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【別表１】 鉱工業の科学技術・・・・・・・・・・・・５ページ 
  Ⅰ．グリーン・イノベーションを実現するための研究開発の推進 

  Ⅱ．ライフ・イノベーションを実現するための研究開発の推進 

  Ⅲ．他国の追随を許さない先端的技術開発の推進 

 

【別表２】 地質の調査・・・・・・・・・・・・・・・・・２２ページ 
  地質情報の整備による産業技術基盤整備、社会安全基盤の整備 

 

【別表３】 計量の標準・・・・・・・・・・・・・・・・・２８ページ 
  計量標準の設定・供給による産業技術基盤、社会安全基盤の整備 

  

＜総括＞第３期の研究開発の重点化 
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○気候変動などの環境問題、レアメタル・石油などの 
  資源・エネルギー問題といった課題を解決し、持続可能

社会を実現するため、再生可能エネルギー技術開発、
省エネルギー技術開発などを行うことにより、「グリー
ン・イノベーション」に大きく貢献 

第３期の研究開発の重点化（1/2） 

「グリーン・イノベーション」の推進 

「ライフ・イノベーション」の推進 

脳と体を気づかう 
メディア機器 

失われた機能の回復のための 
幹細胞工学技術と人工臓器開発 

太陽光発電の高信頼化
及び高耐久化 

レアメタルの有効利用
と代替技術 

２層構造化に
よるPt触媒の
省使用化 

Coを用いな
いWC-FeAl
切削工具 

○質の高い医療サービスへの強いニーズ、少子高齢化、
介護などの課題解決に向け、安全性が高く性能の 

  優れた革新的な医療や創薬や生活の支援技術開発を 
  行うことにより、「ライフ・イノベーション」に大きく貢献 
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第３期の研究開発の重点化（2/2） 

○産総研が優位にある領域で他の追従を許さない先端
技術開発に挑戦し、今後のわが国の産業の競争力向上
に大きく貢献 

○日々新たに発生する計測に対するニーズに応える
べく、引き続き、我が国の技術革新や国際競争力を
支え、また新素材、新製品の安全性や信頼性を 

  評価する基盤として必要な計量標準を整備 
 
○地質情報を提供する国家機関としての役割を 
  継続することに加え、鉱物、地下水等の資源利用、
エネルギーの安定確保、防災等にも資するため、 

  電子化などにより利便性を高めた各種地質図や 
  活断層及び活火山などのデータベース等を整備  

他国の追従を許さない 
先端技術開発の推進 高速・低消費電力情報通信

機器デバイスの開発 

コンテンツサービス 

産業や社会の「安全・安心」を 
支える基盤の整備 

グリーン・イノベーション 
の実現を支える計量標準 

蓄電池・電力貯蔵 
キャパシタ標準 

地質災害の将来予測
と評価技術 
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【別表１】 鉱工業の科学技術 

  Ⅰ．グリーンイノベーションを実現するための研究開発の推進 

  Ⅱ．ライフ・イノベーションを実現するための研究開発の推進 

  Ⅲ．他国の追随を許さない先端的技術開発の推進 
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研究戦略概要（環境・エネルギー分野） 

 持続可能社会の構築を目指し、グリーン・イノベーションの加速に向けて、再生可能エネルギーと省エネルギー技術開

発を強化します。また、環境負荷低減のための高効率、省資源グリーンプロセス技術、環境診断・評価技術に加え、革

新的エネルギーシステムに関わる分析、安全性評価等も進めます。 

・化学産業における環境負荷物質

排出の極小化 
・分離プロセスの省エネルギー化

を目指すグリーン・サステナブルケ

ミストリー技術の開発 

環
境
負
荷
低
減
技
術 

再
生
可
能 

エ
ネ
ル
ギ
ー 

・太陽光、バイオマス等の再生可

能エネルギーを最大限に有効利

用するための技術開発 
・電力エネルギーの安定供給のた

めのパワーエレクトロニクス等の

統合制御技術の開発 
CIGS集積型太陽電池
モジュール マイクロリアクター技術 

環
境
の
評
価
・ 

管
理
技
術 

・革新的エネルギー関連技術に関わるシナリオの分析、評価 

・ナノ材料等新材料を含めた化学物質のリスク評価 
・環境の管理技術の開発 
・社会・産業システムの分析 
・環境計測・影響評価技術 

大気中の化学物質の
濃度計算ソフトウェア 

・バイオマス資源、石炭、

メタンハイドレート等の化

石資源、レアメタル等の鉱

物資源を高度に利用する

技術の開発 

資
源
確
保
と 

有
効
利
用 

非可食性バイオマス 
からの化学品製造 

レアメタル 
リサイクル技術 

・省エネルギー技術の高度化 

・次世代自動車用の蓄電池、住宅な

どのエネルギーを効率的に運用す

るマネジメントシステム、水素貯蔵材

料、燃料電池等の開発 

省
エ
ネ
ル
ギ
ー 性能評価用円

筒型電池 

工業用ナノリスク評価書 
（中間報告） 

分離膜技術 

http://www.aist.go.jp/aist_j/aistinfo/aist_today/vol09_11/special/p14.html
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• 天然ガスの自給率向上と長期安定確保によるグリーンイノベーション

の実現を目指し、メタンハイドレート資源からの商業的天然ガス生産技

術を確立する。 
 

 
 
• 原油や天然ガス等とは異なり自噴しないメタンハイドレート資源に対し、

産総研では高いエネルギー効率と生産量が期待できる生産手法として

「減圧法」を提案し開発を進めてきた。 
① 産総研が開発した「減圧法」が世界初となるメタンハイドレート海洋産

出試験に適用され、日量2万立方メートルの天然ガスが連続生産され

ることを実証した。 
② 産総研が開発した「生産シミュレータ」および「地層力学挙動解析シ

ミュレータ」によって検証し、「減圧法」の有効性が示された。 
③ これらの成果は、経済産業省が2013年12月に新たに策定した「海洋

エネルギー・鉱物資源開発計画」 に大きく反映された。 

 海洋メタンハイドレート資源に対する減圧法の実証 

成果のポイント 

研究概要 

Ⅰ．グリーン・
イノベーション 

図2.  産総研が開発した「減圧法」の模式図 

平成２５年度の取り組みと成果(1/2)（環境・エネルギー分野） 

図1.  海洋産出試験での産出ガスのフレア 
（6日間で120,000m3のガス産出量） 

出典：JOGMEC，HP 

●産業ニーズ：海洋産業技術のイノベーション拠点、メタンハイドレートの
掘削、生産技術の確立 
●政府・国民ニーズ：エネルギー資源としてのメタンハイドレート資源確保 
●世界的ベンチマーク：生産性・地層挙動評価シミュレータ、原位置圧
力コア試験技術、世界初の海洋産出試験の成功（産総研開発「減圧法」
による） 

