
高温低温で粘弾性を有するＣＮＴを開発
ナノチューブ応用研究センター

【研究成果の概要】

-140 ℃から600 ℃までの広い温度範囲でほぼ一定
の柔らかさと硬さ（シリコンゴム程度）を保ち、広
い温度領域で利用できるCNT粘弾性材料を開発した。
本成果をSCIENCE 330, 1364 (2010)に発表した。

【平成２２年度計画との関連】
小項目：【別表１】Ⅰ-4-(2)①、III-2-（2）①
ナノチューブ系材料の創製とその実用化及び産業化
技術の開発
・スーパーグロースCNTを用いた、高性能キャパシタ、
伸縮性センサー、ゴム状部材等の用途開発を推進す
る。

【開発技術の用途】
・今回開発したCNT構造体は、粘弾性材料として、将
来、超低温や高温の環境下で、衝撃や振動などのエ
ネルギーを吸収できる非常に軽量な材料として利用
できる可能性がある。

図 CNT粘弾性体合成法模式図

図 DMA法によって測定したCNT粘弾性体
と シリコンゴムの損失弾性率、貯
蔵弾性率、損失正接の温度依存性

図 25 oCでのCNT粘弾性体100
万回捻り歪み試験の結果
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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
ナノチューブ応用研究センター

【研究成果の概要】
低温(400℃)大面積(A4)短時間(～分)でのグラ
フェン合成に成功し、このグラフェンを利用し
て静電容量型タッチパネルの試作に成功した
(PCT出願決定)。また、Cu(111)がグラフェンの
合成に優位な面方位であることを見出し、
Cu(111)単結晶薄膜表面を用いた熱CVDで高品質
グラフェンの形成に成功した．(PCT出願決定)

【平成２２年度計画との関連】

小項目：【別表１】Ⅰ-4-(2)①、III-2-（2）

① ナノチューブ系材料の創製とその実用化及
び産業化技術の開発

・熱CVDおよびマイクロ波プラズマCVDによるグ
ラフェンの合成技術の開発を行う．熱CVDは1㎝
角の大面積単層グラフェン膜の形成を目標とす
る．マイクロ波プラズマCVDでは大面積グラ
フェン透明導電膜形成を目標とする．

【開発技術の用途】
・透明導電膜
・情報通信用デバイス
・複合材料
・太陽電池用部材

A4サイズグラフェン透明導電シート グラフェン透明導電膜を用いた静電容量型タッチパネル

マイクロ波プラズマCVDによるグラフェンの低温・大面積・高速成膜法を開発
(特願2010-60055、特願2010-200901、PCT出願決定)
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単結晶金属基板を用いた高品質グラフェンの
CVD合成(特願2010-41419 、PCT出願決定)

10mm角単結晶Cu(111)薄膜の全面に
数層グラフェンの形成を確認(ラマンマップ)
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80

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
ナノチューブ応用研究センター

【研究成果の概要】
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。この結果から、グラフェンが電子デバイスとし
て応用される際に、グラフェンの端に存在する炭素原子
の性質が大きく影響を及ぼすことが分かった。本成果を
Nature 468, 1088 (2010) に発表した。

【平成２２年度計画との関連】

小項目：【別表１】Ⅳ-１-（2）-②先端計測・分析機器の
開発

・低加速電子顕微鏡の高次収差および色収差の低減。

・軽元素の可視化を目指す。

【開発技術の用途】
・物質中の反応活性な部位を原子レベルで詳細に特定
・ナノデバイス開発や単分子の機能探索に貢献
・生命の鍵を握る個別分子の反応機構の解明。
・分子間相互作用の動的な解析。
・新薬開発など構造化学に基づく分子設計

グラフェン端における性質が異
なる２種類の炭素原子。

平成２２年度の主な研究成果（ナノテクノロジー・材料・製造分野）
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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
集積マイクロシステム研究センター

【研究成果の概要】
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。

【平成２２年度計画との関連】
小項目：【別表１】Ⅰ-5-(4)-②、Ⅲ-2-(3)-② ユビキ

タス電子機械システム技術の開発
・プロトタイプ端末の試作と消費エネルギーを一括でモニ
タリングシステムの開発

【開発技術の用途】
・広域展開小規模店舗網等でのエネルギーマネージメント
・製造現場でのエネルギーマネージメント
・オフィス・家庭のエネルギーマネージメント（BEMS, 
HEMS）

図１ プロトタイプ小型無線センサ端末

図２ 店舗内各機器の電力モニタリング

例：調理器の稼働状況

例：空転運転状況

平成２２年度の主な研究成果（ナノテクノロジー・材料・製造分野）
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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
先進製造プロセス研究部門

【研究成果の概要】
ＡＤ法を用いて、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。電池構造の薄膜化により、高エネル
ギー密度化が期待される。また、酸化物系材料を使用して
いるため高い安定性や電池構造の簡略化が期待される。産
総研とトヨタ自動車は、両者の技術を融合させた次世代電
池を開発するために、共同研究を開始した。

【平成２２年度計画との関連】

小項目：【別表１】 I-５-(1)-③ 資源生産性を考慮した

エネルギー部材とモジュールの製造技術の開発

・素材製造プロセスの開発

【開発技術の用途】
・電気自動車、ハイブリッド車などの電動車両用次世代蓄
電池技術として、全固体型Liイオン電池は、不燃性で流動
性のない固体電解質を用いるため、高エネルギー密度の電
池パックが実現できると期待。

AD法により常温で試作した全固体型Liイオン電池

6μm

平成２２年度の主な研究成果（ナノテクノロジー・材料・製造分野）
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スピニング加工技術の高度化 先進製造プロセス研究部門

【研究成果の概要】
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
より実現した。「異形断面形状が成形可
能なスピニング加工機の開発」に対し、
日本機械学会ロボティクス・メカトロニ
クス部門技術業績賞を受賞した。また
「湾曲同期ダイレススピニング加工法の
開発」に対し同部門ROBOMEC表彰を受賞し
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

・環境対応部材のオンデマンド成形技術

では、成形に適した素材の開発を行う。

【開発技術の用途】
・マグネシウム材料のスピニング加工で、
温風ヒーターによる局所加熱法を採用し、
金型への熱流出による温度低下などの課
題を明らかにした。型コストの削減によ
り試作や多品種変量生産に有利となる。

図１ 開発した力制御スピニング加工機と成形例

図２ 湾曲同期ダイレススピニング加工法の原理と成形例

平成２２年度の主な研究成果（ナノテクノロジー・材料・製造分野）
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冷間加工性に優れたマグネシウム合金圧延材の開発
サステナブルマテリアル研究部門

