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タイトル 概 要 実施ユニット

１

太陽光発電の長寿命化及び
高信頼性化

太陽電池モジュールの信頼性向上に資する部材の設計指針
を明確化した。それにより、市場で大きな問題となってい
る電圧誘起劣化の解消に資するモジュール構造を実証した。
また、設置コストの大幅低減に資する軽量モジュールを実
現した。

太陽光発電研究工学センター

中期計画【別表1】I- 1-(1)-②

整理番号0000002-100

２

薄膜太陽電池の高効率化 小面積セルで確立した高効率化技術を適用することで、集
積型CIGSフレキシブルサブモジュールで変換効率16.2%を
実現し、当センターで達成した世界記録をさらに更新した。

格子整合しない材料系同士の積層を可能にするスマートス
タック技術を開発し、スタックセルで変換効率22.5%を得
て、NEDOプロジェクト平成24年度中間目標をクリアし、開
発技術の有効性を実証した。

太陽光発電研究工学センター

中期計画【別表1】I- 1-(1)-③

整理番号0000003-100

３

次世代型太陽光エネルギー
利用技術

多孔質半導体光電極による水分解の太陽エネルギー変換効
率を従来より5割程度向上させることができた。

エネルギー技術研究部門

中期計画【別表1】I- 1-(2)-④

整理番号0000010-100

４ 実用レベル高性能SiCパワ-ト
ランジスタの量産レシピ確立

実用レベルの1200V、10A級SiC-MOSFETの閾値電圧の変動
の抑制に成功し、量産レシピを完成。外部への試供を開始。

先進パワーエレクトロニクス研究
センター

中期計画【別表1】I- 1-(3)-②

整理番号0000014-100

５

リチウム−空気電池の高性能
化

ゲル空気極を利用したリチウム-空気電池において、世界
で初めて、酸素雰囲気ではなくて、空気中にて安定な充放
電を実現した。世界で初めて、無機材料のみで、全固体型
リチウム-空気電池を構築し、充放電作動することを確認
した。

エネルギー技術研究部門

中期計画【別表1】I- 2-(1)-①

整理番号0000019-100

平成２４年度の主な研究成果一覧（環境・エネルギー分野）

環境・エネルギー分野
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タイトル 概 要 実施ユニット

６

燃料電池自動車用水素貯蔵技
術の開発

水素中における材料強度のデータベースが、規制見直し作
業の主要技術データに採用されるとともに、産業界に提供
され、世界唯一の高圧水素中材料強度データとして日本で
の水素技術の導入を支えた。上記を含め、作成したデータ
ベースが水素技術の実用化に大きく貢献した。

水素材料先端科学研究センター

中期計画【別表1】I- 2-(1)-②

整理番号0000021-100

７

タンタルコンデンサ回収リサ
イクル技術の実証導入

廃プリント基板からレアメタルを高精度に回収する技術を初め
て実用化。都市鉱山茨城モデルのリサイクルプラントに導入し、
最大で純度約９７％のタンタルコンデンサの回収に成功。

環境管理技術研究部門

中期計画【別表1】Ⅰ-3-(3)-②

整理番号：0000085-100

８

レーザー加工による製造の高
効率化

レーザー誘起背面湿式加工法を用いた、難加工性透明材料
に対する省工程を実現する微細加工用途の装置開発に関し
て、企業連携を推進し製造ライン向け実用機の開発に成功
した。

環境化学技術研究部門

中期計画【別表1】Ⅰ-５-(1)-④

整理番号0000124-100

９

環境負荷物質の排出を極小化
する反応・プロセス技術

半導体封止材用のエポキシ樹脂の合成法に関して、最適な
触媒を開発することにより、塩素を使うことなく過酸化水
素を酸化剤に用いる高効率な合成法を開発した。

環境化学技術研究部門

中期計画【別表1】Ⅰ-５-(2)-①

整理番号0000127-100

１０

リスクトレードオフを考慮し
た評価及び管理手法の開発

社会全体の化学物質のリスクを適切に管理することを目的
にリスクトレードオフ解析手法を開発し、評価書、ばく露
モデル、ガイダンス文書等の研究成果をWEBサイトで公開
した。さらに、OECDばく露評価タスクフォースで発表を行
うなど、国内外への成果の発信に努めた。

安全科学研究部門

中期計画【別表1】Ⅰ-６-(5)-①

整理番号0000169-100

環境・エネルギー分野

平成２４年度の主な研究成果一覧（環境・エネルギー分野）
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太陽光発電の長寿命化及び高信頼性化 太陽光発電工学研究センター

図１ 太陽電池モジュールの信頼性・寿命の
支配的要因となるモジュール周辺部材の例

平成２４年度の主な研究成果（環境・エネルギー分野）

【研究成果の概要】

裏面材の水蒸気透過率が異なるテストモジュールの高温高湿試験に

より、モジュールの特性劣化を支配するのは従来考えられていた水分

浸入量ではなく、封止材の加水分解で発生する酢酸の滞留量であるこ

とを見出した。この結果により、モジュールの信頼性向上に資する部

材の設計指針が明確化された。また、封止材にエチレン酢酸ビニル共

重合樹脂（EVA）の1/10程度の厚さのアイオノマー樹脂をEVAに重ねて

用いることで、市場で大きな問題となっている電圧誘起劣化を解消で

きることを示した。さらに、カバーガラスをアクリル樹脂で代替する

ことにより、設置コストの大幅低減が可能な従来品よりも重量を半減

したモジュールの開発にも成功した。

【平成２４年度計画との関連】

小項目：【別表1】I- 1-(1)-②太陽光発電の長寿命化及び高信頼性化

・コンソーシアム形式による民間企業等との共同研究により、新規部

材を太陽電池パネルに適用し、当該部材の有効性を検証する。長期に

わたり屋外で曝露された太陽電池パネルの劣化要因を破壊／非破壊の

各種分析法を用いて解析するとともに、劣化状況の可視化や劣化要因

の明確化が可能なテストモジュールを開発する。これらの知見をもと

に、屋外曝露時の劣化要因を整理し、屋外曝露で発現する劣化を再現

可能な加速試験法や試験時間の短縮に資する加速試験法を開発する。

【開発技術の用途】
・太陽電池パネルの長寿命化に資する部材の開発。

・高信頼性を有する太陽電池パネルの実用化。

・設置コストを大幅低減可能な軽量モジュールの実用化。

図２ 標準型ならびにアイオノマー導入型
テストモジュールにおける電圧誘起劣化試
験前後の太陽電池特性
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薄膜太陽電池の高効率化 太陽光発電研究工学センター

平成２４年度の主な研究成果（環境・エネルギー分野）

【研究成果の概要】

CIGS系太陽電池の高性能化技術を開発し、高効率な太陽電池を実

現することに成功した。具体的には、小面積セルで変換効率19.8%（世

界最高は20.3%）、サブモジュールで変換効率17.1%（世界最高は

17.4%）、フレキシブル・サブモジュールで変換効率16.2%を達成した。ま

た、積層による高効率化を多くの材料で可能にするための技術として

格子整合しない材料系同士の積層を可能にするスマートスタック

技術を開発し、その有効性をGaInP/GaAs//InGaAsP/InP二接合太

陽電池で実証した。化学的手法を用い、分散した金属ナノ粒子を

介することで、電気的・光学的に良好な接合特性を得ることに成

功し、変換効率22.5%を得た。

【平成２４年度計画との関連】

小項目：【別表1】I- 1-(1)-③ 太陽光発電の高効率化

・ CIGS太陽電池セルとサブモジュールの高効率化を目指して、

バッファ層材料とNa導入法の検討と最適化を行う。また、フレキ

シブル太陽電池の性能向上に取り組む。

・革新的太陽電池技術では、スマートスタック技術の開発を進

め、スタックしたセルでの変換効率20％を達成する。

【開発技術の用途】

・企業共同研究やNEDOプロジェクトを通した産業界への成果の普及

・低コスト、超高効率太陽電池

図１ CIGSフレキシブルサブモジュール

図２ 試作した格子整合しない材料系同士のス
タックセルの構造図と写真
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次世代型太陽光エネルギー利用技術 エネルギー技術研究部門

平成２４年度の主な研究成果（環境・エネルギー分野）

【研究成果の概要】
積層型酸化物半導体薄膜光触媒電極による水分解水素製造に

関して、BiVO4やWO3半導体膜の多層構造化や炭酸塩電解液効果

により、太陽エネルギー変換効率（外部バイアスロス考慮済み）を
向上することができた。この光電極を複数枚重ねると効率はさらに
向上できるが、コストが数倍になる問題がある。そこで半導体膜の
調製法を工夫して光閉じ込め効果を最大限発揮させることで効率を
約5割向上させ、１枚単独の酸化物光電極としては世界最高の太陽
光エネルギー変換効率（1.28%）を得ることに成功した。

【平成２４年度計画との関連】

小項目：【別表1】I- 1-(2)-④ 次世代型太陽光エネルギー
利用技術
・太陽光エネルギーを直接利用した水の分解により水素を製造す
る、可視光応答性の光触媒や光電極による分解プロセスの効率向
上を目的とした、光電気化学反応技術を開発する。

【開発技術の用途】
・太陽光エネルギーを利用した半導体光電極によるエネルギー変

換反応を高効率に進行させるための基盤技術として開発した。太陽
エネルギーを利用して水分解による水素製造の際の電解電圧を
大幅に低減できる技術である。反応効率をさらに向上させること
ができれば、太陽光エネルギーを利用し、低コストかつ高効率・安
全に高純度水素を製造することが可能となり、低炭素社会実現に
向けた有力な技術となり得る。
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図2:高性能光電極（右）および対極（左）から発生する水素ガス

図1:半導体光電極による水分解水素製造の原理
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【研究成果の概要】

つくばイノベーションアリーナ、パワーエレクトロニクス拠

点のSiCデバイス量産試作ラインにおいて、独自構造の超低損

失SiCパワースイッチングトランジスタ（IE-MOSFET）の特性改

善を行い、実用レベルの1200V、10A級SiC-MOSFETの量産レシ

ピを完成した。

高温での水素アニールにより、閾値電圧の変動の抑制に成功。

本デバイスチップの太陽光発電用パワーコンディショナーへの適

用により、装置小型化（1/5）と高電力変換効率（99%）を実証。

我が国のパワエレR&Dハブとして、オープンイノベーションに基づく

新たな企業共同研究連合体（つくばパワーエレクトロニクスコンステ

レーション：TPEC）を設立し、上記デバイスチップの試供を開始した。

【平成２４年度計画との関連】

小項目：【別表1】I- 1-(3)-② 電力変換エレクトロニクス技

術の開発

2) SiC 量産試作素子の特性改善を進め、応用研究促進のための

供給を行う。

【開発技術の用途】
地球温暖化抑制への貢献、省エネルギーの促進による低炭素

社会実現のための高機能電力変換器に活用
電気自動車、産業用モータ駆動インバーター
電源用力率改善回路
太陽光発電パワーコントロールユニット

図１ 試作SiCトランジスタの外観と小さい閾値変動の様子

図２ 上記SiCトランジスタ搭載パワーコンディショナー
と従来のSiトランジスタ搭載品の比較

ウェット酸化のみ

ウェット酸化＋水素アニール

目
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0.45 W/cc
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ＳiＣデバイス
搭載

平成２４年度の主な研究成果（環境・エネルギー分野）

実用レベル高性能SiCパワートランジスタの量産レシピ確立 先進パワーエレクトロニクス研究センター

体積
約1/5
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リチウム−空気電池の高性能化 エネルギー技術研究部門

平成24年度の主な研究成果（環境・エネルギー分野）

【研究成果の概要】
金属・空気電池、特にリチウム・空気電池は高いエネル

ギー密度を持っているため、ポストリチウムイオン電池と
して注目されている。本年度は、電解液としてイオン液
体、空気極としてゲルを用いて、従来より安全で安定した
動作をする非水系リチウム－空気電池を作製し、世界で初
めて、酸素雰囲気ではなくて、空気中にて安定な充放電を
実現した。また、世界で初めて、無機材料のみで全固体型
リチウム-空気電池を構築し、充放電作動することを確認し
た。

【平成２３年度計画との関連】

小項目：【別表1】I- 2-(1)-① 次世代自動車用高エネル
ギー密度蓄電デバイスの開発
・エネルギー密度で 500 Wh/kgを実現するため、ハイブ
リット電解質を利用したリチウム-空気電池など革新型蓄電
デバイスを開発する。また、全固体型リチウム-空気電池の
構築などを行う。

【開発技術の用途】
・リチウム空気電池の高エネルギー密度を実現し、非水系電
解液や全固体電極を用いて安全性を高めたことにより、長
距離走行可能な電気自動車用途などハイパワー・ハイエネ
ルギー密度を有する蓄電デバイスとして実用化が期待でき
る基礎技術を開発した。

図１：イオン液体・ゲル空気極を用いたリチウム－空気電池の
1000 mAh/gCNTの定容量による空気中での充放電サイクル特性

図２：全固体型リチウム・空気電池の構造
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燃料電池自動車用水素貯蔵技術の開発 水素材料先端科学研究センター

平成２４年度の主な研究成果（環境・エネルギー分野）

【研究成果の概要】

・120MPa高圧水素下における水素用鋼材の精密な材料強度

試験を行った。引張強度が1000MPa未満の鋼材については、

加工によって強度を向上させても高圧水素の影響は少ない

ものがあり（例:規制見直し対象となったSUS316(Ni>12%) 

右図）、力を繰り返し加えた場合に周期を変化させても亀

裂の進行速度に上限があることを見出した。これにより、

安全を確保した機器設計が可能であることを示した。各種

の実用金属材料についても材料強度に関するデータベース

の拡充を行い、国内企業や公的機関等に提供して、高圧ガ

ス規制見直しや水素関連機器の認定取得に貢献した。

【平成２４年度計画との関連】

小項目：【別表1】I- 2-(1)-② 燃料電池自動車用水素貯

蔵技術の開発

・燃料電池車や水素ステーションの高圧水素容器開発指針

を提案し、国際標準策定に資するために、120MPaの高圧水

素下における疲労試験等を行って 水素材料強度データ等

のデータベースを拡充し、規制見直しおよび関係企業にお

ける水素機器開発への提供を行う。

【開発技術の用途】
・材料強度等のデータベースが、規制見直し作業の主要技

術データに採用され産業界に提供された。技術開発等の目

的での提供を含めて361件のデータベースが産業界及び公的

機関に提供され、世界唯一の高圧水素中材料強度データと

して日本での水素技術の導入を支えた。作成した各種の

データベースが水素技術の実用化に大きく貢献した。

水素構造材料データベース

－ 40℃， 115 MP水素ガス中での
SUS316（Ni>12%）応力－ひずみ曲線
（水素構造材料データベースより）

水素用鋼材の高圧水素中材料特性に関する水
素材料先端科学研究センターのデータベース

平成23年6月以降のデータベース提供数 合計361件
内 規制見直し:157件、官庁申請:191件、開発：13件

平成24年12月
一般高圧ガス保安規則及びコンビナート等保安規則改正
・82ＭＰａ以下の圧縮水素スタンドの技術基準
・使用可能鋼材の拡大（基準策定作業の中心データ提供）

2015年燃料電池自動車市場導入
及び水素供給インフラの先行整備に大きく貢献



【研究成果の概要】
廃プリント基板破砕物からレアメタル含有電子素子を回収す

るために開発してきた物理選別装置（複管式気流選別機、傾
斜弱磁力磁選機）を、都市鉱山茨城モデルの拠点であるリサ
イクルプラントに導入して、実用化試験を実施した。数10kg規
模の試験において、最大で純度約97％のタンタルコンデンサ
の回収に成功したのは世界初である。また、当該装置の制御
に用いるデータベースを基に、電子素子選別シミュレータを試
作した。

【平成２４年度計画との関連】

小項目：【別表1】Ⅰ-3-(3)-② レアメタル等金属・化成
品の有効利用・リサイクル・代替技術の開発
・タンタルコンデンサを高濃縮する商用機を都市鉱山プラントに
導入

【開発技術の用途】

・経済産業省が選定したリサイクルを優先すべき5鉱種の
1つであるタンタルについて、パソコン等のプリント基
板から回収可能な自動制御選別装置を開発し、世界で初
めて実用化した。

・数兆通りの選別パターンから、種々の電子素子の最適選
別条件を見出す選別シミュレータを試作。タンタルコ
ンデンサのみならず、様々な電子素子の選択的な自動選
別の可能性を見出した。

図１ リサイクルプラントに実証導入されたタン
タルコンデンサ物理選別プロセス

図２ 自動選別モード（ｽﾏｰﾄｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ）で回収
された高純度のタンタルコンデンサと、試作した
電子素子選別シミュレータ

純度 最大９７％を達成

平成２４年度の主な研究成果（環境・エネルギー分野）

タンタルコンデンサ回収リサイクル技術の実証導入 環境管理技術研究部門

9
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レーザー加工による製造の高効率化 環境化学技術研究部門

平成２４年度の主な研究成果（環境・エネルギー分野）

図１ 実用化装置の外観

図２ 従来手法との比較

レーザー局所場反応処理による省工程化

【研究成果の概要】

光反応の特異性に着目した製造プロセスの省工程・省部品化

技術の開発を目指し、ガラス材などの硬脆透明材料に対する

レーザー誘起背面湿式加工法（LIBWE法）について、開発生

産ラインに適用できる量産型大型基板用加工装置を完成させると

共に 、サファイヤガラスや化学強化ガラスの微細加工工程を

最適化することで、従来法よりも40%省工程で処理できるこ

とを実証した。

【平成２４年度計画との関連】

小項目：【別表1】Ⅰ-５-(1)-④ レーザー加工による製造の

高効率化

・レーザー誘起背面湿式加工法等を駆使したオンデマンド加

工における更なる省工程処理の技術開発を行う。

【開発技術の用途】

・レーザー表面化学反応により局所的な界面親和性等の機能付与

促進を行い、市場ニーズに適合したガラス材等の微細加工用部材

のオンデマンド光化学加工処理に適用する技術を確立。

・個体識別性や秘匿性を、意匠性を損なうことなく向上させる製品

のトレーサビリティ技術を確立。



環境負荷物質の排出を極小化する反応・プロセス技術 環境化学技術研究部門

平成２４年度の主な研究成果（環境・エネルギー分野）

図１ ハロゲンフリーエポキシ製造法

図２ 今回開発したエポキシ化合物（左）と
その粉末から作成した半導体封止材（右）

【研究成果の概要】

半導体業界では、基板配線を金メッキ配線からより安価な銅配

線へと変換する動きが加速しており、金に比べて腐食性の高い

銅配線を長期間安定に使用するための封止材が求められてい

る。

これまで、封止材用途のエポキシ樹脂はエピクロロヒドリン法

で製造されてきた。しかし、エポキシ樹脂中への塩素系化合物

の混入を避けられず、半導体基板の銅配線を腐食するためその

解決が課題であった。当センターでは、最適触媒を開発するこ

とで、過酸化水素を酸化剤に用いるクリーンで塩素を使わない

エポキシ樹脂の高効率製造法を開発した。

【平成２４年度計画との関連】

小項目：【別表1】Ⅰ-５-(2)-① 環境負荷物質の排出を極小

化する反応、プロセス技術

・過酸化水素酸化プロセス技術開発について、高難度基質に対

して反応率80%、選択率85%でエポキシ化する新規触媒を開発

する。

【開発技術の用途】

・長期絶縁信頼性に優れる半導体封止材用のエポキシ樹脂製造

に利用。

11
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リスクトレードオフを考慮した評価及び管理手法の開発 安全科学研究部門

平成２４年度の主な研究成果（環境・エネルギー分野）

【研究成果の概要】

既存の評価では有害性の異なる化学物質のリスクを比較でき

ないこと、代替物質の情報がきわめて少ないことから、排出量

推計、環境中濃度推定、有害性推論、リスク比較等の要素技術

からなるリスクトレードオフ解析手法を開発し、以下の研究成

果をWEBサイトで公開した。

・リスクトレードオフ評価書（工業用洗浄剤、プラスチック添

加剤、溶剤・溶媒、金属の４用途群）

・排出シナリオ文書（上記４用途群）

・環境暴露モデル（室内、大気、河川、海域等、６種類）

・ガイダンス文書（ヒト健康、生態等、４種類）

さらに、OECD暴露評価タスクフォースで発表し、都内でシンポ

ジウムを開催するなど、国内外で成果を発信した。

【平成２４年度計画との関連】

小項目：【別表1】Ⅰ-６-(5)-① リスクトレードオフを考慮

した評価及び管理手法の開発

・室内ばく露評価ツールの濃度計算の非定常モデル導入、大気、

水域、海域の各モデルの統合化、有害性推論手法の適用範囲の

明確化と評価対象物質群の拡充を図る。

【開発技術の用途】
国や自治体の政策決定のほか、企業・業界が自ら化学物質の代

替効果を定量化することにより、リスク比較にもとづく物質代

替の意思決定が可能となる。

化学工業日報に掲載
2012年9月14日(金)

産総研が解析手法開発

適切な代替化学物質選択に寄与

人体や環境へのリスク定量化

経済性含め合理的に判断

新規化学物質開発にも活用へ

事業者の合理的判断を支援

OECDで成果を発信
シンポジウムを開催
産業界等から多くの反響

リスク低減対策
QALY1年
獲得費用
（億円/年）

物質代
替事例

臭素系難燃剤からリン系難燃剤への代替 1E49

鉛はんだから鉛フリーはんだへの代替 1,100

自動車用塗料の溶剤代替 25

過去の
対策事

例

自主管理計画における1,3-ブタジエン削減 2.2

ガソリン中ベンゼン含有率の規制 2.2

ごみ処理施設ダイオキシン恒久対策 1.5

シロアリ駆除剤クロルデンの禁止 0.4

物質代替の費用効果分析結果
質調整生存年数（QALY）で指標を統一して比較を実現

解析手法開発の例
（大気モデルによる関東
地域のオゾン濃度分布）
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タイトル 概 要 実施ユニット

１ 新規胆管がん検出糖タンパク質
マーカーアッセイキットの開発

平成23年度までに開発した新規胆管がんマーカー血液検査用
アッセイキットを用い、多施設多検体解析を実施した。また迅速自
動化を目的とし、関連企業とフィージビリティースタディーを開始し
た。

糖鎖医工学研究センター
中期計画【別表1】II-1-(2)-②
整理番号0000214-100

２ グライコプロテオミクス（IGOT-
LC/MS）手法を用いた糖転移酵素
基質タンパク質の大規模解析

糖鎖改変マウス組織を用い、糖鎖構造変化を示した糖タンパク質
を網羅的に同定、比較することで、N型糖鎖合成における糖転移
酵素アイソマーの役割分担を世界で最初に報告した。

糖鎖医工学研究センター
中期計画【別表１】 II-1-(2)-③
整理番号0000221-100

３ 糖鎖科学データベースの統合、お
よび糖タンパク質DBの拡充

RCMGが先導して日本糖鎖科学統合DBの構築を進め、国内外
の研究者からの注目度も高い。これを構成する各種データベース
のデータの拡充と利便性向上のための機能を追加した。統合化
の技術開発を行っている。

糖鎖医工学研究センター
中期計画【別表１】 II-1-(3)-③
整理番号0000249-100

４ 海洋微細藻類の高層化培養による
バイオディーゼル生産

解読されたDNA配列から、JPCC DA0580株における異質倍数性
を明示化を達成した。さらに、 脂肪酸関連酵素に特化したHMMプ
ロファイルを独自に作成し、72個の合成酵素遺伝子の同定を行っ
た。

生命情報工学研究センター
中期計画【別表1】I-5-(3)-①
整理番号0000137-100
中期計画【別表1】I-3-(1)-②
整理番号0000062-100

ライフサイエンス分野

平成24年度の主な研究成果一覧（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

５ 転写産物配列情報に基づく高精度
遺伝子予測法の開発

転写産物対ゲノム配列間の様々なアラインメント法を相互に比較
し、エキソン認識精度と計算速度を検証した結果、我々の開発し
たソフトウェアが最も高精度であり速度的にも優れていることを確
認した。
今後普及が見込まれる新世代シーケンサーを利用したRNA-seq
法を開発し、世界最高のマッピング精度を達成した。

生命情報工学研究センター
中期計画【別表1】I-5-(3)-①
整理番号：0000138-100
中期計画【別表1】I-3-(1)-②
整理番号0000063-100