海底

メタンハイドレート層

下部地層

上部地層

減圧・MH分解

ガス

水

水

1.　ポンプにより井戸の水を揚水
2.　井戸の水位が低下し、坑底圧が低下
3.　穿孔部を介しMH層が減圧
4.　MHは分解し、メタンガスと水が発生
5.　ガスと水が井戸方向に移動し生産

1. ポンプより井戸の水を揚水 
2. 井戸の水位が低下し、坑底圧が低下 
3. 穿孔部を介しMH層が減圧 
4. MHは分解し、メタンガスと水が発生 
5. ガスと水が井戸方向に移動し生産 
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機能別・サイズ別360種(40万個) 
の電子素子特性をデータベース化 

・リサイクルのための素子データベース構築とIT技術活用により、タン
タルコンデンサの物理選別に最適な条件を抽出、複管式気流選別機
等の開発によりタンタルコンデンサ回収システムを商業化した。 

（第17回リサイクル技術開発本多賞受賞） 
・新規白金族金属抽出剤につき、製薬会社２社とライセンス契約した。 

戦略メタル回収のためのリサイクル技術の開発 

成果のポイント 

研究概要 

平成２５年度の取り組みと成果(2/2)（環境・エネルギー分野） 
Ⅰ．グリーン・
イノベーション 

◆世界生産量の4割以上を我が国が使用するタンタルは、主にコ   
ンデンサとして使用される。紛争鉱物、リサイクル重点化鉱種にも指
定され、国内リサイクルの必要性が最も高い金属の一つである。 
 このタンタルコンデンサを高精度で物理選別可能な複管式気流選
別機を世界に先駆けて開発し、実用化した。前工程に必要な傾斜弱
磁力磁選機も併せて開発。 
⇒従来の貴金属やベースメタル（鉄、アルミ、銅等）に加え、タンタル
のリサイクルが可能となった。 
・また、貴金属であるパラジウムを迅速に化学分離できる新規白金族
金属抽出剤を開発し、実用化した。 

タンタルコンデンサ回収システム開発の概念と装置 

●産業ニーズ：リサイクルの実用化、 
    タンタルコンデンサの高効率回収に世界で初めて成功 
●政府・国民ニーズ：レアメタルの回収、リサイクル技術の推進 
●世界的ベンチマーク： 
           世界初の戦略メタルの資源循環オープンイノベーション 
                 研究開発拠点（SURE）の構築 
 

シミュレーションにより2055兆
通りの選別結果から目的に応じた

最適の１パターンを抽出 

選別シミュレータ
（AESS）  

戦略メタル回収のための 
データベース構築 

複管式気流選別機を軸にした 
タンタルコンデンサ回収システム 

最大９７％の 
純度を達成 
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今後の取り組み（環境・エネルギー分野） 
産総研環境・エネルギー分野のポートフォリオ 

研究概要 

今後の展開 

高耐電圧低損失 SiC新型パワートランジスタの開発 

・世界最高の高耐電圧性と低オン抵抗性
の特長を活かすとともに、他機関／企
業とも連携し、次世代スマートグリッド等
の基幹構成要素である10 kV超級の高
機能低損失電力機器の実現を目指す。 

・産総研オリジナルの、超高耐電圧性と
低オン抵抗性を併せ持つデバイス構造
により、世界最高の超高耐電圧（16 
kV）絶縁ゲートバイポーラ・トランジスタ
（IGBT）の開発に成功した。 

ウェハ上に作製した
チップとその動作状態 

放射性物質除染の効果と費用を評価 

研究概要 

・小型線量計を活用した実態に
合う外部被ばく線量の評価体
系の確立 

・今後の除染等被ばく低減策の
意思決定のための基盤情報の
提示 

福島における放射性物質の除
染等リスク管理の検討に資す
る情報基盤となる除染事業の
費用と効果を俯瞰的に評価 

 
今後の展開 

除染後の推定空間線量率と人口の関係 

福島県内を対象にした除染事業の費用の試算結果 

全体 うち帰還困難区域

1,117km
2

339km
2

295km
2

 79km
2

試算１ 合計 1.83 兆円 0.60 兆円

試算２ 合計 2.03 兆円 0.68 兆円

除染特別地域（再試算結果）

除去単価：通常単価

除去単価：最大単価

1.03〜3.10 兆円

除染実施面積
（除染実施面積/対象面積）

1,516〜2,290km
2

0.70〜2.13 兆円

対象面積 8,127km
2

除染実施区域

福島再生可能エネルギー研究所 

研究概要 

今後の展開 
・2014年4月に開所、本格的に始動。 
・世界に開かれた研究開発を推進し、再生可能エネルギーの国際
的拠点化を目指す。 

・産学官連携による産業集積で地域を活性化し、復興に貢献する。 

・再生可能エネルギーの大量
導入を目指し、再生可能エネ
ルギーネットワークシステム、
水素キャリア、太陽光発電、
風力、地熱、地中熱の６課題
について技術開発から実証
までを実施。 

環境計測
技術 

再生可能エネルギー 資源の確保と有効利用 

産業の環境負荷低減 環境の評価・管理技術 

革新的製鉄 
プロセス 

環境保全 
・修復 

水力発電 海洋エネル
ギー発電 太陽熱利用 高効率鉄

道車両 

高 

高 

低 

市場性では計れない 
基盤的、公的な課題 

産総研環境・エネルギー分野では重点化しない課題 

分野研究課題 

低 

25から35名 

35名以上 
15から25名 

15名以下 

産
総
研
研
究
資
源 

省エネルギー 

化学物質 
リスク評価 

エネルギー 
システム 

評価 

環境影響 
評価 

爆発 
安全 
技術 

低炭素 
社会システム 

評価 

バイオマス 
液体燃料 

蓄電池 

電子機器 
リサイクル 

石炭 
有効利用 

燃料電池 

メタン 
ハイドレート 

次世代 
エンジン 
システム 

水素 
エネルギー 

バイオマス 
化学 

分散型 
システム 

省資源・高効率 
プロセス 

（グリーン・ケミストリー） 

風
力 
発
電 

太陽光発電 

パワー 
エレクトロ 

ニクス 

評価技術 

（注）市場成長可能
性は2030年での
CO2削減ポテン
シャルを含む 

（注） 市場成長可能性 
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研究戦略概要（ライフサイエンス分野）  
  健康長寿を融合技術で支える 

健康な生き方 
を実現する 

健康を守る 

バイオ 
ものづくり 

健康状態・計測・評価技術 
脳機能計測・評価技術 

微生物・植物による 
物質生産技術 

医療・創薬推進エンジン 
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平成２５年度の取り組みと成果(1/2)（ライフサイエンス分野） 
Ⅱ．ライフ・ 

イノベーション 
産総研戦略的融合研究事業（STAR） 

( LEAD : Leading Engine program for Accelerating Drug discovery ) 

