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ページ 分野 タイトル 概 要

主な研究成果一覧

ジ 分野 タイトル 概 要

4 環・エネ SiCパワーデバイスの量産化及び供給

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。

共同研究先のメーカーがこのダイオードを搭載したインバーターを事業化。さらにSiCパワ

ーMOSトランジスターの量産化技術を開発。MOSトランジスタ の量産化技術を開発。

5 環・エネ 工業ナノ材料のリスク評価

様々な分野での応用が期待されるナノ材料のイノベーションを支えるためのリスク評価及
び管理手法を開発中。これは、今後新規に開発される先端科学技術に応用可能な安全
管理体系の構築のためのひな形として位置付けられる。また、事業者による自主管理及
び行政的な管理での利用を想定した評価の枠組も開発中。

6 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。

7 情エレ
液体ヘリウムフリー・ジョセフソン電圧標準装置の
製品化

冷凍機動作・耐外来雑音性の電圧標準を開発し、ベンチャー設立により三ヶ国の国立標

準研究所に納入。小型化・組込みソフトウエア付加により、校正不要な二次電圧標準を開
製品化

発中。

8 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。

9 情エレ
RTミドルウェア（世界標準仕様に基づくロボット

ロボット新産業へ向けてソフトウェア共通基盤を提供9 情エレ
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。

10 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。

イ タ ネ ト上 知恵を結集 た音声情報検索
誤認識のために実用化が困難であった音声認識技術を世界初のユーザ貢献型手法で実

11 情エレ
インターネット上の知恵を結集した音声情報検索
サービス

誤認識のために実用化が困難であった音声認識技術を世界初のユ ザ貢献型手法で実

用化。インターネット上でユーザから58万箇所の多数の訂正協力を得て、音声検索性能の
向上を実証。

12 ライフ Glis1による新規iPS細胞誘導法
ヒト完全長ｃDNAリソースを利用して新規iPS誘導因子Glis1を発見し、これまでよりも安全で
効率的なiPS細胞作製法を開発し、再生医療に利用する。ライセンス料の増加を予想。
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13 ライフ
DNAマイクロアレイの品質管理用核酸標準物質の
製品化

DNAマイクロアレイによる測定の品質管理やバリデーションに利用できる核酸標準物質を

産学官で開発。本標準物質を計量標準総合センターより認証標準物質として頒布開始。
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主な研究成果一覧

ジ 分野 タイトル 概 要

14 ライフ 電子血圧計を応用した動脈硬化計測技術の開発
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し製品化。薬事承認
を得て販売開始。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

15 ライフ 免疫抑制剤ミゾリビンの血中濃度測定
免疫抑制剤ミゾリビンの血中濃度測定において、１時間あたり３検体から６００検体の検
査を可能とする新技術を開発。臨床診断で使用されている。

16 ライフ 再生医療製品新製造システムの国際標準化
再生医療製品の新製造システムを、その周辺技術とともに産学官連携で開発。アイソレー

タ本体は既に製品化。また、周辺技術の国際標準化でシステムの普及を後押し。

17 ナノテク カーボンナノチューブの合成技術の開発
単層カーボンナノチューブ（SWCNT)の大量生産技術を開発し６００ｇ/日の生産を可能とし

た。また、SWCNTを４０社以上の企業にサンプルとして提供した。

18 ナノテク 地域連携による紫外線防御化粧品の開発
天然原料を利用した滑らかで紫外線防御の可能なパウダーファンデーションを化粧品会社
と共 開発 製 た

18 ナノテク 地域連携による紫外線防御化粧品の開発
と共同で開発し製品化した。

19 ナノテク
ダイヤモンド単結晶製造及び大面積化技術の
開発

産総研で開発されたダイヤモンド単結晶に関する成果を基にベンチャー企業を作り、大型、
高純度のダイヤモンド単結晶の販売を開始した。

20万分の1シ ムレス地質図の精度 利便性の 国土の知的基盤情報として作成する地質図幅を基に 20万分の1日本シームレス地質図を

20 地質
20万分の1シームレス地質図の精度・利便性の

向上

国土の知的基盤情報として作成する地質図幅を基に、20万分の1日本シ ムレス地質図を
作成し、インターネットで配信。新たな地質図幅を基に精度向上を図るとともに利便性の向
上を行い、アクセス数が急増。地質情報の提供・普及に貢献。

21 地質 活断層データベースの整備
全国の活断層の情報を網羅的に収集し、産総研独自の方法による評価結果とともにイン
ターネット上で公開。一般市民から専門家まで、広い範囲のユーザーから年間300万件以