６ 染色体分配機構の解明に向けた動
原体構成タンパク質の相互作用解
析

染色体の複製と分配機構の鍵となる、分裂期に染色体上に構成
される巨大な複合体キネトコアの形成に重要なリン酸化を利用し
た巧妙なタンパク質相互作用スイッチの仕組みを実験共同研究
者ともに明らかにした。

生命情報工学研究センター

中期計画【別表１】II-１-(3)-①
整理番号：0000240-100

７ bisulfite処理シーケンシングデータ
の解析法

bisulfite処理を施した条件でゲノム・シーケンシングを行うと、メチ
ル化されていないＣ塩基の位置は理論上分かるが、誤読やゲノ
ムの個人差という問題がある。本研究では高感度かつ計算の速
い手法を開発した。

生命情報工学研究センター

中期計画【別表１】II-１-(3)-①
整理番号：0000241-100

８ タンパク質・新規核移行シグナルの
発見

細胞質から核への移行はタンパク質の機能を制御する重要なメ
カニズムである。本研究ではTrnという「運び屋」タンパク質が運
ぶ荷物タンパク質のアミノ酸配列を解析し、Trnと別な運び屋Imp-
βが認識するアミノ酸配列の特徴を突き止めた。

生命情報工学研究センター

中期計画【別表１】II-１-(3)-①
整理番号：0000241-549

ライフサイエンス分野

平成２４年度の主な研究成果一覧（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

９ ライフサイエンス情報統合基盤技術
開発

高度な解析技術を駆使し、統合的に利用できるプラットフォーム
型のサービスを提供し、セマンティク技術により効率よく情報の収
集や解析を可能とした。

生命情報工学研究センター

中期計画【別表１】II-1-(3)-③
整理番号：0000250-100

１０ 楕円曲線符号を用いた高速な秘密
検索アルゴリズム

楕円曲線暗号を用いることにより、暗号演算部分の実装を10倍
程度高速化した。新規暗号を実装したことで、既存特許に抵触す
る危険性を回避することができた。

生命情報工学研究センター

中期計画【別表１】II-1-(3)-③
整理番号：0000250-549

１１ ヒト型汎用ロボットによるベン
チワークの高度化

これまで、手作業でしか行えなかったベンチワークを高度
化するヒト型汎用ロボットシステムを開発し、熟練作業を
数値化し、より 精度の高い実験データを生み出せることを可能
にしました。

バイオメディシナル情報研
究センター

中期計画【別表】

II-1-(2)-①
整理番号0000211-100

１２ RNAが細胞内構造体を構築する
メカニズムの解明。

ヒト細胞核中のNEAT1と呼ばれる、タンパク質をコードしない長
鎖ノンコーディングRNA(ncRNA)が、多数のタンパク質とともに
細胞内構造体を構築する過程を明らかにした。

バイオメディシナル情報研究
センター

中期計画【別表】II-1-(3)-①
整理番号0000242-100

１３ 胃発がんタンパク質CagAの立体
構造解明

細胞内シグナルを撹乱するピロリ菌の発癌蛋白質CagAの立体
構造を決定した。また、C末天然変性領域が投げ縄状の構造を
とり、これがCagAによる細胞内シグナルの撹乱に寄与している
事がわかった。

バイオメディシナル情報研究
センター

中期計画【別表】II-1-(3)-①
整理番号0000242-774

ライフサイエンス分野

平成２４年度の主な研究成果一覧（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

１４ 一滴の培養液でiPS/ES細胞数を
測定する方法の開発

ヒト幹細胞の標準化に貢献する技術として、ヒトES/iPS細胞の
品質評価を可能とするプローブ「AiLec-S1」の開発に成功した。
本プローブによりヒトES/iPS細胞を含む細胞の培養液一滴を検
体とするだけで、そこに混入しているES/iPS細胞の数を測定す
る技術を確立した。

幹細胞工学研究センター

中期計画【別表1】II-1-(1)-①
整理番号0000187-100

１５ 新たなヒト間葉系幹細胞様細胞の
発見

ヒト脂肪組織の中に含まれるマクロファージの中に、間葉系幹
細胞と同様の分化能を示す新しい幹細胞集団を発見した。

幹細胞工学研究センター

中期計画 【別表1】II-1-(1)-①
整理番号0000187-549

１６ 超低コスト医療診断チップ 紙と両面テープを使い、わずか数円の低コストでマーカー測定
チップを作製し、電力や煩雑な操作を要せずに感度良くアディ
ポネクチンを対象とするサンドイッチELISA法を構築した。

健康工学研究部門

中期計画【別表1】II-2-(2)-①
整理番号0000263-100

１７ マイクロチップ基板を用いたマル
チマーカー検出系の構築

マイクロチップ基板に複数のマイクロ流路を作製し、個別の流
路上にアディポカインであるIL-6及びTNF-ɑのサンドイッチ
ELISA系を構築した。その結果、検出限界は1 pg/ml以下の高

感度で正確かつ同時に定量検出が一枚のマイクロチップ基板
で可能になった。

健康工学研究部門

中期計画【別表1】II-2-(2)-①
整理番号0000264-100

ライフサイエンス分野

平成２４年度の主な研究成果一覧（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

１８ マイクロ流体デバイス型PCRの開
発

独自のコーティング技術により微量遺伝子検知用マイクロ流体
デバイス型PCRの感度の大幅向上に成功し、ユーザーの実際
のニーズにもとづきプロトタイプ２機を製造した。うち1号機につ

いては企業連携で開発、大気試料中の炭疽菌芽胞モデルを計
測できる事を実証し、高性能で廉価な装置の製品化の目処を
立てた。

健康工学研究部門

中期計画【別表1】II-2-(2)-②
整理番号0000275-100

１９ ナノカーボンを活用した新規ドラッ
グデリバリーシステムの開発

光によって容易に発熱できるカーボンナノホーンの光発熱特性
を利用して、生体内で標的とする生理活性物質を生み出す新し
い遺伝子発現制御技術を開発した。さらにカーボンナノチューブ
CNTと特定の温度で内包分子を放出する温度感受性リポソー

ムを組み合せて、電圧をかけることによって目的位置まで正確
に分子を運び、レーザー光照射によって分子を放出できる分子
複合体（ナノ電車）を開発した。

健康工学研究部門

中期計画【別表1】II-2-(2)-②
整理番号0000277-100

２０ ナノカーボン高分子アクチュエータ
の実用化開発

ナノカーボン高分子アクチュエータの実用化開発において、性
能向上、および耐久性向上において大きな進展があった。カー
ボンファイバー柔軟性電極からなるアクチュエータの実用化研
究を開始し、企業との共同研究において、産総研で開発された
スーパーグロースカーボンナノチューブを用い、ポリマー、イオ
ン液体との分散技術を改良することで、アクチュエータ性能を改
良することに成功した。また、電荷移動錯体を電極層に添加す
ることで、アクチュエータの実用的課題であるＤＣ通電時の長期
耐久性が改良できることを見出した。

健康工学研究部門

中期計画【別表1】II-2-(3)-③
整理番号0000286-100

２１ プラズモニックチップを用いた高感
度バイオセンサーと蛍光イメージ
ングシステムの開発

・光学特性と耐性に優れたプラズモニック基板を作製し、タンパ
ク質タンパク質相互作用や抗原抗体相互作用を利用したサンド
イッチアッセイ下で、増強蛍光による高感度マーカー計測に取り
組んだ。マウス血清中のマーカーの計測を行うことができた。ま
た、10分のインキュベーション時間で100fM以下のマーカーの
定量評価を行うこともできた。

健康工学研究部門

中期計画【別表1】II-1-(2)-①
整理番号0000208-100

ライフサイエンス分野

平成２４年度の主な研究成果一覧（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

２２ 生物種を超えた16S rRNA遺伝子
の機能相補性を発見

生物種固有であると信じられてきたリボソーム小サブユニットに
含まれる16S rRNAの系統的な置換変異実験を通じ、異種生物
由来の16S rRNAにより大腸菌の欠損を機能相補できることを
見出した。

生物プロセス研究部門

中期計画【別表1】I-5-(3)-①
整理番号0000134-100
中期計画【別表1】I-3-(1)-②
整理番号0000059-100

２３ 害虫に殺虫剤抵抗性を持たせる
共生細菌を発見

・害虫防除上きわめて重要な殺虫剤抵抗性という性質を左右す
る共生細菌を発見

・害虫カメムシが土壌中の殺虫剤分解細菌を取り込んで殺虫剤
抵抗性を獲得する

・害虫防除の策定に新しい観点を提示

生物プロセス研究部門

中期計画【別表1】I-5-(3)-①
整理番号0000140-100
中期計画【別表1】I-3-(1)-②
整理番号0000065-100

２４ メチル化DNAの迅速検出法の開
発

DNAバルジ内に配置された5-メチルシトシンが、二重螺旋構造
の外向きに回転している時間を有することを初めて見出し、
DNAメチル化検出法へ応用した。任意CpG領域のメチル化状

態を、抗原抗体反応を用いて迅速に検知可能になった。さらに、
抗原抗体反応を高感度に検出可能な表面濃縮型電気化学発
光法を開発し、PCRの様な増幅反応を用いずにメチルシトシン
を検出可能な目処を得た。

バイオメディカル研究部門

中期計画【別表１】II-1-(2)-①
整理番号0000201-100

２５ ミドリムシを主原料とするバイオプ
ラスチックの開発

光合成によって二酸化炭素を効率よく有機化合物に変換するこ
とができる藻類の一種であるミドリムシが作る高分子に、ミドリ
ムシから得られる油脂成分を付加することで、従来のバイオプ
ラスチックや石油由来の樹脂に劣らない耐熱性と熱可塑性をも
つバイオプラスチックを開発した。

バイオメディカル研究部門

中期計画【別表１】II-1-(2)-①
整理番号0000201-549

ライフサイエンス分野

平成２４年度の主な研究成果一覧（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

２６ アシュワガンダの葉抽出物におけ
る抗がん及び神経保護活性の分
子機構

アシュワガンダ葉のアルコール抽出物 (i-Extract) およびウィザ
ノンは、がん細胞を選択的に殺傷させる。がん細胞死における
分子標的をバイオインフォマティクスと生化学的アプローチを用
いて研究した。癌転移に有用である優れた抗転移活性を示すア
シュワガンダ由来植物化学成分の組み合わせを開発した。さら
に、アシュワガンダ葉水エキス中に抗がん活性または神経保護
活性を見出した。

バイオメディカル研究部門

中期計画【別表１】II-1-(2)-②
整理番号0000216-100

２７ ウイルスRNA合成酵素のRNA合
成終結の分子機構を解明

RNAウイルスゲノムの正確な複製終結は、ゲノムRNAの増幅、
および保存には不可欠なプロセスである。今回、ウイルスRNA
合成酵素がRNA複製を正確に終結させる過程を表した構造解
析、構造に基づいた機能解析より、ウイルスRNA合成酵素によ
るゲノム複製終結の詳細な分子機構を明らかにした。

バイメメディカル研究部門
中期計画【別表１】II-1-(2)-③
整理番号0000228-100

２８ 放射線被ばくによる障害の予防・
治療に向けた新規細胞増殖因子

新規細胞増殖因子（シグナル分子）FGFCを創製し、放射線被
ばくによる生命への重篤な影響に対する効果を調べた。FGFC
を投与したマウスは、生存日数が延長し、FGFCが放射線障害
の予防・治療に有効である可能性が示された。

バイオメディカル研究部門

中期計画【別表１】II-1-(2)-③
整理番号0000236-100

２９ 「顧みられない熱帯病（NTD)」治
療のための創薬共同研究

NTD創薬に向け、産学官で研究体制を確立した。疾患関連因
子の立体構造と酵素的特性を明らかにした。

バイオメディカル研究部門

中期計画【別表１】II-1-(2)-③
整理番号0000236-942

ライフサイエンス分野

平成２４年度の主な研究成果一覧（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

３０ 乳酸菌SBL88によるストレス性睡
眠障害の改善効果を発見

ストレス性睡眠障害モデルマウスを用いて、睡眠障害の改善作
用を有する乳酸菌SBL88を同定することに成功した。企業との
共同開発により、慢性的なストレス性睡眠障害をマウスに誘発
するための専用ケージの製品化を行った。高脂肪食負荷に伴う、
行動リズムの乱れや耐糖能異常を改善する食品成分を同定し、
特許出願を行った。

バイオメディカル研究部門
中期計画【別表１】II-2-(2)-①
整理番号0000261-100

３１ 状況に応じて物事の意味を柔軟
に認識する脳の活動を発見

世界に先駆けて同じ事柄を状況に応じて異なる意味をもつ事柄
として認識するための神経機構を脳の嗅周囲皮質に発見した。
関連学会でも話題となり、新聞にも取り上げられた（日経新聞
H24.12.16)。物事の柔軟な認知を支える脳メカニズムの解明に

手掛かりを与え、認知症患者の心の働きへの理解に寄与する
ことが期待される。

ヒューマンライフテクノロジー
研究部門

中期計画【別表1】II-2-(1)-①
整理番号：0000255-100

３２ リハビリ訓練による脳機能回復に
関わる神経基盤

脳損傷後の機能回復に伴う神経回路の再編成を調べるために、
リハビリ訓練による把持動作の回復前後に脳機能イメージング
および電気生理学的解析を行った。損傷周囲の脳領域で生じ
る神経活動の変化と神経線維の構造的変化が、把持動作の機
能回復にかかわる運動出力を強化している可能性があることを
見い出した。

ヒューマンライフテクノロジー
研究部門

中期計画【別表1】II-2-(3)-②
整理番号：0000284-100

３３ ニューロコミュニケーターの高度化
とマーケティング分野への応用

頭皮上脳波記録用の電極として広い範囲をカバーする知的財
産（意匠）を獲得した。また、脳情報活用技術の産業応用に関
する提案をオープンラボ2012で行い、所内外で高く評価され
「優秀ポスター賞」を受賞した。

ヒューマンライフテクノロジー
研究部門
中期計画【別表1】II-2-(3)-③
整理番号：0000288-100

ライフサイエンス分野

平成２４年度の主な研究成果一覧（ライフサイエンス分野）



新規胆管がん検出糖タンパク質マーカーアッセイキットの開発
糖鎖医工学研究センター

【研究成果の概要】

肝臓に発生するがんの中で胆管がんは極めて
悪性度が高く、予後不良であり、かつ化学療法、
放射線療法に抵抗性があるため、早期発見
マーカー開発が望まれる。平成23年度までに新
規胆管がんマーカーを開発し、その血液検査用
迅速アッセイ系を構築し、約500サンプルの血清
および血漿でバリデーションを行った。本年度
はその迅速自動化をめざし、関連企業との
フィージビリティースタディーを開始し、プロトタイ
プキットの製造に必要なモノクローナル抗体お
よび糖タンパク質スタンダードの大量調製を
行った。

【平成２４年度計画との関連】

小項目：【別表1】II-1-(2)-②身体状態の

正確な把握に資する糖鎖やタンパク質等の
バイオマーカーの探索・検知法開発とその実用化
・がん及びその他の疾病の予防や診断及び治療に利用するため、動脈硬化を伴う脳や心血管障害の直接評価やがん
の識別を可能にする血清バイオマーカー等、有用な新規バイオマーカーを同定し、それを評価、利用する技術を開発す
る。

【開発技術の用途】
・胆管細胞がんの早期発見（肝細胞がんや膵臓がんとの術前判別）、およびマーカー陽性患者に対する適切な治療法
（外科手術）の提供。

特願2009-051935、US2012/0065089、EP2405269、CN102356316

平成２４年度の主な研究成果（ライフサイエンス分野）
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グライコプロテオミクス（IGOT-LC/MS）手法を用いた糖転移酵素基質タンパク質の大規模解析
糖鎖医工学研究センター

【研究成果の概要】
様々なレクチンを組み合わせたIGOT-LC/MS法を用いて、培養細胞や野生
型マウス組織から、特定の糖鎖構造のキャリアー分子候補を数100種類同
定することに成功した。さらに糖鎖改変マウス組織を用い、糖鎖構造変化を
示した糖タンパク質を網羅的に同定、比較することで、N型糖鎖合成におけ
る糖転移酵素アイソマーの役割分担を世界で最初に報告した。

【平成２４年度計画との関連】

小項目：【別表1】II-１-（２）-③ 有用生体分子の構造・機能解析に基づく創

薬基盤技術の構築・改良とその分子の高度生産技術の開発

・糖鎖がどのような分子群にキャリーされているのかを解析するための技

術開発を行う。

【開発技術の用途】

・糖鎖改変に起因する疾患モデルマウスにおける、疾患表現型の原因とな

る分子の検索。

・創薬ターゲット分子の創出

・糖タンパク質データベースの構築

Wildtype b4GalT-I KO

肝臓肝臓

糖ペプチド

コア同定（LC/MS)

RCA120
糖ペプチド

WT KO

GalT1の標的タンパク質

Sugahara et al. (2012) Sci. Rep. 2:680.

平成２４年度の主な研究成果（ライフサイエンス分野）
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糖鎖科学データベースの統合、および糖タンパク質DBの拡充
糖鎖医工学研究センター

【研究成果の概要】

•JST統合DBプロジェクトの中で開発したRCMGの約20の糖鎖関
連DBを統合し機能拡充を行った。国内のDB保有機関のとりまと
め役としての責任を果たした。外部研究機関の協力者が増えDB
の連携・統合が進んだ。

•より広いユーザー層を得るために実験プロトコル集や感染・癌の
ような糖鎖と係わりの深いデータを拡充させた。糖鎖構造のデー
タに関して、国内外の主要なグループとRDFをベースとするセマ
ンティックwebのデータフォーマットの共通化を行った。異分野連
携では、4省庁連携の統合DBに協力するためにCBRC・BIRCと
連携技術の情報交換を行い準備を進めた。

【平成２４年度計画との関連】
小項目：【別表１】II-１-(3)-③ バイオデータベース整備と利用技術
の開発

・ヒトの各種培養細胞とマウスの各種臓器の糖タンパク質の糖鎖
付加位置の情報をデータベースとして公開した。

【開発技術の用途】
・世界の糖鎖統合の基盤となるデータと検索技術。

・糖鎖変化を基軸とするバイオマーカー探索や創薬のための基礎
情報の提供。
・糖鎖機能解明に向けた糖鎖生物学研究の推進に寄与。

図3. 構造検索

プラズマジェット

図2. 共起によるDBや特許検索

図1. 横断検索

図2

図5. DB概要

マウス大腿動脈からの出血

図4. 糖鎖化合物・構造検索
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平成２４年度の主な研究成果（ライフサイエンス分野）



海洋微細藻類の高層化培養によるバイオディーゼル生産

生命情報工学研究センター

【研究成果の概要】
・異質倍数体の確認と遺伝子構造アノテーションの高精度化
解読されたDNA配列のアセンブリを行った結果、33.0kbのScaffold

N50サイズ（297配列）が得られた。ここで推定されたゲノムサイ
ズ（49.9Mb）から、JPCC DA0580が大規模に染色体構造を変化
させている可能性が示唆された。そこで、得られたscaffoldにつ
いてアライメントを行い、49組のscaffold対の再構築した。その
結果、①scaffold対での60%の遺伝子の保存と、②scaffold内の
重複遺伝子の割合(1%程度)を明らかにし、さらに③高精度な物
理マップを構築し、JPCC DA0580株における異質倍数性を明
示化を達成した。（図１）

・トリグリセリド代謝経路と合成酵素遺伝子群の網羅的同定
脂肪酸関連酵素に特化したHMMプロファイルを独自に作成し、72個

の合成酵素遺伝子を網羅推定した。さらに、推定した遺伝子か
ら代謝経路多価不飽和脂肪酸合成経路とトリグリセリド合成経
路を再構築した。その結果、JPCC DA0580ゲノムは既知の脂
肪酸およびトリグリセリド合成酵素ホモログを多数保有しており、
多様な飽和/不飽和/多価脂肪酸を合成可能であることを明ら
かとした。(図2）

【平成２４年度計画との関連】

小項目：【別表1】I-5-(3)-①微生物資源や有用遺伝子の探索と機

能解明（ 【別表1】I-３-（１）-②へ再掲）
【開発技術の用途】

・バイオディーゼル生産への応用

図2．脂肪酸合成経路と関連する遺伝子群の発現変動

平成２４年度の主な研究成果（ライフサイエンス分野）
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平成２４年度の主な研究成果（ライフサイエンス分野）
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転写産物配列情報に基づく高精度遺伝子予測法の開発
生命情報工学研究センター

【研究成果の概要】
転写産物（完全長アミノ酸、cDNA、EST、RNA-Seq、ペプチド
断片）配列を利用した真核生物の遺伝子構造予測法が現在
までに数多く開発されている。私たちは転写産物対ゲノム配
列間の様々なアラインメント法を相互に比較し、エキソン認
識精度と計算速度を実データとシミュレーションを用いて検
証を行った。長いアミノ酸（>100aa）やcDNA（>300bp）配列を
用いた実験では、開発したソフトウェア（Spaln2）が最も高精
度であり速度的にも優れていることを確認した。また、短い
RNA-Seq配列（75<N<300bp）を用いた場合にも、試したプロ
グラムの中で最も高精度であった。しかし、計算速度は最速
のものより一桁程度遅く、改良の余地を残している。

【平成２４年度計画との関連】

小項目：【別表1】 I-５-（３）-①微生物資源や有用遺伝子の
探索と機能解明（ 【別表1】I-３-（１）-②へ再掲）

【開発技術の用途】

•効率的、高精度なゲノムアノテーション
•選択的スプライシングを含む、転写産物の網羅的解析（トラ
ンスクリプト－ム解析）
•細胞状態（組織、疾患）特異的な転写様式の解明
•新世代DNAシークエンサーを用いたSNPs解析
•新世代DNAシークエンサーを用いたゲノムアセンブリー（参
照ゲノムの有無を問わず）

図１．アラインメント法の精度比較（cDNA）

図２．RNA-Seqエキソン境界認識感度
シロイヌナズナゲノム、100bp reads
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染色体分配機構の解明に向けた動原体(キネトコア)構成タンパク質の相互作用解析
生命情報工学研究センター

【研究成果の概要】

・染色体の安定的な複製と分配は、生命現象の維持に不可欠であり、
この機構に誤りが生じると、がん化など細胞に対する悪影響が生じ
ることが知られている。染色体の複製と分配機構の解明は、複雑な
細胞システムを理解する上で大変重要な基礎となる。細胞の分裂期
に紡錘体が結合する染色体(のセントロメア)上に形成される、約100
種類のタンパク質からなる巨大な複合体は、動原体(キネトコア)と呼

ばれ、このキネトコア形成に重要な、タンパク質複合体におけるリン
酸化を利用した新規の巧妙な分子間相互作用機構を共同研究者と
共に明らかとした(EMBO Journal, 2013) 。

【平成２４年度計画との関連】

小項目：【別表1】II-１-（３）-① 配列情報と分子構造情報を用いた創
薬支援技術開発

【開発技術の用途】
・細胞分化の効率化や制御に向けた人工的動原体の設計

図２．相互作用機構の模式図

図１．相互作用を制御するリン酸化部位のモチーフと
その立体構造

平成２４年度の主な研究成果（ライフサイエンス分野）
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bisulfite処理シーケンシングデータの解析法
生命情報工学研究センター

感度

図１ 本手法は競合する手法より感度が高い

図２ 本手法の計算は比較的速い

【研究成果の概要】
哺乳類において、Ｃ塩基(シトシン)のメチル化は細胞分化に中
心的な役割を担っている。bisulfite処理を施した条件でゲノム・

シーケンシングを行うと、メチル化されていないＣ塩基はＴ塩基
(チミン)として読まれる為、メチル化された位置が決められる。し

かし、シーケンサーの誤読やゲノムの個人差などからメチル化
された位置を正確に決めるのは必ずしも簡単ではない。また、
全ゲノムを解析するため、計算時間を押える必要がある。先行
研究ではさまざまな手法は開発され、利用されているが、感度
と計算量において改良の余地は残されている。本研究では古
典的な配列アラインメントを応用するだけで、競合するツールよ
り良い性能が得られることを示した。

【平成２４年度計画との関連】

小項目：【別表1】II-１-（３）-① 配列情報と分子構造情報を用い
た創薬支援技術開発

【開発技術の用途】
・iPS細胞の品質管理。

平成２４年度の主な研究成果（ライフサイエンス分野）
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タンパク質・新規核移行シグナルの発見 生命情報工学研究センター