成果のポイント 

研究概要 

・がん等を含む難治性疾患に対する新薬開発の効率化とス

ループットを高める技術の開発 

・ゲノム情報を活用した個別化医療に対応する技術の開発 

・糖鎖マーカーによる疾患の定量的評価技術の開発 

・特定疾患での先端創薬技術の実践 

革新的創薬推進エンジン開発プログラム 

探索研究 

スクリーニング 

最適化 

前臨床試験 

臨床試験 

承認申請 

探索への 
ゲノム情報活用 
促進技術 

マーカーによる 
疾患の定量的 
評価技術 

IT、計測、ﾛﾎﾞｯﾄ 
技術による 
最適化技術 

糖タンパク質の 
新規創薬標的化 

産総研・創薬加速プラットフォーム 

創
薬
プ
ロ
セ
ス 

 

新薬誕生まで 
 
 

×低成功率 
2万5千分の1 

 

×長期間 
9年〜17年 

 

×高コスト 
>500億円 

新薬開発効率を 
２倍以上に 

糖鎖マーカーによる 
疾患の定量的評価 

1新薬あたり 
  250億円以上の 

コスト削減 

患者の体質に 
合った、抗がん剤等
の開発の加速化 

研究実施内容 目標 現状 

LEADプログラム概要 

創薬支援ネットワーク（理研・医薬基盤件） 
製薬企業・医療機関・大学 

産学官連携 

PD;  湯元昇 
（理事（ライフ 
 サイエンス分野担当）） 

・“技術を医療へ”の看板を掲げるライフサイエンス分野が

湯元昇（研究統括）をPDとして、創薬加速プラットフォーム

の中核技術を結集し、2013年秋にプログラムを開始 

・産総研が誇る世界No.1の創薬最適化技術、ゲノム情報

解析技術、世界Only Oneの糖鎖マーカーによる疾患の

定量評価技術に加えて、先端研究機関の人材、技術等

を結集してプログラムを推進 

短時間、低コスト、高成功率な創薬プロセスの構築 
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Ⅱ．ライフ・イノベーション 

平成２５年度の取り組みと成果(2/2)（ライフサイエンス分野） 

成果のポイント 

研究概要 

肝炎ウイルス感染患者の、肝炎から肝がんに至るまでの 
疾病の進行度をモニターできる初めてのバイオマーカーを開発 

・企業と共同で、測定装置並びに検査キットを開発  
 糖タンパク質バイオマーカーを用いた診断システムとして世界初の
薬事承認  （2013年12月） 

成果のポイント 

研究概要 

・遺伝子組換え植物体を原薬とする医薬品として世界初の薬事承認（
2013年10月）、共同研究先企業よりイヌ歯肉炎軽減剤として販売開始 （
2014年3月） 

植物工場内での 
CaIFN発現イチゴの栽培 

果実粉末 
（原薬） 

製剤化 製品名；インターベリーα 

組換え植物を利用した動物用医薬品の開発 

・イヌインターフェロンα発現遺伝子組換えイチゴ（CaIFNイチゴ）を開発 

・医薬品原材料など高付加価値物質を生産可能、薬事にも対応可能な
世界初となる「密閉型遺伝子組換え植物工場」を開発 

世界に先駆けて、遺伝子組換え植物体による 
新規医薬品製造プロセスを創出 

・産総研の基盤技術をもとに、農業・動物薬企業という異分野領域が連
携し、実証・実用化までを実現 

糖鎖を使った医療診断システムの実用化 

・国立国際医療センターを拠点とする臨床機関ネットワークとの連
携体制を構築し、有効性検証試験を速や 

 かに実行 

・2014年3月発売開始1カ月で約1千万円の
売り上げ。今後5年間で10億円の売り上
げを見込む。 さらに日本の50倍の市場
を持つ中国でも、承認申請を準備中 

疾病の進行度に併せた適切な治療方針の選択が可能 
⇒ 『 肝がん発症の予防へ 』 
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今後の取り組み（ライフサイエンス分野） 

■ インド政府バイオテクノロジー庁(DBT)との連携 

新組織体制の構築 海外研究機関との連携の推進：インドDBT 

■ 糖鎖創薬技術研究センター 

■ ゲノム情報研究センター 
2007年 2月 AIST-DBT MOU締結 
2013年10月 連携ラボ（DAILAB）を産総研に設置 
2013年 1月 日印両首相による共同声明において 
   DAILABについて言及 
2013年  3月 ﾊﾞｲｵﾒﾃﾞｨｶﾙRI－インドRCB MOA締結 
2014年 9月 インドRCBにDAILAB設置予定 

2013年10月 DAILAB設置セレモニーにて 
（つくば・産総研） 

2014年3月 MOA締結式にて 
（インド・ニューデリー） 

DAILAB 
DBT - AIST International Laboratory for Advanced Biomedicine 

 
健康・医療分野に関わる共同研究開発を推進する共同研究 

ラボを産総研・つくばセンターおよびインド・RCBの双方に設立 
 

相互の人材、知財の活用、および人材交流を通じ、 
新規がん治療法等の開発を目指す 

 

2014年4月1日より、新しい研究推進組織を構築。より効
果的・効率的な研究開発の推進を目指す 

＜ポイント＞ 
・ 医学研究や臨床の基盤技術となるゲノム異常の検出法および疾

病因子の推定法を開発 
・ ゲノムデータのプライバシー保護技術の開発によりゲノム情報の

利用を推進 
・ 効率的物質生産を可能にするゲノム設計の基盤技術を開発 

センター長； Paul Horton 

センター長； 福田 道子 

＜ミッション＞ 
ゲノム情報に基づく高度な診断・医療および効率的な 
物質生産を実現するために必要とされる革新的な情 
報技術の創出と、それを担う人材の養成 

＜ミッション＞ 
従来のDNAやタンパク質の解析のみでは理解
を深めるのが困難であったがんや自己免疫疾
患などの難治性疾患を、糖鎖研究を通じて明ら
かとし、診断技術や創薬開発へと発展させる 

＜研究課題＞ 
・ がんを含めた疾患の血清マーカーを同定し、疾患の診断に役立つ

診断薬及び診断技術を開発 
・ がんを含めた難治性疾患の生体内標的糖タンパク質を同定し、治

療薬を開発 
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研究戦略概要（情報通信・エレクトロニクス分野） 
 ITのユビキタス化の進展によって、エネルギー消費が増大し、セキュリティやシステムの信頼性が社会に大きな影響を

与えるようになってきました。新しいデバイスの開発とITの有効活用によって省エネを進め、安全やサービスへの応用に

よって健全な社会の発展に寄与します。 

・サービスを科学し、機械化することによ

り、GDPの7割を占めるサービス産業の

効率化と新サービス産業の創出に貢献

します 

グ
リ
ー
ン
Ｉ
Ｔ
と 

革
新
デ
バ
イ
ス 

・スピントロニクスを用いたスピンRAM（不

揮発メモリ）、高速光スイッチ、フレキシブ

ルディスプレイなどの新しい機能を低エネ

ルギーで発揮するデバイスの開発により、

グリーンイノベーションの実現を目指します。 

・ＩＴ活用による安全・安心な社会生活

を実現するために、ディペンダブルＩＴ

システム、セキュアシステムの研究開

発を推進します。 
 

デ
ィ
ペ
ン
ダ
ブ
ル
Ｉ
Ｔ 

スピントロニクス技術 
を用いたスピンRAM 

フレキシブルエレ
クトロニクス 

超小型集積回路ファクトリー 
「ミニマルファブ」 

乳幼児や高齢者の傷害予防 安全・高信頼な生活支援ロボット 

情
報
化
サ
ー
ビ
ス サービスの科学： 

レストランにおける装着型行動計測の例 

シリコンフォトニクス 
光集積スイッチ 

1.8 mm 
1 

2 
3 

4 

1’ 