上のアクセスがある。

22 地質 CO2地中貯留研究： 安全性評価技術の推進

CCS大規模実証事業の候補地点（北海道・苫小牧地点）において、CO2を圧入した場合の
地層圧力への影響や、自然地震がCO2貯留層に与える影響を検討した。経産省による“貯
留層総合評価”及び“実証試験計画（案）”の妥当性を評価する際の資料として使用され、

実証事業の推進に貢献。
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23 地質 地質図ライブラリーの運営と文献情報の公開
地質調査所設立以来、文献情報の収集と提供業務を継続。地質に関する専門図書館として
世界各国の文献・地質図を系統的に収集し提供する機能を有しており、蓄積された情報は
地質文献データベースとして提供。産総研内及び外部機関の利用者の情報収集等に貢献。
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24 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。

25 計測 医療の信頼性確保に必要な放射線標準の確立 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。

26 計測
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 ム構築へ大きく貢献標準の開発 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。

27 計測
定量NMR校正技術による革新的計量トレーサビ

リティの実現

定量NMR校正技術を世界に先駆けて実用化し、国家標準が整備されていない化学物質に
おける計量トレーサビリティの確保された標準物質の迅速供給を可能とした。

28 計測
キログラム再定義のためのアボガドロ定数精密 新たな質量標準実現のためにアボガドロ定数を世界最高精度で決定し、さらにその高精度

28 計測
測定 化を進めている。歴史上初めての基礎物理定数による質量標準実現に貢献する。

29 計測
独自開発先端分析機器の外部公開によるナノ
テクプラットイノベーションへの貢献

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。

30 計測 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。
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SiCパワーデバイスの量産化及び供給

デバイスチ プの生産技術の確立と実 電力変換器 省 ペ 化

先進パワーエレクトロニクス研究センター

デバイスチップの生産技術の確立と実

装プロセスの技術的確立を目指す

TPEC（Tsukuba Power Electronics 
Constellations）の発足（2012 4）

電力変換器の省スペース化・
省エネ化を実現する技術を開発

Constellations）の発足（2012.4）

富士電機（株）が当該事業で開発したダ

イオードを搭載した産業用インバータを20122012

20102010
事業化 (2012.4)

富士電機㈱、アルバックと共同研究

産 変 ブ事

図１ パワー素子をSiからSiCに置き換えた効果

20052005

（産業変革イニシアティブ事業）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 （ Oプ ）において SiC

実装量産

デバイスチップ量産

パッケージ

TPEC

20052005 技術開発」（NEDOプロ）において、SiC
パワーデバイスに関する基盤を開発

モジュール

20002000
「超低損失電力素子基盤技術開発」

（NEDOプロ）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

技術リスクと事業リスクを
経営判断できる場を提供

システム
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システム

図２ TPECの役割（オープンイノベーションハブ）7070年代年代 SiC研究を開始



工業ナノ材料のリスク評価

ナノ材料リスク評価書、試料調整・計測
安全科学研究部門

◆ ナノ材料リスク評価書◆
「考え方と結果の概略」

研究成果手順書の発表、OECD,ISOで講演

→国際標準に貢献

→CNTの利用促進に貢献

20122012

OECDとの合同シンポジウム(2008)を

開催

考 方 結果 概略」

「カーボンナノチューブ

(CNT)」

「二酸化チタン (TiO2)」

「フラーレン (C60) 」

CNTの利用促進に貢献

20102010

共同研究による本格的研究開発：

NEDO(2006-2010)
今後の展開

・ナノ粒子特性評価手法の研究開発
指針の策定
･テストガイドライン文書
･フレームワーク文書

今後の展開

産総研交付金による要素技術開発：

分野融合課題( ）

ダウン
ロード数：
4958件

20062006

・自主安全管理評価手順書
・個別製品リスク評価書
・HPでの情報発信

フ ワ ク文書
分野融合課題(2005-2007）

・ナノテクノロジーのリスク評価・管理

手法と標準化の研究

4958件
(2012.5.17

現在)

20052005
新着記事

記事
本文

情報発信

産総研による基盤研究：

NEDO(2001-2006）

学物質 評価 法 開発

20052005
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http://www.nanosafety.jp

twitter・化学物質のリスク評価手法の開発
20012001



大容量不揮発メモリの中核技術を開発

待機電力の大幅削減を

ナノスピントロニクス研究センター

大容量スピンRAMの基板技術となる高性能の

20102010

待機電力の大幅削減を
可能とする不揮発メモリ

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

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
20082008

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 ジ クト （2006 2011年度）を開始（産総

新開発の垂直磁化MTJ素子の構造

20062006
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
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20042004 MgO-TMR素子の開発と巨大TMR効果の実現
大容量スピンRAMの設計が可能に



