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ページ 分野 タイトル 概 要

5 環・エネ
SiC-ショットキーバリアダイオードの量産化及び供
給

NEDOプロジェクトにおいて開発された技術をもとに、民間企業との共同研究におい
て、世界最高性能を有するSiCパワーダイオードの量産化技術を開発し、サンプル
供給を開始。

6 環・エネ 粘土膜（クレースト）応用製品の製品化
産総研が開発した、粘土を主成分とする柔軟なフィルム「クレースト」の作製技術を
民間に移転し、優れた耐熱性、高ガスバリア性などを活かした製品を共同開発。

7 ライフ レクチンマイクロアレイの実用化、普及化
高密度レクチンアレイの開発によりiPS細胞の未分化性判断が可能な新規プロ―ブ
を発見。2011.4.27に幹細胞工学等と共同でプレスリリース。

8 ライフ 新型アミノ化試薬とその応用技術の製品化
核酸医薬用の化学修飾試薬として、国内オリゴ合成会社に採用された。アミノ化

試薬の販売に関し、ChemGene Corp.(US)とworldwideライセンス契約締結した。

9 ライフ タンパク質ディスオーダ予測法の製品化
タンパク質立体構造解析などの実験の支援、およびタンパク質配列のアノテーショ
ン。

10 ライフ 糖鎖構造解析ツール（SGCAL)の開発
本解析ツールを基に国際連携へと発展しインド側研究機関と共同研究を実施して
いる。

11 ライフ
家庭用血圧計を応用した動脈硬化計測技術の開
発

家庭用電子血圧計を用いて血圧と同時に動脈硬化度を測定する技術を開発，製品
化し薬事申請した。簡単に動脈硬化を測定でき，脳卒中や心筋梗塞の予防につな
がる。

12 ライフ
ヒト遺伝子アノテーション統合データベース H-
InvDB

世界最高水準の品質および情報量を持つヒト遺伝子の統合データベース。基礎医
学研究から創薬などの応用研究まで広い分野で活用されている。

13 ライフ

血圧上昇を抑えるペプチドの開発－カゼインドデ
カペプチド－

カゼインドデカペプチドの発見は機能性食品研究の先駆けの一つ。特定保健用食
品「カゼインDP」は「血圧が高めの方に」の表示が許可された初の商品。海外でも広
く商品化。

14 ライフ
誰にでも見やすく、わかりやすいアクセシブルデザ
イン

制定したJIS（日本工業規格）及びTR（技術報告書）に基づき，公共建築物（例えば，
空港や病院）の案内表示の設計・デザインに協力。高齢者や障害のある来所者に
対応。

主な研究成果一覧
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ページ 分野 タイトル 概 要

15 ライフ ウミホタルの光で生体情報を解析する技術
下村脩博士が研究したウミホタル発光の実用化研究より得られたパテント・技術群
を国内外企業に移転、商品化。2010年世界市場に向け販売を開始。市場10%の獲
得を予想。

16 情エレ
子どもの安全に配慮した製品のためのデータ・技
術・ネットワークの整備

子どもの安全に配慮した製品づくりをデータに基づいて科学的に進めるため、社会
的仕組みと基盤技術・データを開発。

17 情エレ
RTミドルウェア（世界標準仕様に基づくロボット用
ミドルウェアの提供）

ロボット新産業へ向けてソフトウェア共通基盤を提供。

18 情エレ
画像特徴抽出法HLAC/CHLACの実用化と多分野
への展開

適応学習型認識方式により、動画像中の人物識別や異常検出を高精度かつリア
ルタイムに行えるソフトウェアを開発。

19 情エレ ミニマルファブ装置群の開発
新しい半導体生産システムを実現するミニマル装置群の開発においてコア技術の
開発、技術移転を行うとともに、開発推進のためのコンソーシアム（５０法人）を運
営。

20 情エレ 大容量不揮発メモリの中核技術を開発
次世代の大容量不揮発メモリ「スピンRAM」実現の鍵となる高性能の垂直磁化
MTJ素子を開発。10 Gbit級の大容量スピンRAMの回路設計が可能になった。

21 ナノテク カーボンナノチューブの大量合成技術の開発
産総研のコア技術であるスーパーグロース法を用いた単層カーボンナノチューブ
の大量合成パイロットプラントを開発し、用途開発企業に十分な試料提供を行い
カーボンナノチューブの実用化を加速。

22 ナノテク 新しい技術に基づく熱電式水素センサの開発

触媒燃焼と熱電変換技術を組み合わせた新しい原理の熱電子式センサを開発し、
ベンチャーによる商業化。水素センサの国際標準化へ性能を評価する技術を

反映。

23 ナノテク
冷間加工性に優れたマグネシウム合金圧延材の
開発

日立金属(株)から商用圧延材をサンプル出荷することに成功し、プレスメーカと協
同して本格的実用化に向けた開発を展開中。

主な研究成果一覧
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ページ 分野 タイトル 概 要

24 標準 医療の信頼性確保に必要な放射線標準の確立
放射線診断、放射線治療にかかわる放射線標準を確立・供給を行い、医療の信頼
性に寄与。

25 標準
LED照明評価の信頼性向上のための測光放射標
準の開発

LED照明に適した新たな測光放射標準の開発を進め、高強度LED全光束標準用
の参照標準器による校正サービスを開始。開発により得られた知見から、LED

試験方法の標準化や試験所認定スキーム構築へ大きく貢献。

26 標準 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を開発し、多岐にわ
たる臨床検査の計量トレーサビリティの基盤確立に貢献。