2’ 
3’ 

4’ 

音楽視聴支援サービス
Songrium 地理空間情報サービス 

30 nm 
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・Siフォトニクススイッチを用いた光パスネットワーク構築
による大容量ネットワークの大幅な省電力化を提案。 

・2014年に産総研つくばで大規模な光パスネットワーク
実運用テストベッドを構築し、実証デモ実験を実施予定。 

成果のポイント 

研究概要 

光ネットワークによる情報通信の省エネルギー化 

平成２5年度の取り組みと成果(1/3)（情報通信・エレクトロニクス分野） 
Ⅰグリーン・イノ

ベーションを実現
するための研究

開発の推進 

・多階層多粒度の光パスを統一的に制御する「BlueBox」を考案した。 
・世界最小8x8 Siフォトニクス光スイッチを開発装置化し、動作確認した。 
・独自の高速広帯域可変分散補償・波長変換器のブラックボックス化に
成功した。 

Core

OLT OLT

Splitter

ONU ONU

Splitter

ONU
ONU

Metro-core

Aggregation

OLTOLT

Splitter

ONU ONU

Splitter

ONU
ONUTraffic distribution defined as a function 

of population distribution

Access

Data Center

Core router
15.4nJ/bit 

Edge router
19.0nJ/bit 

Edge switch  30nJ/bit*
*Considering low utilization of 
down-link side ports

Optical Node
86W/degree

Transponder
42W/10Gbps
149W/40Gbps
351W/100Gbps(DC)

Optical amplifier
138W/fiber/60km

400W/equipment
Accommodating 410 ONUs
(80% utilization)

5W/equipment

REG

Regenerator
(comparable energy 

consumption with TPND)

Link distances: 150~850km

・Avg. hop number is 4.2.

Logically, 4x4 regular lattice in core
with multi-granular switching.

ONU

Splitter

Intelligent edge (IE) 

OLT ODU Agg.
OpenFlowSW

ONU ONU ONU

Splitter

IE IE

IE

IE

Big Datacenter

Small DC or
Content server

Model for Dynamic Optical Path Network (DOPN)

Path requests

ODU-
SWL2

Transponder

WSS  

 

制御I/F

従来のネットワーク 産総研の提唱するダイナミック光パスネットワーク 

３桁以上の省電力化 

中間制御インターフェース「BlueBox」 
光ファイバ 

光SW WSS ODU 分散
補償 

光ノード ２ 

トラン
シーバ 

光パス制御プレーン 

光ノード ３ 光ノード ４ 

光ファイバ 

光ファイバ 

光 
モニタ 

端末 

2014年10月つくば実証デモ実験 

Matrix 
SW

WXC

TPA
FW

9500

Matrix
SW

WXC

TPA
FW

9500

Matrix
SW

WXC

Matrix
SW

WXC

Matrix
SW

WXC

TPA
FW

9500

Matrix
SW

WXC

Matrix
SW

WXC

Si-
SW
5x5 

WSS

from/to
Tokyo

#1 #2 #3

#4 #5 #6

#7 #8

CDS

CDS

TPND TPND

TPND

TPND

Venue

NPRC Lab, Demo TourAIST Tsukuba Central

AIST Tsukuba West

TPND40G

40G

多階層光スイッチノード 

高速広帯域 
可変分散補償器 

Si 光 
スイッチ 
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・災害対策ロボット 
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を調査するロボットシステ
ムを開発。東京電力の運用の下、２号機原子炉建屋の調査を
実施。 

・生活支援ロボットのための機能安全認証 
機能安全の認証に要する試験方法の国際標準案を作成し、
ISO13482正式発行、世界初の認証交付に貢献。 

・ヒューマノイドロボット 
遠隔操作と環境認識技術、動作計画技術等を加えることにより、
未知環境でも簡易な指示でバルブ操作等の作業が行える技術
を開発。 

成果のポイント 

研究概要 

情報技術による災害対応ロボット、生活支援ロボット、ヒューマノイドロボット 

平成２５年度の取り組みと成果(2/3)（情報通信・エレクトロニクス分野） 

災害対応のための
ヒューマノイドによる
機器の遠隔操作 

福島第一原子力発電所廃止
措置に向けた遠隔操作型の
高所調査用ロボットシステム
の開発 

Ⅲ．他国の追随
を許さない 
先端的技術 

生活支援ロボット
安全研究拠点に
てロボットの安全
性の試験・認証を
実施 

・様々な産業や利用現場へロボットの導入を促進するため、自
律移動技術、物体の把持技術、人の動作模擬技術、メディアと
の融合技術、ロボットと人とのインタラクション技術を開発。 

・ロボットの安全のため高信頼ソフトウェア開発技術を開発。 

・ロボットの安全性試験評価技術を開発。 
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AIST Frontier Program(AIST STAR事業) IMPULSE 
『高電力効率大規模データ処理イニシアチブ』 
 Initiative for Most Power-efficient Ultra-Large-Scale data Exploration 

 PD:  金山 敏彦 
（理事（情報通信・エレクトロニクス、 
ナノテク・材料・製造分野担当） 

【背景】 
大規模データ活用はあらゆる社会課題解決の鍵。2030年のデータセンターに求められ
る、超省電力かつ超高性能な革新的データ処理の研究開発を先導し、指数関数的増加
が続く大規模データを蓄積・解析し活用する技術で、世界の先頭に立つ。 
【研究概要】 
・産総研は、超省電力・超高性能データセンターの構成に必要な要素技術（メモリ、ロ
ジック、ネットワーク、アーキテクチャ）について、世界に誇る最先端技術を蓄積している。
これらを糾合して2030年に至る道程を描く。 

 産総研が世界をリードする不揮発メモリでは、電圧制御メモリ技術を確立し、超高
速・超低消費電力化のブレークスルーを実現。 

 世界最先端のシリコンフォトニクス技術を活用し、大規模データセンターにフォーカ
スした高集積化・波長多重化光ネットワークを実現。 

・本事業（3年間）で革新的技術の有効性を見極めて全く新しいコンセプトを構築。国家プ
ロジェクトや企業との共同研究に展開して、2030年に実用化。 

・大規模データ処理技術の研究開発で世界をリードすることにより、幅広いIT機器で世界
を凌駕する技術力を創出。 

【当該研究のロードマップ】 

研究概要 

実施体制 

概念図 

金 
山 
P 
D 

省電力ロジック 

ナノエレ 

光ネットワーク  

ﾈｯﾄﾜｰｸﾌｫﾄﾆｸｽ・電子光 

アーキテクチャ  

情報技術 

阪大・中央
大・東芝 

不揮発メモリ  

ナノスピン・ナノエレ・電子光 
ナノシステム 

東大・東芝・
ファウンドリ 

想定される 
連携先 

富士通 

東大・東工
大・筑波大 

不揮発メモリ 

省電力ロジック 

光ネットワーク  

アーキテクチャ 

デ
ー

タ
セ

ン
タ

ー
2
0
3
0
 

革新的技術 
の導入 

電力効率を 
1桁以上改善 

2013 - 2015 2020 2030 

実開発 事業化開発 事業化 要素技術の見極め 

省電力・不揮発メモリ開発 す
べ

て
の

IT
 

機
器

へ
の

波
及

 