図１マグネシウム合金の各種圧延方法

図２ 高温圧延材により作製したAZ31合金の室温エリクセ
ン試験結果(a), 底面集合組織(b), 広幅圧延材の外観(c)

【研究成果の概要】
汎用マグネシウム合金であるAZ31合金の集合組織を簡
便に制御できる手法として高温圧延法に着目して研究開
発を実施し、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。また、当該技術の技術移転に成功し、日立
金属㈱よりサンプル出荷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】２‐（１）‐③軽量合金による輸送機
器の軽量化技術の開発
目標：汎用圧延機により、汎用マグネシウム合金に優
れた成形性（エリクセン値8.0以上）と優れた強度（引
張り強度240MPa以上）を付与するためのプロセス技術
を開発する。

【開発技術の用途】
・環境に配慮した低燃費自動車部材
・放熱性、軽量性に優れた家電製品筐体
・デザイン性、軽量性に優れたスポーツ用品

異周速圧延法 高温圧延法

RD

TD

Max: 3.6

MIN

MAX

エリクセン値: 
8.8

20 mm

τ：摩擦力

試料温度：約500℃せん断変形付与

高温圧延法の特徴長所
・既存の圧延設備を流用可能（コイル材の作製容易）
・作製された圧延材に既存の表面処理技術を適用可能

日立金属㈱より幅30cm,
厚み0.3～0.6mmの

AZ31合金コイル材の出
荷を開始

(a) (c)

(b)
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調光ミラーの開発
サステナブルマテリアル研究部門

【研究成果の概要】
これまで開発してきたマグネシウム・ニッケル合金

を用いた調光ミラーは、透明時における可視光透過率
は高いが、黄色味を帯びているという欠点があった。
今回、マグネシウムとアルカリ土類金属（カルシウム、
バリウム、ストロンチウム）を用いることで、無色で
ありながら、高い可視光透過率を持つ調光ミラーが実
現できることを見いだした。また、本研究開発の初期
に発表した論文（Vaccum 80, 684 (2006)）がVacuum 
Top Cited Article 2005-2010を受賞した。

【平成２２年度計画との関連】
小項目:【別表１】Ⅰ-2-(2)-④ 省エネルギー型建築

部材及び家電部材の開発
・上記小項目の「調光窓材については、透明／鏡状態
のスイッチングに対する耐久性を10.000回以上にする
技術を開発する。」を達成するための一連の研究であ
る。

【開発技術の用途】
・オフィスビルの窓ガラスに調光ガラスを利用するこ
とによる空調の省エネ化。
・自動車の窓ガラスに調光ガラスを用いることによる
自動車用エアコンの省エネ化（夏場の燃費向上）。

マグネシウムーアルカリ土類金属合金
を用いた調光ミラーのスイッチング

透明状態 鏡状態

平成２２年度の主な研究成果（ナノテクノロジー・材料・製造分野）
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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 ナノシステム研究部門

【研究成果の概要】
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エアを作成し
た。このソフトウエアの特長は、従来の高分子混合系の自
由エネルギーを用いた相分離構造シミュレーション法に対
して、さらに相構造と分散させるナノ粒子との間の相互作
用を仮定して、相分離構造の成長とともに、球形ナノ粒子
が分散・凝集していく様子をシミュレーションできる点で
ある。本成果を第22回エラストマー討論会にて発表した。

【平成２２年度計画との関連】

小項目：【別表１】 1-4-(1)-①、III-2-(1) -① ソフト

マテリアルを基にした省エネルギー型機能性部材の開発
・統合プラットフォームの開発：ソフトマテリアルの非平
衡挙動、自己組織化による構造形成と階層形成に関する理
解を理論シミュレーションにより深め、新規プロセス・デ
バイス応用への理論的なプラットフォームの構築に資する
。

【開発技術の用途】
・さまざまな高分子混合系ナノコンポジット材料における
ナノ粒子分散構造の予測および材料設計。

シミュレーションにより得られた球形ナノ粒子
含有相分離構造 (2次元、3次元の結果)。時間の
経過と共に赤高分子相と青高分子相の2相に分離
する。白い粒子は球形ナノ粒子を表す。

平成２２年度の主な研究成果（ナノテクノロジー・材料・製造分野）
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単一構造のカーボンナノチューブを低コストで分離 ナノシステム研究部門

【研究成果の概要】
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。具体的には、
ゲルカラムによる分離法を改良し、13種類の単一構造半導
体型ナノチューブと金属型ナノチューブとの分離に成功し
た。本研究で開発した分離法は、装置が単純で消費する界
面活性剤やゲルも安価であり、しかも収率が高い。そのた
め、スケールアップ（大量分離）・自動化・高速化が容易
で、産業化に必須な低コスト化が見込める。本研究成果を
特許出願した(特願2010-139405)。

【平成２２年度計画との関連】

小項目：【別表１】Ⅰ-4-(2)-①、III-2-（2）① ナノ

チューブ系材料の創製とその実用化および産業化技術の開

発

・特性の揃ったカーボンナノチューブのみを分離精製

・高半導体純度（99.9%以上）

【開発技術の用途】

・高性能薄膜トランジスタなどへの応用の道拓く

・自動化・高速化・低コスト化が可能で産業化が容易

単一構造分離されたナノチューブ

平成２２年度の主な研究成果（ナノテクノロジー・材料・製造分野）
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２色可変和周波発生 (SFG) 分光による有機界面の評価解析 ナノシステム研究部門

【研究成果の概要】
これまで誰も見ることができなかった、有機EL材料と金

属電極との界面における化学構造と電子構造の変化を、和
周波発生(SFG)分光法に改良を加えることによって、同時
に計測することに成功した。具体的には、SFGに対して赤
外光のみならず可視光も波長可変とする改良を加え、PFO
という有機ELに使われる材料が電極界面上でバルクとは異
なる化学構造と電子構造を有する事を初めて明確に示した
(図１)。この計測手法は、例えばゲルと水との界面に適用
することでより装着感の良いソフトコンタクトレンズの開
発に役立つ(図２)など、広範な産業分野においてオープン
イノベーションに繋がるものである。本成果をPhys. 
Chem. Chem. Phys., 12, 14666 (2010)に発表した。

