.3μmま
で縮小し、強誘電体フラッシュメモリ64Kbアレイの全ビット評
価にも成功。強誘電体フラッシュメモリへの応用の道を拓い
た。

エレクトロニクス研究部
門

中期計画【別表1】 I-2-
(3)-①
整理番号 0000041-100

情報通信・エレクトロニクス分野

平成２２年度の主な研究成果一覧（情報通信・エレクトロニクス分野）
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タイトル 概 要 実施ユニット

１４ レアメタルフリーで最高転移温
度の超伝導体を作製

レアメタルを含まない新鉄系超伝導体Ca4Al2O6-yFe2Pn2 (Pn 
= As, P)を発見。超伝導転移温度(Tc)は、レアメタル以外の
元素から構成される物質で最高(28 K) 。

エレクトロニクス研究
部門

中期計画【別表1】 III-1-
(1)-①
整理番号0000301-100

１５ 化合物半導体フォトニック結晶
微小光源

独自のデバイス構造の提案により、化合物半導体フォトニッ
ク結晶微小光源・Si細線導波路結合構造に関して、従来に
ない世界最高性能 （光取り出し効率90％以上）の構造設計
を達成した。

光技術研究部門

中期計画【別表1】 I-4-
(3)-②、III-1-(3)-②(再掲)
整理番号 0000115-100、

0000322-100

１６ 有機半導体の革新印刷技術を
開発

独自のダブルショット・インクジェット法により高性能有機TFT
の製造技術を開発。

光技術研究部門

中期計画【別表1】 III-1-
(1)-②
整理番号 0000305-100

１７ 生活安全のための光によるセ
ンシングシステムの開発

唾液や尿に含まれるストレス･マーカー物質の検出が可
能な超高感度でポータブルなセンシング･システムの試
作に成功した。

光技術研究部門

中期計画【別表1】 II-3-
(1)-①
整理番号 0000289-100

１８ 太陽電池パネルの発電モニタ
技術

太陽電池パネルの個々の発電状況をモニタできる安価で、
かつ小型の通信方式を開発した。この通信方式では、太陽
電池パネルからの電力線をそのまま通信に活かせる。企業
からの引き合いが多数あり、産総研コンソーシアム設立が認
められた。

情報技術研究部門

中期計画【別表1】 I-1-
(3)-①
整理番号 0000013-100

情報通信・エレクトロニクス分野

平成２２年度の主な研究成果一覧（情報通信・エレクトロニクス分野）
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タイトル 概 要 実施ユニット

１９ Wedata: サービス適用の集合
知による拡張

Webサイトを加工する多様なアプリケーションを多くのサイト
に適用可能にするためのメタデータを集合知によって大量に
集約し共創する仕組みを運用し、その利用範囲を大幅に拡
大した。

社会知能技術研究ラボ
中期計画【別表1】 III-3-
(1)-②
整理番号 0000349-100

２０ ソフトウェア開発工程フロント
ローディング化技術の開発

駅務機器に搭載されるソフトウェアを対象として、現状の開
発工程の上流に存在する問題点を解決し、駅務機器の信頼
性を高める開発手法の構築を開発した。この技術は、寿命
の長い製品の品質劣化を抑えるために効果的である。

組込みシステム技術連
携研究体

中期計画【別表1】 III-3-
(5)-②
整理番号 0000362-100

情報通信・エレクトロニクス分野

平成２２年度の主な研究成果一覧（情報通信・エレクトロニクス分野）
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ソフトウェア安全性の厳密な証明手法の構築 情報セキュリティ研究センター

【研究成果の概要】
コンピュータのセキュリティ保護のために重要なソフト

ウェアの安全性を検証する仕組みの研究において、暗号処
理の実際の機械語プログラムが単に実計算機上で暴走せず
に動くだけでなく、常に正しい計算を行うこと、更にその
計算結果が暗号として満たすべき安全性に関する数学的な
性質を満たしていることの全てを、数学的に完全な安全性
証明をソフトウェアに付与することで確実かつ直接的に保
証することに成功した。

【平成２２年度計画との関連】

小項目：【別表１】Ⅲ-3-(5)-① 情報システム製品のセ

キュリティ評価技術
・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。

【開発技術の用途】
・ICカードや認証局、電子政府及び民間における個人認証
基盤など、暗号を用いて電子社会の信頼を担保するシステ
ムにおいて用いる、高い安全性が必要とされ誤りの許され
ないソフトウェアの検証への応用
・将来のソフトウェア安全性の認証基盤における、実際の
ソフトウェアの安全性を詳細に解析・保証する枠組み