新材料省電力ロジック開発 

超集中型アーキテクチャ開発 

デ
ー

タ
セ

ン
タ

ー
 

2
0
3
0
 

国プロ・ 
産学官 

共同研究 光ネットワークの高密度・多重化 

平成２５年度の取り組みと成果(3/3)（情報通信・エレクトロニクス分野） 
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今後の取り組み（情報通信・エレクトロニクス分野） 

研究概要 

今後の展開 

G空間コンピューティング 

・測位データや環境データに対して
特徴抽出や機械学習を連携して実
行できるプラットフォームを整備。 

・屋内外の大規模な地理空間情
報を利活用する基盤技術として、
測位技術と機械学習を用いて人
間の行動や空間理解を行うシス
テムを開発。 

研究概要 

今後の展開 

・ 増大を続けるビッグデータに対応した
情報処理基盤・応用技術を開発。 

・先進的なデータ収集・処理・公開のための情報処理基盤を
開発運用する。 
・多種の地理空間データや多様なセンサ、オープンデータ等
の膨大な情報を統合・解析する技術の開発と、その実証を
進める。 

ビッグデータ処理のための基盤技術と応用技術開発 

ビッグデータ情報処理階層 

計算機、ストレージ、 
ネットワーク    

クラウド、ミドルウェア 

 
防災、医療、エネルギー 

ソーシャルメディア 

基盤 

応用 

障がい者支援 作業管理 

個人移動支援 運転支援 

屋内外地理空間情報 

印刷法を駆使した柔らかな素子製造技術開発 

研究概要 

今後の展開 

 ・軽い、薄い、落としても壊れない、形
状自由度が高いという特徴を備えたフ
レキシブルデバイスを、高生産性印刷
法により製造する技術を開発。 

・印刷デバイス製造法の実用化へ向けての高度化。 
・技術研究組合と連携し、産業化に向けた研究開発の加速。 

研究概要 

今後の展開 

・電圧制御によるスピンメモリ技術
や不揮発性を持つトランジスタ技
術を確立し、超低消費電力化への
ブレークスルーを実現。 

低消費電力スピントロニクスデバイスの開発 

・ IT機器の消費電力を大幅に削減するため、スピン自由度
を利用したスピントロニクス技術を開発。 

電圧制御スピンメモリ 
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研究戦略概要（ナノテクノロジー・材料・製造分野） 
グリーンイノベーションの実現に向け、省エネルギーや産業の環境負荷低減に必要な革新的材料、 

デバイス及び産業プロセスの開発を推進します。 

革
新
的
材
料 

単層CNT大量生産実証プラントで生産したCNTを、

kg単位で企業や大学に提供し、CNTの産業化を加

速します。また、ソフトマテリアルやナノ粒子などのナ

ノ材料の開発から、個々のナノ材料が統合・融合化さ

れた、より高度なシステムの開発までの大きな流れを

生成する研究を推進します。 

レアメタル省使用・代替技術や省エネルギー型建築

部材の研究を推進し、グリーン・イノベーションの実現

を目指します。また、省エネルギーに有効な輸送機器

の軽量化を実現するため、マグネシウム等の軽量合

金の開発を推進します。 

産
業
の
環
境
負
荷
低
減 

最小の資源かつ最小のエネルギー投入で高機能材

料、部材、モジュール等を製造するミニマルマニュ

ファクチャリングの具現化と高度化を進めます。また、

マイクロ電子機械システムの開放型研究拠点を構築

し、ユーザーのニーズに応じた研究開発を支援しま

す。 

資
源
の
有
効
活
用
・ 

代
替
省
使
用 

銅の100倍電流を流せる 
単層CNT銅複合材料 

身近な熱を利用可能な
フレキシブル熱電材料 

アモルファス金属酸化物 
の構造モデリング 

耐熱性ナノコン
ポジット多孔体 

ジスプロシウムフリー 
高性能等方性Sm-Fe-N磁石 

次世代省エネルギー・快適建材  
（高性能吸放湿材料）と建材実験棟 

高精度、低コスト、高生産性加工を可能
にする低温鍛造マグネシウム合金 

3Dプリンターの活用による 
複雑形状鋳型の製造 

製造プロセス高度化のための 
設計・評価技術の革新 

MEMS技術で開発した 
世界最小無線温湿度センサ端末 

3.9x3.9x3.5mm 
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①SWCNTの大量合成法であるスーパーグロース法の量産プラン
トを運営し、用途開発企業などへ、のべ140件の試料提供を行っ
た。 

 
②SWCNTの分離メカニズム、スループット向上に関わる要因を明
らかにし、目標値達成となる高純度・高収率・大量分離技術を
開発した。 

 
③SWCNTの実用化・産業化研究として、 
・逐次電気めっき法により、均一なSWCNT銅複合材料を開発 
・銅と同等の電気伝導度で100倍の電気容量を示すことを実証 
・本複合材料の密度5.2 g/cm3は、銅(8.9 g/cm3)、金(19 g/cm3)
に比べ小さく、デバイス応用時の軽量化に貢献 

 

成果のポイント 

研究概要 

単層カーボンナノチューブの量産化技術と応用 

①単層カーボンナノチューブ（SWCNT）の工業的大量生産を
従来の1/100のコストで可能とする低コスト大量生産技術を
開発（目標値：600g/日） 

 
②SWCNTの金属型と半導体型の分離精製技術を開発 
（目標値：分離純度95％以上、収率80％以上） 
 
③SWCNTの特性を活かした高性能複合材料を開発 
炭素繊維、樹脂、ゴムなどとの複合化技術を創出し、実用
化・産業化研究を加速 

 
 

平成２５年度の取り組みと成果(1/2)（ナノテクノロジー・材料・製造分野） 
Ⅰ．グリーン・
イノベーション 

①低コスト大量生産が可能なパイロット 
プラントと50cm角大面積基板上のSWCNT 

②SWCNTの金属型と 
半導体型の大量分離 

50 cm 

1μm

20μm

③リソグラフィーで作製したSWCNTの   
  パターンに銅めっき処理したSWCNT  
  銅複合材料配線 
  ⇒高許容電流と高導電率を併せ持つ 
    唯一の材料 
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①透明状態と鏡状態を自在にスイッチング
可能な調光ミラーを開発 
 