27 標準 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望な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。さらに、比較のためのSr光格子時計の第１段階冷
却の磁気光学トラップに成功。

28 標準
陽電子ビーム計測によるハイブリッド材料等のサ
ブナノ空隙評価

ナノ構造超ハイブリッド材料開発において、屈折率異常とナノ空隙とが相関してい
ることを明らかにしたり、海水淡水化分離膜のプロセスと構造の関係を明らかにす
るなど材料開発に利用されている。先端分析機器を所外に公開しており、先端材
料の分析により社会に貢献。

29 標準 シリコン・ウエハ検査システムの開発と現場導入 半導体デバイスの生産効率及び製品品質の向上に貢献。

30 地質 地質図幅の整備と普及
地質調査所設立以来、国土の知的基盤情報としての地球科学基本図を継続して
発行。20万分の1地質図は全国整備を完成。シームレス化を促進し、インターネット
で配信することで利便性を向上させ、地質情報の提供・普及に貢献。

31 地質 認証地球化学標準物質の供給
国際的な標準物質発行機関として、ISOに対応した認証地球化学標準物質を開発。
販売の約半数は海外。トレーサビリティの取れる認証標準物質として国際標準化・
信頼性の向上に貢献。

主な研究成果一覧
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ページ 分野 タイトル 概 要

32 地質 レアメタル研究の国際展開
2004年頃から顕在化したレアメタルの供給不安に対応して、世界各地で資源ポテ
ンシャル評価を実施し、国際的評価を得ると共に米国等との共同研究事業に連結。

33 地質 我が国の地下水資源全体量（１３兆トン）の把握
全国の地下水盆を地質的にみて３次元モデル化し、各地の深度別地下水賦存量
を算出。これにより、地下水資源の存在を可視化し、地中熱利用など、低コスト化
への石杖となる。

34 地質 ジオパークの推進
ユネスコのジオパークの理念に基づき、日本の社会システムに合う推進組織・体制
を作り、地球科学の普及、防災教育、観光による地域振興を地域住民自ら行う仕
組みを社会に構築。

主な研究成果一覧

4



SiC-ショットキーバリアダイオード（SBD）の量産化及び供給

1995

2000

2005

2010

つくばイノベーションアリーナのコア拠点

SiC-SBDの量産化技術を確立し、産総研
内外へ260個のサンプル供給 (2011.3)

富士電機株式会社、アルバックと共同研

究（産業変革イニシアティブ事業）を開始

電力変換器の省エネ化を実現する
パワーデバイス（SiC-SBD）を開発

SiCを含むワイドバンドギャップ半導体につ
いて調査研究及び先導研究を開始

「パワーエレクトロニクスインバータ基盤技

術開発」（NEDOプロジェクト）において、
SiC-SBD製造に関する基盤技術を開発

先進パワーエレクトロニクス研究センター

「超低損失電力素子基盤技術開発」

（NEDOプロジェクト）において、SiCウエ
ハ・デバイス製造に関する基本技術を開発

世界最小オン抵抗及び最大破壊耐量を
有するSiC-SBD量産化技術開発に成功
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粘土膜（クレースト）応用製品の製品化

1995

2004

2006

2010

コンソーシアムを軸に、産総研を核とし

て産産、産学等の連携も加速

公的資金による研究開発加速（共同研

究・製品化）：NEDO(2006-)，JST(2008-)

産総研の組織的研究による応用分野検

討： 太陽電池、ディスプレー、燃料電池、

熱電素子、調光ミラー、シール材等

産総研による開発の推進（基盤研究）

・国内外の資源調査

・膜化しやすい粘土の合成

コンパクト化学システム研究センター

耐熱シール材
・ジャパンマテックス（株）
平成23年度科学技術賞(開発部門)受
賞

耐熱性550℃で、アスベ
スト製ガスケットを完全
に代替できる。

透明不燃シート
・（株）宮城化成

軽量・割れにくい・不燃
性（700℃20分でもOK）・
光透過性・光拡散性。

光触媒－粘土フィルタ
・（株）エーアンドエーマテ
リアル

インフルエンザウィルス抑
制効果、揮発性有機化合
物の吸着効果が大きい。
長期安定性も。

水蒸気バリア膜用粘土
・ク二ミネ工業（株）
第４回うつくしまものづくり大賞－優秀賞

太陽電池、有機デバイス用
の、耐熱性、水蒸気バリア
性に優れた粘土膜の大量
生産技術。月産数十キログ
ラム生産可能に。

粘土膜（クレースト）製品化

2008

民間企業と共同開発した製品（2010年度）

（産総研が開発した技術をもとに）

クレースト：
産総研で開発された、粘土を主成分とする膜材料。
厚さ 1 nm の粘土結晶を緻密に積層した柔軟で
耐熱性、高ガスバリア性に優れた材料。

クレースト応用製品を次々と共同開発
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レクチンマイクロアレイの実用化、普及化