液体ヘリウムフリー・ジョセフソ電圧標準装置の製品化

計測標準研究部門、ナノエレクトロニクス研究部門

産業界向け 型ジ 電 標準シ産業界向け小型ジョセフソン電圧標準シ

ステム[右上図]の製品化プロジェクトを実

施中。 2013年に(株)サンジェムから市販

液体ヘリウムの不要な小型
ジョセフソン電圧標準を開発

20052005 予定。

極低温冷凍機搭載のプログラマブル(出
力電圧可変型)電圧標準システムを開発力電圧可変型)電圧標準システムを開発。

窒化ニオブ(NbN)を電極の素材に用いた

動作温度約10K(マイナス263℃)の素子

20002000

19901990

動作温度約10K(マイナス263℃)の素子

を開発。冷凍機搭載を可能に。

液体 リウム浸漬型の 1 V ジ ゼフソン

10cm
(製品化)

19901990
液体ヘリウム浸漬型の、1 V ジョゼフソン

電圧標準システムを開発。現在国家標準

(特定標準器)として稼働中。[右下図]
19801980 先進各国でジョセフソン電圧標準が研究

開発さ れた。日本では旧電総研におい

て開発され 1977 年に国家標準として採

7

19701970 て開発され、1977 年に国家標準として採

用。 1m (国家標準)



画像特徴抽出法HLAC/CHLACの実用化と多分野への展開

大津名誉リサーチャー
知能システム研究部門
情報技術研究部門病理診断 製品動作不良検査等の人間に頼っ20122012

20112011
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

技術的に解決困難であった実問題に対し、

多分野 像認識シ ム 開発が加速

情報技術研究部門病理診断、製品動作不良検査等の人間に頼っ

ていた検査の置き換え技術として展開

20122012

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

ここまで情報開示１２件 実施許諾４件 特許

多分野で画像認識システムの開発が加速

（株）タイトーがアミューズメントマシンに搭載

ロッカー検出値

20082008
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）

20072007

ッ
こじ開け
動作中異

常
動
作

異常

異常20072007

（株）日立製作所に実施許諾（エレベータ内

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。
通
常

異常

20062006

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 タ内

異常行動検知システムとして実用化）

日常的な
ロッカー

時間

常
動
作

20052005 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
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

開閉動作中
の観測値
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19911991
HLAC: 科学技術庁第２０回注目発明

HLAC（ 次元画像）をCHLAC（動画像）に拡張
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



ロボ ト新産業 向けて

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20142014
セック（株）との共同による安全認証可能な 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

ユーザ指向ロボットシステム

コンポーネント共有コミュニティサイト公開

（http://www.openrtm.org/）

セック（株）との共同による安全認証可能な
ロボット用ミドルウエアRTMSafetyの開発

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！

UCROAUCROA

ロボット技術モジュール群

統合技術

規範 仕様OpenRTM aist 1 0 0リリ ス

20102010
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）

（http://www.openrtm.org/）

RTミドルウェア

規範・仕様

対人サービスロボット
サイバネティック

ヒューマン

ユ ザのニ ズユ ザのニ ズ

ユーザのニーズユーザのニーズ

ユーザのニーズ

ユ ザのニ ズユ ザのニ ズ

ユーザのニーズユーザのニーズ

ユーザのニーズ

OpenRTM-aist-0.4.0リリース

2008年4月OMG公式仕様発行

OpenRTM-aist-1.0.0リリース

20062006

さまざまなロボット技術シーズ
物流支援ロボット

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

p

OMGにて標準原案採択

OpenRTM-aist-0 2 0リリース
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
・NEDO万博プロジェクトで利用（講習会２回）

OpenRTM aist 0.2.0リリ ス

(100件以上の配布、講習会４回)
20042004

OMG: Object Management Group、
非営利の フトウ ア標準化国際団体

で制定されたRTミド

ルウェアのロゴ

NEDO RTミドルウェアプロジェクト実施

RTM-0.1.0リリース

・その後、多数のロボットプロジェクトで利用が始まる

20022002

9

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

NEDO RTミドルウェアプロジェクト実施

(FY2002-FY2004)
20022002



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

デジタルヒューマン工学研究センター

地域参加型安全知識循環 の展開 崎 大村市

20112011

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

キッズデザイン共創プロジェクト
38社(46課題)との共同研究により 傷害予防のためのリスク評価技

地域参加型安全知識循環への展開（長崎県大村市）

（連携機関の共同研究者：内閣総理大臣表彰受賞）

20112011 38社(46課題)との共同研究により、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。