図１ プログラムの安全性の
機械による厳密な検証の枠組み

図２ 安全性証明の実装例

人手による
暗号の安全性証明

機械語プログラム

安全性の証明結果

機械証明支援系による
厳密な証明・検証

プロトコル仕様

形式化
形式化

形式化・
厳密化

機械処理可能
な性質記述

形式化

基礎となる
数学体系

平成２２年度の主な研究成果（情報通信・エレクトロニクス分野）
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シリコンの限界を超えるCMOSトランジスタの基本技術が完成 ナノ電子デバイス研究センター

【研究成果の概要】
化合物半導体を利用した次世代CMOSトランジスタ

実用化のための3つの基本技術、高電子移動度MOS界
面形成、極薄チャネル形成、メタルソース/ドレイ
ン（S/D）接合形成に、世界で初めて成功。

【平成２２年度計画との関連】

小項目：【別表１】Ⅰ-4-(3)-① ナノスケールロ

ジック、メモリデバイスの研究開発

・高キャリア移動度を持つIII-V族半導体チャネル
について、MOS界面高品質化とEOTスケーリングを同
時に可能にする材料・プロセス技術を開発する。さ
らに、上記の技術をSiプラットフォームへ統合して
MOSFETの電子移動度を向上させるための指針を、明
らかにする。

【開発技術の用途】
・コンピューター、サーバー、デジタル家電などの
低消費電力化、高性能化

図１ 化合物半導体を利用した次世代CMOS
トランジスタのための3つの基本技術。

図２ InGaAs化合物
半導体表面上に作製
したMOSトランジス
タの移動度。
(111)A結晶面に硫黄
処理を施すことによ
る高移動度化が、界
面電気双極子の揺ら
ぎ抑制によることを
解明。

平成２２年度の主な研究成果（情報通信・エレクトロニクス分野）
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不揮発性抵抗変化メモリRRAM素子を128 Kbitチップに集積化 ナノ電子デバイス研究センター

【研究成果の概要】
低消費電力，高速動作の性能を兼ね備えた不揮発

性抵抗変化メモリ素子（RRAM）を128Kbitのメモリ
アレイチップに集積化するプロセス開発に成功し、
動作性能や信頼性の評価がウェハレベルで実施でき
るようになった。

【平成２２年度計画との関連】

小項目：【別表１】Ⅰ-4-(3)-① ナノスケールロ

ジック・メモリデバイスの研究開発

・不揮発性ロジック及びメモリの集積可能性検証を
目的として、機能性酸化物を用いた不揮発性抵抗変
化メモリの信頼性評価を、200ミリウェーハレベル
で行う技術を開発する。

【開発技術の用途】
・グリーンITの基本となる不揮発性メモリ
・低消費電力で、高速動作が可能な不揮発性抵抗変

化メモリー

図１ 8インチウェハ上に作製された
128KbitRRAMチップアレイの写真

図２ 今回開発したメモリアレイ中に形成
されているトランジスタおよびRRAM素子
の断面透過型電子顕微鏡写真

平成２２年度の主な研究成果（情報通信・エレクトロニクス分野）
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不揮発性相変化固体メモリ消費エネルギーの大幅な低減 ナノ電子デバイス研究センター

【研究成果の概要】
小型軽量携帯端末の普及拡大に伴って、不揮発性固

体メモリの需要が高まっている。相変化固体メモリも
その一つで実用化が始まっているが、消費電力の低減
が、普及に向けた大きな課題である。我々は、記録材
料内で特定の原子の挙動が電気抵抗を変化させること
に着目し、結晶―アモルファス間の相転移ではなく、
原子を規則正しく挙動させる新構造を提案して、実際
に現行の1/10以下のエネルギーで動作させることに成
功した。

【平成２２年度計画との関連】

小項目：【別表１】Ｉ-2-(3)-① 電子デバイスおよ

び集積回路の省エネルギー化

・相変化超格子メモリの最適化により1.0nJ以下で不揮
発性メモリを動作させる。

【開発技術の用途】
・不揮発性固体メモリ
・次世代携帯端末、スマートフォン等

図１ 不揮発性相変化メモリ内の相転移に関与
する原子挙動に、高い規則性をもたせることで、
動作に不要なエネルギーを低減させた。
図は100万回繰り返し動作後の電流―抵抗曲線。
赤色曲線は新規デバイス、黒色は従来のデバイ
ス。図では示されていないが、従来デバイスに
対して電圧も1/2以下で動作できる。