2003

2005

（株）モリテックスと特許実用化共同研究を開始

専用スキャナー・レクチンアレイを（株）モリテッ
クスより販売

糖鎖プロファイラー装置特許出願

（株）モリテックスとアレイスキャナー共同研究
開始

糖鎖プロファイリング・アレイ作成基本技術の
特許出願

SGプロジェクト：レクチンアレイ作成に向けた研
究開発開始

レクチンアレイシステム開発に成功、論文・新
聞発表

iPS細胞、ES細胞に共通な
新規未分化マーカー判別

プローブを発見

2007
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レクチンマイクロアレイとエバネッセント波
蛍光励起型スキャナー「SC-Profiler」

比較糖鎖プロファイリング技術
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＋

技術移転・成
果普及を加速

高密度レクチンア
レイの開発により、
iPS細胞等の幹細
胞評価技術を加速

糖鎖医工学研究センター

2009

2011

ＴＲプロジェクト開始：成育医療センターに糖鎖
関連技術移転

ＴＲプロジェクト成果：細胞分化判別に関わる特
許国内出願

iPSプロジェクト開始：レクチンアレイをiPS等幹
細胞の評価に
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2004

2005

2006

2003

DNAチップ研究所、東レ(株）より新型アミノ化試薬
を利用したDNAチップ（3D-GeneTM)を販売

シグマアルドリッチジャパン社と国内ライセンス契約
を締結

第一世代アミノ化試薬を開発（特許出願）

新規アミノ化試薬の開発研究を開始

第二世代アミノ化試薬を開発（特許出願）

2007

2008

新型アミノ化試薬とその応用技術の製品化

NH2 合成DNA

3D-Gene

新しいアミノ化試薬に
よって、アミノ化DNAの
生産性が大幅に向上

(株）DNAチップ研究所よりDNAチップ（ConPath 
Chip)販売

生物プロセス研究部門

2009

2010
(株）DNAチップ研究所より高校教育教材用チップ
（ハイブリ先生）を販売

ChemGene Corp.(US)とアミノ化試薬のworldwideラ
イセンス契約締結。

シグマアルドリッチ社(US)とアミノ化試薬のworldwide
ライセンス契約を締結。アミノ化試薬ssH-linker販売。

新規アミノ化試薬が核酸医薬用の化学修飾に採
用され、受託生産開始（ジーンデザイン社）

応用
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タンパク質ディスオーダ予測法の製品化

2006

CASP7（国際的なタンパク質立体構造予測コンテ
スト）のディスオーダ予測部門に参戦し、高評価

POODLE-I（POODLEの統合システム）をWeb公開

POODLEのWeb公開、POODLE-LのWindows版販売

POODLE（-W：配列全体、-L：長いディスオーダ領
域、-S：短いディスオーダ領域）を開発

（株）ファルマデザインと共同研究開始

タンパク質ディスオーダ予測法の開発研究を開始

タンパク質立体構造解析
などの実験を支援

http://mbs.cbrc.jp/poodle/

2007

正常プリオンタンパク質PrPC

N末のディスオーダ領域
（立体構造を形成しない領域）は
モデリングして付加（青で示した）

2005

2004

生命情報工学研究センター

POODLE:Prediction Of Order and Disorder by machine LEarning 

2008

2009

国立遺伝学研究所に提供

2010

2011
ターゲットタンパク研究プロジェクト情報プラット
フォームの網羅的アミノ酸配列ＤＢ（CASA db）と

連携

（株）ファルマデザイン開発製品（Dr.PIAS）で利用
（実施料あり）

Swiss Institute of Bioinformaticsに提供予定
（契約完了）
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2003

2004

2006

2007

2005

計算科学解析による糖鎖構造評価

糖鎖構造解析ツール

計算と実験の融合によ
る糖鎖構造解析

糖鎖エンジニアリングプロジェクトに参加

糖鎖構造解析ツール(SGCAL)の公開

糖鎖断片化パターン解析方法特許出願

計算による網羅的糖鎖構造計算を富士通（株）

と研究開始

Webベース断片化解析ツールの開発開始

質量分析実験（糖鎖工学センター）との比較・

検証

東京大学と糖鎖断片化解析の研究を開始

2,000の糖鎖構造のシミュレーションを完了

糖鎖構造解析ツール(SGCAL)の開発

SGCAL:Structural Glycomics Calculation System 

量子化学計算による断片化規則の抽出

糖鎖医工学センターとのDB連携
2008

生命情報科学研究センター
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家庭用血圧計を応用した動脈硬化計測技術の開発