キッズデザイン製品の活用事例蓄積

統計的虐待診断ソフトの配布開始 （児童相談所など）

20092009 傷害データベースを応用した物理的・統計的虐待診

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、自転車のＳＧ基準改訂への貢献。
やけどしにくい炊飯器

開発への貢献

傷害サーベイランス技術

（ 件 上 ダウ ド）

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

体型の情報収集技術

断技術の開発 （NHK教育 視点・論点など）

傷害サーベイランス技術の社会実装

（2000件以上のダウンロード）20072007 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）

一体型の情報収集技術

20052005 安全知識循環社会を提唱
遊具の事故予防を例題に 医療機関 工学系 自治体（北九州

傷害サ 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(2012
年までに1万8千件以上）。

10

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



インターネット上の知恵を結集した音声情報検索サービス

17万件の音声・動画が検索でき、インター

が

情報技術研究部門

20122012 ネット上でユーザから58万箇所の訂正協力

を得て、音声検索性能の向上を実証。

誤認識のために実用化が困難で
あった音声認識技術を世界初の

ユーザ貢献型手法で実用化

20112011 動画共有サービス対応、英語版、書き起こ

し機能強化。

20082008

複数の企業に有償技術移転。

サイトの一般公開開始。

「ユーザの協力で日々成長する音声認識」という
斬新な発想で音声認識技術を「社会の中で、

社会のために」発展させた本格研究20082008
世界初の日本語ポッドキャスト全文検索
サービス「PodCastle」のベータ版Web
サイトを開発 試験公開開始

20062006

サイトを開発。試験公開開始。

不特定多数のユーザが音声認識の誤りを

正す事で性能が向上する世界初の音声情

11

20062006 正す事で性能が向上する世界初の音声情

報検索サービスを考案。 著名な論文誌・国際会議を含む学術発表27件
(招待講演6件)、理事長賞（本格研究）等3件受賞



Glis1による新規iPS細胞誘導法

バイオメディシナル情報研究センター

再生医療にもちいるiPS細胞作製のための標

準因子としてGli 1を選定

再生医療に用いる安全、効率
的なiPS細胞誘導法の開発

iPS細胞による再生医療の実現

20122012

20142014

iPSアカデミアジャパンと特許ライセンシング予定

準因子としてGlis1を選定20122012

20112011 Nature誌に論文発表

特許出願「新規iPS細胞誘導法」

20102010
Glis1による新規iPS細胞誘導法の開発

特許出願「新規核初期化物質」

説明写真・図表
（上と合わせて

新規iPS誘導因子Glis1等、複数因子を発見

京大 山中教授とiPS細胞誘導因子の探索を開始

特許出願「新規核初期化物質」

20082008

（上と合わせて
２、３枚程度）

京大・山中教授とiPS細胞誘導因子の探索を開始

ヒトタンパク質発現リソース、データベースの構築

12



DNA イク アレイによる

DNAマイクロアレイの品質管理用核酸標準物質の製品化

バイオメディカル研究部門

NMIJ-CRMとして頒布開始

製造・評価完了

DNAマイクロアレイによる

測定の品質管理やバリデー
ションに利用できる核酸標
準物質を開発

20112011
産総研計量標準総合センターからの

頒布を想定し製造開始

準物質を開発。

候補標準物質を作製、バイオチップコ

ンソーシアムとの共同評価を実施
20092009

NPO法人バイオチップコンソーシアム

（DNAマイクロアレイの業界団体）との

共同研究を開始

核酸計測の品質管理や、測定技術の

20072007

核酸計測の品質管理や、測定技術の

バリデーションのための核酸標準物質

の考え方、塩基配列を考案

20052005

13

20052005



電子血圧計を応用した動脈硬化計測技術の開発
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
開発し製品化。薬事承認を得て販売開始。簡単に動脈硬化を測定