【研究成果の概要】

細胞質から核への移行はタンパク質の機能を制御する重要な

メカニズムである。十数種類の「運び屋」タンパク質が千種類以

上の「荷物」タンパク質を運ぶと考えられているが、どの運び屋

がどの荷物を運ぶという仕分けの機序は十分解明されていな

い。本研究ではTrnという運び屋が運ぶ荷物タンパク質のアミノ

酸配列を解析し、Trnともうひとつの運び屋であるImp-βが「荷

札」として認識するアミノ酸配列の特徴を突き止めた。このシグ

ナルは20残基程度の、負電荷が少なく、アルギニンが多い領域

と定義できた。この研究は理研との共同研究で、配列解析は産

総研側が担当し、理研側が実験を担当した。

【平成２４年度計画との関連】

小項目：【別表1】II-１-（３）-① 配列情報と分子構造情報を用い

た創薬支援技術開発

【開発技術の用途】

・癌など、細胞制御異常疾病に対する創薬の標的探索と作用機

序解明

図１ 新規シグナル(色)はアルギニンが多く、
負電荷が少ない。

新規シグナル

図２ 新規シグナルはTrnにもImp-βにも認識される。

平成２４年度の主な研究成果（ライフサイエンス分野）
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ライフサイエンス情報統合基盤技術開発
生命情報工学研究センター

【研究成果の概要 Outline of your achievement】
ライフサイエンス研究分野では、その細分化や専門化に伴い、様々

なデータベース、解析ツール、予測ソフトウェアが開発され膨大な数に
達しており、これらを有効かつ効率よく利用するには様々な課題を克
服する必要がある。生命情報工学研究センターでは、これら分散する
ソフトウェア解析やデータベース検索等を、一つ一つユーザが実行す
るのではなく、一連の処理の流れを定義することにより、効率的に短時
間に実行するためのプラットフォームを利用したワークフローの技術開
発を進め、統合化を目指した実用的な情報基盤開発に取り組んでいる。
またデータベースの標準化（RDF化）に伴い、開発した高度な解析ツー

ル群を広く利用可能とするために、セマンティック技術に対応したフ
レームワークを利用して、解析ツールにRDF入出力機能を追加し、連

携型データと組み合わせた大規模解析を可能とする解析サービスや
ツール群のオントロジー開発を行っている。

【平成２４年度計画との関連】

小項目：【別表1】II-1-(3)-③ バイオデータベース整備と利用技術の開
発
【開発技術の用途】

・ライフサイエンス研究分野における専門化・細分化されたデータベー
スや解析ツールの迅速な変化や新規情報技術へ柔軟に対応可能な
ワークフロー解析として利用可能。

・セマンティック技術の利用によりデータベースと解析ツールを組み合
わせたシームレスな大規模大量データ解析を可能とする技術開発へと
繋がる。

図1.CBRC統合ＤＢ情報基盤サイト

図２. プラットフォームによる解析例

平成２４年度の主な研究成果（ライフサイエンス分野）
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楕円曲線符号を用いた高速な秘密検索アルゴリズム
生命情報工学研究センター

【研究成果の概要】

前年度より開発中の秘密計算を用いた化学化合物データベー
スの検索技術をさらに発展させるため、後期戦略予算「データ
ベースの秘匿検索技術の開発」を獲得し、以下の成果を得た。
楕円曲線暗号を用いることにより、暗号演算部分の実装を10倍

程度高速化した。新規暗号を実装したことで、既存特許に抵触
する危険性を回避することができた。数百万件の化学分子デー
タベースであるPubChemに適用を行い、実用的な検索システ
ムを作り上げた。

【平成２４年度計画との関連】

小項目：【別表1】II-1-(3)-③ バイオデータベース整備と利用技
術の開発

・バイオデータベースの利用に関する暗号理論を用いた情報保
護技術を開発・発展させ、実用的なシステムとすることで、オー
プンイノベーションの促進を目指す。

【開発技術の用途】

・秘密計算技術の実用化による生物学的データベース検索に
おけるセキュリティの改善
・本技術の応用により、安全なゲノム診断を行うことも可能

図１：データベースの秘密検索の背景

図２：暗号技術を用いた秘密検索
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暗号化

暗号文の状態で
類似検索

暗号化状態の検索結果を
受信後，復号

利用者 データベース

何を調べよ
うとしてい
るか知られ
たくない…

必要以上
の情報は
与えたく
ない…

平成２４年度の主な研究成果（ライフサイエンス分野）
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ヒト型汎用ロボットによるベンチワークの高度化
バイオメディシナル情報研究センター

【研究成果の概要】
実証研究として、これまで自動化機器では実行不可能であった、

プロテオミクス用のサンプル調製のワークフローを完成させ、熟練
者よりも、はるかに優れた実験精度と再現性を得ることができた。

その結果、細胞内に数十分子しか存在しない、超微量タンパク質
を再現性よく絶対定量できた。

【平成２４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

・双腕ロボットシステムの運用。

【開発技術の用途】

・高精度の定量実験が誰でも可能となり、ライフサイエンス・バイオ
産業に大きな変革と進歩をもたらす。

・これまで困難であった、企業ニーズにあった創薬支援を効率よく
再現的に行える。

・ルーチンワークに忙殺されている、貴重な人的資源をより創造的
な作業に従事させる事が可能に。

・バイオハザード・放射性物質を取り扱う作業や、極限環境（無酸素
/高低温）での実験の効率化。

汎用ヒト型ロボット《まほろ》

煩雑な手作業を
長時間繰り返す、

ベンチワーク

分注ロボットより、
大変でも手作業の方

がまし！

ベンチワークの現状
•大規模実験が求められる
•手作業のバラツキが問題
•危険なウイルスの取り扱い
ロボット化は必須
しかし、・・・・・
従来の自動化ロボットは
•単一作業しかできない
（汎用性がない）
•複雑な作業は行えない
•精度を犠牲にする

まほろシステムの特徴
•高精度：人間と同レベル、
あるいはそれ以上

•コンパクト：ヒトと同じワーキ
ングスペース

•フレキシブル：手持ち周辺
機器・ツールをそのまま使用

•簡単：誰でも出来るティーチ
ング・インターフェース

平成２４年度の主な研究成果（ライフサイエンス分野）



RNAが細胞内構造体を構築するメカニズムの解明
バイオメディシナル情報研究センター

【研究成果の概要】
ヒトの細胞核内に存在するNEAT1という機能性非コードRNAの

生合成過程と共役した細胞内構造体構築機構を解明した。バイ
オメディシナル情報研究センターが有するヒト完全長cDNAリ
ソースを利用した共局在スクリーニングによって、機能性RNAと
共に核内構造体パラスペックルを構築するタンパク質を35種類
同定した（図1）。それらの因子の機能解析を通して、NEAT1機
能性RNA生合成過程と共役した核内構造体構築機序（図2）を
解明した。

【平成２４年度計画との関連】

小項目：【別表1】II-1-(3)-① 配列情報と分子構造情報を用い

た創薬支援技術開発

・RNAが細胞内構造体を構築するメカニズムの解明。

【開発技術の用途】
・RNAによる新しい遺伝子発現制御機構を基にした疾患遺

伝子制御技術の開発。
・RNAによる新しい疾患タンパク質機能の制御技術の開発。
・機能性RNAモチーフを利用した機能性分子の創出。

図１ パラスペックル構成因子の同定

図２ パラスペックルの構造構築メカニズム

平成２４年度の主な研究成果（ライフサイエンス分野）
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Domain I

Domain II

Domain III

胃発がんタンパク質CagAの立体構造解明 バイオメディシナル情報研究センター

【研究成果の概要】

細胞内シグナルを撹乱するピロリ菌の発癌蛋白質CagAの立

体構造を決定した。また、C末天然変性領域が投げ縄状の構

造（右下図で緑色のループ部分）をとり、これがCagAによ

る細胞内シグナルの撹乱に寄与している事がわかった。

【平成２４年度計画との関連】

。小項目：【別表】II-1-(3)-① 配列情報と分子構造情報を

用いた創薬支援技術開発

【開発技術の用途】

・胃がんの発生機序の解明に寄与。

・胃がんの予防薬の開発につながる可能性あり。

発がんタンパク質CagAの結晶構造

CagAによるシグナル撹乱のモデル図

SHP2

PAR1

SH2 domain

SHP2
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III

P

II I
III

P

Activation

Inhibition
CM CM

EPIYAEPIYA

CagACagA

Basic patch Basic patch

平成２４年度の主な研究成果（ライフサイエンス分野）
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一滴の培養液でiPS/ES細胞数を測定する方法の開発 幹細胞工学研究センター

【研究成果の概要】
近年、iPS/ES細胞から目的とする細胞を作製し、それら
を移植する「細胞治療」の臨床研究が始まろうとしてい
る。しかしながら移植細胞へのiPS/ES細胞の混入は腫瘍
化の原因となり、それらの品質評価は必須である。本研
究成果は、iPS/ES細胞から作製した各種細胞を１個も無
駄にすることなく、１滴の培地のみで、腫瘍源細胞（＝
ES/iPS細胞）の混入を検出する方法である。

【平成２４年度計画との関連】

小項目：【別表５】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
・ヒト幹細胞の標準化基盤技術に繋がる幹細胞マーカー
開発を行い、企業へ技術移転する。自動培養装置の汎用
性を高め、性質の違うヒト幹細胞でも自動培養が可能な
装置の作り込みを行う。

【開発技術の用途】

・細胞治療用に作製したES/iPS細胞由来の各種細胞に対
する品質評価技術として応用できる。
・自動培養装置を用いて分化細胞を作製する際の、品質
評価技術として応用できる。

図１.培地で細胞の分化・未分化を迅速判別

図２.培地で数百個の未分化細胞数を測定
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新たなヒト間葉系幹細胞様細胞の発見 幹細胞工学研究センター

【研究成果の概要】
間葉系幹細胞は骨、軟骨、脂肪、腱などに分化する幹細胞
であるが、その由来や成体内での制御のしくみなどはほと
んど明らかにされていない。 今回我々は、成体脂肪組織
に存在し、間葉系幹細胞と同様の分化能を示す新たな細胞
集団を発見した。これらの幹細胞は、成体内の間葉系幹細
胞の由来や制御機構を調べる上で重要な発見である (Stem 
Cells and Development 2013)。

【平成２４年度計画との関連】

小項目：【別表５】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

・間葉系幹細胞の標準化や分化能の評価法を構築する上で

有用な細胞集団の発見であり、幹細胞の評価技術を高度化

する際に有効と考えられる。

【開発技術の用途】

・再生医療に使用する間葉系幹細胞を評価する際に、この
新たな幹細胞のマーカーを指標にすることで、幹細胞の有
効性を事前に評価することができる可能性がある。

図１．新たに発見したヒト間葉系幹細胞様幹細胞
（左）ヒト脂肪組織の中に含まれる間葉系幹細胞様

マクロファージ（右）脂肪由来ヒト間葉系幹細胞

図２．ヒト脂肪組織の中に含まれる間葉系幹細胞様
マクロファージは、脂肪、骨、軟骨への分化能を示す

平成２４年度の主な研究成果（ライフサイエンス分野）



超低コスト医療診断チップ 健康工学研究部門

【研究成果の概要】

紙と両面テープを使い、わずか数円の低コストでマーカー測定

チップを作製し(図１)、電力や煩雑な操作を要せずに、ニトロセ

ルロース由来の測定基板を用いて感度良くアディポネクチンを

対象とするサンドイッチELISA法を構築した（図２）。

【平成２４年度計画との関連】

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

・性能評価の繰り返し精度を１％以下に向上させる。

【開発技術の用途】

・医療施設が整っていない発展途上国や緊急時でも手軽に検

査が可能。

・本チップが普及すれば、血中のマーカーや感染症の早期発

見、新薬の開発に対し飛躍的な迅速化・効率化が期待。

・材料・製造コストの低廉化、軽量による流通コスト低減、保管

性向上、廃棄処理容易性などロジスティクスを向上。

図１：超低コスト医療診断チップ

図２：アディポネクチンを感度良く測定
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マイクロチップ基板を用いたマルチマーカー検出系の構築 健康工学研究部門

【研究成果の概要】

環状ポリオレフィン製マイクロチップ基板上に複数のマイクロ流

路を形成し、それぞれの流路でアディポカインであるIL-6及び

TNF-ɑ検出のためのサンドイッチELISA系を構築した。その結

果、迅速・省サンプルに検出限界は既存法と同等以上（1 pg/ml
以下）で正確なマルチマーカーの定量検出系が構築された。

【平成２４年度計画との関連】

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

・複数のアディポカインを対象にマルチマーカー検出用マイクロ

チップ基板の構築。

【開発技術の用途】

・既存の臨床検査法に比べ桁違いに省サンプル・迅速かつ安

価な定量検出が可能になり医療費の抑制に寄与。

・患者の傍らでの診断Point of Care Testingへ応用が可能。

図１.微細化インクジェットを用いて抗IL-6及び抗TNF-
ɑ一次抗体をマイクロ流路上に吐出・固定しサンドイッ
チELISA系を構築。

図２.マイクロチップ基板に作製した４本流路に各々
IL-6及びTNF-ɑの検出系を構築することで、正確なマル
チマーカー検出が可能。

平成２４年度の主な研究成果（ライフサイエンス分野）

37



マイクロ流体デバイス型PCRの開発 健康工学研究部門

【研究成果の概要】

独自のコーティング技術により微量遺伝子検知用マイクロ流体

デバイス型PCRの感度の大幅向上に成功。ユーザーの実際の

ニーズにもとづきプロトタイプ機を企業連携で開発、大気試料中

の炭疽菌芽胞モデルを計測できる事を実証し、高性能で廉価な

装置の製品化の目処を立てた。

【平成２４年度計画との関連】

小項目：【別表１】II-2-(2)-② 健康リスクのモニタリング及び低

減技術、健康維持技術と健康情報の管理及び活用技術の開発

・マイクロ流体デバイス型PCR技術において流路内壁への試料

吸着を防ぐコーティング技術を開発し、遺伝子検知の高感度化

を目指す。また炭疸菌毒素遺伝子検出用プロトタイプ装置を産

業実用化するため、ユーザーとの連携により要求スペックを決

定し、製品プロトタイプ装置の開発に着手する。

【開発技術の用途】

・バイオテロやパンデミック対策における炭疽菌やインフルエン

ザウイルスなどの有害微生物の高感度、迅速検出

・癌関連の遺伝子変異などに基づいた腫瘍の質的診断

流路中での高速な遺伝子増幅の概要（上）、
フロー型PCR用マイクロ流体デバイス（下）

(a)高速な遺伝子検知、(b)毒素遺伝子の検知、
(c)プロトタイプ１号機（左）、２号機（右）

Neg. con. VT1 VT2
蛍
光
強
度

(a)

(b)

(c)

平成２４年度の主な研究成果（ライフサイエンス分野）
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ナノカーボンを活用した新規ドラッグデリバリーシステムの開発 健康工学研究部門

【研究成果の概要】

光によって容易に発熱できるカーボンナノホーンの光発熱特性

を利用して、生体内で標的とする生理活性物質を生み出す新し

い遺伝子発現制御技術を開発した。さらにカーボンナノチューブ

と特定の温度で内包分子を放出する温度感受性リポソームを

組み合せて、電圧をかけることによって目的位置まで正確に分

子を運び、レーザー光照射によって分子を放出できる分子複合

体（ナノ電車）を開発した。

【平成２４年度計画との関連】

小項目：【別表１】II-2-(2)-② 健康リスクのモニタリング及び低

減技術、健康維持技術と健康情報の管理及び活用技術の開発

・ナノカーボンの特性を制御・活用した新規ドラッグデリバリーシ

ステムの実証研究を行う。

【開発技術の用途】
・新しい細胞療法や分子・細胞レベルでの病態の解明のための
研究ツール
・予防医療用の高性能マイクロ流体デバイス

カーボンナノホーンの光発熱特性を利用した遺伝子
発現制御技術

カーボンナノチューブとリポソームを複合したナノ
電車による分子伝送システム

平成２４年度の主な研究成果（ライフサイエンス分野）
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ナノカーボン高分子アクチュエータの実用化開発 健康工学研究部門

【研究成果の概要】

ナノカーボン高分子アクチュエータの実用化開発において、性能向
上、および耐久性向上において大きな進展があった。カーボンファ
イバー柔軟性電極からなるアクチュエータの実用化研究を開始し、
企業との共同研究において、産総研で開発されたスーパーグロー
スカーボンナノチューブを用い、ポリマー、イオン液体との分散技術
を改良することで、アクチュエータ性能を改良することに成功した。
また、電荷移動錯体を電極層に添加することで、アクチュエータの
実用的課題であるＤＣ通電時の長期耐久性が改良できることを見
出した。

【平成２４年度計画との関連】

小項目:【別表１】II-2-(3)-③ 人間の心身活動能力を補い社会参画
を支援するためのインターフェース等の技術開発
・柔軟で1V程度の低電圧駆動が可能な運動アシスト機器等を開発

するため、導電性が優れ、かつ柔軟性のあるカーボンファイバーか
らなる電極を開発し、この柔軟性電極をもちいて、高伸縮性のアク
チュエータを開発する。伸縮率の目標値を5%以上とする。

【開発技術の用途】

・柔軟で軽量、脱着が容易な運動アシスト機器をはじめとした医療・
福祉機器用ソフトアクチュエータ
・様々な携帯デバイスに搭載可能な大変位薄型軽量アクチュエータ

図１ ナノカーボン高分子アクチュエータの基本構成図
および添加した電荷移動錯体分子

図２ ナノカーボン高分子アクチュエータの
変位時間特性

電極層：
SWNTs
イオン液体（IL)
ベースポリマー（BP)

電解質層：
IL、BP

添加物：ポリアニリン等 TCNQ

TTF

電荷移動
錯体を加
えること
により、
変位が保
持される

平成２４年度の主な研究成果（ライフサイエンス分野）
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プラズモニックチップを用いた高感度バイオセンサーと蛍光イメージングシステムの開発

健康工学研究部門

【研究成果の概要】

光学特性と耐性に優れたプラズモニック基板を作製し、タンパク
質タンパク質相互作用や抗原抗体相互作用を利用したサンドイッ
チアッセイ下で、増強蛍光による高感度マーカー計測に取り組ん
だ。マウス血清中のマーカーの計測を行うことができた。また、10
分のインキュベーション時間で100fM以下(5 pg / mL) のマーカー
の定量評価を行うこともできた。

【平成２４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

・ナノテク技術を利用して、より光学的特性と耐性に優れたプラズ
モニック基板を作製する。タンパク質-タンパク質相互作用や抗原

抗体相互作用を利用したサンドイッチアッセイ下で、増強蛍光に
よるマーカーの迅速・高感度検出を目指す。インキュベーション
10分で100fM以下のマーカーの定量評価を行うことを目標とす
る。また血清試料での定量評価も行う。

【開発技術の用途】

・プラズモニックチップを用いた小型高感度イムノセンサーの開
発。

・高感度蛍光イメージングのためのプラズモニックディッシュを開
発し、on-site細胞培養システムを確立する。

図１ 金をコーティングしたプラズモニックチップ
と中央部分の波長オーダーの周期構造のAFM像
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図２ 腫瘍マーカー検出におけるマーカーの較正曲線

平成２４年度の主な研究成果（ライフサイエンス分野）
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生物種を超えた16S rRNA遺伝子の機能相補性を発見

生物プロセス研究部門

図２ 16S rRNAの置換実験

図１ リボソーム30Sサブユニットの立体構造
緑色部分が16S rRNA

【研究成果の概要】
リボソームは生理的機能（翻訳）の重要性と立体構造の複雑性から
遺伝子変異に対して脆弱であると思われてきた。実際、小サブユ
ニットに含まれる16S rRNAは生物種固有の分子として進化系統解
析の指標として用いられてきた。これに対し、大腸菌とは綱を超え
て遠縁の生物種の16S rRNAが大腸菌16S rRNAの遺伝子欠損を機
能相補できることを見出した。

【平成２４年度計画との関連】

小項目：【別表1】I-5-(3)-① 微生物資源や有用遺伝子の探索と
機能解明（【別表1】I-3-(1)-②へ再掲）
・16S rRNA置換変異に基づく大規模な変異ライブラリーの創成と目
的変異株の迅速なスクリーニング方法の開発を行い、新たな細胞
工学の手法を確立する。とくに野生型大腸菌では発現レベルの低
い遺伝子について、発現を亢進する変異株の取得やそのための方
法論を確立する。

【開発技術の用途】

・16S rRNAの大規模な収集と大腸菌への組み込みにより、リボソー
ム改変を主体とした大規模な変異宿主ライブラリーの創成が期待さ
れる。
・変異ライブラリーのスクリーニングにより、所望の機能を有する株
を選抜する新たな細胞工学技術の創成が期待される。

16S$rRNA

16S$rRNA

$

$
30S

平成２４年度の主な研究成果（ライフサイエンス分野）
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平成２４年度の主な研究成果（ライフサイエンス分野）
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害虫に殺虫剤抵抗性を持たせる共生細菌を発見 生物プロセス研究部門

【研究成果の概要】
ダイズの難防除害虫であるホソヘリカメムシが環境土壌中
の殺虫剤分解細菌を取り込んで体内に共生させることによ
り、殺虫剤抵抗性を獲得しうるという現象を発見した。こ
れまで世界中の約500種類の害虫について殺虫剤抵抗性が報

告され、農業や公衆衛生の面で問題となっている。従来、殺虫
剤抵抗性は害虫自身の遺伝子で決定されるものと考えられ
てきたが、今回の発見はそのような常識を覆すものであ
り、害虫における殺虫剤抵抗性の進化や害虫防除戦略の策
定に新しい観点を提示する。

【平成２３年度計画との関連】

小項目：【別表1】I-5-(3)-① 微生物資源や有用遺伝子
の探索と機能解明（ 【別表1】I-3-(1)-②へ再掲）
・農薬耐性に関与する共生細菌の同定をおこなう。共生細
菌のチロシン合成が、ゾウムシ類の外骨格に重要な機能を
有するという仮説について、各種生理学実験、トレーサー
実験、RNAiによる機能解析などによる検証をおこなう。

【開発技術の用途】
・新規な殺虫剤抵抗性の発達モデルを提示
・害虫の抵抗性発達を未然に防ぐための新規防除技術 への
展開
・土壌における微生物群集が害虫の環境適応に与える影響

の解明

ホソヘリカメムシ成虫

共生細菌による害虫の殺虫剤抵抗性発達機構



メチル化DNAの迅速検出法の開発 バイオメディカル研究部門

【研究成果の概要】

DNAバルジ内に配置された5-メチルシトシンが、二重螺

旋構造の外向きに回転している時間を有することを初め

て見出し、DNAメチル化検出法へ応用した。任意CpG領

域のメチル化状態を、抗原抗体反応を用いて迅速に検

知可能になった。さらに、抗原抗体反応を高感度に検出

可能な表面濃縮型電気化学発光法を開発し、PCRの様

な増幅反応を用いずにメチルシトシンを検出可能な目処

を得た。

【平成２４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

・DNAのメチル化検出に関してシングルメチレーションを

検出するための新規手法を開発する。

【開発技術の用途】

・DNAセンサ、疾病マーカーセンサ

・エピジェネティクス研究の加速

図１ DNAバルジを利用したシーケンス選択的なイムノアッセイ

図２ 濃縮型電気化学発光法による5-メチルシトシン検出
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ミドリムシを主原料とするバイオプラスチックの開発
バイオメディカル研究部門

【研究成果の概要】

藻類の一種であるミドリムシが作る高分子（パラミロン）（図１）
に、同じくミドリムシから得られる油脂成分を付加することで、従
来のバイオプラスチックや石油由来の樹脂に劣らない耐熱性と
熱可塑性をもつ微細藻バイオプラスチック（図２）を開発した。

【平成２４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

グルカングルカン

・βグルカンに種々の官能基や天然由来化合物を導入すること

で、新たなβグルカン誘導体を調製する。つづいてファイバー構

造などのβグルカンの構造的な特徴を生かした材料、例えば光

学的性質や機械的性質に特徴のある材料の素材としてのポテ

ンシャルを評価する。

【開発技術の用途】
・耐熱性が要求される耐久性プラスチックとしての活用

図１ミドリムシ（左）とパラミロン粒子（右）

図２微細藻バイオプラスチック

平成２４年度の主な研究成果（ライフサイエンス分野）
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アシュワガンダの葉抽出物における抗がん及び神経保護活性の分子機構
バイオメディカル研究部門