【平成２２年度計画との関連】

小項目：【別表１】 I-4-(1)①、I-2-(1)① ソフトマテリ

アルを基にした省エネルギー型機能部材の開発

・従来不可能であった金属と接する部分（埋もれた界面）
での有機材料の化学構造と電子構造変化を同時に計測

・経験則の可視化

【開発技術の用途】

・有機EL素子の高効率化、信頼性向上、長寿命化

・より心地良い医療福祉機器の開発

図１ 電極界面上の有機材料のSFGスペクトル
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図２コンタクトレンズ材料の水界面でのSFG
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省エネダイヤモンドパワーデバイス開発 ダイヤモンド研究ラボ

【研究成果の概要】
縦型構造を持つダイヤモンドショットキーダイオードのプ
ロセスを完成させ、250℃動作で500A/cm2の高電流密度ダ
イオードを試作した。また、小型ダイヤモンドダイオード
のスイッチング特性の評価を世界で初めて実施し、0.01マ
イクロ秒の高速スイッチングと40 A/cm2の小さな逆回復電
流（低損失）を確認した。X線トポグラフィやカソードル
ミネッセンスにより欠陥の二次元マッピング評価を可能に
した。本成果をIEICE Electronics Express 7, 1246 
(2010) に発表した。

【平成２２年度計画との関連】

小項目：【別表１】Ⅰ-2-(2)-③電力変換エレクトロニク

ス技術の開発
・実用的な縦型構造を持つダイヤモンドショットキーダイ
オードのプロセスを完成させ、250℃動作で500A/cm2の高
電流密度ダイオードの試作を行う。X線トポグラフィやカ
ソードルミネッセンス等により欠陥の二次元マッピング評
価を可能にする。

【開発技術の用途】
・冷却フリー省エネパワーデバイス
（産業機器、電気自動車、鉄道、船舶、スマートグリッ

ド）

図１縦型ダイオード試作成功

図２ ダイオードの高速スイッチング特性
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タイトル 概 要 実施ユニット

１ 誘導分圧器と電流比較器を利
用した大容量キャパシタンス
測定装置の開発

誘導分圧器と電流比較器を利用した、大容量キャパシ
タンスを高精度に測定するシステムを開発した。この装
置は、任意の容量値をもつキャパシタ測定に展開が可能
であり、蓄電池・電力貯蔵キャパシタの内部インピーダ
ンス評価に必要となる新たな基準キャパシタの開発に不
可欠な装置である。

計測標準研究部門

中期計画【別表3】1-
(1)-①

整理番号0000472-100

２ 高強度LED用参照標準器の妥
当性検証と分光全放射束標準
用参照標準器の評価

LED照明に適した新たな測光放射標準の開発を進めた。
高強度LED全光束標準用の参照標準器に関して、温度特
性等の諸特性評価を完了させ、校正に適した性能を持つ
事を検証すると共に、 LED照明全体の性能評価に適した
分光全放射束標準用の参照標準器に関して配光および経
時変化等の評価を行った。

計測標準研究部門

中期計画【別表3】1-
(1)-②

整理番号0000477-100

３ 医療の信頼性確保に必要な放
射線標準の確立

医療用放射線標準の開発を下記3項目で体系的に進
めた。
①放射線治療のための医療用リニアックを導入・設置し、
放射線の線質を表す指標を測定した。②医療用リニアッ
クからの放射線を測定するためのポータブルなグラファ
イトカロリメータ制御装置を開発した。③前立腺がん治
療用密封小線源の線量標準を確立するために、大容積自
由空気電離箱を整備し校正技術を開発した。

計測標準研究部門

中期計画【別表3】1-
(2)-①

整理番号0000483-100

４ 医療の信頼性確保に資する標
準物質の開発

医療診断や臨床検査の信頼性確保のために必要な標準
物質として、プロゲステロンやC-ペプチド、アミノ酸な
ど4種類にわたる7物質を開発し、多岐にわたる項目から
成る臨床検査の計量トレーサビリティの基盤を確立した。

計測標準研究部門

中期計画【別表3】1-
(2)-①

整理番号0000484-100

平成２２年度の主な研究成果一覧（標準・計測分野）

標準・計測分野
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タイトル 概 要 実施ユニット

５ 空気清浄度管理のための気中
粒子数濃度現場標準の開発

空気清浄度管理に用いられる粒子計測器を測定現場
で日常的に校正することが可能な粒子発生器型気中粒子
数濃度標準を開発した。国家計量機関の校正室内で用い
られる粒子数濃度国家標準はこれまで３カ国で開発され
ているが、測定現場で利用可能な粒子発生器型標準は未
開発であった。

計測標準研究部門

中期計画【別表3】2-
(2)-②

整理番号0000509-100

６ 次世代時間・周波数標準－光
格子時計

次世代時間・周波数標準として有力視されている光格
子時計の開発を進め、Yb光格子時計では信号対雑音比を
大幅に改善したデータが得られた。セシウム原子時計の
不確かさを超える比較のために、Sr光格子時計の開発を
進め、第１段階冷却の磁気光学トラップに成功した。

計測標準研究部門

中期計画【別表3】4-(1)

整理番号0000518-100

７ 超伝導分子検出器搭載質量分
析装置による中性分子分析の
実現

･イオンや中性分子のもっている運動エネルギーの違い
を測定できる超伝導分子検出器搭載質量分析装置を開発
し、イオンのみならず中性分子の分析ができることを初
めて示した。今回開発した先端分析装置は、科学から産
業まで、幅広い分野の計測基盤として貢献することが期
待される。

計測フロンティア研究部
門

中期計画【別表1】Ⅳ-1-
(2)-①

整理番号0000364-100

８ X線やテラヘルツ波を用いた
低侵襲かつ高精細な生体イ
メージングの実証

・ガンの早期治療において、低侵襲かつ高精細な画像診
断方法が求められている。レーザーコンプトン散乱X線
（LCS-X線）の造影剤や重金属に対する吸収効率を高め、
リアルタイム血管造影に成功した。また、高輝度テラヘ
ルツ電磁波を用いて、非侵襲で人体表層部のガン等を可
視化できる生体試料の透過イメージングに成功した。

計測フロンティア研究部
門

中期計画【別表1】Ⅳ-1-
(2)-①

整理番号0000368-100

９ 圧電体薄膜AEセンサを用いた
プラズマ異常放電検出

エッチング装置のウエハとチャックの間で発生したプ
ラズマ異常放電によるAE波を、チャックの下に設置した
AEセンサによって、世界で初めて検出することに成功し
た。