ヒューマンライフテクノロジー研究部門
開発 製品化。薬事承認を得 販売開始。簡単 動脈硬化を測定
でき，動脈硬化や脳卒中や心筋梗塞の予防に役立つ。

病院等に向けて販売開始20122012

脈波特性機能に関する薬事承認を取得

病院等に向けて販売開始

20112011

20102010
血圧計としての薬事承認を取得

病院等と連携し 実測データを拡充

研究用計測装置として(株)志成デー

タムより製品化

20082008

病院等と連携し、実測データを拡充

開発製品「PASESA」

20062006 血管モデルや生理学実験を基に血

タムより製品化

20062006 血管モデルや生理学実験を基に血

管硬化度評価法を開発し，特許出願

（株）志成データムとの共同研究で動
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

14

脈硬化測定法の開発を開始
20042004

開発し動脈硬化を評価



免疫抑制剤ミゾリビンの血中濃度測定

生物プロセス研究部門

検査実績 : 年間1万検体(2011
年) 検査試薬用酵素として今後

臨床診断に貢献

Piミゾリビンキ

20112011

年)。検査試薬用酵素として今後

も継続して使用予定

ミゾリビン ミゾリビン
5’-モノリン酸

Pi
ナーゼ 新規開発技術

(酵素法)

東洋検査センターにて臨床

検査薬として使用(2009 )

IMPデヒドロ
ゲナーゼ

阻害

1時間に600検
体解析可能

20092009

検査薬として使用(2009〜)

血中ミゾリビン濃度測定キッ

IMP XMP
体解析可能

(従来の200倍)

トの開発
従来法

(HPLCによる解
析

放線菌発現プラットフォーム

を 酵素 発 成功

20072007 免疫抑制剤ミゾリビンをリン酸化

する酵素の探索

析)を用いて酵素の発現に成功

15

する酵素の探索

(旭化成ファーマとの共同研究) 1時間に3検体程度



再生医療製品新製造システムの国際標準化

健康工学研究部門

20112011 除染接続装置の試作機評価および

ISO/TC 198/WG9における提案準備

アイソレーターシス
テムの普及により再
生医療製品の製造コ

京都大学iPS細胞研究所にも納品（三洋電機

50台の納入実績（三洋電機 2010.7）

生医療製品の製造コ
ストを削減

2010.4)

20092009 澁谷工業・大阪大学と共同で除染接続装置の

チェンジ
オーバー 無菌接続

アイソレー
タシステム

Aタイプ

細胞処
理装置

Bタイプ

細胞処
理装置20092009 開発とその国際標準化活動を開始

除染接続装置

20072007 澁谷工業・三洋電機がグローブ型アイソレータ

システムを開発・製品化

20052005
澁谷工業・三洋電機と共同でハーフスーツ型ア

イソレータシステムを開発・製品化（セルエンジ

16

20052005 イソレ タシステムを開発 製品化（セルエンジ

ニアリング研究部門）
アイソレータシステム



カーボンナノチューブの大量合成技術の開発

ナノチューブ応用研究センター

カーボンナノチューブの
実用化を加速600g/日の低コスト大量生産技術を実現し４０

社以上にサンプル提供済み
20112011

20102010
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 トプラントを立ち上げ 50 角の単

社以上にサンプル提供済み

50cm角の単層カーボンナ

20102010 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

50cm角の単層カ ボンナ
ノチューブシート（2010）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