【研究成果の概要】

・アシュワガンダ葉のアルコール抽出物 (i-Extract) および

ウィザノンは、がん細胞を選択的に殺傷させる。がん細胞死

における分子標的をバイオインフォマティクスと生化学的ア

プローチを用いて研究した。癌転移に有用である優れた抗転

移活性を示すアシュワガンダ由来植物化学成分の組み合わせ

を開発した。さらに、アシュワガンダ葉水エキス中に抗がん

活性または神経保護活性を見出した。

【平成２４年度計画との関連】

小項目：【別表１】II-1-(2)-② 身体状態の正確な把握に資す
る糖鎖やタンパク質等のバイオマーカーの探索、検知法開発

とその実用化

疾病の予防や診断治療に利用できる有用なバイオマーカーを

同定し、それを評価、利用する技術の開発。

【開発技術の用途】
•安全かつ経済的な抗がんまたは抗転移植物化学物質として

の利用

•安全かつ経済的な自然な老化防止試薬としての利用

•安全かつ経済的な年齢·病態の予防および治療自然な試薬。

としての利用

平成２４年度の主な研究成果（ライフサイエンス分野）
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ウイルスRNA合成酵素のRNA合成終結の分子機構を解明 バイオメディカル研究部門

【研究成果の概要】
RNAウイルスゲノムの宿主内で増幅にはゲノムRNAの正確かつ
完全な複製が不可欠である。ウイルスRNA複製の正確な終結
は、複製開始過程と同様に、ウイルスゲノムRNAの増幅、お
よび保存に必須な過程である。
今回、ウイルスRNA合成酵素がRNA複製を終結させる過程を表
した構造解析、構造に基づいた機能解析より、ウイルスRNA
合成酵素によるゲノム複製終結の詳細な分子機構を明らかに
した。

【平成２４年度計画との関連】

小項目：【別表1】II-1-(2)-③有用生体分子の構造、機能解
析に基づく創薬基盤技術の構築、改良とその分子の高度生産
技術の開発。
ウイルス由来のRNA合成酵素と宿主タンパク質の複合体がRNA
合成を終結する機構を構造解析、機能解析を通して解明する
ことを目指す。

【開発技術の用途】

・ウイルスRNA合成酵素と宿主蛋白質の複合体によるRNA複製
の終結過程を阻害することによって、ウイルスの増幅を抑え
る新たなタイプの抗ウイルス薬剤開発の基盤となる。

図１ RNA複製終結時のQβウイルス由来RNA合成酵
素-翻訳因子複合体構造：RNA合成酵素β-サブユ
ニット（黄）と翻訳因子EF-Tu（赤）、EF-Ts（青）
鋳型RNA（青）、合成されたRNA（赤）

図２ RNA複製終結過程：RNA複製終結時に形成される活
性触媒ポケットの形と大きさがATPに適したものとなり、
最後にAが付加されてRNA複製が終結。

平成２４年度の主な研究成果（ライフサイエンス分野）
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放射線被ばくによる障害の予防・治療に向けた新規細胞増殖因子
バイオメディカル研究部門

【研究成果の概要】

新規細胞増殖因子（シグナル分子）FGFCを創製し、放射線

被ばくによる生命への重篤な影響に対する効果を調べた。

FGFCを投与したマウスは、生存日数が延長し、FGFCが放射

線障害の予防・治療に有効である可能性が示された（図

１）。

【平成２４年度計画との関連】

第３期中期計画【別表１】II-1-(2)-③ 有用生体分子の構

造、機能解析に基づく創薬基盤技術の構築、改良とその分

子の高度生産技術の開発

・創製した安定化シグナル分子であるFGFCを利用した、放

射線被ばくによる障害の予防・治療に向けた研究を推進す

る（戦略予算）。

【開発技術の用途】

今後は、WHOや医薬品医療機器総合機構などとの協議により、

ヒトへの適用を目指した放射線防護剤の開発を進める予定

である。

図１．FGFCを事前投与し、8 GyのX線を全身照射
したマウスの生存曲線。
FGFCの投与群では生存期間が延長する。

平成２４年度の主な研究成果（ライフサイエンス分野）
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「顧みられない熱帯病（NTD)」治療のための創薬共同研究
バイオメディカル研究部門

【研究成果の概要】

顧みられない熱帯病（NTD)は、後進国で問題となっている感染症

であり、多くの患者がいるにも関わらず研究開発が進んでいな
い。産総研で、アステラス製薬と連携し、最先端創薬技術を駆使
し、開発を進めることとした。

今年度はその第一歩として、NTD創薬開発に向け、産学官で研
究体制を確立した。

また、最初の実験結果として、疾患関連因子の立体構造と酵素的
特性を明らかにした。

【平成２４年度計画との関連】

【別表１】 II-1-(2)-③ 有用生体分子の構造、機能解析に基づく創

薬基盤技術の構築、改良とその分子の高度生産技術の開発

・疾患関連因子に対する構造解析・創薬開発とNMRを用いた相

互作用機序解析の技術開発を行う。

【開発技術の用途】
・FE法の技術革新により、顧みられない熱帯病（NTD)の創薬の

みならず、多くの疾患に対して、効率的な創薬開発へと展開でき
る。 化学工業日報2012年10月23日 薬事日報2012年10月26日

平成２４年度の主な研究成果（ライフサイエンス分野）
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乳酸菌SBL88によるストレス性睡眠障害の改善効果を発見

バイオメディカル研究部門

【研究成果の概要】

ストレス性睡眠障害モデルマウスを用いて、睡眠障害の改善作
用を有する乳酸菌SBL88を同定することに成功した。慢性的な

ストレス性睡眠障害をマウスに誘発するための専用ケージの製
品化を行った。高脂肪食負荷に伴う、行動リズムの乱れや耐糖
能異常を改善する食品成分を同定した。

【平成２４年度計画との関連】
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

・産総研が独自に開発したストレス性睡眠障害モデルマウスを
用いて、睡眠障害の分子機構の解明を進める。

【開発技術の用途】

・睡眠障害または睡眠障害に起因するうつ病などの精神疾患を
予防・改善するための機能性食品の開発

・睡眠障害性の日中活動量の低下を改善するような新規な睡
眠障害治療薬の開発
・睡眠障害のバイオマーカーの開発
・精神的ストレスによる睡眠障害の発症メカニズムの解明

図１のキャプション

平成２４年度の主な研究成果（ライフサイエンス分野）
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状況に応じて物事の意味を柔軟に認識する脳の活動を発見

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】
人間は、同じ出来事であっても状況が異なる場合には異なった意味合いと
して柔軟に認識できる（図１）。視覚・報酬・記憶に重要な領野との神経線
維連絡がある嗅周囲皮質に着目し、その情報処理の解明に取り組んだ。
サルに２種類の色刺激と、次いで白黒のパターン刺激を見せた（図２）。色
刺激とパターン刺激の組み合わせにより「報酬あり」「報酬なし」が決まる。
白黒のパターン刺激を見せた際の嗅周囲皮質における神経細胞活動を
電気的に記録した結果、同じ白黒のパターン刺激を与えても、脳内では報
酬の有無を連想していることが分かった。状況に応じてある出来事の認識
を柔軟に変化させる時に、嗅周囲皮質内部の神経機構が関与しているこ
とが今回の研究によって初めて明らかになった。

【平成２４年度計画との関連】

小項目:【別表1】 II-2-(1)-① 脳神経機能及び認知行動の計測技術の開
発と人間の心と行動の理解､モデル化､予測技術の開発

・状況に合わせて柔軟な制御を行っている際の神経活動の記録を行い、ミ
リ秒の時間分解能で内的・外的変数と神経活動との相関を解析する。
【開発技術の用途】

・長寿化が進むにつれ、記憶の機能が衰える認知症への対応が社会の大
きな課題となってきている。認知症などの患者の心の働きへの理解、認知
症患者のクオリティ・オブ・ライフを向上する技術開発の手掛かりを得るこ
とにつながることが期待される。例えば、嗅周囲皮質が侵される疾患の場
合には、状況に応じて現在の出来事を柔軟に認識することが難しくなるこ
とが予想される。

図１ 同じ出来事（緑枠）を状況に応じて異なる意味
で捉える一例

図２ 嗅周囲皮質の位置（上段）と、その働きを調べる
色パターン刺激実験（下段）

平成２４年度の主な研究成果（ライフサイエンス分野）
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リハビリ訓練による脳機能回復に関わる神経基盤
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】

脳損傷後の機能回復に伴う神経回路の再編成を調べるため
に、リハビリ訓練によって把持動作の回復が見られたサルに対
してイメージングおよび電気生理学的解析を行った。損傷周囲
の運動野で神経活動の変化がみられ、直下の白質において神
経線維の構造的変化を示唆するシグナルの上昇が見られた。
白質領域ではミエリン鞘の形成に関わるオリゴデンドロサイト前
駆細胞が増加していることが、マーカータンパクの発現から示
唆された。これらの脳内変化が、把持動作の能回復にかかわる
運動出力を強化している可能性がある。

【平成２４年度計画との関連】
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

・脳損傷後のリハビリ訓練による機能回復の背景にある脳内神
経基盤を明らかにする。

【開発技術の用途】

・脳の回復メカニズムに基づいた新たなリハビリ訓練法の開発
につながる。

・脳機能回復を促進する電気刺激リハビリ技術の開発や、脳機
能回復を促進する新薬の開発に寄与する。

損傷周囲の運動野の把持動作に関わる神経活動

運動野下の白質に見られたオリゴデンドロサイト前駆細胞

平成２４年度の主な研究成果（ライフサイエンス分野）
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ニューロコミュニケーターの高度化とマーケティング分野への応用
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】

脳波による意思伝達装置「ニューロコミュニケーター」（図１）の福祉分野
における実用化と各種産業応用に向け、脳波計測システムの高度化開
発（図２）を行った。その結果、頭皮上脳波記録用の電極として広い範囲
をカバーする知的財産（意願2012-008367）を獲得した（脳波計測用ヘッ
ドギアについても出願中=意願2012-008366）。また、脳波によるロボット

制御技術に関して民間財団から複数年の研究開発助成を受けることが
決まった。さらに潜在意識の関心度を推定するために開発した脳情報解
読手法である通称「脳波総選挙システム」（特願2012-040913）に関して
知財部に承認され外国出願を行った（PCT/JP2012/076518）。これらの
成果は産総研オープンラボ2012 やH24本格研究WS（関西C）などで発

表され、好評を博した（オープンラボでは昨年に引き続き「優秀発表賞」を
受賞）。
【平成２４年度計画との関連】
・小項目:【別表1】 II-2-(3)-③「人間の心身活動能力を補い社会
参画を支援するためのインターフェース等の技術開発」
・H24計画：樹脂製ヘッドギアのさらなる小型化と構造の単純化を行い、

快適性や装着効率を高める。また、脳波総選挙システムをベースとして
ユーザーが効率よく楽しみながら脳情報を収集可能なアプリケーションの
開発を行い、最重度の運動機能障がい者向け意思伝達支援やニューロ
マーケティングなどへの応用を加速する。
【開発技術の用途】
・重度運動障がい者の意思伝達支援のための実用的BMI装置。
・脳情報に着目するマーケティングやロボット制御などへの応用。

図１ ニューロコミュニケーター(ver.2)

図２ 脳波計測システムの高度化開発
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タイトル 概 要 実施ユニット

１

室温でゲルマニウムへの電子ス
ピン情報の入力に成功

次世代半導体材料のp型ゲルマニウムの中へ、ナノス
ピントロニクスセンターが開発した高品位単結晶
Fe/MgOトンネル接合を用いることにより、室温で磁

性体のスピン情報を入力することに世界で初めて成功
した。この成果は、ゲルマニウムを用いたスピントラ
ンジスタの実現に道を拓くものである。

ナノスピントロニクス研究セン
ター

中期計画【別表1】Ⅲ-１-(１)-①
整理番号0000300-100

２

全印刷フレキシブル圧力センサー
を開発

世界で初めてフレキシブル基板上に全印刷プロセスで圧
力センサーアレイを作製する技術を開発し、80cm角のサ
イズのセンサーアレイの試作を行い、その動作のデモンス
トレーションに成功した。現在、企業や所内の情報系ユ
ニットと連携し、サービスとしての用途開発を進行中である。

フレキシブルエレクトロニクス研究
センター

中期計画【別表1】Ⅰ-２-(3)-②
整理番号0000049-100

３

液体を強くはじく表面に半導体を
塗布する技術

有機ポリマー半導体を溶かした微量の溶液を独自開発し
た３層構造シリコーンゴムスタンプで圧着することによって
製膜する新技術「プッシュコート製膜法」を開発した。これ
により材料の無駄をほぼゼロに抑えつつ、均質性と結晶
性に優れた薄膜を製造することが可能になった。またこれ
により作製した薄膜トランジスタは、従来法（スピンコート
法）と比べ約10倍の特性改善が見られることを確認した。

フレキシブルエレクトロニクス
研究センター

中期計画【別表1】III-1-(1)-②
整理番号0000305-100

４

災害対応ロボットシステムの開
発

東京電力福島第一原子力発電所廃止措置に貢献するた
め、企業と共同で原子炉建屋の高所狭隘部の状況を調
査する高所調査用ロボットシステムを開発した。シス
テム安全設計の手順に従い開発を進め、高い安全性と
信頼性の確保に務めた。

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

５

次世代モジュール型グリーン
データセンター

NEDOグリーンITプロジェクトで開発してきた省エネ
基盤技術を産総研が中心となって統合。今回新たに開
発した外気導入技術を組み合わせた実証設備を構築し、
総消費電力を従来に比べ30%削減した。

情報技術研究部門

中期計画【別表1】Ⅰ-２-(3)-④
整理番号0000054-100

情報通信・エレクトロニクス分野

平成２４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

６

インタラクション技術とメディ
ア処理技術を活用した新サービ
ス創出

音楽地図を表示する能動的音楽鑑賞サービスSongleと、
音声情報検索サービスPodCastleをWeb上で一般公開して
実証実験を開始した。歌声合成技術VocaListenerは企
業との共同研究から製品化にこぎつけた。

情報技術研究部門

中期計画【別表1】Ⅲ-3-(4)-①
整理番号0000356-100

７

３次元LSI積層用並列バスイン
ターフェース回路の動作実証

次世代の低消費電力LSIシステムにおけるコア技術として、
３次元LSI積層実装技術が期待されている。本研究では、
シリコン貫通電極と微細バンプにより積層集積体における
LSIチップ間接続を有効に活用した1600ビット並列バスイ
ンターフェース回路を提案し、マルチコアLSIに対応した評
価デバイスの設計・試作・評価により、チップ間信号伝送
について1.7mW/Gbpsの低消費電力動作実験に成功し
た。本成果は、国際会議ICSJ2012においてベストペー
パー賞を受賞した。

ナノ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0000043-100

８

ミニマルファブ試作ラインの開
発

開発したミニマル装置群などを、半導体産業最大の見
本市であるセミコンジャパン2012に出展した。登録
者3,000名に上る大反響があり、産業界に強烈なイン

パクトを与えることができた。さらに、産総研コン
ソーシアム・ファブシステム研究会法人会員数を本年
度は、23会員を加えて84会員となり、開発を加速し
た。また、ミニマルファブ技術研究組合を設立、国家
PJを開始した。開発を大いに進め、一部の装置群はほ
ぼ商品レベルに到達した。

ナノ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

情報通信・エレクトロニクス分野

平成２４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

史上最も高い温度での超伝導転
移を実現

常圧で最も高い超伝導転移温度(135K)をもつ水銀系銅酸
化物高温超伝導体Hg-1223に対して、キュービックアンビ
ル型高圧装置を用い超高圧力下で電気抵抗率の精密測
定を行い、15万気圧の圧力下においてゼロ抵抗状態の達
成が153Kであることを明らかにした。これは史上最も高い
温度でのバルク超伝導転移である。この結果は、Hg-1223
の常圧での転移温度に対して約20Kもの向上を実現して
おり、銅酸化物系の超伝導体のもつポテンシャルをさらに
引き出したといえる。

電子光技術研究部門

中期計画【別表1】Ⅲ-１-(1)-①
整理番号0000301-100

１０

消費者の情報や権利を保護する
ための情報セキュリティ対策技術

消費者の個人情報を保護可能な認証方式として、グルー
プ署名や属性認証プロトコルを設計した。重要情報を秘匿
しながら情報検索を可能とする技術を開発した。

セキュアシステム研究部門

中期計画【別表1】Ⅲ-３-(1)-④

00000295-100

１１

情報システム製品のセキュリティ
評価技術

サイドチャネル攻撃等の高度なセキュリティ評価技術に対
応するための FPGAボードを開発した。模倣品対策等へ
の応用を狙い、半導体の指紋のようにチップ毎に異なるID
を生成できる技術を開発した。

セキュアシステム研究部門

中期計画【別表1】Ⅲ-３-(5)-①

0000359-100, 0000396-100

情報通信・エレクトロニクス分野

平成２４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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室温でゲルマニウムへの電子スピン情報の入力に成功 ナノスピントロニクス研究センター

【研究成果の概要】

次世代半導体材料のp型ゲルマニウムの中へ、ナノスピントロニクス

センターが開発した高品位単結晶Fe/MgOトンネル接合を用いること

により、室温で磁性体のスピン情報を入力することに世界で初めて

成功した。この成果は、ゲルマニウムを用いたスピントランジスタの

実現に道を拓くものである。

・ 関連論文：Applied Physics Express 5, (2012) 053004.

・ プレス発表：「室温で半導体ゲルマニウムに電子スピン情報を入

力」 (H23.5.8)

【平成２４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

・スピントランジスタの実現を目指して、半導体中でのスピン

の注入、制御および検出技術を開発する

【開発技術の用途】

・Beyond CMOSデバイスとして期待されるスピントランジスタの

開発

・究極のグリーンIT「ノーマリー・オフ・コンピューター」に貢献
図２ 素子電圧の外部磁場に対する応
答。ゲルマニウム中に電子スピン情報
が入力されたことを示すハンル効果が
確認された。

平成２４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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全印刷フレキシブル圧力センサーを開発 フレキシブルエレクトロニクス研究センター

【研究成果の概要】

世界で初めてフレキシブル基板上に全印刷プロセスで圧力セン

サーアレイを作製する技術を開発し、80cm角のサイズのセン

サーアレイの試作を行い、その動作のデモンストレーションに

成功した。現在、企業や所内の情報系ユニットと連携し、サー

ビスとしての用途開発を進行中である。

【平成２４年度計画との関連】

小項目：【別表1】I-2-(3)-② ディスプレイ及び入出力機器

の省エネルギー化

・次世代入出力素子の要素技術開発：A4サイズ以上の圧電シー

トを作製し、動作のデモンストレーションを行う。

【開発技術の用途】

フロア上での歩行検出、椅子やベッド等の圧力分布計測、心

拍・呼吸等のバイタルサイン検出、歯の咬み合わせ評価、バッ

テリーの膨張検出、玩具への応用など、人が接触する構造物に

応用し、サービスと一体化した新市場創出が可能である。

高精細フレキシブル圧力センサ(上）
と大面積センサ(下）

平成２４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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液体を強くはじく表面に半導体を塗布する技術 フレキシブルエレクトロニクス研究センター

【研究成果の概要】
有機ポリマー半導体を溶かした微量の溶液を独自開発した
３層構造シリコーンゴムスタンプで圧着し、溶液を基板表
面全体に均一に濡れ広げることによって製膜する新技術
「プッシュコート製膜法」を開発した。これにより撥水性
のきわめて高い基板表面上に、材料の無駄をほぼゼロに抑
えつつ、均質性と結晶性に優れた薄膜を製造することが可
能になった。またこれにより作製した薄膜トランジスタ
は、従来法（スピンコート法）と比べ約10倍の特性改善が
見られることを確認した。

【平成２４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

【開発技術の用途】
・ 有機半導体ポリマー薄膜トランジスタの作製

・ 印刷法によるフレキシブル情報端末機器の製造技術

図１ プッシュコート法の概念図（左）と高撥水
表面に形成したポリマー半導体薄膜（右）

図２ 薄膜からのX線回折反射

平成２４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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災害対応ロボットシステムの開発 知能システム研究部門

【研究成果の概要】
東京電力福島第一原子力発電所廃止措置に貢献するため、
企業と共同で原子炉建屋の高所狭隘部の状況を調査する高
所調査用ロボットシステムを開発した。システム安全設計
の手順に従い開発を進め、高い安全性と信頼性の確保に務
めた。

【平成２４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
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
してこれまで研究開発してきた技術を活用し、東京電力福
島第一原子力発電所廃止措置に貢献する高所調査用ロボッ
トシステムを企業とともに開発。

【開発技術の用途】

・福島第一原子力発電所原子炉建屋内部にこのロボットを
導入し、原子炉建屋内の調査を行う。

・当該調査で得られる建屋内の放射線量等の各種データ
は、福島第一原子力発電所廃止措置の中で活用される。

・今後長期にわたる廃止措置プロセスにおいて必要とな
る、厳しい条件や環境下で動作するロボット技術構築に資
する。 図１ 高所調査用ロボットシステム

平成２４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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次世代モジュール型グリーンデータセンター
情報技術研究部門

【研究成果の概要】
NEDOグリーンITプロジェクトにおいて、各実施者がこれまで開発してきた省エネ基盤技術を産総研が中心と
なって統合。今回新たに開発した外気導入技術を組み合わせた実証設備を構築した。実証実験によりエネル
ギーエネルギー利用効率を最適化し、総消費電力を従来に比べ30%削減。省エネ効果と、先進的省エネ技術の
商用展開により、日本産業の活性化を図る。
プレスリリースやCEATEC、オープンラボ出展を通じ40社を超える企業から関心を集めた。

図１ ハードウェアおよびソフトウェアによる省エネル
ギー技術を結集した次世代モジュール型データセンタ

平成２４年度の主な研究成果（情報通信・エレクトロニクス分野）

【平成２４年度計画との関連】

小項目：【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
・これまで開発してきたサーバの省エネ運用技
術を、100ノード規模の実運用クラウド環境に適

用することを目標とする。運用上の問題を抽出
し、次年度以降の改善につなげる。

【開発技術の用途】

・IT機器、空調設備、電源設備、建物、設置環
境等に関する多種多様な条件にあわせ、最適な
省電力性能が達成可能なデータセンター。
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インタラクション技術とメディア処理技術を活用した新サービス創出
情報技術研究部門

【研究成果の概要】
・独自の音楽理解技術に基づいて音楽地図を表示する能動的
音楽鑑賞のための新サービスSongleを研究開発してプレス発
表し、Web上で一般公開して実証実験を開始した。
・音声認識技術に基づく音声情報検索サービスPodCastleの
機能を改良し、ユーザが音声認識誤りを訂正可能とする実証
実験において累計60万単語以上が訂正された。
・高度な音楽情報処理技術の蓄積に基づく歌声合成技術
VocaListenerに関して、企業との共同研究が成功して実用化
段階に入り、同社より製品として市販及びプレス発表された。

【平成２４年度計画との関連】

小項目：【別表1】Ⅲ-3-(4)-① メディア処理技術とインタ
ラクション技術を融合したコンテンツサービス創出・利活用
技術
・ユーザ貢献増幅型Webコンテンツ活用技術に関して、音声
や音楽等に関するWeb上のサービスの研究開発を継続して実
証実験と機能改良を実施し、新たなサービスを検討して提案
する。

【開発技術の用途】
・本サービスの持続的な運用・開発で社会に貢献していく。

・産業界と連携し、動画視聴の効率化、会議議事録作成、音
楽情報検索、音楽推薦、音楽配信サービス、歌声合成を
使用した音楽制作などの応用に展開。

平成２４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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３次元LSI積層用並列バスインターフェース回路の動作実証 ナノエレクトロニクス研究部門