平成２２年度の主な研究成果（情報通信・エレクトロニクス分野）
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光パスネットワークの低消費電力性を公開実験で実証
ネットワークフォトニクス研究センター、情報技術研究部門

【研究成果の概要】
科振費拠点の研究で、シリコンフォトニクス光スイッチ、

独自のパラメトリック分散補償装置、ネットワーク・スト
レージ資源管理システムを開発、これらを用いて秋葉原事
業所内に光パスネットワークシステムを構築、高精細映像
の配信を行い、さらにNICT、NHKと協力してスーパーハイ
ビジョンの100kmの伝送を行った。消費電力は従来の電子
ルータの場合の1/10であり、今後1/1000の低消費電力化も
可能なことを示した。また、異なるビットレートの共存な
ど、パスネットワークの利点を実証した。
【平成２２年度計画との関連】

小項目：【別表１】Ⅰ-2-(3)-③ 光ネットワークによる

情報通信の省エネルギー化

【別表１】Ⅰ-2-(3)-④ ソフトウェア制御によ

る情報処理システムの省エネルギー化

・4x4のシリコンフォトニクス光スイッチ、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開発
・ネットワーク、ストレージ等のミドルウエアでの資源管
理による省エネルギー化

【開発技術の用途】
・将来の低消費電力映像配信ネットワーク
・大量の情報を電力消費を増やさずに利用できるネット
ワークインフラ

図２ 消費電力の比較

図１ 光パスネットワークの公開実験の構成図

平成２２年度の主な研究成果（情報通信・エレクトロニクス分野）
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把握運動生成プログラムの開発と筋腱相互作用の解明 デジタルヒューマン工学研究センター

【研究成果の概要】
任意の製品モデルに対して手の把握運動を数十秒程度で

生成できるプログラムを開発した。また、筋腱間の相互作
用とそれが指運動に与える影響を屍体実験に基づき解明し
た。

【平成２２年度計画との関連】

小項目：【別表１】Ⅲ-1-(2)-③ 製品デザインを支援す

る人間機能シミュレーション技術

・感覚運動シミュレーションを実装し、定性的に
人間の運動が再現できるか否かを検証する

・医用画像から形状と運動を計測するための手法を確立し、
それを用いて5例以上のデータを処理する

【開発技術の用途】
・製品の握り方の評価
・製品の握り心地の評価

図１ 任意製品に対する把握運動生成

図２ 筋腱相互作用の解明

平成２２年度の主な研究成果（情報通信・エレクトロニクス分野）
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キッズデザイン共創プロジェクトの実施 デジタルヒューマン工学研究センター

【研究成果の概要】
新たに経産省委託事業「キッズデザイン製品開発支援

事業」（2.2億円）を獲得し、子どもの傷害予防に配慮し
た製品（キッズデザイン製品）を企業が開発する上で不
可欠となるデータ・技術・人的ネットワークを一体とし
て開発・育成するための社会実験（キッズデザイン共創
プロジェクト）を企画。15社19課題（http://www.kd-wa-
meti.com/news.html）を実施。これにより、身体寸法・
行動特性データ(40項目以上)、定量的リスクアセスメン
ト技術を整備・開発。中期計画で掲げた目標（10件以上
の製品の設計やリスクアセスメントに応用）の達成に向
けて研究を大きく加速。

【平成２２年度計画との関連】

小項目：【別表１】Ⅱ-3-(1)-③ 人間機能モデルによる
生活安全評価技術
・10件以上の製品の設計やリスクアセスメントに応用す
る。

【開発技術の用途】

・技術や解析結果は床材メーカ、椅子メーカ、遊具メー
カ、商業施設、自転車メーカ、日本スポーツ振興セン
ターなどにおいて活用される予定。

図２ 企業ニーズとのマッチングによって
開発・整備された各種リスクアセスメント技術
（空気膜構造遊具のリスクアセスメント技術の例）

図１ 本研究で目指すキッズデザイン・オープンイノベー
ション（知識循環）の仕組み（共創PJで①②③を加速）

企業内の知識循環
社会の知識循環
（産総研が中核）

衝撃力伝播特性の評価

平成２２年度の主な研究成果（情報通信・エレクトロニクス分野）
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球形の全方位望遠マイクアレイの設計と試作 デジタルヒューマン工学研究センター

【研究成果の概要】
球形の全方位望遠マイクアレイを世界で初めて開発し、方

位角と仰角の二元角の定位性能において誤差約6度であるこ
とを確認した。いままで同種の技術により方位角のみを定位
可能な平面型のアレイは存在していたが、二元角をこのよう
な精度で定位可能なシステムは本システムが初めてである。