20072007

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

る技術を開発

20042004

19911991 カ ボンナノチ ブの発見

カ ボンナ チ ブを大量合成するための基

盤を構築

スーパーグロース法で合成
棒 ズ

17

19911991 カーボンナノチューブの発見 したマッチ棒サイズのカー
ボンナノチューブ（2004）



地域連携による紫外線防御化粧品の開発

サステナブルマテリアル 研究部門

能 製

20112011
紫
外
線

従来品

天然原料に化粧品としての機能を付加して製品化

全国販売を開始

20102010

線
防
御

従来品
無
し

独自性による市場競争力の強化 産総研マーク付きで
パウダーファンデ
ーションを製品化「滑らかで紫外線防御」

メナード化粧品と滑らかで紫外線
20092009

し
滑らかかさつき・愛知産雲母の独自性

・ベンチャーが初めて数値化
化粧品市場
の課題 従来品では

滑らかで､同時に紫外線防御
を両立できないメナード化粧品と滑らかで紫外線

防御の可能な製品開発に着手

20082008
共同研究マッチングファン

ドによる大型機器の導入粉体の滑らかさ評価を初めて事

市場の課題
を両立できない

20052005

機

2003～2005年度

共同研究マッチングファンドによる

生産規模 合成実験設備 導

業化するAISTベンチャーを起業独自性

20052005

三信鉱工と滑らかさに優れた愛知

産雲母を利用する機能性材料の

生産規模の合成実験設備の導入

独自性

18

20002000
産雲母を利用する機能性材料の

合成のための共同研究を開始



ダイヤモンド単結晶製造及び大面積化技術開発

ダイヤモンド研究ラボ

20112011
同ベンチャー世界最大の

単結晶基板販売
・CFRP加工用工具など

産業用市場参入
・パワーデバイス研究用ウェハ等

20102010
独自の大面積化技術開発

パワ デバイス研究用ウェハ等

BOEING787の
加工に使用する

ベンチャー EDP社設立し

工具用素材の販売を開始

20092009

CFRP加工用工具

20082008

20092009

独自の製造技術開発

20082008
10mm

20052005

大型単結晶研究開始

19

20002000



20万分の1シームレス地質図の精度・利便性の向上

国土の知的基盤整備
に大きく貢献

地質調査総合センター
スマートフォン版公開、新機

に大きく貢献

シームレス地質図
年度別アクセス数

能追加(地質別選択表示、
色の説明表示)（アクセス数

約1,200万件/年）

20112011

GPSと連動して

20092009

20102010 利用が急拡大20万分の1シームレス地質
図(Google Map版)公開

GPSと連動して

現在地の地質
を表示できる

スマートフォン対応

20022002

20092009

20万分の1シ ムレス地質図

20万分の1地質図全国完備
（全124区画）

新機能追加

20万分の1日本シームレス地質図

20022002

19921992

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）

地質別選択表示

19541954 20万分の1地質図作成開始

100万分の1地質図第3版出版19921992 (ピンク=花崗岩)色の説明表示

シームレス化

地質図幅を元に継続的に精度向上

5万分の1地質図作成開始19481948

18991899 100万分の1地質図出版
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18821882 地質調査所設立 20万分の1地質図幅
5万分の1地質図幅

5万分の1地質
図幅から作成



活断層データベースの整備

データベース検索機能の強化 活断層活動による地震発生確率

活断層・地震研究センター

データベース検索機能の強化
Google Mapsでの断層位置表示
データベースアクセス数年間300万件以上

活断層活動による地震発生確率
を定量的に示すことで、目的に応
じたリスク評価が可能

20112011

全国主要活断層活動確率地図の出版

地下構造可視化システムの追加

20052005
全国主要活断層活動確率地図の出版

活断層データベースのインターネット公開

活断層データベースの構築開始

近畿地方の主要活断層についての20002000

活動セグメント区分基準の確立

近畿地方の主要活断層についての

地震危険度評価

19951995

活動セグメント区分基準の確立

全国の主要98活断層の調査開始
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19951995
活断層データベースの検索画面



CO2地中貯留研究： 安全性評価技術の推進

北海道苫小牧地点に
地中貯留 安全性評価 係る 究

地圏資源環境研究部門
20152015

大規模実証事業のサイトが決定

（2015年圧入開始予定）

北海道苫小牧候補地点の

CO2地中貯留の安全性評価に係る研究・
技術開発で実証事業促進に貢献

20152015

20102010

北海道苫小牧候補地点の

貯留層健全性評価を実施
20112011

経産省受託研究開始

大規模実証事業の

候補地点調査開始（経産省）

米国、韓国等との研究協力開始

20052005

候補地点調査開始（経産省）

IPCC特別報告書発行

CCS脚光浴びる

新潟県長岡市において

パイロット圧入事業（経産省（RITE））

北海道苫小牧地点
（経産省資料による）

20002000

産総研にて先導的研究開始 CCS大規模実証事業の候補地点（北海道・苫小牧地
点）において、CO2を圧入した場合の地層圧力への影
響や、自然地震がCO2貯留層に与える影響を検討した。
経産省による“貯留層総合評価”及び“実証試験計画