-4

-2

0

2

4

2005

2006

2007

血管の硬さの違いを評価する新しい

指標を、上腕血管モデルや生理学実

験に基づいて開発し特許を出願

研究用計測装置として(株)志成デー

タムより製品化

血圧測定時の脈波パターンが、血管

硬さにより異なることを確認

（株）志成データムとの共同研究で動

脈硬化測定法の開発を開始

家庭で簡単に動脈硬化度を測定し、
動脈硬化や脳卒中の予防に役立て
る

2004

血圧測定時に得られる脈波
の違いを特徴づける指標を
開発し動脈硬化を評価

ヒューマンライフテクノロジー研究部門

2008

2010

脈波特性附帯機能に関する薬事申請

病院等と連携し、実測データを拡充

血圧計としての薬事承認を取得
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ヒト遺伝子アノテーション統合データベース H-InvDB

ゲノムブラウザ G-integra
2002

2010

2006

ヒト遺伝子のアノテーションと統合
データベースに関する研究論文を

発表

世界の約120人の研究者によるヒト
完全長cDNAアノテーションのため
のH-Invitationalジャンボリー開催

基礎研究と創薬をはじめとする
バイオ産業の各分野に幅広く貢献

2004
ヒト完全長cDNAの統合データベー
スとしてH-InvDBリリース１を公開

H-InvDBへのアクセス数は57.2万件
（2010年）

機能未知のヒトcDNAに対し、発現
頻度と比較ゲノムに基づく機能推定
結果を追加公開

主なアノテーション項目
遺伝子構造
選択的スプライシング
タンパク質の機能
機能性ＲＮＡ
立体構造予測
酵素・代謝経路
細胞内局在
タンパク質間相互作用
遺伝子発現パターン
遺伝子多型
進化・比較ゲノム情報
関連データベース

H-DBAS, GTOP, 
H-ANGEL, VarySysDB,
Evola, G-compass,
LEGENDA, HEAT

H-InvDB トップ
ページ

特徴
ヒトの全遺伝子と転写
産物を対象に、バイオ
インフォマティクス技術
を用いた解析と専門家
による精査を加え、世
界最高水準のアノテー
ションを提供。

バイオメディシナル情報研究センターアノテーション：遺伝子の領域を確定しその機能に関する記載を与えること

2011

2008

24万件以上のヒト転写産物に対す
る解析結果を格納したH-InvDBリ
リース７.5を公開

複合検索ツールの公開、データマイ
ニングツールHEATの公開
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血圧上昇を抑えるペプチドの開発