生産計測技術研究セン
ター

中期計画【別表1】IV-1-
(3)-②

整理番号0000376-100

平成２２年度の主な研究成果一覧（標準・計測分野）
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92

誘導分圧器と電流比較器を利用した大容量キャパシタンス測定装置の開発
計測標準研究部門

【研究成果の概要】

誘導分圧器と電流比較器を利用した、大容量キャパシタ

ンスを高精度に測定するシステムを開発した。これを測定

装置とし、高精度基準器となりうる４端子対型標準キャパ

シタ1000 μFを校正できるシステムに改良した。この装置

は、多段型の誘導分圧器を搭載することにより、任意の容

量値をもつキャパシタの測定が可能となる。これにより、

蓄電池・電力貯蔵キャパシタの内部インピーダンス評価に

必要となる新たな基準キャパシタの開発に展開できる。

【平成２２年度計画との関連】

小項目：【別表3】1-(1)-① 新エネルギー源の利用に資す

る計量標準

・既確立の電気標準を基準として、蓄電池や電力貯蔵キャ

パシタの内部インピーダンスの評価基準を与え、次世代蓄

電デバイスの開発および品質向上を支援する。

【開発技術の用途】

・大容量積層セラミックコンデンサの電気特性試験。

・標準の供給；キャパシタ、キャパシタの損失係数（100 

μF, 1000 μF）。

図１ 大容量キャパシタンス測定装置

図２測定回路の概要
(100 μFを基準に1000 μFを測定する場合)

可変電流源

100 μF 1000 μF

10:1比
誘導分圧器

1:1比 電流比較器

vΔ

V

平成２２年度の主な研究成果（標準・計測分野）
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高強度LED用参照標準器の妥当性検証と分光全放射束標準用参照標準器の評価
計測標準研究部門

【研究成果の概要】
・省エネルギー性能に優れたLED照明の普及に際しては、消費
者がLED照明の優秀さを認めることが必要で、パッケージ等に
記載される明るさ等性能値の信頼性が重要だが、既存の測光
標準を元にLED照明等の明るさ評価を行うのは容易ではなく、
LED照明に適した新たな測光放射標準が求められている。
・昨年開発した高強度標準LEDの特性評価を行い、高強度LED
全光束標準（LED照明に実装される高強度LED性能評価に最
適）用の参照標準器としてふさわしい性能を有する事を実証
した。
・LED照明全体の性能評価に適した分光全放射束標用の参照標
準器を検討し、各種光源の配光特性、経時変化等の特性評価
を通じて、参照標準器に適したハロゲン電球を決定した。
【平成２２年度計画との関連】
小項目：【別表3】1-(1)-② 省エネルギー技術の開発と利用
に資する計量標準

・高強度LED全光束標準、ならびに分光全放射束標準の開発す
る。

【開発技術の用途】
・高強度LED全光束標準によりLED単体の性能値の信頼性が向
上し、 これらの実装により作られるLED照明の最適設計はよ
り容易になる。また分光全放射束標準によりLED照明の明るさ
評価の信頼性が向上し、LED照明の優秀さが消費者に理解され
るようになる。これらを通じて、 省エネ性に優れたLED照明
開発・普及を加速出来る。

図１.高強度LED全光束用参照標準器の特性
（左：温度特性、右：分光分布角度依存性）

図２.分光全放射束標準用の参照標準器
に適したハロゲン電球

平成２２年度の主な研究成果（標準・計測分野）

93



94

医療の信頼性確保に必要な放射線標準の確立 計測標準研究部門

【研究成果の概要】
・医療用リニアックを用いた放射線治療に対する線量標準を開発
するため、医療用リニアック（図１）を導入・設置し、放出され
る高エネルギーX線の線質を表す指標である組織ファントム線量比
を測定した。
・医療用リニアックからの放射線を測定するためのポータブルな
グラファイトカロリメータ制御装置の動作テストを行い、良好な
結果が得られた。
・前立腺がん治療用I-125医療用密封小線源に対する線量標準を確
立するため、大容積自由空気電離箱を整備し、校正技術を開発し
た。（図２）

【平成２２年度計画との関連】
小項目：【別表3】1-(2)-① 医療の信頼性確保に資する計量標準
・高エネルギーX線・電子線水吸収線量標準の開発に関連して医療
用リニアックのX線線質の特性を調べるとともに、マンモグラフィ
X線標準に関連してMo/Rhの線質について標準の校正技術を開発す
る。
・前立腺がん治療用のヨウ素125医療用密封小線源に対する線量標
準の校正技術を開発する。

【開発技術の用途】
・放射線治療に用いられている医療用小型リニアックや小線源な
どの放射線の線量を高精度で計測することにより、放射線治療の
信頼性および治療効果の向上に寄与する。
・乳がん検診で用いられるマンモグラフィの安全性・精度管理の
向上を目指し、診断における品質管理を支援する。

図１ 産総研に導入された医療用リニアック

図２ I-125医療用密封小線源の線量
標準を確立した大容積自由空気電離箱

平成２２年度の主な研究成果（標準・計測分野）
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医療の信頼性確保に資する標準物質の開発 計測標準研究部門

【研究成果の概要】

・アミノ酸標準物質（純物質）を新たに4種類開発した。す

でに開発済みのものとあわせて8種類の主要アミノ酸標準物

質を供給できる体制が確立した。

・ インスリン関連ペプチドで、糖尿病のマーカーのひとつ

であるC-ペプチドの標準物質（標準液）を2011年3月に認証

予定である。値付けには、上記アミノ酸標準物質を使用して

トレーサビリティを確保した。

・ 上記を含めて臨床検査用標準物質として4種類にわたる7

物質を開発した。

【平成２２年度計画との関連】

小項目：【別表3】1-(2)-① 医療の信頼性確保に資する計

量標準

・医療現場における医療診断、臨床検査に不可欠な標準物質

について、新たに 4 種類の開発に取り組む。平成22年度は

このうち2種類について3物質以上の標準物質を開発する。

【開発技術の用途】

・アミノ酸標準物質は、臨床検査をはじめ食品分析や生化学

分野で幅広く行われているアミノ酸測定の信頼性確保に役立

つ。

・SIトレーサブルなC-ペプチド等の標準物質の供給により、

トレーサビリティの確保された血清標準の開発が可能となり、

検査の標準化がスムーズに実施される。

プロインスリン

C-ペプチド

インスリン

アミノ酸標準物質

血清標準物質

他機関による
標準物質

NMIJ

臨床検査試薬メーカにおける検査用試薬の製造

臨床検査室における日常検査
臨床検査データ標準化！

機関間のデータ互換性確保！

C-ペプチド標準物質
(CRM 6901-a）

Alanine : CRM 6011-a
Leucine : CRM 6012-a
Lysine（HCｌ）: CRM 6017-a
Arginine : CRM 6018-a