22

20002000 経産省による 貯留層総合評価 及び 実証試験計画
（案）”の妥当性を評価する際の資料として使用され、
実証事業の推進に貢献した。



地質図ライブラリーの運営と文献情報の公開

貴重資料デ タベ

外部利用者への所蔵資料直接提供

外部直接サービス

貴重資料データベース

インターネット公開20112011

400

500

600

700

直接来館者

E-mail,faxでの複写
申込者数

20102010
Integrate GEOLIS
インターネット公開

（データ数約４１万件）

0

100

200

300

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

申込者数

複写サービス件数

地質図ライブラリー公開20052005

複

2011年度は震災後復旧
作業のため４ヶ月間外部
公開を行わなかった。
開館 た場合 想定を

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

20002000 外国地質図データベース

20012001 文献複写外部委託開始

所蔵資料のインターネットでの情報公開

開館した場合の想定を
点線で表示する

20002000

地質文献データベース

外国地質図デ タ

（G-MAPI）インターネット公開

19861986

19961996 （GEOLIS）インターネット公開

地質文献データベース 貴重資料の電子化 アクセス数

23

（GEOLIS）構築開始 約400件済み 約６０万件（２０１１年度）



ジオパークの推進

地質調査総合センターいわて三陸ジオパーク設立に協力

20地域にジオパークが設立され、内

5ヶ所が世界ジオパーク認定

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

防災と復興：5月12 15日に島原半島ジ文部科学大臣表彰（科学技術賞 理解

20112011

20102010

日本ジオパークネットワーク（事務局：糸

防災と復興：5月12-15日に島原半島ジ
オパークで開催された第5回ジオパーク

国際ユネスコ会議で、ジオパークが防災
に、東北日本大震災のような災害後の

文部科学大臣表彰（科学技術賞:理解

増進部門）

日本ジオパ クネットワ ク（事務局：糸

魚川市、現在NPO法人として活動）

日本ジオパーク委員会設立（事務局:

復興に果たす役割が大会宣言に採択

産総研地質調査総合センター）

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
20052005

ジオパークの理念の普及

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

20002000

ジオパ クの理念の普及

世界ジオパークネットワーク発足
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

24

の遺産を住民自らが保全し、教育 活用

し、観光に活用して地域振興を行う



放射線治療に大きく貢献

医療の信頼性確保に必要な放射線標準の確立

医療用リニアックからの電子線標準の供給開始予定 放射線治療に大きく貢献医療用リニアックからの電子線標準の供給開始予定

（2015年）

治療用小線源(Ir-192,Ru-106)の線量標準の供給開

始予定（2014年）

20152015

20132013

医療用リニアックからの高エネルギーＸ線標準の供給

開始予定（2014年）

始予定（2014年）
20142014

20132013

前立腺がん治療用I 125医療用密封小線源の線量標準を
産総研に導入した医療用リニアック

治療用I-125医療用密封小線源の線量標準の供給開

始予定（2012年）20122012

20102010
放射線治療用Co-60γ線水吸収線量標準の供給を

前立腺がん治療用I-125医療用密封小線源の線量標準を

確立するため、大容積自由空気電離箱を開発（2010年)

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）

開始（2010年8月）

放射線治療 大線量 線照射線量標準

20092009 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）

25

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）
20062006 ヨウ素125医療用密封小線源線量標準

のための大容量自由空気電離箱



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

LED照明評価の信頼性向上のための測光放射標準の開発

性を向上させ、 LED照明の普及促進に貢献する。

20142014 分光全放射束標準（２π光源用、

LED照明の評価に最適）の開発 、

・LED評価・試

験方法規格化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

分光全放射束標準（４π光源用

験方法規格化

への協力

（JIS: CIE文

書等）、

20122012
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

・試験所認定ス

キーム構築へ

の協力（工業

会 連携

20102010

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

会との連携）

・校正事業者数

の充実

20102010
標準LEDの高強度化、

校正装置の特性評価、

分光全放射束 標

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

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

20082008

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

事業者 、 録見込

み：2 ）、事業者審査への

協力
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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）
LED光度・全光束（2008年供給開
始）用校正装置、標準LED



定量NMR校正技術による革新的計量トレーサビリティの実現

定量NMR校正技術を世界に先駆けて実用化し、国家標準が整備されていない化学物質に
おける計量トレ サビリティの確保された標準物質の迅速供給を可能としたおける計量トレーサビリティの確保された標準物質の迅速供給を可能とした。

定量NMR技術の薬事法（日本薬局方）への採用

（2012年予定）
検疫所で常時モニタリング

している農薬：200種類

160
180

食品残留農薬試験 用

【実用化の例：食品安全への貢献】

20122012

20112011

定量NMR技術の食品衛生法（食品添加物公定

書）への採用（2011年8月31日官報告示）

定量NMR技術が国際学会（CITAC*）論文賞受賞

標
準
物
質
の
種

60
80

100
120
140
160

170

食品残留農薬試験に用い

る標準物質*の整備状況

20122012

知的基盤整備事業「一対多型校正技術の研究開
20102010

定量NMR技術が国際学会（CITAC ）論文賞受賞

・各国計量標準機関で定量NMRの実用化が促進
*CITAC: Co-operation on International Traceability in Analytical Chemistry

種
類

0
20
40

2 12
54 88

発」により、定量NMR技術を標準化

・定量NMR技術の標準操作手順の確立

・定量NMR用標準物質の開発・供給

定量NMRデ タ解析用 トウ アの開発 供給 国家標準物質 精度 0 1 %

*計量トレーサビリティの確保された標準物質

【定量NMR校正技術】

・定量NMRデータ解析用ソフトウェアの開発・供給

定量NMR技術を中核技術とする高純度有機標準

物質の純度校正を開始（2011年9月から産総研依

20092009
国家標準物質 精度 0.1 %

目盛付け

水素信号の基準物質

NMR
水素

水素原子を“物差し”