【平成２２年度計画との関連】

小項目：【別表１】Ⅲ-3-(3)-① QOL向上のための生活支

援ロボット基盤技術

・人間の生活行動をマッピングする手法を確立するために、
サービスロボットに搭載したセンサから音発見、生活音認識
を行うシステムを開発する。

【開発技術の用途】
・音源識別や、音声認識との組み合わせによる、雑音下での
認識や、複数人の同時認識などのシステム
・移動ロボットへの搭載を目的とした、不動の音源に対する
三次元的な地図作成

図１のキャプション

三次元配置をシミュレーション
により検討しベストな解を選択

試作した64ch
球状アレイ

1400hzでの
感度分布

平成２２年度の主な研究成果（情報通信・エレクトロニクス分野）
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大容量不揮発メモリのための高性能MTJ素子を開発 ナノスピントロニクス研究センター

【研究成果の概要】
次世代の大容量不揮発メモリ「スピンRAM」実現の鍵と

なる高性能の垂直磁化MTJ素子を開発した。新規開発の垂
直磁化電極材料（Co/Pt超格子）を用いて、低い素子抵抗
（RA値）と高いMR比を有するMTJ素子を実現した（図１）。
この結果、10 Gbit級の大容量スピンRAMの回路設計が可能
となった（図２）。

【平成２２年度計画との関連】

小項目：【別表１】I-2-(3)-① 電子デバイス及び集積回

路の省エネルギー化

・DRAMやSRAMの置き換えを狙った不揮発性メモリ・スピン
RAMの記憶素子である垂直磁化MTJ素子の性能を向上させる

【開発技術の用途】
・超Gbit級の不揮発性メモリ・スピンRAMの記憶素子
・グリーンITの基本となる不揮発性メモリ
・待機電力ゼロの“ノーマリー・オフ・コンピュータ”の
基本技術

図２ 10 Gbit級スピンRAMが設計可能な
素子特性を実現

図１ 新規開発した垂直磁化MTJ素子の
断面構造

平成２２年度の主な研究成果（情報通信・エレクトロニクス分野）
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ロボット大賞優秀賞受賞（サイバネティックヒューマンHRP-4C） 知能システム研究部門

【研究成果の概要】
ヒューマノイドの振舞動作を簡単に作成できる統合ソフ

トウエア「Choreonoid（コレオノイド）」（図１）を開発
し、プレス発表（2010年10月16日）を実施。これを用いた
ダンスデモンストレーションをデジタルコンテンツ
EXPO2010で発表（図２）。それを撮影した動画が、
YouTube一般動画部門年間日本国内再生回数第6位と注目を
集めた。この活動を含め、ヒューマノイド技術を活用した
新サービスの創出を目指した、サイバネティックヒューマ
ンHRP-4Cを用いたコンテンツ産業を支援するロボットサー
ビスの試行が高く評価され、サイバネティックヒューマン
HRP-4Cが第４回ロボット大賞「サービスロボット部門」優
秀賞を受賞した。

【平成２２年度計画との関連】

小項目：【別表１】Ⅲ-3-(4)-③ 新サービスの創出のた

めのヒューマノイド基盤技術

・振舞製作基盤ソフトウェアの機能向上を行い、ステップ、
表情変化、歌唱、滑りを利用したターン動作を含むHRP-4C
の振舞を製作できるインタフェースを実現する。

【開発技術の用途】
・メディア技術との融合によるコンテンツ産業を支援する
ロボットサービス

図１ ヒューマノイドの振舞製作
ソフトウェアChoreonoid

図２ デジタルコンテンツEXPO2010での
ダンスデモンストレーション

平成２２年度の主な研究成果（情報通信・エレクトロニクス分野）
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市街地環境を自律走行できる車いすを実現 知能システム研究部門

【研究成果の概要】
屋外不定形環境の３次元地図を自動生成し、その環境情

報に基づき自律走行を高信頼に行う手法を開発した。また、
車いす前方に現れる人等の未知障害物に対して、環境地図
情報も考慮しながら安全に回避する手法を考案した。上記
の研究成果により、歩行者等が混在する市街地環境におい
て、車いすによる1.5km以上の自律走行を実現した（つく
ばチャレンジ2010ファイナル走行の完走により、つくば市
長賞を受賞）。