【研究成果の概要】
次世代の低消費電力LSIシステムにおけるコア技術として、３

次元LSI積層実装技術に期待が高まっています。本研究では、シ
リコン貫通電極と微細バンプにより積層集積体におけるLSIチッ
プ間接続を有効に活用した1600ビット並列バスインターフェース
回路を提案し、マルチコアLSIに対応した評価デバイスの設計・
試作・評価により、チップ間信号伝送について1.7mW/Gbpsの低消
費電力動作実験に成功しました。本成果は、国際会議ICSJ2012に
おいてベストペーパー賞を受賞しました。また、高熱伝導ヒート
スプレッド層を組み込んだ3次元LSI積層構造について、薄型LSI
デバイスにおけるヒートスプレッド効果を実測とシミュレーショ
ン解析により実証しました。

【平成２３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

・３次元LSI積層実装技術を活用した超並列バス・マルチコアアー

キテクチャーと高熱伝導構造の採用による低消費電力LSI実装シ

ステムを開発する。

【開発技術の用途】

・次世代携帯情報機器、情報家電、小型ロボット等
・スマートセンサー、センサーネットワーク等

図１ 試作した評価デバイス（上）と積
層実装後のバンプ接続断面（下）

図２ 積層LSIチップ間1024ビット信号伝送時
における消費電力のクロック周波数依存性

平成２４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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ミニマルファブ試作ラインの開発 ナノエレクトロニクス研究部門

【研究成果の概要】
開発したミニマル装置群などを、半導体産業最大の見本市であるセミコンジャ
パン2012に出展した。登録者3,000名に上る大反響があり、産業界に強烈なイ
ンパクトを与えることができた。さらに、産総研コンソーシアム・ファブシス
テム研究会法人会員数を本年度は、23会員を加えて84会員となり、開発を加速
した。また、ミニマルファブ技術研究組合を設立し、国家PJを開始した。
国家PJ初年度にもかかわらず、開発を大いに進め、一部の装置群はほぼ商品レ
ベルに到達した。具体的には、塗布・現像装置、露光装置、CPM装置などであ
る。小型化が困難なイオン注入機、プラズマ装置等は、プロトタイプを開発し
た。また、コア技術である局所クリーン化ミニマル搬送系については、実用に
耐える耐久性、信頼性を得るレベルに仕上げ、上記装置群に搭載させることが
できた。

【平成２４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

・H23年度に開発したミニマル装置の実用化へ向けての高度化と、研究レベルにあっ

たミニマルイオン注入、ミニマルプラズマプロセスなどをミニマル装置化する。また、

ミニマル搬送システムについても、さらに搬送精度を向上させる開発を行う。

【開発技術の用途】

・１個～１万個までのチップ生産コストを1/1,000にする
・死の谷の無い研究-開発-生産の直結一体システムで、研究開発成果を即製品化
するイノベーション
・日本に適性のある超小型化技術、及びナノテクノロジーを活用できる産業システム
の創出
・多品種少量が実際にビジネスとして成立することを実証する新しい日本型モデル
構築

セミコンジャパン2012に
出展したミニマルプラズマ装置

メガファブとミニマルファブ

平成２４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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史上最も高い温度での超伝導転移を実現 電子光技術研究部門

【研究成果の概要】
常圧で最も高い超伝導転移温度(135K)をもつ水銀系銅酸化物高温
超伝導体Hg-1223に対して、キュービックアンビル型高圧装置を用
い超高圧力下で電気抵抗率の精密測定を行い、15万気圧の圧力下
においてゼロ抵抗状態の達成が153Kであることを明らかにした。
これは史上最も高い温度でのバルク超伝導転移である。この結果
は、Hg-1223の常圧での転移温度に対して約20Kもの向上を実現し
ており、銅酸化物系の超伝導体のもつポテンシャルをさらに引き
出したといえる。この結果に基づいて、超伝導発現機構の検討を
行うことで、更に高い転移温度を実現する新高温超伝導体開発に
向けた設計指針を示すことを期待できる。

【平成２４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

・超高圧力中での精密測定という先端的手法を用い、より高い超

伝導転移温度を持つ新高温超伝導体の実現に向けての物質設計の

指針となる実験的な検証を行う。

【開発技術の用途】

・超低消費電力素子の開発に向けた新超伝導材料の開発
・高磁場マグネットを用いた医療技術への応用

図１ Hg-1223(HgCa2Ba2Cu3O8+δ)の
圧力下の電気抵抗率の振る舞い

図２ キュービックアンビル
型高圧装置の圧力発生部分

平成２４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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消費者の情報や権利を保護するための情報セキュリティ対策技術 セキュアシステム研究部門

【研究成果の概要】
・消費者の個人情報を保護可能な認証方式として、グループ署名、
属性認証プロトコルを設計し評価した。クラウド環境のような不特定
多数の利用者がアクセス可能なネットワークにおいても、消費者の
権利を守ることが可能な関数型暗号技術を開発した。さらに、これら
の高機能暗号技術の実利用を促すことを主たる目的として、生命情
報工学研究センター（ＣＢＲＣ）および企業等と秘匿検索に関する共
同研究を行い、技術的要求に応じた暗号技術を設計した。
・暗号理論分野において世界で最も権威のある国際会議にて年間7
件の論文を発表し、代表研究者が採録論文数で世界4位となった。
また国内の学会で最優秀論文に与えられるイノベーション論文賞を
受賞した。

【平成２４年度計画との関連】

小項目：【別表1】Ⅲ-3-(1)-④ 消費者の情報や権利を保護す
るための情報セキュリティ対策技術
・消費者の情報や権利が十分に保護され、なおかつ、安全で広
範なネットワークの活用を可能とする暗号技術の実現に向けた
具体的方式の設計や基盤的理論の構築を行う。また、上記の目
的に適った高機能な暗号技術が設計された場合の実利用を促す
ための方法論についても検討を行う。

【開発技術の用途】

・システム提供事業者自身に悪意があったとしても不正アクセスを
抑止可能な企業の情報システム

・コンテンツ配信システムにおける確実な著作権保護
・ユーザ属性に基づくアクセス制御システム
・重要情報を秘匿しながら情報検索を可能とするシステム

秘匿検索の概念

関数型暗号の利用形態の例

平成２４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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情報システム製品のセキュリティ評価技術 セキュアシステム研究部門

【研究成果の概要】
・高度なサイドチャネル攻撃に関するセキュリティ評価技術を研究開
発するため、28nm FPGA上で評価・検証できるボードを製造した。こ
のボード等を用いて再現した攻撃手法についてコンソーシアムなど
で情報交換し、評価機関が評価技法候補として検討を開始した。
・半導体の指紋のようにチップ毎に異なるIDを生成できるPUF
（Physically Unclonable Function）の独自方式を開発した。検証実験
や企業のPUFチップの評価実験を行い、模倣品検出や市場展開に
ついて企業と実利用に向けた共同研究を開始した。当該研究は国
際会議でExcellent Paper Awardを受賞した。

【平成２４年度計画との関連】

小項目：【別表1】Ⅲ-3-(1)-⑥、Ⅲ-3-(5)-① 情報システム
製品のセキュリティ評価技術

・サイドチャネル攻撃実験と動的再構成機能検証を可能とする
評価ボードを製造し、これを用いて攻撃・対策手法の評価実験
を行う。また、これらボードの制御回路やソフトウェア等の開
発・改良を実施し、新しい物理攻撃への拡張性を向上させる。
このほか、デバイスの偽造防止技術PUFの評価手法を開発し、
実利用に向けた研究活動を行う。また、ICチップの新たな安全

性評価技法として、高度なレーザー攻撃技法、高度な電磁界攻
撃技法、それらの組み合わせの研究を実施する。国内の試験機
関等と情報交換し、次期評価技法としての採用を働きかける。

【開発技術の用途】

・情報システム製品のセキュリティ評価認証制度
・模倣品や不正流通品の判定・防止

セキュリティ評価

PUFを用いた
模倣品検出

平成２４年度の主な研究成果（情報通信・エレクトロニクス分野）

安全性評価制度

セキュリティ技術・製品

安全 Secure

Level 3

安全

評価済み技術・製品

Secure

カード

チップ ソフト

暗号

バイオ
メトリクス

評価手法 評価ツール対策技術分析手法

産総研での研究開発

製品認証等

SASEBO-GIII
28nm FPGA

不正
コピー

PUF
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タイトル 概 要 実施ユニット

１ 単層ＣＮＴ実証プラント
低コスト･キログラムス
ケールの製造

従来より1000倍の成長効率を誇る、スーパーグロース法の連続生産技
術を用いて、日本ゼオン（株）と共同でスーパーグロース法の実証プラン
トを設立・運営し、キログラム単位での単層ＣＮＴ量産を実現。２０１２年
度から本格的な運用を開始し、現在までに１００社以上へのサンプル提
供を行う。

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 プラズマＣＶＤによる低
温合成グラフェンの超
低抵抗化の可能性を
確認

0.3mm程度の小領域において、プラズマCVDで低温合成したグラフェン
により透過率90.1%シート抵抗33.7Ω/sqを達成。これは1000℃の熱CVD
で合成したグラフェンのチャンピオンデータとほぼ同等の性能であり、低
温プラズマCVDによるグラフェンのさらなる低抵抗化の可能性を確認した
。

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 単原子からの特性X線
の検出に成功

最新鋭の収差補正型電子顕微鏡を用いてかつエネルギー分散型X線分
析（EDX）の検出効率を飛躍的に向上させることによって、単原子からの
特性X線を検出することに成功した。これによりほぼすべての元素で、原
子レベルでの元素分析が可能になった。貴金属などのこれまで検出の
難しかった元素の単原子レベルでの分析にも応用できるため、貴金属を
含んだ触媒や抗がん剤の原子レベルでの研究への貢献が期待される。

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
ント用無線センサネット
ワークシステムの開発

昨年度までに実施した立川地区10店舗、京都市50店舗での実験をベー
スに、量産タイプ小型無線電力センサシステムを改良して、東北地区、
東海地区のCVS1,700店舗以上へ合計14,000個以上の無線電力センサ
を実装して、個店ごとの消費電力をリアルタイムにモニタリングできる大
規模な実証実験システムを実現した。さらに、CVSの省エネ10％を目的
に、店舗および店舗周辺の温湿度および冷蔵庫ドアの開閉をモニタリン
グする環境センサ300個を立川・京都地区60店舗に実装し、電力増加の
要因となるパラメータ抽出（プロトタイププロファイリングシステムの開発）
に成功した。

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２４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）

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 レーザー援用インクジェッ
ト法のオンデマンド・シス
テムLSＩ・評価システムへ
の応用

線幅：5μｍ（一昨年度比1/2）、アスペクト比：1、描画速度：30mm/sec
（同比３倍）の微細2次元描画に成功した。 企業提案のオンデマンド・
システムLSIテストシステム（3D TVS テストシステム、Smart Die Carrier
） は次世代基盤プロセスとして採用され、LIJの試作デモ等も含め同社
プライベート展示会で発表された。

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

６ ハンディ燃料電池システ
ムを開発

高効率発電が可能なマイクロチューブ固体酸化物形燃料電池（SOFC）
を用い、電極の構造をナノレベルで制御することによって、LPG などの
汎用的で運搬が容易な炭化水素燃料を直接利用できるようになった。
急速起動性に優れ、持ち運びができることから、災害・非常時用、アウ
トドア用の電源としての応用が期待される。本成果は、「nano tech 2013 
第12 回 国際ナノテクノロジー総合展・技術会議」の産総研ブースにて
展示・発表された。

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

７ ガスクロミック調光ミラー
の耐久性向上と新規スイ
ッチング方式の開発

ガスクロミック方式調光ミラーの課題であるスイッチングの繰り返しに対
する耐久性について、新しくMg-Y系調光ミラー薄膜材料を開発すること
で、10,000回以上の耐久性を達成し、光学特性も大きく改善した。また、
ペアガラスの使用やガスのスイッチングシステムが必要、水素の使用
の危険性が懸念される等の欠点を解決できる新スイッチングシステム
を開発し、実用化に向けて前進した。

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

８ 重希土類フリー高性能磁
石の開発

高性能磁石に耐熱性を付与するジスプロシウムの使用量削減のため、
重希土類フリー高性能磁石として等方性Sm系焼結磁石を作製した。こ
れにより本焼結磁石の耐熱性を明らかにできた。さらに、異方性Sm系
磁石を作製するため、焼結過程における磁気特性の低下メカニズムを
明らかにし、対策を検討した。

サステナブルマテリアル研究
部門

中期計画【別表1】 I-3-（3）-②

整理番号：0000088-100

ナノテクノロジー・材料・製造分野

平成２４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 光で液化固化する材料
の光制御接着への応用

室温において、紫外光照射により固体から液体、可視光照射により液体
から固体に転移する材料を開発した。この現象は、光照射によって材料
の分子構造が可逆的に変化することにより引き起こされ、何度でも繰り
返し行うことが可能である。この材料を接着剤として用いると、ガラスに
対して約50N cm-2の接着力を示した。この状態で紫外光照射すると接着
力はほぼ０になり、さらに可視光を照射すると元の接着力を回復した。こ
のように光照射のみで接着と脱着ができる従来にない接着剤を提供で
きることを示した。現在多くの企業から利用してみたいという要望があり
、試薬化を進めている。

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：0000092-100，
0000327-100

１０ 放射性セシウム汚染物
の除染技術開発

放射性セシウムを吸着するプルシアンブルーをナノ粒子化し、市販品を
大きく上回る吸着材を開発、連携企業から販売を開始した。また、カラム
使用に適した粒状吸着材や、不織布状吸着材の開発も進め、一部は販
売に至っている。これらの吸着材は、飲料水、農業用水等確保を目的と
した汚染水の除染、焼却灰等の除染、環境中の放射性物質の濃度評価
等を目的とし、様々な機関に販売もしくは提供されている。

さらに、独自の取り組みとして、植物体汚染物を焼却後、焼却灰を除染
する実証試験プラントも構築、上述の吸着材を利用した実証試験を、福
島県内にて開始している。

ナノシステム研究部門

中期計画【別表1】 I-4-(1)-②、
III-2- (1)-②

整理番号：0000096-100，
0000331-100

１１ 高効率LEDの開発 光取出し面に微小リッジ構造、裏面に銀ミラーを備えるAlGaInP 薄膜型
赤色LEDの試作を行い、光取出し効率を平坦表面デバイスより4.4倍（絶
対効率推定40〜50%）向上させることに成功した。これはランダムな粗面
化処理やフォトニック結晶などの従来技術に比べて2〜3倍高い効率であ
り、従来技術に対する本技術の優位性がデバイス動作において初めて
確認された。また、発光波長の黄色化に必要な結晶成長技術を開発し
た。さらに、青・緑色のGaN系LEDの実現に必要な微小GaNリッジ構造の
作製にも成功した。

ナノシステム研究部門

中期計画【別表1】 I-4-(1)-④、
III-2-(1)-④

整理番号：0000100-100，
0000335-100

ナノテクノロジー・材料・製造分野

平成２４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

１２ 遷移金属酸化物 ／ スピ
ン軌道相互作用・ノンコリ
ニア磁性

第一原理材料シミュレータQMASをプラットフォームとして、スピン軌道
相互作用・ノンコリニア磁性の汎用的な取扱いを可能とするため、相対
論的２成分スピノール形式での電子状態計算機能の導入・整備を進め
てきたが、本年度、複雑な遷移金属酸化物における実用計算を行なう
ことが可能な水準に到達した。成果の例として、Cd2Os2O7とCaMnO3の
磁気構造を図に示す。両者とも、実験サイドからの提案は存在したが、
確立までには至っていなかった。QMASを用いた計算により、実験サイ
ドの提案を裏付ける成果が得られ、それぞれの分野で注目を集めた。

ナノシステム研究部門

中期計画【別表1】 I-4-(1)-⑤、
III-2-(1)-⑤

整理番号：0000101-100，
0000336-100

１３ ダイヤモンド接合ウェハ
の低欠陥・大型化

ダイヤモンド接合ウェハの接合境界上に発生する異常粒子数の抑制し
た上で、接合を繰り返して大面積化し、40mm×60mm接合ウェハを実
現した。結晶の高品質化のため、種結晶片の境界方向とオフ方向（ス
テップフロー方向）を適度にずらす方法、およびフェムト秒レーザー加工
による結晶片の切断方法の導入によって接合界面での異常粒子およ
び欠陥を抑制した。

ダイヤモンド研究ラボ

中期計画【別表1】 I-4-(2)-②、
III-2-(2)-②

整理番号：0000110-100,
0000345-100

ナノテクノロジー・材料・製造分野

平成２４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）



単層ＣＮＴ実証プラント低コスト･キログラムスケールの製造 ナノチューブ応用研究センター

【研究成果の概要】
従来より1000倍の成長効率を誇る、スーパーグロース法
の連続生産技術を用いて、日本ゼオン株式会社と共同でスー
パーグロース法の実証プラントを設立・運営し、キログラム単
位での単層ＣＮＴ量産を実現した。用途開発企業に従来より圧
倒的な低コストで最大キログラムスケールの単層ＣＮＴのサン
プル提供が可能になり、２０１２年度から本格的な運用を開始
し、現在までに１００社以上へのサンプル提供を行う。

【平成２４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
・様々な産業応用を可能にする単層ＣＮＴの高品質化・低コスト
化を図り、未来の省エネルギー社会の実現を目指した単層ＣＮ
Ｔ産業創成のための基盤研究を行う。

【開発技術の用途】

・スーパーグロース法に基づく実証プラントの本格的な運用を
開始、世界で初めてとなる工業材料として単層ＣＮＴの商業生
産（１０トン/年・反応器）を開始することを目指す。
・０.６ｋｇ/日のスーパーグロース法･単層ＣＮＴナノチューブの生
産を達成
・１００社以上へスーパーグロース合成法による単層カーボン
ナノチューブ試料を提供

図１ 実証プラント：50センチ角基板で連続合成可能

図２ 実証プラントから商業プラントへ

500 mm基板

平成２４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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プラズマＣＶＤによる低温合成グラフェンの超低抵抗化の可能性を確認 ナノチューブ応用研究センター

【研究成果の概要】
・プラズマCVDのパラメータの最適化、合成用基板である銅箔の表面状態
の平坦化・清浄化、銅箔からのグラフェンの転写技術の向上、さらに安定し
たドーピング技術を開発した。プラズマCVDで低温合成したグラフェンにより
10mm角以上の領域で可視光透過率87.5％でシート抵抗347Ω/sqのグラ
フェン透明導電フィルムの開発に成功した。
・上記に加え、0.3mm程度の小領域においてプラズマCVDで低温合成したグ
ラフェンにより透過率90.1%でシート抵抗33.7Ω/sqを達成した。これは1000℃
の熱CVDで合成したグラフェンのチャンピオンデータとほぼ同等の性能であ
り、低温プラズマCVDによるグラフェンのさらなる低抵抗化の可能性を確認
した。
・新たな用途として、グラフェンによる発熱デバイスを試作した。このデバイ
スは従来のヒーターと比較して圧倒的に薄いという特長があり、様々な新し
い用途の開拓が期待できる。

【平成２４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
・マイクロ波プラズマCVDで合成するグラフェンの品質をさらに向上し、高性
能な透明導電膜用途、およびグラフェンの新たな用途への適用可能性を探
索する。

【開発技術の用途】

・フレキシブル透明導電フィルム（タッチパネル、電子ペーパー、太陽電池、
フラットパネルディスプレイ、有機ＬＥＤ、等）
・各種発熱デバイス
・配線材料、放熱材料、ガスバリア膜、トライボ材料、他

図１ 透過率87.5%シート抵抗347Ω/sq

図２ さらなる低抵抗化を確認
(グラフェン1層あたり151Ω/sq)

102

30 40 50 60 70 80 90 100
Transparency (%)

Sh
ee

t r
es

is
ta

nc
e

(
/□

)

103

104

105

106

2.5 k
5 k

10 k
20 k
30 k
50 k

100 k

200 k

10

1 k
500 

500 

87 %

.

.

透過率: 87.9±1.3(1 ) %

透過率: 87.5±0.5(1 ) %

透過率: 87.5±1.2(1 ) %

透過率: 90.1±0.5(1 ) % 390 ℃, 30 sec

650 ℃, 3 sec
同一ロット、別サンプル

R0 = 125 250 

102

30 40 50 60 70 80 90 100
Transparency (%)

Sh
ee

t r
es

is
ta

nc
e

(
/□

)

103

104

105

106

2.5 k
5 k

10 k
20 k
30 k
50 k

100 k

200 k

10

1 k
500 

500 

87 %

.

.

透過率: 87.9±1.3(1 ) %

透過率: 87.5±0.5(1 ) %

透過率: 87.5±1.2(1 ) %

透過率: 90.1±0.5(1 ) % 390 ℃, 30 sec

650 ℃, 3 sec
同一ロット、別サンプル

R0 = 125 250 

平成２４年度の主な研究成果（ナノテクノロジー・材料・製造分野）

73



図２（左）実験に用いたエルビウム原子（赤）を含むピーポッド試料
のモデルと電子顕微鏡暗視野像。（右）実験の概略図

単原子からの特性X線の検出に成功 ナノチューブ応用研究センター

【研究成果の概要】
生体や物質に含まれる元素を、原子ひとつひとつの精度で全て分析
する技術は、広い範囲の研究分野で望まれている。エネルギー分散
型X線分析（EDX）はホウ素（原子番号5）からウラン（原子番号91）ま
で貴金属を含む広範囲の元素の同定ができる分析手法であるが、
これまでは検出効率の低さから単原子レベルでの元素分析は不可
能とされてきた。本研究では、収差補正型電子顕微鏡の性能を向上
させて世界で初めて原子ひとつからの発光（特性X線）の測定に成
功した（Nature Photonics誌に掲載）。

【平成２４年度計画との関連】
小項目：【別表１】Ⅳ-１-(2)-② 超高感度、高分解能透過電子顕微
鏡の研究開発
・単分子・単原子レベルでの計測および分析技術を確立するために
電子顕微鏡のさらなる高分解能化高感度化技術を開発する。

【開発技術の用途】

・原子レベルで白金や金などの貴金属の元素分析が実現でき、（水
素などを除く）ほぼすべての元素の高感度分析が可能になった。
・貴金属元素を触媒とする燃料電池の高効率化や機能解明などに
即座に応用可能。
・分子可視化技術と組み合わせることで、抗がん剤に用いられる白
金原子分布などの測定が可能に。分子設計に基づいた将来の医薬
品開発が期待される。
・隕石学においても貴金属の微量元素分析は大きな貢献をもたらす。

図１ エルビウム単原子からのX線スペクトルおよび実験
の模式図

平成２４年度の主な研究成果（ナノテクノロジー・材料・製造分野）

74



エネルギーマネージメント用無線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RC

【研究成果の概要】
昨年度までに実施した立川地区10店舗、京都市50店舗での実験を
ベースに、量産タイプ小型無線電力センサシステムを改良して、東北
地区、東海地区のコンビニエンスストア(CVS)1,700店舗以上へ合計
14,000個以上の無線電力センサを実装して、個店ごとの消費電力をリ
アルタイムにモニタリングできる大規模な実証実験システムを実現し
た。さらに、CVSの省エネ10％を目的に、店舗および店舗周辺の温湿
度および冷蔵庫ドアの開閉をモニタリングする環境センサ300個を立
川・京都地区60店舗に実装し、電力増加の要因となるパラメータ抽出
（プロトタイププロファイリングシステムの開発）に成功した。

【平成２４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
・所内クリーンルームおよび100店規模以上の小規模店舗にて消費エ
ネルギーを10％削減するためのシステム技術を開発する。

【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 CVSへの環境センサの実装

図２ 室外環境の測定例

平成２４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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図２ オンデマンド実装の必要性と企業実用化発表

レーザー援用インクジェット法のオンデマンド・システムLSＩ・評価システムへの応用
先進製造プロセス研究部門

【研究成果の概要】

・レーザー援用インクジェット（LIJ）法で、線幅で５μｍ（線幅で一昨年度比

1/2）アスペクト比：１、描画速度で30mm/sec（一昨年度比３倍）の微細Ag配線

の2次元描画に成功

・オンデマンド・システムLSIテストシステム（3D TVS テストシステム）要求ス

ペックを満足し、次世代基盤プロセスとして採用され、LIJの試作デモ等も含め

同社プライベート展示会で発表

・太陽電池基板応用では、スクリーン印刷で困難な線幅30μm以下の微細配

線フィンの描画、凹凸のあるSi基板上での描画を実現

図１ 線幅５μｍの微細配線描画とリペア技術の検証

評価対象デバイスと計測・評価機器とをオンデマンドに接続
共同研究先企業・製品化をアナウンス

【平成２４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

・性能評価の繰り返し精度を１％以下に向上させる。

【開発技術の用途】

・プリンタブルエレクトロニクスの実用化

・リペア、アップグレード技術による省エネ・省資源

ビジネスモデルの実現

平成２４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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ハンディ燃料電池システムを開発 先進製造プロセス研究部門