とした分子構造に依存
しない校正技術であり、
対象物質の国家標準
を必要としない

20082008
経済産業省委託事業「ハロゲン系有機汚染物質

の計量標準作成のための調査研究及び研究開

頼試験）

CHCl3
P

O

S NH2

OCH3
CH3

定量分析（校正）

を必要としない
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20062006

発」により、定量NMR技術を高精度化

・標準物質の校正が可能な水準（精度1 %）を達成
試験に用いる実用標準物質 精度 1 %

ベンゼン トルエン クロロホルム メタミドホス

CH3



キログラム再定義のためのアボガドロ定数精密測定

新たな質量標準実現のためにアボガドロ定数を世界最高精度で決定し、さらにその高
精度化を進めている 歴史上初めての基礎物理定数による質量標準実現に貢献する

201X201X

精度化を進めている。歴史上初めての基礎物理定数による質量標準実現に貢献する。

歴史上初めて基礎物
理定数による質量標
準が実現

基礎物理定数による質量標準確立

国際研究協力（M U）の成果とりまとめ

アボガドロ定数高精度化のための新たな国際研

究協力（ ）開始（ ）
20122012

20132013

国際キログラム原器

準が実現国際研究協力（MoU）の成果とりまとめ

アボガドロ定数の高精度化（ 2 x 10-8 ）
新たな国際研究協力（2012～）による
さらなる高精度化（ 2 10-8 ）

究協力（MoU）開始（～2017）

20112011 基礎物理定数によるキログラム再定義を将来実施

することを国際度量衡総会（CGPM）が決議

国際キログラム原器
（現在の定義）

世界最高精度でのアボガドロ定数測定（3 10-8）

アボガドロ定数を従来より 桁高い世界最高精

科学技術データ委員会（CODATA）による基礎

物理定数調整に貢献

20102010

アボガドロ定数を従来より一桁高い世界最高精

度（3 x 10-8）で決定

1 kg 28Si結晶球体の高精度体積測定および表
シリコン球体直径測定用レーザー干渉計28Si同位体濃縮結晶

20102010

20082008 5 kgの28Si同位体濃縮結晶（Avo28）完成

面分析に成功

28

20042004
28Si同位体濃縮結晶によるアボガドロ定数高精

度化のための国際研究協力（MoU）開始 アボガドロ定数決定のための国際研究協力（2004-2011）
（アボガドロ国際プロジェクト）



独自開発先端分析機器の外部公開によるナノテクプラットイノベーションへの貢献

計測フロンティア研究部門計測フロンティア研究部門

文科省ナノテクノロジープラットフォーム(微細構造解析プラットフォーム)に参画予定

先端機器共用イノベーションプラットフォーム(IBEC)装置公開公開実績
(H22:10件

件)

公開実績
(H22:4件)独自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

20102010 JAIMA機器開発賞 軽元素用XAFSステーションを

KEK-PFに整備

H21:9件) 独自開発の先端分析機器公開によるナノテクイノベ ション創出に貢献

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

市村学術賞（貢献

軟X線に最適化された大面積STJ
アレイ検出器開発

20052005 陽電子ビームライン市村学術賞（貢献

賞）、ADMETA 
Award他 単STJ素子による

軽元素XAFS開始

超伝導XAFS装置

20002000

エネルギーの揃っ

た陽電子ビームの

発生装置開発

低ダメージSTJ素子

作製プロセス開発000000 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

X線検出用超伝導トンネル接合(STJ)素子の作

製に関する基礎的研究

作製プロセス開発

29
陽電子ビームによる欠陥解析 軽元素蛍光X線解析（XAFS）



シリコン・ウエハ検査システムの開発と現場導入

LCDガラス基板、次世代半導体、

半導体デバイスの生産効率及び
製品品質の向上に貢献

20112011 LSI量産工場への装置導入を達成

LCDガラス基板、次世代半導体、

CMP材料等への適用の展開

20102010

20112011

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

LSI量産工場 の装置導入を達成

20102010 装置導入を目指した企業との共同

研究を実施

検査装置の原理機を試作し 基本

産総 も づく 採択

検査装置の原理機を試作し、基本

特許出願を行う。20092009

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)20082008  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

20072007
マイスター型連携研究として研究を

開始。

半導体等の欠陥検査技術の研究に 産総 試作原理機を基 企業と 共

30

20052005
半導体等の欠陥検査技術の研究に

着手。
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。