1995

特定保健用食品ペプティオドリンク（カネボウ）

カネボウ（現クラシエ）と共同研究

ACE阻害効果のあるペプチドに関する
5件の特許出願

安全・安心な食用資源からの生理活性
物質探索

化学・バイオつくば賞
通産大臣表彰

市村学術賞

海外技術移転 （DMV International社）
C12 peptionとして販売

Nutr Award受賞（C12 peption)
2005

Angiotensin I Angiotensin II
★強い血圧上昇作用

ACE：ダブルで血圧上昇に寄与する酵素

ブラジキニン
★血圧降下作用

分解・不活性化

抑制

作用メカニズム

血圧上昇の抑制

血圧調整機能表示が許可された
特定保健用食品の第一号

バイオメディカル研究部門

健康食品市場（規模5500億円）の
パイオニア的存在

血圧調整機能特保は200億円市場

C12の販売、欧米中に広がる
安全・安心な食用資源を原料
とした新しいアプローチで
特定保健用食品の市場を開拓

－カゼインドデカペプチド－

カゼインDP（国内）、C12 peption（海外）と
して販売中

2010

13



誰にでも見やすく、わかりやすいアクセシブルデザイン

2008

2002

2006

2004

標準基盤研究
「加齢と最適文字サイズ」

標準基盤研究
「高齢者の有効視野」

標準基盤研究
「弱視者の色覚」

JIS「最適文字サイズ」制定

JIS「加齢と色の感度」制定

JIS「色の組合せ方」制定

ISO規格「加齢と色の感度」提案

ISO/TR「人間工学技術資料集」発行

公
共
施
設
，
病
院
の
案
内
表
示
等
，

デ
ザ
イ
ン
現
場
へ
の
適
用

図１ 識別しやすい色の組合せ表示の例
（路線図）

図２ 案内表示への適用例（羽田空港）

5P

5PB

5B

5BG

5G

5GY

5Y

5R

5YR5RP

○○駅

△△駅

高齢社会対応技術の開発

JIS/TR「高齢者の有効視野」制定

JIS/TR「弱視対応の色の組み合わせ」制定

誰にでも見やすくわかりやすい
視覚表示の実現へ

ヒューマンライフテクノロジー研究部門
国際標準共同研究開発事業
「アクセシブルデザイン技術」

14



2005

2006

2008

2002

アトー社（日本）が遺伝子・基質の販売

ウミホタル発光タンパク質遺伝子の特許出願

ウミホタル発光基質の新規合成法の特許出願

ウミホタル発光系に用いる灌流培養装置、

イムノアッセイを複数社と共同研究を実施

３つの用途（レポータアッセイ、イムノアッセイ、

イメージング）のための１４のパテント

2010

ＮＥＢ社（米国）がレポータアッセイ
法を世界市場へ向け販売

ウミホタルの光で生体情報を解析する技術

下村脩博士がノーベル賞に
繋がる基礎研究を行った
「ウミホタルの光」

2009

ウミホタル発光系を用いた新規ガン近赤

外光イメージング法を開発

開発したプロー
ブで、生体深部
の可視化に成功

製
品
化

基
盤

応
用

ノーベル賞の基礎
研究成果が製品化
され世界販売

生物プロセス研究部門

・ウミホタル発光系を利用したハイスループット
レポータアッセイ系の開発
・ウミホタル発光系を利用したイムノアッセイの
開発

代表例
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子どもの安全に配慮した製品のためのデータ・技術・ネットワークの整備

2005

2011 子どもの安全に配慮した製品づくり
をデータに基づいて科学的に進め
るための社会的仕組みと基盤技
術・データの開発

安全知識循環型社会を提唱
遊具の事故予防を例題に、医療機関、工学系、自治体（北九州

市）とともに傷害データの収集から製品改善までを一貫する取

り組みを実施(NHKスペシャル)し、あるべき社会を提唱。 安全知識循環型社会の提唱

キッズデザイン共創プロジェクト
15社(19課題)と傷害予防のためのリスク評価技術、
子どもの行動特性データなどの共通基盤を整備する

集約型・共創型共同研究を実施。

傷害サーベイランス技術の社会実装
成育医療研究センターへの導入による傷害データの

蓄積(2011年までに1万件以上）。

傷害サーベイランス技術

（2000件以上のダウンロード）2007

傷害リスクコミュニケーション技術の社会実験
（株）ベネッセコーポレーションとの共同で傷害アニ

メーションの配信サービス（ドコモモバイルサイエンス

賞(社会科学)受賞）

2009

傷害データベースの公開（2000件以上の閲覧ソフトダ
ウンロード）

事故パターン情報提示
一体型の情報収集技術

傷害データベースを応用した物理的・統計的

虐待診断技術の開発 （NHK教育視点・論点など）

キッズデザイン製品の活用事例蓄積
ベビーカーの安全基準、火傷しにくい炊飯器、遊具の安全基

準、コイン返却口の安全基準策定への貢献

やけどしにくい炊飯器

開発への貢献

デジタルヒューマン工学研究センター
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OMG: Object Management Group、非営
利のソフトウェア標準化国際団体
OpenRTM: 日本ロボット工業会で合意され
たロボット用ミドルウェアのフレームワーク

ロボット新産業へ向けて
ソフトウェア共通基盤を提供

さまざまなロボット技術シーズ

さまざまな
ユーザのニーズ

あれをとっ
てくれる
ロボットが
欲しい！

ユーザ指向ロボットシステム

UCROAUCROA

RTミドルウェア

ロボット技術モジュール群

統合技術

規範・仕様

物流支援ロボット

対人サービスロボット
サイバネティック
ヒューマン

ユーザのニーズユーザのニーズ

ユーザのニーズユーザのニーズ

ユーザのニーズ

ユーザのニーズユーザのニーズ

ユーザのニーズユーザのニーズ

ユーザのニーズ

RTミドルウェアをベースにしたユーザ
主導のロボット開発プロジェクトの実施

日本ロボット工業会

で制定されたRTミド
ルウェアのロゴ

RTミドルウェア（世界標準仕様に基づくロボット用ミドルウェアの提供）

知能システム研究部門

NEDO RTミドルウェアプロジェクト実施
(FY2002-FY2004)

RTM0.1.0リリース

OpenRTM-aist-0.4.0リリース

・NEDO万博プロジェクトで利用（講習会２回）
・その後、多数のロボットプロジェクトで利用が始まる

OMGにて標準原案採択

OpenRTM-aist-0.2.0リリース
(100件以上の配布、講習会４回)

2008年4月OMG公式仕様発行
OpenRTM-aist-1.0.0リリース

2002

2006

2004

2010

2014

NEDO次世代ロボット知能化技術開発PJ
成果発表デモ（国際ロボット展2011にて）

コンポーネント共有コミュニティサイト公開

（www.openrtm.org）
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画像特徴抽出法HLAC/CHLACの実用化と多分野への展開