【平成２２年度計画との関連】

小項目：【別表１】I-2-(1)-⑤ 市街地移動システム技術

の開発

・市街地屋外環境における自律走行を高信頼に行うための
技術を開発し、自律走行車いすによる1.5km以上の自律走
行を実現する。

【開発技術の用途】
・自律走行技術等のRTモビリティ関連技術構築による、イ
ンフラを含む新しい低炭素型交通システム
・つくば市のRTモビリティ実証実験特区（閣議決定）にお
ける技術実証による、新交通システムの世界への発信
・市街地内輸送の電動化によるCO2排出量の約75%削減
（2020年に12%が置き換わると仮定した場合、約2,000万ト
ンのCO2削減効果）

図１ 自律走行車いす

図２ 市街地自律走行実験

障害物回避用
２次元レーザレンジセンサ

障害物回避用
２次元レーザレンジセンサ

環境地図作成用
３次元レーザレンジセンサ

環境地図作成用
３次元レーザレンジセンサ

平成２２年度の主な研究成果（情報通信・エレクトロニクス分野）
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多品種変量生産で省エネ・省資源に対応するミニマルファブの研究開発 エレクトロニクス研究部門

【研究成果の概要】
ミニマル装置群の開発とミニマルファブの各種仕様策

定を進め、幅30cmのミニマル規格を満たすミニマル洗浄
装置、ミニマルプラズマ装置等のプロトタイプを開発す
ると共に、ミニマル露光装置を開発に着手した。具体的
には、これら装置の基本設計、詳細設計が完了した。ミ
ニマル装置群で共用するミニマルウェハや搬送系につい
ても実用を視野に入れたプロトタイプの開発を行った。

【平成２２年度計画との関連】

小項目：【別表１】Ⅰ-5-(1)-① 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

・デバイス製造に要する資源及びエネルギー消費量を
30％削減するために、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。また、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。

【開発技術の用途】
・多品種少量デバイス用途への適用による、新たな半導
体の市場の創出

図１ 開発した
ミニマル搬送系

図２ 700名もの来客で反響
を呼んだミニマル製造装置
（セミコンジャパン2010）

平成２２年度の主な研究成果（情報通信・エレクトロニクス分野）
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強誘電体フラッシュメモリ用メモリセルの微細化 エレクトロニクス研究部門

【研究成果の概要】
強誘電体フラッシュメモリ用メモリセル(FeFET)のゲート長を素

子の信頼性を損なうことなく従来比約1/10の約0.3μmまで縮小し、
強誘電体フラッシュメモリ64Kbアレイの全ビット評価にも成功した。
本研究成果により、強誘電体フラッシュメモリへの応用の道を拓い
た。

【平成２２年度計画との関連】

小項目：【別表１】Ⅰ-2-(3)-① 電子デバイス・集積回路の省エ

ネルギー化
H22計画
・200nm厚の強誘電体膜と素子間絶縁膜を具備しメモリウィンドウ
0.85V以上とゲート加工面傾斜角81度のFeFETを開発する。
・電子ビーム露光技術を用いてゲート長0.3μm以下のFeFET作製を
開始する。
H22計画以上の成果
・200nm厚の強誘電体膜と素子間絶縁膜を備え、ゲート加工面傾斜
角85度、ゲート長約0.3μmのFeFETを電子ビーム露光装置を用いて
作製し、良好な電気特性を得ることに成功
・強誘電体フラッシュメモリ64Kbアレイの作製と全セル評価に成功

【開発技術の用途】
・従来NANDフラッシュメモリに比べて消費電力1/9で書換回数1万倍
の強誘電体NANDフラッシュメモリを提供
・従来困難だった高書換耐性のサーバ用SSDの実現
・データセンタの低消費電力化
・将来は量産化による価格低下で汎用フラッシュメモリを置換

図２ 強誘電体フラッシュメモリ64Kb
アレイの(a)全体写真と(b)一部拡大写真
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レアメタルフリーで最高転移温度の超伝導体を作製 エレクトロニクス研究部門

【研究成果の概要】
鉄系新超伝導体について新物質探索を行い、

Ca4Al2O6Fe2Pn2 超伝導体を発見(Pn = As, P)。超伝導転移温
度(Tc)は、28 K (As)、17 K (P) 。Pn = Asは、レアメタル
(※1)以外で構成される超伝導体では最高Tc。さらに、Pn = 
Pは、クラーク数(※2)の高いものから13番目までの元素を
使用した超伝導体では最高Tc。