【研究成果の概要】
・内部改質機能を持つようにナノ構造を制御した固体酸
化物形燃料電池（SOFC）電極製造技術を開発し、急速
起動を実現。
・LPG （ブタンガス）など汎用的で持ち運びの容易な炭化
水素燃料の直接利用が可能。
・600℃域での初期100時間の耐久性と、高集積化が可
能なマイクロチューブSOFCモジュール製造技術の開発
により、災害・非常時用やアウトドア用のハンディタイプ
の電源への応用に期待。

【平成２４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
・集積モジュール製造基盤技術の確立する。

【開発技術の用途】

・災害・非常時用やアウトドア用の可搬型電源や、
通信基地局等のバックアップ電源、次世代自動車などの
移動体用電源への応用が期待。
・安全性が高く、静で、少ない燃料で長時間の発電が可
能な電源として、停電時等に、医療機関や福祉施設等で
も利用を目指す。

図１ ハンディ燃料電池システムの外観と概念図

図２ マイクロチューブSOFC モジュール（直流5～36 V 仕様）と
ブタン直接供給による急速起動試験（USB機器接続時）

平成２４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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ガスクロミック調光ミラーの耐久性向上と新規スイッチング方式の開発 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、ガスクロミック方式による調光ミラーは、エレクトロクロ

ミック方式に対してスイッチングの繰り返しに対する耐久性が劣って
いたが、本年度新しくMg-Y系調光ミラー薄膜材料を開発し、これを
用いることで10,000回以上の耐久性を達成すると共に、光学特性も
大きく改善した。

また、これまでのガスクロミック方式によるスイッチングでは、必ず
ペアガラス（二重ガラス）として用いなければならない、ガスのスイッ
チングシステムが必要、水素を使うために危険性が懸念されるなど
の欠点があり、実用的なスイッチング方式に関する目途が立ってい
なかった。本年度は、これらの欠点を解決できる新規スイッチングシ
ステムを開発し、実用化に向けて大きく前進することができた。

【平成２４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
・調光窓材について透明／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。

【開発技術の用途】

・電気的に駆動する調光ミラーデバイスにおいて、住宅・ビル等の建
築物ならびに自動車等の移動用車両の省エネルギー用窓材として
広範な需要が見込まれる。
・光学、電子電気デバイスや既存物品への付加価値技術としての応
用も期待できる。

図１ Mg-Y系調光ミラーの耐久性

図２ Mg-Y系調光ミラーの調光の様子

１万回以上スイッチングしてもほとんど劣化が見られない

鏡状態 透明状態

鏡状態と透明状態の光学変化が大きく、また透明状態に
おいてほぼ無色にすることができる

平成２４年度の主な研究成果（ナノテクノロジー・材料・製造分野）

78



重希土類フリー高性能焼結磁石の開発 サステナブルマテリアル研究部門

【研究成果の概要】
レアメタルとして最も供給不安の高い重希土類元素であるジスプロ

シウム（Dy)を含まない等方性Sm-Fe-N焼結磁石の熱特性を定量的
に評価した。加熱下での磁石特性を調べた結果、異方性のネオジム
磁石の特性低下に比較して、等方性Sm-Fe-N焼結磁石は特性の低
下が緩やかであり、等方性磁石にもかかわらず200℃における表面
磁束の温度特性はDyを3.7%含む異方性のネオジム磁石と同等で
あった。また、保磁力の温度係数はネオジム磁石の約３／４と低い
値となり、磁束密度と同様に保磁力も温度特性に優れていることが
わかった。

本研究によって、Sm-Fe-N焼結磁石の温度特性の詳細な評価が
可能となり、ネオジム磁石より耐熱性に優れていることが明らかに
なった。これは本磁石をモータなどへ実用化できれば重希土類への
依存が大きく低減できるものと考えられる。

【平成２４年度計画との関連】
小項目：【別表１】I-３-(３)-② レアメタル等金属や化成品の有効利

用、リサイクル、代替技術の開発

・高圧パルス通電焼結により作製したバルク状Sm系磁性材料の低

温緻密化による特性の改善を図り、ジスプロシウム代替・省使用化

技術を開発した。

【開発技術の用途】

・モーターなど高性能磁石を使用する部品への展開
（情報機器、次世代自動車、風力発電、医療機器への応用）

・高性能・難焼結性粉末の焼結技術への展開

図１ 加熱時の開発磁石とネオジム磁石の比較
（どちらも重希土類元素を含まない）

図２ 表面磁束密度と加熱温度の関係

R.T. 160ºCR.T. 160ºC

開発磁石（Sm-Fe-N） Nd-Fe-B磁石（Dyフリー）

平成２４年度の主な研究成果（ナノテクノロジー・材料・製造分野）

79



光で液化固化する材料の光制御接着への応用 ナノシステム研究部門

【研究成果の概要】
室温において、紫外光照射により固体から液体、可視光照射に
より液体から固体に転移する材料を開発した（図１）。この現象は、
光照射によって材料の分子構造が可逆的に変化することにより
引き起こされ、何度でも繰り返し行うことが可能である（図２）。こ
の材料を接着剤として用いると、ガラスに対して約50N cm-2の接
着力を示した。この状態で紫外光照射すると接着力はほぼ０にな
り、さらに可視光を照射すると元の接着力を回復した。このように
光照射のみで接着と脱着ができる従来にない接着剤を提供でき
ることを示した。現在多くの企業から利用してみたいという要望が
あり、試薬化を進めている。

【平成２４年度計画との関連】

小項目：【別表１】I-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

・光に応答してバルクの相構造（固体と液体、結晶とアモルファス
等）を制御可能な新材料の創製

【開発技術の用途】

・製品のリサイクルを容易にする脱着可能な接着剤
・接着技術を高度化する脱着と接着が自在な新接着剤
・非熱プロセスによる製品製造に有用な接着剤
・再作業が可能な接着剤

図２ 分子構造変化の模式図

図１ 光で液体固体転移する様子（上）と接着状
態と脱着状態の光制御（下）

固体
(solid)

紫外光
(UV)

可視光
(Vis)

液体
(liquid)

0.5 mm室温

紫外光

可視光

結晶、液晶ガラス固体 等方性液体

平成２４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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放射性セシウム汚染物の除染技術開発 ナノシステム研究部門

【研究成果の概要】
放射性セシウムを吸着するプルシアンブルーをナノ粒子化し、市販

品を大きく上回る吸着材を開発、連携企業から販売を開始した。ま
た、カラム使用に適した粒状吸着材や、不織布状吸着材の開発も進
め、一部は販売に至っている。これらの吸着材は、飲料水、農業用
水等確保を目的とした汚染水の除染、焼却灰等の除染、環境中の
放射性物質の濃度評価等を目的とし、様々な機関に販売もしくは提
供されている。

さらに、独自の取り組みとして、植物体汚染物を焼却後、焼却灰を
除染する実証試験プラントも構築、上述の吸着材を利用した実証試
験を、福島県内にて開始している。

【平成２４年度計画との関連】

小項目： 【別表１】Ⅰ-4-(1)-②、Ⅲ-2-(1)-② 高付加価値ナノ粒子
製造とその応用技術の開発
・セシウム吸着用プルシアンブルー型錯体ナノ粒子の開発を進め、
土壌を含めた多様な放射性セシウム汚染体の除染技術に適用して
いく。

【開発技術の用途】

・放射性セシウム含有物（焼却灰等）の除染
・環境水中放射性セシウムの濃度等評価
・飲料水、農業用水等に含まれる放射性セシウムの除染

様々な放射性セシウム吸着材

放射能除染回収用実証試験プラントの一部

平成２４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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高効率LEDの開発 ナノシステム研究部門

【研究成果の概要】
光取出し面に微小リッジ構造、裏面に銀ミラーを備えるAlGaInP 薄

膜型赤色LEDの試作を行い、光取出し効率を平坦表面デバイスより
4.4倍（絶対効率推定40 50%）向上させることに成功した。これはラン
ダムな粗面化処理やフォトニック結晶などの従来技術に比べて2〜3
倍高い効率であり、従来技術に対する本技術の優位性がデバイス
動作において初めて確認された。また、発光波長の黄色化に必要な
結晶成長技術を開発した。さらに、青・緑色のGaN系LEDの実現に必
要な微小GaNリッジ構造の作製にも成功した。

【平成２４年度計画との関連】

小項目：【別表１】I-4-(1)-④、Ⅲ-2-(1)-④ ナノ構造を利用したと革
新的デバイス材料の開発
・発光ダイオード技術においてはリッジ形状の最適化を行うとともに、
それを利用した発光ダイオードの作製を行う。

【開発技術の用途】

・省エネルギー照明。
・プロジェクタ、植物工場の光源など。

図１ 本研究で作製した薄膜型赤色LED
の断面電子顕微鏡像

図２ 平坦表面LEDとリッジ構造LED
の発光イメージの比較

リッジ構造

室温、I=20mA

平坦表面

室温、I=20mA

平成２４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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図２ CaMnO3に電子ドープを施した際の磁気構造の変
化。ドープ量の増加に伴い、強磁性成分が発現し（弱
強磁性）、最終的には強磁性となる。

遷移金属酸化物 ／ スピン軌道相互作用・ノンコリニア磁性 ナノシステム研究部門

【研究成果の概要】
第一原理材料シミュレータQMASをプラットフォームとして、スピン軌
道相互作用・ノンコリニア磁性の汎用的な取扱いを可能とするため、
相対論的２成分スピノール形式での電子状態計算機能の導入・整
備を進めてきたが、本年度、複雑な遷移金属酸化物における実用計
算を行なうことが可能な水準に到達した。成果の例として、Cd2Os2O7

とCaMnO3の磁気構造を図に示す。両者とも、実験サイドからの提案
は存在したが、確立までには至っていなかった。QMASを用いた計算
により、実験サイドの提案を裏付ける成果が得られ、それぞれの分
野で注目を集めた。

【平成２４年度計画との関連】

小項目：【別表１】I-４-(1)-⑤、Ⅲ-2-(1)-⑤ 材料・デバイス設計のた
めの高予測性シミュレーション技術の開発
・新規デバイス開発の支援のため、必要な計算技術及びプログラム
を開発並びに整備しながら、電子状態、伝導特性、及び誘電特性な
どについてシミュレーション研究を進める。具体的には、QMASの開
発・応用を進める。

【開発技術の用途】

スピン軌道相互作用・ノンコリニア磁性を明示的に扱うことのできる
計算機能は、各種磁性材料を扱う際に不可欠のものである。特に一
例を挙げると、重要な応用材料である磁石への適用が期待される。
磁石の性能を左右する因子の代表的なものの１つが結晶磁気異方
性エネルギーであるが、QMASに導入し整備を進めた計算機能を用
いることにより、その値を求めることが可能である。

図１ Cd2Os2O7の磁気構造(a)、および、有効オンサイト
クーロン相互作用パラメータの関数としての相図(b,c)。
妥当なパラメータ値で実験結果と整合する電子状態・磁
気秩序が得られた。

G-AFM FMcanted G-AFM

電子ドープ

平成２４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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ダイヤモンド接合ウェハの低欠陥・大型化 ダイヤモンド研究ラボ

図２ ダイヤモンドサイズ開発推移

【研究成果の概要】
・ダイヤモンド接合ウェハの接合境界上に発生する異常粒子数
を抑制した上で、接合を繰り返して大面積化し、ウェハ面積で
は直径2インチを大きく越える40mm×60mm接合ウェハを実現
した。

･結晶の高品質化のため、種結晶片の境界方向とオフ方向（ス
テップフロー方向）を適度にずらす方法、およびフェムト秒レー
ザー加工による結晶片の切断方法の導入によって接合界面で
の異常粒子および欠陥を抑制した。

【平成２４年度計画との関連】

小項目：【別表１】I-4-(2)-②、Ⅲ-2-(2)-② 単結晶ダイヤモンド
の合成及び応用技術の開発
・単結晶ダイヤモンドの成長技術及び結晶欠陥評価等の技術
を利用した低欠陥２インチ接合ウェハ製造技術を開発

【開発技術の用途】

・パワーデバイス向け半導体ウェハ
・弾性波デバイス、ＭＥＭＳウェハ
・工具、光学・真空窓材、等材料

平成２４年度の主な研究成果（ナノテクノロジー・材料・製造分野）

10mm

10

20

‘05 ‘10

20x 40mm2

0
市販品
最大

’13.3目標

面
積

（
cm

2 ）

図１ 大型ダイヤモンド・ウェハ（40mm角)
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タイトル 概 要 実施ユニット

１

コヒーレント・テラヘルツ光源の開
発と応用

小型電子加速器を用いたコヒーレントテラヘルツ光源を生体試料観察
に応用したことが高く評価され、日本加速器学会年会賞(口頭発表部
門)を受賞した。

計測フロンティア研究部門

中期計画【別表1】Ⅳ-1-(1)-①

整理番号0000364-100

２

陽電子ビームによる実環境極微空
孔計測技術の開発と応用

分離膜等に使われる機能性高分子薄膜は湿度等水分子の存在に
よってその性能が変化するものが多く、それらの性能と高分子鎖構造
との関係を明らかにするため、世界で初めて湿度制御大気圧下にお
いて陽電子ビームによる薄膜の原子レベル欠陥の計測技術を実現し、
プレス発表等を行った。

計測フロンティア研究部門

中期計画【別表1】Ⅳ-1-(1)-②

整理番号0000365-100

３

個人向け小型放射線線量計の開
発と実用化

携帯型放射線線量計を完成させつくば市での実証実験を行うとともに
企業への技術移転を行い、H24年度内に製品化された。

計測フロンティア研究部門

中期計画【別表1】IV-1-(1)-③

整理番号0000366-100

４ 先端計測分析機器の公開による
社会貢献

ナノテクプラットホーム事業を開始し、より高度な計測支援とユーザ
ニーズの把握が可能になった。

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

５

量産用プラズマエッチング装置の
異常放電検出技術と実用化

実機（量産用エッチング装置）において異常放電の検出の有効性を実
証した。および新開発の導電性セラミックスをサンプル出荷の段階ま
で展開した。

生産計測技術研究センター

中期計画【別表1】Ⅳ-1-(３)-①

整理番号0000375-100

６

高性能圧電体薄膜の開発とAEセ
ンサ内蔵ウエハーステージへの適
用

ScAlN薄膜を利用した振動センサにより、プラズマエッチング装置の
ウェハステージ上で発生するプラズマ異常放電の発生が予測可能な
ことを世界で初めて実証した。

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

７

医療の信頼性確保に資する標準
物質の開発

目標を上回る3種類6物質の標準物質を開発した。医療現場の診断・
検査、またバイオ計測の信頼性を支える成果である。

計測標準研究部門

中期計画【別表3】Ⅰ-1-(2)-①

整理番号0000484-100

平成２４年度の主な研究成果一覧（計測・計量標準分野）

計測・計量標準分野
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タイトル 概 要 実施ユニット

８

元素標準液および無機高純度物
質の開発に関する研究

目標を上回る2種類5物質の標準物質を開発した。環境分析や品質管
理の精度向上に不可欠な成果である

計測標準研究部門

中期計画【別表3】Ⅰ-1-(2)-③

整理番号0000486-100

９

ミリ波帯導波管減衰量標準の整備 新規に導波管減衰量標準の供給を開始した。超高周波帯の無線通
信や計測機器の実用化のための国際基準適合性認証に貢献する成
果である。また、オープンラボの優秀ポスター賞を受賞した。

計測標準研究部門

中期計画【別表3】Ⅰ-1-(3)-①

整理番号0000488-100

１０

微量水分計の応答試験 微量水分の測定において、実際の計測現場で最も大きな不確かさ要
因となる、水分濃度変化に対する微量水分計の応答を評価する試験
サービスを開始した。従来のNMIJの依頼試験では、安定的な状態に
おける計測器の性能評価(指示の校正)を取り扱っていたが、今回依
頼試験としては初めてとなる、動的な状況における計測器の性能試
験サービスを開始した。

計測標準研究部門

中期計画【別表3】Ⅰ-1-(3)-②

整理番号0000490-100

１１

小容量トルク標準機の開発 高精度小容量トルクメータ（0.1 N･m～10 N･m）については計画よりも1
年早く校正サービスを開始した。今後、OA機器用小型モータの適切
な出力評価による高性能製品の開発や、省エネ・高性能な医療機器
用モータの開発などに貢献することが期待される。

計測標準研究部門

中期計画【別表3】Ⅰ-2-(2)-①

整理番号0000496-100

１２

放射性セシウムを含む玄米の認証
標準物質の開発（量子放射）

放射性セシウムを含む玄米の認証標準物質を開発し、頒布すること
によって、国内のコメの放射能分析の信頼性の向上に大きく寄与した。

計測標準研究部門

中期計画【別表3】Ⅰ-2-(2)-②

整理番号0000507-100

１３

抵抗の２次標準器：超高性能小型
標準抵抗器の開発

高性能で扱いやすい、抵抗の二次標準機を開発した。汎用電気測定
器への組み込み等を通じて、幅広い利用が期待される。

計測標準研究部門

中期計画【別表3】Ⅰ-2-(2)-③

整理番号0000510-100

１４

化学計量トレーサビリティ体系の高
度化に関する研究

核磁気共鳴法による有機化合物の校正技術に関して、日本薬局方第
１６改正第１追補（平成２４年１０月告示）に採用された。

計測標準研究部門

中期計画【別表3】Ⅰ-2-(5)-①

整理番号0000514-100

計測・計量標準分野

平成２４年度の主な研究成果一覧（計測・計量標準分野）
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タイトル 概 要 実施ユニット

１５

光格子時計の研究開発 秒の二次表現への採択へ貢献するものである。また、各メディアでの
報道が多数あった。

計測標準研究部門

中期計画【別表3】Ⅰ-4-(1)-①

整理番号0000518-100

１６

計量標準分野における国際協力
の展開

１０年以上に及ぶタイ王国計量標準研究所（NIMT）とNMIJの協力関
係は、計量標準ならびに基準認証分野全般における日タイの連携に
広がりを見せている。NMIJはタイ王国同分野関係機関の抜本的な支
援を得つつ産総研初の海外でのイノベーション・ワークショップinタイ
の成功に大きく貢献した。

計測標準研究部門

中期計画【別表3】Ⅰ-4-(3)-①

整理番号0000520-100

計測・計量標準分野

平成２４年度の主な研究成果一覧（計測・計量標準分野）



【研究成果の概要】
産総研Sバンド小型リニアックを用いて

パルス幅1ps以下の超短パルス電子ビーム
を生成し、種々のコヒーレント放射技術を
組み合わせて、市販のフェムト秒レーザー
ベースのテラヘルツ光源よりも105倍以上

大きいピーク強度を持つテラヘルツ光源を
開発した。この高強度テラヘルツ光を利用
して、生体組織、模擬禁止薬物の走査型透
過イメージングや、テラヘルツ分光技術の
原理実証に成功した。

【H24年度計画との関連】
小項目：【別表1】Ⅳ-1-(1)-① 有機・生体関
連ナノ物質の状態計測技術の開発
・高強度コヒーレントテラヘルツ光源を開発

することにより、フェムト秒レーザーでは強
度不足のため、測定が困難だった計測が可能
となった。

【開発技術の用途】
・これまで窒素雰囲気下での粉体試料の測定
が主であったのに対し、大気中でのテラヘル
ツ波イメージング等が可能となった。

テラヘルツ
CSR

（THzイメージング用）

テラヘルツCTR
(TH分光用)

超短パルス
電子ビーム

THz-CSR, THz-CTRの発生

生体組織の可視光像（左）と
テラヘルツイメージング像（右）

第9回日本加速器学会年会賞（口頭発表部門）を受賞
装置概要

平成24年度の主な研究成果（計測・計量標準分野）

コヒーレント・テラヘルツ光源の開発と応用 計測フロンティア研究部門
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ガスバリア膜や分離膜等に使われる機能性高分子薄

膜は湿度等水分子の存在によってその性能が変化す

るものが多く、材料開発では使用される実環境に近い

状態で原子レベルの構造を評価できることが望まれて

いる。そこで、陽電子マイクロビームを極薄真空窓を透

過させて大気に取り出し、湿度制御大気圧下において

陽電子ビームによる薄膜の原子レベル欠陥の計測に成

功し、プレス発表等を行った。

【研究成果の概要】 【H24年度計画との関連】
小項目：【別表1】Ⅳ-1-(1)-② ナノ材料プロセスにおける
構造及び機能計測並びにその統合的な解析技術の開発
・世界で初めて薄膜の湿度制御環境下での原子~ナノレベ
ルの欠陥・空隙の計測可能になったものである。

【開発技術の用途】
・今後この測定手法を用いて高分子薄膜等の材料開発を加

速できると期待される。

熱浸透率マップ

Appl. Phys. Lett. 101(1), 14102, (2012)

プレスリリース発表 2012.6.26
「大気中に取り出した低速陽電子でみる分子のすきま」

図１ 大気取り出し陽電子ビームによる
湿度制御下計測 図３ 高分子フィルムの

分子鎖間空隙の湿度依存性

平成24年度の主な研究成果（計測・計量標準分野）

陽電子ビームによる実環境極微空孔計測技術の開発と応用 計測フロンティア研究部門

図２ 陽電子マイクロビーム
計測装置
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【研究成果の概要】
•福島原発事故に対応して、装着者の負担が少なく、日々、

時間毎の被ばくの記録を表示できる個人向け小型放射線

線量計を開発。

•開発した線量計は、３Vボタン電池で１年以上電池交換無

に使用でき、パソコン等に電気的に非接触で接続して被ばく

記録を表示できる（図１）。

•計測標準研究部門、集積マイクロシステム研究センターと

連携し、無線を用いた線量計の大量校正システムを開発し

（図2）、企業（千代田テクノル社）に技術移転。

•つくば市との共同研究により、市民に線量計を１ヵ月配布し

て実証試験を行った（図3）。

図3 つくば市線量計実証試験説明会

図1 開発した個人向け放射線線量計とデータ表示画面

図2 無線を用いた線量計
大量校正システム

平成24年度の主な研究成果（計測・計量標準分野）

個人向け小型放射線線量計の開発と実用化 計測フロンティア研究部門

【H24年度計画との関連】
小項目：【別表1】IV-1-(1)-③ インフラ診断技術の開
発
・開発した線量計は、千代田テクノル社が製品化し（図４）、福島
県の自治体に納入・配布された。

【開発技術の用途】
・今後、住民の被ばくの記録を把握することで原発事故で飛散し
た放射性物質からの被ばくの低減対策に役立つと期待される。
・また、本研究で開発した小型・省エネ・無線機能付の線量計、
大量校正システムは、個人向けの放射線管理だけではなく、除
染プラント等の放射線管理への応用も期待できる。

図4 製品化した小型線量計

90



公開を開始した装置：XAFS装置

100画素超伝導トンネル接合検出器アレイを搭載したＸ線吸収分
光装置を開発、従来型の半導体検出器では分析不可能であっ
たSiC中の微量窒素ドーパントのXAFS測定を実現した。その測
定結果はScientific Reports(DOI: 10.1038/srep00831)に掲載
された。

新規IBEC装置の公開、新陽電子ビーライン公開
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プレス発表
「半導体炭化ケイ素(SiC)に微量添加された窒素ドーパントの格子位置を決
定－超伝導体で明らかにする半導体SiCのナノ微細構造－」

平成24年度の主な研究成果（計測・計量標準分野）

先端計測分析機器公開による社会貢献 計測フロンティア研究部門

・支援実績

【成果の概要】

大企業, 
12, 26%

中小企業, 
2, 4%大学, 25, 

55%

公的

研究機関, 
5, 11%

その他, 2, 
4%

成果公開の支援：46件

課金収入：8,513,895

大企業, 9, 
90%

大学, 1, 
10%

その他, 0, 
0%

成果非公開の支援：10件

課金収入：1,402,821

ナノテクプラットホーム事業の開始により、支援実施体制
の整備が進み、より高度な計測支援とユーザニーズの把
握が可能になった。

成果公開の支援先の半数は大学で、成果非公開のほと
んどは企業であった。製品開発に密接に関係するよう
な支援のほとんどは非公開であった。

ナノテクプラットホーム事業への参画

【H24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

・独自計測機器による様々な材料評価を大学や企業の開発現場に提供した。

【開発技術の用途】
・新たな研究シーズ創成によるイノベーションを活性化し、持続的社会の実現に貢献できる。
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量産用プラズマエッチング装置の異常放電検出技術と実用化
生産計測技術研究センター