Isoleucine: CRM 6013-a 
Phenylalanine: CRM6014-a 
Valine: CRM 6015-a 
Proline: CRM 6016-a 

平成２２年度の主な研究成果（標準・計測分野）
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空気清浄度管理のための気中粒子数濃度現場標準の開発 計測標準研究部門

【研究成果の概要】

・空気清浄度管理に用いられる粒子計測器を

測定現場で日常的にチェックすることが可能

な粒子発生器型気中粒子数濃度標準を、イン

クジェット技術を利用して開発した。

・国家計量機関の校正室内で用いる粒子計数

器型粒子数濃度の国家標準はこれまで３カ国

で開発されているが、測定現場で利用可能

な粒子発生器型標準は未開発であった。

図2  清浄度管理用粒子測定器の現場校正

乾燥
空気

インクジェットノズル 液滴

図1 インクジェット技術を利用した
粒子発生器型気中粒子数濃度標準

【平成２２年度計画との関連】

小項目：【別表3】 2-(2)-②産業現場計測器の信頼性

確保に資する計量標準

・粒子発生器型気中粒子数濃度標準について、凝縮核

粒子計数器の計数効率評価の実証実験を行う。

【開発技術の用途】

・自動車排ガスの粒子濃度規制や、半導体・医薬品等

の製造現場の清浄度管理等の目的で行われる気中粒子

数濃度測定の信頼性向上

個数濃度が正確に

決まった固体粒子

粒子発生器型
粒子数濃度標準

清浄度管理用
粒子測定器

測定現場での日常校正

平成２２年度の主な研究成果（標準・計測分野）
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次世代時間・周波数標準－光格子時計 計測標準研究部門

【研究成果の概要】

・次世代時間・周波数標準として有力視されてい

る光格子時計の開発を進め、Yb光格子時計では信

号対雑音比を大幅に改善したデータが得られた。

・セシウム原子時計の不確かさを超えて光時計同

士の比較のために、Sr光格子時計の開発を進め、

第１段階冷却の磁気光学トラップに成功した。

図1 Yb光格子時計の信号対雑音比の大幅な改善

図2 Sr光格子時計の磁気光学トラップ(MOT)

Sr MOT
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【平成２２年度計画との関連】

小項目:【別表3】4-(1) 次世代計量標準の開発

・Yb光格子時計のシステム改良により、時計遷移レーザの周

波数安定化を行い、格子時計の絶対周波数計測を行う。

【開発技術の用途】

・Yb光格子時計は来年度のセシウム現行標準限界での測定に

目途が立ちつつある。これにより10年後位に予想される｢秒の

再定義」の有力候補として光格子時計の技術を確立する。そ

の際に、Sr光格子時計との周波数比測定（目標18桁）を行い、

優位性の実証を行う。

改善前のYb原子信号 改善後のYb原子信号

平成２２年度の主な研究成果（標準・計測分野）
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98

超伝導分子検出器搭載質量分析装置による中性分子分析の実現
計測フロンティア研究部門

【研究成果の概要】

質量分析では、電磁気力が作用するイオンしか分析できず、異なる中性

分子を分離分析できなかった。イオンの価数弁別に加えて中性分子の持っ

ている運動エネルギーの違いを測定できる超伝導分子検出器を搭載した質

量分析装置を開発し、イオンのみならず中性分子の定量的分析を実現した。

活性な中性分子は、多くの反応で重要である。今回の開発により、気相

中反応によるその生成過程の測定が可能になる。科学から産業分野におけ

る先端計測分析基盤としての役割が期待される。

図１超伝導質量分析装置の外観

図２ 気相中反応で生成される中性分子の運動
エネルギーを超伝導検出器で測定して分離分析

イオン源

E

イオン反応槽

E1

E2E3

超伝導検出器で
分子の運動エネ
ルギーを測定

E=E1+E2+E3 (エネルギー
保存)を利用して、中性分
子の質量を測定

E3

【平成２２年度計画との関連】

小項目： 【別表1】Ⅳ-1-(2)-① 材料評価のための先

端計測及び分析機器開発

・有機・生体関連ナノ物質の状態計測技術を目的とし

て、イオン価数弁別が可能な質量分析装置を開発する。

【開発技術の用途】

・内燃機関内の反応プロセス解明

・微細加工プラズマプロセス中の反応解析

・生命起源と考えられる星間有機分子の

生成プロセス解明

平成２２年度の主な研究成果（標準・計測分野）
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図1．微小鉛球を埋め込んだ骨サンプルの高精
細X線画像（左）と分解能評価用X線チャートの
X線画像（右上、右下）。

図2．豚肉の表層部をテラヘルツ電磁波に
よって非侵襲撮影した。脂肪と赤身の違いを
可視化できた。

【研究成果の概要】

ガンの早期治療において、低侵襲かつ高精細な画像診断方

法が求められている。造影剤や重金属に対する吸収効率を

高めた、レーザーコンプトン散乱X線（LCS-X線）の安定発
生と高輝度化を達成し、LCS-X線としては世界初のピコ秒X
線パルスによるリアルタイム血管造影、屈折コントラスト

法による微小領域撮影に成功し、X線診断技術において画期
的な成果を創出した。また非侵襲で人体表層部のガン等を

可視化することに適した高輝度テラヘルツ電磁波を用いて

、生体試料の透過イメージングに成功した。

【平成２２年度計画との関連】

小項目： 【別表1】Ⅳ-1-(2)-① 材料評価のための先端計

測及び分析機器開発

・LCS-X線やコヒーレントテラヘルツ光源装置の開発と高
度化、およびそれを用いた計測・分析機器の開発し、公開

する。

【開発技術の用途】

・低侵襲かつ高精細な生体イメージング

・生体への負担が少ない高度医療診断

X線やテラヘルツ波を用いた低侵襲かつ高精細な生体イメージングの実証
計測フロンティア研究部門

平成２２年度の主な研究成果（標準・計測分野）
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圧電体薄膜AEセンサを用いたプラズマ異常放電検出 生産計測技術研究センター

【研究成果の概要】
窒化アルミニウム(AlN)薄膜を検知材料とし、二重構造

にすることによって耐ノイズ性を高めた、薄型アコーステ
ィックエミッション(AE)センサを新しく作製し、そのAEセ
ンサを製造プロセスで使用されている、ドライエッチング
装置内の異なる箇所に設置し、プラズマ異常放電の検出性
能の評価を行った（図１）。
その結果、ウエハとチャックの間で発生したプラズマ異

常放電によるAE波をチャックの下に設置したAEセンサによ
って、世界で初めて検出することに成功した（図２）。
これらの結果より、新しく開発した薄型AEセンサはチャ