②スイッチングに対する耐久性試験、及び建

物窓に実装しての省エネ効果の検証 

 

③太陽光の入射角の違いを利用し、自動で

夏季は太陽光を遮り、冬季には透過させる

自動調光シートを開発 

成果のポイント 

研究概要 

耐久性にも優れた新方式調光デバイスの開発 

平成２５年度の取り組みと成果(2/2)（ナノテクノロジー・材料・製造分野） 
Ⅰ．グリーン・
イノベーション 

①新しいガスクロミック方式による
調光ミラーシートのスイッチング 

③自動調光シートの構造と機能 

①調光ミラー材料として、薄いパラジウムでキャップされたマグネシ

ウム合金薄膜を用いたガスクロミック調光ミラーの開発に成功した。 

 

②１万回以上のスイッチング耐久性（３０年に相当する繰り返し耐久

性）を付与することに成功。また、通常の透明複層窓ガラスと比較し

て３０％以上の冷暖房負荷低減効果があることを実証した。 
 

③外の景色に対しては常に透明にも関わらず、高度の高い夏の太

陽光を遮蔽し、高度の低い冬の太陽光を透過する窓ガラス貼り付

け型自動調光シートの開発にも成功した。 

②Ｍｇ－Ｙ系調光ミラー薄膜のスイッチング特性 
 

凹凸の関係にある
2枚の透明シート 
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今後の取り組み（ナノテクノロジー・材料・製造分野） 

研究概要 

今後の展開 

・従来必須であった重希土類元素ジスプロシウム
（Dy）を使用しない新磁石の開発 

・省エネルギー、レアメタル代替・省使用化に貢献 

研究概要 

今後の展開 

・クリーンなエネルギー源として、工場や住宅から出る
排熱を有効利用することが期待されている。 

・導電性高分子(PEDOT:PSS)を用い、優れた熱電変換
性能、高い導電性を示す次世代の柔軟性熱電材料
を開発することに成功。 

 

・モーターは国内電力の５６％を使用しており、磁石の
高性能化による節電効果が期待されている。 

・サーボプレスによる荷重制御を組み合わせたパルス
通電焼結法により、高密度な焼結磁石の開発に成功 

モーター用高性能焼結磁石の開発 

身近な熱で電気を作るフレキシブル熱電材料 

・排熱を利用した装置用電源、環境発電、センサーの開発、体温を利用した 
 携帯機器等への応用 
・省エネルギー、電池交換等が不要なメンテナンスフリー社会構築への貢献 

高加圧パルス通電焼結法の概略図 Dyフリーネオジム焼結磁石 

PEDOT:PSSからなる 
フレキシブル熱電素子 

PEDOT:PSS熱電素子 
を用いたモジュール 

電流 
圧力 

パ
ル

ス
電

源
 

金型 

粉末 

真空 

チャンバー 

1 cm 
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【別表２】 地質の調査 
    地質情報の整備による産業技術基盤整備、社会安全基盤の整備 
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研究戦略概要（地質分野） 
地質分野では「地球をよく知り、地球と共生する」ことを理念として、第3期では地質調査のナショナル

センター機能を強化させ、地球科学基本図の作成、地圏の資源と環境に係る評価技術の開発、地

震・火山等の研究を継続して行います。 

地
圏
の
資
源
と
環
境 

・地圏の環境保全と安全な利用 
・環境に負荷を与えない資源開発 
・放射性廃棄物地層処分にかかわる安全

規制のために必要となる技術開発を実施 
鉱物・燃料資源 地下水資源 土壌汚染 地熱資源 

地
質
災
害 

・地震及び火山の活

動履歴を調査・観測

データに基づき解明 

・地震及び火山活動

の予測を目指した研

究を実施 火山調査 地震調査 

 

地
質
情
報
の
提
供
と
普
及 

・地質情報を活用しやすい方

式・媒体で提供 
・各種の国際組織や国際研究

計画へ積極的に協力 
・自然災害発生時には、緊急調

査の実施とともに、必要な地質

情報を速やかに発信 

緊急調査 

地
質
基
盤
情
報 

・地球科学基本図を作成し、成果と衛星画
像情報との統合化等を推進 
・大陸棚調査に係る研究を実施 
・地質情報を社会に提供する体制の整備 

陸域地質調査 
大陸棚延伸と 

海域調査 沿岸域調査 地質衛星情報統合 
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CH4 

oil 

CH4 CH4 

oil oil 

CO2 CO2 CH
4 

CH
4 

CO2誘発型 

賦活化 
CO2誘発型 

賦活化 

CO2誘発型 

賦活化 

発電所 工場 

平成２５年度の取り組みと成果(1/3)（地質分野） 

地下微生物で切り拓く資源創生型CCS技術の開発 

成果のポイント 

研究概要 

解明された高濃度CO2環境下でのメタン生成プロセス 
（Mayumi et al., 2013, Nature Communications） 

8 4 12 

原油 
8cc 

油層水 
800cc 

N2  
（CO2なし） 

8 4 12 

N2(90%)+CO2 (10% ) 

枯渇油田の環境を再現 
高圧環境での微生物培養実験 
圧力：5MPa 温度：55℃ 

高圧培養容器 

枯渇油田での微生物によるメタン生成とCO2地中貯留事業の概念図 

CCS事業開始前の環境 CCS事業開始後の環境 

酢酸 

水素＋CO2 

メタン＋CO2 

酢酸 

メタン＋CO2 

直接メタンを 
生成する 

細菌群が活性化 

メタン生成まで 
二つのプロセスが必要 

効率よい 
メタン生成の可能性？ 

・枯渇油田へのCO2地中貯留（CCS）事業が地中のメタ
ン菌に与える影響をラボスケールで調べたところ、
CCS事業開始後の高濃度CO2環境の方が、高効率にメ
タン菌がメタンを生成する可能性が示された。 

・ CCS事業前の枯渇油田環境では、酢酸からメタンへの
変化に2種類の細菌群がかかわっているが、CCS事業
後は直接メタンを生成する細菌群が活性化することが
明らかになった。 

・本課題は産総研生物プロセス研究部門・国際石油開発
帝石・ニューキャッスル大学と共同で実施し、2013年6
月13日に“Nature Communications”に掲載、および同
日の産総研プレスリリースで公表した。  

 Mayumi et al., (2013) Carbon dioxide concentration dictates alternative 
methanogenic pathways in oil reservoirs. Nature Communications,4:1998, 
DOI:10.1038/ ncomms2998. 