【研究成果の概要】
半導体デバイスの製造に多く使用されているプラズマエッチング装

置で起こる異常放電は、ウエハに不良要因を残したり装置部品を壊
したりするため、デバイス製造ラインでの生産性低下の主要因の一
つと考えられている。異常放電の発生箇所では同時に超音波も放出
されるため、音響（AE）センサを内蔵したウエハステージを量産用プ
ラズマエッチング装置に装着し、異常放電の検出を試みた（図1）。そ
の結果、わずか2/1000秒の間に、10回ほど発生している異常放
電を検出することができた。このような異常放電は装置の大気
側に取り付けた音響センサでは検出不可能である。検出した信
号は数十μJオーダーの微弱なものであり、異常放電に特有な
10MHz近傍の周波数検出を実証した（図2）。

【平成２４年度計画との関連】

小項目：【別表1】Ⅳ-1-(３)-① 生産現場計測技術の開発
•装置部品メーカ、材料メーカ、デバイスメーカとの共同研究で、異常
放電やパーティクルの発生を抑制できる材料開発、ウエハへの損害
を与える予兆を検出できるウエハステージの試作、開発、実用化を
目指す。

【開発技術の用途】

・薄型センサの製作技術
・プラズマ処理装置の総合設備効率向上用センサ技術
・薄型センサを利用した産業機器等の異常検出

図2 ステージ内蔵センサーによる異常放電信号の
時間周波数解析

Digital Oscilloscope

Viewing Port
Style
Plasma Probe

Micro-arc Discharge

AMP

Matching
Network

RF Power Source
(13.56 MHz)

Electrode

Electrode

Wafer

ESC

Built-in AE Sensor

Plasma

図1 ステージ内蔵センサーからの信号取得模式図

平成２４年度の主な研究成果（計測・計量標準分野）
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高性能圧電体薄膜の開発とAEセンサ内蔵ウエハステージへの適用
生産計測技術研究センター

平成２４年度の主な研究成果（計測・計量標準分野）

【研究成果の概要】
半導体製造プロセスで実際に使用されていたドライエッチング装置内のウ

エハステージ内部に、図１に示すように我々が開発したスリム振動センサを
複数箇所に設置し、高周波数の弾性波を測定することによって、異常放電
の発生予測技術の可能性の検証を行った。その結果、ステージ周辺では測
定できないウエハーステージ上で発生するプラズマ異常放電を検知すること
に成功した。また、大きな異常放電が発生する前に起こると考えられてい
る、ウエハとステージの間で発生するマイクロプラズマも検知することがで
き、異常放電の発生予測の可能性を世界で初めて示すことができた。さら
に、振動センサや加速度センサの設計を最適化することによって、計測に必
要な出力が得られることも実証した。

圧電体の研究においては、新しい複合化合物圧電体薄膜の探索を行った
結果、MgZnOが10pC/Nの高い圧電性を示すことを見出した。また、図2に示
すようにScAlN薄膜が圧電体薄膜の中で、最も高い発電性能指数を示すこと
も実証した。

【平成２４年度計画との関連】
小項目：【別表1】Ⅳ-1-(３)-② 過酷・複雑な条件に適用可能な力学計測技
術の開発
・エッチング装置内のウエハステージ内部にセンサを設置し、プラズマ異常
放電の測定による異常放電の発生予測技術の可能性の検証を行う。

【開発技術の用途】
・異常放電検知用センサへの応用
・異常ボンディング検知用センサへの応用
・センサネットワーク用電源への応用

図１ AEセンサを内蔵したウエハステージ

図2 各種圧電体の圧電定数と発電性能指数
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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】

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、4種類の開発に取り組み、以下の3種類6物質の認

証標準物質供給を新たに開始した。

(1) 核酸標準物質（核酸濃度）：定量解析用リボ核酸水溶

液（バイオメディカル研究部門との共同研究）

(2) アミノ酸標準物質（アミノ酸純度）： L-チロシン、

L-ヒスチジン、 L-トレオニン、 L-セリン

(3) タンパク質標準物質（タンパク質濃度）：

C反応性蛋白溶液第2ロット（不確かさの低減）

【平成２４年度計画との関連】

小項目：【別表3】Ⅰ-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、引き続き4種類の開発に取り組む。平成2４年度

はこのうち1種類について2物質以上の標準物質を開発する。

また、これまでに開発した標準物質の適切な維持管理を行う。

【開発技術の用途】

臨床検査の計量トレーサビリティの確保により、検査の

信頼性を向上させ、異なる測定機器や測定方法によって

得られた臨床検査のデータであっても相互に比較検討で

きるようになる。これにより、健康状態の追跡が可能と

成り、予防を重視する健康づくりに役立つ。

平成２４年度の主な研究成果（計測・計量標準分野）

アミノ酸標準物質

定量解析用
リボ核酸
(RNA)水溶液

C反応性蛋白溶液
（第2ロット）

臨床検査･バイオ分析の互換性確保

DNAチップ評価法
（業界団体）

実用標準物質等
（試薬メーカー等）

アミノ酸標準液
（試薬メーカー等）

L-チロシン、 L-ヒスチジ

ン、 L-トレオニン、 L-セリ

ン

タンパク質標準物質
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元素標準液および無機高純度物質の開発に関する研究 計測標準研究部門

【研究成果の概要】

環境分析や品質管理においてトレーサビリティ源として用いられる標準物

質を、平成24年度には2種類5物質（元素標準液はリチウム標準液、ルビ

ジウム標準液およびセシウム標準液、高純度物質は塩化ナトリウムと塩

化アンモニウム）を開発した。

【平成２４年度計画との関連】

小項目: 【別表3】１－（２）－③ 生活環境の健全性確保に資する計量標準

・国民の生活環境の健全性を確保するため、工場排水や環境水等の分

析、評価、測定等に必要となる標準物質について、平成24年度には2種

類2物質開発する計画であったが、それを上回る数を開発・整備すること

ができ、供給を開始する。平成25年度にはこのテーマに関して引き続き2

種類2物質について開発する。

【開発技術の用途】

元素標準液はJCSS制度を通じて、それ以外は認証標準物質として供給

され、環境分析や品質管理において、現場での校正や精度管理のために

用いられる。特にトレーサビリティが問われる試験所認定等への対応のた

めにも必要なものである。これらの標準物質では世界的に見ても小さい

不確かさを実現しており、海外の計量標準研究所からの頒布依頼もあり、

平成24年度には韓国KRISSへ頒布したほか、複数の頒布依頼がある。

図３．SIへのトレーサビリティを実現するための方法群

平成２４年度の主な研究成果（計測・計量標準分野）

（国内外の）分析の現場
での利用
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図１．認証標準物質のラベル
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開発中

ミリ波帯導波管減衰量標準の整備 計測標準研究部門

【研究成果の概要】
・車載衝突防止レーダー等のITS関連技術や大容量無線伝送など

の高度情報通信においてミリ波帯（30 GHz~300 GHz）の利用が

急速に実用化されている．電波法ではITUの国際勧告に基づき計

測器等のトレーサビリティが義務付けられており，電磁波強度のダ

イナミックレンジを校正する必要がある．

・NMIJではこれらの測定器のトレーサブルなダイナミックレンジ校

正実現のため，これまで実証実験を経てVバンド（50 GHz~75
GHz）におけるミリ波帯減衰量標準（導波管）をH24年より供給開

始した．

・本研究で新たに開発した安定化中間周波置換法に関し，これま

での実証実験により，現在国際的な周波数割当が進められている

300 GHzまでの周波数帯域に適用するための要素技術を開発し

た．

【平成２４年度計画との関連】
小項目：【別表3】Ⅰ-1-(3)-①国際通商を支援する計量標準

・今後、国際規制が強化される車載衝突防止用レーダーや大容量

無線伝送機器で使用される周波数（60 GHz, 76 GHz, 94 GHz）を

カバーする50 GHz～110 GHz帯減衰量標準の開発計画に対し

て，その一部であるVバンド減衰量標準を整備した．

【開発技術の用途】
・車載衝突防止レーダー評価用基準アンテナ校正や電波法に

基づく無線用測定器のトレーサビリティ確保

・非圧縮HD-TV伝送等の大容量無線伝送機器の技術基準適合

証明

・災害時探査等のミリ波イメージング装置の評価
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安定化中間周波置換法の実証実験

ミリ波帯減衰量標準の供給開始
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衝突防止レーダー
の性能保証

災害用ミリ波イメージ
ング装置の評価

非圧縮HD-TV無線伝送機
器の技術基準適合証明

開発技術の用途

開発技術の産業界での利用

平成２４年度の主な研究成果（計測・計量標準分野）

96



100

50

0

40200

 標準値
 指示値

97

微量水分計の応答試験 計測標準研究部門

【研究成果の概要】

従来から使われている微量水分計の多くは、微量水分領域において製品
仕様を満たしていないこと、特に水分濃度変化に対する応答性に問題が
あることが、NMIJの微量水分標準に基づく性能試験結果から明らかに
なった(図1)。微量水分計メーカー・販売業者が独自に信頼性の高い性能
試験を行うことは困難なため、国際単位系にトレーサブルな微量水分標
準に基づく性能試験(応答試験)サービスをNMIJで開始した。このサービ
スは、NMIJが湿度の一次標準として世界で初めて開発に成功した拡散
管方式による微量水分標準発生装置(図2)を用いている。

【平成２４年度計画との関連】

小項目【別表3】Ⅰ-1-(3)-②ナノデバイス・ナノ材料の開発・利用に資する
計量標準
・窒素以外のガス種に対する微量水分標準を整備するとともに、微量水
分計の応答試験にも対応できるようにする。

【開発技術の用途】

・計測器メーカーの高性能微量水分計開発を支援する。世界的にも質が
高いと認められた確かな微量水分標準に基づく微量水分計の性能試験
サービスを国内に供給していくことで、製品製造や科学の分野で行われ
ている微量水分計測の信頼性の向上に貢献する。

・特に、半導体デバイス、二次電池(Liイオン電池、電気二重層キャパシ
タ)、ハイバリアフィルム(有機EL、プリンテッドエレクトロニクス)等の製造
分野では、ガス中微量水分計測の信頼性が大幅に向上することで、製品
性能の高性能化と歩留まりの改善が期待できる。

図1．従来型微量水分計の性能試験結果

図2．拡散管方式微量水分標準発生装置(左)と拡散セル(右)
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小容量トルク標準機の開発 計測標準研究部門

平成２４年度の主な研究成果（計測・計量標準分野）

【研究成果の概要】
•定格容量10 N·mの実荷重式トルク標準機
（10-N·m-DWTSM）を開発。同定格容量のトルク標準機
では、世界トップレベルの実現トルクの不確かさを達成。

•同時に、標準供給に必要となる高精度・小容量のトルク
メータも開発し評価。

•当所の既存の1-kN·m-DWTSMとの機関内比較を実施。
5 N·mと10 N·mにおいて、10-N·m-DWTSMと1-kN·m-
DWTSMとの実現トルクの同等性を確認。

•トルクメータ校正範囲を0.1 N·mまで拡大し、依頼試験に
よる校正サービスを開始。

【平成２４年度計画との関連】
小項目：【別表3】Ⅰ-2-(2)-① 省エネルギー技術の利用を支
援する計量標準

•小容量トルクメータの取り付けに関する技術的課題を解決
し、計画よりも1年早く校正サービスを開始。

①

②

④

⑤

③

①モーメントアーム部
②分銅載荷機構
③カウンタドライブ
④トルク変換機設置部
⑤架台
⑥風防

⑥

図1 10 N·m実荷重式
トルク標準機

【開発技術の用途】
•高性能小型モータの出力評価に用いられるトルクメータの
精度保証。
→高性能製品の研究開発や省エネルギーに寄与。

• IT関連製品等の組立現場や医療機器等で用いられるトルク
計測機器（トルク工具含む）の信頼性確保。
→国民生活の安全・安心の確保に貢献。
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放射性セシウムを含む玄米の認証標準物質の開発（量子放射） 計測標準研究部門

【研究成果の概要】
・震災後、米の放射能分析が多くの検査機関において行わ
れている。検査機関は、標準ガンマ体積線源を用いて、放
射能分析器を校正している。しかし、検査結果の妥当性を
確認することが難しいことから、妥当性の確認を容易にする
認証標準物質の頒布が要望されていた。
・NMIJでは、放射能分析の信頼性の向上に向け、一般食品
の基準値である100 Bq/kgの分析が可能となるように、標準
供給範囲の下限値を、20 kBq/kgから2 Bq/kgに拡大した。
・食品総合研究所と共同で玄米の標準物質を製作した。放
射能濃度は一般食品のスクリーニングレベルに相当する約
85 Bq/kgに調整した。標準物質に認証値を付与して、放射
性セシウムを含む玄米の認証標準物質として8月31日から
頒布を開始した。2013年3月末時点で150本頒布した。

【平成２４年度計画との関連】

小項目：【別表3】Ⅰ-2-(2)-② 生産現場計測器の信頼性確
保に資する計量標準
・食品や土壌に含まれる、環境放射能のトレーサビリティ確
立に必要な放射性核種の放射能濃度標準を供給する。こ
の標準の開発により、放射性セシウムを含む玄米の認証標
準物質を開発する。

【開発技術の用途】
・Ge半導体検出器による玄米の放射能検査の妥当性を
確認

・玄米のスクリーニング検査の放射能検査の妥当性を
確認するために、持ち回り試験の実施

平成２４年度の主な研究成果（計測・計量標準分野）

トレーサビリティ

放射能国家標準器
4πβ-γ同時計測装置

正しい測定が出来
ている事の確認。

放射性セシウムを含む
玄米の認証標準物質
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抵抗の２次標準器：超高性能小型標準抵抗器の開発 計測標準研究部門

【研究成果の概要】

直流抵抗標準供給のボトルネックになっている要因に、標準抵抗器の
経年変化、温度変動による標準抵抗器の抵抗値変動とそれを緩和す
るため校正室に高度な温度管理が必要なこと、標準抵抗器が大型で
あり丁寧な取り扱いと熟練技術を要すること、が挙げられる。これら全
てを解決するため、従来の標準抵抗器の性能を一桁上回り、サイズも
２０分の1以下の超高性能小型標準抵抗器を開発した。「産総研研究
成果活用製品マーク」を添付し共同研究先企業より販売開始。

【平成２４年度計画との関連】

小項目：【別表3】Ⅰ-2-(2)-③ 中小企業の技術開発力向上に資する計
量標準

100 Ω標準抵抗器に加え、10 Ω標準抵抗器を販売開始。1 Ω、1 kΩに
ついて精密評価中。2015年度までに1 Ωから10 kΩ全標準範囲の標
準抵抗器の販売を目標とする目処がついた。

【開発技術の用途】

グリーン標準供給体系の実現

低コスト、低環境負荷での標準維持

標準の平易化と同時に不確かさ低減

郵送が可能（ハンドキャリ不要）

交流性能もトップレベル（直流・交流の共用可）

製作における高い再現性、量産・技術継承が容易

測定器・装置への実装、汎用部品への技術移転

測定器・装置の大幅な性能上昇、販路拡大

測定器・装置の容易なトレーサビリティの確立

平成２４年度の主な研究成果（計測・計量標準分野）
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化学計量トレーサビリティ体系の高度化に関する研究 計測標準研究部門

【研究成果の概要】

・環境・食品等の分野における安全への要求の高まり及び法改正に伴う

規制対象物質の増加に応えるべく、産総研が標準物質の値付け（校正）

を国際単位系（SI）にトレーサブルな方法で行い、その他のプロセスを標

準物質生産者が行う高効率の分業型標準物質生産システムを構築。特

に値付けに関しては、個別物質の国家標準を必要としない（国家標準は

１種類だけで良い） SIトレーサブルな校正技術として定量NMR法（図１）を

世界に先駆けで実用化したことなどにより、食品分野（農薬）においてこ

れまで２物質であった計量トレーサビリティの確保された校正用有機標準

物質を５年間で約140物質、市場に供給（図２） 。

【平成２４年度計画との関連】

小項目:【別表3】Ⅰ-2-(5)-① 計量トレーサビリティ体系の高度化、合理化

・外部機関による産総研トレーサブルな標準物質の供給を実現するため、

依頼試験による純度校正サービスを継続、計量トレーサビリティの証明と

なるISO/IEC 17025に基づく校正証明書を57件発行。また、新規に30物

質の純度校正を追加。

【開発技術の用途】

・開発した定量NMR法に関しては、定量用標準品の精度管理が課題で

あった医薬品の定量分析において、本技術の適用により計量トレー

サビリティが確保できる見通しを得たことにより、日本薬局方にお

ける標準品の定量法として採用された（平成24年10月1日：厚生労

働省告示第519号）。

図１ 定量NMR法による標準物質の値付け

目盛付け

標準物質A 標準物質B 標準物質C

国家標準（1H信号の基準物質）

値付け

NMR 1H（水素）

図２ 実用化の例：食品安全への貢献

平成２４年度の主な研究成果（計測・計量標準分野）

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、値付けを
行う標準物質毎の国家標
準を必要としない

標
準
物
質
の
種
類

検疫所で常時モニタリングしている農薬：200種類

食品残留農薬試験に用いる
標準物質*の整備状況
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光格子時計の研究開発 計測標準研究部門

【研究成果の概要】
世界に先駆けて開発に成功した171Yb (イッテルビウム)光格子時

計の高度化を達成し、新しい測定結果を国際度量衡委員会に報告
した（図1, 2） 。その結果、 171Yb光格子時計は、「秒の2次表
現」（秒の再定義候補）として採択された。

87Sr (ストロンチウム)光格子時計の開発にも成功し、時計遷移の
観察、及び時計レーザー周波数の安定化を達成した（図3, 4)。

【平成２４年度計画との関連】

小項目：【別表3】Ⅰ-4-(1)-① 次世代計量標準の開発
・ Yb光格子時計の周波数評価を完成させ、絶対周波数測定結果を発
表する。Sr光格子時計では、狭線幅光コムを用いて、冷却用光源及び
時計遷移レーザの安定化を同時に行う。さらに、冷却したSr原子を光
格子に閉じ込め、時計遷移レーザによる分光を行う。

【開発技術の用途】

・秒の再定義に向け、国際度量衡委員会の諮問委員会等で、光格子
時計の現状と開発の詳細を報告し、新しい秒の定義値の決定に寄与
する。また、光格子時計を運用し、国際原子時への校正を行う。
・光格子時計を高精度な重力場測定センサーとして用い（図5）、測地
学や水文学などの地球科学へ貢献する。
・宇宙船のナビゲーションシステムにおいて、高精度原子時計として宇
宙科学への応用（図6）。
・物理定数の恒常性検証など基礎科学への貢献
・新材料の熱膨張係数や経年変化を短時間で評価

平成２４年度の主な研究成果（計測・計量標準分野）

図1. Yb光格子時計の超高真空装置
図2. Yb光格子時計の国際比較

図3. Sr光格子時計の超高真空装置
図4. Sr光格子時計の時計遷移

図6. 国際宇宙ステーション（ISS）
に搭載した原子時計

図5. 国内の光時計研究拠点を光
ファイバで結び、重力ポテンシャ
ルのモニタリング等を行う



ワークショップ・アジェンダ

第一部：タイ国内のものづくりを支える計量標準
第二部：製品の信頼性を担保する基準認証
第三部：ｸﾞﾘｰﾝ・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝをめざした日タイ連携

パネル討論 ：タイにおける校正、基準認証の情報発信

（注：並行してポスターセッションも開催）

ワークショップ会場風景

計量標準分野における国際協力の展開 計測標準研究部門

【研究成果の概要】
NMIJはNIMT(タイ王国の国家計量標準機関)に対し、設立
から協力を行い、JICA-NIMTプロジェクトを通じて42の
計量標準の技術移転を行った、その後も技術アドバイ
ザーの派遣など協力関係を継続しており、その良好な関
係は10年以上に及ぶ。昨年はこの関係をベースとし、公
的研究機関と日系企業等の相互交流を目的とした、産総
研単独では初の海外開催となるワークショップの企画・
開催支援を行った。本ワークショップには、タイの研究
機関、日系企業や関連企業から延べ230名の参加があっ
た。

【平成２４年度計画との関連】

小項目：【別表3】Ⅰ-4-(3)-① 計量標準分野における校
正、法定計量分野における適合性評価の国際協力の展開
・NMIJとNIMT間のMoUに基づく、計量標準分野の活動
として開催支援を実施。
・JICA-NIMTプロジェクトに端を発するNIMTとNMIJの
10年以上に渡る協力関係に基づき国際部と連携。

【開発技術の用途】

・現地日本法人への計量標準の直接的なアウトリーチ
・日タイ連携のすそ野の広がり～計量標準、基準認証、
研究協力など

・産総研の海外ネットワーク強化への貢献
・産総研ならびにNMIJのプレゼンスの向上

平成２４年度の主な研究成果（計測・計量標準分野）

計量標準の技術移転
42量目
・物理標準
・化学標準
・品質システム …

・専門家派遣・研修生受入
・第三国研修講師派遣
・洪水復興支援
・AISTワークショップ

JICA-NIMTプロジェクト

2008 2012

NIMTとの継続的な協力関係
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タイトル 概 要 実施ユニット

１

日本列島の地下の標準的な3次
元物性構造モデルの提案と地殻
変動シミュレーションの実施

日本列島全域で、分解能20km程度、地表部から深さ50km程
度までの温度構造と物質のレオロジー構造のモデルを提案し
た。今回のモデル推定のために、地震波速度構造・微小地震
震源分布・地質岩石学的データ等を用いた新たな手法を開発
した。また、日本列島の主要な活断層深部構造を考慮した日
本列島の変形シミュレーションを実施した。

活断層・地震研究センター

中期計画【別表2】I-3-(1)-①
整理番号0000439-100

２

歪・傾斜・地下水位データの統合
解析による短期的スロースリップ
の検出精度向上

産総研の歪データと防災科研の傾斜データに加え、新たに産
総研の地下水位データ及び気象庁の歪データを統合した解析
を開始し、南海～駿河トラフで発生する巨大地震を予測する鍵
となる短期的スロースリップ(SSE)の検出精度を向上させた。

また、推定した短期的SSEの断層モデルについて、地震調査
委員会・判定会等の外部委員会への報告を開始した。

活断層・地震研究センター

中期計画【別表2】I-3-(1)-②
整理番号0000443-100

３

地中熱利用のための地球熱ポテ
ンシャル評価技術の開発

福井平野のクローズド型地中熱ポテンシャル評価に引き続き、
山形盆地および秋田平野において、オープン型（地下水汲み
上げ方式）地中熱システムの三次元地下水流動及び熱輸送
解析モデルを構築し（図1）、適地指標を抽出した。本研究成果
は国内外の学会等で報告し、高い評価を得られた。

地圏資源環境研究部門

中期計画【別表2】I-1-(2)-③
整理番号0000008-100
中期計画【別表2】I-2-(2)-②
整理番号0000432-100

４

地熱発電と温泉の共生の実現の
ための管理システム開発

八丈島地域（既開発でデータの豊富な地域）と南伊豆地域
（未開発でデータの少ない地域）をモデル地域として、地
熱系モデル開発、調査・モニタリング技術開発、流体流動
シミュレーション技術開発、モニタリングデータ評価・温
泉タイプ判別ソフトウェア開発を含む統合システム作成を
実施。地域の特性やデータ量に応じて運用できる管理シス
テムの有効性を実証した。

地圏資源環境研究部門

中期計画【別表2】I-1-(2)-③
整理番号0000009-100
中期計画【別表2】I-2-(2)-②
整理番号：0000433-100

104

地質分野

平成２４年度の主な研究成果一覧（地質分野）
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タイトル 概 要 実施ユニット

５

南アフリカ共和国における有望レ
アアース鉱床の発見

南アフリカ共和国においてボーリング調査を実施し、有望
なレアアース鉱床を発見した。本鉱床は重レアアースに富
むため、需給が逼迫する磁石用ディスプロシウムの新たな
供給源として期待される。