ックの下に設置することによって、異常放電を検出するこ
とができ、この場所でのみ検出できる異常放電が存在する
ことも明らかとなった。

【平成２２年度計画との関連】
小項目： 【別表1】IV-1-(3)-② 測定が困難な条件に適用
可能な力学計測技術の開発
•製造現場などへの適用に向けて、圧力センサや振動セン
サの筐体構造の最適化および検出感度などの基本性能の評
価を行う。

【開発技術の用途】
•半導体集積回路製造プロセスにおけるエッチング装置な
どのプラズマ異常放電検出技術

図1 圧電体薄膜AEセンサを用いたエッチング装置
内部での異常放電検出

ﾁｬｯｸ下AE信号

ｼｰﾙﾄﾞAE信号

図2 AEセンサによって検出されたAE信号

平成２２年度の主な研究成果（標準・計測分野）
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タイトル 概 要 実施ユニット

１ 産総研歪データと防災科
研傾斜データの同時解析
による短期的ゆっくり滑
りの検出能力評価

産総研歪データと防災科研傾斜データの両方を解析す
ることによるプレート境界の短期的ゆっくり滑り検出
手法の開発を行なった。それによる南海・駿河トラフ
沿いの短期的ゆっくり滑りの検出能力の事前評価を行
なったところ、マグニチュード5.5以上の短期的ゆっく
り滑りを広い範囲で満遍なく検出できることがわかっ
た。

活断層・地震研究センター

中期計画【別表2】3-(1)-
②

整理番号0000443-100

２ 日本海溝で起こった巨大
津波（869年貞観津波）の
復元と履歴解明

東北日本太平洋岸で過去の巨大津波の浸水域を地層の
証拠から復元し、そのデータに基づいてコンピュータ
シミュレーションから発生源の断層を検討した。その
結果、宮城県沖から福島県沖にかけての長さ200kmのプ
レート境界型断層からマグニチュード8.4の地震が推定
された。また地層の記録から当地域で巨大津波が450～
850年間隔でくり返し発生していることを明らかにした。

活断層・地震研究センター

中期計画【別表2】3-(1)-
②

整理番号0000445-100

３ 我が国の地下水資源全体
量（13兆トン）の把握

全国の地下水賦存解析に基づき、我が国の地下水資源
全体量（13兆トン）を、世界をリードする精度で初め
て把握した。

地圏資源環境研究部門

中期計画 【別表2】2-(2)-
②

整理番号0000431-100

４ 日本で初めて地中熱ポテ
ンシャルマップを作成

福井平野を対象に、地中熱ポテンシャル評価手法の開
発に着手し、日本で初めて地中熱ポテンシャルマップ
を作成した。

地圏資源環境研究部門

中期計画 【別表1】1-(2)-
③

整理番号0000009-100

中期計画 【別表2】2-(2)-
②

整理番号0000433-100

平成２２年度の主な研究成果一覧（地質分野）
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地質分野

タイトル 概 要 実施ユニット

5 幌延地域沿岸域の地下水環
境探査に成功

深部掘削が難しい未固結堆積層からなる幌延地域にお
いて、深さ1000mの観測井掘削を掘削ツール改良等に
より成功し、新たな海底電磁探査データを加え海陸を
接合した２次元解析によって、淡水的な第四紀堆積層
が海底下にも連続していることを示唆するモデルを世
界で初めて得た。

地圏資源環境研究部門

中期計画【別表2】2-(1)-③

整理番号0000426-100

６ レアメタル研究の国際展開 中国のレアアース輸出規制に起因する供給不足に対処
するために、政府の供給元多角化政策の一環として、
モンゴル国との資源探査に関するMOUの締結および石
油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC)との共同調査
を開始した。また、米国地質学会2010年大会にてレア
メタル鉱床研究に関するセッションを主催し、本研究
における世界的なイニシアチブを発揮した。

地圏資源環境研究部門

中期計画【別表1】3-(3)-③

整理番号0000089-100

中期計画【別表2】2-(2)-①

整理番号0000427-100

７ 5万分の1地質図幅「宇都
宮」の調査研究

関東平野北縁部の新第三系層序，及び平野部に分布す
る第四系層序の確立のため，5万分の1地質図幅「宇都
宮」の調査研究を行った．詳細な野外調査及び第四系
での学術ボーリングを行い，地域内に分布する地層・
岩体の岩相層序と地質構造を明らかにした．また，第
四系ではテフラ層序を確認した．これらの結果に基づ
き地質図及び地質断面図を作成した。

地質情報研究部門

中期計画 【別表2】1-(1)-
①

整理番号0000401-100

平成２２年度の主な研究成果一覧（地質分野）
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地質分野

タイトル 概 要 実施ユニット

８ 沖縄海域調査－慶良間海裂
の形成過程に関する研究－

沖縄本島～久米島西方には、慶良間海裂と呼ばれる島
弧胴切り方向の大規模な断層が存在する。海裂北部で
は、海裂の南西縁に大規模な断層、海裂内に成層した
堆積体を寸断する正断層帯が認められ、成層した堆積
体形成後、慶良間海裂が形成されたことが明らかと
なった。一方、海裂の中軸部では、成層した堆積体が
なく、南西に傾斜する特異な堆積体が認められた。こ
の堆積体は海裂断層運動に伴って形成されたと考えら
れる。

地質情報研究部門

中期計画 【別表2】1-(1)-
②

整理番号0000402-100

9 新潟沿岸域の海陸シームレ
ス地質情報

新潟沿岸域において、海域の音波探査、堆積物調査、
越後平野のボーリング調査と既存地下資料の収集解析、
海陸にまたがる反射法探査、重力・空中磁気資料の編
集などを実施した。沖積層の基底深度や活構造分布な
ど、各種の図面を陸域から海域に及んで作成した。

地質情報研究部門

中期計画【別表2】1-(2)-①

整理番号0000418-100

平成２２年度の主な研究成果一覧（地質分野）
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産総研歪データと防災科研傾斜データの同時解析による短期的ゆっくり滑りの検出能力評価
活断層・地震研究センター

【研究成果の概要】

産総研歪データと防災科研傾斜デー
タの両方を解析することによるプレー
ト境界の短期的ゆっくり滑り検出手法
の開発を行なった。それによる南海・
駿河トラフ沿いの短期的ゆっくり滑り
の検出能力の事前評価を行なったとこ
ろ、マグニチュード5.5以上の短期的
ゆっくり滑りを広い範囲で満遍なく検
出できることがわかった。