【平成２２年度計画との関連】

小項目：【別表１】Ⅲ-1-(1)-① 情報処理の高度化のため

の革新的電子デバイス機能の開発

・新規超伝導体について、従来より高い転移温度を持つ材
料を探索する。

【開発技術の用途】
・超伝導電力ケーブルや新機能デバイスへの応用
・超低消費電力、超高感度という他の材料では実現不可能
な超伝導の特性によるグリーンイノベーションへの寄与

※1 経産省「レアメタル確保戦略」
http://www.meti.go.jp/press/20090728004/20090728004-
3.pdf
※2 地表付近に存在する元素の割合を質量パーセントで表
したもの

図１ 新超伝導体の結晶構造

図２ 電気抵抗率の温度依存性
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化合物半導体フォトニック結晶微小光源 光技術研究部門

【研究成果の概要】
化合物半導体フォトニック結晶光源は、数mmオーダーの

微小光源の実現が可能であり、LSI間／LSI内光配線用光源、
量子暗号通信用特殊光源への応用が期待されている。
ここで、大規模光集積回路の実現には、微小光源とシリ

コンフォトニクス集積回路を効率よく結合させる技術の開
発が重要である。本年度、独自のデバイス構造の提案によ
り、微小光源とシリコン細線導波路の光結合に関して、従
来にない世界最高性能 (光取り出し効率90％以上) の構造
設計を達成し、上記課題の具体的な解決策を明らかにした。

【平成２２年度計画との関連】

【別表１】I-4-(3)-②、【別表１】III-1-(3)-②(再掲)

ナノフォトニクスデバイスの研究開発

・化合物半導体フォトニック結晶微小光源・Si細線導波路
結合構造に関して、Q値5000、光取り出し効率50%を目指し
た構造設計を実施する。

【開発技術の用途】
・LSI間／LSI内光配線用光源への応用
・量子暗号通信用光源への応用

図１ フォトニック結晶微小光源

図２ フォトニック結晶微小光源と
シリコン細線導波路の高効率結合

光出力 (90％以上)

シリコン細線導波路

フォトニック結晶微小光源

平成２２年度の主な研究成果（情報通信・エレクトロニクス分野）
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有機半導体の革新印刷技術を開発 光技術研究部門

【研究成果の概要】
単結晶性有機半導体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を開発した。こ
れにより形成した有機ＴＦＴは、従来技術より２桁程度高
いデバイス特性（移動度 ~ 10cm2/Vs）を示し、軽量・大
面積・フレキシブルなアクティブ・バックプレーンの実現
に見通しが得られた。

【平成２２年度計画との関連】

小項目：【別表１】Ⅲ-1-(1)-② 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

・上記を目的とした、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の開発。

【開発技術の用途】
・高性能有機トランジスタ
・電子ペーパー
・折り曲げ可能なディスプレイ

図１ 有機半導体のダブルショット・
インクジェット印刷

図２ 印刷した単結晶薄膜の顕微鏡写真
と有機ＴＦＴのデバイス特性
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生活安全のための光によるセンシングシステムの開発 光技術研究部門

【研究成果の概要】
超高感度でポータブルなケミカルバイオセンシング･シ

ステムの開発を目指して、センサーチップと検出光学系の
設計･試作をおこなった。抗原ｰ抗体反応や蛍光誘導体化反
応、ホストｰゲスト化合物を用いた分子認識機構と、それ
をガラス基板上にパターニングする技術、光導波モードや
長距離伝搬型表面プラズモンによる検出を組み合わせるこ
とで、唾液や尿に含まれるストレス･マーカー物質の検出
が可能な超高感度でポータブルなセンシング･システムの
試作に成功した。

【平成２２年度計画との関連】

小項目：【別表１】Ⅱ-3-(1)-① 生活安全のためのセン

サシステムの開発

・細胞、タンパク質、その他生体関連物質を高い選択性で
捕捉するための表面修飾、表面加工技術開発を目指し、包
接化合物やソフトリソグラフィの適用を試みる。

【開発技術の用途】
・職場や家庭におけるストレス･マネージメント
・インフルエンザやノロウィルスによる感染対策
・食品や飲料品の衛生管理と品質管理
・河川や工業用水、飲料水のオンサイト水質検査
・見守りネットワーク構築による安全安心社会の実現

図１ センシングシステムの試作機

図２ 極微量検出の成功例
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太陽電池パネルの発電モニタ技術 情報技術研究部門

【研究成果の概要】
個々の太陽電池パネルの発電状況を、安価で且

つ小型の直流的通信装置によってモニタできるこ
とを示し、新聞発表を行った。この結果、複数の
企業から事業化の申し出があって共同研究や技術
開示に至り、また標準化を想定した産総研コン
ソーシアムの設立が認められた。