地圏資源環境研究部門

中期計画【別表2】I-2-(2)-①
整理番号：0000427-100

中期計画【別表2】I-3-(3)-③
整理番号：0000089-100

６

土壌汚染対策及びリスク評価技
術の開発と普及

土壌・地下水汚染対策技術の開発とリスク評価手法の普及を
進め、放射性物質を対象としたモニタリングシステムの開発お
よび福島県内の土壌・水域調査を実施し、研究成果を速やか
に公表した。

地圏資源環境研究部門

中期計画【別表2】I-2-(1)-①
整理番号0000424-100

７

日本・オマーン国交樹立40周年特
別企画「砂漠を歩いてマントルへ
－中東オマーンの地質探訪－」
（地質標本館春の特別展）

オマーン大使館の協力をいただき、地質標本館春の特別展
「砂漠を歩いてマントルへ－中東オマーンの地質探訪－」（4月
17日〜7月1日）を日本・オマーン国交樹立40周年特別企画と
して開催した。4月22日には、オープニングセレモニー及び特
別講演会を開催し、オマーン大使はじめ、4カ国の駐日大使・
大使館職員のご列席をいただいた。

地質標本館

中期計画【別表2】I-4-(1)-②
整理番号0000459-100

８

5万分の1地質図幅の作成及び20
万分の1日本シームレス地質図の
革新的進歩

5万分の1地質図幅「京都東南部」及び「足助」について、
関西圏と中京圏における防災・都市計画・インフラ整備等
に活用するため、詳細な地質調査を行い、都市域の沖積層
とその基盤岩の詳細な地質構造が明らかになった。また、
20万分の1日本シームレス地質図の革新的進歩として、高
速表示でかつ地質図の凡例表示を大幅に進化させ、スマー
トフォンとパソコンで共通のシステムとするとともに、活
断層DB、火山DBとの連携を可能にして、利便性を大幅に向
上させた。

地質情報研究部門

中期計画【別表2】I-1-(1)-①

整理番号0000401-100

地質分野

平成２４年度の主な研究成果一覧（地質分野）



106

タイトル 概 要 実施ユニット

９

「日本の火山（第3版）」の完成 日本全域の火山活動を図示した「日本の火山」を、３２年振り
に全面改訂し、第３版として完成させた。これは我が国の第
四紀における火山活動の分布、年代及び岩質を網羅した国
家標準の主題図となる。

地質情報研究部門

中期計画【別表2】I-3-(2)-①
整理番号0000446-100

１０

地図系データバンクに向けた地質
情報提供体制の整備（既存地球
科学図類のラスターデータ作成）

地質情報の2次利用促進のための情報提供体制の整備を
進め、地質分野における情報提供体制の全体設計、情報提
供ポリシー、コンテンツの棚卸し、ならびにこれらに基づく成
果の電子化・標準化として、既存の地球科学図類の高品質
ラスターデータを作成した。

地質調査情報センター

中期計画【別表2】I-4-(1)-①
整理番号0000450-100

１１

地図系データバンクに向けた地質
情報提供体制の整備（既存地質
図幅のベクトル化）

地質情報の2次利用促進のための情報提供体制の整備を
進め、地質分野における情報提供体制の全体設計、情報提
供ポリシー、コンテンツの棚卸し、ならびにこれらに基づく成
果の電子化・標準化の一環として、既存地質図幅のベクトル
化を実施した。

地質調査情報センター

中期計画【別表2】I-4-(1)-①
整理番号0000451-100

１２

地図系データバンクに向けた地質
情報提供体制の整備（「地質図
Navi」の公開）

地質情報の2次利用促進のための情報提供体制の整備を
進め、地質分野における情報提供体制の全体設計、情報提
供ポリシー、コンテンツの棚卸し、ならびにこれらに基づく成
果の電子化と標準化を加速した。また、RIO-DBコンテンツを
含む情報の整理統合を行った上で、クラウド環境への移行
を開始し、平成２５年度における産総研地図系データバンク
への移行準備を完了した。さらに、新たなポータルサイトとな
るべき「地質図Navi」の試験運用を開始した。

地質調査情報センター

中期計画【別表2】I-4-(1)-①
整理番号0000452-100

地質分野

平成２４年度の主な研究成果一覧（地質分野）
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タイトル 概 要 実施ユニット

１３

統合版GEOLIS等のクラウド移行・
高度化と地質標本データベースの
再構築

統合版GEOLISのクラウド移行作業、高度化のための仕様設計
と構築を開始、16,004件の新規データ登録（合計は422,778
件）、貴重資料データベースへの147件の新規データ登録（合
計534件）を行うとともに、GEOLIS機能と同等の地質標本データ
ベースの再構築を開始した。

地質調査情報センター

中期計画【別表2】I-4-(1)-①
整理番号0000453-100

１４

地質情報のアーカイブおよび提供
体制の整備（標準フォーマットのメ
タデータ作成）と維持管理

新規発行の地質図類に関し、標準フォーマットJMP2.0仕様のメ
タデータを作成し、政府クリアリングハウス上にデータを11件登
録し、計1,606件の公開となった。また、メタデータを作成、登
録及び検索するシステムのプロトタイプを構築し、所内向けに
公開の準備を開始した。

地質調査情報センター

中期計画【別表2】I-4-(1)-①
整理番号0000454-100

地質分野

平成２４年度の主な研究成果一覧（地質分野）



日本列島の地下の標準的な3次元物性構造モデルの提案と地殻変動シミュレーションの実施

活断層・地震研究センター

【研究成果の概要】

日本列島全域で、分解能20km程度、地表部から深さ50km程

度までの温度構造と物質のレオロジー構造のモデルを提案した。
今回のモデル推定のために、地震波速度構造・微小地震震源
分布・地質岩石学的データ等を用いた新たな手法を開発した。
また、日本列島の主要な活断層深部構造を考慮した日本列島
の変形シミュレーションを実施した。

【平成２４年度計画との関連】

小項目：【別表2】I-3-(1)-① 活断層評価及び災害予測手法
の高度化

・糸魚川-静岡構造線断層帯の変動、応力場再現のためのシミ

ュレーションモデル作成において、これまで構築したモデルにさ
らに断層を埋め込み地震発生が可能なモデルとする。

【開発技術の用途】
・地震発生予測精度の向上のための基本モデル。

・内陸地震発生のポテンシャル評価の精度向上による地震
災害の軽減。

図２ 水平成層地殻構造モデルに主要な活断層深
部構造を考慮した日本列島の変形シミュレーション

平成２４年度の主な研究成果（地質分野）

脆性的な性質を示す層
の厚さ分布。これより深
い場所は粘性的な性質
となる。

図１ 日本列島地下深部のレオロジー構造モデル

日本列島に東西圧縮を
加えた場合の、深さ
9kmでの変形の分布。
赤色ほど変形が強い。
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歪・傾斜・地下水位データの統合解析による短期的スロースリップの検出精度向上

活断層・地震研究センター

【研究成果の概要】

産総研の歪データと防災科研の傾斜データに加え、新たに産
総研の地下水位データ及び気象庁の歪データを統合した解析
を開始し、南海～駿河トラフで発生する巨大地震を予測する
鍵となる短期的スロースリップ(SSE)の検出精度を向上させた。

また、本解析によって推定した短期的SSEの断層モデルにつ
いて、地震調査委員会・判定会等の各種外部委員会への報
告を開始した。

【平成２４年度計画との関連】

小項目：【別表2】I-3-(1)-② 海溝型地震及び巨大津波の予
測手法の高度化

・産総研のデータと防災科研のデータとの統合的解析を継続
し南海～駿河トラフで発生する深部低周波微動（微動）や短期
的スロースリップ（短期的SSE)の検出精度を向上させる。

【開発技術の用途】

・短期的SSEの時空間分布を早く正確に把握することに
よって可能となる南海トラフの巨大地震の短期予測及び
切迫度評価の精度向上。

・短期予測・切迫度評価の精度向上による南海トラフの
巨大地震の震災軽減。

図１ 歪・傾斜・地下水位データの統合解析の結果

図２ 断層の幅・長さを変化させたときの残差の分布

平成２４年度の主な研究成果（地質分野）

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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地中熱利用のための地球熱ポテンシャル評価技術の開発 地圏資源環境研究部門

【研究成果の概要】

福井平野のクローズド型地中熱ポテンシャル評価に引き続き、
山形盆地および秋田平野において、オープン型（地下水汲み
上げ方式）地中熱システムの三次元地下水流動及び熱輸送
解析モデルを構築し（図1）、適地指標を抽出した。オープン型
については、その地域における地下水流動（up flowかdown 
flowか）の状況によって、システムの稼働可否が決まる。さらに、
地下水質（特に鉄分やマグネシウム分）も稼働効率に大きな
影響を及ぼすことが予想された（図2）。本研究成果は国内外
の学会等で報告し、高い評価を得られた。

【平成２４年度計画との関連】

小項目：【別表2】I-2-(2)-② 地下水・地熱資源のポテ

ンシャル評価

・地下水汲み上げ方式の地中熱ポテンシャルマップについて、
実証試験の結果を基に適地指標の定量化を試みるとともに山
形盆地の他に秋田平野と仙台平野への適用を目指す。

【開発技術の用途】

・本研究の成果は、地域に適した地中熱システム設計や導入
コストの削減につながる。
・東北地域の地中熱ポテンシャルの評価は、再生可能エネル
ギーの一つとして、震災復興を支える要素技術の一つである。

平成２４年度の主な研究成果（地質分野）

水文環境図 「山形盆
地」の活用

0‐1
1‐2
2‐3
3‐4

適度

図1 地下水流動・熱輸
送解析モデルの構築

図2 山形盆地における
オープン型適度分布
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地熱発電と温泉の共生の実現のための管理システム開発 地圏資源環境研究部門

【研究成果の概要】
・平成22-24年度に実施した環境省地球温暖化対策技術開発・

実証研究事業（競争的資金）「温泉共生型地熱貯留層管理シ
ステム実証研究」の最終年度研究と取りまとめを行い、地熱
発電と温泉の共生の実現のための管理システムと各要素技術
を提示した。

・八丈島地域（既開発でデータの豊富な地域）と南伊豆地域
（未開発でデータの少ない地域）をモデル地域として、温泉
を含む地熱系モデル開発、地熱調査開発時に行う周辺温泉等
の調査・モニタリング技術開発、深部の地熱貯留層から浅部
の温泉帯水層までを含む流体流動シミュレーション技術開発、
モニタリングデータ評価・温泉タイプ判別ソフトウェア開発
を含む統合システム作成を実施。地域の特性やデータ量に応
じて運用できる管理システムの有効性を実証した。

【平成２４年度計画との関連】

小項目：【別表2】I-2-(2)-②の地下水及び地熱資源のポテン

シャル評価
・地熱発電と温泉の共生のためのモニタリング指針等取りまと

め及び影響評価システム構築を行う。

【開発技術の用途】

・地熱開発促進の障害の一つとされている周辺温泉での悪影響
についての懸念を取り除き、温泉と地熱発電の共生のための
標準的手法として活用される。

図１ 温泉共生型地熱貯留層管理システム実証研究と
成果普及の概念

平成２４年度の主な研究成果（地質分野）

図２ 温泉貯留層内でのトレーサー試験による
温泉系流動機構解析（南伊豆）

図３ 温泉影響予測のための温泉タイプ判別フロー
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南アフリカ共和国における有望レアアース鉱床の発見 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、経
済産業省委託費により、南アフリカ共和国においてレアアース資源探
査・調査研究を実施し（図1）、有望なレアアース鉱化岩体を発見した。
本鉱床は重レアアース、イットリウムに富むため（図2）、需給が逼迫す
る磁石用ディスプロシウム等の新たな供給源として期待される。

【平成２４年度計画との関連】
小項目：【別表1】I-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】I-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】

・南アフリカ共和国との資源探査に関するMOUに基づく探査・調査研
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・成因に関する研究を南アに代表される資源先
進国と共同で実施することにより、人脈基盤の構築やより詳細な資源
情報の収集が可能となる。

図１ 南アフリカでのボーリング調査(2012.9～11)

図２ 南アフリカでの地化学探査(2012.9～11)

平成２４年度の主な研究成果（地質分野）
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土壌汚染対策及びリスク評価技術の開発と普及 地圏資源環境研究部門

【研究成果の概要】

土壌汚染対策およびリスク評価に関して、従来の環境汚染物質
に加えて放射性物質を対象にした土壌汚染調査、観測およびリ
スク評価についての特段の成果を得た。水中の低濃度放射性Cs
のモニタリングシステム開発(図１)を行い、阿武隈川流域にお
ける低濃度放射性Csのモニタリング結果(図２)を公表した。水
から植物（水稲・水菜）等の放射性Csの移行特性およびリスク
評価へ着手し、土壌・植物からの放射性Csの溶出特性の評価を
行った。

【平成２４年度計画との関連】

小項目：【別表2】I-2-(1)-① 土壌汚染評価技術の開発

・津波災害に伴う土壌汚染リスクの評価を可能にするため、東
日本沿岸域における津波堆積物及び土壌の調査を実施し、津
波堆積物及び土壌の物理性状、化学及び生物的な特性を明ら
かにする。

【開発技術の用途】

・河川水・灌漑用水中の放射性Csのモニタリングに活用。
・放射性Cs含有土壌・植物の仮置場・減容化・水稲栽培や養液
栽培等における基礎的データとして関連省庁・自治体に提供。
・放射性リスク評価及びリスクコミュニケーションの基礎情報
として利活用。

図１ 低濃度の放射性Csの簡易・迅速な
モニタリングシステムを開発

図２ 阿武隈川の水質モニタリング

平成２４年度の主な研究成果（地質分野）
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日本・オマーン国交樹立40周年特別企画「砂漠を歩いてマントルへ－中東オマーンの地質探訪

－」（地質標本館春の特別展） 地質標本館

【研究成果の概要】

駐日オマーン大使館の協力をいただき、地質標本館春の特別展
「砂漠を歩いてマントルへ－中東オマーンの地質探訪－」（4月17日
〜7月1日）を日本・オマーン国交樹立40周年特別企画として開催し
た。4月22日には、オープニングセレモニー及び特別講演会を開催
し、オマーンはじめ、4カ国の駐日大使・大使館職員のご列席をいた
だいた。期間中の入館者は8,227名。The Japan Times等、新聞2
紙に行事内容が掲載された。

【平成２４年度計画との関連】

小項目：【別表2】I-4-(1)-② 地質情報の普及
・地質標本館において、3回以上の特別展や2回以上の講演会を
開催する。

【開発技術の用途】
・数10kmよりも深い地下にあるマントルの岩石など、国際的な価

値があるオマーンの地質の見どころを紹介し、より広範囲の市民の
地質学への関心を惹きつけ、地学リテラシーの向上に寄与した。

・最近世界各地で進められている地質情報の観光への利用（ジオ
ツーリズム）の一例を示すことができた。
・エネルギー資源の豊富な中東諸国との科学技術分野での協力
関係を今後高めていく契機となることが期待される。

図１ 特別展ポスターと特別講演会での
オマーン大使のスピーチの様子

図２ 展示の様子

平成２４年度の主な研究成果（地質分野）

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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５万分の地質図幅の作成と20万分の1日本シームレス地質図の革新的進歩 地質情報研究部門

【研究成果の概要】

5万分の1地質図幅「京都東南部」及び「足助」について、関西圏
と中京圏における防災・都市計画・インフラ整備等に活用するた
め、詳細な地質調査を行い、都市域の沖積層とその基盤岩の
詳細な地質構造が明らかになった。また、20万分の1日本シー
ムレス地質図の革新的進歩として、高速表示でかつ地質図の
凡例表示を大幅に進化させ、スマートフォンとパソコンで共通の
システムとするとともに、活断層DB、火山DBとの連携を可能に
して、利便性を大幅に向上させた。

【平成２４年度計画との関連】
中期計画：【別表2】I-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
地質図の凡例を用いて地質図編纂を行う。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】

・近畿圏及び中京圏における防災・都市計画・インフラ整備等に
活用される基礎的な地質情報の提供。

・いつでもどこでも同じ環境でストレスなく地質が簡
単に利用できる。
・地質図が社会のさまざまな場面でいっそう活用される。

図１ ５万分の１地質図図幅「京都東南部」

図２ 20万分の１日本シームレス地質図

平成２４年度の主な研究成果（地質分野）

3D版 傾けても高速表示

利便性が大幅に向上
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「日本の火山（第3版）」の完成 地質情報研究部門

【研究成果の概要】
日本全域の火山活動を、３２年振りに全面改訂し、

「日本の火山（第３版）」として完成させた。これは我
が国の第四紀における火山活動の分布、年代及び
岩質を網羅した国家標準の主題図となる。

主たる改訂点は、１）国際地質科学連合から
の勧告に従い、新たな年代定義に基づいて火山
を区分。２）第２版（1981年）以降、大量に蓄
積された年代値と化学組成等に基づき火山の分
類を見直し。３）陸域及び海域の地形情報を３
次元で視覚的に表現。

【平成２４年度計画との関連】

小項目：【別表2】I-3-(2)-① 火山噴火推移

予測の高度化
・「日本の火山（第3版）」を完成させる。

【開発技術の用途】

・日本全域の火山活動が高精度でより視覚的に
表現されることにより、国土防災、学校教育、
地層処分等への利活用が期待できる。

日本の火山（第３版）の抜粋

平成２４年度の主な研究成果（地質分野）
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地図系データバンクに向けた地質情報提供体制の整備（既存地球科学図類のラスターデータ作成）
地質調査情報センター

【研究成果の概要】
地質情報の2次利用促進のための情報提供体制の整備を進
め、地質分野における情報提供体制の全体設計、情報提供
ポリシー、コンテンツの棚卸し、ならびにこれらに基づく
成果の電子化と標準化を加速した。また、RIO-DBコンテン
ツを含む情報の整理統合を行った上で、クラウド環境への
移行を開始し、平成２５年度における産総研地図系データ
バンクへの移行準備を完了した。さらに、既存の地球科学
図類の高品質ラスターデータを作成した。

【平成24年度計画との関連】

小項目：【別表2】I-4-(1)-① 地質情報の提供

・平成24年度に出版される地質図類と既刊の地質図類のラスタ
ーデータ作成を継続する。また既存のラスターデータについても
ラスター化が古く低品質のデータについては高品質のデータに
置き換える。

【開発技術の用途】

・印刷図から高品質のラスタデータを作成・公開すること
により、ユーザーの利便性を図り、在庫切れ時の対応を行
い、地質情報の二次利用を促進する。

平成２４年度の主な研究成果（地質分野）

図 発行済み各種地球科学図類のラスタデータ
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地図系データバンクに向けた地質情報提供体制の整備（既存地質図幅のベクトル化）
地質調査情報センター

【研究成果の概要】
地質情報の2次利用促進のための情報提供体制の整備を進め、
地質分野における情報提供体制の全体設計、情報提供ポリ
シー、コンテンツの棚卸し、ならびにこれらに基づく成果
の電子化と標準化を加速した。また、RIO-DBコンテンツを
含む情報の整理統合を行った上で、クラウド環境への移行
を開始し、平成２５年度における産総研地図系データバン
クへの移行準備を完了した。さらに、既存地質図幅のベクト
ル化を実施し、５万分の１地質図幅については全発行済み図幅
のベクトル公開に向け準備を開始し、24年度は20図幅において
KMLおよびシェープファイルを公開した。

【平成24年度計画との関連】

小項目：【別表2】I-4-(1)-① 地質情報の提供

・既存地質図幅のベクトル化を実施する。

【開発技術の用途】

・印刷図からマシンリーダブルな情報を作成・配信するこ
とにより、大縮尺地質図の二次利用を促進する。特に業界
や自治体等での利用実績の多い、最大縮尺の5万分の1地質
図幅については、標準化されたベクトルデータの配信が望
まれていた。

図１ ５万分の１地
質図幅の整備状況

図２ 印刷図（左）とベクトルデータ（右）の例

平成２４年度の主な研究成果（地質分野）

図３ ベクトルデータのダウンロードサイト
(datastore.gsj.jp)。
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地図系データバンクに向けた地質情報提供体制の整備（「地質図Navi」の公開）
地質調査情報センター

【研究成果の概要】
地質情報の2次利用促進のための情報提供体制の整備を進
め、地質分野における情報提供体制の全体設計、情報提供
ポリシー、コンテンツの棚卸し、ならびにこれらに基づく
成果の電子化と標準化を加速した。また、RIO-DBコンテン
ツを含む情報の整理統合を行った上で、クラウド環境への
移行を開始し、平成２５年度における産総研地図系データ
バンクへの移行準備を完了した。さらに、新たなポータル
サイトとなるべき「地質図Navi」の試験運用を開始した。

【平成２４年度計画との関連】

小項目：【別表2】I-4-(1)-① 地質情報の提供

・地質図情報を閲覧する統合ポータルの運用を開始すると
共に機能拡張や利便性向上のために、ユーザからの意見等
を集約する。

【開発技術の用途】

・データベースの整理、統合ポータルの開発によって、必
要な情報を見つけやすくするとともに、国際標準を導入し
て異種情報との統合や利活用促進に貢献できる。クラウド
環境への移行によって、災害等の非常時にも強固な配信シ
ステムを維持することができる。

図１ データベース発信体制の再構築イメージ

図２ 試験公開された「地質図Navi」の表示例

平成２４年度の主な研究成果（地質分野）
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統合版GEOLIS等のクラウド移行・高度化と地質標本データベースの再構築
地質調査情報センター

【研究成果の概要】
1)統合版GEOLISのクラウド移行作業を進めた。2)統合版
GEOLISの高度化（オンラインジャーナルのメタデータ収
集、外部検索エンジン対応、パーマリンク、他のデータ
ベースとの連携等の機能付加）のための仕様設計を行い構
築を開始した。3)統合版GEOLISの新規データ登録数は
16,004件、合計は422,778件、貴重資料データベースは新規
データ登録147件、合計は534件となった。4)GEOLIS機能と
同等の地質標本データベースの再構築を開始した。

【平成２４年度計画との関連】
小項目：【別表2】I-4-(1)-① 地質情報の提供

・統合版GEOLISのクラウドへの完全移行を行うとともに、
利用者の利便向上のための改修等も行う。貴重資料データ
ベースを統合版GEOLISへ統合する。

【開発技術の用途】

1)統合版GEOLISのクラウド移行および検索の高度化を完了
し、利便向上のための改修等を行う。貴重資料データベー
スの統合について再検討を行う。2)GEOLISデータを使用し
た「なかよし論文データベース（仮称）」をGEOLISの一部
とすることを検討する。3)地質標本データベースの再構築
を完了し、データ入力の加速化を図る。これらの高度化・
再構築により、ユーザーの利便性が飛躍的に向上する。 図１ 統合版GEOLIS等の高度化模式図

平成２４年度の主な研究成果（地質分野）
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地質情報のアーカイブおよび提供体制の整備（標準フォーマットのメタデータ作成）と維持管理
地質調査情報センター

【研究成果の概要】
新規発行の地質図類に関し、JMP2.0仕様のメタデータを作
成し、政府クリアリングハウス上にデータを11件登録し、
計1,606件の公開となった。また、メタデータを作成、登録
及び検索するシステムのプロトタイプを構築し、所内向け
に公開の準備を開始した。さらに「5万分の1地質図幅調査
に係わる調査時基礎データのアーカイブ作成」の業務を開
始、ガイドラインの作成、アーカイブシステムのプロトタ
イプを作成した。併せて他システムでも利用できる緯度経
度入力システムを作成し、共用できるよう準備を開始し
た。

【平成２４年度計画との関連】

小項目：【別表2】I-4-(1)-① 地質情報の提供

新規発行の地質図類について、標準フォーマットJMP2.0仕
様のメタデータを作成し、政府クリアリングハウスに登録
及び公開する。また国際標準に基づいたメタデータを作成
し、それを登録及び検索するシステムのプロトタイプ版を
構築し、所内向けに公開する。

【開発技術の用途】

地質情報の提供体制整備と維持管理を継続的に担い続ける
のみならず、その高度化を進める事により、情報利用が促
進され、新たな研究開発・ビジネス展開が促される。さら
に、今後の情報2次利用促進のための、基盤が整備される。

図１ 地質図類メタデータシステムのプロトタイプ

図２ 緯度経度入力システムの表示例

平成２４年度の主な研究成果（地質分野）