・枯渇油田でのCCS事業が地球温暖化を防止するだけで
なく、新たな燃料資源を創生する場となる可能性を示
すなど、CCS事業の可能性を広げた。 
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成果のポイント 

研究概要 

南西諸島近海に眠る海底鉱物資源の有望海域を発見 

平成２５年度の取り組みと成果(2/3)（地質分野） 

・海域の地質調査と海洋地質情報の整備の一環として沖縄周
辺海域の海洋地質調査を実施。新たな熱水噴出孔の発見と
熱水活動の確認。 

・これらの成果を受けて戦略予算による精密海底地形調査、
岩石・堆積物試料の採取により、火山活動の規模やその地
質学的成因論の研究を実施。 

（2013年9月9日ならびに2014年3月6日に産総研プレスリリー
ス） 

 

図２ 海底鉱物資源調査への流れ  

・トカラ列島の火山活動に関する成因解明の研究など、沖縄
周辺海域での火山・地震活動の新たな科学的知見をもたら
すことが期待。 

・詳細な海底地形調査から火山活動の規模や広がりについて
解明。海底火山活動などの防災面で寄与。 

・海底火山活動に伴う熱水活動は海底熱水鉱床を形成する可
能性があり、国の海洋資源開発計画の上でも重要な発見。 

・石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）と協同で資源
探査タスクフォースの設置。互いの既存データを持ち寄り
海底鉱物資源の有望海域の候補地を特定。 

（2013年8月7日JOGMECプレスリリース） 

図１ 海底熱水噴出孔付近の硫化物を好む特異な底生生物群
集。同海域付近から採取した岩石試料（閃亜鉛鉱、磁硫鉄鉱、

黄銅鉱、方鉛鉱、重晶石からなる塊状硫化物） 

海洋地質情報の整備 

JOGMECと協同し、 
海底鉱物資源調査、

鉱量評価 

地質学的成因論の研究 
効率的探査技術の開発 

有望海域の特定 

資源開発 
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CC BY 表示 
（原著作者の明示を求める） 

CC BY-ND 表示-改変禁止 
（主に研究者の解釈を含む成果物） 

CCライセンスの導入 

地質調査総合センター研究成果物の二次利用基準。 
出展を明記すれば二次利用が可能となるライセンス形態を採用。 

・ CCライセンスの導入：適切なクレジット表示を条件に
利用許可申請を不要とすることで、地質情報の二次利用
を容易にした。 
・国際標準形式での地質図の配信：国際的な地質情報の
相互利用が可能になった。 
・新たな地質図ユーザーの獲得や新たなビジネスの創出
が期待できる。 
 
＊CCライセンス：著作権を保護しつつ作品を自由に流通させるための国際的な    
   ルール。利用者はCCライセンスの表示に従って再配布など二次利用が可能。 

成果のポイント 

研究概要 

ビッグデータとしての地質情報の活用にむけて 

・ビッグデータとしての地質情報の活用の期待の高まりを
受け、IT戦略本部「電子行政オープンデータ戦略」(2012
年7月)に迅速に対応し、クリエイティブ・コモンズ・ライ
センス（CCライセンス＊）を2013年10月に導入。 
・データの一部は経済産業省Open DATA METI（地理空間
情報）に登録済み。 
・他機関のデータを含めた地理空間情報の重ね合わせを容
易にする統合ポータル（地質図Navi）を正式公開し、その
利便さが評価され電子国土賞2013特定テーマ賞を受賞。 
・また「20万分の1日本シームレス地質図の新サービスと
活用事例」がつくば・サイエンスアカデミー・ベスト産業
実用化賞を受賞。 

平成２５年度の取り組みと成果(3/3)（地質分野） 

地質図Naviの利用例：

地形図の上にシームレ
ス地質図を重ね合わせ、
ある範囲内の第四紀活
火山の分布を重ね合
わせて表示した例。 

Open DATA METIへの登録 

現在27件の研究報告・データベースを登録。 
今後も順次データの登録を行う。 

地質図Naviのトップページ 
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今後の取り組み（地質分野） 

研究概要 

今後の展開 

・国土および周辺海域の基本情
報としての地質の実態を体系
的に解明。 

・知的基盤計画に基づき地質情
報を整備。 

・海域‐沿岸域‐陸域をつなぐシー
ムレスな地質図の作成。 

・ボーリングデータに基づく、三次
元地下構造の把握。 

研究概要 

今後の展開 

 ・活断層・火山研究部門の設立による体制の強化。地震・火
山および数十万年単位の長期変動研究を一元的に推進。 

研究概要 

今後の展開 

・表層型メタンハイドレートの鉱量評価。 
・海底熱水鉱床の有望海域の候補地を特定。 
・資源調査における国際協力（モンゴルなど）。 

・地質学的知見を背景に、機関
連携に基づく国内外の鉱物・
燃料資源開発のための調査 

鉱物・燃料資源のポテンシャル評価 

高機能な地質情報の整備 

 

  ・地震・火山噴火・津波などに
よる地質災害の軽減に資す
る情報、放射性廃棄物処分
の安全規制に役立つ情報の
提供を行う。 

活断層・火山研究部門が 
担う主な研究対象 

地質災害予測手法の高度化 

利活用性を高めた地質情報の発信 

研究概要 

今後の展開 

 ・知的基盤として整備
された地質情報を、
活用しやすい方式で
普及させる。 

 ・閲覧する統合ポータルの
Web配信環境の高度化。
利用者のニーズに対応し
た地質情報の提供。 

日本周辺に分布する
鉱物・燃料資源 

地質情報を利用者の目的に合わせ、編
集のうえ閲覧できるシステムへの改良 

地形・土地利用情報 

地表地質図 

ボーリングデータ 

3D地下構造 

マンガンクラスト 

海底熱水鉱床 

メタンハイドレート 

「地質地盤図」の整備 
三次元地質構造解釈図を提示 
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【別表３】 計量の標準 
    計量標準の設定・供給による産業技術基盤、社会安全基盤の整備 
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研究戦略概要（計測・計量標準分野） 
 グリーン・イノベーションおよびライフ・イノベーションの実現および国内産業の国際競争力の維持、強化のため、計量標準の開発、
整備、供給を行い、産業現場の計測信頼性の効率的ボトムアップ、技術イノベーション・国際標準化促進・社会安全など政策支援
の技術開発を図ります。 

・秒やキログラム等の定義を改定

する革新的な計量標準の開発 
・環境、医療、ナノテクノロジー等の

先端産業技術を支援する戦略的な

計量標準の開発 

次
世
代
計
量
標
準 

・水素エネルギー、燃料電池などの貯蔵技術、利用技術の推進 

・省エネルギー技術の開発等を支える計量標準の開発、整備 

・バイオマス系資源や資源再利用システムの評価に必要な標準物質等

の開発、整備 LED照明評価に向けた
分光全放射束評価装置 

次世代のキログラム原器を 
目指すシリコン球  

先
端
計
測
技
術 

・イノベーション実現に必要な先端 
計測装置や分析、評価技術等の開発 
・生産現場に適用可能な計測技術の

開発 
・製品やサービスの認証を支える評価

技術の開発 
生体高分子分析装置 

・国際規格、法規制に対応する計量標準

の開発、整備 

・ナノ材料・デバイスの分野における国際

競争力の強化を支える基盤的計量標準

の開発、整備及び供給 

産
業
の
国
際
展
開 超格子多層膜による 

ナノスケール標準 

・先進医療機器や臨床検査に 

関わる計量標準の開発、整備 

・食品の安全等の保全に資する

各種分析に関わる計量標準や 

標準物質等の開発、整備 放射性セシウムを含む 
玄米の認証標準物質 

50mm50mm50mm

グ
リ
ー
ン
・ 

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の 

実
現 

ラ
イ
フ
・ 

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン 

の
実
現 
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 光格子時計は、秒の高精度化に貢献できる次世代の原子時計 