【平成２２年度計画との関連】
小項目：【別表2】3-(1)-② 海溝型地震及び巨
大津波の予測手法の高度化
・東南海・南海地震を対象とした地下水等総合
観測施設を整備し、既存の観測データと統合し
て解析を進め、駿河トラフ・南海トラフで発生
する東海・東南海・南海地震の短期予測システ
ムを構築する。

【開発技術の用途】
東海・東南海・南海地震予測精度の向上とそれ
による震災軽減。

平成２２年度の主な研究成果（地質分野）
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日本海溝で起こった巨大津波（869年貞観地震）の復元と履歴解明
活断層・地震研究センター

【研究成果の概要】

東北日本太平洋岸で過去の巨大津波（869年貞観地
震）の浸水域を地層の証拠から復元し、そのデータに
基づいてコンピュータシミュレーションから発生源の
断層を検討した。その結果、宮城県沖から福島県沖に
かけての長さ200kmのプレート境界型断層が破壊する
ことによってマグニチュード8.4の地震が発生したと
推定された（図１）。また地層の記録から当地域で巨
大津波が450～850年間隔でくり返し発生していること
を明らかにした（図２）。

【平成２２年度計画との関連】
小項目：【別表2】3-(1)-② 海溝型地震及び巨大津波
の予測手法の高度化
・日本海溝沿いにおいて巨大津波を伴う連動型巨大地
震について、仙台・石巻平野および常磐海岸での津波
堆積物の調査から浸水域や履歴を解明し、シミュレー
ション計算による再現から震源モデルを構築する。

【開発技術の用途】
・日本海溝沿いにおける連動型巨大地震の長期予測。
・将来の巨大津波の規模予測と津波防災への貢献。

図１ 869年貞観地震の断層モデル（左）
と仙台平野における浸水域（右）

図２ 石巻から日立にかけての沿岸で明らかに
なった巨大津波の履歴

平成２２年度の主な研究成果（地質分野）
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我が国の地下水資源全体量（13兆トン）の把握 地圏資源環境研究部門

【研究成果の概要】
全国61の平野と盆地（地下水を貯留する地下水盆）について、地

質年代ごとに地層（帯水層）を区分し、各地層の間隙率や透水係数
などから、そこに含まれる地下水の資源量を、我が国で初めて算出
した。その結果、我が国には13兆トンの地下水資源があることが判
明した。尚、我が国の地下水利用量は年間約204億トン、年間降水量
は約6000億トンと推定されている。

【平成２２年度計画との関連】
小項目：【別表2】2-(2)-② 地下水及び地熱資源のポテンシャル評
価
・ 全国の地下水資源ポテンシャル図の作成のため、すでに集積の終
了している浅部地下水データのマッピングを完成させる。

【開発技術の用途】
・現在の地下水使用量や降水量（循環量）に比べ、我が国には莫大
な地下水資源が賦存していることが判明した。
・地下水資源の賦存する位置を３次元的にとらえ、可視化すること
に成功した。
・人口や平野面積、インフラなどと合わせて、各種計画の立案にお
いて定量評価が可能となった。

図 上図には地下水流動の活発な第四系の基盤形状、下図には地下水流動の下限とされる第三系の基盤形
状を示した。当該研究ではこのように時代ごとに区分された帯水層のマップを５段階に分けて詳細に示し、
我が国の地下水賦存量と地下水流動量（実際に利用できる資源量）を３次元的に可視化した。

平成２２年度の主な研究成果（地質分野）
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日本で初めて地中熱ポテンシャルマップを作成 地圏資源環境研究部門

【研究成果の概要】
産総研と九州大学および福井県との共同研究におい

て、福井平野を対象とした地中熱ポテンシャル評価手
法の開発に着手した。効率的に地中熱を利用するため
には、地中熱利用施設導入の対象地域における地質構
造や地下水流動、地下の温度分布を把握する事が重要
となる。本研究では、地下水流動・熱輸送解析と地理
情報システム(GIS)を用いることにより、日本で初め
て地中熱利用の適地を選定するための“地中熱ポテン
シャルマップ”を作成した。本マップは、地中熱のポ
テンシャル分布を初めて定量的に評価したものとして、
再生可能エネルギー関連の国際学会等で高く評価され
ている。
【平成２２年度計画との関連】
小項目：【別表1】1-(2)-③ 地熱資源のポテンシャ
ル評価、【別表2】2-(2)-② 地下水及び地熱資源の

ポテンシャル評価
・地中熱のポテンシャル評価手法や環境影響評価に必
要な地下の熱物性構造調手法の開発に着手する。

【開発技術の用途】
・地中熱利用システムを導入する際の最適なシステム
設計のための基礎情報として活用される。

・地域毎における地中熱利用システムの最適な運転パ
ターン確立のための基礎情報として活用される。

L:20.2

H:27.5

熱交換井近傍の
地下温度分布の計算値

10年間の冷暖房運転後(青)、地
下温度は初期状態(黒)より最大
で0.5℃上昇。

熱交換井近傍の
地下温度分布の計算値

10年間の冷暖房運転後(青)、地
下温度は初期状態(黒)と比べ、
ほとんど変化せず。

福井市周辺における熱交換量マップ
10年間の冷暖房運転後の熱交換量(計算値)
の分布図。熱交換量が最も高い地点をＨ、低
い地点をＬで示す。地点Ｈでは冷暖房運転を
行っても地下温度がほとんど変化せず、地中
熱利用により適していることを示す。

対象地域
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幌延地域沿岸域の地下水環境探査に成功 地圏資源環境研究部門

【研究成果の概要】
幌延町において深度1,000mまでの掘削を実施し、地質・地下
水試料を採取・分析した。それを基に水理構造モデルの精緻
化と地下水流動解析を行った。同地域には深部掘削が難しい
未固結の新期堆積層が卓越するが、掘削ツールの改良等に
よって課題を克服した。海底電磁探査法の測定装置や計測手
順に改良を加え、幌延沿岸海域で品質の良いデータの取得に
成功した。海陸にわたる連続した解析により、淡水の第四紀堆
積層が海底下にも連続している比抵抗モデルを得た。

【平成２２年度計画との関連】
小項目：【別表2】2-(1)-③地層処分にかかわる評価技術

の開発

・地層処分における地下水シナリオの精度向上のための研究
を行う。1)北海道幌延町において超深部掘削(900m以深)を実
施して、深部の地質・地下水試料を採取し、高精度かつ超長期
的な水理構造変化を把握するため化学・同位体分析を実施す
る。2)浅海用海底電磁探査装置の改良及び測定方法の検討
を行ってデータ品質を向上させる。