【平成２２年度計画との関連】

小項目：【別表１】Ⅰ-1-(3)-① エネルギーネッ

トワーク技術の開発

・太陽光発電システム効率の向上を図るため、太
陽光発電パネルのメンテナンス時期と故障を検知
し、パネル単位での制御を可能にする直流的PLC
（電力線通信）を開発する。

【開発技術の用途】
・太陽光発電の故障検知やメインテナンス技術用
途

図１ 本技術の概要と従来技術との違い

図２ 本技術を用いたシステムの構成

平成２２年度の主な研究成果（情報通信・エレクトロニクス分野）
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Wedata: サービス適用の集合知による拡張 社会知能技術研究ラボ

【研究成果の概要】
Webサイトを加工する多様なアプリケーションを多くのサイトに適用

可能にするためのメタデータを集合知によって大量に集約し共創する
仕組みを運用して利用範囲を大幅に広げた。2010年末には、対応アプ
リケーションを125種類以上、メタデータを41,000件以上に増加させ、
最大881,196件/日のアクセスがあった。これにより、データ連携を集
合知によって保守・拡張し広い範囲の利用に供する可能性を示した。

【平成２２年度計画との関連】

小項目：【別表１】Ⅲ-3-(1)-② サービスの幅広い選択を可能にする

技術
・サービスの利用者がサービスを選択できるように支援する技術を開
発する。

【開発技術の用途】
すでに実現されている利用法:
・複数に分かれた一連のWebページの高速かつ一括閲覧手法の提供
・本文情報の位置指定の高精度化による、Webページからの情報抽出の
容易化
・検索エンジンの一覧提供による、複数検索エンジンからの一括検索
・短縮URLサービスの一覧からの元URLの表示の容易化
・画像表示を主とするWebサイトの一覧からの、サムネイル表示用URL
の取得
将来想定される利用法:
・複数サイトの情報比較による、価格等の比較の容易化（買い物、旅
行情報等）
・利用情報登録による公共サービスの比較容易化
・災害時の被災情報等の共有による救助に必要な情報の集約

図１ Wedataのトップページ

図２ Wedataのアクセスログ。
2010年後半に急増している。

平成２２年度の主な研究成果（情報通信・エレクトロニクス分野）
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ソフトウェア開発工程フロントローディング化技術の開発 組込みシステム技術連携研究体

【研究成果の概要】
駅務機器に搭載されるソフトウェアを対象として、現状の開

発工程の上流に存在する問題点を解決し、駅務機器の信頼性を
高める開発手法の構築を目指し、以下の開発を行った：
１．仕様書の形式仕様記述
日本語で書かれた仕様書（6400行)をすべて形式言語で書き直
し、複数の深刻な問題点を発見し、問題の起因を分類した。

２．形式モデルベース開発の実証
曖昧さや漏れのない厳密な仕様書は、テスト環境として使用
できることを実証的に示した。具体的には、「形式記述され
た仕様書」と「駅務データ」を利用して、ソフトウェア動作
を確認するためのテスト環境を構築し、実際のテスト工程で
用いるテストケースを用いた技術評価を行った。
なお、実験には、組込みシステム技術連携研究体が運営する

クラスタコンピュータシステム「さつき」を利用した。

【平成２２年度計画との関連】

小項目：【別表１】Ⅲ-3-(5)-② 情報システムの高信頼、高安

全、高可用化技術
・情報システムの形式モデルベーステストによるケース自動生
成技術を開発してシミュレーション技術への統合を図り、実社
会の基盤情報システムの大半を占める１兆状態以上のシステム
に対して、技術の有効性を検証する。

【開発技術の用途】
・開発コストの増加を抑えながら、ピークコストの減少による
開発リスクの低減、上流工程の品質向上、寿命の長い製品の品
質劣化の抑制等の効果が得られる

図１ 形式モデルベース開発

図２ 形式手法によるフロント
ローディング化の実現

平成２２年度の主な研究成果（情報通信・エレクトロニクス分野）
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タイトル 概 要 実施ユニット