1991

2005

2008

2011
適応学習型認識方式により、
動画像中の人物識別や異常検
出を高精度かつリアルタイムに
行えるソフトウェアを開発

医療、スポーツ等新規応用分野開拓、音響信

号など画像以外の対象へ方式拡張

ここまで情報開示１２件、実施許諾４件、特許

新規出願１２件、プログラム登録６件、取材・

報道３０件、学会賞８件（いずれも概数）

HLAC: 科学技術庁第２０回注目発明

2007

2006

多くのニーズがありながら実現が困難であった

多様な画像認識システムの開発が多分野で加速

プレス発表：人および動作の認識方式で

世界最高性能を達成

HLAC（２次元画像）をCHLAC（動画像）に拡張

AISTベンチャー設立（融合技術研究所）

（株）日立製作所に実施許諾（エレベータ内

異常行動検知システムとして実用化）

プレス発表：カメラ映像から異常動作をリアル

タイムで自動検出するソフトを開発

（株）タイトーがアミューズメントマシンに搭載

（異常動作検知）

フェロー（大津）、
情報技術研究部門

CHLACによる異常動作のリアルタイム検出
通常の動きの特徴を学習しその分布からの
逸脱を測ることで異常動作を高速に自動検出

異常動作（こじ開け）

通常動作

時間

異
常
動
作

通
常
動
作

検出値
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ミニマルファブ装置群の開発

2000

2005

2010

ミニマルファブシステムを研究開発するためのコン

ソーシアム「ファブシステム研究会」を設立

ミニマル装置、ミニマルウェハの仕様策定、商標登録、

プロトタイプ装置をセミコジャパン2010に出展、

ファブシステム研究会参加会員(５２法人）によるミニ

マルファブシステムの開発、商品化が本格化

産総研ハイテクものづくりPjにて、実用的な密閉型搬

送システムを完成

産総研発の“ミニマルマニュファクチャリング”コンセ

プトに基づく、革新的半導体ファブシステムの提案

ガス分子と微粒子の遮断性能を持つ研究用局所ク

リーン化システムの開発

多品種尐量対応の新しい半
導体生産システムの実現

エレクトロニクス研究部門

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）

微粒子とガス分子の両方を遮断
するドッキングシステム
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大容量不揮発メモリの中核技術を開発

2004

2006

2010

朝日賞、産学官連携功労者表彰内閣総理大

臣賞、日本IBM科学賞、日本学術振興会賞、
井上春成賞、市村学術賞、丸文学術賞、東京

テクノフォーラム21 ゴールド・メダル賞などの各
賞を受賞

大容量不揮発メモリ「スピンRAM」の実現をめ
ざし、NEDOスピントロニクス不揮発性機能技
術プロジェクト （2006-2011年度）を開始（産総
研、東芝、他）

キヤノンアネルバ（株）と共同で、MgO-TMR素
子の量産技術を開発

MgO-TMR素子の開発と巨大TMR効果の実現

待機電力の大幅削減を
可能とする不揮発メモリ

ナノスピントロニクス研究センター

大容量スピンRAMの設計が可能に

新開発の垂直磁化MTJ素子の構造

2008

大容量スピンRAMの基板技術となる高性能の
垂直磁化MTJ素子を開発

20



カーボンナノチューブの大量合成技術の開発

50cm角の単層カーボンナ
ノチューブシート（2010）

1991

2010

カーボンナノチューブの発見

スーパーグロース法を発見し、高純度の単層

カーボンナノチューブを大量合成するための基

盤を築いた

日本ゼオンと共同でA4サイズの大面積金属板
上に大量の単層カーボンナノチューブを合成す

る技術を開発

日本ゼオンと共同で単層カーボンナノチューブ

のパイロットプラントを立ち上げ、50cm角の単
層カーボンナノチューブを合成する技術を開発

カーボンナノチューブの
実用化を加速

ナノチューブ応用研究センター

2004

2007

安価で大量の単層カーボンナノチューブを用途

開発企業に提供し、単層カーボンナノチューブ

の実用化を加速する。

スーパーグロース法で合
成したマッチ防サイズの
カーボンナノチューブ
（2004）
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新しい技術に基づく熱電式水素センサの開発

2000

2010

触媒燃焼と熱電変換技術を組み合わせた新し

い原理の熱電子式センサの開発を開始

東京有明水素ステーションでの１年間のフィー

ルドテストによって性能と信頼を実証

産総研ベンチャーとして試作品を商業化

水素センサの国際標準化へ性能を評価する技

術を反映（ISO CD26142取得）

安全性を確保して、水
素エネルギーの利用を

促進

先進製造プロセス研究部門

2007

2008

高い信頼性を有する熱電式水素センサによっ

て、安全を確保することによって、水素エネル

ギーの利用を促進する。

熱電式水素センサ

応答速度の評価法の一
例

熱電変換材料の発電素子への応用に関する

研究
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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

2000

2005

2010

サステナブルマテリアル研究部門

高放熱性Mg合金の加工性向上による
ノートPC、携帯電話等の筐体のさらなる

軽量化

さらに特性の向上を目指し、プレ

スメーカと協同して本格的実用化

に向けた開発を展開中

Mg合金(AZ３１合金)の集合組織
を制御するための圧延法の開発

に着手

当該技術の技術移転に成功し、日

立金属(株)から商用圧延材をサン
プル出荷することに成功

AZ31高温圧延材の開発（特許出
願）

2008 Mg合金(AZ３１合金)の集合組織
を簡便な手法により制御するため

の圧延法の開発に着手（京都大

学と共同）

2009

2011

板

炉

試料
ロール

従来よりも100℃高い温度(約500℃) で圧延
(AZ31固相線温度：566℃)