【開発技術の用途】
・本研究の成果は、高レベル放射性廃棄物地層処分事業の概
要調査段階において、地質環境を総合的に評価するための基
盤技術として用いられる。
・沿岸域が対象となる可能性のある二酸化炭素地中貯留や発
電所立地等の地質調査技術として提供することができる。

図１ 幌延沿岸域における深部掘削調査

図２ 海底電磁探査装置の開発と適用調査結果

掘削リグ
（高さ約30m）

深度1,000mまでの地質柱状図
および検層結果

(左) 開発した浅海用の海底
電磁探査装置

(下) 海域と陸域の測定デー
タを合わせて解析した
２次元比抵抗モデル
（カラー表示）
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レアメタル研究の国際展開 地圏資源環境研究部門

【研究成果の概要】
2010年夏頃から深刻化した中国のレアアース輸出規制に起因

する供給不足に対処するために、政府の供給元多角化政策の一
環として、モンゴル国との資源探査に関するMOUの締結および
石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC)との共同調査を開始
した。また、米国地質学会2010年大会にてレアメタル鉱床研究
に関するセッションを主催し（口頭発表13件）、本研究におけ
る世界的なイニシアチブを発揮した。

【平成２２年度計画との関連】
小項目：【別表1】3-(3)-③レアメタル等の鉱床探査と資源ポテ
ンシャル評価、【別表2】2-(2)-①鉱物及び燃料資源のポテン
シャル評価
・南部アフリカ、南米、中央アジア、東南アジアなどで希土類
元素・リチウムを中心としたレアメタル鉱床の資源ポテンシャ
ル評価を実施する。
・国際会議等によりレアメタルの資源開発動向を把握し、今後
供給が不安定化する可能性のあるレアメタルを抽出する。

【開発技術の用途】
・モンゴルとの共同研究は、中国以外のレアアース供給元の確
保ひいてはレアメタル資源の安定供給への重要な布石となる。
・レアメタル鉱床の産状・成因に関する先端的研究を、各国の
専門家と情報交換をしつつ実施することにより、より実用的な
鉱床探査指針の開発が可能となる。

野間口理事長、モンゴル鉱物資源・エネルギー省ゾ
リグト大臣、JOGMEC河野理事長が包括的覚書に調
印（左）、モンゴル鉱物資源管理庁と矢野部門長、
JOGMEC森脇理事が個別協定に調印（右）

米国地質学会（コロラド・コンベンションセンター、左）で
講演する渡辺 寧主任研究員（右）

モンゴル・南部ゴビでの現地調査(2010.10)

平成２２年度の主な研究成果（地質分野）
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5万分の1地質図幅「宇都宮」の調査研究 地質情報研究部門

【研究成果の概要】
宇都宮は北関東一の人口を有する都市であり、本
地域の詳細な野外調査により、地層・岩体の岩相層
序と地質構造を明らかにした。特に新第三系層序は、
関東平野北縁部に広く分布する同時代の地層の模式
となる。また、平野部に広く分布する第四系では新た
な学術ボーリングを実施し、テフラ層序を確認した。こ
れらの結果に基づき地質図及び地質断面図を作成し
た。

【平成２２年度計画との関連】
小項目：【別表2】 1-(1)-① 陸域の地質調査と地
質情報の整備

・5万分の1地質図幅5区画を完成する。5万分の1地質
図幅や20万分の1地質図幅改訂等を整備計画に従っ
て調査を実施する。次世代の20万分の1日本シーム
レス地質図は凡例原稿作成を行い、現行の20万分の
1日本シームレス地質図はデータの更新を行う。

【開発技術の用途】
・関東平野北縁部における新第三系の地質標準確立
・防災・都市計画等に活用される基礎的な地質情報
の提供

5万分の1地質図幅「宇都宮」

地質断面図

宇都宮
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沖縄海域調査 ̶慶良間海裂の形成過程に関する研究̶ 地質情報研究部門

【研究成果の概要】
沖縄本島から久米島西方には、慶良間海裂と呼ばれる島

弧胴切り方向に発達する大規模な断層が存在している。海
裂の縁辺を横断する断面では、海裂の南西縁に急崖を形成
する大規模な断層と、成層した堆積体を寸断する正断層帯
が認められた。成層した堆積体形成後、慶良間海裂の破壊
が生じたと考えられる。一方、海裂の中軸部を横断する断
面には、成層した堆積体が認められず南西に傾斜する特異
な堆積体が認められた。この堆積体は海裂断層運動に伴っ
て形成されたと考えられる。

【平成２２年度計画との関連】

小項目：【別表2】1-(1)-② 海域の地質調査と海洋地質情

報の整備

・沖縄周辺海域の地質情報整備(海洋地質図作成)のため、

平成22年度は沖縄島北西方及び久米島周辺海域の海洋地質

調査を実施した。
・海域の地質構造と層序を明らかにし、海底地質図を作成
する。また、活断層の認定とその活動度の評価を行うこと
により、地震防災・減災に貢献する。

【開発技術の用途】
・海底活断層評価
・防災・減災対策 図 慶良間海裂の地下構造（重合反射断面）

平成２２年度の主な研究成果（地質分野）
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新潟沿岸域の海陸シームレス地質情報 地質情報研究部門

【研究成果の概要】
越後平野西縁から北の海域に伸びる活断層

の形状や活動度、平野部から海域にかけての
沖積層基底の深度分布などを、海域の音波探
査、平野部及び海域のボーリング調査、既存
地下資料の収集解析、海陸接合部での反射法
探査などによって明らかにした。また、重力
図、空中磁気図、海域及び陸域の地質図など
を編集し、20万分の1の海陸をつなぐ地質情
報図類を作成した。

【平成２２年度計画との関連】
小項目：【別表2】1-(2)-① 都市域及び沿
岸域の地質調査研究と地質情報及び環境情報
の整備
・2005年福岡県西方沖地震周辺の福岡沖沿岸
域において地質・活断層調査を行う。平成21
年度に実施した新潟沿岸域の調査結果を海陸
シームレス地質情報集として取りまとめる。

【開発技術の用途】

・沿岸域施設の設計・安全性評価。
・平野部における強震動予測・地震危険度評
価。
・海域と陸域の地下地質詳細接合技術の向上。

1k
m

2km

長岡平野西縁断層帯

沖積層の基底

↑ 海底での音波探査記
録とボーリング調査に基づ
く沖積層基底層準の認定

↑ 陸域―海域沖積
層基底深度分布図

→
海陸接合部における
反射法探査記録とそ
の解釈
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