１ 高温低温で粘弾性を有するＣＮ
Ｔを開発

-140 ℃から600 ℃までの広い温度範囲で利用できるCNT粘
弾性材料を開発した。

ナノチューブ応用研究セ
ンター

中期計画【別表1】 I-4-
(2)-①、III-2-（2）-①

整理番号：0000106-100，
0000341-100

２ マイクロ波プラズマＣＶＤによる
大面積グラフェン合成技術の開
発

プラズマCVD技術を用いて低温(400℃)大面積(A4)短時間
(～分)でのグラフェン合成に成功した。

ナノチューブ応用研究セ
ンター

中期計画【別表1】 I-4-

(2)-①、III-2-（2）-①

整理番号：0000108-100，
0000343-100

３ グラフェンの炭素原子一つ一つ
の性質の違いを世界で初めて
観察

世界最高感度を持つ新しい電子顕微鏡を応用して、炭素原
子からできているグラフェンを詳細に調べ、同じ炭素原子で
も、グラフェンの端に存在する炭素原子が通常の炭素原子と
は電子状態が大きく違うことを世界で初めて確かめた。

ナノチューブ応用研究セ
ンター

中期計画【別表1】 IV-1-

(2)-②

整理番号：0000369-100

４ エネルギーマネージメント用無
線電力センサネットワークシス
テムの開発

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、それらを立川地区１０
店舗に設置して実証実験を実施した。その結果、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すこと
ができた。

集積マイクロシステム研
究センター

中期計画【別表1】 I-5-
(4)-②、III-2- (3)-②
整理番号：0000153-100，
0000347-100

平成２２年度の主な研究成果一覧（ナノテクノロジー・材料・製造分野）
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タイトル 概 要 実施ユニット

５ 常温プロセスで全固体
薄膜リチウムイオン電
池の試作に成功

常温プロセスで酸化物系固体電解質の薄膜化に成功し、世界で初
めてリチウムイオン電池としての動作を確認した。

先進製造プロセス研究
部門

中期計画【別表1】 I-5-
(1)-③
整理番号：0000123-100

６ スピニング加工技術の
高度化

従来のスピニング加工では困難だった，楕円形・多角形・偏
心・湾曲などの異形断面形状の成形をロボット技術の導入によ
り実現。

先進製造プロセス研究
部門

中期計画【別表1】 I-5-
(1)-①
整理番号：0000119-100

７ 冷間加工性に優れたマ
グネシウム合金圧延材
の開発

高温圧延法によって、AZ31合金にアルミ並みの冷間成形性（エリク
セン値8.8）と高い強度（引張り強度240MPa）を付与することに成功し
た。

サステナブルマテリアル
研 究部門

中期計画【別表1】 I-2-

(1)-③

整理番号：0000023-100

８ 調光ミラーの開発 添加元素を適切に選択することにより、これまでの調光ミラーの欠点
（着色性や低い透過率）を克服する調光ミラーが実現できることを見
いだした。

サステナブルマテリアル
研究部門

中期計画【別表1】 I-2-（2

）-④

整理番号：0000038-100

ナノテクノロジー・材料・製造分野

平成２２年度の主な研究成果一覧（ナノテクノロジー・材料・製造分野）
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タイトル 概 要 実施ユニット

９ ナノ粒子を含む高分子
混合系材料の構造シ
ミュレーション

球形ナノ粒子(ナノフィラー)を含有する高分子混合系の相分離
構造をシミュレーションするソフトウェアを開発した。

ナノシステム研究部門

中期計画【別表1】 I-4-
(1)-①、III-2- (1)-①
整理番号：0000095-100，
0000330-100

１０ 単一構造のカーボンナ
ノチューブを低コストで
分離

既存技術では困難とされていた単一構造カーボンナノチューブの分
離を、安価な装置で実現した。

ナノシステム研究部門

中期計画【別表1】 I-4-
(2)-①、III-2-（2）-①
整理番号：0000109-100，
0000344-100

１１ ２色可変和周波発生
(SFG) 分光による有機
界面の評価解析

強い蛍光を発する材料の界面からのSFG光だけを選別して計測する

技術課題を克服することで、誰も見ることができなかった埋もれた界

面の化学構造と電子構造変化を同時に計測することを初めて可能に

した。

ナノシステム研究部門

【別表1】 I-4-(1)-①、I-2-
(1)-①
整理番号：0000094-100，
0000329-100

１２ 省エネダイヤモンド
パワーデバイス開発

小型ダイヤモンドダイオードのスイッチング特性の測定を世界で初め
て実施し、0.01μsecの高速動作を実証した。

ダイヤモンド研究ラボ

【別表1】 I-2- (2)-③
整理番号：0000015-100

ナノテクノロジー・材料・製造分野

平成２２年度の主な研究成果一覧（ナノテクノロジー・材料・製造分野）
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