高温圧延法の概要

既存圧延材 (AZ31Mg合金)
エリクセン値: 3.4

高温圧延材(AZ31Mg合金)
エリクセン値: 8.8

既存Al圧延材 (1070Al合金)
エリクセン値: 9.3

各種圧延材の室温エリクセン試験結果

20 mm
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放射線治療用Co-60大線量γ 線照射線量標準のｊｃｓｓ
供給を開始（2006年）

放射線治療・診断に大きく貢献

医療の信頼性確保に必要な放射線標準の確立

2010

マンモグラフィX線診断用の標準（Mo管球／Rhフィル
ター）の標準を確立（2011年3月）

マンモグラフィX線診断用の標準（Mo管球／Moフィル
ター）を確立し、jcss供給を開始（2008年）

2006

2008

2009

医療用リニアック用の標準開発のために、小型リニ
アックを導入（2010年3月）

2011

マンモグラフィX線診断用の標準（Mo管球／Moフィル
ター）についてBIPMと国際比較（2009年）

放射線治療用Co-60γ 線水吸収線量標準の供給を
開始（2010年8月）

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

（2010年)

.産総研に導入した医療用リニアック

マンモグラフィX線国家標準器

軟X線国家標準を用いて、前立腺がん治療用I-125医

療用密封小線源に対する2次標準を供給（2009年）
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2008

2010

LED照明に適した測光放射標準を開発・供給する。LED照明評価の信頼
性を向上させ、 LED照明の普及促進に貢献する。

標準LEDの高強度化、
校正装置の特性評価、

分光全放射束用の標

準光源の開発

LED光度・全光束用校正装置・標準LEDの開発、
校正サービスの開始（依頼試験特殊）

高強度LED全光束標準用LED及
びその特性、分光放射束用光源

高強度LED全光束標準（LED照明
に使用される高強度LED評価に
最適）の開発、校正サービス開始

LED照明評価の信頼性向上のための測光放射標準の開発

2012

2014 分光全放射束標準（２π 光源用、
LED照明の評価に最適）の開発 、

UV-LED用全放射束標準の開発、
校正サービスの開始

分光放射束用校正装置特性評価結
果の一例（積分球内面反射率むら）

分光全放射束標準（４π 光源用、
LED照明の評価に最適）の開発 、

校正サービスの開始

LED光度・全光束校正事
業者数の充実（ jcss登録
事業者：0→2、登録見込
み：2 ）、事業者審査への
協力

・LED評価・試
験方法規格化

への協力

（JIS: CIE文
書等）、

・試験所認定ス

キーム構築へ

の協力（工業

会との連携）

・校正事業者数

の充実

LED光度・全光束（2008年供給開
始）用校正装置、標準LED
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2008

C－ペプチド標準物質の開発

アミノ酸標準物質（4種類）の追加

物質量諮問委員会バイオアナリシス

WGにおけるアミノ酸標準液について
の問題点の指摘

医療の信頼性確保に資する標準物質の開発

2010

日本臨床化学会の「糖化アルブミン

基準測定法（勧告法）」における標準

物質としての採用検討（L-リシン）

2011

EUにおけるIVDMD指令の発効
2006

試薬メーカーによるトレーサブルアミ

ノ酸標準液の検討

2002
JCTLM（検査医学におけるトレーサ
ビリティ合同委員会）の発足

アミノ酸標準物質（4種類）の開発

海外NMIを含む外部機関へのアミノ
酸標準物質の供給

2009

臨床検査の信頼性向上に貢献

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 
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次世代時間・周波数標準ー光格子時計

2011

2005

2007

2009

Yb光格子時計の開発開始

世界初の171Yb光格子時計の開発に成功

NMIJの171Yb光格子時計の測定値、CCTF推奨
周波数リストに採択さる

2006 Yb原子の第一段階冷却に成功

Yb原子の第二段階冷却に成功

Sr光格子時計の開発開始

Sr原子の第一段階冷却に成功

171Yb光格子時計の開発に世界に先駆けて成功し、現在もその高度化を進めている。
Sr光格子時計と合わせて、セシウム原子時計を超え、新しい秒の定義に貢献する。

2010

Yb光格子時計格子用レーザーの安定化

第一段階冷却Yb原子 第二段階冷却Yb原子

第一段階冷却Sr原子

Yb光格子時計スペクトル

Sr光格子時計

Sr光格子時計の冷却レーザー光源開発に成功

Yb光格子時計の信号対雑音比が改善
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陽電子ビーム計測によるハイブリッド材料等のサブナノ空隙評価

陽電子により原子欠陥を評価す
る先端計測機器を公開

2000

2005

2010 先端機器共用イノベーションプラットフォーム

(IBEC)にて装置公開

陽電子ビームを３次元的に操作するイメージン

グ欠陥評価装置開発

エネルギーの揃った陽電子ビームの発生装置

開発

電子加速器による陽電子の発生・材料中の陽

電子寿命に関する基礎的研究

JAIMA機器開発賞

自主開発の先端分析
機器公開によるナノテ
クイノベーション創出に

貢献

計測フロンティア研究部門

陽電子ビームライン

市村学術賞（貢献賞）、ADMETA Award他
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2007