として期待されている。産総研は、イッテルビウムおよびストロン

チウム光格子時計の開発に取り組み、光周波数の安定性の向

上、不確かさの評価により、次世代の時間標準の開発に対し国

際的に貢献している。 

 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

時計に続き、 8７Sr（ストロンチウム）光格子時計の開発に成功し、

同じ実験室において、原子種が異なる2つの光格子時計を同時

に運転する事が可能となった（図１） 。 171Ybおよび87Sr原子の時

計遷移周波数比の直接測定を世界に先駆けて達成し、世界トッ

プとなる小さな不確かさを実現した。 

 本技術は、光格子時計を高精度な重力場測定センサーとして

用いることで（図２）、測地学や水文学などの地球科学へと応用

することも可能となる。また、宇宙船のナビゲーションシステムに

代表される、高精度原子時計の宇宙科学への応用（図３）、物理

定数の恒常性検証など基礎科学への貢献、さらに、新材料の熱

膨張係数や経年変化の短時間での評価など、様々なアウトカム

が期待される。 

平成２５年度の取り組みと成果(1/3)（計測・計量標準分野） 
光格子時計の開発 

成果のポイント 

図３. 国際宇宙ステーション（ISS） 
に搭載した原子時計 

図２. 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 

図１．YbおよびSr光格子時計の同時運転の概略 

研究概要 

Yb Sr 

Sr光格子時計の超高真空装置 Yb光格子時計の超高真空装置 

時計遷移励起用狭線幅レーザー光源 

狭線幅レーザーの典型的なビート 

同時運転 

Sr/Yb周波数比の測定 
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平成25年度の取り組みと成果(2/3)（計測・計量標準分野） 

成果のポイント 

研究概要 

化学計量トレーサビリティ体系の高度化に関する研究 

従来技術では供給する標準物質毎に国家標準が必要であったが、定

量NMR技術では、水素原子を物差しとして用いることで、標準物質毎

の国家標準を整備せずに、水素信号の基準物質から様々な標準物質

を値付けすることができる。食品分析（農薬類）において有機標準物

質は2007年以前はほぼ皆無であったが、この技術を用いることで

2013年末までに140物質以上の農薬標準物質が市場に供給されてい

る。さらに、定量NMR技術は定量用標準品の純度分析法として、

2011年に食品添加物公定書、2012年に日本薬局方に採用され、食

品や医薬品の安全性向上にも貢献している。また、水素のみならずリ

ンやフッ素などへの適用が可能であることから、核酸などの生体関連

物質や機能性材料などの定量評価ができる手法として実用化が進ん

でいる。 

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） 

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、標準物質毎の
国家標準を必要としない 

環境および食品等の分野における安全への要求の高まりを受け、有

機化学物質の分析に必要な標準物質を迅速に供給するための核磁

気共鳴法による校正技術（定量NMR技術）を実用化し、新たな標準

物質供給体制を構築する。 

0

50

100

150
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2 14 
64 

95 116 140 144 

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 

*計量トレーサビリティの確保された標準物質 

図１ 定量NMR法による標準物質の値付け 

図２ 実用化の例：食品安全への貢献 
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成果のポイント 研究概要 

大震災と原発事故にかかわる放射線測定への対応 

・放射性セシウムを含む玄米の認証標準物質を追加で開発し

NMIJ CRM 7541-bとして頒布を開始した。平成26年3月末までに、

平成24年度開発分を合わせ222本を検査機関等に納入。 

・放射性セシウムを含む玄米試料を用いて放射能分析に関する

技能試験および確認試験を実施。 

・福島における空間線量スペクトルを評価。 

東日本大震災を境に放射線・放射能測定への注目が急激

に高まった。産総研では従来から放射線・放射能に関わる

計量標準を整備しており、測定のトレーサビリティを維持す

ることが出来た。さらに以下に示す様々な活動を通じて、わ

が国の放射線測定の信頼性維持・向上を全面的に支援し

ている。 

平成２５年度の取り組みと成果(3/3)（計測・計量標準分野） 

復興支援 

除染研究支援 

技能試験・確認試験 

認証標準物質 

事業者   
認定支援 

旧原子力安全・ 
保安院への協力 

地元への協力 
産総研一般公開 講演・発表 等 

測定法開発 

避難者支援 工業標準 

技術支援 
講演会 

放射性セシウムを含む
玄米の標準物質 

従来の計量標準と震災後の取り組みを通して国家の放射線計測の信頼性を向上 

降下物の放射能分析 
空間線量スペクトル評価 
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・ 食品の安全性確保に資する標準物質の供給。 

グリーン・イノベーションの実現を支える計量標準の整備 

研究概要 

今後の展開 

研究概要 

今後の展開 

・ 食品の安全性や生活環境の健全性
確保に資するための食品分析に関
わる計量標準、及び、有害化学物質
の分析に関わる計量標準の開発。 

・ 水素エネルギーの利用に必要な気体の流量標準・圧力標準
の開発。 

ライフ・イノベーションの実現を支える計量標準の整備 

・ 先進医療機器の開発・利用に 
 必要な超音波・放射線標準の開発と供給。 

高純度標準物質・ガス標準物質 

・ 先進医療機器の開発/標準化に資する計量標準や、健康
づくりに不可欠な臨床検査に関わる計量標準の開発。 

・ 省エネルギー・エネルギー効率化技
術の開発を支援する計量標準の開発。 

・ バイオ燃料の品質管理に資する標準
物質や粘度計測技術の開発。 

今後の取り組み（計測・計量標準分野） 

・ 新エネルギー源・省エネルギー技術・バイオマス資源・リサイ
クル資源の利用を支援する計量標準の開発と整備。 

蓄電池・キャパシタ標準 

研究概要 

今後の展開 

• 開発した計測、解析及び評価技術の統合、水平展開。 

生産現場計測技術 

・ 製品の品質と生産性を高める上で
必要となる異常検出技術の開発と
生産現場への適用。 

 

量産現場用プロトタイプ検査装置
システム 

・ 測定困難な条件に適用可能な  
力学計測技術の開発。 

• 計測ソリューションとして直接適用可能な検査方法やシステム
の確立。 

今後の展開 

・ 先端的な計測技術を開発し、社会資本や
製品の安全性の確保に役立つ材料の 
分析や解析技術とその評価装置を提供。 

・ オリジナルの計測機器による様々な材料
評価を提供することで、企業や大学の 
研究開発、新製品開発を支援し、 

  科学技術立国の維持に貢献。 

材料評価のための先端計測・分析機器開発 

超伝導蛍光収量XAFS分析 

研究概要 

フェムト秒過渡吸収分光装置 
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