2010

2011

試作原理機を基に、生産現場

への装置導入を目指した企業

との共同研究を実施

産総研ハイテクものづくりPJに

採択される。（2008年度－2009

年度)

検査装置の原理機を試作し、

基本特許出願を行う。

シリコン・ウエハ検査システムの開発と現場導入

2008

LSI量産工場への装置導入を

達成

2009

半導体デバイスの生産効率及び
製品品質の向上に貢献

マイスター型連携研究として研

究を開始。

2005
半導体等の欠陥検査技術の研

究に着手。

 Siウエハ製品の内部に潜むマイクロクラック
（スクラッチ）の検出に成功

産総研試作原理機を基に、企業との共同研
究で実用装置を開発、量産工場へ導入。
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地質図幅の整備と普及

1882

1954

2002

発行済み5万分の1地質図幅数

国土の知的基盤整備に大きく貢献

20万分の1地質図作成開始

地質調査所設立

シームレス地質図年度別アクセス件数

5万分の1地質図作成開始

2010

2009

2010

1948

5万分の1地質図幅
500図幅達成

1983

1899 100万分の1地質図出版

全国共通凡例による利便性の向上

地質調査総合センター

Google Map版シームレス地質図
公開（アクセス数約180万件/年）

20万分の1シームレス地質図
インターネット公開開始

（アクセス数約1.6万件/年）

20万分の1地質図全国完備

（全124区画）
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認証地球化学標準物質（ISO対応）の供給

1964

1968

1996

2001

頒布累計 1万個突破

・化学分析の国際標準化、
信頼性の向上

・国内唯一の発行機関
・ISO基準の品質管理

ISO認定取得
認証標準物質として販売開始

地質情報研究部門

認証地球化学標準物質の領布

標準物質の作製開始

2010

標準物質の頒布開始

2007

標準物質の販売開始

文部科学大臣表彰

科学技術賞（開発部門）受賞

岩石標準試料データベースの

公開（全分析データを公開）
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レアメタル研究の国際展開

2004

2006

2011

中国がレアアースを事実上の禁輸措置

モンゴル鉱物資源管理庁と共同研究開始

米国地質調査所と共同研究を開始

総合商社と共同研究開始

重希土類に富む層状マンガン鉱床を発見

レアアース資源の総説論文・記事を複数発表

新興国の台頭によりレアメタル価格急上昇

ベースメタル（銅、鉛、亜鉛）・金銀から

レアアースに研究対象を変更

南アフリカ地球科学審議会と共同研究開始

産総研・レアメタル資源研究
の国際的評価に基づき、海外
機関との共同研究を実施、国

の資源政策に貢献

地圏資源環境研究部門

2008

2010

南アフリカで複数の有望重希土類鉱床を確認

米国地質学会2010でレアアースセッション主催

レアアース鉱石分析・選鉱試験施設の設置

レアアース資源の中国による寡占と価格の急騰
（USGS資料による）

モンゴルでの特定合意書調印式ならびに現地調査

米国エネルギー省
での日米レアアース
会議(2011.1.14)
本会議で、USGSと
の共同研究に正式

に合意。



我が国の地下水資源全体量（１３兆トン）の把握

1970

1980

1990

2000

全国の地下水賦存量が13
兆トンであることを発表

全国堆積層の三次元モデ

ルが完成（地下水の賦存

状態を可視化）

全国地下水賦存量調査が

開始される

我が国の工業を下支えするインフラの整備、地
下水資源の多角的利用を実現し、低コスト化へ

全国120か所の調査が行わ
れ、地下水データベース「い

どじびき」がリリースされる。

地質調査所長賞受賞

全国各地に地下水利用協議

会が設置され始まる

通産省との協働による「地下

水利用適正化調査」を開始

地圏資源環境研究部門

2007

2009

2010

左図には地下水流動の活発な第四系の基盤形状、右図に
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。

都市部までも地下水が回復し利用可能な地下
水資源量が増えており、国土交通省なども積
極的な地下水利用へと方針を転換しつつある。
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ジオパークの推進

2000

2005

2010

14地域にジオパークが設立され、内
4ヶ所が世界ジオパーク認定

日本ジオパークネットワーク（事務局：

糸魚川市、現在NPO法人申請中）

日本ジオパーク委員会設立（事務局:
産総研地質調査総合センター）

ジオパークの理念の普及

世界ジオパークネットワーク発足

日本におけるジオパーク推進の仕組

みを提案し、関連省庁、地方自治体・

住民、学会のハブとして連携を構築

ジオパークの推進による地球科学
の普及、防災、地域振興への貢献

地質調査総合センター

ユネスコのジオパークの理念：地球活動

の遺産を住民自らが保全し、教育へ活用

し、観光に活用して地域振興を行う

防災：霧島噴火に関する藤井敏嗣噴火
予知連会長会見（2月3日)「周辺の自治
体がジオパークなどの活動とあわせて密
接な連絡体制を作っているなかで、今回
の噴火を迎え…連携は迅速だった」

文部科学大臣表彰（科学技術賞:理解
増進部門）
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